


地元でとれたものを食
べ、旬のものを味わいま
す。

自然の中へ出かけ、動
物園、水族館や植物園
などを訪ね、自然や生き
ものにふれます。

生きものや自然、人や
文化との「つながり」を
守るため、地域や全国
の活動に参加します。

エコラベルなどが付いた
環境に優しい商品を選
んで買います。

自然の素晴らしさや季
節の移ろいを感じて、
写真や絵、文章などで
伝えます。

➊環食 ❷ワークショップ・PR ❸フォトコンテスト ❹マルシェ・ショップ ❺ステージ

は、さまざまな企業・自治体・団体・市民ひとり一人の地球に優しい

行動「グリーンチャレンジ」を応援する日です。

そして、この日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、官公庁・企

業・団体・市民が一丸となって開催するイベントが

です。皆さんもご一緒に、地球に優しい行動、グリーンチャレンジをはじめてみませんか？

国連生物多様性の10年日本委員会が定めた５つの「MY行動宣言」に沿ってイベントを企画しています。
「MY行動宣言」は、市民1人ひとりが日常の中で生物多様性とのかかわりを認識し、身近なところから行動を
始めるためのものです。

また各プログラムは以下の持続可能な開発目標に対応しており、本イベント全体を通して7個のゴールに取り
組んでいます。

GTF グリーンチャレンジデー in 新宿御苑について

プログラム構成と持続可能な開発目標（SDGs）

持続可能な開発目標（SDGs）とは？

2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の
後継として、 2015年9月の国連サミットで採択された「持
続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された
2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な
世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから
構成され、地球上の誰一人として取り残さない（leave 
no one behind）ことを誓っています。SDGsは発展途上
国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル
（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組
んでいます。（外務省HPより抜粋）

MY行動宣言×イベントプログラム×対応する持続可能な開発目標（SDGs）

5つのイベントプログラムを通して７つのゴール達成に取り組みます
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イ ベ ン ト 名 GTFグリーンチャレンジデー2022 in 新宿御苑

開 催 日 2022年11月5日（土）＆ 6日（日）10:00～16:00 ※菊花壇展（11/1~11/15）と同時開催。

場 所 新宿御苑 風景式庭園・整形式庭園

来 場 者 数 34,915人 【 11/5（土） 14,718人 11/6（日） 20,197人】

出 展 者 数

55ブース

ボラ ン テ ィ ア 121名

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／環境省環境再生・資源循環局／2030生物多様性枠組実現日本会議
／新宿区／TOKYO FM／TBSホールディングス／TOKYO MX

協 賛

後 援

復興庁／外務省／文化庁／国土交通省／観光庁／在日スイス大使館／東京都環境局／沼田市／伊那市／
あきる野市／東京都商工会議所連合会／東京商工会議所／千葉県商工会議所連合会／
埼玉県商工会議所連合会／神奈川県商工会議所連合会／全日本空輸株式会社／ビッグホリデー株式会社／
株式会社ジャパンエフエムネットワーク

協 力

東京都赤十字血液センター／一般財団法人国民公園協会／Wakiya グループ／つきぢ田村／
株式会社キョードー東京／一般社団法人WAZA JAPAN ／タリーズコーヒージャパン株式会社／株式会社環境向学／
株式会社紀文食品／株式会社サッポロ製麺／株式会社八芳園／株式会社アップフロントグループ／
株式会社メッセージデザインセンター／株式会社ホリプロ・グループ・ホールディングス／株式会社サウンズネクスト／
TSP 東日本株式会社／東京国際工科専門職大学地域共創デザイン実習／レッドホースコーポレーション株式会社／
株式会社オーエス／コールドストレージ・ジャパン株式会社／株式会社エスペシャリィ／リユースフェス／
株式会社ウィファブリック／株式会社ワンピース／G-Labo／株式会社ドロキアオラシイタ／
Support Our Kids 実行委員会／ヒーローズエデュテイメント株式会社（順不同）

主 管 特定非営利活動法人次代の創造工房
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GTF グリーンチャレンジデー2022 in  新宿御苑 概要

今年も「つなげよう、支えよう 森里川海」と「COOL CHOICE」をテーマに、私たちの日々の生活は、豊かないきも
の同士のつながり、森里川海の恵みに支えられ成り立っていることの認識を深め、豊かな森里川海を将来に引き
継ぐために、1人ひとりがその恵みに感謝し、2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現にむけた自発的な
脱炭素製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択を促すよう各プログラムを企画・構成しました。

