


「海は山が育てる」
と漁師さんは言います。

背後に豊かな森を持つ海は、森から供給される栄養によって

プランクトンが育ち、そのプランクトンを底辺とする多種多様な

生態系が構成され、豊かな漁場ができるという意味です。

しかし、東京の海は森ではなく人が育てる海。

東京の海に流れる水の約７０％は人が利用したあとの水です。

都会に住む私たち人間は、海を育てる森の代わりにならなければいけません。

BLUE CARBON

地球温暖化の最大の原因であるCO²

大気中のCO²を吸収しているのは陸上の植物だけではありません。

海洋生物が吸収するCO²は地球上の全生物が吸収するCO²の５５％を占めているのです。

明日の私たちのために

今日できることから

考えてみませんか

*

*

BLUE CARBON( ブルーカーボン ) とは、沿岸域に生息する海洋生物が吸収する CO² の事です。
詳しくは、本文「p9. ブルーカーボン」を参照下さい。



港区の水辺の歴史

海水浴を楽しんでいる風景
芝浦水泳所全景大正3年ごろ
芝浦水泳所絵葉書 長谷文三郎氏提供

港区海岸線の変位

東京湾大華火祭

芝浦海岸で潮干狩りをしている風景
芝浦海岸の汐干狩り明治44年（東京風景）

写真：港区立港郷土資料館所蔵

私が小学生の頃は、学校から帰ってくる
と釣竿を持って毎日のように芝浦運河
へハゼ釣りに出かけました。そして町の
子ども達が、橋の上から運河に飛び
込んで遊んでいたのを今でも鮮明に
記憶しています。
この地で生まれ育った私にとって、芝浦
運河で遊んだ体験はかけがえのない
思い出です。残念ながら今は泳ぐこと
こそ出来ませんが、近年、行政や地域
住民団体等の努力により、水質が改善
されつつあると聞きます。またここで
子ども達が泳ぐ姿を見ることを夢見て、
陰ながら応援しています。

芝浦二丁目町会長

加藤 肇一さん

芝浦運河で遊んだ記憶

昔は泳げた港区の水辺
年の暮れになると演じられる古典落語に「芝浜」という魚屋の夫婦の
話があります。この「芝浜」は現在のJR田町駅周辺にあった海岸付近
が舞台となったものです。この付近には日本橋に次ぐ江戸の食卓を
支える魚市場があり、遠浅の豊かな水辺が広がっていて明治時代
まで海水浴や潮干狩りが楽しめる美しい海辺がありました。
その後、東京港湾の海岸線は近代化と共に埋め立てが進み、自然
豊かな美しい海岸線はしだいに姿を変えていきます。そして、昭和
初期にほぼ現在の地形となりました。
現在、港区の水辺に張り巡らされている運河は埋め立ての過程で
港から内陸への物資輸送のための水路として作られたものです。
当時の運河沿いには海から運んできた物資を保管する倉庫が立ち
並んでいました。
そんな物流の基幹となる運河でも昭和24年頃までは、運河で子供
たちの泳ぐ光景を見ることが出来たそうです。

高度経済成長の代償
かつて泳げるほどキレイであった東京の水辺の水質は、昭和２０年代
後半から都市化・人口増加により悪化の一途を辿ることとなります。
隅田川では、悪臭などの理由から昭和36年から昭和52年までの間
花火大会が中止されるなど水質汚染は深刻な状況がつづきました。
この状態は年号が平成となるまで続きます。

よみがえる、港区の水辺
東京都は、平成7年に下水道が100%整備された頃から急速に水質が
改善され、現在ではカニ・ハゼ・ウナギなど多くの生き物が生息するよ
うになりました。また、東京都の下水処理施設は平成16年から「水再
生センター」と呼ばれるようになり、下水処理に取り組む意識が変わっ
ていったのです。今、少しずつですが、東京の水辺は町会長たちが子
供のころ泳いだ記憶のある６０年前の水準に戻りつつあります。

