
 
 

「国土と交通に関する図画コンクール」作品募集要領 

 

 

■目  的   国土交通省の広報活動の一環として、明日の日本を担う子供

たちに、国土交通省が行っている、人々の生き生きとした暮ら

しと、これを支える活力ある経済社会、日々の安全、美しく良

好な環境、多様性ある地域を実現するためのハード・ソフトの

基盤の形成の実現に向けたさまざまな取り組みについて、理解

を深めてもらうきっかけになることを期待して実施するもので

す。 

 

■課  題   鉄道や飛行機などの乗り物、道路、橋、ダム、駅、空港、港

のある風景、住んでいるまちの様子、道路やビルなどの工事現

場の様子、未来の乗り物や都市など、国土交通省の仕事に関係

するもの。（国土交通省の仕事については、国土交通省ホーム

ページ『キッズコーナー（http://www.mlit.go.jp/kids/）』

でも調べることができます。） 

 

 

 

 

       

 

 

 

■応募資格   全国の小学１年生から６年生が対象です。 

 

■作  品  ・四つ切り画用紙（38×54 ㎝）を使用してください。 

・画材は、油絵の具以外自由です。（水彩絵の具、アクリル絵

の具、クレヨン、色鉛筆、ボールペンなど） 

・応募点数は１人１点、未発表のものに限ります。 

 

■応募方法  ・原則として学校単位（絵画教室も可）での応募とします。 

・所定の「応募票」(別添１）に必要事項を記入し、作品の裏面

に貼付の上、応募作品一覧（別添２）を添えて、各都道府県

の「国土と交通に関する図画コンクール」の担当部署（別紙）

あて送付してください。 

 

■募集期間   平成２１年９月１１日（金）まで（当日必着）

【先生方へのお願い】 

昨年度も未来の乗り物や住んでみたい街など夢や希望を描

いた作品が多く見受けられましたが、日常の何気ない光景や

身近な人々の暮らしの様子などにも目を向けてくれるようご

指導いただければ幸いです。 

http://www.mlit.go.jp/kids/


 

■審  査   国土交通省の審査委員会において、専門家による審査を行い、

以下の各賞を決定します。 

         国土交通大臣賞    ６点（各学年１点） 

         国土交通事務次官賞 １８点（各学年３点） 

         佳  作      ６０点（各学年１０点） 

         審査員特別賞     数点 

 

■発  表   １１月上旬に各学校等に通知するほか、国土交通省ホー

ムページで公表します。 

 

■表  彰   主催者である国土交通省から賞状、協賛団体から副賞を

贈呈します。なお、国土交通大臣賞については、１２月上

旬に国土交通省において、授賞式を行う予定です。 

 

■展 示 会      平成２２年２月以降、科学技術館（東京）ほかで開催す

る予定です。 

 

■応募作品の ・入賞作品は展示会終了後に、それ以外の作品は審査終了

取り扱い   後に各学校等を通じて返却いたします。 

       ・入賞作品の版権・著作権は、国土交通省に帰属します。 

       ・入賞作品は、国土交通省ホームページ、広報誌、展示会

等に使用させていただきます。なお、その際、学校名・学

年・氏名を記載することがありますので、あらかじめご了承

ください。 

 

 

 

主催：国土交通省 

協賛：社団法人建設広報協議会、財団法人運輸振興協会、財団法人国土計画協会、

財団法人北海道開発協会 
後援：文部科学省（予定） 

［お問い合わせ先］ 

  国土交通省大臣官房広報課広報第一係・広報第二係 

03-5253-8111（内線 21-526・21-527） 

 



