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01｜ Message

開催にあたって

三好 信俊環境省 総合環境政策局長

　環境省では、持続可能な開発のための教育 (ESD) の視点を取り入れた環境教育を推進しています。ESDとは、
一人ひとりが世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、持続可能な社会の
実現に向けて行動を変革するための教育です。2002年に日本政府が提案し、2005-2014年に国連ESDの10年
(UNDESD) として推進されました。最終年の昨年11月に日本において、日本国政府とユネスコの共催で「ESD
に関するユネスコ世界会議」が開催されました。この会議で、UNDESDの後継として、ESDに関するグローバル・
アクション・プログラム (GAP) が公式に開始されました。関係省庁とも連携して、今後も ESDの取組をさらに
推進し強化していきます。
　「GTF グリーンチャレンジデーin 新宿御苑」には、“つながりを尊重すること”、“進んで参加すること”、“未来
を予測して計画すること”、“多面的・総合的に考えること”、“協力すること”等、ESD の７つの工夫がたくさん
盛り込まれています。国連生物多様性の 10 年日本委員会が呼びかけている MY行動宣言の５つのアクションも
同様です。ぜひ、持続可能な社会の実現に向けて行動することを意識して、このイベントを楽しんでいただけ
ればと思います。

　2011年から 2020年までの10年間は、国連の定めた「国連生物多様性の10 年」です。2010年10月に愛知
県名古屋市で開催された生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10）で採択された、新たな世界目標である「愛
知目標」の達成に貢献するため、国際社会のあらゆるセクターが連携して生物多様性の問題に取り組むことと
されています。
　国内では、2011年 9 月に「国連生物多様性の10年日本委員会」（UNDB-J）を設立し、各セクターが生物多
様性の主流化に貢献するための様々な活動を行っています。なかでも、国民ひとりひとりが身近な暮らしの視
点から生物多様性保全のために取り組む「MY 行動宣言」の５つのアクション（たべよう、ふれよう、つたえよう、
まもろう、えらぼう）の推進に努めているところです。
　「GTF グリーンチャレンジデー in 新宿御苑」では、この「MY 行動宣言」の５つのアクションにそって、様々
なイベントが行われます。ぜひこの機会に、生物多様性との関わりをご自分のことと捉え行動に移して頂けれ
ば幸いです。

国連生物多様性の10年日本委員会 委員長代理 涌井 史郎

環境省 自然環境局長

　私たちの暮らしは、食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わりあう生態系から得られる恵みによって
支えられています。人と自然との関わりを広げていくことにより、自然のしくみを基礎とする、自然と共生し
た真に豊かな社会をつくることが必要です。
　さて、今年の「GTF グリーンチャレンジデー in 新宿御苑」のテーマは「つなげよう、支えよう森里川海」です。
私たちが生きるために必要な自然の恵みを与えてくれる森里川海とそのつながりは、今、大きな危機に直面し
ています。しかし、消費行動や休暇の過ごし方等、私たちの日々の暮らし方を変えることによって、森里川海
を支えることができます。新宿御苑という場所を活かした、自然の恵みにふれる様々な体験や学習を通して、
私たちの生活が生物多様性の恵みに支えられていることを感じて、行動していく気付きとして頂ければ幸いです。

奥主 喜美



Message ｜02

新宿区長 吉住 健一

GTFグレーター ウキョウフェスティバル実行委員長 後藤 亘

　新宿区は、生活の場である住宅地域が過半を占める一方、オフィスや商業施設が集積し、日々多くの人が訪
れる大都市でもあります。
　私たちの暮らしは、水や食べ物をはじめとした豊かな自然の恵みを受けて成り立っています。これらの恵み
が将来にわたり継続されるためには、森里川海を豊かに保ち、引き出していく取り組みが大切です。
　「GTF グリーンチャレンジデー 2015 in 新宿御苑」は、都市にありながら身近な自然に触れ合える新宿御苑
において、豊かな自然の恵みの素晴らしさを体感できるものとなっています。
会場には多数のブース・イベントがあり、「たべよう」「ふれよう」「つたえよう」「えらぼう」「まもろう」の５
つのアクションに沿った様々な体験ができます。楽しみながら、私たちが受けている自然からの恩恵について
感じ、考える一日となることを願っています。

