
井下 清

第 58回「東京都公園協会賞」募集案内

１. 募集部門 （１）技術

（２）論文

（３）実施記録および報告

（４）ボランティア活動・社会貢献活動

公益財団法人東京都公園協会では、東京を緑豊かな都市にするため、東京都公園協会賞の募集を行い
ます。皆様からのご応募をお待ちしています。

４. 応募締切 2023 年３月 31 日（金）【必着】

５. 表　　彰 審　　査　２０２３ 年５～６月
発　　表　２０２３ 年６月　緑と水の市民カレッジホームページに掲載すると共に、本人へ通知します。

表　　彰　２０２３ 年７月頃実施予定
副　　賞　最優秀賞　１点  ･･････１０万円
　　　　　優秀賞　　数点  ･･････ ５万円
　　　　　奨励賞　　数点  ･･････ ３万円

公益財団法人東京都公園協会

７. 委員名簿 第 58 回東京都公園協会賞選考委員会　委員名簿（五十音順・敬称略　2022.10.1 現在）

＊選考に関してのお問合せはご遠慮ください。
＊本募集案内に記載されている内容は必要に応じて変更することがあります。

粟野　隆 東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科 教授
木下　剛 千葉大学大学院 園芸学研究科 准教授
倉本　宣 明治大学 農学部 専任教授
齊藤　俊之 東京都建設局 河川部長
中野　恒明 芝浦工業大学 名誉教授
中村　圭吾 公益財団法人リバーフロント研究所 主席研究員
根来　千秋 東京都建設局公園緑地部 公園計画担当部長
前川　真一郎 選考委員会委員長
 公益財団法人東京都公園協会 常務理事

受賞作品については、受賞者が作品の要旨を作成し、当協会が発行する専門誌「都市公園」に掲載、広く
情報を公開します。また、緑と水の市民カレッジ事務局内「みどりの図書館 東京グリーンアーカイブス」
においても公開します。

６. 発　　表

※著作権について

　受賞作品の著作権は受賞者に帰属します。公益財団法人東京都公園協会が発行する「都市公園」に掲載された受賞作

　品の著作権は著作者に帰属しますが、運用については公益財団法人東京都公園協会が代行します。ただし著作者が自

　己の著作物を他の著作物に利用する場合はこの限りではありません。

第 57 回東京都公園協会賞　贈呈式

東京都内の公園緑地、都市緑化、水辺（主に河川や港湾部においての親水に関するもの）に関
するものであって、個人や企業などの団体による「緑と水」の計画、設計、施工及び管理等の
技術向上に寄与するもの。

〈例〉 ◎公園や水辺の計画、整備、管理等の技術的提案や成果、実績
 ◎概要の文章や図面、写真（模型などの場合はその写真）などで説明できるもの
 ◎学生の卒業制作

（一般の部・学生の部）
東京都内の公園緑地、都市緑化、水辺に関する論文であって、「緑と水」の普及啓発に寄与す
るもの。

東京都内の公園緑地、都市緑化、水辺において、参加・提案・実施した活動記録及び報告であって、
市民や公共団体及びこれに準ずる団体や職員による「緑と水」の普及啓発に寄与するもの。

（ただし、ボランティアの活動を重視したものは除く）

〈例〉 ◎個人や団体による東京を緑豊かで潤いのある都市にするための長年の調査記録や報告
 ◎ボランティア活動により蓄積されたデータなどが成果につながるもの

東京都内の公園緑地、都市緑化、水辺において、市民が積極的に参加協力したボランティア活
動及び社会貢献活動であって、「緑と水」の普及啓発に寄与するもの。

〈例〉 ◎ボランティアによる公園・水辺管理、観察会、ガイド活動、調査研究活動
 ◎企業が取り組む「緑と水」の普及啓発に寄与する CSR 活動

　公益財団法人東京都公園協会では、東京を緑豊かな都市にするため「緑と水」

の普及啓発に寄与した市民（個人または団体 ) から作品を募集し、優れたものを「東

京都公園協会賞」として表彰しています。 この賞は、東京市の公園課長で、その後、

東京都公園協会理事長を永らく務めた（故）井下清 氏の寄付を基金として、1964年

（昭和 39 年）に制定されました。

　1965 年４月に第１回贈呈式が行われて以来、毎年実施されています。

　過去の受賞者は、様々な分野で中核的・指導的役割を担って活躍されています。
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都

公益財団法人東京都公園協会では、東京を緑豊かで潤いのある都市にするため、「緑と水」の普及啓発に寄与

した個人または団体の作品を募集します。この賞は、東京の公園緑地行政に深く寄与された（故）井下清 氏

（東京市公園課長）の寄付を基金として、1964年（昭和39年）から毎年実施しています。皆様からのご応募を

お待ちしています。
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２. 応募資格 技術部門、論文部門については、過去２年間に制作したもので未発表のものとします。
（学内や社内等でのものは、その限りではありません）

３. 応募方法 部門別に必要な下記資料を添付のうえ、専用応募フォームよりお申込みください。
専用応募フォーム URL　https://form.run/@college-1663288305

※報告書の一部が冊子等の場合、別途郵送等にて審査用に８部ご提出ください。
　送付の際、東京都公園協会賞のホームページよりダウンロードできる
　応募用紙に必要事項を記入し、同封してください。
※応募の詳細については東京都公園協会賞のホームページをご覧ください。
　https://www.tokyo-park.or.jp/profile/prize/index.html 
※『個人情報の取り扱いについて』
　ご応募の際に頂いた個人情報につきましては、東京都公園協会賞に関わるご案内のみに使用します。