「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトとは？

平成26年に環境省内で立ち上げられたプロジェクトです。
本来、互いにつながり、影響し合っている「森」「里」「川」「海」が、
行き過ぎた開発や利用・管理不足により、そのつながりが絶たれ
たり、それぞれの質が低下していることを受け、環境省だけではな
く、地方公共団体、有識者、先進的な取り組みを実施している
方々と対話や議論を行いながら、森里川海の恵みを将来にわ
たって享受し、安全で豊かな国づくりを行うための基本的な考え
方と対策の方向を取りまとめを行っております。

地球温暖化のための国民運動

「COOL CHOICE」について

2015年、すべての国が参加する形で、2020年以降の温暖化
対策の国際的枠組み「パリ協定」が採択されました。

日本は、2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で
46%削減する目標を掲げています。
「COOL CHOICE」は、この目標達成のために、低炭素製品へ
の買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、温暖化
対策に資する、あらゆる「賢い選択」をしていこうという取組です。

ワークショップ・PR 31 マルシェ・ショップ 14 環食・フード 9 フォトコンテスト 1

内訳



プログラム概要①会場マップ

出展者一覧

皇室ゆかりの伝統を受け継ぐ
新宿御苑菊花壇展

1 インフォメーション・アンケート・フォトコンテスト 20 環境省自然環境局自然環境計画課 39 のうみんれんせいねんぶマルシェ

2 星キャンプ地球を体験しよう！ 21 G-Labo× GAZZLELE ポップアップショップ 40 共走 KYOSOU

3 SATOYAMA＆SATOUMI movement 22 あきる野市 41 ㈱ハーメック

4 軽井沢町 23
沼田市『間伐材をカンナで削って「マイ箸」を
作ろう！』

42 クラウド型電子契約サービス「DX-Sign」

5 親子で未来発見～砂から見えるSDGs～ 24 ＴＢＳホールディングス 43 新宿横丁×シェアリングエコノミー

6 TOKYO MX 25
つくろう、学ぼう、楽しもう。
太陽の光でうごく電子オルゴール

44 伊藤園「お茶のおいしい入れ方セミナー」

7
環境省環境再生・資源循環局
～福島環境再生事業とこれから～

26 伊那市 45 株式会社ブルボン

8 千葉県魅力発信ブース 27 新宿区 46 CRAFT KITCHEN ※出展キャンセル

9 シルクスクリーンプリントワークショップ by アサヒヤ 28
服との長いお付き合いを
環境省「ファッションと環境」タスクフォース

47
5日 農家さんのケトルコーン

10 it idea (イットアイデア) 29 服の交換会 6日 コバヤシクレープ ※出展キャンセル

11 ALOHA！ハワイアンセレクト 30 Support Our Kids ×スイス大使館 48 Kokage Kitchen

12
東京国際工科専門職大学
地域共創デザイン実習合同班

31
環境省自然環境局国立公園利用推進室
「日本の国立公園－その自然には、物語がある。－」

49 セキショウグループ

13 ふくしまファンクラブ 32 スイスのサステナブル Swisstainable 50 環食（わしょく）

14 来らんしょふくしま 33 Blue Earth Project 51 紀文食品

15 産直お取り寄せニッポンセレクト 34
AQUA-STREET ウォーターリフィールステーション

（株）環境向学
52 ハイサイカフェ

16 八芳園 35 宮城農産
53

5日 trattorìa OGGI

17 Tea and Things 36 STEAM教育 For Azalee 6日 Luxage

18 さわやま農場 37
ふくしまオーガニックコットンプロジェクト
＆ザ・ピープル

54 旨い処鬼屋

19 コープみらい 38 KiRe_mono会津もめん 55 makana

■フォトコンテスト ■ワークショップ・PR ■マルシェ・ショップ ■フード
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プログラム概要② ステージ

❶オープニングセレモニー

主催者、共催者、SATOYAMA movement
（保田圭、宮崎由加、岡田ロビン翔子、
鍛治島彩（アップアップガールズ(２)）、

ハロプロ研修生（松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果）

❷新宿御苑菊花壇展の見どころ

中澤幸大（新宿御苑管理事務所菊科）

❸GTF“祭りの力”スペシャルパフォーマンス

神楽坂かぐら連（阿波おどり）

❹SATOYAMA＆SATOUMIトークショー
～つなげよう、支えよう森里川海～

保田圭、宮崎由加、岡田ロビン翔子
鍛治島彩（アップアップガールズ(２)）
ハロプロ研修生（松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果）
鈴木啓太（上々軍団）

