実施報告書

2021年12月
GTF グレーター トウキョウ フェスティバル 実行委員会

GTF グリーンチャレンジデー オンラインについて
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、市民一人ひとり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。
本イベントは毎年秋に、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、その年ならではの気づ
きや学び、取り組みの成果発表の場として、官公庁・企業・団体・市民の皆様と一丸となって開催してまいりまし
た。今年も新型ウィルス感染症拡大予防の観点から会場をオンラインに移し、密や接触を生まないプログラムの
一部をポップアップ会場で展開する、
に合わせたハイブリッド型のイベントとして開催。オンラ
インとオフラインの特性を最大限に活用したプログラムをお届けしました。

プログラム構成と持続可能な開発目標（SDGs）
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8個のゴールに取り
組んでいます。
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）

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クイズラリー

❹マルシェ・ショップ

❺ステージ

5つのイベントプログラムを通して8つのゴール達成に取り組みます

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）
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GTF グリーンチャレンジデー2021 オンライン 概要
イベントテーマは「つなげよう、支えよう 森里川海」と「COOL CHOICE」。日々の生活が、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、豊かな森里川海を次の時代に引き継ぐために、ひとり一人がその
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。
イベント名

開催日

公式サイトURL

GTFグリーンチャレンジデー2021 オンライン
ステージプログラム生配信
クイズラリー実施期間
ポップアップ会場 ➊新宿御苑会場
❷MuSuBu会場

11/6（土）＆ 11/7（日） 両日とも10:00~16:00
11/6（土）9:30 ～11/8（月）23:59
11/6（土）＆ 11/7（日） 両日とも9:00~16:30
11/5（金）～ 11/7（日） 11:00~19:00

www.gtfweb.com/gcd2021/

イベント参加人数

21,266人 （11/6~11/8合計）

【6土】 12,500

【7日】 7,421

【8月】 1,345

ページビュー

52,798回（11/6~11/8合計）

【6土】 29,769

【7日】 16,289

【8月】 6,740

YouTube LIVE
再生回数

22,886回 （11/6~11/7合計）

【6土】 14,136

【7日】 8,750

1,102人（重複除く）

【6土】 405

【7日】 302

【6土】 13,295

【7日】 13,637

【5金】 112

【6土】 225

クイズラリー参加者
（クールチョイス賛同登録者）

ポップアップ会場
来場者数
出展者数

①新宿御苑会場
②MuSuBu会場（白金台）

26,932人
557人

【8月】 395

【7日】 220

29ブース （ワークショップ・PR 18/ マルシェ・ショップ 10/ 環食1）

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／国連生物多様性の10年日本委員会／
新宿区／TOKYO FM／TBS／TOKYO MX

協 賛

株式会社ブルボン／株式会社伊藤園／株式会社小学館／関彰商事株式会社／
テンワス株式会社／アゼリーグループ／ビッグホリデー株式会社／ヤマハピアノサービス株式会社

後 援

外務省／国土交通省／文化庁／観光庁／復興庁／東京都環境局／千代田区／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／株式会社ジャパンエフエムネットワーク

特別協力

株式会社八芳園

協 力

東京都赤十字血液センター／ IMG Japan ／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／株式会社アップフロントグループ／吉本興業株式会社／
株式会社メッセージデザインセンター／株式会社エフエムサウンズ／株式会社メディアコミュニケーションズ／
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／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
地球温暖化のための国民運動

「COOL CHOICE」について

「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。

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。
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プログラム概要①＜ライブ配信＞
司会(両日)
高橋万里恵

ワークショップ

ステージ
❶オープニングセレモニー
開会宣言

ステージ
10:00

主催・共催者、まこと、中島早貴、
飯窪春菜、譜久村聖、岡村ほまれ、
山﨑愛生、稲場愛香、工藤由愛、
有澤一華
W-11
STEAM教育for Azalee
きれいな水をつくるろ過実験

