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2019年度

靱隕饒緻餞瞼

みなさんの地域づくりの“元気の素"を

ふるつてご応募ください !

地域が直面するさまざまな課題を自らの手で解決 して、住み良い地域社会

の創造をめざし、独自の発想により全国各地で活動に取り組んでいる地域活

動団体等の活動の経験や知恵などのス トーリーをレポー トとしてぜひお寄せ

ください。
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●あしたのまち・くらしづくり活動賞。内閣総理大臣賞

●あしたのまち・くらしづくり活動賞。内閣官房長官賞

●あしたのまち・くらしづくり活動賞・総務大臣賞 ……

●あしたのまち・くらしづくり活動賞。主催者賞 ………・

●あしたのまち・くらしづくり活動賞・振興奨励賞 ……

。・1件

・・1件

・1件

・5件

20件

賞状、副賞20万円

賞状、副賞 10万円

賞状、副賞 10万円

賞状、副賞 5万円

賞状

2or9,+7tr3E rzFt
応募書類の送付先・お問い合わせ

公益財団法人あしたの日本を創る協会
〒113-0033 東京都文京区本郷2-4-7 大成堂ビル 4階
TEL:03-6240-0778
FAX:03-6240-0779
Eメ ール :ashita@ashita.or.jp

http://www.ashita.or.jp/

◆主催     公益財団法人あしたの日本を創る協会 各都道府県新生活運動等協議会 読売新聞東京本社 ″IHlκ

◆後援 (申請中)内 閣府 総務省 文部科学省 厚生労働省 全国矢□事会 全国市長会 全国町村会 日本商工会議所 全国商工会連合会
日本青年団協議会 一般財団法人長寿社会開発センター ー般財団法人日本宝くじ協会

*次の県内からの応募については下記までお問い合わせください。

福丼県・(一社)あすの福丼県を創る協会
丁ELi 0776-41-4220 Eメ ール :info@asuken2 1.or.ip

兵庫県・あすの兵庫を創る生活運動協議会 丁EL:078-341-7711(内 2737)
Eメ ール :Arisa_Fuiita0 1@pref.hyogO」 g.ip
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魏 表彰,賞状等の贈呈 (予定)

魃 応募の締切
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(1)対象団体・活動期間 地域住民が自主的に結成し運営している地域活動団体、または、地域活動団体と

積極的に連携して地域づくりに取り組む企業、商店街、学校等。活動に2年以上

取り組み、大きな成果をあげて活動している団体。

(2)活動範囲      市町村地域程度まで。

1.応募に必要な書類

(1)応募用紙 このチラシの4ページロにあります。また、応募用紙はホームページからダウン

□―ドもできます。

活動内容と現在までの成果等を、2,000字程度でお書きください。

キヤプションをつけて、3枚程度添付してください。

上記以外に、活動内容を補足する文書、実施記録等がある場合には添付してお送

りください。

(2)応募レポー ト

(3)写真

(4)その他 (任意)

2.応募書類の提出方法

(1)Eメールで受け付けます。郵送、宅配便も可です。

(2)応募書類の送付先は、あしたの日本を創る協会まで (表紙に記載)。

ただし、福井、兵庫の各県内からの応募については、別途各県協議会までお問い合わせください。

(表紙に記載)

3.その他

(1)応募書類は返却できません。

(2)応募レポー トの執筆者は、応募団体に所属 していなくてもかまいません。

(3)審査の過程で、追加資料の提出をお願いする場合があります。

(4)応募レポー トおよび写真は、あしたの日本を創る協会のホームページ (http://www.ashita.Or.jp/)ゃ

自治会町内会情報誌「まちむら」などで紹介させていただくことがあります。

学識経験者、マスコミ関係者、関係省庁等で構成される審査委員会等において審査を行います。審査結果

の発表は2019年 9月下旬～ 10月 (予定)に、「読売新聞」、「NHK」 、あしたの日本を創る協会ホームペー

ジおよび自治会町内会情報誌「まちむら」で発表します。

開催日 :2019年 10月 26日 (土 )

会 場 :東京都北区「北とびあ」

内 容 :「あしたのまち・くらしづくり活動賞」表彰式・交流のつどい
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募集の対象

応募の方法

審査および結果の発表

表彰式



■・■ ■■‐■″・″‐■■ ,■″・ ■

次に挙げるようなテーマに取り組み、大きな成果をあげた活動を対象とします。

① 災害に強い地域づくり活動。住民同士の支えあい、地域コミユニテイの維持をめざす活動、過疎化対策など。
② 子どもの見守りや居場所づくり、子ども食堂、地域の学校との協働による子どもの健全な育成の活動など。
③ 高齢者の生きがいづくりや日常生活のサポート・ケアの充実に取り組む活動など。

