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(一社)ミス日本協会・(公社)国土緑化推進機構 

「ミス日本みどりの女神」の出演について 
～これまでの出演事例を参考に～  

林野庁・国土緑化推進機構とミス日本コンテスト事務局は、2015年度から連携して「ミス日本みどりの

女神」を任命することとし、また農林水産省から「みどりの広報大使」の任命を受けて、緑化行事をはじめ

として森林・林業・木材業界の多彩な行事等において活動を進めて参りました。 

 ６年目の 20２０年度に選出された井戸川百花さんは、コロナ禍に見舞われたことにより集団が集まる植

樹祭や式典などの活動は大幅に制限された一方、オンラインを活用したヴァーチャル見学会や体験プログラ

ムなどこれまでにない領域に挑戦するみどりの女神となりました。また本人は歌が非常に上手ということを

活かして、プロのシンガーソングライターとコラボレーションをしたり、動画でコロナ対策手洗いソングを

農水省 BUZZMAFF で動画配信するなど、特徴を活かした活躍もありました。さらに森林サービス産業の

分野においては、健康志向の高まりを受けて、森林セラピーガイドの資格を取得して専門性を備え、ミス日

本任期終了後も森林サービス産業に関わっていく道筋を作りました。森林やみどりに関する業界の皆様には

コロナ禍にも関わらず約70の行事・機会を頂戴し、みなさまの多くのアイデアを体現する存在としてご活

用いただいております。 

これからも、幅広く社会にみどりや木の重要性を発信していく行事等における出演をご検討頂けるように、

出演事例等について、タイプ別にまとめましたので、ご紹介いたします。 

 

《１》 出演の基本タイプ 

タイプ 内 容 

 

 

 

 

  

 

【タイプⅠ】イベント等出演型 

・式典やイベント、展示会等に出演するものです。出演形態については、案件に応

じて弾力的に対応いたしますので、お気軽に事務局までご相談ください。 

（後掲の事例等も参考にご検討下さい） 

・イベント会場等におけるメディアへの取材にも対応します。 

・イベントの事前告知の宣伝材料としての写真使用や、イベントの報告記事等での

写真等の2次利用も可能です。 

 

 

 

 

 

 

【タイプⅡ】企画取材等出演型 

・新聞や雑誌などのメディアが主体となった企画で、現地レポート等の取材の実施

や対談などに出演するものです。 

・主に雑誌や新聞などで単発掲載を目的としている案件を想定しています。 

ただし、純広告でないことが条件となります。 

※ 純広告の企画の場合は、「タイプⅢ」になります。 

 【タイプⅢ】キャラクター使用型 

・テレビへのCM、新聞・雑誌・WEB等の媒体での純広告で出演するものです。 

・継続的に露出されるポスター・パンフレット等のキャラクターとして使用する場

合についても、こちらのタイプとなります。 
 

別添１ 



 

【タイプⅣ】メディア取材型 

※本項目はメディア／媒体等の発行社が取材する場合のタイプです。 

・受賞者の素顔や考え方に迫る内容の取材等を主目的とし、新聞・雑誌・テレビ等

の大衆メディアや、行政や公益法人が定期的に発行する機関紙・会報等の広報媒

体へのインタビュー・対談等を行うなどの場合が、こちらのタイプになります。 

 【タイプⅤ】オンライン出演型 

・ミス日本をオンライン企画に登場させる場合です。オンライン配信するのであれ

ば、収録現場にリアルで集合するケースもこちらに含みます。もし希望があれば

ミス日本協会に配信サポートや運営管理を委託することも可能です。 

《２》 タイプ別の出演事例 

【タイプ共通】オンライン出演型 

➢ コロナ禍を受けて2020年から急増した、オンラインを活用した出演ケースです。 

➢ イベント形態もさまざまあり、視聴者参加型や、クローズドな会議配信、動画PR広告など、いろいろ

なケースがありました。形式を問わずご紹介いたします。 

行事名 出演内容 イメージ 

① 白鷺木工オンライン

工房見学ツアー 

（運営委託あり） 

・プレス向けに新サービス発表の

場面にみどりの女神を起用。父

の日のプレゼント選びをオン

ライン工場見学と合わせて実

施する様子を放送。ミス日本協

会が配信サポートを請け負う。 

   