　GTF グレータートウキョウフェスティバルは 2002年に始動し、多くの協賛社、関係者の皆様に支えられ、本
年で 14 年目を迎えることとなりました。地域の誇りを次世代につなぎながら、「祭りの力」で東京圏から日本に
元気を ! との想いで、毎年夏の期間に数多くのイベントを実施しております。
　そのGTFの集大成のイベントが「GTF グリーンチャレンジデー in 新宿御苑」です。本年は多くの関係者の皆
さまにご理解、お力添えをいただき、都心のオアシスである新宿御苑を会場として、環境への取組みの中で様々
なチャレンシジをしている方々を応援したい、そして次世代へ向けた新たなチャレンジをしていくきっかけとし
たい―その想いを実現する２日間として本イベントを実施致します。今年は生物多様性のテーマに加え、昨年に
日本にて世界会議が開催された持続可能な開発のための教育 (ESD) のテーマも加わり、企画の内容も充実してま
いりました。
　「みんなの毎日のチャレンジが、未来につながる～５つのアクション ×７つの工夫」「つなげよう、支えよう
森川里海」 このテーマのもと、多くの方が秋晴れの新宿御苑に集ってくださることを願っております。



03｜ Outline

企画概要

GTFグリーンチャレンジデー2015 in 新宿御苑タイトル

2015 年 10 月３日 ( 土 )、４日 ( 日 )日 程

御苑開園 9:00　開催時間 10:00～16:00時 間

場 所 新宿御苑 イギリス風景式庭園、フランス式整形庭園

動員予定 30,000 人

主 催 ＧＴＦグレーター トウキョウ フェスティバル実行委員会

共 催 環境省 自然環境局 生物多様性施策推進室、環境省 自然環境局 新宿御苑管理事務所、

環境省 総合環境政策局 環境教育推進室、国連生物多様性の10年日本委員会

新宿区、TOKYO FM、TBS テレビ

協 賛 東京ガス株式会社、全日本空輸株式会社、株式会社ブルボン、

東日本電信電話株式会社、一般財団法人 WNI気象文化創造センター

株式会社伊藤園、株式会社小学館、株式会社紀文食品、RHトラベラー株式会社

ノーリツ鋼機株式会社、株式会社エス・ワイ・エス、マツダ株式会社、ビッグホリデー株式会社、東京地下鉄株式会社

後 援 外務省／国土交通省／観光庁／文化庁／東京都／神奈川県／千葉県／埼玉県／公益財団法人東京観光財団／
東京都商工会議所連合会／神奈川県商工会議所連合会／千葉県商工会議所連合会／埼玉県商工会議所連合会／
東京商工会議所 ／ 認定NPO法人 日本ハビタット協会 ／ 株式会社ジャパンエフエムネットワーク／
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

協 力 日本赤十字社 東京都赤十字血液センター／ IMG Japan ／アゼリーグループ／吉本興業株式会社／ Wakiya
グループ／つきぢ田村／一般財団法人国民公園協会／フード・アクション・ニッポン推進本部／学校法人服部学園
／株式会社DMI／TSP太陽株式会社／株式会社キョードー東京／株式会社メディアコミュニケーションズ／
Support Our Kids 実行委員会／NPO法人次代の創造工房（予定含む）
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グリーンチャレンジデーとは

新宿御苑 イギリス風景式庭園、フランス式整形庭園、レストランゆりのき　

30,000 人

ＧＴＦグレーター トウキョウ フェスティバル実行委員会

環境省、環境省 新宿御苑管理事務所、国連生物多様性の 10 年日本委員会
新宿区、TOKYO FM

グリーンチャレンジデーは、生物多様性を意識するためのさまざまなチャレンジを
応援する日です。企業・自治体・団体の環境保全の取組みを応援し、市民１人１人
が環境について考え、アクションをすることを応援します。それを象徴する場として、
都心にありながら広大で豊かな自然を持つ新宿御苑を会場に、多数の官公庁・企業・
団体・市民が一丸となって本イベントを開催致します。

