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2017 年３月 29 日  

 

都市の緑３表彰の特別協賛と募集開始  

 

第一生命保険株式会社（社長：渡邉光一郎）は、「都市の緑３表彰」（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）に特別協賛し、４月１日（土）より募集を開始します。 

本賞を通じ多くの皆さまに都市の緑化に対する関心を持っていただくことで、社会的重要課題である

“都市環境の保全や再生”“地域コミュニティの形成・生活の質の向上”に資する取組みを積極的に支援

します。 

 

＜緑の環境プラン大賞＞（別紙１）  

緑豊かな都市環境で育まれる人と自然とのふれあいやコミュニティ醸成、環境保全を目的とした緑化プラン

を全国から募集し、優秀作を顕彰、助成を行います。本賞は、1990 年に創設され、国土交通大臣賞を有する

表彰制度です。  

特別企画「おもてなしの庭」は、2020 年までの期間限定で、花と緑で観光客を迎える優れた緑化プランに

助成を行っています。（東京都限定）  

 

＜緑の都市賞＞（別紙２） 

樹木や花、水辺などの「みどり」を用いた環境の改善、景観の向上、地域社会の活性化、青少年の育成

等に取り組み、環境や社会に対して貢献している団体等を顕彰する、内閣総理大臣賞・国土交通大臣賞を

有する表彰制度です。快適で地域に優しい生活環境の創出を推進することを目的として、1981 年に創設され

ました。  

 

＜屋上・壁面緑化技術コンクール＞（別紙３） 

屋上や壁面等の特殊空間の緑化に取り組み、優れた成果をあげている民間企業、公共団体等を顕彰す

る国土交通大臣賞・環境大臣賞を有する表彰制度です。緑化技術の一層の普及推進を図り、都市環境の

改善や豊かな都市生活の実現に寄与することを目的として、2002年に創設されました。  

 

当社は、DSR（Dai-ichi’s Social Responsibil ity：第一生命グループの社会的責任）経営の一環として、

「健康の増進」「豊かな次世代社会の創造」「環境の保全」を社会貢献活動のテーマに掲げ社会課題の

解決に取り組んでいます。「都市の緑３表彰」への特別協賛を通じた支援は、生物多様性保全やヒート

アイランド現象緩和、緑によるやすらぎの提供、環境教育や情操教育等、各テーマに資するものです。 
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（別紙１） 

＜「第 28 回緑の環境プラン大賞」募集概要＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

主催  
公益財団法人都市緑化機構  
一般財団法人第一生命財団  

特別協賛  第一生命保険株式会社  

協賛  
一般社団法人建設広報協会 /一般社団法人日本公園緑地協会 / 

一般社団法人日本造園建設業協会 /都市緑化基金等連絡協議会  

後援  
国土交通省 /環境省/全国知事会/全国市長会 /全国町村会/ 

東京都（特別企画「おもてなしの庭」）  

協力  株式会社フジテレビジョン/株式会社産業経済新聞社 /株式会社ニッポン放送  

応募方法  
所定の応募用紙に必要事項を記入し、提出必要資料を添えて事務局へ送付くださ
い。 

審査委員  

■審査委員長  
福井県立大学  学長/東京農業大学  名誉教授  進士五十八  

■審査委員  
東京農業大学  教授  金子忠一  
国土交通省  都市局長  栗田卓也  
マネジメントコンサルタント  永山妙子  
シンクタンク・ソフィアバンク 代表  藤沢久美  
株式会社産業経済新聞社 取締役 営業・事業担当 松本肇  
筑波大学  教授  村上暁信  
公益財団法人都市緑化機構  専務理事  宮下和正  
第一生命保険株式会社  代表取締役社長  稲垣精二  
一般財団法人第一生命財団  常務理事  小野文夫  

（敬称略  2017年４月時点） 

表彰  

□シンボル･ガーデン部門  ＜※助成金 800万円上限＞  

・国土交通大臣賞  １点     （賞状・副賞・助成金） 
・緑化大賞  ２点程度  （賞状・助成金） 
□ポケット･ガーデン部門  ＜※助成金 100万円上限＞  

・国土交通大臣賞  １点     （賞状・副賞・助成金） 
・コミュニティ大賞  ９点程度  （賞状・助成金） 
□特別企画「おもてなしの庭」  ＜※助成金 2,020万円上限＞  

・大賞  １点     （賞状・助成金） 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 
募集期間  2017年４月１日（土）～2017年６月 30日（金） 

受賞発表  2017年10月中旬  
表彰式  2017年11月～12月  
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（別紙２） 

＜「第37回緑の都市賞」募集概要＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主催  公益財団法人都市緑化機構  

