
 
 

 

実施主体 一般社団法人 公園財団  

事業名称 公園・夢プラン大賞 2020 

問合せ先 

〒112-0014 東京都文京区関口 1-47-12 江戸川橋ビル 2 階 

一般社団法人 公園財団 「公園・夢プラン大賞」係 （担当：高橋、尹） 

TEL：03-6674-1188  FAX：03-6674-1190 

E-mail：yumeplan@prfj.or.jp 

URL： https://yumeplan.prfj.or.jp 

 

中川                          

島根県社会福祉協議会 地域福祉部・ボランティア活動振興センター（担当：西山） 

TEL 0852-32-5997／FAX 0852-32-5982／E-mail voc@fukushi-shimane.or.jp 

ボランティア・NPO 活動情報、助成情報はこちら→「島根いきいき広場」https://www.shimane-ikiiki.jp/ 

※助成金の詳細は各助成元のＨＰ等でご確認ください。 

また、お問い合わせはそれぞれの助成元へ直接お願いします。 

＊配信停止および配信先変更をご希望の場合は、ご連絡ください。 

各部門 

「実現した夢」部門 

公園で行われ、皆さんの「夢の実現」 

となった、素敵なイベントや活動の募集  

「やりたい夢」部門 

公園で「やってみたい」「できたらいいな」

という楽しいイベントや活動のアイディアを

募集  

応募 

条件 

・過去 5 年間(2016 年 1 月 1 日以降)に、公

園で実施されたイベントや活動とします。イ

ベントや活動の主催者は問いませんが、市民

が主体となり実施したイベントや活動としま

す。 

・個人・グループ・団体・企業を問わず、ど

なたでも応募できます。自薦・他薦を問いま

せん。 

・過去に「公園・夢プラン大賞」に応募した

イベントや活動も応募できます。 

（入賞・入選プランを除く） 

・どなたでも応募できます。 

・応募プランは、実際に公園のイベント

として実現することがあります。 

・応募プランの実現に際しては、内容の

一部が変更される場合があります。 

・指定管理者等、公園管理に携わる方の

アイデアも大歓迎です。 

表彰 

・最優秀賞・・・1 団体 

賞状＋副賞（10 万円のギフト券） 

・優 秀 賞・・・2 団体 

賞状＋副賞（5 万円のギフト券） 

・入 選・・・5 団体 

賞状＋副賞（1 万円のギフト券） 

・最優秀賞・・・1 団体 

賞状＋副賞（5 万円のギフト券） 

・優 秀 賞・・・2 団体 

賞状＋副賞（3 万円のギフト券） 

・入 選・・・5 団体 

賞状＋副賞（1 万円のギフト券） 

応募 

方法 

・応募用紙に必要事項を記入し、郵送また

は、E-mail でお送りください。 

・HP の応募フォームからも応募できます。 

・実施状況写真（3 枚まで）は必ず添付して

ください。 

・応募用紙に必要事項を記入し、郵送ま

たは、E-mail でお送りください。 

・HP の応募フォームからも応募できま

す。 

応募締切 令和２年 9 月 30 日（水） 

№４ 
R2.5.20 発行 



実施主体 公益財団法人 都市緑化機構 

事業名称 
第 40 回緑の都市賞 

第 31 回緑の環境プラン大賞 

問合せ先 

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-4 田村ビル 2 階 

公益財団法人 都市緑化機構 企画調査部 

TEL:03-5216-7191／FAX:03-5216-7195 

Email:midori.info@urbangreen.or.jp  

ＵＲＬ：https://www.urbangreen.or.jp/ 

【第 40 回緑の都市賞】 

 明日の緑豊かな都市づくり・まちづくりを目指し、緑の保全・創出活動に卓越した成果をあげてい

る市民活動団体、企業等、公共団体を顕彰し、これにより広く都市の緑化推進、緑の保全による快

適で地球に優しい生活環境の創出することを目的とします。 

 

【緑の市民協働部門】   

募集する団体 主に市民団体（町内会・自治会等の地縁団体、ＮＰＯ、学校・病院等での活動を展開   

している団体等）     

内  容   ボランティアを基本とした緑化活動で、地域の社会や環境へ貢献するもの。 

 

【緑の事業活動部門】 

募集する団体  主に民間事業者（指定管理など業務として取り組む NPO 等団体の活動を含む） 

内  容   民間・公共を問わず、都市の緑の保全や創出を事業活動又は、その一環として取組ん 

       でいるもの。 

 

【緑のまちづくり部門】 

募集する団体 主に市区町村 

内    容   都市や地域の緑化や緑地の保全について、地域の個性を活かした施策を展開し、その 

成果をあげているもの。 

 

【表彰、副賞及び活動助成金】 

 ◇内閣総理大臣賞：１点「副賞及び活動助成金２０万円」 

◇国土交通大臣賞：３点以内「副賞及び活動助成金１５万円」 

◇都市緑化機構会長賞：３点以内「活動助成金１０万円」 

◇奨励賞：若干「活動助成金５万円」  

※活動助成金は、「緑の市民協働部門」の受賞団体のみを対象とします。 

応募方法    ホームページより応募要綱をダウンロードし、必要な資料を添えて所定の用紙にて 

ご応募ください。  

応募締切  令和２年６月３０日（火） 

 

【第30回緑の環境プラン大賞】 

 緑豊かな都市環境の形成を図るとともに、生活の質の向上やコミュニティの醸成等に役立つことを

願い、その実現を支援します。 

 

【シンボル・ガーデン部門】助成金額：上限各 800 万円 助成数：3 件程度 

 地域のシンボル的な緑地として人と自然が共生する都市環境の形成、地域の活性化に寄与するプラ

ン。 

 