浜松町駅

田町駅

港区

品川駅

お台場

～明治中期

明治末期～戦後

高度成長期～現代



文京区

千代田区

中央区

港区

新宿区

渋谷区

海の水はどこからくるの？

東京の海には多摩川や荒川、隅田川など大きな河川から大量の水が流れ込んでいます。
多摩川からは1日に１２７万トンもの水が流れ出していますが、これは東京ドーム一杯（１２４万トン）に相当します。
海に流れ込んでいるのは川からだけではありません。下水道普及率が１００％に達している東京では雨水や生活廃水
が下水道を通って水再生センターに送られ、再生処理されたあと川や海に流されます。例えば、大田区にある森ヶ崎
水再生センターの排水量は日量約１１５万トンもあり、多摩川の流量にほぼ匹敵しています。そして港区の芝浦水再生
センターからは多摩川の約半分に相当する６２万トンもの再生水が運河に放流されています。私たちの海の水は、
私たちが生活で利用した後の再生水に大きく影響されているのです。

芝浦水再生センターの再構築計画について
芝浦水再生センターは1931年に開設された東京で3番目に古い下水処理
施設でしたが、施設の老朽化の改善と下水処理機能の強化を図るため、
25年をかけた事業計画で再構築されることが決まりました。
この事業計画には、雨水を貯める貯水池の増築や、下水の高度処理(*1)
方式の導入等が盛り込まれており、25年後には再び泳げる水辺環境が
実現するかもしれません。
*1 高度処理 … 通常の下水処理より高度な処理を行う技術で、富栄養化の原因となる
 窒素やリンを従来よりも大幅に低減することができる。   

芝浦水再生センター芝浦水再生センター

芝浦水再生センター

芝浦水再生センター施設概要

芝浦水再生センターは、港区・中央区・千代田区・渋谷区・
新宿区など都心部の雨水や生活廃水を再生処理しており、
その処理地域の面積は山手線の内側に相当します。
この水再生センターでは再生処理した水を運河に流して
いますが、運河は高潮被害を防ぐため水門で狭められてい
るので閉鎖性が高く、再生水の影響を非常に受けやすい環
境となっています。
芝浦水再生センターでは雨水や生活廃水を魚が住むこと
のできるレベルまで再生して運河に流しています。しかし

近年多発するようになった都市型
集中豪雨によって、瞬間的に大量の
雨水が下水に流れ込み、水再生セン
ターの処理能力を超えてしまう事が
頻発するようになりました。
処理能力を超えた下水は簡易処理
のみで運河に流れ出てしまいます。
芝浦水再生センターでは、年間1,536
万立方メートル(東京ドーム約12杯分)
もの下水が簡易処理されただけで
運河に流れ出していましたが、2008
年末に、雨天時の簡易処理水の一部
を運河内ではなく外の海に排出する
システムが稼働することになりました。
これにより、運河内の水質環境の改善
が期待されます。
　　　

運転開始           
敷地面積          
処理能力          
雨天時貯留池 

： 昭和6年3月 
： 199,127㎡ 
： 910,000㎥
： 18,600㎥ 



他団体との連携

ー カヌー体験へ参加した感想 ー
最初は、障害を持つ繊細な子供たちをカヌーに乗せることに対して不安もありましたが、作業
療法士とも検討を重ね、思い切って参加してみることにしました。すると、そんな心配はどこ吹く
風、子供たちは初めての体験に興味津々で臆する様子はまったくありませんでした。カヌーを
降りてからも、自慢げに話をする姿は逞しくもあり達成感が自信につながっているようでした。
子ども達の療育には自信をつけさせることがとても大切です。あたらしい子供たちの可能性を
発見することが出来、とても貴重な体験をさせていただきました。

水辺の自然観察・学習会 (港区NPO活動助成事業) 水辺を体験する

カヌーに乗って水の上に浮かび自分たちの街を見る体験。美しく愛らしい水鳥や水辺に生息するカニなど生き物を観察
する体験は、産まれ育った故郷に対する愛情の源となります。この地で育つ子どもたちに故郷の自然を教えてあげたい
という思いから、NPO海塾では港区のNPO活動助成事業として水辺環境の自然観察・学習会を開催しています。

