
２０２１年度事業報告（２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで）

１．事業の実績

（１）待機児童対策・保育所等助成事業

第９回の応募数は１８３件（前年１５７件、以下同じ）、応募のあった都道府県は前回より

３増えて３２（石川、富山、長野、三重、和歌山で初めての応募あり）、都市数は１０９（９

０）であった。

１０月に開催した選考委員会による審査の結果、３６施設（３９施設）、３，０００万円（申

請金額）の助成を決定した（最終支払実績２，９３９万円）（次頁参照）。

助成施設の多い関東（東海を含む）、宮城県、岡山県においては１１月から１２月にかけて

贈呈式を開催し、その他地域においては、第一生命保険株式会社の最寄りの支社より、お祝

い訪問を実施した。

助成施設の保育内容を財団機関誌および財団 HP に順次掲載し、保育の質的向上を図る普

及・啓発活動を実施した。訪問した施設数は、第８回助成施設（２０２０年度）が３施設、

第９回助成施設（２０２１年度）が２施設（うち１施設はオンライン取材）で、年間合計５

施設にとどまったが、これは新型コロナウイルス感染症の全国的な蔓延と感染者数の多い東

京からの移動自粛、訪問先である保育園等が部外者の訪問に慎重であったことによる。

訪問した施設の中から次のとおり機関誌に掲載した（訪問時期は前年度の箇所もあり）。

①city&life 都市のしくみとくらし

  No.131 2021 年 4 月発行

・幼保連携型認定こども園 一麦保育園（兵庫県西宮市）

No.132 2021 年 8 月発行

・鳩ヶ谷キッズランド（埼玉県川口市）

No.133 2021 年 12 月発行

・幼保連携型認定こども園 博愛社こども園（大阪府大阪市淀川区）

②The Community コミュニティ

No.166 2021 年 5 月発行

  ・認定こども園 国立富士見台団地風の子（東京都国立市）

  No.167 2021 年 11 月発行

  ・くんぺる ふぁみりえん（岡山県岡山市北区）

③POSTURE ポスチャー

vol.48 2021 年 6 月発行

・吉野けだな保育園（鹿児島県鹿児島市）

また、第７回に助成した４０施設の助成後１年間の保育の取組とその成果についてまとめ

た成果報告集を５月に発行した。同報告集は助成施設をはじめ、内閣府、厚生労働省、待機

児童の多い自治体、にっぽん子ども・子育て応援団に提供するとともに、財団ＨＰでも公開

し、保育の好事例としての普及・啓発を図った。



第９回（２０２１年度）助成施設一覧

都道府県 市区町村

青森県 三戸郡
幼保連携型認定こども園

たっここども園

夏の遊びを全身で楽しみながら

生活ルールを守り自立心を養う
プール

仙台市
幼稚園型認定こども園

ねのしろいし幼稚園
10年後の自分と10年前の自分 芝生、築山、タイムカプセル等

名取市 名取あけぼのこども園
いつでもダイナミックに体を動かし、気持ちも開放！

～心身共に元気な子ども達の為に～
室内用エアクライミング、大玉用ポンプ

遠田郡 食と森の保育園美里 『日々の生活に自然が寄り添う環境づくり』 ロフト家具、工作ワゴン、ままごと流し台等

福島県 喜多方市 おひさま保育園

子どもに寄り添った丁寧な保育の中で

子ども一人ひとりが体を動かすことを楽しみ

社会性を培っていく

すべり台、ログアスレ

茨城県 水戸市 さんさん保育園
どうなってるの？理事長のあし

～すなおなこころの子どもたちに伝えたいこと～
体験用大腿義足

栃木県 佐野市 はなな保育園本園 『わくわく・ドキドキがいっぱい詰まった宝箱のような保育園』 ブランコ

埼玉県 蓮田市 とねの会はすだ保育園 乳児から年長まで運動遊びで「できた！」を育む 巧技台セット、バルーン、ミニトンネル

品川区 ほっぺるランド東品川 絵本が心に響く場所。 絵本、キッズソファ、3段5連キャビネット等