また、お預かりした個人情報は、その保護について万全を期すとともに、ご本人の同意なしに第三者
に開示提供することはございません。但し、法令等により開示を求められた場合を除きます。

位置図 ･･･････････････ 計画、設計、管理箇所等、施行場所がわかるもの　３枚まで
図　面 ･･･････････････ A2 版着色平面図
写　真 ･･･････････････ 主要部のカラー写真 4 枚程度を、A4 版台紙にまとめたもの
要　旨 ･･･････････････ 内容を簡潔にまとめたもの　A4 版１～２枚

（１）技術部門

論　文 ･･･････････････ 論文のコピー（全文）A4 版１部
要　旨 ･･･････････････ 内容を簡潔にまとめたもの　A4 版１～２枚

（２）論文部門

位置図 ･･･････････････ 実施した場所がわかるもの　A4 版１～２枚
報告書 ･･･････････････ 実施した活動記録等の内容がわかるもの　１部
写　真 ･･･････････････ 代表的な箇所の施工前・施工後等を、A4 版台紙１～２枚に
　　　　　　　　　　　まとめたもの

（３）実施記録および報告部門

報告書 ･･･････････････ ボランティア活動及び社会貢献活動の内容のわかるもの　１部
写　真 ･･･････････････ 活動の様子を撮影したカラー写真 4 枚程度を、A4 版台紙に
　　　　　　　　　　　まとめたもの
団体組織の概要など･･･ 緑と水の市民カレッジ事務局が作成した様式 A4 版

（４）ボランティア活動・社会貢献活動部門

〒100-0012   東京都千代田区日比谷公園１ｰ５ ３F
電話 03ｰ5532ｰ1306　 FAX  03ｰ5532ｰ1307
開館時間：午前９時から午後５時まで　
休　　館：日曜､祝日､年末年始（12/29 ～ 1/3）

E-mail：college@tokyo-park.or.jp

応募及び問い合わせ先

公益財団法人 東京都公園協会
緑と水の市民カレッジ事務局

井下 清
（1884 ～ 1973）
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１. 募集部門 （１）技術

（２）論文

（３）実施記録および報告

（４）ボランティア活動・社会貢献活動

公益財団法人東京都公園協会では、東京を緑豊かな都市にするため、東京都公園協会賞の募集を行い
ます。皆様からのご応募をお待ちしています。

４. 応募締切 2023 年３月 31 日（金）【必着】

５. 表　　彰 審　　査　２０２３ 年５～６月
発　　表　２０２３ 年６月　緑と水の市民カレッジホームページに掲載すると共に、本人へ通知します。

表　　彰　２０２３ 年７月頃実施予定
副　　賞　最優秀賞　１点  ･･････１０万円
　　　　　優秀賞　　数点  ･･････ ５万円
　　　　　奨励賞　　数点  ･･････ ３万円

公益財団法人東京都公園協会

７. 委員名簿 第 58 回東京都公園協会賞選考委員会　委員名簿（五十音順・敬称略　2022.10.1 現在）

＊選考に関してのお問合せはご遠慮ください。
＊本募集案内に記載されている内容は必要に応じて変更することがあります。

粟野　隆 東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科 教授
木下　剛 千葉大学大学院 園芸学研究科 准教授
倉本　宣 明治大学 農学部 専任教授
齊藤　俊之 東京都建設局 河川部長
中野　恒明 芝浦工業大学 名誉教授
中村　圭吾 公益財団法人リバーフロント研究所 主席研究員
根来　千秋 東京都建設局公園緑地部 公園計画担当部長
前川　真一郎 選考委員会委員長
 公益財団法人東京都公園協会 常務理事

受賞作品については、受賞者が作品の要旨を作成し、当協会が発行する専門誌「都市公園」に掲載、広く
情報を公開します。また、緑と水の市民カレッジ事務局内「みどりの図書館 東京グリーンアーカイブス」
においても公開します。

６. 発　　表

※著作権について

　受賞作品の著作権は受賞者に帰属します。公益財団法人東京都公園協会が発行する「都市公園」に掲載された受賞作

　品の著作権は著作者に帰属しますが、運用については公益財団法人東京都公園協会が代行します。ただし著作者が自

　己の著作物を他の著作物に利用する場合はこの限りではありません。

第 57 回東京都公園協会賞　贈呈式

東京都内の公園緑地、都市緑化、水辺（主に河川や港湾部においての親水に関するもの）に関
するものであって、個人や企業などの団体による「緑と水」の計画、設計、施工及び管理等の
技術向上に寄与するもの。

〈例〉 ◎公園や水辺の計画、整備、管理等の技術的提案や成果、実績
 ◎概要の文章や図面、写真（模型などの場合はその写真）などで説明できるもの
 ◎学生の卒業制作

（一般の部・学生の部）
東京都内の公園緑地、都市緑化、水辺に関する論文であって、「緑と水」の普及啓発に寄与す
るもの。

東京都内の公園緑地、都市緑化、水辺において、参加・提案・実施した活動記録及び報告であって、
市民や公共団体及びこれに準ずる団体や職員による「緑と水」の普及啓発に寄与するもの。