2013年の様子

GTFグリーンチャレンジデー2013 in 新宿御苑



05｜ Theme

今年のテーマ

「みんなの毎日のチャレンジが、未来につながる～５つのアクション×７つの工夫」

＜５つのアクション＞

【テーマ案】

国連生物多様性の 10 年日本委員会が定めた MY 行動宣言の「５つのアクション」。
国連持続可能な開発のための教育の 10 年の間に検討された、ESD の取組みに関する「７つの工夫」。
世界的な絶滅危惧種や日本固有の植物をはじめ、約１万３千本の樹木、約５００種の様々な樹木や草花が
生育している、東京の真ん中で生物多様性を体感できる絶好の場所、都心の緑のオアシス「新宿御苑」で、
地球と地域の未来を考え、「5 つのアクション」と「7 つの工夫」を体感するイベントを開催します。
アースコンシャス～地球を感じ愛するこころ～のマインドを待ち、具体的な行動を起こしていこう
というメッセージを発信していきます。

1. 企画の方向性

＜７つの工夫＞

今年11月に日本でESDに関する
ユネスコ世界会議が開催されます。

協力

批判

関連

伝達

過去や現在に基づき、ある
べき未来像（ビジョン）を予
想・予測・期待し、それを他
者と共有しながら、物事を
計画する力

人・もの・こと・社会・自然などのつなが
り・かかわり・ひろがり（システム）を理解
し、それらを多面的、総合的に考える力

自分の気持ちや考えを伝えるととも
に、他者の気持ちや考えを尊重し、積
極的にコミュニケーションを行う力

他者の立場に立ち、他者の考えや行動
に共感するとともに、他者と協力・協同
してものごとを進めようとする態度

人・もの・こと・社会・自然など
と自分とのつながり・かかわ
りに関心をもち、それらを尊
重し大切にしようとする態度

集団や社会における自分の発言や行動
に責任をもち、自分の役割を理解すると
ともに、ものごとに主体的に参加しよう
とする態度

合理的、客観的な情報や公平な判
断に基づいて本質を見抜き、ものご
とを思慮深く、建設的、協調的、代
替的に施行・判断する力

批判的に考える力

未来像を予測して
計画を立てる力

多面的、総合的に
考える力 他者と協力する態度

コミュニケーションを
行う力

つながりを
尊重する態度

進んで参加する態度

あなたの
取 組
×
7つの
工 夫

ESD(Education for Sustainable Development) とは、
「一人ひとりが世界の人々や将来世代、また、環境との関係
性の中で生きていることを認識し、持続可能な社会の実現
に向けて行動を変革するための教育のこと」を言います。
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1.
2.
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2. プログラムの構成

新宿御苑全体図

2

5

イギリス風景式庭園

1
4

3

Area 環食

ワークショップ

ステージ

マルシェ

勇者の大冒険

1

Area 2

Area 3

Area 4

Area 5

わしょく

批判

参加

関連

協力

伝達

多面多面

未来



07｜ Wa-shoku

個別企画　　  環食

・ 様々な面から環境に優しい日本の食文化を体感してもらう
・ 豊かな自然環境で育まれた旬の食材を食べることで自然の恵みを体感してもらう
・ 脇屋・田村両一流シェフによる限定メニューをワンコイン（500 円）で提供！
・ゴミを出さない、エネルギーを極力使わないメニュー！

コンセプト

2013年の様子

新宿御苑発「内藤とうがらし」
「江戸東京野菜」

 10月４日は「とうがらしの日」！

今年のテーマ食
材

関連

「環食」は、GTF 実行委員会による
造語。国産食材をムダなく調理し、
残さず食べ、食器についても間伐
材や再利用可能な素材を使用する
など、環境に配慮した循環型の食
を提案しています。2010年度の
「FOOD ACT ION  N IPPON 
AWARD」を受賞。