中野区 アルテ子どもと木幼保園

心と身体が育つ運動あそび

～子どもが夢中になるサーキット遊びで

身体機能を高める～

ゲームボックス、巧技台、紅白大玉等

北区 MIWAたばた保育園 子どもの心が豊かに育つ“アトリエ” お店屋さんごっこ、棚、テーブル、マット等

横浜市 ひだまりの保育園
心もからだもしなやかに！！

～思わず遊びこみたくなる環境の下で…～

ままごとキッチン、マット、

バランスストーン、平均台等

横浜市 東戸塚かもめ第4保育園
小規模保育施設間の有機的連携を図り、

集団生活の意識を育む保育の実践

トンネルパネル、みんなでままごと、

にこにこブロック等

三浦郡 風の子保育園 もみじの木陰に憩う、おもいおもいの庭 砂場、植栽、ベンチ等

富山県 富山市
幼保連携型認定こども園

西田地方保育園

「やってみたい！やってみよう！」

～チャレンジできる環境づくり～
室内ホール遊具

石川県 金沢市 セルホーといた保育園
セルホーといた忍者修行

～どこでもいける、なんでもできる　カラフル忍者～
バランスボード、ゲームボックス、マジックマット等

静岡県 浜松市 れんりの子 食農保育を通して「共に生きる力」を育む 絵本、本棚、配膳台・食器セット等

愛知県 額田郡 Kids school でんでんむしハウス
にじいろ菜園

～みて・さわって・あじわって　いろいろ感じよう～
プランター置台

三重県 三重郡 森の風こども園 井戸水と土山を使って子ども達の創造性を育む 井戸

購入希望品

（抜粋）

宮城県

（３）

東京都

（3）

神奈川県

（3）

地域
施設名称 保育計画



第９回（２０２１年度）助成施設一覧

滋賀県 湖南市 阿星あかつき保育園
さまざまな遊びや運動を通して意欲を育て、

丈夫でしなやかな体づくりを行う。
プール

京都府 京田辺市 みんなのき三山木こども園 ～揺れて・回って・潜って・投げて～　体を感じて遊ぼう！ ボールプール、ボールセット、ハンモック等

堺市 遊こども園
しなやかなからだとこころを育もう

～全身運動遊びをとおして～
肋木ジャングル遊び、三輪車、二輪スクーター等

東大阪市 つるばみ保育園 乳幼児の夢をはぐくむ和太鼓とカプラ購入計画 太鼓一式、カプラ

八尾市 八尾たんぽぽ保育園 しなやかな身体づくり 巧技台、丸形はしご、平均台等

神戸市
認定こども園

西鈴蘭台頌栄保育園
もこもこトンネルで広がる世界 木製トンネル

宝塚市 宝塚仏光保育園
子どもだってストレス発散したい！

～青い空の下、屋上庭園でおもいっきり遊ぼう！～
鉄製室外遊具、雲梯

岡山市 原尾島こども園
よい絵本との出会いが子どもを輝かせる！！

～ワクワク・ドキドキ　時に悲しさも

…生きる力の原点は絵本から生まれる～

絵本

岡山市 浮田とちのみこども園 楽しく動いて、どんどん育て、体と心！！ 組み替えステップ、やわらかいだん等

倉敷市 ドルフィン・メイトこども園倉敷 あそびは最高の学び。『あそびの世界』を真剣に考える。 壁面遊具、フェンス、おさんぽ車等

広島県 福山市 ジョイナス保育園神辺
「健やかな成長を願い、自然を感じながらゆったりと過ごし、

のびのびと自由に表現できる第二の保育室」
ウッドデッキ安全柵、日よけ用ポール、

ピクニックガーデンハウス

愛媛県 今治市 認定こども園みどり幼稚園
ヨーロッパの上質な玩具を提供し、

子どもの主体性を引き出そう。
～子どものとびっきりの笑顔を求めて～

積木、ジルケ人形、ぬいぐるみ等

福岡県 久留米市 ヤクルトたんぽぽ保育園 野原だよ！全員集合！！ 園庭遊具

熊本市
Emile International School

九品寺園
「知りたい」・「遊びたい」を見つけよう！ 平均台セット、パネルシアター、パペット等

熊本市 植木中央幼稚園 キーボードを取り入れた発表会で、心を磨く保育を ミニキーボード

大分県 大分市 皆春あけぼのこども園