（ただし、ボランティアの活動を重視したものは除く）

〈例〉 ◎個人や団体による東京を緑豊かで潤いのある都市にするための長年の調査記録や報告
 ◎ボランティア活動により蓄積されたデータなどが成果につながるもの

東京都内の公園緑地、都市緑化、水辺において、市民が積極的に参加協力したボランティア活
動及び社会貢献活動であって、「緑と水」の普及啓発に寄与するもの。

〈例〉 ◎ボランティアによる公園・水辺管理、観察会、ガイド活動、調査研究活動
 ◎企業が取り組む「緑と水」の普及啓発に寄与する CSR 活動

　公益財団法人東京都公園協会では、東京を緑豊かな都市にするため「緑と水」

の普及啓発に寄与した市民（個人または団体 ) から作品を募集し、優れたものを「東

京都公園協会賞」として表彰しています。 この賞は、東京市の公園課長で、その後、

東京都公園協会理事長を永らく務めた（故）井下清 氏の寄付を基金として、1964年

（昭和 39 年）に制定されました。

　1965 年４月に第１回贈呈式が行われて以来、毎年実施されています。

　過去の受賞者は、様々な分野で中核的・指導的役割を担って活躍されています。

東
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都

公益財団法人東京都公園協会では、東京を緑豊かで潤いのある都市にするため、「緑と水」の普及啓発に寄与

した個人または団体の作品を募集します。この賞は、東京の公園緑地行政に深く寄与された（故）井下清 氏

（東京市公園課長）の寄付を基金として、1964年（昭和39年）から毎年実施しています。皆様からのご応募を

お待ちしています。
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公園協会賞

２. 応募資格 技術部門、論文部門については、過去２年間に制作したもので未発表のものとします。
（学内や社内等でのものは、その限りではありません）

３. 応募方法 部門別に必要な下記資料を添付のうえ、専用応募フォームよりお申込みください。
専用応募フォーム URL　https://form.run/@college-1663288305

※報告書の一部が冊子等の場合、別途郵送等にて審査用に８部ご提出ください。
　送付の際、東京都公園協会賞のホームページよりダウンロードできる
　応募用紙に必要事項を記入し、同封してください。
※応募の詳細については東京都公園協会賞のホームページをご覧ください。
　https://www.tokyo-park.or.jp/profile/prize/index.html 
※『個人情報の取り扱いについて』
　ご応募の際に頂いた個人情報につきましては、東京都公園協会賞に関わるご案内のみに使用します。

また、お預かりした個人情報は、その保護について万全を期すとともに、ご本人の同意なしに第三者
に開示提供することはございません。但し、法令等により開示を求められた場合を除きます。

位置図 ･･･････････････ 計画、設計、管理箇所等、施行場所がわかるもの　３枚まで
図　面 ･･･････････････ A2 版着色平面図
写　真 ･･･････････････ 主要部のカラー写真 4 枚程度を、A4 版台紙にまとめたもの
要　旨 ･･･････････････ 内容を簡潔にまとめたもの　A4 版１～２枚

（１）技術部門

論　文 ･･･････････････ 論文のコピー（全文）A4 版１部
要　旨 ･･･････････････ 内容を簡潔にまとめたもの　A4 版１～２枚

（２）論文部門

位置図 ･･･････････････ 実施した場所がわかるもの　A4 版１～２枚
報告書 ･･･････････････ 実施した活動記録等の内容がわかるもの　１部
写　真 ･･･････････････ 代表的な箇所の施工前・施工後等を、A4 版台紙１～２枚に
　　　　　　　　　　　まとめたもの

（３）実施記録および報告部門

報告書 ･･･････････････ ボランティア活動及び社会貢献活動の内容のわかるもの　１部
写　真 ･･･････････････ 活動の様子を撮影したカラー写真 4 枚程度を、A4 版台紙に
　　　　　　　　　　　まとめたもの
団体組織の概要など･･･ 緑と水の市民カレッジ事務局が作成した様式 A4 版

（４）ボランティア活動・社会貢献活動部門

〒100-0012   東京都千代田区日比谷公園１ｰ５ ３F
電話 03ｰ5532ｰ1306　 FAX  03ｰ5532ｰ1307
開館時間：午前９時から午後５時まで　
休　　館：日曜､祝日､年末年始（12/29 ～ 1/3）

E-mail：college@tokyo-park.or.jp

応募及び問い合わせ先

公益財団法人 東京都公園協会
緑と水の市民カレッジ事務局

井下 清
（1884 ～ 1973）
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※肩書きは令和４年３月31日現在