❷新宿御苑
菊花壇展の見どころ

W-11
STEAM教育
for Azalee
ペットボトルか
ざぐるまづくり

11:30

❹GTFスペシャルトークショー

12:00

❺Blue Earth Project×アンジュル

レスリー・キー、スティーブン・ヘインズ、
堀潤

❻よしもとSDGs
スペシャルステージ

12:30

13:00

次長課長・河本 準一
黒ラブ教授
ランパンプス

13:30

米村 姫良々、窪田 七海

❽SATOYAMA 環音ライブ
岡村ほまれ、山﨑愛生
稲場愛香、工藤由愛、有澤一華
島倉りか、岡村美波、小林萌花、
里吉うたの

W-8
株式会社伊藤園
伊藤園ティーテイスターがお
いしいお茶のいれ方をお伝
えします
W-11
STEAM教育for Azalee
ペットボトルかざぐるまづくり

まこと、林マヤ、矢島舞美、
佐々木莉佳子、川村文乃、橋迫鈴、
高瀬くるみ、前田こころ、平井美葉

❹お～いお茶のおいしさのヒミツ

❼2100年
未来の天気予報 冬

W-11
STEAM教育for Azalee
きれいな水をつくるろ過実験

❷祭りの力～
日本の森里川海の恵み

11:00

❺TOKYO MX
DIVERSITY STAGE

W-1
つなげよう、
支えよう
森里川海
オンライン
動物園

まこと、林マヤ、矢島舞美、
佐々木莉佳子、川村文乃、橋迫鈴、
高瀬くるみ、前田こころ、平井美葉

まこと、飯窪春菜、譜久村聖、
岡村ほまれ、山﨑愛生、 稲場愛香、
工藤由愛、有澤一華

鈴木 実

W-11
STEAM教育for Azalee
きれいな水をつくるろ過実験

➊オープニング・開会宣言

❸SATOYAMA トークショー

中澤 幸大

❸SATOYAMA トークショー
W-11
STEAM教育for Azalee
ペットボトルかざぐるまづくり

10:30

14:00

～今、一番オシャレを楽しむには～
マリエ、NOMA、鎌田安里紗

ム ～クイズで学ぼう！ファッションロ
ス～
川島利奈、新宮ほのか、
佐々木莉佳子、川村文乃、橋迫鈴

❻TOKYO MX
DIVERSITY STAGE

レスリー・キー、平原 綾香、AIKA、
ニコラス・ファーマカリディス、
スティーブン・ヘインズ、
ジョナサン・シガー

井上 あずみ

日曜劇場『日本沈没ー希望のひ
とー』から環境問題を考えよう！
岡野 隆宏、森朗、東仲恵吾、
上村 彩子、エコブー

❽SATOYAMA 環音ライブ
佐々木莉佳子、川村文乃、橋迫鈴
高瀬くるみ、前田こころ、平井美葉

⓴エンディング

井上あずみ、まこと、岡村ほまれ、
山﨑愛生、稲場 愛香、工藤由愛、
有澤一華、島倉りか、岡村美波、
小林萌花、里吉うたの
※敬称略

まこと、矢島舞美、佐々木莉佳子、
川村文乃、橋迫鈴、高瀬くるみ、
前田こころ、平井美葉
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W-11
STEAM教育for Azalee
ペットボトルかざぐるまづくり

W-11
STEAM教育for Azalee
きれいな水をつくるろ過実験

W-8
株式会社伊藤園
伊藤園ティーテイスターがお
いしいお茶のいれ方をお伝
えします

15:30
❾エンディング

W-11
STEAM教育for Azalee
きれいな水をつくるろ過実験

❼TBSスペシャルステージ

❽2100年未来の天気予報・冬
北原もも、平山遊季

15:00

W-11
STEAM教育for Azalee
きれいな水をつくるろ過実験

W-11
STEAM教育for Azalee
ペットボトルかざぐるまづくり

14:30

❾GTF×TOKYO FM
「いのちの森」環音ライブ

ワークショップ

W-11
STEAM教育for Azalee
ペットボトルかざぐるまづくり

プログラム概要② <出展者一覧>

01
02
03
04
05
06

つなげよう、支えよう森里川海

01

HAPPO-EN・八芳園

02

Tully's Coffee

ＴＢＳホールディングス

03

100％ニュージーランド産生はちみつ専門店
PBees

環境省 環境再生・資源循環局

04

(有 )伊達水蜜園

05

ものづくりDr.KidsKey アカデミー

06

KiRe_mono 会津もめん

～オンライン動物園～

新宿区と新宿の森
長野県伊那市、群馬県沼田市、東京都あきる野市

～福島 環境再生事業とこれから～

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。－

ふくしま湖美来
次代に残そう紺碧の猪苗代湖、清らかな青い湖 裏磐梯

07

ブルボン

07

Kokage Kitchen

08

株式会社伊藤園

08

ホップジャパン

09

関彰商事株式会社

09

福島県観光物産交流協会
日本橋ふくしま館 MIDETTE(ミデッテ)

