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２０２３八王子環境フェスティバル 

＜出展募集要領＞ 

 

２０２３年６月４日（日）１０：００～１６：００ 

東京たま未来メッセ（東京都立多摩産業交流センター） 

主催：八王子環境フェスティバル実行委員会 
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１ 開催趣旨 

「八王子環境フェスティバル」は、市民一人ひとりの環境に対する意識の高揚及び自発的な活動

の促進を図ることを目的に、毎年環境月間である６月に開催しています。今回は、昨年１０月にオ

ープンした東京たま未来メッセに会場を移し、新しい形で開催することになりました。 

企業、学校、市民団体、行政などが出展し、環境やＳＤＧｓに関する日々の取組や事業の成果な

どをＰＲするほか、体験型の企画によって、子どもから大人まで幅広い年代の方が環境について楽

しく学べる場を提供します。 

来場者には、参加団体の環境に関する取組のほか、ＳＤＧｓについても理解を深めることを通し

て、環境保全に対する意識を高めていただきます。 

 

２ 開催概要 

 （１）名 称  ２０２３八王子環境フェスティバル 

 （２）日 時  令和５年（２０２３年）６月４日（日） 午前１０時～午後４時 

 （３）会 場  東京たま未来メッセ（東京都立多摩産業交流センター） 

（４）主 催  八王子環境フェスティバル実行委員会 

 

 

 

 

参考：東京たま未来メッセホームページ 
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３ 出展者について 

企業、学校、ＮＰＯ法人、市民団体、行政団体を対象に、出展者を募集します。 

出展内容は、環境保全や環境負荷低減、環境に関連したＳＤＧｓにつながる事業・活動の周知や、

環境に配慮した製品の紹介など、本フェスティバルの開催趣旨に合致したものとします。 

 

４ 出展ブースについて 

♦基本料金 

 企業・ＮＰＯ 学校 市民団体 行政団体 

ブース ３７,０００円／１区画 無料 

・１ブース：１２㎡（区画サイズ 縦３ｍ×横４ｍ） 

※今年は、テントの用意はありません。 

※１区画の面積は、例年のテントの約１.２倍の面積となります。 

※展示や荷物等は、必ず区画からはみ出さないようにしてください。 

・１団体が複数の区画で出展することも可能です。 

・自動車等の大型展示物も出展対象とし、１区画での取り扱いとします。おおよそのサイズ

を出展申込書に記入してください。 

・１区画につき、机４台まで無償で提供します。 

・学校、市民団体、行政団体で複数区画での出展を希望する場合は、申込状況によって１区

画に制限させていただく可能性があります。あらかじめご了承ください。 

・施設内に１００台分の駐車スペース（無料）や荷捌きスペースがございます。 
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♦オプション 

 出展内容によって必要な場合は、出展申込書に記入して提出してください。 

 以下でご案内する貸出備品以外にも、出展時に必要な資材は各自ご準備のうえ、お持ち込み

いただいて構いません。 

 

机 ２００円／１台（※４台まで無料） 

幅１８０ｃｍ×奥行き４５ｃｍ×高さ７２ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 ※当日の使用数によって、写真とは異なる机になる可能性があります。 

 

椅子 １００円／１脚 

スタッキングチェア（折り畳み不可） 

 

 

 

 

 

 

 ※当日の使用数によって、写真とは異なる椅子になる可能性があります。 
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ＥＺパネル 

１枚 ３，０００円 

２枚連続 ５，０００円 

４枚連続 ８，０００円 

幅９０ｃｍ×縦２１０ｃｍ 

 

 ※当日の使用数によって、写真とは異なるＥＺパネルになる可能性があります。 

 

電気コンセント 

～５００Ｗ ６，０００円 

５００～１，０００Ｗ １２，０００円 

１，０００～１，５００Ｗ １８，０００円 

コンセント１口。 

使用予定量及び使用用途を出展申込書に記入してください。使用予定量に応じて、価格が変

動します。 

※会場内では、発電機を使用することができません。電気使用を希望する場合は、こちらの

電気コンセント使用を申請してください。 

 