親子で学ぶ水辺環境
まず初めは教室で、水鳥や魚やカニなど、運河に棲んでいる生き物
について学びます。冬になったらやってくる渡り鳥にはどんな種類が
あるのか？この運河で一生を過ごすカルガモは何処で巣を作り何を
食べ、どのように子育てをするのか？ そして、水環境のこと。運河の水
は海水なのか？淡水なのか？ どこから流れて来るのか？ どうすれば
もっとキレイになるのか？ 親子で学習します。

親子でカヌー体験
水辺の自然観察は親子でカヌーに乗って行います。泣き虫の子も、
ヤンチャな子もカヌーに乗ったら皆静かになります。感受性豊かな
子供にとって自分が座る船底が布一枚で海と接しているという刺激
は大人が想像する以上のものなのです。座るのは子供が前、大人は
後ろ。カヌーは互いに声を掛け合い息を合わせて漕がなければ
真っ直ぐ進むことも出来ません。水上の隔離された空間での共同
作業によって親子の絆が一層深まります。

水の上から見る街
橋の上や運河沿いの遊歩道から見る運河は狭く細い水路にしか見え
ませんが、実際に浮かんでみると、その長さと広さに誰もが驚きます。
水の上から見る街は別世界です。いつも通る橋を裏側から見るのも、
水鳥が自分と同じ目線から飛び立つのも、ボラが船に驚き飛び跳ねる
のも子供たちにとっては生まれて初めての体験です。水面を吹き抜け
る風の気持ちよさと共に、きっと生涯忘れることの出来ない思い出に
なることでしょう。

港区で発達障害児の療育を行っているNPOスキルキャンプ

水辺体験を通して学べること
水辺の自然観察・学習会に参加した方々から、多くの熱いメッセージ
を頂きました。「食べ物の残りが海を汚していると知ったことから、
子供が食べものを残さないようになった」という声や、「子供が自分
を見る目が変わったような気がする」と話すお父様もいらっしゃい
ました。このカヌーを使った教育プログラムは環境学習だけでなく、
食育や親子の絆を深める等、様々な効果が期待できます。

スキルキャンプスタッフの方々

日の出水門



カルガモプロジェクト

カルガモの巣作り
親子のカルガモの姿は都会の水辺に潤いを与える象徴的な存在で
す。運河に囲まれた芝浦アイランドでも、かつては沢山のカルガモ
の姿を見ることが出来ました。
またカルガモたちに帰ってきてもらいたいー
そんな声に応えるべく「カルガモプロジェクト」が発足されました。
港区芝浦港南地区総合支所の区民参画組織「港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト」の取組として発足されたこのプロ
ジェクトでは、カモの生態を調べ、世界初となるカルガモの人工
巣を設計しました。運河の上に設置された人工巣では、初年度から
沢山のヒナが誕生し、多くのカルガモが戻ってきてくれました。

NPO海塾では、たくさんのカルガモの親子が毎年誕生するように、
巣の浮力調整や補修、草の植え替えなど保守点検業務を行って
います。また、所有するカヌーを使って地域住民の方々と一緒に
巣の清掃や給餌を定期的に行い、地域住民の方々が身近に感じて
もらえるように努めています。今後もカルガモプロジェクトへの
住民参画の機会を増やし、みんなの手でカルガモを見守って
いける環境を作って行きたいと考えています。

カルガモは他の多くの鳥がするように、巣で待つヒナに親がせっせと餌を運ぶような育て方をしません。ヒナは
生まれてすぐに自分の力で泳ぎ、餌を獲らなければならないのです。親はいつもヒナのそばにいて、泳ぎ方や餌の
捕り方を教え、外敵の攻撃などの危険が迫ると盾になって子をかばいます。
このようなカルガモのたくましく生きる姿を観察することで、親子の絆について考える機会となれば・・・
そんなメッセージがこのプロジェクトには込められています。