テンワス株式会社

10

TOKYO MX

10
11

『横丁×シェアリングエコノミー』

アゼリーグループ
『STEAM教育 for Azalee』

12

エコツーリズム推進法認定地域

13

新宿区福島県人会

14

NPO法人 Blue Earth Project

15

東京国際工科専門職大学

16

星キャンプ 地球を体験しよう！

17

Support Our Kids

18

ウォーター リフィル ステーション

オンライン接客
11:45 M-08 ホップジャパン
12:30 W-12エコツーリズム推進法認定地域
14:15 M-07 Kokage Kitchen

11:30 W-12エコツーリズム推進法認定地域
12:00 W-15 東京国際工科専門職大学 Aチーム
12:30 W-15 東京国際工科専門職大学 Bチーム
13:15 W-15 東京国際工科専門職大学 Cチーム
13:45 W-06 ふくしま湖美来
14:50 W-05 環境省自然環境局

国立公園利用推進室

クイズラリーと連動
クイズのヒントを掲載

15:00 M-08 ホップジャパン
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環食（わしょく）

Act 1

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、環食ミールキット「想いを込めたWakiyaのジャージャー麺」をオンラインで
販売しました。

監修
脇屋 友詞
トゥーランドット臥龍居
オーナーシェフ

環食ミールキット

監修

想いを込めたWakiyaのジャージャー麺

Wakiya グループ
つきぢ田村

ごま油の風味が効いたジャージャー味噌に、
練り物2種の“うま味”を凝縮。ジャージャー味
噌のコクと、ホクホクかぼちゃの甘味と、もちも
ちなめらかうどん麺が織りなす“風味と触感の
ハーモニー”を楽めるオリジナルレシピを考案。
１セット２食入り：1,080円（税込、送料別）

食材協力
株式会社紀文食品
株式会社サッポロ製麺
内藤とうがらしプロジェクト

調理協力
株式会社八芳園

今回の環食メニューのポイント

地産地消による輸送
時のCO2削減

福島の森里川海の
復興

フードロス削減

再配達によるCO2
排出防止

プラスチックスマート

江戸東京野菜（内
藤かぼちゃ or 東京産
かぼちゃ）を使用

東日本大震災で被
災した森里川海の復
興を願い、麺には福
島産の小麦粉を使用

魚の可食部を多く使っ
ている練り製品を
ジャージャー味噌の具
材に使用

通販購入ページで、
再配達防止の呼び掛
け

バイオマス由来の包装
資材を使用
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Act 2

ワークショップ・PR

おうち時間を応援するワークショップや環境の「今」について学べる動画やクイズなどのコンテンツが集結。
接触や密を生まない一部のコンテンツはポップアップ会場に展示し、多くの人に出展者の「グリーンチャ
レンジ」に触れて頂きました。
＜ アイコンの説明 ＞
クイズラリー連携ブース

ライブワークショップ

ポップアップ会場にポスター・展示

01

02

つなげよう、支えよう森里川海
～オンライン動物園～

新宿区と新宿の森（長野県伊那市、群

オンラインで動物園の様子をご紹介
しながら、生物多様性について解説。

新宿区の地球温暖化対策（新宿の森、自
然体験ツアー、打ち水大作戦、新宿エコ
隊）について紹介。

オンライン接客

03

馬県沼田市、東京都あきる野市）

ＴＢＳホールディングス
TBSのCSR活動「みつばち教室」の映像と
SDGsウィーク、TBSの環境の取組について紹
介。

私たちのCOOL CHOICE （2050年カーボンニュートラル実現に向けた取り組みの紹介）
全ての出展者PRページに、「私たちのCOOL CHOICE」のコーナーを設け、2050年カーボンニュートラル
（2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること）や脱炭素社会の実現に向けた各
出展者の取り組みについてPRして頂きました。
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Act 2

