
信州エコポスター・標語コンクール2021 募集要項 

 

 

１ 目 的 

かけがえのない美しい地球を守り、信州の豊かで活力ある地域を未来に引き継ぐため、ポスタ

ー・標語作品の製作を通して、児童、生徒をはじめとした多くの方々の環境保全に対する理解や

関心を深めていただくとともに、これらの作品を啓発活動に活用することにより、広く県民の

方々の環境保全への取組を推進する。 

 

２ 主 催 

  長野県、信州豊かな環境づくり県民会議、ａｂｎ地球を守ろう！プロジェクト 

 

３ 協 賛 

  オカダＧＡＪ、家具の宮友、キッセイ薬品、サンリン、信濃むつみ高等学校、高崎製作所、 

高沢産業、中信アスナ、長野銀行、日邦バルブ、八十二銀行、 

ファミリー・サービス・エイコー、フロンティア・スピリット（50音順） 

 

４ 協 力 

  （一社）長野県環境保全協会 

 

５ 募集内容 

 (1) 募集テーマ 

   「未来のために、わたしたちができること」 

 (2) 募集区分 

募集作品 募集区分 

ポスター 

小学生低学年の部 

小学生高学年の部 

中学生の部 

標語 
小学生・中学生の部 

高校生・一般の部 

 

６ 応募資格 

 (1) ポスター 

   長野県内に在住又は県内学校に在学する小学生及び中学生 

 (2) 標 語 

   長野県内に在住又は県内学校に在学する方 

 

７ 応募期間 

  令和３年６月８日（火）～令和３年８月30日（月）※当日消印有効 

 

８ 応募先 

  別紙をご覧ください。 

 

９ 応募上の留意事項 

(1) 共通事項 

① 応募作品は、応募者のオリジナル作品であって未発表のものに限ります。 

② 応募作品数に上限はありませんが、入賞・入選については１人１作品となります。 



③ 特定の商品名、事業者名等をイメージさせないよう留意してください。 

④ 学校単位で応募する際は、募集区分ごとに応募者の学年と氏名・ふりがな、担当者の氏名

と連絡先（電話番号等）を記載した一覧表（様式任意）を同封してください。 

⑤ 応募者の個人情報は、コンクールの運営に必要な連絡、入賞・入選作品の発表及び啓発活

動以外には使用しません。 

 

(2) ポスター 

① 規格：画用紙Ｂ３判（36.4cm×51.5cm）又は四つ切（39.2cm×54.2cm 又は 38cm×54cm） 

② 画材：クレヨンや水彩絵具とし、写真その他の材料を貼り付けないでください。 

③ 作品には、学校名、学年（一般の方は郵便番号及び住所）、氏名・ふりがな及び電話番号（平

日昼間に連絡がとれる番号）を裏面へ記載してください。 

④ 作品の大きさを超える当て紙はしないでください(作品の印象に影響を与えるため)。 

 

(3) 標 語 

① 応募様式は問いませんので、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メール（件名は「標語応募」と

してください。）のいずれかの方法により提出してください。なお、提出いただいた作品は

返却できません。 

② 作品には、学校名、学年（一般の方は郵便番号及び住所）、氏名・ふりがな及び電話番号（平

日昼間に連絡がとれる番号）を記載してください。 

 

10 審査方法 

(1) 第１次審査 

   豊かな環境づくり地域会議において審査し、本審査に進む作品を選定します。 

(2) 本審査 

   協賛団体による第２次審査を経て、主催団体の代表者及び有識者から構成される本審査会に

おいて、入賞・入選作品を決定します。 

 

11 審査基準 

 (1) ポスター 

ア 小学生の部 

審査項目 審査基準 

図画 

描かれているものがはっきりわかる 

人の注意を引くようなユニークさがある 

子どもらしい自由な発想に富んでいる 

キャッチコピー 呼びかけたいことがはっきりしている 

全体像 
テーマを理解し、呼びかけたいことを表している 

夢や希望が感じられるメッセージ性を有している 

 

イ 中学生の部 

審査項目 審査基準 

図画 

作画の基本技術が優れている 

見やすさの点で優れている 

大胆な発想・技法が用いられている 

キャッチコピー 
主張が明確である 

人の注意を引きつけるものである 

全体像 

テーマを的確に表現している 

メッセージ性に優れている 

若者らしい発想があり、斬新さを有している 



 

 

 

(2) 標語 

審査基準 

主張が明確である（呼びかけたいことがはっきりしている） 

前向きなメッセージで、人の注意を引きつけるものである 

 

(3) 共通事項 

 ア 過去の入選・入賞作品や他のコンクール等の入選・入賞作品と類似していないこと 

 イ ポスターのキャッチコピー及び標語については、文字に誤りがないこと 

 

