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～みんなで環境を考える共同行動～』の開催について（情報提供） 

 

 

 

東京の 62 市区町村では、平成 19 年度から、東京のみどりの保全や温室効果ガス

削減について連携・共同して取り組むため、オール東京 62 市区町村共同事業「み

どり東京・温暖化防止プロジェクト」を展開しています。 

当プロジェクトでは「人々が環境を考え、行動できる場の設定」の一環として、

地域で環境保全に取り組んでいる町内会、企業、学校などが集い、コンテストを通

じて自分たちの活動を発表しあい、その活動を応援することにつなげていくイベン

ト『TOKYO EARTH WORKERS collection 2012～みんなで環境を考える共同行動～』

を昨年に引き続き実施し、環境活動コンテストとクリエイティブコンテスト（アー

ト作品、ミュージック作品）の募集を行いました。 

その結果、環境活動コンテストには 25 団体、クリエイティブコンテストには合

計 232 点（アート作品 58 点、ミュージック作品 174 点）の応募をいただき、事前

選考を経て、表彰式等のフィナーレイベントを別添のとおり行うこととなりました

のでお知らせいたします。 

つきましては、本イベントの取材及び貴媒体でのご紹介について、特段のご配慮

をお願いいたします。 

 

 

【問い合わせ先】 

オール東京６２市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」 

TOKYO EARTH WORKERS collection 2012 ～みんなで環境を考える共同行動～担当  

東京都市長会事務局企画政策室 和泉・加藤（☎042-384-6396） 



－みんなで環境を考える共同行動－

 

 

オール東京６２市区町村共同事業（みどり東京・温暖化防止プロジェクト）オール東京６２市区町村共同事業（みどり東京・温暖化防止プロジェクト）オール東京６２市区町村共同事業（みどり東京・温暖化防止プロジェクト）オール東京６２市区町村共同事業（みどり東京・温暖化防止プロジェクト） 

『『『『TOKYO EARTH WORKERS colTOKYO EARTH WORKERS colTOKYO EARTH WORKERS colTOKYO EARTH WORKERS collectionlectionlectionlection    2012201220122012～みんなで環境を考える共同行動～～みんなで環境を考える共同行動～～みんなで環境を考える共同行動～～みんなで環境を考える共同行動～』』』』のののの    