❺よしもとSDGsステージ
～笑いでつなげよう！支えよう！森里川海～

タケト（芸人）、
佐久間一行（芸人、SDGs-1グランプリ2020優勝）

❻環境省×サステナブルブランド×GTF
サステナブルファッションスペシャルトークショー

山田美樹（環境副大臣）
山浦誉史（H&M ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社

サステナビリティ・コーディネーター）
長谷川ミラ（モデル）
鎌田安里紗（一般社団法人unisteps共同代表）

❼フォトコンテストの楽しみ方

保田圭、岡田ロビン翔子、鈴木啓太（上々軍団）

❽GAZZLELE 環音LIVE

GAZZLELE（ウクレレYouTuber）、川上実津紀（歌手）

❾TOKYO MX スペシャルLIVEステージ

榛葉樹人（テノール歌手）、
erica（シンガーソングライター）
森田美札（TOKYO MXキャスター）

❿SATOYAMA＆SATOUMI 環音LIVE

宮崎由加、鍛治島彩（アップアップガールズ(２)）、
ハロプロ研修生（松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果）

⓫エンディング

⓬オープニング

林マヤ、矢島舞美、宮本佳林、OCHA NORMA
ハロプロ研修生（小野田華凜、村越彩菜、後藤花）

⓭新宿御苑菊花壇展の見どころ

中澤幸大（新宿御苑管理事務所菊科）

⓮GTF“祭りの力”スペシャルパフォーマンス

ダンスパフォーマンス集団迫 -HAKU-（よさこい）

⓯SATOYAMA＆SATOUMIトークショー
～ゼロカーボンアクション30～

林マヤ、矢島舞美、宮本佳林、OCHA NORMA、
ハロプロ研修生（小野田華凜、村越彩菜、後藤花）
さわやか五郎（上々軍団）

⓰GTF×リユースカンファレンス
「0円服の交換会」トークショー

岡野隆宏（環境省「ファッションと環境」タスクフォースリーダー）
福屋剛（株式会社ウィファブリック代表取締役）
久本和明（株式会社ワンピース代表取締役）
大久保裕史（株式会社ワサビ代表取締役）

⓱フォトコンテストの楽しみ方

矢島舞美、宮本佳林、
OCHA NORMA（斎藤円香・米村姫良々）
さわやか五郎（上々軍団）

⓲TBSスペシャルステージ
YouTubeチャンネル “どうぶつ奇想天外/WakuWaku” presents
「 いのちはみんなつながっている！THE TOKYO危険生物2022」

五箇公一（国立研究開発法人国立環境研究所
生物多様性領域室長）

日比麻音子（TBSアナウンサー）
エコブー（TBS環境キャラクター/生物多様性キャラクター応援団）

⓳TOKYO MX DIVERSITYステージ

スティーブン・ヘインズ（モデル／ダンサー／ウォーキングトレーナー）
Today`s Woman Plus Size Beauty Contest2022
ダイアナ・Lバー（エレガントクラスグランプリ）
齋藤ちひろ（ソフィスティケイティッドクラスグランプリ）
藤本一輝（オペレーションディレクター）
漆原桂樹（PRディレクター）
田中陽南（TOKYO MXキャスター）

