第 62 回 （ 令 和 4 年度 ） 下 水 道 の 日 「 下水 道 い ろ い ろ コ ン クー ル 」 実 施 要領

１．趣

旨：「下水道いろいろコンクール」は、全国の小中学生及び一般の方を対象に、9 月 10 日の
「下水道の日」にちなみ、下水道に興味を持っていただき、理解を深め、下水道の健全な発達
に役立つことを目的とします。

２．主

催：公益社団法人日本下水道協会、株式会社日本水道新聞社（日本下水道新聞）

３．後

援：国土交通省、環境省

４．協

賛：毎日新聞社、少年朝日ジャーナル、全国新聞教育研究協議会

５．募集部門：以下５部門を募集いたします。
私たちの日常の生活の中で下水道に関するいろいろな事柄について自由に発想・表現した作品
とします。書道部門については 6.(2)の応募規定にある課題作品とします。
（１）絵画・ポスター部門
（２）書道部門
（３）作文部門
（４）標語部門
（５）新聞部門

６．応募資格および応募規定：
（１）絵画・ポスター部門
応募資格

応募規定

小学校低学年の部（1～3 年生）
小学校高学年の部（4～6 年生）
中学生の部
画用紙のサイズ：
B4（257mm×364mm）～A2（420mm×594mm）以内
8 つ切《271mm×391mm》4 つ切《382mm×542mm》可
画材：
特に問いません
その他：
ポスターとして応募する場合は、「9 月 10 日下水道の日」以外
の文字は入れないでください。
絵画の場合は、文字を入れないでください。
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（２）書道部門
応募資格

応募規定

（3）作文部門
応募資格

応募規定

小学校低学年の部（1～3 年生）
小学校高学年の部（4～6 年生）
中学生の部
用紙：
半紙（333mm×242mm 程度）
書道教室や小学校で使用する一般的な用紙をご使用ください。
文字：
小学校低学年の部（1～3 年生）： 下水どう
小学校高学年の部（4～6 年生）： 下水道の役割
中学生の部： 下水道と環境
その他：
楷書、行書に限ります。
各課題の書き方は下記配列をご参考ください。
作品中の左端に学年（所属する学校の学年）、氏名を墨書きしてく
ださい（学校名は記載不要です）。台紙は付けないでください。
＊書道部門についても必ず応募票を貼り付けてください。
文字配列：

小学校低学年の部（1～3 年生）
小学校高学年の部（4～6 年生）
中学生の部
用紙：
400 字詰め原稿用紙
文字数：
小学校低学年の部（1～3 年生）：2～3 枚程度
小学校高学年の部（4～6 年生）：3～4 枚程度
中学生の部：4～5 枚程度
その他：
作品は自筆（鉛筆書き）のものを提出してください。
作品には必ずタイトルを入れてください。
作品には必ず①学校名、②学年、③氏名を明記してください。
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☆よくある質問とその回答（FAQ）
事務局に寄せられるよくある質問とその回答をまとめました。作品を製作される際、また応募作品を
提出される際には、是非ご一読をお願いします。
〇作品について
【絵画・ポスター部門】
Q：画材・用紙は自由ですか？
Q：画用紙のサイズはどのくらいですか？
Q：作品に文字を含んでもよいですか？

【書道部門】
Q：作品には学校名や学校の略称を入れても
よいですか？
Q：学年はどのように記載すればよいですか？
Q：小中一貫校の場合、中学生はどのように
学年を記載すればよいですか？

A：画材・用紙の指定は特にございません。
A： B4(257mm×364mm)～A2(420mm×594mm)以内
8 つ切(271mm×391mm)、4 つ切(382mm×542mm)も可
A：受賞作品は下水道事業の様々な PR 活動に活用す
るため、「9 月 10 日下水道の日」以外の文字や
標語、スローガン等を入れないでください。
その他の文字や標語が含まれる場合は、審査の
対象外となりますためご注意ください。
文字を含まない作品は、絵画部門として受付します。

A：学校名は記載不要としておりますが、記載されて
いても問題ございません。
A：特に指定はございません。
「小〇年」「中〇年」「〇年」のいずれでも構いません。
A：貴校の学年をそのまま記載ください。

