２０２０年度事業報告（２０２０年４月１日から２０２１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８回の応募数は１５７件（前年１６８件、以下同じ）、応募のあった都道府県は前回よ
り１増えて２９（青森、徳島、佐賀で初めての応募あり）、都市数は９０（９３）であった。
１０月に開催した選考委員会による審査の結果、３９施設（４０施設）
、２，９９１万円
（申請金額）の助成を決定した（最終支払実績２，９３１万円）
（次頁参照）
。
助成施設の多い関東（福島県と中部を含む）
、宮城県、岡山県（初開催）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７回（２０１９年度）助成施設が４施設
（前年度訪問数と合計で 7 施設）
、第８回助成施設（２０２０年度）が２施設で、年間合計
６施設にとどまったが、これは新型コロナウィルス感染症の蔓延により東京からの移動が
制限されていたことと、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.128

2020 年 4 月発行

・あけぼのほりえこども園（大阪府大阪市西区）
No.129

2020 年 8 月発行

・イーエーエスはんだやま保育園（静岡県浜松市東区）
No.130

2020 年 12 月発行

・幼保連携型認定こども園

松の実こども園（福島県いわき市）

②The Community コミュニティ
No.164

2020 年 5 月発行

・キッドワールドセカンド保育園（大分県大分市）
No.165

2020 年 11 月発行

・なでしこ保育園（岩手県滝沢市）
③POSTURE ポスチャー
vol.47 2020 年 7 月発行
・小さい森の保育園（群馬県前橋市）

また、第６回に助成した４２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８回（2020年度）助成施設一覧
都道府県 市区町村