⓴SATOYAMA＆SATOUMI 環音LIVE

宮本佳林、OCHA NORMA、
ハロプロ研修生（小野田華凜、村越彩菜、後藤花）

TOKYO FM“川崎鷹也MAGIC NOTE
公開収録”トーク＆ライブ

川崎鷹也（シンガーソングライター）

エンディング

21

22
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該当メニュー 協力

地産地消による
輸送時のCO2削減

• 江戸東京野菜（内藤とうがらし）を使用
おいしい水大使館

フードロス削減
• 魚の可食部を多く使っている練り製品を
• 使用 紀文食品

プラスチックスマート、
水資源の保全、
温室効果ガス削減

• どんぶりやカップにリユース食器を使用
• ストローの替わりに「コロネクッキー」を使用
• 水道水を浄水した純水を再充し、ボトル

などの廃棄量を削減。

ブルボン
環境向学

紙資源の削減、森林保全
• 国産の桧を使った間伐材の箸を使用
• エコティーバッグ（生分解ティーバッグ）が

使われたジャスミン茶を使用
伊藤園

温室効果ガス削減
• 8時間かけて抽出する水出しコーヒーを使

用
タリーズコーヒージャパン

福島の森里川海の復興、
つなげよう、支えよう
東北の森里川海

• 福島県産小麦粉を使用したワンタンを揚
げてトッピング

• 宮城県産の新米(旬)を使用した塩むすび
サッポロ製麺

環食（わしょく）Act 1

今回の環食各メニューのポイント

メニュー監修

脇屋友詞
トゥーランドット臥龍居
オーナーシェフ

Wakiyaの特製ふわふわ肉だんご
と鶏だし香るチャイナ風おでん

クッキーストロー！？で飲む
ジャスミンミルクティ

クッキーストロー！？で飲む
アイスコーヒー

山城さんの新米“宮城県産
ひとめぼれ”塩むすび（2個）

イベント限定メニュー。チキンスープで煮
込んだチャイナ風“ほかほか”おでん。

バラ科の中国茶「メイクイ茶」で作られ
たゼリーが浮かぶ、ジャスミンミルクティと
クッキーストロー。

8時間かけてゆっくり抽出したこだわりの
アイスコーヒーとクッキーストローのマリ
アージュ。

農チューバーとして活躍する山城さんが
丹精込めて育てた宮城県加美町産の
新米「ひとめぼれ」の塩むすび。

脇屋友詞シェフ 監修メニュー

環食のススメに基づき、中華の名匠脇屋
友詞シェフ（トゥーランドット臥龍居）が、
環境に優しいメニューを監修！

今年は、「Wakiyaの特製ふわふわ肉だんご
と鶏だし香るチャイナ風おでん」と「クッキース
トロー！？で飲むジャスミンミルクティ」 を販
売。

1

1

1 2

3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 4
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Act 1 環食・キッチンカー