ワークショップ・PR

04

05

06

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～

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。－」

ふくしま湖美来 「次代に残そう紺碧の
猪苗代湖、清らかな青い湖 裏磐梯」

福島の環境再生事業の取組みや10年の歩
みを紹介。

日本を代表する自然の風景地である国立
公園の価値や魅力、楽しみ方を紹介。

猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群流域の水環
境の保全活動の紹介。

07

08

09

ブルボン

株式会社伊藤園

関彰商事株式会社

ブルボンの商品についている「環境ラベル」を
通し、温室効果ガス削減やプラスチックス
マート等への取り組みをPR。

伊藤園のティーテイスターがによる「おいしいお
茶のいれ方」を実演と日替わりアレンジレシピ
のワークショップの実施。

セキショウグループのSDGsへの取り組みにつ
いて紹介。

10

11

12

テンワス株式会社
『横丁×シェアリングエコノミー』

アゼリーグループ
『STEAM教育 for Azalee』

エコツーリズム推進法認定地域

新規オープン予定である新宿横丁を例に、
街づくりにおけるエコ『横丁×シェアリングエコノ
ミー』について紹介。

「ペットボトルかざぐるまづくり」と「きれいな水を
つくるろ過実験」子ども向けワークショップの実
施。

8

地域の自然と文化、歴史を守りながら楽し
むエコツアーのPR。

ワークショップ・PR

Act 2
13

14

15

新宿区福島県人会

NPO法人 Blue Earth Project

東京国際工科専門職大学
地域共創デザイン実習

福島マルシェを通した「福島の安心・安全」と
「福島のグリーン復興」の発信。

環境配慮型の商品を扱うお店のインタビュー
動画とエコなアイテムの紹介動画。

産学連携プロジェクト「環境イベントが抱える
課題解決のためのアプローチ」の発表。

16

17

18

星キャンプ 地球を体験しよう！

Support Our Kids

ウォーター リフィル ステーション

「オンライン森林浴 」「オンラインプラネタリウ
ム」「科学実験ワークショップ 」から５つのワー
クショップ動画の配信。

今気になる「世界の環境改善への取り組
み」について、海外研修参加者が大使にイン
タビューした動画の配信。

水の容器を使い捨てせず、マイボトルに『安
心な水』を、いつでも、どこでも、再充填する
「ウォーター・リフィル・ステーション」の紹介。

PHOTO GALLARY

～オンラインワークショップやオンライン接客など、一部のコンテンツを双方向で実施しました。～

9

クイズラリー

Act 3

環境問題への理解や関心を深める参加型企画としてクイズラリーを実施。今年はオフラインとオンライ
ンを繋ぐ工夫として、ポップアップ会場にボーナスキーワードを設定。6問以上正解者にはエコグッズや
旬の恵みを味わうグルメを抽選でプレゼント。3日間で1,100人を超える皆さんにご参加いただきました。
当選確率を上げる仕組みを設定。
ポップアップ会場への回遊も促す

クイズラリー参加方法

01

02

クイズに挑戦し、
6問以上正解する

03

抽選で景品を
プレゼント！

応募フォームに
記入する

01

クイズの正解率をあげる

02

ポップアップ会場でキーワード
を見つける（答え:新宿御苑）

拠点別出題クイズと回答
F-1
環食

W1
つなげよう、支えよう
森里川海

W2
新宿の森

W3
TBSホールディングス

新宿区は、いくつの市に 日曜劇場「日本沈没「新宿の森」を開設して 希望のひと-」で、首相
いるでしょうか？
が各省庁精鋭達を招
集した会議の名前は？
【答え】日本未来推進
【答え】3市
会議

