
【応募要項】

１．応募書類

　必要書類は、応募条件確認表（様式1）、応募申込書（様式2-1から2-5）、アンケートとなります。

　各シートに必要事項をご記入・入力してください。

　※記入漏れ、応募に必要な書類の不足は、ご応募を受付られない場合がございます。

２．選考結果

　選考結果は、当選園の決定後、全ての応募園にメールでご連絡いたします。

　なお、審査評価に関する個別照会は行っておりませんのでご了承ください。

３．その他

　応募に関するご不明な点は、下記の事務局までお問合せください。

　そらべあ基金事務局　03-3504-8166

　平日10時～18時

貴園名

御担当者名

住所

そらべあスマイルプロジェクト 応募方法のご案内

〒105-0004　

東京都港区新橋2-5-6大村ビル8階　

NPO法人そらべあ基金

第　　　　 基 そらべあスマイルプロジェクト応募書類在中

そらべあスマイルプロジェクトの応募方法をご案内いたします。

郵送でご応募いただく場合には、下記ラベルをご利用いただくと便利です。

キリトリ



(様式2-1)

基本情報

応募者の連絡先と、法人・団体の連絡先について、下記へご記入ください。

添付あり

ご記入漏れが無いようにお願いします。

https://www.solarbear.jp/   「そらべあ基金」Facebook

記入例

団体概要

電話番号

設立年月日

職員数

園児数

法人・団体
連絡先

フリガナ

法人名

代表者名

フリガナ

フリガナ

20名

100名

役職名 園長

郵便番号 105-0004

住所 東京都港区新橋2-5-6大村ビル8階

03-3504-8166

FAX番号 03-5157-3178

メールアドレス info@solarbear.jp

そらべあスマイルプロジェクト応募申込書

応募者
情報

記入日

2008/4/1

ホームページやFacebook等
URL

法人案内・入園案内・
園だより等

ソラベア　タロウ

東京都港区新橋2-5-6大村ビル8階

トクテイヒエイリカツドウホウジン ソラベアカイ

施設名称 そらべあこども園

03-3504-8166

03-5157-3178

メールアドレス info@solarbear.jp

そらべあ　太郎

そらべあスマイルプロジェクトへ応募いたします。

郵便番号 105-0004

 2021/5/7

応募者名 そらべあ　太郎

フリガナ ソラベア　タロウ

電話番号

ソラベアコドモエン

特定非営利活動法人そらべあ会

FAX番号

住所

https://www.solarbear.jp/   「そらべあ基金」Facebook
mailto:info@solarbear.jp


(様式2-2 ①)

応募動機

ご記入漏れが無いようにお願いします。

（2）貴園の特徴を教えてください

  当園の周辺は、田んぼと畑と裏山があり、豊かな自然に囲まれています。園では、実のなる木を
植えたり、木登りできる場所があるほか、畑では夏はトマトやきゅうり、秋はさつまいも、冬は大
根など季節の野菜を育てて収穫したり、田んぼでお米づくりなどをしています。食べ物を育てた
り、収穫したり、調理して味わう食育活動なども積極的に行っております。
　
　当園は、この恵まれた環境を活かし～子ども一人ひとりが笑顔でつながり自然と共に育ちあう～
を保育理念に、子どもたちの主体性を育む保育活動を行ってきました。〇〇市は少子高齢化が深刻
な地域課題で、子どもの数も年々減っております。当園も年々減ってはいるものの、多世代にわ
たって園に通う親子もいて地域密着型の園となっています。夏には、毎年子ども達と地域の伝統的
なお祭りに参加し、数ヶ月前から近所の高齢者にたいこや踊りを教えていただくなど練習をしてい
ます。地域の伝統を次世代に引き継ぐ取り組みにも力を入れております。

（3）当選した場合、太陽光発電設備を活用して、どのような環境教育やエコ活動を行いますか？
具体的にご記入ください

　室内モニターを活用して、お天気と発電量との関係に関心をもてるような「そらべあちゃんお天
気しらべ」をはじめてみたいと思います。電気がたくさんできるお天気の日、電気があまりできな
い雨の日など、子どもたちが見てわかるような工夫をしたいと考えています。こういった一連の活
動を、園だよりで保護者に発信して園の環境活動に保護者にも関心をもってもらえるように努めた
いと思います。