51 47 48

紀文食品 （5日のみ）農家さんのケトルコーン Kokage Kitchen

ご当地おでん4種の展示（讃岐風おでん、
静岡風おでん、名古屋風味噌煮込みおで
ん、赤からおでん）

国産有機ポップコーン菓子各種とアイスの販
売。

福島県川内村のそば粉を使った
「そば粉ワッフル」の販売。

52 53 53

ハイサイカフェ （5日のみ）trattorìa OGGI （6日のみ）Luxage

有機野菜とチーズフォンデュタコライス、有機
野菜とステーキ丼の販売。

旬野菜のラザニア、低温調理のローストビー
フ、パスタ各種の販売。

豚肩ロースのグリル、煮込みハンバーグ、ふわ
トロチーズオムライスの販売。

54 55

旨い処鬼屋 makana

もつ煮、チャーシュー丼、おにぎりの販売。 千葉県産伊勢海老焼き、帆立のバター焼き、
タコ飯などの販売。

アイコンの説明 新宿御苑初出展テント番号#



8

ワークショップ・PRAct 2

楽しく環境や、いきものについて学べる、工
夫を凝らした体験型ワークショップや展示が
勢ぞろい！

今年は「サステナブル・ファッション」も新たに
テーマに取り入れ若年層への訴求を強化。

イベント開始直後から多くの参加者で賑わ
いました。

親子で未来発見
～砂から見えるSDGs～

TOKYO MX
環境省 環境再生・資源循環局
～福島 環境再生事業とこれから～

地域機会格差解決型公共DX ネットワーク
「自治体連携デジタルラボ」と「大きな砂浜・
大きな魅力・大洗」ブルーツーリズム推進支
援事業のご紹介。

番組紹介、TOKYO MXオリジナルグッズ販
売。

福島の環境再生事業の取り組みや11年の
歩みをご紹介します。郡山女子大短大と共
同開発したトートバッグがもらえるクイズも実
施。

アイコンの説明

ワークショップ 展示

新宿御苑初出展物販あり

テント番号#

5 6 7

星キャンプ地球を体験しよう！
SATOYAMA＆SATOUMI 
movement

軽井沢町

星空案内人によるモバイルプラネタリウム上
映と鉱物を使って絵を描く科学工作ワーク
ショップ。

活動報告展示、メッセージ動画上映、さとや
まくん撮影スポット、里山グッズ物販。

上信越公園国立公園内軽井沢町の四季
を通じた観光資源の魅力発信。

2 3 4
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ワークショップ・PR

8 9 12

千葉県魅力発信ブース
シルクスクリーンプリント
ワークショップ by アサヒヤ

東京国際工科専門職大学
地域共創デザイン実習合同班

パネル展示（キレイな街でおもてなし清掃
活動、観光パネル、おもてなＣポーズ等身
大パネル）。

手ぬぐい・トートバックなどの綿製品に、好き
な絵柄がプリントできる「シルクスクリーンプリン
ト」体験ワークショップ。

現役大学生が発信！SNSで環境問題に取
り組む情報発信プロジェクト発表会。

13 19 20

ふくしまファンクラブ コープみらい 環境省自然環境局自然環境計画課

ふくしまの魅力発信とふくしまファンクラブの入
会の案内。

コープデリグループのSDGs活動や宅配の紹
介と無料クイズ大会（クイズに正解した方に
コープ商品をプレゼント）。

いきものコレクションアプリ「バイオーム」を使っ
て、「新宿御苑クエスト」に挑戦しよう！

21 22 23

G-Labo×GAZZLELE
ポップアップショップ

あきる野市
沼田市『間伐材をカンナで削って
「マイ箸」を作ろう！』

「代替木材」を使用し、製造されたオリジナル
ウクレレの展示・販売会。

森林レンジャーあきる野活動紹介、野生動
物剥製展示等。

間伐材を利用し、カンナで削ってマイ箸作り
体験。参加費無料。

Act 2
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ワークショップ・PR

24 25 26

TBSホールディングス
つくろう、学ぼう、楽しもう。
太陽の光でうごく電子オルゴール。

伊那市

みつばち教室（蜜ろうキャンドルづくりワーク
ショップとぬりえ）とハリーポッターなりきりフォト
スポット。参加無料！

太陽の光でうごく電子オルゴール作り体験。
1日6組限定、参加費無料。

間伐材を使用した木工のワークショップ、伊
那市についての紹介パネル・ポスターの展示。

27 28 29

新宿区
服との長いお付き合いを 環境省
「ファッションと環境」タスクフォース

服の交換会

新宿の森、新宿打ち水大作戦、「ゼロカーボ
ンシティ新宿」の紹介。

生活者が取り組める「ケア」、「リペア」、「リサ
イクル」に関する具体的なアクションの体験展
示。

お手元で使わなくなった服や、捨てるにはもっ
たいない、どなたかに引き継ぎたい、そんなお
洋服をお持ちいただいた方に、ブース内のお
洋服と交換してお持ち帰り。

30 31 33

Support Our Kids×スイス大使館
環境省自然環境局国立公園利用推進室
「日本の国立公園

－その自然には、物語がある。－」
Blue Earth Project

「あなたにとってのバイタリティとは？」スイスグッ
ズプレゼント！Support Our Kidsの活動紹
介。

「その自然には物語がある」をテーマに、美し
く多様な日本の国立公園の楽しみ方を紹
介します。

女子高生や女子大生ならではの発想や発
信力を生かした、各種ワークショップの実施。

Act 2
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ワークショップ・PR

34 36 41

AQUA-STREET ウォーターリフィールステーション
(株) 環境向学

STEAM教育 For Azalee ㈱ハーメック

RO純水システムの展示、クイズ、水浄化実
験など。

ペットボトルで顕微鏡づくりワークショップといき
もの観察会の実施。

屋外で使用でき、比較的簡単に設営できる
テント型サウナ「テントde サウナ」の展示。

42 43 44

クラウド型電子契約サービス「DX-Sign」 新宿横丁×シェアリングエコノミ—
伊藤園
「お茶のおいしい入れ方セミナー」

電子契約によるペーパーレス社会への取組
み展示と書類の電子化エコチャレンジクイズ
（参加特典あり）

新宿横丁とシェアリングエコノミーの取組み紹
介。ちぎり絵ワークショップと撮影パネル展示。

お茶のおいしい入れ方セミナー＆手作り玄
米・ほうじ茶体験。

49

セキショウグループ

セキショウグループが取組む脱炭素経営に向
けた取組みをご紹介、写真撮影サービス、オ
リジナル缶バッジ製作

Act 2
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Act 3

抽選で豪華景品を
プレゼント！

03 抽選

GTF公式アカウントを
フォロー＆コメントと
欲しい景品のハッシュタグ
をつけて投稿

02 投稿

会場内で出展者の
素敵なグリーンチャレンジ
を撮影する

01 撮影

フォトコンテスト

フォトコンテスト参加方法

会場回遊を促し、環境問題への理解や関
心を深める参加型企画としてフォトコンテス
トを実施。

出展者のグリーンチャレンジを、様々な視点
で切り取った写真が集まりました。

コンテスト概要

実施期間 11/5（土）10:00～
11/6（日）16:00

参加方法 下記参照

投稿数※ 432

投稿一例

※参加方法の基準を満たした投稿のみカウント
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フォトコンテストAct 3
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Act 4 マルシェ・ショップ