アンケートの様子　雑司が谷公園にて

第57回 東京都公園協会賞

最優秀賞
近接する公園の連携整備計画についての研究―雑司が谷の7つの公園を対象として―

日本女子大学 家政学部 住居学科 建築デザイン専攻  安本 萌恵論文部門

善福寺公園上池地域 復元位置 復元地整備活動後写真 ムラサキミツバ移植の様子

優秀賞
善福寺公園（杉並区）でボランティアが植生調査に基づいた生物多様性に配慮した3年間の活動

善福寺公園 植物勉強会 代表  佐藤 康子ボランティア・社会貢献活動部門

旧芝離宮恩賜庭園の位置図 周辺から誰でも自由に庭園を
観賞可能な場所

庭園観賞者数の概略図

優秀賞
旧芝離宮恩賜庭園を観賞する人と範囲の変遷に関する研究

千葉大学 園芸学部 緑地環境学科  石綿 優大郎論文部門

インクルーシブ・プレイグラウンド設置
位置図（全体図面）

サポート付きブランコの利用状況 建込状況

優秀賞
インクルーシブ・プレイグラウンド整備及び利用実証実験に関する報告

インクルーシブ・プレイグラウンド研究会 代表  早貸 秀樹実施記録及び報告部門

水を訓む―河川とボーダーレスな
“親水公園”のデザイン提案―

よ

奨励賞
千葉大学大学院 園芸学研究科  石川 里桜

技術部門

公園全体の整備計画図

コロナ時代における都市崖線公園緑地の
空間的特性と利用に関する基礎的研究
～新宿区立おとめ山公園を対象として～

奨励賞
中央大学 理工学部 人間総合理工学科  韓 煜明

論文部門

利用者密集程度とGIユニットの位置関係

公園の設計・運営をめぐる井下清の理念と実践
―復興小公園を中心に―

奨励賞
東京工業大学 環境・社会理工学院 土木・環境工学系 都市・環境学コース  中島 深太朗

論文部門

元町公園平面図

かん   ゆう めい

都市公園における利用者の滞留空間の選択に
関する研究―猿江恩賜公園を例に―

奨励賞
千葉大学 園芸学部 緑地環境学科  池田 龍仁

論文部門

360度カメラによる10/30・11/3の滞留状況

「六義園の自然」表紙

実施記録及び報告部門

六義園の自然　植物・樹木編

奨励賞
六義園ガイド倶楽部  代表  加納 達信

ボランティア・社会貢献活動部門

皆伐更新による雑木林管理

奨励賞
桜ケ丘公園雑木林ボランティア

伐採作業の様子

ボランティア・社会貢献活動部門

企業が地域協働で取り組む「自然と産業の
コラボレーション」の普及啓発に寄与する
CSR活動～森のめぐみの体験学習～

奨励賞
エコシステムアカデミー水元 代表  板倉 完次

水元公園夏休み自由研究講座の様子

「赤坂農園」活動報告 ～屋上緑化から、野菜を
年4作収穫できる社員参加の企業農園へ～

実施記録及び報告部門奨励賞
（株）One Team  代表  伊藤 仁

2019年夏野菜収穫の様子

ボランティア・社会貢献活動部門

公園をみんなでつくり続けて16年

奨励賞
南沢水辺公園のなかまたち

子どもたちと草刈り作業の様子

受賞作品

●開架書庫 

●閉架書庫

  ●閲覧案内
　・園芸・造園等に関する最新雑誌
　・園芸百科・動植物図鑑
　・公園・庭園の参考書
　・都市計画・公園関係の行政報告書
　・自然の写真集
　・江戸歴史散策本　など
　・児童書コーナー　工作コーナー
　

  ●所蔵資料
　・図書
　・図面
　・雑誌バックナンバー
　・古い写真
　・絵はがき・錦絵 　など
　  閉架書庫に所蔵されている
       資料を閲覧になりたい場合は、
　  資料閲覧請求票をご記入の上、
　  受付までお申し出ください。
　  図面・写真等データ化してある
　  ものは原本ではなくデータ上
　  での閲覧が可能です。

　  ●所蔵資料のご紹介
　公園や緑に関する資料や情報を
　幅広く収集し、貴重な歴史的財産
　として大切に保存・保管しています。

▲昭和６、7年の公園関係資料

▲戦前の公園
　パンフレット

都市の緑に関わる展示を行う
「ギャラリー」、ボランティア団体

が利用できる情報交換等の場と
なる「研修・交流室」「情報コー
ナー」を運営しています。

みどりの  i プラザ
あ　い

緑と水のカレッジ講座
緑と水に関する知識が学べる講
座を実施し、多くの方々にご参
加いただいています。
※オンライン講座も好評開催中

　です。

みどりの図書館　東京グリーンアーカイブス

公園や緑地、植物などみどりに
関する広範な資料を収集・公開
しています。
東京都の公園に関する古い図面、
写真、絵はがきなどもあります
ので、閲覧については職員にお
尋ね下さい。

公益財団法人　東京都公園協会

緑と水の市民カレッジ
公益財団法人東京都公園協会の
運営する「緑と水の市民カレッ
ジ」は、東京の緑と水について
幅広く学べる講座を行い、緑や
環境に関する図書や資料を収蔵、
閲覧できる施設として 2000 年

（平成 12 年）より広く市民の皆
様に親しまれてきました。
2008 年から緑と水の市民カレッジに東京の緑と水の情報発信基地

「みどりの    i   プラザ」が新たに開設、緑と水の市民カレッジは緑と水
に関する資料収蔵・学習の場の提供・情報発信の３つの機能をもつ総合
的な施設となりました。

あ　い

●インターネットを使って情報提供
　緑と水の市民カレッジの講座や展示に関する情報、収蔵している図書
　検索を公益財団法人東京都公園協会のホームぺージを通じて提供して
　います。
　ホームページアドレス
　https://www.tokyo-park.or.jp/college/