カルガモの子育てに学ぶ親子愛

住民参画のお手伝い

カルガモの巣 設計図 世界初の試み カルガモの人工巣 カルガモの休憩場所



周囲を運河で囲まれた芝浦アイランドの西岸には、
鹿島建設が設計した長さ200mの通称「カニ護岸」と
呼ばれる近自然型ブロックを備えた護岸が作られて
います。この護岸には２箇所の干潟機能を備えた潮溜
まりがあり、ハゼやエビ、ウナギなど多様な生き物が
生息しています。ここでは地域の小学校が野外授業で
環境学習を行うなど、都会の子ども達が海の自然を体感
出来る貴重なフィールドとして利用されています。NPO
海塾では、アドプト制度によって住民が自ら護岸を管理
運営できる体制作りのお手伝いをしています。

カ ニ 護 岸

生き物の棲み処づくり

透明で美しい水が流れる水辺。そんな、私たち人間にとって快適な水辺を作ることは、そこを棲み処とする生き物たちの
生態系を取り戻すことにもつながります。そして、水辺の生態系が復活すると自然浄化作用が高まり、更に環境の改善が
促進されます。生き物にとって棲みよい水辺環境を調べることを目的に、国土交通省、東京都港湾局、港区が住民と共に
行っているのが「生き物の棲み処づくりプロジェクト」です。

生き物に優しい護岸

河口など、海に淡水が流れ込むことによって塩分濃度が
低くなった水域を汽水域といいます。芝浦運河周辺の
水環境は芝浦水再生センターから出る再生水の影響に
よって、表層の塩分濃度が極めて低いのが特徴です。
また再生水の温度は一年を通じ約２０～２４度で安定
しているので周辺の運河の水温は冬は暖かく夏は
涼しいという生き物にとって快適な環境になっています。

運河は汽水域

カニ護岸の周りに棲んでいる生き物たち

芝浦アイランド西岸に設置されたカニ護岸

コサギ

カワウ

カニ

テナガエビ

メバル

ギンポ

ハゼ

ウナギ



運河と外海をつなぐ水門

複雑な網目状の運河の各地点で、流向・流速・水温・塩分濃度を
計測し、流れのメカニズム解明を目指す調査を実施しました。
カヌーの機動力を生かして小さな運河にも入り込み観測機器を
設置し、フロートを用いて海の顔・川の顔それぞれの運河の流れを
測定しました。
また、小型の調査船にＧＰＳと測深機、多項目水質計を搭載し、広域
の水温・塩分測定も行いました。

海の顔・川の顔調査

運河の調査 国土技術政策総合研究所との協働調査

雨の恵みとして地上に降りた水、人々の生活を潤した水は、汽水域を通して海へと還っていきます。海水と淡水が混ざり
合う汽水域では、水が陸から海に流れ出る下げ潮時の性質（川の顔）と、海から海水が流れ込んでくる上げ潮時の性質
（海の顔）が繰り返されます。都市型の汽水域である東京の水辺を再生する上で、そのメカニズムを知ることは不可欠
です。この実態を解明するため国土技術政策総合研究所と協働で水辺環境に関する調査を実施しています。

淡水と海水が混ざり合う運河の水

外から泥が押し込まれてる！？

芝浦運河では、水再生センター等からの淡水が運河の表層を海に
向かって双方向に流れ出ていき、運河の水循環を作り出します。
調査では、下げ潮時には上下層とも日の出水門から東京港へ流出し
ていることが観測され、一方上げ潮時には、水面近くから処理水を
含む淡水が流出し、深いところ（およそ1.5m以上）からは、海水が浸入
してくることが分かりました。水門の位置や運河の地形により侵入
してくる海水の厚みや到達距離は変化しますが、その海水は水路奥
まで遡っていきます。
また芝浦運河下層には、潮汐により往復運動をする水塊があり、水の
流れが滞留している恐れがあることも分かりました。このように循環
がぶつかり流れが滞留する場所では、水中の有機物などが堆積
しやすいと考えられます。

この調査により、芝浦運河は水再生センター等からの流入水と潮汐
流によって循環する“生きた”汽水域であることが解明されました。
また、海水が海底の泥と共に運河内に流れ込み、奥の方へと押込む
「ポンプ効果」を持つ可能性があることも分かりました。このポンプ
効果により、運河の底の泥を浚渫しても絶えず海から泥が押込まれ
てきているかも知れないのです。
これらの調査結果に基づく考察は、芝浦運河が水門の開閉による
水流のコントロールや、排水口の位置を変えることにより、水質を
管理できる可能性を示唆しています。