W4
環境省 環境再生・
資源循環局

W5
環境省自然環境局
国立公園利用推進室

脇屋シェフが「フードロス
削減」の観点から、今
回考案した環食ミール
キットに取り入れたこと
はどれでしょう？
【答え】練り物

今回オンライン動物園
で紹介するキリン科の
生きものは何でしょう？

W6
ふくしま湖美来

W7
ブルボン

W8
株式会社伊藤園

W9
関彰商事株式会社

W10
テンワス株式会社

W11
アゼリーグループ

猪苗代湖（福島県）
に自然に流れ込み、水
面の美しさときれいな水
質を保つ水の性質はな
んでしょう？
【答え】酸性

プラスチックトレーなどを
廃止した商品につけら
れるブルボンオリジナル
マークは何でしょう？

「お～いお茶」のラベルレ
スだからできる4つの「エ
コ」アクション、4つ目は
何？
【答え】茶殻リサイクル
段ボール

横丁をオープンすること
により地球にとって様々
なエコに繋がります！ 横
丁とのエコに関係のない
ものは次の中で何？
【答え】洗い物を減らす
ことができる

電気が使えない地域で
は、どんな力をつかって
電気をつくるでしょう
か？

【答え】eco包装マーク

セキショウグループが福
島県南相馬市で、震
災復興・環境緑化を進
める為、企業植樹に取
り組んだ森の名前は？
【答え】セキショウふれ
あいの森

【答え】オカピ

10

福島環境再生バーチャ 日本には現在国立公
ルツアーの中で出てくる 園は何箇所ありますか。
キーワードを順番に並べ
ると何になるでしょう？
【答え】ふくしま

【答え】34

【答え】風の力

マルシェ・ショップ

Act 4

日本各地の産地から自慢の秋の味覚を集めたマルシェ・ショップをオープン。旬な果物や加工品、地方
の伝統工芸品、環境にやさしい工作キットなどバラエティ豊かなアイテムが揃いました。

＜ アイコンの説明 ＞

ポップアップ会場で販売

オンライン接客

01

02

03

HAPPO-EN・八芳園

Tully's Coffee

100％ニュージーランド産
生はちみつ専門店PBees

老舗八芳園が手掛ける無添加ベーカリー各
種の販売。

タリーズコーヒーの環境への取り組み紹介と
厳選したコーヒー豆各種、関連商品の販売。

ニュージーランド直送の濃厚で香り高い生は
ちみつの販売。

ネットショップ「BASE」の連携 ーGTFオンラインストアの開設ー
イベント期間限定で、ネットショップ「BASE」内にGTFのオンラインストアを開設。ポップアップ会場
で販売していたアイテムをオンラインでも購入できるようにしました。

11

Act 4

マルシェ・ショップ

04

05

06

(有 )伊達水蜜園

ものづくりDr.KidsKey アカデミー

KiRe_mono 会津もめん

スーパー等では販売していない珍しい旬のり
んご「 グラニースミス」とりんご100％のりんご
ジュースの販売。

小学校・幼稚園の内から実用的な「ものづく
り」が学べるミニやさい工場&ソーラーICオル
ゴールキットの販売。

福島会津地方に400年の昔から続く会津木
綿織物で製作した、洋服やカバン、小物雑
貨類などの販売。

07

08

09

Kokage Kitchen

ホップジャパン

福島県観光物産交流協会
日本橋ふくしま館 MIDETTE(ミデッテ)

福島県川内村産そば粉、そばの実を使用し
たサクサクふわふわなオリジナルワッフル「そば
粉ワッフル」の販売。

自社栽培のホップを贅沢に使用したホップの
香り豊かなクラフトビールを販売。

全国に誇る日本酒や果物、工芸品などの
福島県産品のオンライン販売とPR。

10
イベント公式オリジナルTシャツの販売
イベント公式グッズとしてオリジナルTシャツを制作。TシャツはTRUSSが展開
するリサイクルポリエステルを100％使用した環境配慮型のドライTシャツを採
用。原料にペットボトルや廃棄ポリエステルを使用しています。ポップアップ会
場およびGTFオンラインストアで数量限定で販売しました。

TOKYO MX
生物多様性キャラクター応援団でもある、
TOKYO MXのマスコットキャラクター「ゆめらい
おん グッズ」の販売。

12

ステージ

Act 5

YouTube LIVEでアーティストライブやトークショーを2日間限定で生配信。出演者が取り組むさまざまな
グリーンチャレンジをお届けし、2日間の再生回数は2万回を超え、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。

ステージMC：高橋 万里恵（フリーアナウンサー/両日）

オープニングセレモニー / 開会宣言

Program ❶

6日
主催・共催・出演者のみなさんから、このイ
ベントに懸ける想いや意気込み、見どころを
ご紹介いただき、ステージプログラムがスター
トしました。
◀左前から
中島早貴、まこと、飯窪春菜、譜久村聖、稲場愛香
◀左後から
岡村ほまれ、山﨑愛生、工藤由愛、有澤一華