募集する団体 全国の民間・公共の各種団体（特定非営利活動法人、病院、福祉施設、商店組合、町 

内会、事業者、公益・一般の財団・社団法人、公共団体等の団体及びこれらと同等以 

上の団体） 

応募条件   ・プラン実現のための応募対象地の活用が確実であること。 

・助成要望金額は、上限 800 万円(消費税含む)とすること。 

・原則として、2021 年 3 月 31 日までに工事完了が可能であること。 

・助成により完成した緑地は、最低 10 年間維持されること、他、詳しくは応募要綱 

を確認のこと。 

 

【ポケット・ガーデン部門】助成金額：上限各 100 万円 助成数：10 件程度 

日常的な花や緑の活動を通して、地域コミュニティの活性化や保育園・幼稚園・学校・福祉施設等

での情操教育、身近な環境の改善等に寄与するアイデアを盛り込んだ花や緑のプラン。 

募集する団体 全国の民間・公共の各種団体（市民団体、特定非営利活動法人、学校・幼稚園・保育

園、病院、福祉施設、商店組合、町内会、事業者、財団・社団法人、公共団体等の団

体及びこれらと同等以上の団体） 

応募条件  ・プラン実現のための応募対象地の活用が確実であること。 

・助成要望金額は、上限 100 万円(消費税含む)とすること。 

・原則として、2021 年 3 月 31 日までに工事完了が可能であること。 

・助成により完成した緑地は、最低 5 年間維持されること、他、詳しくは応募要綱を確 

認のこと。 

応募方法    ホームページより応募要綱をダウンロードしてご確認下さい。 

     郵送希望の場合は事務局にご連絡下さい。 

応募締切  令和２年６月３０日（火） 

 

実施主体 公益財団法人 SOMPO 福祉財団 

事業名称 2020 年度 住民参加型福祉活動資金助成 

問合せ先 

〒160-8338 

東京都新宿区西新宿 1-26-1 

公益財団法人 SOMPO 福祉財団 事務局  

TEL：03-3349-9570 FAX：03-5322-5257  

趣  旨   地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、地域住民が主体 

となって、包括的な支援を行う活動に必要な資金を助成します。本年度は、新型コロナ 

ウィルス感染症の流行に対しての活動や事業を継続、拡大しようとしている団体も応援 

し助成します。 

対象団体  以下の条件を満たしている団体が対象です。 

     〈募集地域〉日本に所在する団体 

     〈助成対象者〉５人以上で活動する非営利団体（法人格の有無は問わない。社会福祉法人 

は除く。） 

     〈助成対象活動〉地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に、 

地域住民が主体となって包括的な支援を行う活動。コロナウィルス感染 

拡大防止に伴う支援活動（学校閉鎖における子ども支援等）。 

助成内容  １団体３０万円を上限とする 

申請方法  HP の申込フォームに、必要事項を入力して送信してください。※追加資料、推薦者コ 

メント等は郵送してください。   

URL：https://www.sompo-wf.org/ 

応募締切   令和２年６月 1９日（金）17 時まで 

 



 

実施主体 社会福祉法人 島根県共同募金会 

事業名称 
「支える人を支えよう！赤い羽根 新型コロナ感染下の福祉活動

応援 全国キャンペーン」子どもと家族の緊急支援活動応援事業 

問合せ先 

〒690-0011 

島根県松江市東津田町 1741-3 

社会福祉法人 島根県共同募金会 

TEL：0852-32-5977 FAX：0852-32-5978 

E-mail：akaihane@fukushi-shimane.or.jp 

ＵＲＬ：http://www.akaihane-shimane.jp/ 

 

趣  旨    各都道府県共同募金会及び中央共同募金会と協働して、「支える人を支えよう！赤い 

        羽根 新型コロナ感染下の福祉活動応援 全国キャンペーン」子どもと家族の緊急支  

        援活動応援事業（以下「全国キャンペーン」）を実施します。 

このキャンペーンは、例年 10 月から実施している赤い羽根共同募金の活動とは別 

の取組みとして実施するもので、新型コロナウイルスの感染拡大及びこれへの対応に 

よる影響をうけている、子どもと家族をめぐる課題をはじめ、地域で生じている様々 

な生活課題に対して、その解決に取り組む活動を支援します。 

対象団体    子どもとその家族をめぐる課題をはじめ、新型コロナウイルスの感染拡大及びこれへ 

の対応の影響を受けて生じた様々な生活課題の解決に取り組む活動を行う非営利団体 

（法人格の有無は問いません）。 

助成対象事業 〔活動例〕 

・休校措置により在宅で過ごす子どもたちに学習素材を提供したり、見守りを行う活動 

・休校措置が長期化する中、虐待や DV の発生防止や対応のための支援活動 

・昼間、子どもたちだけの家庭への食事の提供／高齢者だけの家庭への食事の提供 

・障がい児･者や生活困難者などが抱える生活不安を解消するための活動 

・高齢や障がいのためオンライン診療が困難な場合、これをサポートする活動 など 

※上記は例示であり、これ以外の取組みを対象としないものではありません。 

助成対象とする事業の実施期間 

       助成対象事業は、島根県が緊急事態宣言の対象となった 4 月 16 日(木)以降に開始さ

れたもので、6 月 30 日(火)までに実施される事業とします。 

ただし、今後の状況の推移などによっては終期を延長する可能性があります。 

助成内容   1 件当たり上限 30 万円 

助成対象経費  ・物品、食材等購入費 

・交通費、ガソリン代、会場費 等 

※公的資金が充てられる費用は助成対象外 

申請方法   助成金申請書に必要事項を記入の上、送付してください。 

応募締切    令和２年６月 1２日（金） 

 

 