② 信州信濃町癒やしの

森PR動画 

・プロのシンガーソングライター

とコラボして、信濃町の PR動画

を作成。井戸川の歌唱特技を活か

した出演。 

    

③ 北海道育樹祭プレイ

ベント オンライン

座談会放送（運営委託

あり） 

・育樹祭プレイベントとして地元

有識者による座談会を実施。撮

影・配信・放送業務など運営をミ

ス日本協会がすべて担う。 

  

④ 林業機械化推進シン

ポジウム（運営委託あ

り） 

・シンポジウムの進行司会をみど

りの女神が担当。撮影・配信・放

送に加えて事前調整などの運営

も統括的にミス日本協会が担当。 

  

⑤ PR動画作成 

島根県、北海道、 

八王子市、CLT協会、 

林野庁BUZZMAFF等 

・youtubeやWEBページ掲載の

動画を収録して配信。観光風景や

対談インタビュー、ショートムー

ビーなど切り口はさまざま。 

 

 

 

 

 

 

 

以下、リアル出演の場合のタイプ別紹介です。 



【タイプⅠ】イベント等出演型 

➢ リアル出演は大まかに３つの形態に大別できますが、いずれのケースでも、メディアに取材されるため

にミス日本を活かした役割や画作りを意識することで、パブリシティ効果を得ることができます。 

◆タイプⅠ―①式典系・会合系  

➢ 式典やレセプションなどにおいて、スピーチや一般への呼びかけを行う他、式典の進行補助や街頭募

金を行いました。行事の訴求力を高めたり、上質な雰囲気づくりとしても出演して頂きました。 

行事名 出演内容 イメージ 

① 「緑の募金」総理へ

の羽根付け式 

・首相官邸での緑の募金 PR活動

に振袖姿で出演 

・総理への緑の羽根付けを実施 

・メディアへの取材に対応 

  

② みどりの感謝祭  

式典 

・皇族出席者さまの玄関お迎え 

・式典での挨拶とキャンペーンの

呼びかけ 

・式典出席者の誘導・表彰式補助 

 

    

③ 林業復活・地域創生を

推進する国民会議 

・総合司会・進行役 

・メディア露出を意識した撮影 

 

 

  

④ 間伐・間伐材利用 

コンクール表彰式 

・表彰式司会 

・記念撮影 

・「みどりの女神賞」の選定と表彰 

  

⑤ 全国植樹祭 

(17’富山県) 

(18’福島県) 

(19’愛知県) 

・式典スピーチ 

・県知事や学生達との記念植樹 

・緑の募金活動 

 

 

 

⑥ FSC国際本部理事 

歓迎レセプション 

 

・海外からのゲストのお迎え役 

・日本の取り組みや特徴の紹介 

・上質な雰囲気の演出 

 

 

⑦  日中韓 森林空間

における保養活動推

進フォーラム 

 

・海外からのゲストのお迎え役 

・日本の取り組みや特徴の紹介 

・上質な雰囲気の演出 

 

 

⑧ 伊勢志摩サミット 

G7 配偶者の伊勢神

宮参拝プログラム 

 

・伊勢神宮内で行われたG7首脳

配偶者プログラムに出演。 

・英語でのスピーチを行いつつ、

参拝に同行して配偶者と交流。 

・テレビや新聞等の多数のメディ

アで様子が紹介。 

 

※ 司会進行については「プロ司会ではない」ことを了解いただいた上での起用となります。 

 