　また、「そらべあ」の教材（絵本や紙芝居）やキャラクターの存在を活用し、定期的に子どもた
ちと、環境についてお話する機会を設けたいと思います。

   昨年は、近くの川が氾濫し台風被害の恐ろしさを身近に感じ、地球温暖化の影響を改めて考え
ました。太陽光発電設備は停電などの際に非常用電源としても活用できることから、地域住民と連
携していきたいと考えています。

　今回をきっかけに、自然の恵みの大切さを伝える環境教育やエコ活動を、園内や園児と１つでも
増やせるように取り組んでいきたい考えています。

記入例

そらべあスマイルプロジェクト応募申込書

（1）応募動機を教えてください

　当園では、自然との関わりを重視した教育・保育に取り組んでおります。園の周辺は、自然に恵
まれ日当たりもよいのですが、年々夏場の気温が上昇し、子ども達の安全な環境づくりとなる暑さ
対策としてエアコンが必要となる状況となり、数年前から太陽光発電設備の導入を検討してきまし
た。

　このたび、「そらべあスマイルプロジェクト」のお知らせメールを〇〇市から紹介され、地球温
暖化について日頃から関心をもち職員との勉強会を実施していたことや、自然エネルギー導入にも
関心をもっていたので当該プロジェクトに大変共感を致しました。

　環境教育はとても大切なことですが、子ども達に分かりやすく伝えるのは難しい現状です。そこ
で、太陽光発電設備を導入し自然（太陽の力）を活かしたエネルギーの活用を子どもたちに見せ
て、自然エネルギーとはどんなものなのかを園の取り組みの中で伝えながら、今後のエコ活動、環
境活動をさらに充実させていきたく、応募を致します。



応募動機

（4）普段行っている園の活動があれば右記から選び〇をしてください

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

写真１ 写真３

写真２

　地域のお祭が毎年夏に開催されるため地域の方をお招きし、たいこや踊りを子ども達に教えても
らい練習をしています。
　年１回、地域のエコアドバイザーさんを園に招いて、職員やスタッフも身近なエコ活動について
学んでいます。

記入例

　①や④の活動（例）

　当園の裏にある里山で昆虫が成長していく様子を観察したり、生きものを調べるなどの自然観察
をしています。また畑や田んぼで季節の野菜やお米をつくる活動もしています。子どもたちと散歩
で見かけた植物を園に戻ってから名前を調べたり、園内の壁にその名前をあてるクイズをつくって
掲示など、子どもたちの好奇心を刺激して、わくわくしながら楽しめる工夫をしながら感じる心を
育てる環境づくりを行っています。

　②や③の活動（例）
　お当番による雑巾がけやゴミの分別活動などを行っています。　また、園内の照明はLED化し節
電に努めることや、雨水タンクを設置し節水に努めるなど、工夫しながらエコ活動を行っていま
す。　物を大切に、再利用を推進するため各家庭から廃材を提供いただいて、園内のおもちゃづく
りなどに活用させていただいてます。

⑤や⑥や⑦の活動（例）

　③暮らしのなかで物を大切にする活動

　④身近な環境への好奇心や探求心を育てる活動

　⑤その他の活動

　⑥地域（保護者・外部団体や人材）との活動

　⑦教職員・スタッフの研修や勉強会などの活動

　上記（4）について、貴園で実施している具体的な活動を、写真や文章で教えてください
　※自由形式

(様式2-2　②)