施設名称

保育計画

購入希望品
（抜粋）

北海道

河東郡

幼保連携型認定こども園
宝来こども園

「やってみたい！！」が広がる園庭を
～挑戦する心と体を育む、豊かな遊び環境～

コンビネーション遊具ステップフォレスト

岩手県

久慈市

幼保連携型認定こども園
門前保育園

赤ちゃんから年長さんまで、
一年を通して室内でサーキット遊びがした～い！ 他

システムブロックベーシックセット、
ビルディングステックス他

角田市

角田光の子保育園

げんきにチャレンジ！！ かくだひかりっこ

つるつるクライミング、
システムブロックベーシックセット他

仙台市

幼保連携型認定こども園
荒井マーヤこども園

発見、驚きがある緑に囲まれた空間
～季節を感じる場所～

植栽、バタフライガーデン他

多賀城市

鶴ヶ谷保育園

「感じる」「みつめる」「創る」
～自信と意欲をもって遊びを創り出す子どもたち～

カワワログ、ドリームログ、
ワンダーパネル、絵本・図鑑他

福島県

郡山市

認定こども園
こはらだ幼稚園

子どもの夢と希望を育む絵本の読み聞かせ保育
―円形図書コーナーをベースに
読み聞かせ保育の活性化を図る―

絵本、紙芝居、木製ブックスタンド、
絵本シアターワゴン講演台兼用

茨城県

つくば市

つくばスマイル保育園

楽しく体を動かすこと 絵本の楽しさを知る

アスレチックブロックフルセット、絵本他

さいたま市

遍照浦和美園保育園

みんな違ってみんないい！ 心と身体を作るサーキット

運動マット、跳び箱、鉄棒、ハードル、平均台
他

川口市

はなにこ保育園

未来を支える心身共に、骨太な子どもたちを育む

平均台、運動マット、トランポリン、跳び箱他

川口市

いろは園

輝く瞳、あふれる思い

絵本棚、絵本

川口市

鳩ケ谷キッズランド

ふわっと夢空間『陽彩ブリッジ』

ネット遊具

越谷市

とびばこ舎保育園

遊びながら発達支援・療育も出来る７つのコーナー保育

円柱差し、トランポリン、
図鑑、絵合わせカードセット他

千葉市

作草部アーク保育園

「創造+想像＝想造」
「言語的+非言語的コミュニケーション」の育み
～五感で感じる～

ままごと用テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、
絵本立て、絵本他

千葉市

植草学園このはの家

元気に遊ぼう
～日常の生活や遊びの中から、
豊かな心を育てる家庭的保育～

平均台、バランスストーン、
ジャンプ＆スプリングマット他

大田区

認可保育所Bambini

狭い園庭でも子どもの創造力は無限大！！

砂場、自然菜園

北区

ココファン・ナーサリー田端

ひとりひとりの発達に合わせての環境設定
～子どもの成長に寄り添う～

太鼓橋、組み立て遊びパネルセット、
ままごとコーナーセット他

足立区

ステラ千住ふたば保育園

しなやかな心と体で笑顔いっぱい！

巧技台セット

国立市

認定こども園
国立富士見台団地風の子

～園舎まるごと楽器で、日常に音楽を！！～

電子ピアノ、ピアニカ、
ベルハーモニー、ミュージックパット他

横浜市

上大岡ちゅーりっぷ保育園

園庭♡げんきいっぱいチャレンジ作戦！

ポイントアスレチックミニスライダー

横浜市

ちいさなたね保育園

こころとからだの開放と創造を
～小さな庭に土、水、陽、風をください～

砂場、組立プール他

長久手市

長久手くるみ保育園

宮城県
（3）

埼玉県
（5）

千葉県
（2）

東京都
（4）

神奈川県
（2）

元気いっぱい体を動かして、
目指せ、未来のオリンピック選手！！
～様々な運動遊びを通じて、心身共に成長できる環境作り～

愛知県
（2）
安城市

麦のうさぎ保育園

園庭遊びの充実

運動マット、リバーランドスケープ、
トンネルバランス運動遊びセット他
折りたたみネット太鼓橋、
木製ベンチテーブルセット他

第８回（2020年度）助成施設一覧
都道府県 市区町村

施設名称

保育計画

購入希望品
（抜粋）

滋賀県

彦根市

つぼみ保育園

感じよう！体の大きさ、体の重さ！
～やってみるって楽しいね！～

鉄棒、平均台

奈良県

奈良市

登美ヶ丘マミーズ保育園

しぜんと仲良し・強い身体と豊かな感性

運動マット、鉄棒、平均台、跳び箱、フラフープ
他

大阪市

幼保連携型認定こども園
博愛社こども園

ビオトープ大改造‼

ビオトープ用ポンプ等工事

大阪市

あゆむ保育園

「遊んで」「読んで」元気に“あゆむ”！

肋木、間仕切り、絵本

三島郡

るりの詩保育園

子どもの育ちを深く広げていくための
ドキュメンテーションの実施

絵本ラック、スライドパネル、ままごと用品他

西宮市

幼保連携型認定こども園
一麦保育園

麦のようにまっすぐ伸びよう!!
―麦っ子!!! 広がれ一麦の輪!!!

ミニログパパイヤハウス、
ミニ椅子・テーブルセット他

明石市

明石の西ちいさな保育園

遊びを見つけられる子！ たっぷり遊びこめる子！

ミニジャングラミング

岡山市

小規模保育園しらかば

老人ホームご利用者と一緒に、
心も身体も元気でいっぱい！

ダブルスライダー、アドベンチャージム他

岡山市

ノイエ保育園

笑顔いっぱい 友達いっぱい 体いっぱい動かそう！

三輪車他

岡山市

くんぺるふぁみりえん

砂場は自由表現の極み

砂場

広島県

福山市

宮前保育所

コロナウィルス対策に対応しながら
乳児の発達に必要な環境を整える

乳幼児用折りたたみベッド・おむつ交換台他

徳島県

吉野川市

鴨島中央認定こども園

子どもたちに安全・安心な保育環境を整える

玄関自動ドア改修工事

長崎県

大村市

ちいさな保育園エミー

うれしい たのしいがいっぱい
～体を動かす！がだいすきな子に～

パーゴラ、肋木・鉄棒チャレンジ

大分県

大分市

シャインキッズ

輝く笑顔、ゆたかな心、健やかな成長を願い、
成長発達が著しい乳幼児期に日々様々なものに触れ、
遊びを通してゆたかな心と健やかな体の成長を育む。

ソフトクッション
（スライダー・三段階段・踊り場四角）他

吉野けだな保育園

ここでしか体験できない作品づくり！
キッズバレエ発表会

バレエスタンド、バレエバー、
発表会衣装セット他

中頭郡

中城わらび保育園

うーまく―育て（“やんちゃ”育て）エンジェルリング

木製組合せ遊具ジョイントパークPao

宮古島市

社会福祉法人おおぞら福祉会
事業所内小規模保育所ぽっぽ保育園

「子どものより良い成長を育む遊びを目指して」
～遊びを通して、自己肯定感を育む～

カラフルビーズ、ままごと用品、
バランス遊びセット他

大阪府
（3）

兵庫県
（2）

岡山県
（3）

鹿児島県 鹿児島市

沖縄県
（2）

計３９施設 助成申請総額２，９９１万円

（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、当財団と公益法人財団都市緑化機構が
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３１回の応募数は、シンボル・ガーデン部門（助成上限８００万円）が１１件（前年１９
件）
、ポケット・ガーデン部門（同１００万円）が２２件（前年３３件）の計３３件（前年
５２件）であった。なお、おもてなしの庭部門（同２，０２０万円）は前年度で終了となっ
ている。
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、今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。その代わり、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 4/1 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する。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.129