●出版物のご案内
　公園緑地の最新情報をお知らせする公園専門誌「都市公園」、各公園
　の歴史などを紹介する「東京公園文庫」などの発行・販売も行ってお
　ります。

緑と水の市民カレッジ 検 索

●資料検索のご案内
　図書館内にある検索パソコンで資料の検索ができます。
　また、インターネットからの資料検索もできます。
 東京グリーンアーカイブス 検 索

●閲覧
各種資料は図書館内でのみ閲覧できます。貸出は行っていません。

●複写
コピーサービス（有料）は、著作権法の範囲内に限り可能です。

●レファレンスサービス
資料等でご質問がありましたら、お気軽にご相談下さい。

●デジタルデータ貸出
図面・写真・絵はがき等の画像データの貸出につきましては、別途申請手続きが必
要です。詳しい方法などは図書館職員までお問合せください。

●ご利用案内

▲日比谷公園池畔之景 ▲日比谷公園之夜景

▼日比谷公園開園時の
本多静六設計図戦災で焼失した

小石川後楽園の唐門

▼尾州外山御屋敷御庭之絵図

▼



※肩書きは令和４年３月31日現在

アンケートの様子　雑司が谷公園にて

第57回 東京都公園協会賞

最優秀賞
近接する公園の連携整備計画についての研究―雑司が谷の7つの公園を対象として―

日本女子大学 家政学部 住居学科 建築デザイン専攻  安本 萌恵論文部門

善福寺公園上池地域 復元位置 復元地整備活動後写真 ムラサキミツバ移植の様子

優秀賞
善福寺公園（杉並区）でボランティアが植生調査に基づいた生物多様性に配慮した3年間の活動

善福寺公園 植物勉強会 代表  佐藤 康子ボランティア・社会貢献活動部門

旧芝離宮恩賜庭園の位置図 周辺から誰でも自由に庭園を
観賞可能な場所

庭園観賞者数の概略図

優秀賞
旧芝離宮恩賜庭園を観賞する人と範囲の変遷に関する研究

千葉大学 園芸学部 緑地環境学科  石綿 優大郎論文部門

インクルーシブ・プレイグラウンド設置
位置図（全体図面）

サポート付きブランコの利用状況 建込状況

優秀賞
インクルーシブ・プレイグラウンド整備及び利用実証実験に関する報告

インクルーシブ・プレイグラウンド研究会 代表  早貸 秀樹実施記録及び報告部門

水を訓む―河川とボーダーレスな
“親水公園”のデザイン提案―

よ

奨励賞
千葉大学大学院 園芸学研究科  石川 里桜

技術部門

公園全体の整備計画図

コロナ時代における都市崖線公園緑地の
空間的特性と利用に関する基礎的研究
～新宿区立おとめ山公園を対象として～

奨励賞
中央大学 理工学部 人間総合理工学科  韓 煜明

論文部門

利用者密集程度とGIユニットの位置関係

公園の設計・運営をめぐる井下清の理念と実践
―復興小公園を中心に―

奨励賞
東京工業大学 環境・社会理工学院 土木・環境工学系 都市・環境学コース  中島 深太朗

論文部門

元町公園平面図

かん   ゆう めい

都市公園における利用者の滞留空間の選択に
関する研究―猿江恩賜公園を例に―

奨励賞
千葉大学 園芸学部 緑地環境学科  池田 龍仁

論文部門

360度カメラによる10/30・11/3の滞留状況

「六義園の自然」表紙

実施記録及び報告部門

六義園の自然　植物・樹木編

奨励賞
六義園ガイド倶楽部  代表  加納 達信

ボランティア・社会貢献活動部門

皆伐更新による雑木林管理

奨励賞
桜ケ丘公園雑木林ボランティア

伐採作業の様子

ボランティア・社会貢献活動部門

企業が地域協働で取り組む「自然と産業の
コラボレーション」の普及啓発に寄与する
CSR活動～森のめぐみの体験学習～

奨励賞
エコシステムアカデミー水元 代表  板倉 完次

水元公園夏休み自由研究講座の様子

「赤坂農園」活動報告 ～屋上緑化から、野菜を
年4作収穫できる社員参加の企業農園へ～

実施記録及び報告部門奨励賞
（株）One Team  代表  伊藤 仁

2019年夏野菜収穫の様子

ボランティア・社会貢献活動部門

公園をみんなでつくり続けて16年

奨励賞
南沢水辺公園のなかまたち

子どもたちと草刈り作業の様子

受賞作品

●開架書庫 

●閉架書庫

  ●閲覧案内
　・園芸・造園等に関する最新雑誌
　・園芸百科・動植物図鑑
　・公園・庭園の参考書
　・都市計画・公園関係の行政報告書
　・自然の写真集
　・江戸歴史散策本　など
　・児童書コーナー　工作コーナー
　

  ●所蔵資料
　・図書
　・図面
　・雑誌バックナンバー
　・古い写真
　・絵はがき・錦絵 　など
　  閉架書庫に所蔵されている
       資料を閲覧になりたい場合は、
　  資料閲覧請求票をご記入の上、
　  受付までお申し出ください。
　  図面・写真等データ化してある
　  ものは原本ではなくデータ上
　  での閲覧が可能です。

　  ●所蔵資料のご紹介
　公園や緑に関する資料や情報を
　幅広く収集し、貴重な歴史的財産
　として大切に保存・保管しています。

▲昭和６、7年の公園関係資料

▲戦前の公園
　パンフレット

都市の緑に関わる展示を行う
「ギャラリー」、ボランティア団体

が利用できる情報交換等の場と
なる「研修・交流室」「情報コー
ナー」を運営しています。

みどりの  i プラザ
あ　い

緑と水のカレッジ講座
緑と水に関する知識が学べる講
座を実施し、多くの方々にご参
加いただいています。
※オンライン講座も好評開催中

　です。

みどりの図書館　東京グリーンアーカイブス

公園や緑地、植物などみどりに
関する広範な資料を収集・公開
しています。
東京都の公園に関する古い図面、
写真、絵はがきなどもあります
ので、閲覧については職員にお
尋ね下さい。