「遊び・学ぶ・体験がこどもの栄養源」

子どもたちにいっぱいの夢と感動を！
トランポリン、跳び箱、平均台等

沖縄県 那覇市 にぬふぁ保育園 「いろみずできた！」沖縄の空と風と自然を感じる園庭 シンボルツリー、砂場、鉄棒等

岡山県
（３）

熊本県

（２）

計３６施設　   助成申請総額３，０００万円

大阪府

（３）

兵庫県
（２）



（２）都市緑化に係る助成事業「緑の環境プラン大賞」

同賞は第一生命保険株式会社の特別協賛のもと、当財団と公益財団法人都市緑化機構が共

同運営をしており、当財団は主にポケット・ガーデン部門を担っている。

第３２回の応募数は、シンボル・ガーデン部門（助成上限８００万円）が２４件（前年１１

件）、ポケット・ガーデン部門（同１００万円）が２４件（前年２２件）の計４８件（前年３

３件）であった。

９月に審査会を開催し、シンボル・ガーデン部門３件、ポケット・ガーデン部門１０件の

受賞を決定した。

例年、１１月には明治記念館にて眞子内親王殿下ご臨席のもと、第一生命保険株式会社が

特別協賛する「緑の環境プラン大賞」「緑の都市賞」「屋上・壁面緑化技術コンクール」の３

賞を表彰する「みどりの『わ』交流のつどい」を開催していたが、昨年度はコロナウィルス

感染症の流行状況に鑑み、受賞者が集合しての贈呈式は中止とした。今年度は、初めてオン

ライン方式による開催とし、佳子内親王殿下にもご視聴とお言葉を賜ったほか、国土交通大

臣、環境大臣政務官にも祝辞をいただいた。その後は、前年と同様に、都市緑化機構・第一

生命・当財団にて連携・分担し、１１月から１２月に亘り、各受賞団体を訪問して現地贈呈

式を実施した。

なお、例年３月に出版している、主に前年の受賞緑地を取材した「city&life 別冊 Let’s 
Greening 緑で生まれ変わるまちとくらし」については、今年は 3/15 納品となり、納品後

速やかに受賞団体および全国の主要な自治体へ贈呈手配を行った。また、「国土交通大臣賞」

および「おもてなしの庭大賞」を受賞した緑地については city&life の各号にて紹介記事を掲

載した。

city&life 都市のしくみとくらし

  No.132 2021 年 8 月発行

・2019 年度「おもてなしの庭」大賞

匠の庭師が日本庭園文化を世界に発信（東京都港区）

No.133 2021 年 12 月発行

・ポケット・ガーデン部門 国土交通大臣賞

芝のはらっぱ（東京都港区）

No.134 2022 年 4 月発行

・シンボル・ガーデン部門 緑化大賞

  農家の庭に学ぶ「持続可能な都市ガーデン」（京都府亀岡市）



ポケット・ガーデン部門受賞一覧

＜国土交通大臣賞 １件＞

作品名/場所 受賞者名 概 要

園庭まるごと

ビオトーププロジェクト

(福島県郡山市)

社会福祉法人

どろんこ会

八山田どろんこ

保育園

地域と子ども達と一緒に自然と共生す

る場を創り、次世代の子ども達と SDGs

を考えることを目的とする。

＜地域＞自由に行き来し、人が繋がり

合うコミュニティの場の形成

＜環境＞命の営みを感じる園庭で五感

を使い地球環境を考える場の形成

＜循環と共生＞全ての生き物が支え合

い、共に暮らしていることを体験から感

じる場の形成

＜コミュニティ大賞 ９件＞

作品名/場所 受賞者名 概 要

日本の四季を五感

で感じ、食育活動に

繋がる保育園

(宮城県石巻市)

株式会社

エルプレイス

ハピネス保育園南境

子どもたちと季節に合った野菜を育て・

収穫し・食すまでの一連の流れを体験

し、命の大切さを感じることができる畑

を作る計画。畑を野菜や花で彩ること

で、子どもたち・職員・地域の人にも癒

しを与えることができる保育園作りとと

もに、保育園が地域交流の場となるこ

とを目指す。

あびっこたちの

『ぼうけんやま』

(千葉県我孫子市)