主催者・共催者

後藤 亘
GTF実行委員会
実行委員長

谷貝 雄三

森田 重光

環境省自然環境局
環境省
自然環境計画課
環境再生・資源循環局
生物多様性主流化室長 総括参事官補佐

向 隆志

小林 哲

新宿区
環境清掃部
環境対策課長

株式会社エフエム東京
取締役

※敬称略
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中山 佳子

城田 信義

東京メトロポリタンテレビジョン
株式会社
TBSホールディングス 営業本部事業開発局
局長
総務局長

Act 5
Program ❷

ステージ

6日

Program ❸

新宿御苑 菊花壇展の見どころ

Program ❹

SATOYAMA トークショー

お～いお茶のおいしさのヒミツ

菊花壇展の歴史と見どころを紹介。新
宿御苑日本庭園と中継を繋ぎ、菊花
壇の魅力をお届けしました。

MY行動宣言5つのアクションになぞらえ
て、それぞれが取り組んでいるグリーン
チャレンジについてお話頂きました。

茶葉の生産から、製造、保管、廃棄に
至るまで、美味しさとエコを両立する「お
～いお茶」の秘密をお話頂きました。

中澤幸大（新宿御苑管理事務所 菊科）

まこと（ミュージシャン）飯窪春菜（女優）
譜久村聖・岡村ほまれ・山﨑愛生（モーニン
グ娘。’21）稲場愛香・工藤由愛・
有澤一華（Juice＝Juice）

鈴木実（伊藤園ティーテイスター1級）

Program ❺

Program ❻

TOKYO MX DIVERSITY STAGE

Program ❼

よしもとSDGsスペシャルステージ

2100年未来の天気予報・夏

「Diversity/多様性」をテーマに、個性を
尊重する事、社会問題を自分事化しア
クションを起こす事の大切さを伝えました。

SDGsと生物多様性をテーマにトークを展
開。SDGsのわかりやすい解説とアクション
例を紹介し、実践を呼びかけました。

地球温暖化がもたらす影響を映像で解
説。それぞれの出演者が感想と自分に
できるグリーンチャレンジを紹介しました。

レスリー・キー（写真家）
スティーブン・ヘインズ（マルチタレント）
堀潤（ジャーナリスト）

次長課長・河本準一（お笑い芸人）
黒ラブ教授（理系芸人／国立科学博物館
認定サイエンスコミュニケータ）
ランパンプス（お笑い芸人）

米村姫良々、窪田七海
（ハロプロ研修生ユニット）

Program ❽

Program ❾

SATOYAMA 環音ライブ

GTF×TOKYO FM

「いのちの森」環音ライブ

Program ❿

エンディング

SATOYAMA movementの楽曲を中心
に、里山への想いを歌にのせてお届け頂
きました。

主題歌を担当したジブリ作品から受け
取ったメッセージなど、地球環境に対する
想いをトークと歌で届けて頂きました。

出演者が一堂に会し、1日目の振り返り
と明日のプログラムの紹介と参加の呼び
かけを行いました。

岡村ほまれ・山﨑愛生（モーニング娘。’21）
稲場愛香・工藤由愛・有澤一華

井上あずみ（歌手）

井上あずみ、まこと、岡村ほまれ、山﨑愛生、
稲場愛香、工藤 由愛、有澤一華、
島倉りか、岡村美波、小林萌花、
里吉うたの

（Juice＝Juice）

島倉りか・岡村美波・小林萌花・里吉うたの
（BEYOOOOONDS）

※敬称略
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Act 5
Program ➊

ステージ

7日

Program ❸

オープニング

Program ❹

SATOYAMA トークショー

GTFスペシャルトークショー

～今、一番オシャレを楽しむには～

出演者のみなさんにご登壇頂き2日目も
華々しくスタート。それぞれのグリーンチャ
レンジをご紹介頂きました。

ゼロカーボンアクション30をテーマに、各
自が取り組んでいるゼロカーボンアクショ
ンについて語り合いました。

ファッションに関わる人々やモノのストー
リーを知る、能動的に行動するなど、「今、
一番オシャレを楽しむ」ために実践してい
ることをお話頂きました。

まこと（ミュージシャン）林マヤ（タレント）
矢島舞美（女優）佐々木莉佳子・川村文
乃・橋迫鈴（アンジュルム）高瀬くるみ・
前田こころ・平井美葉（BEYOOOOONDS）