公益財団法人　東京都公園協会

緑と水の市民カレッジ
公益財団法人東京都公園協会の
運営する「緑と水の市民カレッ
ジ」は、東京の緑と水について
幅広く学べる講座を行い、緑や
環境に関する図書や資料を収蔵、
閲覧できる施設として 2000 年

（平成 12 年）より広く市民の皆
様に親しまれてきました。
2008 年から緑と水の市民カレッジに東京の緑と水の情報発信基地

「みどりの    i   プラザ」が新たに開設、緑と水の市民カレッジは緑と水
に関する資料収蔵・学習の場の提供・情報発信の３つの機能をもつ総合
的な施設となりました。

あ　い

●インターネットを使って情報提供
　緑と水の市民カレッジの講座や展示に関する情報、収蔵している図書
　検索を公益財団法人東京都公園協会のホームぺージを通じて提供して
　います。
　ホームページアドレス
　https://www.tokyo-park.or.jp/college/

●出版物のご案内
　公園緑地の最新情報をお知らせする公園専門誌「都市公園」、各公園
　の歴史などを紹介する「東京公園文庫」などの発行・販売も行ってお
　ります。

緑と水の市民カレッジ 検 索

●資料検索のご案内
　図書館内にある検索パソコンで資料の検索ができます。
　また、インターネットからの資料検索もできます。
 東京グリーンアーカイブス 検 索

●閲覧
各種資料は図書館内でのみ閲覧できます。貸出は行っていません。

●複写
コピーサービス（有料）は、著作権法の範囲内に限り可能です。

●レファレンスサービス
資料等でご質問がありましたら、お気軽にご相談下さい。

●デジタルデータ貸出
図面・写真・絵はがき等の画像データの貸出につきましては、別途申請手続きが必
要です。詳しい方法などは図書館職員までお問合せください。

●ご利用案内

▲日比谷公園池畔之景 ▲日比谷公園之夜景

▼日比谷公園開園時の
本多静六設計図戦災で焼失した

小石川後楽園の唐門

▼尾州外山御屋敷御庭之絵図

▼



※肩書きは令和４年３月31日現在

アンケートの様子　雑司が谷公園にて

第57回 東京都公園協会賞

最優秀賞
近接する公園の連携整備計画についての研究―雑司が谷の7つの公園を対象として―

日本女子大学 家政学部 住居学科 建築デザイン専攻  安本 萌恵論文部門

善福寺公園上池地域 復元位置 復元地整備活動後写真 ムラサキミツバ移植の様子

優秀賞
善福寺公園（杉並区）でボランティアが植生調査に基づいた生物多様性に配慮した3年間の活動

善福寺公園 植物勉強会 代表  佐藤 康子ボランティア・社会貢献活動部門

旧芝離宮恩賜庭園の位置図 周辺から誰でも自由に庭園を
観賞可能な場所

庭園観賞者数の概略図

優秀賞
旧芝離宮恩賜庭園を観賞する人と範囲の変遷に関する研究

千葉大学 園芸学部 緑地環境学科  石綿 優大郎論文部門

インクルーシブ・プレイグラウンド設置
位置図（全体図面）

サポート付きブランコの利用状況 建込状況

優秀賞
インクルーシブ・プレイグラウンド整備及び利用実証実験に関する報告

インクルーシブ・プレイグラウンド研究会 代表  早貸 秀樹実施記録及び報告部門

水を訓む―河川とボーダーレスな
“親水公園”のデザイン提案―

よ

奨励賞
千葉大学大学院 園芸学研究科  石川 里桜

技術部門

公園全体の整備計画図

コロナ時代における都市崖線公園緑地の
空間的特性と利用に関する基礎的研究
～新宿区立おとめ山公園を対象として～

奨励賞
中央大学 理工学部 人間総合理工学科  韓 煜明

論文部門

利用者密集程度とGIユニットの位置関係

公園の設計・運営をめぐる井下清の理念と実践
―復興小公園を中心に―

奨励賞
東京工業大学 環境・社会理工学院 土木・環境工学系 都市・環境学コース  中島 深太朗

論文部門

元町公園平面図

かん   ゆう めい

都市公園における利用者の滞留空間の選択に
関する研究―猿江恩賜公園を例に―

奨励賞
千葉大学 園芸学部 緑地環境学科  池田 龍仁

論文部門

360度カメラによる10/30・11/3の滞留状況

「六義園の自然」表紙

実施記録及び報告部門

六義園の自然　植物・樹木編

奨励賞
六義園ガイド倶楽部  代表  加納 達信

ボランティア・社会貢献活動部門

皆伐更新による雑木林管理

奨励賞
桜ケ丘公園雑木林ボランティア

伐採作業の様子

ボランティア・社会貢献活動部門

企業が地域協働で取り組む「自然と産業の
コラボレーション」の普及啓発に寄与する
CSR活動～森のめぐみの体験学習～

奨励賞
エコシステムアカデミー水元 代表  板倉 完次

水元公園夏休み自由研究講座の様子

「赤坂農園」活動報告 ～屋上緑化から、野菜を
年4作収穫できる社員参加の企業農園へ～

実施記録及び報告部門奨励賞
（株）One Team  代表  伊藤 仁

2019年夏野菜収穫の様子

ボランティア・社会貢献活動部門

公園をみんなでつくり続けて16年

奨励賞
南沢水辺公園のなかまたち

子どもたちと草刈り作業の様子

受賞作品

●開架書庫 

●閉架書庫

  ●閲覧案内
　・園芸・造園等に関する最新雑誌
　・園芸百科・動植物図鑑
　・公園・庭園の参考書
　・都市計画・公園関係の行政報告書
　・自然の写真集
　・江戸歴史散策本　など
　・児童書コーナー　工作コーナー
　

