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開催趣旨

私たちのすることはすべて、「山に親しむ機会を得て 山の恩恵に感謝する」という信念に基づいています。
私たちはその信念を、【たくましい子どもたちの育成】【地域振興】【森林と河川の有効活用】【山と自然の安全と防災】な
どの課題の解決策を丁寧にかつ継続的に模索していく、という方法によって達成していきたいと考えます。
私たちは山と自然に親しむ人を増やす試みとして、そしてこれら４つの課題を検討し共有をする機会として、【出展ブース】、
【シンポジウム】、【東京登ろう歩こうラリー】から構成される第４回全国「山の日」フォーラムを開催します。
イベントの告知は、大手新聞・雑誌などで行う予定ですので、その際、協賛各社の露出が期待されます。開催日にはメディア
の取材等もあり、協賛各社の露出も期待できます。
さらに、イベント終了後、このフォーラムの事業実施報告書を制作。そこでも協賛各社は露出することになり、これにより
〈山〉〈自然〉〈環境〉〈社会〉〈ガバナンス〉などを社会にアピールする機会としていただけるよう努力します。
フォーラムの趣旨にご賛同いただける皆様はぜひご協力のほどお願いいたします。

日本は国土の７割近くを山地がしめる山の国です。日本人は古くから山に畏敬
の念を抱き、森林の恵みに感謝し自然とともに生きてきました。山の恵みは清流
を生み、田畑を潤し、川へと流れ、わが国を囲む海を豊かにし、深く日常生活と
かかわりながら豊かな心をも育んできました。わが国の文化は、山と海の文化の
融合によって、その根幹が形成されたといわれます。
私たちは、国民の祝日「山の日」制定に努力をし、２０１４年５月２８日に

は国会の議決を経て、２０１６年８月１１日から祝日として施行することになり、
その趣旨を「山に親しむ機会を得て 山の恩恵に感謝する」としました。美しく
豊かな自然を守り、次世代に引き継ぐことを銘記する日です。山が身体の健康や
心の健康に欠くことのできない国民の財産であることを再確認し、山や自然との
深いかかわりを考える日にしたいと思います。
「山の日」は決まりましたが、まだ国民全体への周知は行き届いておりません。
私たちは、国、地方自治体、各種民間団体、学術団体、企業など、山と自然に係
る広範な人々の力をひとつにして、全国各地に向けて「山の日」を周知してまい
りたいと願っております。
日本を代表する山岳である富士山は、信仰の対象及び芸術の源泉として世界的

に大切な財産であると評価され、世界遺産に登録されました。その一方で、山は
いま多くの課題をかかえています。地域の活性化、森林の荒廃抑止、良質な水
源・資源等の確保、諸開発と環境保全、観光等地域振興と適正利用、動植物の保
護と適正管理、登山者の山岳遭難事故や自然災害への対策、子どもたちの自然体
験機会の創出、高齢者の健康増進、新たな雇用機会の創出など、将来を見据える
「山」への展望が求められています。
「山の日」が、これらの課題解決へ向けての重要な契機となり、国民の誰もが

「山と自然を考え」、その成果として「山に親しむ機会を得て 山の恩恵に感謝
する」ことができることを祈念し、みなさまの全国「山の日」フォーラムへのご
参加とご賛助を心よりお願い申し上げます。 第４回全国「山の日」フォーラム主唱者
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名 称 第４回全国「山の日」フォーラム
会 場 秋葉原UDX ２階アキバスクエア ４階ネクストおよびギャラリー

東京都千代田区外神田4-14-1（JR秋葉原駅徒歩２分）

会 期 ２０１９年３月１６日（土）～１７日（日）
主 催 第４回全国「山の日」フォーラム実行委員会

構成団体：一般財団法人全国山の日協議会 警察庁 消防庁 文部科学省 スポーツ庁 林野庁 国土交通省

観光庁 環境省 長野県 栃木県 山梨県
後 援 鳥取県 読売新聞社 朝日新聞社 毎日新聞社 日本経済新聞社 東京新聞社 山梨日日新聞社

新日本海新聞社 産業経済新聞社 共同通信社 公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会

公益社団法人日本山岳会 公益社団法人日本山岳ガイド協会 日本勤労者山岳連盟
筑波大学山岳科学学位プログラム 山梨大学山岳科学特別教育プログラム 静岡大学山岳科学教育プログラム