14

色どり豊かな旬の野菜や果物、エコな雑貨
が集まる循環型マーケット！

北海道、宮城、福島、千葉、スイス、ハワ
イと、世界中からバラエティに富んだ商品が
新宿御苑に集まりました。

アイコンの説明

ワークショップ 展示

新宿御苑初出展物販あり

テント番号#

産直お取り寄せニッポンセレクト 八芳園 Tea and Things

国産野菜を使ったお惣菜シリーズ
「Uchipac」と風呂敷の販売。

伊豆大島のクロワッサンや、福島県産の野
菜や加工品の販売。

福島県内の規格外フルーツ、自家栽培の
ハーブをブレンドしたオリジナルの「フルーツ
ハーブティー」を販売。

15 16 17

it idea（イットアイデア） ALOHA！ハワイアンセレクト 来らんしょふくしま

アイデアのあるカバン・雑貨の販売展示。 カウアイハニー、レイズハワイポップコーン、ハワ
イアンホーストチョコレートなど、ハワイのお菓
子を販売。

農業法人猪苗代ハーブ園における農業体
験の取組み紹介とハーブ園グッズ販売と伊
達市マルシェ。

10 11 14



15

18 32 35

さわやま農場 スイスのサステナブル Swisstainable 宮城農産

黒千石茶・豆と家庭菜園用オーガニック栄
養剤それいゆうきの販売。

「スイスのサステナブル」を紹介するパネル、動
画展示、オーガニックハーブ商品の販売、試
飲。

仙台牛タン焼きや、ソーセージ、宮城の旬な
青果物（梨・ブドウなど）の販売。

37 38 39

ふくしまオーガニックコットンプロジェクト
＆ザ・ピープル

KiRe_mono会津もめん のうみんれんせいねんぶマルシェ

オーガニックコットン製品の販売とコットン作り
のワークショップ。プロジェクトの活動紹介。
アップサイクル品の販売。

会津もめん製品（雑貨・衣類）の展示販
売。

農産物（米、ハーブティー、ハーブ塩、果物
等）の販売。

40 45

共走 KYOSOU 株式会社ブルボン

有機野菜・コーヒー等の販売と、家庭用農
業ハウスとクールウォーキング(スーツケース型
保冷ボックス)の展示販売。

環境にやさしいお菓子（コロネクッキーとプチ
シリーズ）のご紹介と販売。

マルシェ・ショップAct 4
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Act 5 ステージ

16

Program ❶ オープニングセレモニー

山田 美樹
環境副大臣

後藤 亘
GTF実行委員会 実行委員長

小林 哲
エフエム東京
取締役

中山 佳子
TBSホールディングス

総務局長

南 晋一郎
東京メトロポリタンテレビジョン

専務取締役

MC：高橋万里恵
（フリーアナウンサー/両日）

トークショー、ミニライブ、祭りのパフォーマン
スと、イベント趣旨を反映したステージプログ
ラムを展開。

業界の垣根を越えて、環境に取り組むフロ
ントランナーの皆様をゲストにお迎えし、さま
ざまなグリーンチャレンジをお届け。

多くの参加者と一緒に、これからの地球環
境について考える時間になりました。

開会宣言 新宿御苑菊花壇展の見どころ GTF“祭りの力”
スペシャルパフォーマンス

SATOYAMA movement
（保田圭、宮崎由加、岡田ロビン翔子、
鍛治島彩（アップアップガールズ(２)）、
ハロプロ研修生
（松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果）

中澤幸大（新宿御苑管理事務所菊科）
※11/6（日）も同じ

神楽坂かぐら連（阿波おどり）

❶ ❷ ❸
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フォトコンテストの楽しみ方 GAZZLELE 環音LIVE SATOYAMA＆SATOUMI 環音LIVE

保田圭、岡田ロビン翔子、
鈴木啓太（上々軍団）

GAZZLELE（ウクレレYouTuber）
川上実津紀（歌手）

宮崎由加
鍛治島彩（アップアップガールズ(２)）、
ハロプロ研修生
（松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果）

ステージ

17

SATOYAMA＆SATOUMIトークショー
～つなげよう、支えよう森里川海～

よしもとSDGsステージ
～笑いでつなげよう！支えよう！森里川海～

「30by30」「MY行動宣言」をテーマに、それぞれの取組みの概
要を学び、それぞれが気になっている・取り組んでいるアクションを
紹介しました。

MCにタケトさん、生物多様性芸人として知られる佐久間一行さ
んが登場し、「環境にやさしい人クイズ」を通して、身近なグリー
ンチャレンジについて考えるステージを展開しました。