運 河 の 水 の メ カ ニ ズ ム

調査の結果から見える将来の展望
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測定位置

流れの動き（イメージ）

調査で使用した機器
フロート式流速計(左)・水温塩分計(右上)・多項目水質計(右下)

上げ潮時の塩分測定結果と循環の模式図（新芝浦運河）
海底から海水と共に泥が運河の奥に押込まれていくメカニズム



京都議定書の基準数値などを算出している国連環境計画
（UNEP）が 2009 年 10 月に発表した環境レポート「BLUE 
CARBON」によると、森林など地球上の生物が固定化する
炭素のうち、海洋生物の吸収する CO² は全炭素量の 55％
を占めています。
報告書はこれをブルーカーボンと命名し、森林など陸上の
植物だけでなく海洋生物による CO² 吸収の重要性を指摘
しています。
海は地表の 70.6%の面積を占めていますが、広い外洋の
真ん中に生物はほとんど棲んでおおらず、海の生物は沿岸
域に集中して生息しています。
日本の海岸線延長距離は約 3万 5000 キロと長く、国土
面積当たりの海岸線延長は先進国の中でも最大級で、世
界的にも主要なブルーカーボン貯蔵国である可能性があ
るのです。現在、日本は京都議定書の「6％削減」義務を
果たすために官民で年間 1兆円を投じて排出量枠を買っています。
将来、ブルーカーボンが数値化され、排出量取引基準値に含まれるようになると、日本の立場は大きく変わる可
能性があるといえます。

更に、2010 年 1月には 2020 年までに 1990 年比で 25％削減することを目標にした「チャレンジ 25」がスタートし
ました。この削減目標達成にはカーボンオフセットという考え方が欠かせません。これからの日本は生き物の宝庫で
あるサンゴ礁を守り、陸上の植物と同じようにCO² 吸収を行うアマモや昆布など海草の育成に適した浅瀬や多種多
様な生物が生息できる磯場などを守り、増やす努力をしていかないといけません。

また、汚れた海に海草は育ちません。
海の水質を汚している最大の原因は工業排水ではなく、私
たちが日々使い流している家庭排水です。沿岸域の水環境
を改善するためには私達自身が海に優しい生活をしていく
必要があります。
カロリーの低い食品やとぎ汁を出さない無洗米の使用、食べ
残しをしない食育、食器を拭いてから洗うことなどを行えば
７０％以上も排水負荷を減らす事ができるのです。
認定NPO海塾は、ブルーカーボン事務局の一員として、
行政や企業と連携し「BLUE CARBON」の啓蒙に取り組んで
いきます。

ブルーカーボン

海塾は、行政機関と連携し、海の二酸化炭素（ＣＯ２）吸収「ブルーカーボン」の啓蒙に取り組んでいます。

BLUE CARBONとは 海の環境改善が地球温暖化対策のキーとなる 

CO²を吸収しやすい海をつくろうブルーカーボン事務局

地球上の生物が吸収する CO² 量
の５５％は海洋生物による

THE ROLE OF HEALTHY OCEANS IN BINDING CARBON

BLUE CARBON

国連環境計画(UNEP)により発表されたレポート(2009.10)

陸上生物

55

海洋生物

45

BLUE CARBONBLUE CARBON



東京港の海洋生物多様性

東京港にはサギやカワウなどのコロニーがある生物多様性に配慮された石積緩斜面護岸 緩斜面護岸はカニなどの棲み処となる

ブルーカーボンの啓蒙活動 その①

海は陸上より多くのCO²を吸収しています。海水そのものもCO²を吸収していますが、海全体のCO²吸収量の半分に
相当する11億トンは海洋生物によるものです。そして、海洋生物の多くは陸地に近い沿岸域に棲んでいることから、
人間の手による海岸の開発は海洋生物に大きな影響を与える事となります。
東京港には天然の海岸は１ｍも残っていません。海岸線は長い年月をかけて埋め立てられ、その姿を変えていきま
した。今後、どのような取り組みをすることで生物の多様性を高めることが出来るでしょうか。