信州大学山岳科学教育プログラム （調整中）
特別協賛 関連団体・企業（調整中）

協 賛 関連団体・企業（調整中）

協 力 関連団体・企業（調整中）

開催概要
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かつては多くの電子部品店に専門知識を蓄えた人たちが集った秋葉原。今では家電量販店、オフィスビル、イベント会場
の街、アニメやアイドルに象徴されるサブカルチャーの街へと生まれ変わり、近年は若者や家族連れも多く訪れるように
なり、平日・土日を問わず都内でも屈指のにぎわいを誇る街へと変貌しました。
第４回全国「山の日」フォーラムは、特に山や自然に積極的な興味をいだいていない方々をも集うこの秋葉原の特性に注
目して、まだまだ国民の祝日「山の日」の存在が浸透していない人々、つまり【私たち以外の人たち】との新たなタッチ
ポイントを期待できる秋葉原で開催することにいたしました。

会場アクセス



～動員目標２万人～

第４回全国「山の日」フォーラムは秋葉原 UDX ２階の「アキバスクエア」（UDX 2F 屋内スペースおよびオープンスペース 約
1290 ㎡ ）、４階のUDX 「ネクスト」および「ギャラリー」（108～120 席）のふたつのフロアで行う出展ブースとシンポジウ
ム、そして会場外での「東京登ろう歩こうラリー（首都圏近郊でのスタンプラリー）」の３つのイベントを統合することで、この
動員目標２万人（２日間）の達成を目指します。

また、第４回全国「山の日」フォーラムにご賛同いただいた上で、UDX 内各施設や近隣施設をサテライト会場として利用する連携
イベントも可能ですので、別途お問い合わせください。

１ 出展ブース・オープンスペース（２階アキバスクエア）

主催者構成団体、地方自治体、ロングトレイル団体、登山関連企業、協賛各社による【出展ブース】（屋内）と、登山用品メー
カーと小売店によるアウトドア用品と、全国の山と自然の恵みの地方物産品を即売する【即売会】（屋外オープンスペース）で構
成します。山と自然の愛好者のみならず、秋葉原に集まる一般の方々、若者、家族連れの来場を促します。

２ シンポジウム（４階ネクストおよびギャラリー）

2015年3月に開催した第１回全国「山の日」フォーラムでのシンポジウムを踏襲し、今回も山と自然に関わる課題の議論の場とし
ます。【たくましい子どもたちの育成】【地域振興】【山と自然の安全と防災】【森林と河川の有効利用】といったテーマについ
て、一般の方々にもわかりやすい事象を切り口に設定し、その分野の有識者の方々にわかりやすくお話をいただくよう工夫し、山
と自然に親しむ機会の増進となるような企画構成とします。また、全国山の日協議会が任命した山の日アンバサダーによるトーク
ショーの時間も設け、山・自然・環境・農業・冒険・地域おこしなどについての体験談を披露してもらい、一般の方々の聴講を喚
起し、会場への動員に結びつけます。

構 成

３ 東京登ろう歩こうラリー（場外でのアクテビティ）

予め指定したスタート地点から秋葉原の会場を目指して、登ったり歩いたりするラリーで
す。お一人でのんびりと、お仲間同士やご家族、親子連れ、お孫さんとご一緒に賑やかに、
山の日アンバサダーと一緒にレクチャーを受けながら、近郊の低山に登頂したり、首都圏
に設定されたスタンプ地点を立ち寄ったりしていただくなどのバラエティの中から、お好
みのスタイルでご参加いただけるラリーを企画します。秋葉原UDXビルのゴール会場では、
参加者に素敵な賞品をプレゼントします。これにより会場への動員を図ります。