保田圭、宮崎由加、岡田ロビン翔子
鍛治島彩（アップアップガールズ(２)）
ハロプロ研修生（松原ユリヤ、小野田華凜、橋田歩果）
鈴木啓太（上々軍団）

タケト（芸人）
佐久間一行（芸人、SDGs-1グランプリ2020優勝）

環境省×サステナブルブランド×GTF

サステナブルファッション スペシャルトークショー
TOKYO MX スペシャルLIVEステージ

今日のファッションのポイントやファッション業界が環境に及ぼす影
響、サステナブルな方法で「自分らしくいられる」ファッションとの上
手な付き合い方を紹介し、具体的なアクションを呼びかけました。

美しい歌声の披露とともに、それぞれがこれから取り組みたい、ま
たは現在取り組んでいる環境への取り組みについてお話いただき
ました。

山田美樹（環境副大臣）
山浦誉史（H&M ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社

サステナビリティ・コーディネーター）
長谷川ミラ（モデル）
鎌田安里紗（一般社団法人unisteps共同代表）

榛葉樹人（テノール歌手）
erica（シンガーソングライター）
森田美札（TOKYO MXキャスター）

❼ ❽ ❿

❻ ❾

❹ ❺

Act 5



18

ステージ

オープニング GTF“祭りの力”スペシャルパフォーマン
ス

フォトコンテストの楽しみ方

林マヤ、矢島舞美、宮本佳林、
OCHA NORMA、
ハロプロ研修生
（小野田華凜、村越彩菜、後藤花）

ダンスパフォーマンス集団迫 -HAKU-
（よさこい）

矢島舞美、宮本佳林、
OCHA NORMA（斎藤円香・米村姫良々）
さわやか五郎（上々軍団）

SATOYAMA＆SATOUMI トークショー
～ゼロカーボンアクション30～

GTF×リユースカンファレンス

「0円服の交換会」トークショー

「COOL CHOICE」「ゼロカーボンアクション30」をテーマに、それぞ
れが取り組んでいる脱炭素アクションを紹介し、来場者に自発
的なアクションを呼びかけました。

「リユースを通して実現したい未来」をテーマに、サステナブルファッ
ションに取り組む各界の第一人者達によるトークセッション。会場
内で開催中の「服の交換会」への参加も呼びかけました。

林マヤ、矢島舞美、宮本佳林、OCHA NORMA、
ハロプロ研修生（小野田華凜、村越彩菜、後藤花）
さわやか五郎（上々軍団）

岡野隆宏（環境省「ファッションと環境」タスクフォースリーダー）
福屋剛（株式会社ウィファブリック代表取締役）
久本和明（株式会社ワンピース代表取締役）
大久保裕史（株式会社ワサビ代表取締役）

TBSスペシャルステージ
YouTubeチャンネル“どうぶつ奇想天外/WakuWaku”presents
「いのちはみんなつながっている！THE TOKYO危険生物2022」

TOKYO MX DIVERSITYステージ

「いては困る危険生物」「いなくては困る危険生物」を切り口に、
身のまわりに潜む危険生物との賢い付き合い方を、豊富な知識
と経験をもとに、分かりやすく面白く紹介していただきました。

プラスサイズコンテストの開催を通し、「ありのままの美しさ」「多様
性」を認め合える共生社会実現への想いを語り、最後には聴衆
を巻き込んだ公開ウォーキングレッスンで会場は大盛り上がり！

五箇公一（国立研究開発法人国立環境研究所生物多様性領域室長）
日比麻音子（TBSアナウンサー）
エコブー（TBS環境キャラクター/生物多様性キャラクター応援団）

スティーブン・ヘインズ（モデル／ダンサー／ウォーキングトレーナー）
Today`s Woman Plus Size Beauty Contest2022
ダイアナ・Lバー（エレガントクラス グランプリ）
齋藤ちひろ（ソフィスティケイティッドクラス グランプリ）
藤本一輝（オペレーションディレクター）
漆原桂樹（PRディレクター）、田中陽南（TOKYO MXキャスター）

⓬ ⓮ ⓱

⓯ ⓰

⓲ ⓳

Act 5
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SATOYAMA＆SATOUMI 
環音LIVE