まこと（ミュージシャン）林マヤ（タレント）
矢島舞美（女優）佐々木莉佳子・川村文
乃・橋迫鈴（アンジュルム）高瀬くるみ・
前田こころ・平井美葉（BEYOOOOONDS）

マリエ（デザイナー）
NOMA（モデル）
鎌田安里紗
（一般社団法人unisteps 共同代表）

Program ❺
Blue Earth Project×アンジュルム

～クイズで学ぼう！ファッションロス～

Program ❻

TOKYO MX DIVERSITY STAGE

Program ❼
TBSスペシャルステージ
日曜劇場『日本沈没ー希望のひとー』から

環境問題を考えよう！

ファッションロスやアップサイクルについて紹
介。クイズ形式で楽しくエコについて学べ
るプログラムをお届けしました。

「Diversity/多様性」をテーマに、国際
色豊かな出演者によるトークを展開しま
した。

「気候変動」をテーマにトークを展開。ド
ラマと現実の類似点・相違点、経済と環
境の両立の大切さ等をお話頂きました。

川島利奈・新宮ほのか
（Blue Earth Project）
佐々木莉佳子・川村文乃・橋迫鈴
（アンジュルム）

レスリー・キー（写真家）
平原綾香/AIKA（シンガーソングライター）
ニコラス・ファーマカリディス（音楽プロデュー
サー）スティーブン・ヘインズ（マルチタレン
ト）ジョナサン・シガー（タレント）

岡野隆宏（環境省自然環境局 国立公園
課国立公園利用推進室長）森朗（気象予
報士）東仲恵吾（TBSプロデューサー）
上村彩子（TBSアナウンサー）
エコブー（TBS環境キャラクター）

Program ❽

Program ❾

2100年未来の天気予報・冬

Program ❿

SATOYAMA 環音ライブ

エンディング

地球温暖化がもたらす影響を映像で解
説。それぞれの出演者が感想と自分に
できるグリーンチャレンジを紹介しました。

SATOYAMA movementの楽曲を中心
に、里山への想いを歌にのせてお届け頂
きました。

出演者が一堂に会し、2日目の振り返り
と継続したグリーンチャレンジの呼びかけ
を行いました。

北原もも（ハロプロ研修生ユニット）
平山遊季（ハロプロ研修生）

佐々木莉佳子・川村文乃・橋迫鈴
（アンジュルム）
高瀬 くるみ・前田 こころ・平井 美葉
（ BEYOOOOONDS ）

まこと、矢島舞美、佐々木莉佳子、
川村文乃、橋迫鈴、高瀬くるみ、前田こころ、
平井美葉

※敬称略
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ポップアップ会場➊

密や接触を生まない一部のコンテンツは、新宿御苑と白金台にあるイベントスペースに展示。オンライン
とオフラインを繋ぎ、広く出展者のグリーンチャレンジについて知って頂く機会をつくりました。

➊新宿御苑中央休憩所会場

<< 菊花壇展の様子 >>

新宿御苑会場 概要
日時

11/6（土）～11/7（日）9:00～16:30

場所

中央休憩所・レストランゆりのき

内容

GTFグリーンチャレンジポスター展
クイズラリーボーナス拠点

※ポップアップ会場に掲出していたポスターは
現在オンラインでも閲覧可能。

新宿御苑日本庭園では菊花壇展を開催

16

ポップアップ会場❷
❷MuSuBu会場

会場内にはポスター展示の他、出
展者のPRスペースを設け、来場者に
広く出展者のグリーンチャレンジにつ
いて知って頂く機会を創出。
（新型コロナウイルス感染症対策として
非接触型のコンテンツのみの展開）

ポップアップ会場では、カフェメニューと
して環食ミールキット「想いを込めた
Wakiyaのジャージャー麺」を販売。
多くの人にご賞味いただきました。
■単品
■環食ランチセット

