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2021
〈募集期間〉2021年4月16日（金）～2021年9月30日（木）

公園で「実現した夢」「やりたい夢」を

募集しています！募集しています！

2020年に最優秀賞を受賞した『恵庭ふるさと公園を利用した黄金ふゆフェスタ・なつフェスタ』をイメージした絵です

※詳細は、公式HPをご覧ください（https://yumeplan.prfj.or.jp/）。※最優秀賞　該当なし

「やりたい夢」部門 入賞作品

公園・夢プラン大賞2019 やりたい夢部門 
最優秀賞「ふるさと村 妖怪めぐり」が実現しました。

〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12江戸川橋ビル2階
一般財団法人 公園財団
TEL.03-6674-1188（担当：高橋・森崎）　FAX.03-6674-1190
専用メールアドレス　yumeplan@prfj.or.jp
公式ホームページ　https://yumeplan.prfj.or.jp

係「公園・夢プラン大賞」

SDG
【シャケとダークナイトゴミ拾い】
応 募 者：渡邊 朝子
実施希望公園：柏崎さけのふるさと公園（新潟県柏崎市）

日替迷路にメ～ロ※（※me-眼 ro-ロ）
応 募 者：のりちゃん
実施希望公園：どこでも。平地があるところ。

デジタル焚き火で、みんなの
ナイトパーク体験
応 募 者：田中 翔太
実施希望公園：代々木公園など渋谷区の公園

アートシェードパーク 
━大空の美術館━
応 募 者：原 昌之
実施希望公園：大きな広場のある公園

生き物スタンプラリー
応 募 者：安達 和紀
実施希望公園：ある程度の面積があり緑のある公園
　　　　　　　（神奈川県藤沢市）

石垣クライミングで忍者・歴史体験
応 募 者：橘 幸宏
実施希望公園：福井城址・福井市中央公園
　　　　　　　（福井県福井市）

公園で愛を育む
応 募 者：甲斐 理恵
実施希望公園：浜離宮恩賜公園、新宿御苑
　　　　　　　（東京都港区・新宿区）

公園守り神の旅
応 募 者：山田 豪
実施希望公園：台東区内の公園全て

全国公園研究図鑑：公園で大発見！！
応 募 者：下中 康行
実施希望公園：すべての公園

応 募 者：石川　泰
実施希望公園：国営みちのく杜の湖畔公園
　　　　　　　（宮城県柴田郡川崎町）

2020年11月14日から21年1月中旬まで
宮城県にある国営みちのく杜の湖畔公園の
ふるさと村に妖怪があらわれ、多くの方に
お楽しみいただきました。
2021年も冬季に規模を拡大して開催。
妖怪もパワーアップ！

応募件数

343件

応 募
お問い合わせ先



「実現した夢」部門

「やりたい夢」部門

賞状＋副賞（5万円のギフト券）×1本

賞状＋副賞（3万円のギフト券）×2本

賞状＋副賞（1万円のギフト券）×5本

「公園・夢プラン大賞」は、全国の公園緑地を舞台に、市民による自由な発想で実施されたイベントや活動、
これからやってみたいアイデア・プランを募集し、審査表彰するもので、公園を楽しく使いこなす人々を
更に増やしてゆくことを目指しています。

審査結果は12月上旬頃、「公園・夢プラン大賞」HP上で公開します（受賞者には直接お知らせします）。
URL https://yumeplan.prfj.or.jp

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。

HPの応募フォームからご応募ください。
応募用紙に必要事項を記入し、Eメールでお送りいただ
くこともできます。
郵送・FAXでの応募も受け付けます。

応募条件

表彰

応募方法

賞状＋副賞（10万円のギフト券）×1本

賞状＋副賞（5万円のギフト券）×2本

賞状＋副賞（1万円のギフト券）×5本

※入賞・入選者にはホームページなどで使えるエンブレムをお贈りします。
※他薦の場合、賞状及び副賞は夢を実現させた団体・組織へお贈りします。

過去 5年間（2017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。
※他薦の場合は、イベントや活動実施者の了解を得て下さい。