2020 年 8 月発行

・シンボル・ガーデン部門

国土交通大臣賞

上野と谷根千を結ぶ「みちひろば」
（東京都台東区）
No.130

2020 年 12 月発行

・おもてなしの庭大賞
江戸ルネサンス 伝統と文化が薫るおもてなし（東京都台東区）
No.131

2021 年 4 月発行

・ポケット・ガーデン部門

国土交通大臣賞

地域の文化遺産の庭園を活用した交流と体験の広場（茨城県つくば市）

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

芝のはらっぱ
(東京都港区)

受賞者名

芝のはらっぱ
実行委員会

概

要

住民の憩いと交流の場として、日除け
棚や屋根付きデッキ等を作り、地域住
民参加型でのシンボルツリー植樹、植
栽やコミュニティ菜園づくり等を行う。
また、まち歩きによる地域の園芸文化
や歴史の再発見、地域住民が自宅で
育てた植木鉢を持ち寄る「まちの庭」
企画等を行う。

＜コミュニティ大賞 ９件＞

作品名/場所

地域の遊び場
・憩いの場
かけはしパノラマ
屋上ガーデン
（北海道帯広市）

うわのまち
つどいのつつじ
ガーデン
（栃木県鹿沼市）

米山南町会
花いっぱい活動
（栃木県佐野市）

花園公園
レイズドベッド
プロジェクト
（千葉県千葉市）

受賞者名

社会医療法人北斗
十勝自立支援センター
介護老人保健施設かけはし

有限会社
ウィステリア
エステート

佐野市
米山南町会

ＮＰＯ法人
緑のきずな
プロジェクト

概

要

施設のある一帯を「北斗福祉村」と名
付け、「新たなコミュニティの創出」「地
域共生」をテーマとして取り組んでい
る。本プランは周囲を広く見渡せる当
施設の屋上を緑あふれる場所とするこ
とで「多世代交流の促進」、「地域にお
ける憩いの場、楽しみの場の創出」、
「地域への愛着につながる場の創出」
等につなげることを目的としている。
往時は「さつき盆栽」の生産地として県
内外から盆栽愛好家を集めたが、現
在は休耕地となり、一部は所有者が趣
味の園芸を楽しむ小さな庭になってい
る。気軽に立ち寄り緑を楽しめる設え
にはなってい ない庭を、地域に開か
れ、地域とともにつくる「つどいのつつ
じガーデン」として改修する。
町内の中央に位置する公園に花壇を
作り、１年中花のある公園にしていく。
花が咲き誇る公園があることで地域が
明るくなり、公園で遊ぶ子ども達、ウォ
ーキングや犬の散歩に訪れる人々や
グランドゴルフを楽しむ高齢者に憩い
の環境を提供する。
本来、公園の花壇の草花は持ち帰る
ことができないが、このレイズドベッド
は、市 民が 草花 に 触れ 、 香りを 感じ
て、気になったら持ち帰っても良いレイ
ズドベッドとなっている。園芸療法も取
り入れ、子供の健全育成、高齢者の健
康寿命を伸ばす取り組み、地域のコミ
ュニティ作りを目指す。

作品名/場所
オーガニック
・エディブル
・コミュニティ
ガーデン多摩
（東京都多摩市）

まち・里・ひとが
繋がる♬
栴檀野コミュニティガーデン
（富山県砺波市）

地域に拓けた
「屋根緑化」と
「空中アート」で
共生環境へ！
（長野県北佐久郡）

数世代の人々が
憩う中で子供を育てる
聖隷の森づくり
（静岡県浜松市）

は っ し ん りょく

僕たちの発信緑！
～郵便局から緑の風を
お届けします～
（京都府南丹市）

受賞者名

恵泉女学園大学
人間社会学部
社会園芸学科

せんだん の

栴檀野
自治振興会

株式会社
チャレンジド
ジャパン

概

要

高齢者の外出機会、住民同士がつな
がる機会を創出するためにコミュニテ
ィガーデンを設置する。食べられる多
種多様な植物も植栽し、オーガニック
栽培を行う。また、レイズドベッドを導
入することで、車いすの人も、その他
の住民も作業や植物に触れることを容
易にする。
地区の少子化により今春惜しまれな
がら閉園になった栴檀野幼稚園は、来
春から地域内外の人たちが集う新しい
地域コミュニティの形『(仮称)シェアせ
んだんの』として再スタートする。身近
な自然と触れ合い、食育、環境教育の
場となる野外コミュニティセンターを目
指す。
緑化プロジェクトの予定地は、知的障
がい者の自立支援を目的とした施設
「ラッタラッタル」。同施設では入所者
が支援者とともにデザイン制作から商
品化まで行っている。本プロジェクトを
実現することで地域に拓けた相互理解
の場所になることを目的とする。