【全般】
Q：作品を共同製作してもよいですか？

A： 本コンクールは個人が製作した作品を対象としています。
ただし新聞部門に限り、共同製作作品も対象です。
Q：応募規定に「未発表のものに限る」と
A：他のコンクールに応募・出品していない作品や、
ありますが、どのような作品になりますか？
他に同一・類似作品がないものです。ただし、
同一年に自治体ごとに実施する「下水道作品コン
クール」に応募した作品は、当該自治体等の広報
で発表していても、応募いただけます。
Q：1 人で複数の作品を応募できますか？
A：標語のみ、お 1 人様何点でも応募可能です。
（複数応募の場合は、用紙をまとめてお送りいただ
いて構いません）
＊「個人での応募作品」と「団体(自治体・学校)
からの応募作品」で同一人物の作品であること
が確認できた場合は、応募無効（審査対象外）
として取り扱いさせていただきます。
Q：応募作品は返却されますか？
A：毎年多数の応募をいただいておりますため、応募
作品は入賞の有無を問わず、返却することができ
ません。御了承のうえ、応募をお願いします。

〇応募について
Q：個人情報の取扱いはどうなっていますか？

A：本コンクールが取り扱う個人情報（作品応募のた
めに提供いただいた個人情報）は、作品選考及び
入賞者への連絡のためのみに使用します。
入賞者の表彰式の様子、入賞者の氏名・学校名・学
年・市町村名及び作品の一部は、主催者の広報とし
て印刷物や WEB サイト、新聞等で利用・掲載する
ことがありますため、応募時点でこれらの情報を公
表することに同意いただいたものとみなします。
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Ｑ：個人応募の場合、どのように提出すれば
よいですか？

Q：応募票は 1 点ごとに貼り付ける必要が
ありますか？

A：作品の裏に応募票を貼り付けの上、封筒等に入れ
て所定の作品送り先に送付してください。その際、
送付時に作品が傷まないように、作品を厚紙等で
はさんだ上で、ご応募ください。
A：作品を提出する際は、応募票に必要事項を記入の
上、作品の裏面右下に貼り付けてご提出ください。
ただし、所属自治体・団体にて所定の様式（団体
名・学校名・学年・応募者氏名・該当作品が分か
る一覧表〔名簿等〕）があります場合は、そちら
を使用いただいても構いません。
＊受賞者の氏名（漢字、ふりがな）及び学校名がすぐに
確認できるよう、応募票貼付をお願いしております。

Ｑ：書道部門の場合も、応募票を裏面に貼り
付ける必要がありますか？
Q：団体（自治体や学校単位）応募の場合、
どのように提出すればよいですか？

〇審査方法について
Q：審査はどのように行われますか？

Ｑ：審査結果はいつ頃、どのように知ること
ができますか？

〇その他
Q：表彰式はいつ、どこで開催されますか？

Ｑ：入賞者全員が表彰式に招待されますか？
Q：入賞者には何かもらえますか？

Q：参加賞はありますか？

A：書道部門においても必ず応募票を貼り付けてくだ
さい。（作品からはみ出していても構いません。）
A：すべての提出作品の裏に応募票を貼り付けの上、
応募内訳数を記載する「団体応募票」と併せて
ご提出ください。
必要事項が満たされていれば、所定の様式以外を
代用いただいても構いません。

A：本コンクール審査会にて、審査員（後援・協賛団
体、主催者の代表）により厳正な審査を行い、
各賞を決定します。
A：入賞された場合、5 月下旬ごろに主催者より応募
窓口（自治体・学校等・個人）に郵送または e-mail
にてご連絡します。
また、下記の媒体でも入賞者の発表を行います。
主催者ホームぺージ
（日本下水道協会 HP：https://www.jswa.jp/、
日本水道新聞社 HP：https://suido-gesuido.co.jp/ ）
下水道協会誌、日本下水道新聞、毎日小学生新聞、
朝日中高生新聞
＊入賞者一覧に記載のない方は、選外となります。

A：表彰式は翌年の夏(7～8 月)に開催する「下水道展」
の開会式にて行う予定です。
＊詳細は、対象となる大臣賞受賞者の皆様に応募窓
口（自治体・学校等・個人）を通じてお知らせします。
A：大臣賞受賞者 10 名のみをご招待いたします。
A：入賞者には賞状と副賞をお送りします。
また、大臣賞、会長賞及び社長賞受賞者には、
盾も併せてお送りします。
A：参加賞はございません。
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