TOKYO FM “川崎鷹也MAGIC NOTE 
公開収録”トーク＆ライブ

エンディング

宮本佳林、OCHA NORMA、
ハロプロ研修生
（小野田華凜、村越彩菜、後藤花）

川崎鷹也（シンガーソングライター）

ステージ

🎵

⓬ ⓭ ⓱

今年も、ステージで使用する音響設備
への給電は電気自動車を利用。
クリーンな運営に努めました。

Act 5
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プロモーション❶

配布先 チラシ
A1/A2
ポスター

ポスター掲出場所

新宿御苑 5,000 ○ 新宿御苑内

環境省内および関連施設 3,520 ○ 環境省内および関連施設・日本橋ふくしま館

新宿区内小・中・養護学校、各施設掲示板 1,500 ○ 新宿区内各施設掲示板

TBSホールディングス 500 ○ TBS社内

TOKYO MX 関連イベント 1,000 ○ TOKYO MX 社内、TOKYO MX関連イベント

TOKYO FM 150 ○ TOKYO FM ホール前

GTFオフィシャルスポンサー・イベントスポンサー 1,750 ○

出演者・出展者 1,680 プラザエフ四谷

後援、協力 1,190 ○ タリーズコーヒー新宿区内2店舗

その他（関係者・来年度スポンサー候補等） 710

17,000 120

チラシ配布・ポスター掲出の様子

TOKYO MXイベント

A4告知チラシ

ポスター（ A1/A2サイズ）

プラザエフ四谷 福島県オーエス

TOKYO FM新宿御苑各所

タリーズコーヒー
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イベントプログラム・会場内掲出物

イベントプログラム

◆ サイズ A4両面

◆ 印刷配布 1,000枚

◆ デジタル配布 3,498/アクセス※

※11/2（水）~11/6（日）の5日間

A1 誘導看板

新宿御苑各門～イベント会場までの導線上（計11箇所）

B0 協賛看板

B0 ステージプログラム 会場マップ

インフォメーション＆来賓テント（計2箇所）

会場入り口＆観覧スペース手前（計3箇所） 会場入り口＆ブースエリア手前（計3箇所）

会場内掲出物



22

プロモーション❷

連携先 番組名・露出場所 内容 期間 備考

➊ 報道発表 イベント全体のPR 10/28（金）

❷
30by30アライアンス
メールマガジン

イベント全体のPR/協賛・出展者募集 8/17（水）配信

❸ COOL CHOICE NEWS イベント全体のPR 10/26（水）配信

❹ 環境省広報誌エコジン イベント全体のPR（“ecojin‘s EYE“掲載） 11/2（水）

❺ 環境省公式SNSアカウント イベント全体のPR/ワークショップ 11/4（金）

❻
環境省日本の国立公園
公式SNSアカウント

イベント全体のPR
11/2（水）
11/4（金）

❼
新宿御苑 自然情報
公式SNSアカウント

イベント全体のPR・設営のお知らせ 10/28（金）

❽ 広報新宿 イベント全体の紹介 10/25 第2407号

❾ 「王様のブランチ」 イベント全体のPR 11/5（土） 9:30～14:00

❿
TBS CSR推進部
公式SNSアカウント

イベント全体のPR
11/2~11/6
11/4（金）

⓫ 川崎鷹也MAGIC NOTE イベント全体/出演プログラムの紹介
10/28（金）& 

11/4（金）
12:30～12:55

⓬ 川崎鷹也MAGIC NOTE 公開収録ライブの放送 11/11（金） 12:30～12:55

⓭ 告知スポット イベント全体のPR
10/28（金）
～11/6（土）

20秒/25回
40秒/18回

⓮ 堀潤モーニングFLAG イベント全体/ステージの紹介
11/4（木）
11/7（月）

⓯ TOKYO FLAG ステージの紹介（テロップのみ） 11/4（木）

⓰ MX NEWS FLAG イベント全体/ステージの紹介
11/5（土）
11/6（日）

⓱ TOKYO MX TIMETABLE イベント全体のPR 10月号

東京都環境局 ⓲
東京都環境局
公式SNSアカウント

イベント全体のPR 10/25（火）

⓳ ハロドリ。 ステージプログラム一部の紹介
11/14（月）
11/21（月）

25:00～25:30
25:10～25:40

エスペシャリィ ⓴ 東京ラジオニュース イベント全体のPR 11/1（火） 14:00～15:00

共催・協力・出演者と連携したマスメディアプロモーションを展開

プレスリリースの配信

10月 6 日（木）にプレスリリースを配信。
70媒体に掲載していただきました。

プレスリリース原文転載：70
リリースページ閲覧数：2,135件

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000074925.html



23

プロモーション❸

出演者と連携したウェブ媒体・SNSでの発信

川崎鷹也

宮崎由加長谷川ミラ

さとやまくん

保田圭

OCHA NORMA

鍛冶島彩

ダンスパフォーマンス集団迫

ハロプロ研修生マネージャー

どうぶつ奇想天外・WakuWaku

榛葉樹人

erica

カズレレ

川上実津紀

佐久間一行

タケト

さわやか五郎

宮本佳林




