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２０２３八王子環境フェスティバル 

＜スポンサー募集要領＞ 
 

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。 

 

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 スポンサーについて 

開催趣旨にご賛同いただける団体の皆さまを対象に、スポンサーを募集しています。 

今年から新たに「物品協賛団体」も募集します。２つのメニューから、ご協力いただけ

る内容をお選びください。 

 

♦広告協賛 

 いただいたスポンサー料は、広報活動や環境・ＳＤＧｓに関する取組の周知、その他新

規企画の実施等に活用させていただきます。 

 

スポンサー料 

 サイズ 縦×横 金額 

掲載スペース 

（ 概 寸 ） 

Ａ 約２５ｍｍ× ４０ｍｍ  １０，０００円 

Ｂ 約３０ｍｍ× ５０ｍｍ  ２０，０００円 

Ｃ 約３５ｍｍ× ６０ｍｍ  ３０，０００円 

Ｄ 約４０ｍｍ× ８０ｍｍ  ５０，０００円 

Ｅ 約５５ｍｍ×１２０ｍｍ １００，０００円 

Ｆ 上記以上の規格 要相談 

※応募状況等によって掲載スペースを変更する場合がございます。 

※「八王子市の印刷物等に掲載する広告の取扱いに関する要綱」第3条に準ずる団体とさせていただきます。 

 

広告協賛団体ＰＲ内容（予定） 

（１）パンフレットへの広告掲載 

上表を基に、パンフレットへ広告を掲載します。掲載にあたりロゴマーク等を

使用する場合は、スポンサー申込時に電子データもあわせてご提出ください。 

パンフレットは５０，０００枚作成する予定です。会場周辺世帯へのパンフレ

ット配布や、市施設等で配布を行います。 

（２）市ホームページへの掲載 

おおむね１年間、市ホームページに団体名を掲載します。 

（３）会場内での団体名・ロゴマークの掲示 

 入口周辺等の人目につく場所に、団体名やロゴマークを掲載したパネルを掲示

します。 
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（４）スクリーンでの動画放映 ※スポンサー料５０，０００円以上の団体のみ 

 会場内の大型スクリーン（ＨＤ５００イン

チ相当）に、１時間に１回程度ＣＭ等の動画

（最長で３分程度）を放映します。 

 

 

 

 

♦物品協賛 

 ご提供いただいた物品は、実行委員会が実施するスタンプラリーの景品や来場者へ配布

する記念品等として活用させていただきます。 

 

物品数量 

 １００個以上 ※可能な限り５０個単位でのご提供をお願いします。 

 

物品内容の例 

・開催趣旨に基づいた環境に配慮した物品やＳＤＧｓにつながる物品 

 （例：廃材や間伐材を利用した物品、省エネにつながる物品、リサイクル製品等） 

・子どもから大人まで、幅広い年代の方が使える・楽しめる物品 

※物品には企業・団体名を掲載することも可能です。貴団体の環境配慮へのＰＲにご

活用ください。 

※来場者が持ち帰ることが難しいお品物や開催趣旨から逸脱するお品物でないか等、

ご協賛物品の内容について事前にご確認・ご相談させていただく場合がございま

す。予めご了承ください。 

 

＜参考：２０２２スタンプラリー景品＞ 

 多摩産材のキーホルダー（八王子市環境キャラクター「みどリ～」のイラスト付） 
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物品協賛団体ＰＲ内容（予定） 

（１）パンフレットへの広告掲載 

団体名とご協賛物品のご紹介を予定しています。 

（２）市ホームページへの掲載 

おおむね１年間、市ホームページに団体名を掲載します。 

（３）会場内での団体名・ロゴマークの掲示 

 入口周辺等の人目につく場所に、団体名やロゴマークを掲載したパネルを掲示

します。 

（４）スクリーンでの動画放映 ※物品を５００個以上ご提供いただける団体のみ 

会場内の大型スクリーン（ＨＤ５００イン

チ相当）に、１時間に１回程度ＣＭ等の動画

（最長で３分程度）を放映します。 

 

 

 

 

注意事項 

・ご提供いただいた物品は、原則返却できませんのでご了承ください。 

・過剰な包装を避け、出来る限りごみが出ないものにしてください。 
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４ ご協賛のメリット 

（１）ブランディングやイメージアップに 

    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、２０

５０年二酸化炭素排出量実質ゼロに向けて、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。「環境」や「ＳＤＧｓ」をテーマ

に取り上げる八王子環境フェスティバルへのご協賛は、ゼロカーボンシティの実現

に向けた取組への参画につながるものとして、環境意識の高い企業・団体様としての

ブランディングやイメージアップに寄与すると考えています。 

 

（２）認知度の拡大に 

 ご協賛いただいた企業・団体様のお名前や情報は、ポスティングや当日配布をする

パンフレット（５０，０００部作成予定）にてＰＲを図るほか、会場内での各種掲示

やホームページ上への情報掲載により、積極的にアピールをさせていただきます。多

くの人の目に触れる機会を活かし、企業・団体様の認知度の拡大につなげていただき

たいと考えています。 

 

（３）ＣＳＲ活動としての価値の創出に 

 環境に配慮したＣＳＲ活動の実践には、ボランティア活動や清掃活動だけでなく、

子どもから大人まで環境について楽しく学べる場の提供を目指す八王子環境フェス

ティバルへ応援・協賛いただくことも、その選択肢のひとつになり得ると考えていま

す。わたしたちとともに、環境面から八王子を盛り上げたい、地域に貢献していきた

いという熱意溢れる企業・団体様のご協力をお待ちしております。 

 