多様な福祉施設、幼保小中高大の教
育機関や医療施設に囲まれ、その関
係者や地域住民が自由に自然を満喫
聖隷クリストファー大学附属 できる緑豊かな環境を整備する。訪れ
クリストファー
る数世代の人たちと子供たちが森の
こども園
中で交流し、自然の変化の中で、子供
たちは五感を磨き、自然への対応力を
育み、生きる力を身に付けることを目
的としている。
本校は生徒が積極的に地域の課題に
取り組むことで、地域社会に貢献する
ことを目指している。本プランは、生徒
が学んだ造園に関する専門的な知識・
京都府立
技術を駆使し、市民が集い憩うコミュ
農芸高等学校
ニティガーデンにおいて快適な緑化空
間を作り、緑化推進の場と して提供
し、生徒の日頃の学習成果の発表と
地域貢献の場とするものである。

（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３０回公募研究助成に対し、全国から４８件の応募があった。２０２１年１月
審査委員によって９件の候補を選定し、同年３月開催の理事会で下記の通り９件
１，０００万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

３４件

５件

６８０万円

奨励研究

１４

４

３２０

合

４８

９

１，０００

計

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１１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７件の調査研究報告書を作成、配布したほか、２０１９年９
月から２０２０年８月までに完成した調査研究報告７件について、その要旨を「調
査研究報告書要旨集(２８)」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２０２１年３月の理事会で決定した。

イ．研究委託の実施
２０１９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１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.128 特集 ｢クラウドファンディングで町を楽しく魅力的に」 2020 年 4 月発行
No.129 特集「都市の言説をめぐる旅」
No. 130 特集「コロナ後の都市と暮らし」
②

2020 年 8 月発行
2020 年 12 月発行

地域社会分野：
「The Community コミュニティ」
第 164 号特集「ＬＧＢＴＱ＋の現在」
第 165 号特集「地域医療・看護・介護の現在と将来」

2020 年 5 月発行
2020 年 11 月発行

③ 姿勢・健康分野「POSTURE ポスチャー」
第 47 号特集 1. 東京オリンピック・パラリンピック
――アスリート育成から学ぶこと
2. スポーツを楽しむための発想と技術

2020 年 6 月発行

２．理事会および評議員会に関する事項
（１）理事会
①２０２０年度第１回理事会を書面にて決議し、次の件について２０２０年５月２７日付
で原案どおり承認された。
・２０１９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
②２０２０年度第２回理事会を書面にて決議し、次の件について２０２０年６月２３日付
で原案どおり承認された。
・代表理事選任の件
③２０２０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３月３日付
で原案どおり承認された。
・２０２０年度公募による研究助成の件
・２０２１年度事業計画および収支予算の件
・顧問委嘱の件
（２）評議員会
２０２０年度定時評議員会を２０２０年６月２３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。
・２０１９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
・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
①２０２０年６月２３日定時評議員会にて理事改選があり、斎藤勝利評議員が選任さ
れた。森田富治郎理事は退任された。
➁２０２０年６月２３日定時評議員会にて評議員改選があり、新たに稲垣精二評議員、
南部雅実評議員が選任された。斎藤勝利評議員、加納裕之評議員は退任された。
③２０２０年６月２３日理事会にて斎藤勝利理事が理事長に選任された。
２０２１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）

小野 文夫(常務理事)

青木 和夫

甲斐 一郎

佐藤 滋

陣内 秀信

鈴木 信正

日端 康雄

牧野 カツコ

渡邉 光一郎

渡辺 秀樹

［監事］
（２名）
高島 雅博

米林 喜男

［評議員］
（１１名）
泉 邦寿

稲垣 精二

大村 謙二郎

小笠原 清忠

菊田 徹也

後藤 春彦

定行 まり子

南部 雅実

野原 裕

服部 万里子

山下 安雄

（２）登記に関する事項
２０２０年７月３日に理事、評議員の異動について登記を完了した。
以

上