④ 景観保全の活動。地域交通、公共施設の整備による快適な生活環境をつくり出す活動など。

⑤ 地域文化の振興や掘り起し、伝承する活動。地域スポーツの育成、住民の健康づくりの活動など。

⑥ 地球温暖化防止や地域循環型社会をめざす活動など。

⑦ 都市と農山漁村との交流をすすめる活動。地域資源を活かした地域産業を振興する活動など。

③ 食育や地域に根ざした食文化を育む活動。地産地消をすすめる活動。食品ロス削減に取り組む活動など。
③ 地域防犯、地域点検などによる犯罪に強いまちづくりの活動など。

⑩ 子育て支援、子育てネットワークづくり、世代間交流の活動など。

① 震災復興にむけてのまちづくり活動や震災復興支援の活動など。

「あしたのまち・くらしづくり活動賞」は、優れた地域活動をしている団体等を表彰しています。受賞団体

は各地の地域づくりに大きな影響を与えてきました。その活動のいくつかをご紹介します。

●東京都東久留米市・氷川台自治会 (内閣総理大臣賞 2018年度)

自治会が空き地・空き家を地域の資源として捉え、農園、直売所やイベントで利活用。その結果、自治会加

入率が増加するなど多くの波及効果をもたらした。自治会活性化の先進事例。

●大阪府大阪市天王寺区 。こどもひろば (内閣官房長官賞 2018年度)

外国にルーツをもつ子どもたちへの包括的支援。外国籍の子どもたちの学習・生活支援。高校進学支援は、

その後、学生もボランティアとして参加するなど、「循環型」の取り組みとして注目される。

●島根県出雲市・伊野地区自治協会 (総務大臣賞 2018年度)

小学校の統廃合問題を契機に地区住民がコミュニティ再生に向き合つた結果生み出された、「村の幸福」を

めざす理念と、まちづくりと学校教育を有機的にリンクする。

●京都府木津川市・認定NPO法人加茂女 (内閣総理大臣賞 2017年度)

荒廃した竹林の整備に乗り出し、竹、筍を利用した商品開発に取り組む。

●千葉県千葉市美浜区・幸町 1丁ロコミュニティ委員会 (内閣総理大臣賞 2016年度)

高齢化が進む大規模集合団地で、美化活動、高齢者支援、防災、防犯活動などで地域を活性化する。

●東京都豊島区 。NPO法人 豊島子どもWAKUWAKUネ ットワーク (内閣官房長官賞 2015年度)

地域でも見えにくい子どもの貧困の問題に対し居場所づくりとネットワークの構築をすすめている。
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応募対象とする地域活動例

これまでに表彰された地域活動団体



ふりがな

団体名

ふりがな

活 動

開始年

B召不□

平成 年

メンバー

数 人団体代表者名

団体連絡先

T

住所

いずれかにOをお付けください (代表者個人宅 団体事務所住所)

丁EL FA×

ホームページ

Eメール

ふりがな

レポー ト

執筆者役職
レポー ト

執筆者名

レポー ト

執筆者連絡先

丁

住所

丁EL FA×

Eメール

これまでの受賞歴

活動分野

(複数選択可 )

1.環境。エネルギー

6.健康・医療

11.その他 (

3.高齢者支援

8.地域資源

4.世代間交流

9.防災・防犯

)

5.食に関わる問題

10.交通・IT

本賞を何でお知りに

なりましたか

(該当するものにO)

1.読売新聞を見て     2.NHKを 見て     3.都 道府県新生活運動等協議会の案内

4.後援省庁・団体の出版物等    5.NPO・ 市民活動支援センターのホームページ等   6.募集チラシ

7.自 治会町内会情報誌『まちむら』 8.あ したの日本を創る協会ホームページ

9.協会からの募集案内メール   10.そ の他(                    )

活動テーマ

(20字以内 )

活動の概要

(200字程度)

2019年度 あしたのまち・くらしづくり活動賞 応募用紙

※応募の際は、この応募用紙のほかに、①応募 レポー ト(活動内容と現在までの成果等を2,000字程度にまとめたもの)と

②写真 (活動の様子がわかるものを3枚程度)を 添付 してご提出ください。

2.子育て支援

7.ま ちづくり