東京港の護岸は、そのほとんどがコンクリートの垂直護岸になっています。
これは船の接岸を容易にするためと、ゴミなどが引っかかり難くすることで
管理をしやすくするためです。しかし、そのようなコンクリートの垂直護岸は
カニなど生き物の棲みかとしては適していません。垂直護岸に整備された
海辺からはカニなど多くの生き物が消え、それをエサとする水鳥も少なくな
っていきました。
江戸時代から何度も作り変えられながら発展してきた東京港ですが、近年
になって垂直護岸の前面に石を積み上げて小さな生き物の隠れ家を作るこ
とで多様な生物の生息環境を作り出す新しいタイプの護岸が作られるよう
になり、再び岸際でカニなどの水生動物やシラサギなど浅瀬でエサを取る
水鳥を見ることができるようになりました。
沿岸域の生態系の頂点に位置する水鳥の数が増えたということは、エサと
なる魚類やカニなどが増えた事を意味し、周辺海域の自然環境が改善しつ
つある事を示しています。

生物多様性に配慮した石積緩斜面護岸は、生き物にとっては快適な水辺
環境ですが、潮の干満によって浮遊ゴミが引っかかりやすいのが欠点です。
ＮＰＯ海塾は、江東区豊洲の東雲運河沿いにある長さ1,700ｍの生物多
様性護岸のゴミ拾いを市民参画型のイベントとして定期開催しています。
参加者は生物多様性護岸を清掃する経験を通じ、水質が改善されつつあ
ることや、護岸に棲む生き物を観察する事ができ、東京の海を身近な存在
として感じる事ができるようになります。
そして、このイベントでは清掃後に500人乗りの水上バスに乗って東京港
エコクルーズを行います。
船内では環境ナビゲーターから東京港の自然の話や、私たちの生活が海
にどのような影響を与えているのかという話を聞きます。



私たち一人一人ができること

水槽で魚を飼った事
がありますか？ 魚を飼うときに最も注意しなければならないことは

「餌をやりすぎないこと」。
餌の食べ残しは栄養分が高く濾過システムに
大きな負担を強いるので水を汚してしまいます。

食器やフライパンの油や
汚れは、紙などで拭きとって
ゴミ箱に捨ててから洗い
ましょう。
水へ流す汚れは7割も減り
ます。

天ぷら油を捨てるときは、
市販の凝固材等で固めるか
紙などに吸収させて、ゴミ
箱に捨てましょう。
排水口には流さないように
しましょう。

水槽の濾過システムは、濾過槽に棲み着いたバクテリアが水中の酸素を利用して汚れを食べて分解し、水をキレイに
します。汚れの中でも、魚の糞より食べ残した餌の方がカロリーが高いので、水槽の水は急激に濁ってしまいます。
これを人間が住む世界に置き換えてみても基本的な原理は変わりません。家庭から栄養価の高い排水が大量に流れ
出てしまうと自然界の生態系バランスが乱れ、水が汚れてしまうのです。

つまり、東京の海は「餌をやりすぎた水槽」と同じ状態です。
有り余る栄養分を海に流しているのは、私たち人間なのです。

下の図の食品を水槽に入れると魚はすぐに死んでしまいます。魚が棲め
るようにするためにはどの位の量の水で薄める必要があるのでしょうか。

私たちのちょっとした心遣いで
東京にきれいな海を取り戻すことができます。

魚が住める水質（BOD5mg/ℓ）
にするのに必要な水の量は？

300ℓの浴槽で換算すると… 330杯

てんぷら油
５００ml

おでんの汁
５００ml

牛乳
２００ml

みそ汁
２００ml

米のとぎ汁
２,０００ml

マヨネーズ
１０ml

25杯 10杯 8杯 4.7杯 4.2杯

ブルーカーボンの啓蒙活動 その②



東京港開港記念の祭りである「東京みなと祭」の中の行事の一つ
として開催されるシーバスのキャッチアンドリリース大会を主催して
います。毎年、ニューヨーク港で開催される「マンハッタンカップ」と
連動して開催し、東京とニューヨーク、互いの都市の水辺環境が改善
され、食物連鎖の頂点に立つ大型魚が大都市の水辺に多数生息して
いることを広く世界にアピールします。優勝者には東京都知事より
都知事賞を頂くなど、東京都の後援を頂き運営しています