社会福祉法人 樹

聖華みどり保育園

多くの参拝客のある鎮守の神社と隣接

し、市道にも面していることから、地域

の人の目に触れやすい保育園の園庭

に３つのブースに分けた築山を作る。

お散歩する親子や神社を参拝する人

が、築山に登ったり、畑を見たり、丸太

道を歩いたり、疲れた時にはケヤキや

イチョウの木陰で休んだりして、園児た

ちと交流する事を目指す。

五感で感じる色彩と香り。

時を越えて紡がれる記憶

(静岡県浜松市)

社会福祉法人慈愛会

瞳ヶ丘こども園

園庭で体験した心地よい風、葉のざわ

めく音、草花の香り、木の実の感触。感

覚の記憶は子ども達の大切な財産。特

に五感の中で最も記憶と結びつく「香

り」という要素を遊びや保育活動の中に

取り入れるとともに、季節ごとの特徴的

な「香り」を放つ木々を植え、地域の方

にも香りから季節感を感じてもらおうと

いう計画。

－すべてを育む、

風の吹く丘－

「育むガーデン河芸」

(三重県津市)

渡辺硝子株式会社

道の駅と近接し、交通の要所で食を中

心とした地産地消の情報発信エリアと

なっている元農地約２０００坪の遊休地

全体を使い、「育むガーデン河芸」を創

出する計画。観賞用のガーデンではな

く、ここを訪れる皆で育むガーデンとし、

周辺の方々にも野外教育を目的に広く

開放する。



作品名/場所 受賞者名 概 要

地域を結び、世代を結ぶ。

食育庭園

『ゆうわの庭』

(兵庫県

神崎郡市川町)

特定非営利活動法人

合氣道播磨裕和会

１００年前には地域や世代が集う、文字

通り「中の家」であった屋敷の庭に、今

春、同会が障害児通所支援事業として

の「ゆうわ・あいき」を開設。今後、過疎

地のコミュニティを再生する必要性か

ら、この広大な「ゆうわの庭」が地域愛

を育む食育拠点ともなるように緑化整

備していく計画。

古都に広がる

里山の彩り

(奈良県奈良市)

奈良・人と自然の会

平城宮跡地区歴史的風土保存地区に

ある「ならやま里山林」は、長らく放置さ

れ荒廃していたが、同会が管理を受託

して、今は地域住民が訪れる憩いの場

となった。これをさらに、子供たちが学

び、遊び、つながるための場として活用

するとともに、多くの生き物が生息でき

る環境を育む計画。

令和に伝える

ふるさとの自然

「ふれあい里山ガーデン」

(広島県広島市)

広島市立

倉掛小学校

倉掛小学校がある場所は、かつては豊

かな里山だった。今回の計画は、「現在

の観察池を中心に緑地を整備してホタ

ルを育て、他の生き物も育つ」「周辺の

多様な昆虫が集まるゾーンとアケビや

栗やクルミ、山椒など里山の実りを体

験できるゾーンをみんなでつくり育て

る」ことで、今も残るふるさとの自然を愛

し守ろうとする心情を養うというもの。

地域の寄る処

『ふる里の庭』へ

(福岡県糸島市)

西日本短期大学

緑地環境学科

山本ゼミ

本企画は、『介護老人保健施設ふる

里』の利用者の心身のリハビリ・機能回

復とともに、地域住民と関わりをもって

いただくことが目的。また、「同地域で

課題となっている竹林拡大阻止とヒート

アイランド緩和に寄与するため園路を

竹チップ舗装とする」「地域住民と協働

の維持管理をする」という計画。

もりのちいさな図書館

～ひろがりのなる庭～

(熊本県葦北郡芦北町)