540円/食
1,080円/セット

MuSuBu会場 概要
日時

11/5（金）～11/7（日）
11:00～19:00

場所

HAPPO-EN URBAN SQUARE 1F
東京都港区白金台4-9-19

入場 無料
GTFグリーンチャレンジポスター展
環食ミールキット販売（カフェ）
内容 PRブース展示
マルシェ・ショップ
クイズラリーボーナス拠点

17

#マイグリーンチャレンジキャンペーン
オンラインイベントを盛り上げるため、Twitterと連動した「フォロー＆引用リツイートキャンペーン」を実施。キャンペー
ン対象投稿を引用リツイートして、環境に優しいアクション＝マイグリーンチャレンジの投稿を呼びかけました。
実施期間

10月31日（日）～11月12日（金）
※COP26開催期間と連動

参加方法

❶GTF公式Twitterアカウントをフォロー
❷キャンペーン対象ツイートを引用リツイートし、
環境にやさしいアクションを投稿

応募総数
キャンペーン
対象ツイート

521（引用リツイートのみ）
✓ リツイート総数：705
✓ インプレッション総数：66,177
✓ エンゲージメント総数：3,650

投稿ツイート一例

--- 当選者の声 ---
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プロモーション❶
チラシ
配布枚数

A1/A2
ポスター

新宿御苑

5,000

○

新宿御苑内

環境省、首都圏内動物園・水族館他

3,350

○

環境省内および関連施設
日本橋ふくしま館 MIDETTE(ミデッテ)

新宿区内小・中・養護学校、各施設掲示板

1,470

○

新宿区内各施設掲示板

TBSテレビ

500

○

TBS社内

TOKYO MX 関連イベント

500

○

TOKYO MX 社内、TOKYO MX主催イベント

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

1,200

○

出演者・出展者

1,010

後援、協力、その他

2,020

○

15,200

240

チラシ・ポスター配布先

<<A4 告知チラシ >>

ポスター掲出場所

タリーズコーヒー新宿区内2店舗

<<ポスター>>

<<チラシ配布・ポスター掲出の様子>>

新宿御苑

Turandot 臥龍居

TOKYO MX イベント

TOKYO FM

日本橋ふくしま館 MIDETTE(ミデッテ)

タリーズコーヒー
新宿御苑店
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プロモーション❷
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
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

❷ 福島再生・未来志向プロジェクト

イベントバナーの掲載

11月

❸ 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/ステージ

11/2（火) &
11/5（金）

❹ 「ひるおび！」

イベント全体のPR/ステージ

11/5（金）

❺ 「いのちの森～voice of forest～」

イベント全体のPR/ステージ

10/31（日）
05:30～05:55

【出演】
マリエ、高橋万里恵

❻ 「いのちの森～voice of forest～」

イベント全体のPR/ステージ

11/7（日）
05:30～05:55

【出演】
マリエ、高橋万里恵

❼ 「いのちの森～voice of forest～」

環音ライブ・トークの一部

11/14（日）
05:30～05:55

【出演】
井上あずみ、高橋万里恵

❽ 告知スポット

イベント全体のPR

10/27（水）
～11/6（土）

計36本

❾ Documentary of Leslie Kee

“TOKYO MX
Diversity Stage”紹介

11/13（土）
19:30～20:00

【出演】レスリー・キー、平原綾香、
AIKA、ニコラス・ファーマカリディス、
スティーブン・ヘインズ

❿ 堀潤モーニングFLAG

イベント全体/ステージの紹介

11/8（月）

⓫ おやこイベント

イベント全体のPR

11/5（金）

⓬ 東京ラジオニュース

イベント全体の紹介

10/12（木）

その他

❸環境省公式SNSアカウント

❺❻いのちの森～voice of forest～

11/2（火）

❾Documentary of Leslie Kee

プレスリリースの配信
11月 2 日（火）にプレスリリースを配信。
46媒体に掲載して頂きました。
パブリシティ：１
プレスリリース原文転載：43
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ニュースとして紹介

パブリシティ転載：2

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
モーニング娘。’21マネージャー

アンジュルム

中島早貴

Juice=Juice

BEYOOOOONDS

Leslie Kee

井上あずみ
平原綾香

黒ラブ教授

高橋万里恵

森朗

さとやまくん

※敬称略/順不同
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