飲食物の 

提供・販売 

要相談 

※感染状況によって、飲食物の提供を中止することがあります。 

・飲食物の提供・販売は、八王子市保健所の定める範囲内であれば可能です。 

・保健所への申請は、主催者がまとめて行います。 

・保健所に許可されたもの以外を取り扱うことはできません。 

 

 

 

 

・画鋲を使用して模造紙等を展示することが可能です。 

・両面テープ、セロテープ、ガムテープ等のテープ類を 

 使用することはできません。 
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５ ２０２３八王子環境フェスティバルの特徴 

（１）新しい会場「東京たま未来メッセ」で開催 

■八王子市にできた新たな施設！ 

令和４年１０月にオープンしたばかりの東京たま未来メッセ展示室で開催します。 

■アクセスの良い好立地！ 

京王八王子駅から徒歩約２分、ＪＲ八王子駅から徒歩約５分の好立地にあり、市内外

から多くの集客が見込めます。 

■ブース内のレイアウトが自由自在！ 

      １ブースあたりの大きさは３ｍ×４ｍで、例年比で１．２倍の広さです。 

また、出展いただく内容によって、ブース内は自由な発想で独自にレイアウトしてい

ただくことが可能です。 

■全天候型で雨風の心配なし！ 

屋内の会場のため、天候に左右されずに開催することができます。 

建物内に駐車場やエレベーター・バックヤードがあるため、搬入・搬出を安全に行う

ことができます。搬入経路はすべて屋内のため、雨天時に展示物等が濡れる心配はあり

ません。 

■充実した設備が整い安心・安全！ 

冷暖房やお手洗い、飲食可能な交流サロン、休憩スペースがあり、出展者にも来場者

にも優しい会場です。 

■コミュニケーションがとりやすい！ 

出展ブースが１つの会場にコンパクトにまとまることで、より一体感が感じられるほ

か、来場者がすべてのブースを見学しやすくなります。 

出展される方も空いた時間を使って、いろいろなブースとの情報交換や横のつながり

を作る機会にご活用ください。 
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展示室の様子（展示室Ａ側から展示室Ｄ側を撮影） 

トイレ バックヤード（展示室からの乗り入れも可能） 

交流サロン（休憩スペースとして活用予定） 駐車場（１００台以上のスペースを完備） 

屋根下広場（キッチンカーを配置予定） ２階会議室 
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（２）ご出展者様の環境・ＳＤＧｓに関する取組をＰＲすることで生まれる３つのチャンス 

■出展団体のさまざまな環境活動・研究の普及啓発のチャンス 

本フェスティバルは、環境・ＳＤＧｓを発信する市内最大級のイベントです。 

みなさまが日頃取り組んでいる環境保全活動やＣＳＲ活動、環境に関連した地域貢献

活動をＰＲする場としてご活用いただけます。 

企業努力による技術力の紹介や製作物の販売、日頃の活動・研究成果の発表など、環

境・ＳＤＧｓに関する要素を含む内容であれば、ジャンルを問わず自由な発想で出展し

ていただけます。 

   ■環境推進に寄与する地域貢献のチャンス 

八王子市は令和４年（２０２２年）２月にゼロカーボンシティ宣言を表明し、２０５

０年二酸化炭素排出実質ゼロに向けて、行政のみならず市民や企業の方々のお力も結集

させたオール八王子で取り組んでいます。 

本フェスティバルにご出展いただくことで、活動拠点となる地域をはじめ八王子の環

境推進の加速に大きく貢献いただく機会になるものと考えています。 

   ■出展者同士で新たな発見や交流を図るチャンス 

本フェスティバルに出展している環境保全活動に積極的な団体や企業様同士で新たな

出会いやつながりを作る機会として活用いただけます。 

 

６ 東京たま未来メッセについて 

 令和４年１０月に八王子市明神町にオープンした施設です。多摩エリア最大級の展示室と、研修

やセミナーに使用できる会議室、最寄駅から徒歩２分の好立地が特徴です。 

 会場となる展示室は、最大サイズ（展示室Ａ～Ｄ）の２，４００ｍ２で使用します。例年の八王子

環境フェスティバルよりも多くの区画を用意しています。 

区画の面積は例年の約１.２倍の大きさです。今回は、会場の変更に伴いテントの設営がありませ

んので、区画の中は自由に使用していただけます。区画の範囲内であれば、団体が所有するテント

や机・椅子を持ち込んで使用していただいても構いません。ただし、会場内では使用できないもの

がありますので、「１０禁止事項」を必ずご確認ください。 

 