NPO 法人みさと

デイサービス利用者と地域住民、地元

の子どもたちとの交流の場にしようと計

画され、令和 2 年 7 月豪雨により一端

中止されたものの、水害後だからこそ

必要との思いでできた『もりのちいさな

図書館』。水害の爪痕が残る中で図書

館の周りに緑を増やし、癒しの空間づく

りと共に安心、安全な居場所、世代を

超えた地域交流が深まる場とすること

を目的とした計画。



（３）調査研究事業

  ①公募による調査研究事業

   ア．公募による助成の決定

第３１回公募研究助成に対し、全国から４０件の応募があった。２０２２年１月

審査委員によって１０件の候補を選定し、同年３月開催の理事会で下記の通り

１０件９９９.５万円の助成を決定した。

応募件数 助成件数 助成金額

一般研究   ２９件 ７件    ７５９.５万円

奨励研究 １１ ３ ２４０

合  計 ４０ １０ ９９９.５

［一般研究］
氏　名 所　属 助成金額

野澤　千絵
明治大学　政治経済学部
専任教授 135万円

塚田　修一
相模女子大学　学芸学部
専任講師 54.5万円

岡崎　篤行
新潟大学　工学部
教授 60万円

近藤　民代
神戸大学大学院
工学研究科
准教授

120万円

遠藤　和義
工学院大学　建築学部
教授 120万円

栗山　尚子
神戸大学大学院
工学研究科
准教授

120万円

有田　智一
筑波大学
システム情報系社会工学域
教授

150万円

戦後東京における住空間の創出とリノ
ベーション―旧軍用地の転用過程に
着目して―

酒蔵建築に関する立地と活用の実態
－北陸三県（富山県、石川県、福
井県）、福島県等を対象として－

民間事業者による郊外住宅団地の
再生に関する事業の実態と課題―関
西を事例として―

中古住宅市場における空き家・空き
地の流通促進のための公民連携体
制のあり方に関する研究

（応募受付順・敬称略）
テーマ

災害後の計画的被災跡地のプレイス
メイキングを通した復興に関する研究
―東日本大震災を事例にして―

人生100年時代の持家居住の可能
性と限界　—リスク定量化と求められ
る社会システム－

実効性ある流域治水に向けた浸水ハ
ザードエリアの土地利用規制・誘導方
策に関する研究～流域総人口１０
０万人以上の９水系を対象に～



  

イ．公募による研究助成の実施

前年度決定した公募による研究助成９件について助成金を支払った。

ウ．調査研究報告書等の発行と配布

これまでに助成した９件の調査研究報告書を作成、配布したほか、２０２０年９

月から２０２１年８月までに完成した調査研究報告８件について、その要旨を「調

査研究報告書要旨集(２９)」として作成、配布した。

②研究委託事業

ア．研究委託の決定

下記研究委託３件を２０２２年３月の理事会で決定した。

［奨励研究］
氏　名 所　属 助成金額

加登　遼
大阪市立大学大学院(当時)
生活科学研究科
助教

80万円

青木　嵩
大阪大学大学院
工学研究科
助教

80万円

酒谷　粋将
関東学院大学
建築・環境学部
専任講師

80万円

GPS履歴ビッグデータを用いた生活圏
変容と新型コロナウイルス感染者数
推移の時系列分析：ウォーカブルな
都市の実現に向けて

立地適正化計画の居住誘導区域へ
の移住促進に向けたインセンティブに
関わる研究

持続的なまちづくりにおける活動主体
のクリエイティブ・コンフィデンスに関する
研究

テーマ
（応募受付順・敬称略）

氏　名 所　属

村上　暁信
筑波大学
システム情報系
教授

中村　高康
東京大学大学院
教育学研究科
教授

松田　文子
公益財団法人
大原記念労働科学研究所
特別研究員

屋外熱環境に対する温熱生理応答の評価を踏
まえた都市緑地整備手法の提案

（敬称略）
テーマ

高校入学者選抜システムの地域間比較： その
教育的・社会的影響の多様な在り方に関する社
会学的研究

在宅勤務とオフィス勤務における仕事の仕方の違
いが健康に及ぼす影響



  イ．研究委託の実施

２０２０年度に決定していた下記研究委託３件について委託金の支払いを行った。

   

   ウ．調査研究報告書の作成と配布

     これまでに研究委託した 2 件の調査研究報告書を作成、配布した。

（４）普及・啓発（機関誌発行）事業

   次の３誌を出版し、中央官庁、地方自治体、保健所、図書館、マスコミ等に寄贈し

  た。なお、「The Community コミュニティ」については、前年度に引き続き海外の主

  要な日本研究機関にも寄贈を行った。また、「city&life 都市のしくみとくらし」につい

  ては発行部数が 2,700 部と少なく在庫切れが生じる場合もあることから、ホームページ

で全文公開し、読者の利便性を高めている。  

① 住生活分野：「city&life 都市のしくみとくらし」

No.131 特集 ｢『SDGs』を考える―サステナブルな都市とは―」2021 年 4 月発行

No.132 特集「まちとつながるエリアブックレット」     2021 年 8 月発行

No. 133 特集「『エリア・スタディ・シリーズ』その後」   2021 年 12 月発行

② 地域社会分野：「The Community コミュニティ」

第 166 号特集「水と地域の暮らし」                2021 年 5 月発行

第 167 号特集「新型コロナを経た暮らしとコミュニティ」  2021 年 11 月発行

③ 姿勢・健康分野「POSTURE ポスチャー」

第 48 号特集 1. 姿勢から考えるウィズコロナ時代の健康学

2. ウィズコロナ時代の健康生活を考える       2021 年 6 月発行

             