出展ブース、アウトドア用品と地方物産の即売、トークステージの３つで構成いたします。

１ 出展ブース（屋内スペース） ４８区画予定
①主催共催官庁・団体よりの出展 ３ ～ ５ ブース程度

②特別協賛企業・協賛企業・団体よりの出展 ５ ～ １０ ブース程度
③地方自治体・地域団体よりの出展 ８ ～ １５ ブース程度

④アウトドア関連企業の出展 ２０ ～ ３０ ブース程度

⑤山小屋関係者・ロングトレイル関連団体よりの出展 ５ ～ １０ ブース程度

● 新作モデルの展示

●体験プログラム・モニタリング・サンプリング
●販売・飲食

※飲食については施設管理者との調整が必要ですので、内容を事前に事務局までお問い合わせください。

また、火器の使用は禁じられています。

２ アウトドア用品と地方物産の即売（屋外オープンスペース） １５区画予定
①地方自治体よりの出展 ８ ～ １０ ブース程度

②登山関係企業の出展 ２ ～ ５ ブース程度
●アウトドア用品即売

●地方物産即売
※屋根はありますが、天候リスクが考えられますのでご了承ください。

（テントを設営いたします）

３ トークステージ（屋内スペース）
●山の日」アンバサダーや著名人のトークショー

●企業・団体の情報発信

企画概要 １ 出展ブース・オープンスペース

出展ブースゾーンの参考写真 オープンスペースゾーンの参考写真

２階 アキバスクエア



下記のようなゾーニングを実施。多角的に、来場する消費者・関係者に広くアピールしていきます。

出展ブースゾーン

トークステージ

オープンスペースゾーン

３ｍ✕２ｍ １２区画
展示物の多い小売業、メーカー向け
２ｍ✕２ｍ ３６区画
観光業、山小屋、行政機関など、情報発信や資料配布に最適

商品説明、安全登山のための講習、催事の広報活動など
にご利用ください。

アウトドア用品と地方物産の即売

企画概要 １ 出展ブース・オープンスペース

JR秋葉原駅

２階 アキバスクエア



１０８～１２０席の会場を使用し、国民の祝日「山の日」制定の
趣旨「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝をする」ことをさ
らに周知することを目的に、日本の山と自然に関わる課題を考え
ます。

第４回目となる今回のメインテーマ

・山好きな子どもたちを育てるための課題

・登山の安全と防災の課題

・ロングトレイルの活用と地域振興の課題

・山岳リゾートの世界ブランド化と国立公園の利用推進の課題

上記をメインテーマに、有識者による講演とパネルディスカッ
ションを展開いたします。

（関係する官公庁、研究機関と調整中）

企画概要 ２ シンポジウム

３月１６日（土）10:30～17:00
第１部
山と自然～たくましい子供たちの育成を考える

第２部

山と自然の安全と防災を考える（山岳遭難と防災）

第３部

山と自然～山と自然にまつわる学際的研究の課題と成果

３月１７日（日）10:30～16:30
第４部
山と自然～地域振興を考える １

（ロングトレイル、森林・河川の有効利用）
第５部

山と自然～地域振興を考える ２

（山岳リゾートの世界ブランド化と国立公園の利用促進）

シンポジウムの構成（予定）

４階 ネクストおよびギャラリー



企画概要 ３ 東京登ろう歩こうラリー

【茨城県】
筑波山

【千葉県】
鋸山 富山

【埼玉県】
伊豆ヶ岳 日和田山

【東京都】
高尾山 御岳山

日の出山

【神奈川県】
大山 仏果山

大野山 鎌倉アルプス

三浦アルプス 幕山

【静岡県】
浜石岳

第４回全国「山の日」フォーラム会場
東京 秋葉原

「山の日」って知ってますか？ 残念ながらまだまだご存知ではない方々がたくさんいらっしゃることと思います。私たちは、
そうした「私たち以外の人たち」に向けた山と自然に親しむ機会を設けて、国民の祝日「山の日」を認知していただくきっかけ
を作ろうと思います。そして思いついたのが、どなたにも気軽に参加していただける【東京登ろう歩こうラリー】です。この企
画は、第４回全国「山の日」フォーラムの会場への集客にも結びつくものと思います。

企画内容には、いくつかのバリエーションがあります。

１ 登ろうラリー

① プライベート「登ろう」企画（自分で登って会場へ）
１月１日から３月１７日（フォーラム２日目）までの期間に、関東近郊の山（※下記に例示）に登頂し、スマホで頂上でのスナップ写真

を撮影していただき、３月１６日または１７日にフォーラム会場にご来場いただいた方々へ、ステキな景品をプレゼント。

② 山の日アンバサダーと「登ろう」企画（山の日アンバサダーと登って会場へ）
３月16日か17日に、主催者が設定した「山の日アンバサダー登山企画」で、山の日アンバサダーとともに関東近郊の山に登り、下山後

にフォーラム会場に到着した方々へ、ステキな景品をプレゼント。

２ 歩こうラリー
① プライベート「歩こう」企画（自分で歩いて会場へ）（ぜひ家族を誘って）（お孫さんと一緒に）

３月16日か17日に、主催者が設定した「歩こうコース」を歩いて、その途中に設定されたスタンプポイントで押印してフォーラム会場に

到着した方々へ、ステキな景品をプレゼント。例えば、「春のうららの隅田川などを歩いて秋葉原の会場へ」 、「国立競技場から都心の

公園を訪ね歩いて秋葉原の会場へ」など 。

② 山の日アンバサダーと「歩こう」企画（山の日アンバサダーと歩いて会場へ）
３月16日か17日に、主催者が設定した「山の日アンバサダー歩こう企画」で山の日アンバサダーとともに集合地から首都圏に残された

