
ECO縁日2022

出展者・出演者
募集要項

主催：大阪市環境局
運営（事務局）：環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体

令和４年11月12日(土曜日)
11時から15時30分

日時

花博記念公園鶴見緑地内
なにわECOスクエア/自然体験観察園
中央噴水広場/花博記念ホール
（大阪市鶴見区緑地公園２番）

場所



１．開催概要

開催日時

令和4年11月12日(土曜日) 11時から15時30分
※雨天決行・荒天中止・中止による順延なし
（荒天等による中止については当日の７時に「なにわエコスタイル」ホームページで掲示）

開催場所

花博記念公園鶴見緑地内
なにわECOスクエア、
自然体験観察園、
中央噴水広場、
花博記念ホール
（大阪市鶴見区緑地公園２番）

※地下鉄鶴見緑地駅徒歩5分

主催 大阪市環境局

運営(事務局) 環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体

出展・出演
団体数

出展ブース数：40ブース（先着順）
出演団体：5団体程度（先着順）
※映像展示エリアでの一般募集は行いません。
募集エリアは屋外のみに限定しています。

出展・出演料
無料
（ただし、ブース出展、出演等に伴う交通費等の費用は各出展者、出演者にてご負担いただきます。）

会場構成(案)
４つのエリアで構成。
(ワークショップエリア、マルシェエリア、ステージエリア、映像・展示エリア)

▼昨年の様子① ▼昨年の様子②

来場者数 例年約10,000人程度
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２．開催趣旨／テーマ

市民がECOと縁を結ぶ一日、それがECO縁日

ECO縁日では、コンセプトを「参加者が環境団体や各活動、環境問題と縁を結ぶ日になる」とし
ます。また、昨年に引き続き、SDGsにも着目し、17のゴールを市民に対して、各出展と紐づけて
発信を行います。
昨年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により飲食やマルシェの出展が叶いませんでしたが、

今年度については、感染対策を行った上で飲食やマルシェの出展も再開します。
環境問題に取り組む、市民団体やNPO、企業等の皆様方が、日頃実践されている環境活動につい

て発表する場として開催します。

◆テーマ：「市民がECOと縁を結ぶ一日」
本イベントでは、「市民がECOと縁を結ぶ一日」をテーマとして開催します。「ECO」の捉え方

は、いろいろとありますが、本イベントでは、以下の出展内容を中心に「ECO」を捉えています。
また、今回は、身近になった自然災害について、気候変動と自然災害のつながり及びその脅威や、

市民や事業者の方々それぞれがとるべき対策や行動の重要性について考えていただく企画や出展を
行う予定です。

＜出展内容例＞

省エネ・省CO₂／ECO技術／国産木材利用／ごみ減量・３R／食品ロス／プラスチックごみ削減／
生物多様性／フェアトレード／地産地消／オーガニック／都市環境保全 など
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３．会場レイアウトと企画内容（案）

◆会場構成（案）：４つのエリアで構成

＜4つのエリア＞

◎ワークショップエリア（30ブース程度）
体験型のワークショップを通して、参加者に環境問題を啓発し、日ごろの活動を知っていただき、

参加者の行動変容を促すことを目的とした出展を募集します。

◎マルシェエリア（10ブース程度）
地産地消・フェアトレード・オーガニック・社会貢献付き商品など、環境に配慮している、貢献

していると主催者側が判断したものの販売など、市民の購買行動を通して環境問題の啓発を行い、
参加者の行動変容を促すことを目的とした出展を募集します。

◎ステージエリア（5団体程度）
ステージでは、環境問題へのメッセージが込められたミュージックライブ・パフォーマンス等を

募集します。また、出展者の発表の時間なども設けて、みなさんの想いが参加者に伝わるようなス
テージづくりを目指します。

◎映像・展示エリア
室内については、映像の上映や展示をメインとしたエリアとします。従来のパネル等や写真の展

示に加えて、YouTubeなどを活用した短い動画コンテンツの上映を通して環境の取組について知っ
ていただきます。

※映像展示エリアについては、一般の募集は行いません。
一般募集はワークショップエリア、マルシェエリア、ステージエリアのみの募集となります。
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４．募集内容

ブース出展では、①ワークショップなどの体験型のブース及び、②地産地消・フェアトレード・
オーガニック・社会貢献付き商品など、環境に配慮しているものの販売などを行うマルシェ型の
ブースの2種類のブースを募集します。
本イベントの趣旨に則り、環境問題を啓発し、参加者の行動変容を促すような出展を募集します。

本イベントへの出展を通して、参加者と各出展団体のつながりが生まれたり、参加者が“ECOと縁を
結ぶ”きっかけになればと考えています。

ブース出展については、40ブース上限の先着順となります。お早めにお申込みください。

◆ワークショップエリアでの出展
• 1団体につき、下記セットを1セット無料で貸し出します。
• 各ブースにはタイトル看板を設置します。
• テントの持ち込み、テントなしでの出展も可能です。申込の際にご記入ください。どちらも専有