脇屋友詞

Wakiya 一笑美茶樓
オーナーシェフ

YUJI WAKIYA

田村 隆

つきぢ田村
三代目

TAKASHI TAMURA

「ものを大事にするということは
  心や人を大事にするということ」

「ものを大切にするということを
  色々な人に呼びかけていきたい」
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個別企画　　  ワークショップ

・ 行政、団体、企業、大使館等による体験ワークショップ、展示ブースを展開
・ 下記のカテゴリーに基づいて選定
　①【環境省 / 国連生物多様性の 10 年日本委員会が推進する５つのカテゴリー】
　海洋・水／食品／気候変動／エネルギー／森林
　②【ESD のテーマである９つのカテゴリー】
　文化／防災／食料／エネルギー／生物多様性／気候変動／国際理解／人権・平和／貧困

コンセプト

2013年の出展者実績

伝達

“GREEN”の頭文字から
５つのエリアを設定。

G Globalization
世界規模で取り組もう !

R Relation & Responsibility
自己責任で関わろう !

Ee Environment Education
環境について積極的に学ぼう !

N Next Generation Action
次世代に夢を伝えよう !

Es Energy Solution
エネルギーについて考えよう !

Support Our KidsG-2

キッズヨガ ～Kids Yoga Teachers  JAPAN～

マルシェブース (青空市場）
として他にも 14団体が出展。
(→P.11 参照）

ブルボン
HABATAKI PROJECT（心拓塾）G-3

N-4
N-5
N-6ブルボン

エジプト大使館 観光局G-4 N-7ビー・スタイル
スーダン大使館G-5

G-6
N-8大塚製薬

エルサルバドル共和国大使館
R-1

R-16

服部栄養専門学校
NTT東日本

R-2

Ee-1

服部栄養専門学校
東京都（環境局／水道局）

僕と地球を繋ぐ森
美しい森林づくり全国推進会議

美しい森林づくり全国推進会議

R-3

Ee-2

Ee-13
Ee-14

ノーリツ鋼機
富士山／高尾山

R-4

Ee-3

TBSテレビ
高橋工房（手摺木版画団扇づくり ）

R-5

Ee-4

TBSテレビ
国連生物多様性の10年日本委員会（UNDB-J)