◆タイプⅠ―②イベント系 

➢ 一般を対象とするイベント・催事などにおいて、ステージでのトークショーやブース等でのPR、体験

活動等のアピールなどを行ったりするケースが有効です。目立つキャラクター性を利用し、一般の方々

に興味を惹かせるゲスト役としての出演のほか、現場でのメディアへの取材対応等を通じてパブリシ

ティ露出の増加に寄与しています。 

行事名 出演内容 イメージ 

① 国際森林デー2019 

みどりの地球を未来へ 

・ステージでの挨拶 

・植樹活動への参加、海外参加者

との交流・記念撮影 

・通訳対応 

  

② 子 ど も 霞 ヶ 関 デ ー   

林野庁・林業機械ハ―ベ

スタ実演会（2017） 

・ハ―ベスタ実演、トークショー 

・子ども達らと記念撮影 

・出展ブースイベントへの参加 

 

  

③ ラジオパーク in 日比谷

201９ 

緑の募金PR  

・ステージプログラムへの出演 

・ブースでの緑の募金のPR 

（等身大パネルの設置） 

・クラフト等の実演PR 

 

  

④ みどりとふれあうフェ

スティバル  

・森林×食トークショー出演 

・ブースでの緑の募金呼びかけ 

・出展ブースの激励訪問 

・記念撮影や取材対応など 

 

 

 

⑤ やどりぎ水源林の集い ・子供向けイベント案内役。 

・川の生き物探し、はっぱの笛遊

びなど体験イベントをサポート 

※。 

 

 

 

  

⑥ 環境に優しい国産木炭 

紀伊の炭作り 

・シンポジウム進行役 

・炭のかき出し体験 

・炭の原木植樹式と取材対応 

※みどりの女神本人が紀州備長

炭の地元和歌山出身であるこ

とを活かす 

  

 

  

⑦ 東北森林管理署 

「一日署長」 

秋の白神ウィークPR  

・一日森林管理署長の拝命 

・業務内容の学習 

・パトロール 

・白神ウィークイベントのPR 

・一連の様子の取材メディア対応 

  

⑧ 水都おおさか森林の

市 

・オープニング式典 

・出展ブースPR活動 

・来場者との記念撮影 

・併催シンポジウムの司会進行 

 

 

  



⑨ ツーリズムEXPOジ

ャパン 公式アンバ

サダー 

・公式アンバサダーに就任 

・開会セレモニーにて英語でウェ

ルカムスピーチ。観光と森林の

親和性についてアピール。 

※将来観光業界を目指している

ことを活かした出演 

  

⑩ 「山の日」記念全国大

会 

・山の日制定を記念したオープニ

ング式典に出演 

・緑の募金活動 

・出展ブースの巡回による出展者

との記念撮影・PR協力 

  

⑪ 高知県森林環境学習

フェア もくもくラ

ンド2018 

・ステージとラジオトークショー 

・出展ブース巡回と来場者との記

念撮影 

・木製サーフボードのドキュメン

タリー映画PR 

  

⑫ クアオルト･テラポイ

ト資格講習 

・健康ウォーキングの理論と指導

実演、指導者資格を取得後は発

信者としても活動。 

 

 

 

（参考） 

熊本地震における現地ボ

ランティア活動 

 

・被災避難所に向けて、緑の募金

を通じて贈られた木製｢組手

什｣の納品・組み立て・据付作業

を実施。 

・がれきの撤去作業にも参加 
  

◆タイプⅠ―③展示会系 

➢ 展示場などで開催される催事に参加するケースです。ステージイベントだけでなく、出展団体のブー

スの訪問などを通じて、出展団体の満足度の向上やプレミアム感の演出にも役立てられています。 

行事名 出演内容 イメージ 

① 木と住まいの大博覧

会「ウッドデザイン

賞セミナー」 

・セミナーでの司会進行(※) 

・出展ブースの訪問・ＰＲ 

・国産木材のPR 

 

 

   

② 森林・林業・環境機械

展示実演会 

・事前の林業機械の免許取得等

の実体験を踏まえた実演 

・トークショーへの出演 

・出展ブースの巡回・PR協力 

・取材対応など 

   