面積は360cm×270cm程度までです。
• 机、椅子は配置数量内でご使用ください。やむを得ず追加が必要な場合は、応募の際に事務局ま

でご相談ください。ただし、追加分については、数に限りがございますので、ご希望に沿えない
場合がございます。予めご了承ください。

• 当日の備品の追加貸し出し依頼には応じかねます。
• 当イベントは、環境活動の発表及び体験の場ですので、参加者の体験等は基本的に無料とします。
※ただし、材料費を徴収する場合はこの限りではありません。申し込み時にご相談ください。

◆マルシェエリアでの出展
・マルシェエリアでの出展には無料貸出はございません。
・テントは、持ち込みとなります。専有面積は200cm×200cmとなります。
・各ブースにはタイトル看板を設置します。
・販売品目をあらかじめお申し出ください。申し込みのあった物品以外の販売はできません。

◆共通事項
・ワークショップ、実験等に使用の場合、最小限の電気使用が可能です。
・電源についてはECOスクエア等建物から電源を引きますが、使用容量やスペース等に限りがあり
ますので、お申し込み多数の場合は、主催者の判断で電気使用の可否を決めることがあります。
予めご了承ください。

・発電機は使用不可とします。（ただし、キッチンカーにおいて発電機を使用する場合は、事前申
し込みをお願いします。）

・火器の使用は禁止です。（ただし、キッチンカーで使用する場合は事前申し込みをお願いします。）
・開催趣旨に沿ったものとなっているか主催者が判断します。開催趣旨に沿わないと主催者が判断
した場合、出展をお断りする場合があります。

・ブースの配置は、主催者にて決定致します。予めご了承ください。

ブース出展
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ブースセット
・テント（2間×1.5間(360cm×270cm)）
・机(180cm×45cm) 2台
・椅子 4脚



４．募集内容
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ステージ出演

ステージでは、環境問題へのメッセージが込められたミュージックライブ・パフォーマンス等を
募集します。地域活動や学校単位での出演も歓迎します。

・円形噴水の中をステージとして、周りの段差を客席として設定したステージを行います。
・ステージは野外に1ヶ所設置します。天候によってはステージプログラムは中止の場合もあります。
予めご了承ください。

・出演順等は主催者で調整します。
・基本の音響設備とマイク１本は主催者で準備します。使用機材、セットリスト等別途打ち合わ
せにより調整させていただきます。

ステージ出演については、5団体程度の先着順となります。お早めにお申込みください。



５．参加条件

（１）「市民がECOと縁を結ぶ日」に当てはまる内容であること

＜出展内容例＞

省エネ・省CO2／ECO技術／国産木材利用／ごみ減量・３R／食品ロス／プラスチックごみ削減／
生物多様性／フェアトレード／地産地消／オーガニック／都市環境保全 など

お申し込みをいただいた後、主催者で出展審査します。

（２）ごみゼロに取り組むこと
本イベントでは、ごみゼロをめざしています。各出展者で出たごみはそれぞれでお持ち帰りいた

だきます。また、飲食販売や試食などにおいても使い捨て容器の使用はできません。試飲、試食を
行う場合も、使い捨て容器は使用しないでください。食器の使用がある場合は、事前にお申し出い
ただき、リユース食器を使用していただきます。お申し込みいただいた食器については、事務局で
まとめてレンタルし、会場にて無料で貸し出し致します。
以下のようなリユース食器をご用意する予定です。食器の種類については、以下の種類以外にも

準備が可能な場合がありますので、ご相談ください。

＜使用できる食器の一例＞

（３）次のいずれにも該当しないこと
① 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体
② 特定の公職者（候補者を含む）または政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体
③ 暴力団もしくは暴力団員の統制の下にある団体
④ その他開催主旨に合致しないと主催者が判断した場合
※応募を受け付けた後であっても、上記の①～④に該当することが判明した場合は参加を取り消す
ことがあります。

PP製 450ml 中カップ
PP製 280ml 小カップ

PP製240ml 
コーヒーカップ

PP製550ml 丼 アルマイト製 18cm  平皿

PP製 25×17.5cm カレー皿 PP製 22×3.3 ㎝ Ｌ皿

塗り箸、スプーン、フォーク
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６．新型コロナウイルス感染拡大防止への取組、その他注意事項

（１）新型コロナウイルス感染拡大防止への取組
• 出展者は当日会場に来られた際に、スタッフ全員の検温及びアルコール消毒にご協力をお願いし

ます。また、大阪コロナ追跡システム、COCOAなどへの登録についてもスタッフ全員にご協力
をお願いします。

• 発熱、咳、くしゃみ、全身痛、下痢などの症状がある場合は、来場はお控えください。
• 室内での出展募集はありません。
• 各ブースにおいて、マスクやフェイスシールドの着用など感染拡大防止への取組をお願いします。

必要に応じて、アクリル板の設置などもお願いします。
• 来場者には、大阪コロナ追跡システム、COCOAなどへの登録をお願いします。
• 各ブースにおいて、「三つの密」を避けるための対策をお願いします。（スタッフ人数の制限、