R-6

Ee-5

全日本空輸
IUCN／日本自然保護協会

R-7

Ee-6

全日本空輸
沼田市

R-8

Ee-7

伊藤園
新宿区

R-9

Ee-8

伊藤園

R-10

Ee-9
Ee-10
Ee-11
Ee-12

エリエール どらっぐぱぱす伊那市
あきる野市
GTF Green Challenge AWARDS 2013R-11

Ee-15

アゼリーグループ

Es-1

アゼリーグループ

Ee-2

日本ハビタット協会

N-1
N-2
N-3

ウェザーニューズ
静岡ソーラーカークラブ

日本赤十字社
日本赤十字社

ニュージーランド生はちみつ専門店 ピービーズG-1 SPE

GTF Green Challenge AWARDS 2013

間伐推進中央協議会
東京ガス

アーティスト＆祭りの力

R-13
R-14
R-15

R-12

2013年の様子

参加
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個別企画　　  ステージ

・ 様々な環境テーマを訴求するためにステージからメッセージを発信
・ 本イベントの中心地であるステージから「想い」を届ける
・ 参加型での発表の場づくりを行なう

日頃から自身が取り組んでい
る環境活動や世界の取組みな
どを著名人がトークショー形
式で紹介。

東日本大震災の復興を願っ
て各地の祭りが競演する
「祭りの力」ステージなど。

コンセプト

ジャンル候補

2013年のステージスケジュール

トークショー 体験型
パフォーマンス

音楽で想いを届ける
「環音 Live」
【出演予定（敬称略）】
宗次郎（オカリナ奏者）、
田中健（俳優・ケーナ奏者）

環境をテーマに全国からア
イデアを募集したコンテス
トの表彰式。

音楽 AWARDS

(日)1日目 2日目(土)
10:30
10:40

11:15

11:00

11:30

12:00

12:45

12:20

13:20
13:30

14:30
14:40

15:20

15:50

15:30

16:00 エンディング

各企画紹介

オープニング

各企画紹介
オープニング

富士山世界文化遺産登録記念
スペシャルトークショー

TOKYOFM番組特別公開収録8

祭りの力7

10:30

11:20

11:00
11:10

11:40
11:50

12:10

12:35

13:10
13:20

13:50

14:50

14:20

15:10

15:40

16:00

環音Live

GreenChallengeAwards2013
表彰式6

環音Live9

環音Live1

生物多様性応援キャラクター任命式2

トークショー4

公開リハーサル3

5

エンディングセレモニー

富士山世界文化遺産登録記念
スペシャルトークショー

祭りの力 from 四国

祭りの力 from 宮城

祭りの力 from 沖縄

環音Live18

公開リハーサル17

環音Live

トークショー

10

11

12

13

14

15

16

協力未来



Stage ｜10

2013年の様子（一部）



11｜ Yusha

個別企画　 

「勇者の大冒険」では、会場内の各チェックポイントでキャラクターに扮したお兄さん・お姉
さんから、自然や生き物にまつわるクイズを出題されます。それに答えて正解し、会場の中を
回りながら最後のゴールを目指します。子どもたちが楽しみながら自然について学べる、体験
型の企画です。

楽しみながら自然について学べる体験型企画

2013 年はカードラリー企画を実施。
「MY 行動宣言」の５つのアクションと連動し、参加者はカード
を集めながら５つのアクションにチャレンジしていきます。さ
らに新宿御苑にいる生き物がキャラクターとして描かれている
ので、秋の季節の生き物について学ぶことができます。

ツールイメージ

コンセプト

2013年の企画：カードラリー

2013年の様子

多面多面



Marche  ｜12

個別企画　　  マルシェ

・ 収穫時期である「実りの秋」の旬の食材を知ってもらう
・ 東京圏の地産地消を知ってもらう
・ 東北地方の様々な食材を知ってもらう

コンセプト

2013年の様子 2013年出展者（一部）

【野菜・青果】
福島県、新潟県、
その他全国から出店
【フード】
各地域から旬の美味しい
特産品を販売

和田（青汁学園大学）
JA十日町
日本ホテル
酒類総研／ SSI

M-1

会津若松市

M-2

矢祭もったいない市場

M-3

希望の環

M-4

希望の環

M-5

農民連ふるさとネットワーク

M-6

福島県

M-7

がぶりガーデン

M-8

いわき復興オフィス東京

M-9

みちのくマルシェ

M-10

高尾山薬王院

M-11

道の駅八王子滝山・農産物直売所ねぎぼうず

M-12
M-13
M-14
M-15

批判



13｜ Tokyo

東京都特別企画

新宿御苑と同じく、東京都でありながら豊かな自然環境を保っている地域の自然、生き物、産物、
歴史について学ぶことで、環境への理解を深める。
※過去の企画連携先：小笠原諸島（2011 年）、伊豆大島（2012 年）、高尾山 (2013 年 )

企画趣旨

2013年度企画

特別協力：  環境省／高尾山薬王院／高尾ビジターセンター／
　　　　　 京王電鉄／高尾登山電鉄／よしもとクリエイティブ・
　　　　　 エージェンシー／文化庁／山梨県知事政策局／ 山梨県
　　　　　 観光部／八王子市産業振興部