 

 

 

 

 



9 

 

＜参考：フロアマップ＞ 

 会場の展示室は１階の展示室Ａ～Ｄです。３階まで吹き抜け構造となっており、２階の産業サ

ロンや３階のホワイエから展示室を見下ろすことができます。また、１階屋根下広場から展示室

内の様子を見ることもできます。 

 駐車場は地下１階にあります。搬入・搬出作業の経路は、駐車場から１階のバックヤードを通

って展示室まで向かっていただく予定です。 
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＜参考：区画内レイアウトイメージ＞ 

 展示型・体験型の出展ブースの場合のレイアウト案を作成しました。出展内容やレイアウト、

借用物品を考える際に参考としてください。 

 各区画の通路に面している辺は原則１か所となります。ただし、配置によっては２か所以上の

辺が通路に面する可能性もあります。 

 

 

 

 

 ♦展示型の出展の場合（上から見た図） 

＜パターン①＞                ＜パターン②＞ 

 

 

 

 

通路以外の３辺にＥＺパネル（オプション）を設置することで、多くのパネル等を掲示でき

ます。また、パンフレットやチラシを配布する場合は、机を設置することで来場者が手に取り

やすくなります。 

 

 

 

 

 

 

通路側 通路側 
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♦体験型の出展の場合（上から見た図） 

＜パターン③＞                ＜パターン④＞ 

 

 

 

 

 左図の場合は、来場者が椅子に座ってじっくり作業することができます。右図の場合は、来

場者が立ったまま、短時間で作業することができます。ＥＺパネルを設置すると、来場者から

見えやすい場所に体験内容や団体の説明などのパネルを掲示できます。 

 

＜参考：東京たま未来メッセで開催したＮＰＯフェスティバルの様子＞ 

 

 その他の東京たま未来メッセの詳細は、公式ホームページをご覧ください。 

 ＵＲＬ：https://www.tamaskc.metro.tokyo.lg.jp/ 

 

 

通路側 

通路側 

通路側 
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７ スタンプラリー受付ブースの募集について 

開催当日は、指定のブースを巡りクイズに答えるスタンプラリーを実施予定です。 

それに伴い、スタンプラリー受付ブースを担当していただく団体を募集します。 

 

（１）募集団体数 

３～４団体（予定） 

 

（２）受付ブースの業務内容 

 事務局にて配布するクイズ用紙とスタンプを使用し、クイズに正解した方のスタンプラリ

ーシートにスタンプを押していただく予定です。 

 より多くの来客を見込むことができますが、ブース内に受付用スペースを確保し、常時対

応していただく必要がありますので、ご協力ください。 

 

（３）申込方法 

出展申込書内「スタンプラリーブース」欄の“希望する”を選択してください。 

 

（４）受付ブースの決定 

 受付ブースの決定は、希望状況に応じて事務局にて決定します。応募多数等の理由によ

り、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

（５）その他 

  新型コロナウイルス対策のため、受付ブースを中止させていいただく場合がありますので、

あらかじめご了承ください。 

 

８ 搬入・搬出について 

 荷物の搬入・搬出時は、大変混雑することが予想されます。 

 混雑緩和のため、搬入・搬出作業の時間を指定させていただく可能性があります。現時点では、

前日の夜（１９時～２０時半ごろ）もしくは当日の朝（８時～９時半ごろ）を予定しています。作

業中はスタッフの指示に従っていただき、安全第一で作業してください。 

貸出用の台車はございませんので、搬入・搬出で必要な場合は各団体でご用意ください。 

 詳細は、５月中旬に開催予定の出展者説明会でご案内します。 
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９ お支払いについて 

事務局より送付する請求書に基づき、指定日までにお支払いをお願いします。 

※請求書の送付は４月下旬を予定しています。 

 