特別協賛  第一生命保険株式会社  

協賛  

日本商工会議所 /公益社団法人日本青年会議所 /一般社団法人日本公園緑地協
会 /一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会 /一般財団法人公園財団 /一般
財団法人日本造園修景協会 /一般財団法人日本緑化センター/公益財団法人河川
財団 /一般社団法人日本建設業連合会  

後援  国土交通省 /総務省/環境省/全国知事会/全国市長会 /全国町村会  

応募方法  所定の応募用紙に必要事項を記入し、提出必要資料を添えて事務局へ送付くださ
い。 

審査委員  

■審査委員長  
印刷博物館  館長  樺山紘一  

■審査委員  
千葉大学  教授  池邊このみ 
中央大学  教授  石川幹子  
一般社団法人日本経済団体連合会 教育・スポーツ推進本部長 井上洋  
国土交通省  都市局長  栗田卓也  
法政大学  教授  陣内秀信  
ゆとり研究所  所長  野口智子  
東京都市大学  教授  涌井史郎  
公益財団法人都市緑化機構  専務理事  宮下和正  
第一生命保険株式会社  取締役常務執行役員  武富正夫  

（敬称略  2017年４月時点） 

表彰  

□内閣総理大臣賞  １点    （賞状・副賞・助成金 20万円） 
□国土交通大臣賞  ３点以内（賞状・副賞・助成金 15万円） 

□都市緑化機構会長賞  ３点以内（賞状・助成金 10万円） 
□奨励賞  若  干   （賞状・助成金  ５万円） 
※助成金は「緑の市民協働部門」受賞団体のみ  

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 
募集期間  2017年４月１日（土）～2017年６月 30日（金） 

受賞発表  2017年10月中旬  

表彰式  2017年11月～12月  
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（別紙３） 

＜「第16回屋上・壁面緑化技術コンクール」募集概要＞ 

 
 
 
※応募の詳細は、下記までお問い合わせ下さい。 
 
公益財団法人都市緑化機構   
「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」  各事務局  
〒101－0051  東京都千代田区神田神保町３-２-４ 田村ビル２階  
TEL： 03-5216-7191   FAX： 03-5216-7195   E-mail ： midori .info@urbangreen.or. jp  

  

＊応募要綱・応募用紙は下記ホームページよりダウンロード下さい。  
URL： https://urbangreen.or. jp/grant/3hyosho  

主催  公益財団法人都市緑化機構  

特別協賛  第一生命保険株式会社  

協賛  

住友林業株式会社 /一般財団法人公園財団 /公益財団法人都市計画協会 /一
般財団法人日本造園修景協会 /一般財団法人日本緑化センター/一般社団法
人日本公園緑地協会 /一般社団法人日本造園建設業協会 /一般社団法人日
本公園施設業協会 /一般社団法人日本建設業連合会 /一般社団法人公共建
築協会 /一般社団法人不動産協会 /一般社団法人日本造園組合連合会 /一般
社団法人日本植木協会 /一般社団法人都市計画コンサルタント協会 /公益社団
法人日本造園学会 /一般社団法人日本ビルヂング協会連合会 /一般社団法人
日本建築学会 /一般財団法人日本建築センター/一般財団法人日本宝くじ協会
/一般財団法人民間都市開発推進機構 /一般社団法人ランドスケープコンサルタ
ンツ協会 /一般社団法人ランドスケープアーキテクト連盟  

後援  国土交通省 /環境省/東京都/日本経済新聞社  

応募方法  所定の応募用紙に必要事項を記入し、提出必要資料を添えて事務局へ送付くださ
い。 

審査委員  

■審査委員長  
  大阪府立大学大学院  教授  山田宏之   
■審査委員  

一般社団法人日本経済団体連合会 教育・スポーツ推進本部長 井上洋  
東京工業大学 名誉教授、環境デザイン研究所会長  仙田満      
一般財団法人日本建築センター  常務理事  塚田市朗  
環境省 水・大気環境局 大気環境課 大気生活環境室長  行木美弥  
国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 緑地環境室長  古澤達也  
日経ＢＰ社 日経BPインフラ総合研究所 主席研究員  真部保良  
京都学園大学  教授  森本幸裕  
日本大学短期大学部  准教授  山崎誠子  
公益財団法人都市緑化機構  専務理事  宮下和正  
第一生命保険株式会社  取締役常務執行役員  武富正夫  

（敬称略  2017年４月時点） 

表彰  

□国土交通大臣賞  ２点     （賞状・副賞） 

□環境大臣賞  ２点     （賞状・副賞） 
□日本経済新聞社賞  ２点     （賞状） 

□都市緑化機構会長賞   ３～６点   （賞状） 

ｽｹｼﾞｭｰﾙ 
募集期間       2017年４月１日（土）～2017年６月 30日（金） 

受賞発表       2017年10月中旬  

表彰式        2017年11月～12月  
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