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）。

HPの応募フォームからご応募ください。
応募用紙に必要事項を記入し、Eメールでお送りいただ
くこともできます。
郵送での応募も受け付けます。
実施状況写真（3枚まで）は必ず添付してください。

応募条件
イベントや活動にかけた思いが伝わってくるもの
公園、地域や街の活性化に関わったもの

表彰

応募方法

やってみたくなる・参加したくなる新しいイベントの
アイデア
公園の利用方法の新しい提案

審査のポイント

審査のポイント

公園・夢プラン大賞では、
2部門を募集しています。

〜

結果発表

〈募集期間〉

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を募集します。

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アを募集します。

2021年9月30日（木）
2021年4月16日（金）

大賞2021大賞2021

大賞2021大賞2021

大賞2021大賞2021

大賞2021大賞2021

大賞2021大賞2021

大賞2021大賞2021

少子高齢化とともに、地域間の繋がりが少なくなる昨今において、
身近な公園をフィールドとした地域コミュニティの活性化や、次世
代を担う子どもたちなど世代間を超えた交流ができないかと考え、

企画を進めました。市・公園管理者・市民と共同で更に進め、地域の複数の町内会、地元の小
中大学生など多様な参加者が集い、活動を進めていく中で、人が人をつなぎ、地域のコミュニティ
形成や次世代を担う子どもたちへの継承を進めていきます。

『身近な公園を使って地域コミュニティの活性化！』
　JR 恵庭駅の北側に広がる住宅街の中心に位置する 4.0ha の恵庭ふるさと公園
を利用して、『公園を使い倒そう！』をテーマに地域住民や公園に関わる様々な団体
が夏と冬のイベントを企画・実施しました。
◆黄金ふゆフェスタ
　市内全域大規模イベント「シーニックナイト（恵庭）」で使ったアイスキャンドル
を再利用し、光の回廊を作成した他、エスキモーの住居である「イグルー」を学んで
作る体験イベント、地元園児・学生らが作ったミニ雪像の展示と審査、馬搬を学ぶ
「馬そり」など体験イベントを実施。
◆黄金なつフェスタ
　学区内小学生を対象に公園内の伐採予定である樹木を、レクチャーを受けながら
チェーンソーを使った切り倒しの見学を行い、その後、幹や枝を近隣の大学生が協力
し小学生と共に、ノコギリを用いて、ベンチやスツール、樹名板づくりを行いました。

恵庭ふるさと公園を利用した黄金ふゆフェスタ・なつフェスタ
実施公園：恵庭ふるさと公園 （北海道恵庭市）
実 施 者：恵庭ふるさと公園フェスタ実行委員会 

※詳細は、公園文化WEB　公園の達人 https://www.midori-hanabunka.jp/tatujin?term=t38 にて紹介しています！

アピールポイント

2020 年10月30日（金）に実施した審査会（審査委員長：三島孔明准教授　千葉大学大学院 園芸学研
究科）による厳正な審査の結果、以下のプランが入賞しました。

公園・夢プラン大賞2020 審査結果発表公園・夢プラン大賞2020 審査結果発表

応募件数

36件「実現した夢」部門

「実現した夢」部門
入賞作品

グリーンヨガフェスタ町田
実施団体：グリーンヨガフェスタ町田実行委員会
実施公園：野津田公園（東京都町田市）

公園つくるんデス！ 
～日本一ちっちゃな村の小学生と
造園屋さんの挑戦～
実施団体：舟橋村園むすびプロジェクト
実施公園：京坪川河川公園（富山県中新川郡舟橋村）

堀川まつり　
獅子山（山車）に疫病退散の願い込めて
実施団体：まきわら舟獅子舞保存会
実施公園：宮の渡し公園（愛知県名古屋市）

Books and English Garden
実 施 者：リボンの会　
実施公園：みやまイギリス庭園
　　　　　（岡山県玉野市）

星空案内イベント「飛鳥の宙」
実施団体：星空案内イベント
　　　　　「飛鳥の宙」制作 Team
実施公園：国営飛鳥歴史公園
　　　　　（奈良県高市郡明日香村）

豊かな自然環境を活かした多彩なイベント展開による
地域の活性化誘起活動
実施団体：赤羽緑地を守る会
実施公園：赤羽緑地（自然観察ふれあい公園）（茨城県日立市）

公園から地域へ・そして次世代へ！
自然の魅力を見つけ・楽しみ・発信する人を育む夢の実現
実施団体：雨ふる大地の水辺保全ネットワーク
実施公園：
大阪府営石川河川公園　他
（大阪府羽曳野市　他）



