
たくさんのご応募お待ちしています！！ 

 県内の学校に通う方については、各学校を通して応募してください。 

 県外の学校に通う方については、直接個人で応募をお願いします。 

 (直接持参していただいても結構です) 

 応募締切：平成２９年９月６日（水） 必着 

 応募方法  

応募先および問い合わせ先 

〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30 

奈良県景観・環境局環境政策課内 

奈良県不法投棄ゼロ作戦推進キャンペーン実行委員会 

TEL 0742-27-8663 

 けい   は つ    ぼ   しゅう 

ふほうとうき さくせん すいしん 

奈良県内にお住まい、あるいは通学している小・中学生および高校生 

 対象者  
たいしょうしゃ 

ならけんない つうがく す しょう ちゅうがくせい こうこうせい 

ごみのポイ捨ての禁止等、不法投棄の防止を呼びかける内容のポスターを作成       

してください。（作成方法など、詳しくは裏面の「募集要項」をご覧ください）  

 募集内容  
ぼしゅうないよう 

す  きんし   など  ふほうとうき ぼうし よ ないよう さくせい 

さくせいほうほう くわ うらめん ぼしゅうようこう らん 

かく がっこう おうぼ とお 

けんがい がっこう かよ かた ちょくせつこじん おうぼ ねが 

おうぼ しめきり へいせい ねん がつ にち ひっちゃく 

けんない がっこう かよ かた 

おうぼほうほう 

奈良県では、美しい奈良の環境を守るため、11月の『不法投棄ゼロ作戦強化週間』に向け、 

不法投棄防止の啓発ポスターを募集します。 

ならけん うつく なら かんきょう まも ふほうとうき さくせんきょうかしゅうかん む 

ふほうとうき    ぼうし けいはつ ぼしゅう 

がつ 

ちょくせつ じさん けっこう 

 奈良県では、ポイ捨てや廃棄物の不法投棄を無くすため、巡回パトロールや、 

不法投棄をした人に対する指導を行っていますが、なかなか無くならない状況に 

あります。 

 そこで、昨年度に引き続き、11月に『不法投棄ゼロ作戦強化週間』を定め、 

県民一人一人が地球環境を守る意識を持ち、「不法投棄をしない、させない、許 

さない」、不法投棄ゼロの環境を築いていくきっかけとなるよう、様々なキャン 

ペーンを行います。 

 不法投棄ゼロ作戦強化週間とは？ 
ふほうとうき さくせん きょうか しゅうかん 

ふほうとうき ならけん な 

おこな ふほうとうき 

じゅんかい 

ひと 

ふほうとうき さくねんど つづ さくせん きょうか しゅうかん 

も 

かんきょう きず さまざま 

おこな 

おうぼさき と あ さき 

ならけん 

ならけん 

ならけん ふほうとうき さくせん すいしん じっこういいんかい 

けいかん かんきょうきょく かんきょうせいさくか ない 

のぼりおおじちょう 

な たい しどう じょうきょう 

す 

ひ さだ 

けんみん ひとりひとり 

ふほうとうき 

ふほうとうき ゆる ちきゅうかんきょう まも いしき 

へいせい ねんど 

はいきぶつ 

ならし 

奈良県エコキャラクター 
な～らちゃん 



●テーマ・内容 

下のテーマ例のような、ごみの不法投棄、ごみのポイ捨ての防止をテーマとした

標語をかならず入れてください。(テーマ例をそのまま使用しても結構です) 

◆ テーマ例 ◆ 

 ・「やめようポイ捨て」     ・「STOP不法投棄」 

 ・「勝手に捨てたらダメ」    ・「あなたですか？捨てたのは」 

(注)「節電」や「エコ」等は、テーマと異なりますので、審査の対象とはなりません。 

●作成要領 

①用紙は四つ切り大画用紙（縦542mm×横382mm）を、縦長で使用してください。 

②手書きで絵の具や色鉛筆、クレヨンなど、自由に使って描いてください。 

 ※油絵具は使用しないでください。 

③下記の応募票に必要事項を記入のうえ、作品の裏(右下)に貼付して応募してください。 

④応募作品は、未発表のオリジナル作品に限ります。 

●作品について 

平成２８年度不法投棄ゼロ作戦
推進キャンペーン啓発ポスター 

応募票 

学校名 

学  年 

ふりがな 

氏  名 

作品に対する 

コメント 

 小 ・ 中 ・ 高   （   年） 

収集する個人情報は、その目的の為だけに使用し、応募者の了解無しに第三者に
提供することはありません。 

・応募作品は、小学生部門・中学生部門・高校生部門ごとに審査を行い、それぞれ最優 

秀賞、優秀賞、佳作を選出します。入選作品については、「不法投棄ゼロ作戦推進大 

会」にて表彰を行います。 

・入選作品は県内で巡回展示するほか、各部門で選ばれた最優秀作品のうち１点はキャ 

ンペーン啓発ポスターとして、県内主要駅や公共施設での掲示、テレビCM等に使用し 

ます。 

・応募していただいた方全員に記念品を差し上げます。 

・入選作品の著作権は、全て実行委員会に帰属します。 

（切り取り線） 

ぼしゅうようこう 

ないよう 

れい ふほうとうき す ぼうし 

ひょうご れい しよう けっこう 

れい 

す ふほうとうき 

かって す す 

せつでん など こと しんさ たいしょう 

さくせいようりょう 

ようし よ ぎ だい がようし たて よこ 
たてなが しよう 

てが え ぐ いろえんぴつ じゆう つか えが 

しよう あぶらえのぐ 

さくひん うら ひつようじこう きにゅう かき おうぼひょう はりつけ おうぼ 

おうぼさくひん みはっぴょう さくひん かぎ 

さくひん 

おうぼさくひん しょうがくせいぶもん ちゅうがくせいぶもん こうこうせいぶもん しんさ おこな さいゆう 

しゅうしょう ゆうしゅうしょう かさく せんしゅつ にゅうせんさくひん ふほう とうき さくせんすいしんたい 

にゅうせんさくひん けんない じゅんかいてんじ さいゆうしゅうさくひん 

けいはつ けんないしゅようえき こうきょうしせつ けいじ など しよう 

にゅうせんさくひん ちょさくけん じっこういいんかい すべ きぞく 

おうぼひょう 

がっこうめい 

がくねん 

しめい 

ひょうしょう 

みぎした 

かくぶもん えら てん 

さくひん たい 
（描いた動機、作品への思い等、ご自由に書いてください） 

かい 

おうぼ きねんひん かたぜんいん さ あ 