（４）地域でのつながりを増やすきっかけづくりに 

   例年、八王子環境フェスティバルには環境分野に関心の高い協賛者様や出展者様に

お集まりいただいております。企業や学校機関、環境保全団体、行政などジャンルや業

種も多岐にわたっているため、新たな交流を生み出し、横のつながりを作るきっかけと

なるものと考えています。 
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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 

・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で開催します。 

・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

内外からの集客が見込めます。 

・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。 

・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。 

・会場内にあるスクリーンにて協賛団体の情報やＣＭを放映するなど、屋内会場な

らではの新しい方法も活用し、来場者へ協賛団体のＰＲを行う予定です。 

 

     

 

     

展示室の様子（展示室Ａ側から展示室Ｄ側を撮影） 

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 



8 
 

（２）環境・ＳＤＧｓに関する取組を積極的にＰＲ 

・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。 

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。 

・来場者や会場周辺の住民に配布するパンフレットや会場内で、協賛団体のみなさま

が環境やＳＤＧｓに積極的に取り組んでいる団体であることをＰＲします。 

 

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、駅から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。 

 会場内には展示室全体から見ることができる大型のスクリーンが設置されています。協

賛団体のロゴマークやＣＭなどの動画等を放映することも予定しています。 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

東京たま未来メッセ 外観 
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７ 八王子環境フェスティバルの実績 

 平成７年（１９９５年）に初めて開催された「八王子環境フェスティバル」は、令和５

年（２０２３年）で２４回目の開催を迎えます。たくさんの企業・学校・市民団体・行政

団体とともに、環境面から八王子を盛り上げてきました。 

 

過去の開催実績 ※２０２０年（令和２年）は感染症対策のため中止 

♦２０２２八王子環境フェスティバル 

開 催 日：令和４年６月５日（日） 

会 場：ＪＲ八王子駅北口西放射線ユーロード・南口とちの木デッキ 

出展者数：５４団体（企業・ＮＰＯ１６、市民団体１５、学校４、行政その他１９） 

来場者数：のべ約６０，０００人 ※通行人を含みます。 

ＰＲ方法：パンフレットの新聞折込、公共施設等へのポスター掲示、小学生向けチラシ

配布、広報はちおうじ、市ホームページ・ＳＮＳ、Ｊ：ＣＯＭ八王子 など 

特 徴：感染対策を徹底し、３年ぶりにＪＲ八王子駅周辺で開催。市内中学校・高校

が初めて出展。日曜日に開催したことで、家族連れが多く来場した。 

 

♦２０２１八王子環境フェスティバル 

開 催 日：令和３年 11月 13日（土）・14日（日）・20日（土）・21日（日） 

会 場：イトーヨーカドー八王子店（13・14日）、イーアス高尾（20・21日） 

出展者数：１３団体（企業・ＮＰＯ８、市民団体３、学校１、行政１） 

来場者数：１，６３７人 

ＰＲ方法：会場へのポスター掲示、館内放送、市ホームページ・ＳＮＳ など 

特 徴：感染症対策のため、規模を縮小して開催。出展団体には、子どもが参加でき 

る体験型の企画の実施を要件とした。 

 

♦２０１９八王子環境フェスティバル 

開 催 日：令和元年６月１日（土） 

会 場：ＪＲ八王子駅北口西放射線ユーロード・南口とちの木デッキ 

出展者数：７０団体（企業・ＮＰＯ２０、市民団体１８、学校４、行政その他２８） 

来場者数：のべ約５６，０００人 ※通行人を含みます。 

ＰＲ方法：パンフレットの新聞折込、公共施設等へポスター掲示、小学生向けチラシ配

布、広報はちおうじ、市ホームページ・ＳＮＳ、タウンニュース など 

特 徴：小学生向けチラシの配布を開始。八王子市観光ＰＲ特使によるステージイベ 

ントを実施した。 
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〔２０２２八王子環境フェスティバルの様子〕 

コンベアでのごみ分別体験 木製ペンダントづくり 

間伐材を使ったコースターづくり 温暖化対策に関する取り組み紹介 

研究活動を紹介するパネル展示 花苗の配布・販売 

水生生物の水槽展示 丸太切り体験 
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８ （広告協賛団体）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。 

 

９ （物品協賛団体）納品について 

５月中旬までに、事務局（八王子市環境部環境政策課）へ直接納品をお願いします。納

品期日などの詳細は、３月頃にご案内します。 

 

10 お申込み書類について 

（１）提出書類  スポンサー申込書 

         物品の詳細が分かる資料（物品協賛の場合） 

（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。 

③ロゴマークを使用する場合は、電子データもご提出ください。 

④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。 

⑤原則として、申し込み後のキャンセルはできません。 

 

11 スケジュール（予定） 

 広告協賛団体 物品協賛団体 

１月～３月３日 スポンサー募集期間 

３月  詳細の案内 

３月下旬～４月 パンフレット校正（２回）  

４月 市ホームページへ掲載 

４月下旬 請求書送付  

５月中旬  納品 

５月末 スポンサー料支払い期限  

６月４日 ２０２３八王子環境フェスティバル当日 
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12 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、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た場合 

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。 

 

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 