公園・夢プラン大賞 2021

夢を実現させた団体・組織名等 フ リ ガ ナ

※ご記入いただいた個人情報は、公園・夢プラン大賞に関する連絡等以外に使用しません。

※入賞・入選プランは公園・夢プラン大賞HP等にて公開いたします。
※応募用紙の記入の際にはHPの応募方法ページ「応募用紙記入例」もご参照ください。

※スペースが不足する場合は他の紙に記入して同封してください（800文字以内）。

※この夢にかけた思いや夢を叶えるために工夫したこと、夢の実現によって得たものを書いてください（800文字以内）。
※スペースが不足する場合は他の紙に記入して同封または添付してください。

応募者氏名

応募者
住　所

応募者
連絡先

TEL.

公園
名称

年　　　　　月　　　　　日　　～　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日（　　　　日間）

開催場所

実施概要
※800文字以内

「夢」 の
アピールポイント
※800文字以内

実施体制

イベント経費概算

添付資料

どちらで公園・夢プラン大賞をお知りになりましたか？

開催期日

イベント・活動名称

公　園
所在地

スタッフ数 参加者数円 人 人

主　催

共　催

協　賛

実施状況写真 （3枚まで） その他 （企画書・チラシ・新聞記事 等）

資料名 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）電子データ　　　枚 紙焼　　　枚

協　力

後　援

〒　　 　　　 　　

FAX.

□募集案内チラシ 配布場所等：
□新聞等の記事 新聞名等：
□知人からの紹介 紹介者等：
□HP・WEBサイト サイト名等：
□その他：

E-mail

性　別

年　齢
役職の所属団体・

役職
所属団体
役職

実現した夢
●HPの応募フォームから応募できます。
●HP（https://yumeplan.prfj.or.jp）からダウンロードしたExcelファイルに必要事項を
　記入し、Eメールで応募いただくこともできます。
●「実現した夢」部門は実施状況写真（3枚まで）とそのタイトルを必ず添えてお送りください。
●郵送での応募も受け付けます。

□自分たちの活動を応募
□他薦による応募　➡　□応募について活動実施状況の了解をえている （※こちらにチェックがない場合は受付けません）

応募形態を
お選びください

※写真以外の添付資
　料はA4サイズ2枚
　までとします。



公園・夢プラン大賞 2021

フ リ ガ ナ

※このアイディアによって叶えたいこと、あなたの夢を書いてください。

氏　名

住　所

連絡先
TEL.

内　容
※800文字以内

「夢」 の
アピールポイント
※800文字以内

実施したい公園

どちらで公園・夢プラン大賞をお知りになりましたか？
※複数回答可

タイトル

実在する公園名または
公園の条件（広場のある公園等）

所在地
※市区町村まで

FAX.

□募集案内チラシ 配布場所等：
□新聞等の記事 新聞名等：
□知人からの紹介 紹介者等：
□HP・WEBサイト サイト名等：
□その他：

E-mail

年　齢性　別

やりたい夢
●HPの応募フォームから応募できます。
●HP（https://yumeplan.prfj.or.jp）からダウンロードしたExcelファイルに必要事項を
　記入し、Eメールで応募いただくこともできます。
●郵送・FAXでの応募も受け付けます。

※入賞・入選プランは公園・夢プラン大賞HP等にて公開いたします。
※応募用紙の記入の際にはHPの応募方法ページ「応募用紙記入例」もご参照ください。

※ご記入いただいた個人情報は、公園・夢プラン大賞に関する連絡等以外に使用しません。

〒 　　