そらべあスマイルプロジェクト応募申込書

　①自然に親しみ、自然を感じる心を育てる活動

　②地域の清掃・美化・エコ活動



 従量電灯C　 低圧電力　

25

 業務用電力　　　 
×0.05＝

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計

650 420 336 480 420 320 349 330 360 338 510 710 5223

例：2月分 例：3月分

昨年1年間（直近12ヶ月）の電力使用量（kwh）を過去の請求書やお知らせを元に下記にご記入ください

「電気ご使用量のお知らせ」または「電気料金請求書」　直近2ヶ月分のり付け

メールでのご応募は、上記の部分がわかるように写真画像を添付してください
郵送でのご応募は、原本またはコピーをのり付けして添付してください

記入例

電気のご契約を確認いただき、ご契約種別を選択の上、いずれかに「〇」を記入してください。

※業務用電力／高圧電力の場合は、「契約電力量」計算も併せて行ってください。

(様式2-3）

そらべあスマイルプロジェクト応募申込書

電気契約

貴園の電気契約の確認のため、「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金請求書」を用意の上で記載をお願いし
ます。１つ以上の契約がある場合には、本様式2-3をコピーし、契約毎の直近2か月分をご用意ください。

　　　　　　　　　　電気ご使用量・電気料金請求書のお知らせ　見本

 電気のご契約
〇

〇

 契約容量（kVA)  契約電力（kW)

 契約電力（kW)  契約電力（kW)

高圧電力 ※ピンクのセルが4.95以上であることが
応募条件となります。



 従量電灯C　 低圧電力　

 業務用電力　　　 

100 ×0.05＝ 5

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計

6320 4234 7625 8832 10003 10539 8200 5637 6685 8270 9621 7098 93064

例：2月分 例：3月分

 契約電力（kW)

 契約電力（kW)  契約電力（kW)

高圧電力 ※ピンクのセルが4.95以上であることが
応募条件となります。

貴園の電気契約の確認のため、「電気ご使用量のお知らせ」や「電気料金請求書」を用意の上で記載をお願いし
ます。１つ以上の契約がある場合には、本様式2-3をコピーし、契約毎の直近2か月分をご用意ください。

記入例
(様式2-3）

そらべあスマイルプロジェクト応募申込書

電気契約

郵送でのご応募は、原本またはコピーをのり付けして添付してください

　　　　　　　　　　電気ご使用量・電気料金請求書のお知らせ　見本

 電気のご契約
〇

〇
電気のご契約を確認いただき、ご契約種別を選択の上、いずれかに「〇」を記入してください。

※業務用電力／高圧電力の場合は、「契約電力量」計算も併せて行ってください。

昨年1年間（直近12ヶ月）の電力使用量（kwh）を過去の請求書やお知らせを元に下記にご記入ください

「電気ご使用量のお知らせ」または「電気料金請求書」　直近2ヶ月分のり付け

メールでのご応募は、上記の部分がわかるように写真画像を添付してください

 契約容量（kVA)