開催について開催について開催について開催について    

■開催概要 

日  時：平成 24 年 2月 12 日(日) 13：30～16：00 （受付開始 13 時）  

会  場：国分寺市立いずみホール 

      〒185-0024 東京都国分寺市泉町 3-36-12 

主  催：特別区長会・東京都市長会・東京都町村会 

企画運営：公益財団法人特別区協議会・財団法人東京市町村自治調査会 

出席者（敬称略）： 

【主催者（平成 24 年 2月 7 日現在）】 

     ・西川 太一郎 （オール東京 62市区町村共同事業推進会議会長、荒川区長） 

     ・北川 穰一 （オール東京 62市区町村共同事業推進会議副会長、昭島市長） 

     ・坂本 義次 （オール東京 62市区町村共同事業推進会議委員、檜原村長） 

     ・星野 信夫 （国分寺市長） 他 

【ゲスト（著名人アースワーカー）】 

     ・アイドリング!!!（タレント） 

     ・純烈（ムード歌謡コーラスグループ） 

    【コンテスト受賞者】 

     ・環境活動コンテスト 優秀賞受賞者（11 団体） 

      ※当日のプレゼンテーションを経て、グランプリ、準グランプリ、特別賞が

決定します。 

     ・クリエイティブコンテスト（ミュージック作品部門、アート作品部門） 

グランプリ受賞者、準グランプリ受賞者、優秀賞受賞者 

司会・進行： 井手迫 義和（気象予報士、環境ナビゲーター） 

       駒村 多恵 （フリーキャスター、環境カウンセラー） 

プログラム：①主催者挨拶 

②オープニングトーク 

③環境活動コンテスト 最終プレゼンテーション 

  ※優秀賞受賞者 11団体（下記参照）によるプレゼンテーション 

④クリエイティブコンテスト（アート作品部門）発表・表彰 

※グランプリ１作品、準グランプリ 1 作品の発表・表彰 



⑤クリエイティブコンテスト（ミュージック作品部門）発表・表彰 

※グランプリ 1作品、準グランプリ 1 作品の発表・表彰及び曲の披露 

⑥環境活動コンテスト発表・表彰 

※グランプリ 1団体、準グランプリ 1 団体、特別賞 1 団体の発表・表彰 

⑥ゲストライブ 

・純烈（ムード歌謡コーラスグループ） 

・アイドリング!!!（タレント） 

※取材をご希望の場合は、別紙「取材申込書」にて、下記事務局までお申し込みください。 

■環境活動コンテスト優秀賞受賞者 

① 団体名： 八王子やまゆり咲かせ隊 

 活動名： 「やまゆりの里」復活をめざして 

② 団体名： 板橋環境会議 緑のマップ・プロジェクトチーム 

 活動名： 緑のマップ・プロジェクト 

③ 団体名： 東久留米市 市民環境会議くらし部会「エコキッズ プラン 2011」 

 活動名： 省エネ・省資源｢地産地消からフードマイレージ｣ 

④ 団体名： すみだ百花蜜プロジェクト実行委員会 

 活動名： すみだ百花蜜プロジェクト 

⑤団体名： みなと環境にやさしい事業者会議 

 活動名： 区内事業者による地域での環境普及啓発活動 

⑥ 団体名： 森林レンジャーあきる野 

 活動名： 森の子コレンジャーによる自然環境保全リーダーの育成 

⑦ 団体名： 「100 万人のゴミ拾い」実行委員会 

 活動名： 「100 万人のゴミ拾い」 

⑧ 団体名： 一般社団法人 日本スポーツＧＯＭＩ拾い連盟 

 活動名： スポーツＧＯＭＩ拾い大会 

⑨ 団体名： 蓮根駅前通り商栄会（はすね・エコ・キャンパス） 

 活動名： みえるエコ活動 

⑩ 団体名： 特定非営利活動法人 新宿環境活動ネット 

 活動名： 新宿の環境学習応援団｢まちの先生 見本市｣ 

⑪ 団体名： 黒目川クリーンエイド実行委員会 

 活動名： 黒目川・河童のクゥのクリーンエイド作戦 

■イベントに関するお問い合わせ先 

『TOKYO EARTH WORKERS collection 2012～みんなで環境を考える共同行動～』事務局 

〒107-6322 港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー（株）博報堂 7F SB 局 環境メディアフォーラム内 

TEL:03－6441－4893 FAX：03－6441－4894 Ｅメール：earthworkers@green-media.org 

※ 電話でのお問い合わせ受付時間：10:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）



 

＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞＜参考資料＞    出演者プロフィール出演者プロフィール出演者プロフィール出演者プロフィール    

 

◇アイドリングアイドリングアイドリングアイドリング!!!（タレント） 
『アイドリング!!!』は、アイドルとして現在進行形で成長
する女の子達が、一人前となるべく経験を積んでいく

「ならし運転（＝アイドリング）」から名付けられたフジテ

レビ発のアイドルグループ。 

デジタル時代の未来をリードする、真のメディアミックス

型プロジェクトとして誕生したアイドルです。 

現在はフジテレビ地上波にて毎週木曜深夜 1時 45分
～  『フジテレビからの～！』内で放送のほか、地上波
ネット各局でのオンエアをはじめ、CS 放送フジテレビ
ONEでレギュラー放送を、フジテレビTWO/NEXTでも
関連番組を不定期で放送している。 

結成 5年目を迎えた現在は、4期生までを数えて総勢 18名を数える。CDやDVDのリリースや
配信、コンサートやイベントへの出演、コラボも活発におこなうなか、エコ活動には力を注いでい

る。エコ関連の様々な活動にも参加し、前回の『TOKYO EARTH WORKERS collection【みん
なで環境を考える共同行動】』ではファッションショーやライブを実施。 

 

◇◇◇◇純烈純烈純烈純烈（（（（ムード歌謡コーラスグループムード歌謡コーラスグループムード歌謡コーラスグループムード歌謡コーラスグループ）））） 

ユニバーサルミュージックより昨年 6/23 
1st シングル『涙の銀座線』でメジャーデ
ビュー。 

元戦隊ヒーロー出身のイケメン俳優中

心メンバー6 名で構成され、また平均身
長 183cm の高さを活かしたダンスなど

で注目を浴びる。 

今年 7/20 2ndシングルとして作詞 水木
れいじ、作曲 杉本眞人による『キサス・
キサス東京』をリリース。 

艶やかな大人の色気を感じさせる曲調に、メンバー振付によるダンスが古き良き昭和を想いおこ

させる。 

▼白川裕二郎 忍風戦隊ハリケンジャー、ブロードウェイミュージカル RENT 
▼酒井一圭 逆転あばれはっちゃく(5代目)、百獣戦隊ガオレンジャー 
▼小田井涼平 仮面ライダー龍騎、機動戦士ガンダム SEED(オルガザブナック) 
▼友井雄亮 仮面ライダーアギト、ちりとてちん(NHK) 
▼林田達也 BLue-B(SONY RECORDS)、 
▼後上翔太 東京理科大学中退 



 
『TOKYO EARTH WORKERS collection 2012 

～みんなで環境を考える共同行動～』 

＜取材申込書＞ 

＜別 紙＞ 

     
 

 

 

 

御 社 名  

媒 体 名  

部 署 名  

取材代表者名 

 

 

合計（     ）名 

 

撮  影 

 

※○印をつけてく

ださい    

 

無 ・ 有   〔 スチール ・ ムービー 〕 

 

    

取材代表者 

ご連絡先 

 

TEL：                    携帯：                           

 

FAX：                                                 

 

E-mail：                                                

 

●取材を希望される場合は、平成平成平成平成 2４４４４年年年年 2 月月月月 10 日（金）日（金）日（金）日（金）16:00までに、本申込書をＦＡＸに

て下記宛にお送りください。 

●報道受付は、会場入口に用意しています。 

●イベント会場内には、撮影エリアを設置しています。詳細については報道受付にてご案内

します。 

 
FAX 返信先 

 

ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：03030303----6441644164416441----4894489448944894    
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