１０ 禁止事項 

（１）裸火の使用 

 炎や火花が発生するもの、ニクロム線等の赤熱部が露出された電気器具など、発火又は

引火する可能性があるものは会場内で使用できません。 

（２）危険物の持込 

 発火又は引火物、爆発物、凶器、劇薬、その他危険物は、会場内に持ち込まないでくだ

さい。 

（３）危険な展示物 

 騒音・振動・ほこり又は悪臭を発するもの、接触又は接近することにより事故を起こす

恐れのあるもの、床面に漏水する恐れのあるもの、その他施設を汚損・破損する恐れのあ

るものは、展示することができません。 

（４）指定されたブースの全部又は一部の譲渡、貸与等 

（５）飲酒及び酒類の販売 

（６）会場内での喫煙 

 東京たま未来メッセの敷地内は禁煙となっており、喫煙所はありません。喫煙される場

合は、所定の喫煙スポットをご利用ください。 

（７）動物の持込 

 会場内は、補助犬以外の動物は持ち込まないでください。 

 ただし、魚類・両生類・昆虫は、水槽や虫かご内でふたをした状態（動物が逃げ出さな

い状態）で展示できるものは持ち込みが可能です。その場合は、展示する動物及び具体的

な展示方法を出展申込書に記入してください。事前に主催者への報告がない場合は、展示

することはできません。 

（８）宗教活動 

（９）政治活動 

（10）暴力団又はそれらの利益になる活動 

（11）公序良俗に反する行為 

（12）来場者や他の出展者の迷惑となるなど、主催者が不適切と判断した行為 
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１１ 注意事項 

（１）新型コロナウイルス等の感染症対策 

社会情勢上、必要とされている対策（マスク着用、共有して使用する道具の消毒など）

を徹底するほか、スタッフが行う指導にご協力ください。（フェイスシールド、マウスシ

ールドのみの使用は原則できません。） 

 

 （２）環境配慮への取組 

 プラスチック製品の使用を避ける、できる限りごみが出ない出展内容とする、ご自身の

ブースで出たごみは持ち帰って捨てるなど、環境に配慮されたイベントの開催にご協力を

お願いします。 

 

（３）備品の使用 

主催者が貸し出している備品は、大切に扱ってください。出展者が汚損・破損した場合

は、状況によって修理費を請求させていただく可能性があります。 

 

（４）配置 

 出展ブースの場所を指定することはできません。出展内容等を考慮して、主催者が決定

します。 

 

１２ お申込み書類について 

（１）提出書類 出展申込書 

（２）提出方法 事務局までメール、ＦＡＸ、郵送又は直接ご持参ください。 

（３）申込期限 令和５年（２０２３年）３月３日（金） 

（４）その他  ①申込書は、記入例を確認し、漏れのないよう記入してください。 

②申込内容に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。 

※令和５年（２０２３年）３月３１日以降は変更できません。 

③申込期限前であっても、定数に達した場合は申込を締め切ります。 

④原則として、申し込み後のキャンセルはできません。 

 

 

 

 

 



15 

 

１３ スケジュール（予定） 

１月～３月３日    出展者募集 

３月末        申込内容確定・パンフレット入稿 

３月下旬～４月中旬  パンフレット校正（２回） 

４月下旬       請求書送付 

５月中旬       出展者説明会 

５月末        出展料支払期限 

６月４日       ２０２３八王子環境フェスティバル当日 

 

１４ 開催の中止について 

以下の場合は、開催を中止する場合があります。中止を決定した場合は、各出展団体の緊急連絡

先に、速やかにご連絡差し上げます。 

①新型コロナウイルス等の感染症が拡大し、中止すべきと判断される場合 

②その他天候・災害等が原因により、開催を中止する場合 

※気象警報や避難指示などの発出を基準とします。 

 

１５ その他 

出展ブースの配置や注意事項等の詳細については、５月中旬に開催予定の出展者説明会でご案

内します。 

 

その他ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。 

【問い合わせ・申込み先】 

八王子環境フェスティバル実行委員会事務局（八王子市環境部環境政策課内） 

〒192‐8501 八王子市元本郷町三丁目24番１号  

電話 042-620-7384 / FAX 042-626-4416 