氏　名 所　属

五十嵐　太郎
東北大学大学院
工学研究科
教授

宮田　まり子
白梅学園大学
子ども学部
准教授

髙相　晶士
北里大学
医学部整形外科学
主任教授

骨粗鬆症とサルコペニアが脊柱アライメントに及ぼ
す影響

（敬称略）
テーマ

百貨店における住生活の展覧会の史的研究：
三越、髙島屋、西武百貨店を中心に

園における戸外・地域活用の実態と意識に関する
調査研究：コロナ前後の変化に注目して



２．理事会および評議員会に関する事項

（１）理事会

① ２０２１年度第１回理事会を書面にて決議し、次の件について２０２１年５月２５日付

で原案どおり承認された。

    ・２０２０年度事業報告、決算、公益目的支出計画実施報告書の件

    ・定時評議員会の日時及び場所ならびに目的である事項の件

    ・各委員会の委員選任の件

② ２０２１年度第 2 回理事会を書面にて決議し、次の件について２０２１年 6 月１１日付

で原案どおり承認された。

    ・決議省略の方法による定時評議員会の招集及びその目的である事項の件

③ ２０２１年度第３回理事会を書面にて決議し、次の件について２０２１年６月２２日付

で原案どおり承認された。

・代表理事、業務執行理事、コンプライアンス担当理事選任の件

④ ２０２１年度第４回理事会を２０２２年３月２日に開催し、次の件について付議、

報告し、原案どおり承認された。

・２０２１年度公募による研究助成の件

・２０２２年度事業計画および収支予算の件

・勘定科目規程の改訂の件

（２）評議員会

２０２１年度定時評議員会を書面にて決議し、次の件について２０２１年６月２２日付で原

案どおり承認された。

    ・２０２０年度事業報告、決算、公益目的支出計画実施報告書の件

    ・理事選任の件

    ・監事選任の件

・評議員選任の件

３．その他の報告事項

（１）理事、監事および評議員に関する事項

① ２０２１年６月２２日定時評議員会にて理事改選があり、新たに盛田里香理事、

後藤春彦理事、定行まり子理事が選任された。小野文夫理事、佐藤滋理事、牧

野カツコ理事は退任された。

② ２０２１年６月２２日定時評議員会にて監事改選があり、新たに佐藤滋監事が

選任された。米林喜男監事は退任された。

③ ２０２１年６月２２日定時評議員会にて評議員改選があり、新たに秋田喜代美

評議員、飯田貴史評議員、石井クンツ昌子評議員、小笠原清基評議員、松本康

評議員、横張真評議員が選任された。泉邦寿評議員、小笠原清忠評議員、菊田

徹也評議員、後藤春彦評議員、定行まり子評議員、山下安雄評議員は退任され

た。



④ ２０２１年６月２２日理事会にて斎藤勝利理事が理事長に、盛田里香理事が常

務理事に選任された。

   ２０２２年３月３１日現在の理事、監事および評議員は次のとおりである。

［理事］（１１名）

  斎藤 勝利（理事長） 盛田 里香（常務理事)   青木 和夫

甲斐 一郎       後藤 春彦        定行まり子

陣内 秀信       鈴木 信正       日端 康雄

渡邉 光一郎      渡辺 秀樹

［監事］（２名）

    佐藤 滋        高島 雅博    

［評議員］（１１名）

    秋田 喜代美      飯田 貴史       石井クンツ昌子

稲垣 精二       大村 謙二郎    小笠原 清基

南部 雅実       野原 裕       服部 万里子

松本 康      横張 真     

（２）登記に関する事項

   ２０２１年７月３日に理事、評議員、監事の異動について登記を完了した。

以 上