東京ベイカップ

さらなる取り組み

お台場海浜公園等で開催する水上運動会。NPO海塾が所有する六人
乗りのゴムボートを使ってボートレース大会を行います。小学校対抗
や地域対抗等のレースを行い、現代社会において希薄になりがちな
地域間のコミュニケーション促進のお手伝いをしています。参加者
だけでなく応援団も沢山集まり、大いに盛り上がるイベントです。
（写真： 港区芝浦港南地区総合支所主催「水辺フェスタ）

水上運動会

竹竿・ロープ・タイヤチューブをつかって一からイカダをつくり、自分
でつくったイカダに乗ってお台場の海を冒険します。
夏休みに１日１０万人の来場があるお台場の海を舞台に、子供たち
に「東京の海で遊ぶ」体験を提供します。参加した子供たちは、もっと
海がキレイになれば東京の海でもっと楽しく遊ぶことが出来るように
なる、という夢を具体的に描くようになります。

お台場いかだ作り

普段あまり見ることの出来ない運河から見た街の風景を、地域の
住民に体験してもらうためのイベント。運河クルーズを通して水辺
環境に関する話や、日常何気なく渡っている橋の下を通るライフ
ラインの話等、暮らしに密着したメッセージを水の上から発信する
機会を創出しています。
（写真：港区芝浦港南地区総合支所主催「運河めぐり）

運河めぐり

NPO海塾では、東京都や港区など行政に対し、様々な水質浄化
プランを提案しています。

水質浄化プラン

■ お台場海浜公園　カキの水質浄化実験 (H19～H21)

■ 高濃度酸素溶解水を用いた運河の水質浄化実験

■ 自然浄化能力を高めた護岸の調査実験



国税庁長官が、社会貢献度が高い活動
を行っているとみなしたNPO法人に
対して認定を与え、認定を受けたNPO
法人に対する寄付金は、税制上の優遇
措置が講じられる制度です。

認定NPO法人制度とは

認定NPO法人制度による寄付金控除の対象として、次の3種類があります。

寄付金控除のご案内

■ 税制の特例措置を受けるためには、当団体が発行する領収書を添付して、申告をしていただく必要があります。
■ 紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

ご注意

明日の水辺を育むために

海塾は、国税庁より「認定NPO法人」
として認可され活動しています。

控除できる金額＝（年間総所得金額×0.4 又は 特定寄付金合計額のいずれか少ない金額）－5,000

個人の方からのご寄付は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。 
特定寄付金の合計額から5千円を差し引いた金額（ただし特定寄付金の合計額が総所得金額の40％を超える
場合は、総所得金額の40％から5千円を差し引いた金額）を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額
から控除することができます。 

※所轄税務署へ確定申告を行ってください（年末調整等では控除できません）。 

ご支援のお願い
海塾が行う行事は、参加費を無料で行うことを原則としております。
わたしたちの活動は、みなさまからのご支援によって支えられています。
活動に賛同しご支援頂ける方は、下記までご連絡下さい。

〒108-0023   東京都港区芝浦4-22-1  芝浦アイランドエアタワー721
特定非営利活動法人　海塾　　代表理事　榎本　茂

Email  info@umijuku.net

特別損金算入限度額＝（資本金等の額×0.25％＋所得の金額×5.0％）×1/2 

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入
限度額の範囲内で損金算入をすることができます。 

※事業年度が1年未満の場合は計算式が異なります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。 

相続または遺贈により財産を取得した方がその取得した財産を相続税の申告期限内にご寄付いただいた場合
には、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。この特例措置を受けるためには、相続税
の申告期限までにご寄付いただく必要があります。

①  個人の方

②  法人の方

③ 相続財産のご寄付







わたしたちの水辺
美し い 海 を 未 来 の 子ども 達 へ

2 0 1 0
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