自然や名所を訪ねながらフォーラム会場に到着した方々へ、ステキな景品をプレゼント。例えば、「アウトドアショップを巡り秋葉原の会場

へ」、 「東京オリンピックのマラソンコースの一部を歩いて秋葉原の会場へ」など。



全国「山の日」フォーラムは、「山の
日」の周知もその主たる目的のひとつで
すので、告知に力を入れていきます。

後援メディア各社による告知、ポスター、
チラシなどを制作し、協賛者、賛助会員
のご協力のもと、各地で配布。

ポスター、チラシには、イベント名、開
催場所、開催期日、主催・後援・特別協
賛・協賛・協力、団体および企業様の社
名またはロゴを掲載いたします。

フォーラムの実施詳細は、山の日協議会
ホームページで 逐次展開する予定です。

ホームページにはバナースペースを準備。
山の日協議会、主催・協賛団体および企
業様との相乗効果による来場促進をねら
います。

官報 新聞

雑誌

来場促進
および

「山の日」の周知
ポスター

チラシ SNS

【告知方法】告知方法

【告知方法】山の日アンバサダー
現在１４名の方々が全国山の日協議会の「山の日アンバサダー」になっており、彼らが関わる様々な活動やSNSで、国民
の祝日「山の日」の周知活動をしています。今回の第４回全国「山の日」フォーラムにおいても、「東京登ろう歩こうラ
リー」の引率やトークステージでのレクチャー、シンポジウムでの登壇などにより、会場への集客に協力します。

左上から時計回りに、
野口健、奥宮俊祐、藤田可菜、ヤマノススメ、工藤夕貴、
なすび、片山右京、南谷真鈴、伊藤伴、近藤謙司、
小林綾子、小林千穂、ラマ・ゲル、花谷泰広

出演決定

出演決定 出演決定

出演予定

（2018年11月現在）



予算概要

２０１８年 １１月中下旬 企画概要の決定と各種調整
出演者、講演者その他の交渉
特別協賛会社への打診
出展者向け募集開始

１２月上中旬 運営委員会の開催
企画に伴う各種交渉の開始

２０１９年 １月上中旬 関係者ミーティング
一般向け告知の開始
実行委員会および幹事会の開催

２月中旬 最終調整作業
共催、後援、協賛各社からの告知

３月１５日 搬入、設営
３月１６日１７日 開催

実施までの日程

（単位：円）
【収入】 【支出】

主催者負担金 3,000,000 会場費(2F) 3,700,000

協賛金 5,000,000 会場費(4F) 500,000

出展料 7,000,000 設営費 5,300,000

広報費 1,000,000

謝礼等 1,200,000

運営費 3,300,000

合 計 15,000,000 合 計 15,000,000



私たちは2015年春の第１回全国「山の日」フォーラムを、〈「山」のヴィジョン〉を
模索するファーストステップと位置づけ、夏山シーズンに向けて、「山の日」をどの
ように捉えていくか、関係各省庁はじめ、地方自治体、関連団体、民間企業、そして
消費者も含 め、一同に会する催し〈全国「山の日」フォーラム２０１５〉を実施。こ
の催しは、消費者にアピールするだけでなく、それぞれの連携を作る催しとして開催
しました。

このファーストステップを足がかりに、２０１７年、２０１８年と継続してきたこの
全国「山の日」フォーラムは、毎年８月１１日の「山の日」に開催されている「山の
日」記念全国大会の開催地の皆さんとともに、全国各地と連携を深め、夏山のみなら
ず冬山、さらに未来へとつなげてまいります。

今年2018 年からは、東京オリンピックが開催される2020 年までの 3 年間を中期的
視野でとらえ、国民の祝日「山の日」の周知・啓発活動を、「点から線へ、線から面
へ」と展開していきます。

まず、山と自然に親しむ人を増やしていくための活動をいたします。さらに皆さまが、
国民の祝日「山の日」をより意義あるものにしていくための活動を継続していきます。

その１年目の2018年の6月には、山の日をテーマにしたフリーマガジン「山の日マガ
ジン２０１８」を発行しました。また、東京（代々木公園、日比谷公園、）、松本、
名古屋、大阪、福岡など、各地でイベントを実施（主催、共催、協力）し、「山の
日」を知っていただくための活動を、登山愛好家、アウトドア志向の方々を中心とし
て展開。「山の日」 を知っていただいているコア層をつくり、8 月 11 日の第 3 回
「山の日」記念全国大会 in 鳥取（鳥取県米子市大山町）へとつなげました。