12 入賞・入選 

(1) 入賞者及び入選者には、賞状と賞品をお贈りします。 

最優秀賞 募集区分ごとに 各１作品 10,000円分の図書カード 

優秀賞    〃    各１作品  5,000円分の図書カード 

協賛社賞（ポスターのみ）    〃    各１作品  5,000円分の図書カード 

入選（ポスターのみ）    〃    各10作品以内 
小学生 絵の具（予定） 

中学生 1,000円分の図書カード 

(2) 入賞者・入選者には令和３年10月下旬に関係機関を通じて連絡します。 

(3) 入賞・入選作品については、長野県公式ホームページ及び長野朝日放送の番組、ホームペー

ジ、ＪＲ長野駅前ａｂｎビジョンで紹介する予定です。また、主催者の刊行物のほか、テレ

ビ、ラジオ、雑誌、書籍、出版物等各種媒体で公表することがあります。 

  なお、作品を公表する場合には、学校名、学年及び氏名(一般の方は居住する市町村名と氏

名)を併せて公表します。 

 

13 備 考 

(1) 入賞・入選作品の著作権は主催者に帰属し、環境保全のための各種啓発活動に使用します。 

(2) ポスターの入賞・入選作品は、令和３年12月中に返却予定です。 

 

14 問合せ先 

  ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

信州豊かな環境づくり県民会議事務局（県庁環境政策課内） 

【電話:026-235-7169 電子メール:kankyo@pref.nagano.lg.jp】 

  



（別紙） 

作 品 の 応 募 先 

 

学校の所在地 

一般の方の住所地 
受付機関名 連 絡 先 

小諸市 佐久市 

南佐久郡 北佐久郡 

豊かな環境づくり 

佐久地域会議 

（佐久地域振興局環境・廃棄物対策

課内） 

〒385-8533 佐久市跡部65-1 

電話:0267-63-3166／FAX:0267-63-3199 

E-mail:sakuchi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

上田市 東御市 小県郡 

豊かな環境づくり 

上小地域会議 

（上田地域振興局環境課内） 

〒386-8555 上田市材木町1-2-6 

電話:0268-25-7134／FAX:0268-25-7167 

E-mail：uedachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

岡谷市 諏訪市 

茅野市 諏訪郡 

美しい環境づくり 

諏訪地域推進会議 

（諏訪地域振興局環境課内） 

〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10 

電話:0266-57-2952／FAX:0266-57-2968 

E-mail：suwachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

伊那市 駒ヶ根市 上伊那郡 

豊かな環境づくり 

上伊那地域会議 

（上伊那地域振興局環境・廃棄物対

策課内） 

〒396-8666 伊那市荒井3497 

電話:0265-76-6817／FAX:0265-76-6838 

E-mail：kamichi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

飯田市 下伊那郡 

豊かな環境づくり 

飯伊地域会議 

（南信州地域振興局環境課内） 

〒395-0034 飯田市追手町2-678 

電話:0265-53-0434／FAX:0265-53-0467 

E-mail：minamichi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

木曽郡 

豊かな環境づくり 

木曽地域会議 

（木曽地域振興局総務管理・環境課

内） 

〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 

電話:0264-25-2234／FAX:0264-25-2247 

E-mail：kisochi-somu@pref.nagano.lg.jp 

松本市 塩尻市 

安曇野市 東筑摩郡 

豊かな環境づくり 

松本地域会議 

（松本地域振興局環境・廃棄物対策

課内） 

〒390-0852 松本市大字島立1020 

電話:0263-40-1941／FAX:0263-47-8122 

E-mail：matsuchi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

大町市 北安曇郡 

豊かな環境づくり 

大北地域会議 

（北アルプス地域振興局総務管理・

環境課内） 

〒398-8602 大町市大町1058-2 

電話:0261-23-6563／FAX:0261-23-6539 

E-mail：kitachi-somu@pref.nagano.lg.jp 

長野市 須坂市 

千曲市 埴科郡 

上高井郡 上水内郡 

豊かな環境づくり 

長野地域会議 

（長野地域振興局環境・廃棄物対策

課内） 

〒380-0836 長野市南県町686-1 

電話:026-234-9590／FAX:026-234-9912 

E-mail：nagachi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 

中野市 飯山市 

下高井郡 下水内郡 

豊かな環境づくり 

北信地域会議 

（北信地域振興局環境課内） 

〒383-8515 中野市大字壁田955 

電話:0269-23-0202／FAX:0269-23-0275 

E-mail：hokuchi-kankyo@pref.nagano.lg.jp 