1回あたりの体験人数の制限等）
• 金銭の授受が発生する場合は、キャッシュレス決済の導入をご検討お願いします。

（２）搬入・搬出について
①搬入・搬出の時間、車両の進入等は出展者説明会での説明及びマニュアルに従ってください。
・車両の搬入時間：令和4年11月12日（土曜日） 8時から 9時30分（予定）
・車両の搬出時間：令和4年11月12日（土曜日） 16時10分から17時（予定）

②事前申請により許可を受けた車両以外の乗り入れはできません。
開催主旨を踏まえ車両の進入は必要最小限でお願いします。また、限られた時間内での搬入・

搬出のため、混雑が予想されます。くれぐれも事故防止に努めてください。
※前日までに搬入を希望される場合は、事務局までご相談ください。

③駐車場は、会場近くにありますが、駐車料金は各出展者負担となります。
④会場周辺での路上駐車は絶対にしないでください。

（３）出展物品について
• ブースにおいて寄付の受付は禁止とさせていただきます。
• ブースにおいては、事前に主催者へ申請をし、許可を得たもの以外の販売は禁止とさせていただ

きます。

（４）その他
①ブース出展等に関する条件

• 展示物の管理は、出展者の自己管理とし、出展品の破損、紛失等は、主催者は責任を負いかねま
す。また、会場設備に破損、汚損等を与えた出展者等は、その責任において対応していただきま
す。

• 出展に関するごみ及びブース周辺のごみは、出展者の責任において処理、お持ち帰りください。
• 出展中に生じた事故等への対応は、当該ブース出展者の責任において行ってください。
• 出展者が会場で販売・提供したサービスや商品などに関する苦情・トラブルなどは出展者の責任

で解決してください。また、食中毒や、サービス提供中に来場者に対しケガを負わせる等の事故
が発生した場合、主催者では一切責任を負いかねます。

• 主催者、関係機関が、広報・記録のため、写真等の撮影をします。またその撮影した画像等を次
年度の本イベントのPR等のため、使用することがありますので、予めご了承ください。

• 開催時間中は途中撤去できません。また、担当者が必ず常駐するようにしてください。
• 隣接出展者への迷惑になるような行為は慎んでください。
• その他、問題が発生した場合には、主催者の指示に従ってください。
②個人情報の取り扱い
いただいた個人情報は、「ECO縁日」の出展・出演に関する申込受付、各種連絡に利用・提
供する目的で使用し、（一財）環境事業協会「個人情報保護方針」に基づき厳正に管理します。
その利用・提供においては、法令に基づく場合を除き本人の同意を得た目的の範囲内でのみ利
用します。

③本要項に定めのない事項については、主催者において定めるものとします。
ECO縁日の運営にあたり、主催者から指示があった場合、その指示に従ってください。
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７．応募の流れ／出展者等説明会

（１）応募方法
◆募集期間：令和4年8月3日（水曜日） 14時から8月26日（金曜日）17時まで
※先着順での受付となるため、8月26日よりも前の時点で応募を締め切る場合もあります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、募集期間を変更する場合もあります。

◆申込方法：本募集要項を熟読の上、環境情報発信サイト「なにわエコスタイル」の申込フォーム
からお申込みをお願いします。WEBからのお申し込みができない場合は、事務局までお問合せ下さ
い。

※なにわエコスタイルホームページは次のアドレス又は２次元コードよりご覧いただけます。
http://www.naniwa-ecostyle.net/
→「ECO縁日2022出展・出演募集中！」の記事をご覧ください。

（２）選定および結果通知
・お申込内容について、本要項に記載の「５．参加条件」に適合していることを確認し、参加の
可否を決定いたします。選定の段階で、申込者に申し込み内容の問合せを行う場合があります。

・会場配置については、出展・出演内容のバランス等を考慮の上、主催者が決定します。
・選定結果については、9月上旬頃までにお知らせします。

（３）その他注意事項
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からECO縁日2022の開催が困難な場合も想定されます。
特に、開催期間に緊急事態宣言が発令された場合は、イベントを中止させていただきます。
その他、中止となる場合の諸般の対応は、個別の状況に応じて決定いたします。

応募の流れ

出展者等説明会
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日程：令和4年10月13日(木曜日)①14時から ②18時30分から
会場：オンライン（Zoom meeting）

参加団体等を対象に、出展・出演者説明会を開催します。
出展者マニュアルのデータ配布や、出展・出演にかかる注意事項等について説明する予定です。
出展・出演団体等は参加必須となります。



お問合せ先（事務局）
環境事業協会・ネイチャーおおさか共同企業体（運営受託事業者）

一般財団法人 環境事業協会
（受付時間：平日（土日、祝日を除く）9時から17時）
〒542-0081
大阪市中央区南船場１丁目１６番１３号 堺筋ベストビル９階

TEL：06-6121-6407 FAX：06-6264-8181 
E-mail：newevent@naniwa-ecostyle.net
※メールの場合、件名を「ＥＣＯ縁日問合せ」としてください。