２年目となる2019 年は、1 年目を踏まえ、広く一般の方々、とくにファミリー層に
アピールします。また、夏の観光シーズンに向けた春の活動だけでなく、冬に向けた
アピール活動も含めて、「山の日」コア層の 拡大をはかります。

３年目 2020 年、スポーツ愛好機運が高まっているであろうオリンピック・パラリン
ピックイヤーには、さらに「地域活性化」「自然保護」「日本人の健康増進」も視野
に入れ、この活動をより広く展開させ、国民の祝日「山の日」を認知していただくこ
とから、国民の祝日「山の日」の意義の浸透を図るためのの啓発活動に力を注ぎます。

今後の展望 ヴィジョン2018～2020

山と自然に親しむ人を増やす



２０１９年は、「山の日マガジン2019」（フリーマガジン）の発行、第４回全国「山の日」フォーラムの開催、
そして第４回「山の日」記念全国大会（開催地：山梨県甲府市）へと続いていきます。
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2019年度 山の日協議会関連イベント（抜粋）



１ 出展ブースゾーン
商品展示・体験プログラム紹介・物品販売

1.5ｗの電源１口、パーティション設置

出展ブースゾーン 間口３ｍ✕奥行２ｍ １２区画 （展示物の多いメーカー小売業様向け）
１区画利用料金：１５０，０００円（税別）

出展ブースゾーン 間口２ｍ✕奥行２ｍ ３６区画 （情報発信・資料配布に最適）
１区画利用料金：１２５，０００円（税別）

２ オープンスペースゾーン
アウトドア用品即売

会計は、合同のレジ（クレジットカード支払機能調整中）で行い、利用者の売上額はバーコードによって算出し按

分します。テント、電源、レジは主催者側で設営します。

利用料金（暫定）：売上の１５％（税別）

地方物産即売
会計は、利用者側で行っていただきます。テント、電源は主催者側で設営します。

利用料金：８５，０００円（税別）

３ トークステージ
ステージ：間口5.4ｍ✕奥行3.6ｍ✕高さ0.45ｍ（予定）
座席数：８０席（予定）

利用時間：両日とも10:30から16:30まで時間帯の３０分間を一コマとします。

想定利用内容：商品説明、安全登山のための各種講座、催事広報等

利用料金：５０，０００円（税別）
（出展ブース利用者・オープンスペース利用者の割引特典あり）

利用料金



利 用 申 込 書

団体または企業名：

住所：〒

部署名： 担当者名：

メールアドレス：

電話：

【出展区分】（ □ のところにチェックをして下さい。）
□ 出展ブースゾーン３ｍ✕２ｍ（１区画150,000円）

利用区画数： 区画
□ 出展ブースゾーン２ｍ✕２ｍ（ １区画125,000円）

利用区画数： 区画
□ オープンスペースゾーン（アウトドア用品即売）
□ オープンスペースゾーン（地方物産即売）
□ トークステージ

【利用形態】（ □ のところにチェックをして下さい。）
□展示 □販売 □飲食 □体験プログラム □ほか
※ 飲食をご検討の場合はお申込前にご相談ください。

区画割りのパーテーション、電源1.5W１口は設置してあります。それ以外の備品は有料です。

備品リスト、利用マニュアルは、お申込後にご担当者にお送りします。

利用料は、申込後、運営事務局から請求書をお送りいたしますので、請求書発行日から１ヶ月以内にお支払いください。

搬入は前日３月１５日に行っていただきます。撤収・搬出は３月１７日催事終了後に行っていただきます。

この催事のフライヤーとポスターを作成します。ご希望数をお届けいたしますので、この催事の告知へのご協力をお願いいたします。

お申込み先：第４回全国「山の日」フォーラム運営事務局宛て
FAX03-3358-9780 または メールforum@yamanohi.net

mailto:%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%ABoffice@yamanohi.net


〒160-0008 
東京都新宿区四谷三栄町６番９号丸藤ビル２階
TEL 03-6457-4522 FAX03-3358-9780
E-mail forum@yamanohi.net
www.yamanohi.net
www.facebook.com/yamanohi811

オフィシャルパートナー

（20181120）