  ●所蔵資料
　・図書
　・図面
　・雑誌バックナンバー
　・古い写真
　・絵はがき・錦絵 　など
　  閉架書庫に所蔵されている
       資料を閲覧になりたい場合は、
　  資料閲覧請求票をご記入の上、
　  受付までお申し出ください。
　  図面・写真等データ化してある
　  ものは原本ではなくデータ上
　  での閲覧が可能です。

　  ●所蔵資料のご紹介
　公園や緑に関する資料や情報を
　幅広く収集し、貴重な歴史的財産
　として大切に保存・保管しています。

▲昭和６、7年の公園関係資料

▲戦前の公園
　パンフレット

都市の緑に関わる展示を行う
「ギャラリー」、ボランティア団体

が利用できる情報交換等の場と
なる「研修・交流室」「情報コー
ナー」を運営しています。

みどりの  i プラザ
あ　い

緑と水のカレッジ講座
緑と水に関する知識が学べる講
座を実施し、多くの方々にご参
加いただいています。
※オンライン講座も好評開催中

　です。

みどりの図書館　東京グリーンアーカイブス

公園や緑地、植物などみどりに
関する広範な資料を収集・公開
しています。
東京都の公園に関する古い図面、
写真、絵はがきなどもあります
ので、閲覧については職員にお
尋ね下さい。

公益財団法人　東京都公園協会

緑と水の市民カレッジ
公益財団法人東京都公園協会の
運営する「緑と水の市民カレッ
ジ」は、東京の緑と水について
幅広く学べる講座を行い、緑や
環境に関する図書や資料を収蔵、
閲覧できる施設として 2000 年

（平成 12 年）より広く市民の皆
様に親しまれてきました。
2008 年から緑と水の市民カレッジに東京の緑と水の情報発信基地

「みどりの    i   プラザ」が新たに開設、緑と水の市民カレッジは緑と水
に関する資料収蔵・学習の場の提供・情報発信の３つの機能をもつ総合
的な施設となりました。

あ　い

●インターネットを使って情報提供
　緑と水の市民カレッジの講座や展示に関する情報、収蔵している図書
　検索を公益財団法人東京都公園協会のホームぺージを通じて提供して
　います。
　ホームページアドレス
　https://www.tokyo-park.or.jp/college/