③ エコプロ201９    ・ウッドデザイン賞表彰式など

のステージイベント補助 

・個別記念撮影への対応 

・SDGｓトークショーへの出

演 

  



④ FSC国際本部理事 

歓迎レセプション 

 

・開会でのご挨拶 

・ドイツの森の女神との共演 

・日独ブースの巡回、記念撮影 

 

 

 

 

⑤ CLT 晴海プロジェク

トお披露目式 

・CLT広報大使として登場 

・CLTの魅力発信 

・CLTブース紹介対応 

・記念撮影対応 

 

 

※ 司会進行については「プロ司会ではない」ことを了解いただいた上での起用となります。 

 

【タイプⅡ】企画取材等出演型 

 

企画名 

林野庁情報誌「林野」 

現地取材特集企画 

長野県信濃町 癒しの森  

森林セラピー体験取材 

森林づくり普及啓発映像制

作(ForestStyle 女子旅 

出演内容 ・森林・林業の現場を取材し

て、政策課題を紹介・PR 

・森林セラピー体験をしなが

ら動画撮影 

・えちごトキメキ鉄道・雪月

華などハロプロメンバー

と撮影 

イメージ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 【タイプⅢ】キャラクター使用型 

発行者 全国森林組合連合会  東京都農林水産振興財団 森林総合研究所  

森林保険センター 

出演内容 緑の雇用 

ポスターモデル 

とうきょう林業サポート隊 

参加者募集ポスターモデル 

森林保険加入呼びかけ 

ポスターモデル 

イメージ 

 

  



【タイプⅣ】メディア取材型 

媒体社名 

・媒体名 

朝日新聞(全国版) 

 

国土緑化推進機構 

「ぐりーん・もあ」 

日刊工業新聞社 

WEB「ニュースイッチ」 

出演内容 みどりの日特集 森林・林業への思いインタビュー リケジョ特集 

イメージ 

  

 

 

《３》 2020年度の出演実績 

  

1 1月20日 第52回ミス日本コンテスト2020大会 

2 1月20－22日 国際化粧品展2020（ 20､21日野中、22日藤本) 

3 1月24－26日 岐阜県中津川市加古母 木の文化おもてなしモニターツアー（竹川） 

4 1月30日 【表敬訪問】国土緑化推進機構 衆議院議長への事前挨拶 

5 2月 緑の雇用ポスター撮影＠全国森林組合連合会 

6 2月3日 高幡不動尊 節分豆撒式 

7 2月3日 森林サービス産業フォーラム2020（野中） 

8 2月5日 間伐・間伐材利用コンクール表彰式（藤本） 

9 2月5日 癒しの森サロン 

10 2月8日 所沢市 クアオルト撮影(藤本 

11 2月12日 バレンタインボランティア各種福祉施設 

12 2月14日 世界に誇る日本の「木の文化・木のおもてなし」を考える 

13 2月14日 木のおもてなしコンセプト 明治神宮 

14 2月18日 ミス日本みどりの女神の活動報告会＆お披露目会 林野庁官表敬 

15 2月12日 【表敬訪問】スポーツニッポン新聞社 

16 2月16日 私の美しの森フォトコンテスト表彰式 

17 2月19日 
【表敬訪問】全国木材組合連合会（永田町ビル）、日本森林林業振興会（林友ビル）、

全国森林組合連合会（コープビル） 

18 2月20日 【表敬訪問】全国木材組合連合会、大日本山林会ほか 

19 2月21日 【表敬訪問】日本林業協会総会挨拶 

20 2月22日 秋田県大館市2020東北地方林業成長産業化地域サミット 

21 2月 情報誌林野原稿執筆（3月号分） 

22 3月1日 【表敬訪問】日本森林林業振興会、林業機械化協会、全国燃料協会ほか 

23 3月2日 長柄町ログハウスセルフビルドヴィレッジプロジェクト撮影＆建築(組立編) 