富士山世界文化遺産登録記念企画
「高尾山から見た富士山の映像を御苑に同時中継 !」

一昨年の大島との同時中継に続き、昨年もNTT 東日本の ICT 技術を利用した遠隔クイズ企画を実施。昨年は富士山の世

界文化遺産登録を記念して、高尾山と御苑を同時中継でつなぎ、クイズはもちろん、富士山の様子を撮影した映像の中

継なども行う「GTF マウンテン TV」を企画しました。あいにくの天気で富士山はきれいに見られませんでしたが、富

士山の自然や生き物にまつわるクイズで大いに楽しんでいただきました。

高尾山山頂から同時中継。マウンテンマンさん、高尾ビジターセンター
の佐藤舞子さん、佐藤多寿子さんにクイズを出題していただきました。

企画運営：  NTT東日本／東京都環境局／

　　　　　 GTFグレータートウキョウフェスティバル事務局

同時中継

光回線

高尾山公認キャラクターの
ムッちゃんがブースに遊びに

来てくれました。

Mt.Takao

Mt.Fuji

撮影

Shinjuku
Gyoen



Tie Up ｜14

タイアップ企画 (2013年度実績）

主催者連携企画

TBS  との連携

1)会場で「生物多様性の本箱」
　～みんなが生きものとつながる 100 冊～
　読み聞かせ企画

　ecoブーの生物多様性キャラクター応援団任命式

2) 会場にマスコットキャラクター
　「タヨちゃんサトくん」が来場！
　

3)「MY行動宣言」
　    シートを配布

国連生物多様性の10年日本委員会との連携

昨年の様子

国連生物多様性の 10 年日本委員会（UNDB-J）では、生物多様性の認知の促
進を図るため、「キャラクター応援団」を設けています。今回新たに TBS のエ
コ活動推進キャラクター「eco ブー」が応援団に任命されることになり、そ
の任命式を会場ステージにて開催。UNDB-J の「タヨちゃんサトくん」と
ecoブーがPR面で協力する「キャラクター応援団共同宣言」が発表されました。

名刺もできました !

さっそく応援活動開始！

TBSエコ活動推進キャラクター

ecoブー

任命式の様子／左から秋元才加さん、タヨちゃん、ecoブー、サトくん、環境省・
堀上室長（生物多様性施策推進室）、TBSテレビ・利根川部長（CSR推進部）

1.
　

2.
 

3.

国連生物多様性の10年日本委員会
生物多様性キャラクター応援団共同宣言

タヨちゃんサトくんは、生物多様性のためにTBS
が取り組んでいることを全国に紹介していきます !

eco ブーは、日本全国のこどもたちに生物多様性
の大切さを伝えていきます !

わたしたちは、生物多様性のことをもっとみんな
に知ってもらえるようにがんばっていきます。

国連生物多様性の10年日本委員会
広報キャラクター

タヨちゃんサトくん



15｜ PR 

PR展開について

GTFガイドブック

※印は2013年度実例

＜昨年度提携交通機関＞

チラシ ※

ポスター広告／今年の予定
媒体 サイズ 期間 部数

新宿御苑前駅近辺
107 日B1

東京メトロ駅貼りGTFポスター

中吊りポスター※ 駅貼りポスター※

1. 頒布媒体

2. 交通広告

※サイネージ



PR ｜16

2013年実績

4,000
GTF新宿御苑イベント
折りこみチラシ／新宿区周辺1 日A4

媒体 サイズ 期間 内容 備考

読売新聞

3. メディアでの告知

4.GTF事務局

GTF公式サイト

1)TOKYO FM 2)TOKYO MX 4)TOKYO
    HEADLINE

www.gtfweb.com

3) 読売新聞

5)TBS関係各所での告知

TBS関連施設（赤坂サカス周辺）にて秋元才加さん出演のCMを放映。

TBSが主催する舞台、LIVE、展示
会、映画、DVD、アニメ情報、赤
坂 BLITZ、横浜 BLITZ で予定さ
れている公演等々、世の中のあら
ゆるエンタテインメントを手広く
カバーし、深くまで掘り下げる
“ショウビズ”情報番組。

「エン活！」

CM（15 秒）放映

TBS HPでの告知

TBS 番組「エン活！」内での告知



GTFグレーター トウキョウ フェスティバル実行委員会
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