●出版物のご案内
　公園緑地の最新情報をお知らせする公園専門誌「都市公園」、各公園
　の歴史などを紹介する「東京公園文庫」などの発行・販売も行ってお
　ります。

緑と水の市民カレッジ 検 索

●資料検索のご案内
　図書館内にある検索パソコンで資料の検索ができます。
　また、インターネットからの資料検索もできます。
 東京グリーンアーカイブス 検 索

●閲覧
各種資料は図書館内でのみ閲覧できます。貸出は行っていません。

●複写
コピーサービス（有料）は、著作権法の範囲内に限り可能です。

●レファレンスサービス
資料等でご質問がありましたら、お気軽にご相談下さい。

●デジタルデータ貸出
図面・写真・絵はがき等の画像データの貸出につきましては、別途申請手続きが必
要です。詳しい方法などは図書館職員までお問合せください。

●ご利用案内

▲日比谷公園池畔之景 ▲日比谷公園之夜景

▼日比谷公園開園時の
本多静六設計図戦災で焼失した

小石川後楽園の唐門

▼尾州外山御屋敷御庭之絵図

▼



※肩書きは令和４年３月31日現在

アンケートの様子　雑司が谷公園にて

第57回 東京都公園協会賞

最優秀賞
近接する公園の連携整備計画についての研究―雑司が谷の7つの公園を対象として―

日本女子大学 家政学部 住居学科 建築デザイン専攻  安本 萌恵論文部門

善福寺公園上池地域 復元位置 復元地整備活動後写真 ムラサキミツバ移植の様子

優秀賞
善福寺公園（杉並区）でボランティアが植生調査に基づいた生物多様性に配慮した3年間の活動

善福寺公園 植物勉強会 代表  佐藤 康子ボランティア・社会貢献活動部門

旧芝離宮恩賜庭園の位置図 周辺から誰でも自由に庭園を
観賞可能な場所

庭園観賞者数の概略図

優秀賞
旧芝離宮恩賜庭園を観賞する人と範囲の変遷に関する研究

千葉大学 園芸学部 緑地環境学科  石綿 優大郎論文部門

インクルーシブ・プレイグラウンド設置
位置図（全体図面）

サポート付きブランコの利用状況 建込状況

優秀賞
インクルーシブ・プレイグラウンド整備及び利用実証実験に関する報告

インクルーシブ・プレイグラウンド研究会 代表  早貸 秀樹実施記録及び報告部門

水を訓む―河川とボーダーレスな
“親水公園”のデザイン提案―

よ

奨励賞
千葉大学大学院 園芸学研究科  石川 里桜

技術部門

公園全体の整備計画図

コロナ時代における都市崖線公園緑地の
空間的特性と利用に関する基礎的研究
～新宿区立おとめ山公園を対象として～

奨励賞
中央大学 理工学部 人間総合理工学科  韓 煜明

論文部門

利用者密集程度とGIユニットの位置関係

公園の設計・運営をめぐる井下清の理念と実践
―復興小公園を中心に―

奨励賞
東京工業大学 環境・社会理工学院 土木・環境工学系 都市・環境学コース  中島 深太朗

論文部門

元町公園平面図

かん   ゆう めい

都市公園における利用者の滞留空間の選択に
関する研究―猿江恩賜公園を例に―

奨励賞
千葉大学 園芸学部 緑地環境学科  池田 龍仁

論文部門

360度カメラによる10/30・11/3の滞留状況

「六義園の自然」表紙

実施記録及び報告部門

六義園の自然　植物・樹木編

奨励賞
六義園ガイド倶楽部  代表  加納 達信

ボランティア・社会貢献活動部門

皆伐更新による雑木林管理

奨励賞
桜ケ丘公園雑木林ボランティア

伐採作業の様子

ボランティア・社会貢献活動部門

企業が地域協働で取り組む「自然と産業の
コラボレーション」の普及啓発に寄与する
CSR活動～森のめぐみの体験学習～

奨励賞
エコシステムアカデミー水元 代表  板倉 完次

水元公園夏休み自由研究講座の様子

「赤坂農園」活動報告 ～屋上緑化から、野菜を
年4作収穫できる社員参加の企業農園へ～

実施記録及び報告部門奨励賞
（株）One Team  代表  伊藤 仁

2019年夏野菜収穫の様子

ボランティア・社会貢献活動部門

公園をみんなでつくり続けて16年

奨励賞
南沢水辺公園のなかまたち

子どもたちと草刈り作業の様子

受賞作品

●開架書庫 

●閉架書庫

  ●閲覧案内
　・園芸・造園等に関する最新雑誌
　・園芸百科・動植物図鑑
　・公園・庭園の参考書
　・都市計画・公園関係の行政報告書
　・自然の写真集
　・江戸歴史散策本　など
　・児童書コーナー　工作コーナー
　

  ●所蔵資料
　・図書
　・図面
　・雑誌バックナンバー
　・古い写真
　・絵はがき・錦絵 　など
　  閉架書庫に所蔵されている
       資料を閲覧になりたい場合は、
　  資料閲覧請求票をご記入の上、
　  受付までお申し出ください。
　  図面・写真等データ化してある
　  ものは原本ではなくデータ上
　  での閲覧が可能です。

　  ●所蔵資料のご紹介
　公園や緑に関する資料や情報を
　幅広く収集し、貴重な歴史的財産
　として大切に保存・保管しています。

▲昭和６、7年の公園関係資料

▲戦前の公園
　パンフレット

都市の緑に関わる展示を行う
「ギャラリー」、ボランティア団体

が利用できる情報交換等の場と
なる「研修・交流室」「情報コー
ナー」を運営しています。

みどりの  i プラザ
あ　い

緑と水のカレッジ講座
緑と水に関する知識が学べる講
座を実施し、多くの方々にご参
加いただいています。
※オンライン講座も好評開催中

　です。

みどりの図書館　東京グリーンアーカイブス

公園や緑地、植物などみどりに
関する広範な資料を収集・公開
しています。
東京都の公園に関する古い図面、
写真、絵はがきなどもあります
ので、閲覧については職員にお
尋ね下さい。

公益財団法人　東京都公園協会

緑と水の市民カレッジ
公益財団法人東京都公園協会の
運営する「緑と水の市民カレッ
ジ」は、東京の緑と水について
幅広く学べる講座を行い、緑や
環境に関する図書や資料を収蔵、
閲覧できる施設として 2000 年

（平成 12 年）より広く市民の皆
様に親しまれてきました。
2008 年から緑と水の市民カレッジに東京の緑と水の情報発信基地

「みどりの    i   プラザ」が新たに開設、緑と水の市民カレッジは緑と水
に関する資料収蔵・学習の場の提供・情報発信の３つの機能をもつ総合
的な施設となりました。

あ　い

●インターネットを使って情報提供
　緑と水の市民カレッジの講座や展示に関する情報、収蔵している図書
　検索を公益財団法人東京都公園協会のホームぺージを通じて提供して
　います。
　ホームページアドレス
　https://www.tokyo-park.or.jp/college/

●出版物のご案内
　公園緑地の最新情報をお知らせする公園専門誌「都市公園」、各公園
　の歴史などを紹介する「東京公園文庫」などの発行・販売も行ってお
　ります。

緑と水の市民カレッジ 検 索

●資料検索のご案内
　図書館内にある検索パソコンで資料の検索ができます。
　また、インターネットからの資料検索もできます。
 東京グリーンアーカイブス 検 索

●閲覧
各種資料は図書館内でのみ閲覧できます。貸出は行っていません。

●複写
コピーサービス（有料）は、著作権法の範囲内に限り可能です。

●レファレンスサービス
資料等でご質問がありましたら、お気軽にご相談下さい。

●デジタルデータ貸出
図面・写真・絵はがき等の画像データの貸出につきましては、別途申請手続きが必
要です。詳しい方法などは図書館職員までお問合せください。

●ご利用案内

▲日比谷公園池畔之景 ▲日比谷公園之夜景

▼日比谷公園開園時の
本多静六設計図戦災で焼失した

小石川後楽園の唐門

▼尾州外山御屋敷御庭之絵図

▼