24 3月23日 【表敬訪問】中央大学学長表敬 ＋ 森のキャンパス説明 

25 3月25日 CLT広報大使 委嘱式 

26 3月26日 八王子広報誌 はちまる 撮影 

27 3月 情報誌林野原稿執筆（4月号分） 



28 4月 情報誌林野原稿執筆（5月号分） 

29 5月 情報誌林野原稿執筆（6月号分） 

30 5月28日 とうきょう林業サポート隊 ポスター撮影 

31 6月 森産業 しいたけ栽培体験＆SNS投稿 

32 6月16日 中央大学クラウドファンディング応援動画撮影（オンライン 

33 6月17日 山中漆器工房オンライン体験ツアー 

34 6月26日 長柄町ログハウスセルフビルドヴィレッジプロジェクト撮影＆建築(製材編)  

35 6月 情報誌林野原稿執筆（7月号分） 

36 7月 情報誌林野原稿執筆（8月号分） 

37 7月1日 映画「癒しのこころみ」×「フォレストサポーターズ」特別企画インタビュー 

38 7月5、6日 森林サービス産業コーディネーター研修動画撮影 

39 7月9日 里山 bonsaiワークショップ＆撮影（井戸川飯塚） 

40 7月10日 令和２年度・第１回「Forest Styleラボ（オンライン）」 

41 7月12日 森×歌PV制作（歌収録） 

42 7月15日 みどりの学術賞紹介動画ナレーション録音 

43 7月16日 里山Bonsai生産地見学（熱海の森＋） 

44 7月22日 伊賀市未来の山づくり 

45 7月28日 クアオルト所沢 広告撮影(藤本） 

46 8月8，9日 福島一日森林管理署長 

47 8月25日 第53回ミス日本コンテスト2021東日本地区大会 

48 8月 情報誌林野原稿執筆（9月号分） 

49 9月 情報誌林野原稿執筆（10月号分） 

50 9月2日 CLT晴海 インタビュー動画収録 

51 9月8日 林木育種センター 視察取材 

52 9月14，15日 茨城県森林管理署 川上→川下視察 

53 9月30日 八王子市 高尾山観光広報VTR撮影 

54 10月6-8日 ワーケーション体験 北海道苫小牧 

55 10月9，10日 全国育樹祭北海道2021 1年前記念イベント4種 

56 10月10-11日 第三回ふくしま県植樹祭（井戸川・野中） 

57 10月14日 植樹祭参加に向けた山田証さまとの歌集中レッスン 

58 10月17日 SGEC森林認証あきるの市植樹祭と森に寝転ぶソーシャルディスタンスコンサート 

59 10月20,21日 林野庁観光資源プロモーション撮影 

60 10月22-23日 (モネ関係)登米町森林組合視察 

61 10月29-30日 東日本大震災復興10周年記念VTR制作 

62 10月 情報誌林野原稿執筆（11月号分） 

63 11月7-8日 森林セラピー講習 フフ山梨 

64 11月10-11日 令和2年度 森林・林業交流研究発表会 

65 11月12-13日 島根県植樹祭200日前イベント 

66 11月18-19日 中部森林管理局 1日管理局長 

67 11月25-26日 茨城森林セラピーモニターツアー 

68 11月 情報誌林野原稿執筆（12月号分） 



69 12月9日 ポストコロナ時代の新たな森林価値の創造に向けてシンポジウム 

70 12月10日 CLT 野上大臣インタビュー 

71 12月12日 全東京写真連盟 浅草羽子板撮影会モデル 

72 12月18日 ウッドデザイン賞表彰式 

73 12月 情報誌林野原稿執筆（1月号分） 

74 2月3日 森林サービス産業フォーラム2021 

75 2月5日 林業機械化シンポジウム2021 

《本件に関するお問い合わせ》 

ミス日本コンテスト事務局（担当：事務局長 和田健太郎） 

電話：03-5323-0781 

E-Mail：missnippon@wadaken.net 
 

mailto:missnippon@wadaken.net