見 本 見 本



(様式2-4）

　　　　　　　　　４年 耐震補強工事 　　　　　年実施 ・未実施

あり 　　　　　年実施

ご記入漏れが無いようにお願いします。

そらべあスマイルプロジェクト応募申込書

　　　　　　施設の建物・屋根

設置を希望する屋根の写真をご用意いただき、添付してください。

のり付け

写真サンプル一例

設置建屋の築年数をご記入ください

屋根写真は応募書類の「2-3応募写真（屋根）サンプルPDF」を参考にご確認ください。

築年数

①敷地内全体が見渡せる写真　②園舎の全ての屋根接写写真（素材）　③園舎の全ての屋根全景写真

リフォーム歴

屋根のリフォームを行いましたか？（塗り替え含む）

なし

記入例



(様式2-5）

希望する 〇 希望しない

自動エントリー期限 2023年5月末まで

■会員登録の変更・退会について

有効期限内に下記状況となった場合は、随時ご連絡ください。

返信方法　　　①メールinfo@solarbear.jp　②FAX　03-5157-3178　

メールアドレス info@solarbear.jp

電話番号 03-3504-8166

１）増改築やお引越しメール・電話変更など応募内容に相違ある場合は書類変更をお願いします。

貴園名 特定非営利活動法人そらべあ会　そらべあこども園

代表者名 そらべあ　太郎 

２）何らかのご事情で自動繰越エントリーを希望されない場合、退会連絡をお願いします。

期限内において、継続的なご応募（自動エントリー）を希望されますか？

※そらべあスマイルネットワーク会員の加入や未加入は当落選には全く影響しません。

※加入いただいた場合でも、ご連絡をいただければいつでも退会ができます。

第74/75/76基 そらべあスマイルプロジェクト応募

・会員の有効期限は、公募締切日から2年間とします。

・期間内に約4～5回程度の公募見込みです。変更の場合もございますのでご了承ください。

・そらべあスマイルネットワーク会員には、新たな公募を開始する毎に、自動エントリーを
  行う旨をメールでお知らせします。

■そらべあスマイルネットワーク会員の登録確認

■そらべあスマイルネットワーク（SPN)とは？

・応募いただいた公募回以降のそらべあスマイルプロジェクトの公募に自動エントリーを行う
  会員システムです。

・この会員システムは、プロジェクトに当選された時点で会員資格を失い自動退会とします。
  落選の場合、以降の期限内の公募時に自動エントリーを行います。

・入会金、年会費、登録料は無料です。

・公募内容に変更がない限り応募書類を活用します。都度の書類提出は必要ございません。

そらべあスマイルネットワーク会員のご案内

そらべあ基金では、そらべあスマイルプロジェクトにご応募いただいた皆様に、
「そらべあ スマイルネットワーク(SPN)」の登録についてご案内いたします。



問１

問２

問３

問４

①エコキュート　②風車　③温水器　④温水ソーラーシステム　⑤氷雪熱利用の設備　⑥薪ストーブ　⑦その他

（１）上記の①～⑦で、貴園がすでに導入している設備はありますか？

回答 8年前に設置しし、給食やプールなどに活用しています。

（１）上記の①～⑦で、貴園が導入に関心がある設備はありますか？

回答 蓄電池

◆　応募条件確認表（様式1）

◆　応募申込書（様式2-1）

◆　応募申込書（様式2-2①、②）

◆　応募申込書（様式2-3）

◆　応募申込書（様式2-4）

記入例

そらべあスマイルプロジェクト　アンケート・送信物チェック

アンケート

　そらべあスマイルプロジェクトへのご応募をありがとうございました。
　最後になりますが、アンケートへのご協力をお願いします。

そらべあスマイルプロジェクトをどのように知りましたか？番号をお選びください。　（複数選択可）

①そらべあ基金からの情報（ホームページ・Facebook・メール）　②協賛企業のホームページ　③インターネットWEB
サイトなど　④自治体の情報紹介　⑤知人・友人・関係者の情報紹介　⑥幼稚園・保育園連盟の情報紹介

回答 ①④⑤ 具体的に
①そらべあ基金ＨＰ、④○○市役所子ども支援課からのご案内、

➄本園の理事

貴園は、園児との環境活動（エコアクション）を行う際なにを参考にしていますか？（複数選択可）

①Googleで検索　②インターネットのWEBサイト　③書籍・新聞・雑誌　④その他

回答 ②③
具体的な

検索キーワード・
名称・URLなど

②　http://ｗｗｗ.・・・・・/     ③保育工作マガジン

貴園は、環境活動に関連した外部（NPOや地域団体や人材）との連携に何を期待しますか？

①環境ワークショップなどイベント　②環境活動の教材や資材（紙芝居・グッズ）　③環境活動のやり方や他園の具
体的な取り組み事例共有　④職員への教育活動や情報提供　⑤その他

回答 ①② 具体的に
①　いつもの園の活動とはちょっと違った環境教育を実施してほしい

②　他園が「そらべあ」をどのように環境教育に活用しているのかを知りたい

自然エネルギー設備についてお聞きします。

④
具体的に

⑦
具体的に

　送信・送付の前に！＜応募必要書類＞はお揃いでしょうか？ご確認をお願いします。
チェック欄

必要条件を確認いただいていますか？ ✓

必要事項が記載されていますか？ ✓

◆　SPN加入、アンケート 記入漏れなどございませんか？ ✓

必要事項が記載されていますか？ ✓

電気料金のお知らせを添付していますか？ ✓

屋根写真を添付していますか？ ✓