（別添１）　【応募票】

のりしろ

作 品 名 ：

（ふりがな）

お 名 前 ：

学 校 名 ： 立 小学校

学 年 ： 年

のりしろ

作 品 名 ：

（ふりがな）

お 名 前 ：

学 校 名 ： 立 小学校

学 年 ： 年

（この部分を作品の右裏に貼り付けてください。）

平成２１年度「国土と交通に関する図画コンクール」応募票

平成２１年度「国土と交通に関する図画コンクール」応募票

（この部分を作品の右裏に貼り付けてください。）



（別添２）　【応募作品一覧】

学 校 名 ： ※記載例：○○市立（私立）○○小学校

担当者名：

住　　 所 ：〒

※都道府県から記載してください。

電話番号：

ＦＡＸ番号：

番号 性別 学年

平成２１年度「国土と交通に関する図画コンクール」応募作品一覧

作　　　　品　　　　名 氏　 　　名 ふ り が な



郵便番号 住　　　　　　　　　　所

1 北海道 建設部総務課企画調整グループ 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目

2 青森県 県土整備部監理課 030-8570 青森市長島１－１－１

3 岩手県 県土整備部県土整備企画室 020-8570 盛岡市内丸１０－１

4 宮城県 土木部土木総務課総務班 980-8570 仙台市青葉区本町３－８－１

5 秋田県 建設交通部建設交通政策課 010-8570 秋田市山王４－１－１

6 山形県 土木部管理課 990-8570 山形市松波２－８－１

7 福島県 土木部企画技術総室土木企画課 960-8670 福島市杉妻町２－１６

8 茨城県 土木部監理課総務グループ 310-8555 水戸市笠原町９７８－６

9 栃木県 県土整備部監理課企画調整担当（総務） 320-8501 宇都宮市塙田１－１－２０

10 群馬県 県土整備部監理課総務企画係 371-8570 前橋市大手町１－１－１

11 埼玉県 県土整備部県土整備政策課 330-9301 さいたま市浦和区高砂３－１５－１

12 千葉県 県土整備部県土整備政策課政策室 260-8667 千葉市中央区市場町１－１

13 東京都 建設局総務部総務課広報係 163-8001 新宿区西新宿２－８－１

14 神奈川県 県土整備部県土整備総務課企画調整班 231-8588 横浜市中区日本大通１

15 新潟県 土木部監理課総務係 950-8570 新潟市中央区新光町４－１

16 富山県 土木部管理課管理係 930-8501 富山市新総曲輪１－７

17 石川県 土木部監理課管理グループ 920-8580 金沢市鞍月１－１

18 福井県 土木部政策推進グループ 910-8580 福井市大手３－１７－１

19 山梨県 県土整備部県土整備総務課 400-8501 甲府市丸ノ内１－６－１

20 長野県 建設部建設政策課総務係 380-8570 長野市大字南長野字幅下６９２－２

21 岐阜県 県土整備部建設政策課 500-8570 岐阜市薮田南２－１－１

22 静岡県 建設部管理局政策監付 420-8601 静岡市葵区追手町９－６

23 愛知県 建設部建設総務課 460-8501 名古屋市中区三の丸３－１－２

24 三重県 県土整備部県土整備総務室企画広報グループ 514-8570 津市広明町１３

25 滋賀県 土木交通部監理課 520-8577 大津市京町４－１－１

26 京都府 建設交通部監理課 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

27 大阪府 都市整備部都市整備総務課総務企画グループ 540-8570 大阪市中央区大手前２

28 兵庫県 県土整備部県土企画局総務課 650-8567 神戸市中央区下山手通５－１０－１

29 奈良県 土木部総務室 630-8501 奈良市登大路町３０

30 和歌山県 県土整備部県土整備政策局県土整備総務課 640-8585 和歌山市小松原通１－１

31 鳥取県 県土整備部県土総務課 680-8570 鳥取市東町１－２２０

32 島根県 土木部土木総務課総務グループ 690-8501 松江市殿町１

33 岡山県 土木部監理課 700-8570 岡山市北区内山下２－４－６

34 広島県 土木局総務管理部土木総務課 730-8511 広島市中区基町１０－５２

35 山口県 土木建築部監理課総務管理班 753-8501 山口市滝町１－１

36 徳島県 県土整備部県土整備政策課総務担当 770-8570 徳島市万代町１－１

37 香川県 土木部土木監理課 760-8570 高松市番町４－１－１０

38 愛媛県 土木部管理局土木管理課 790-8570 松山市一番町４－４－２

39 高知県 土木部建設管理課 780-8570 高知市丸ノ内１－２－２０

40 福岡県 県土整備部県土整備総務課総務係 812-8577 福岡市博多区東公園７－７

41 佐賀県 県土づくり本部建設・技術課 840-8570 佐賀市城内１－１－５９

42 長崎県 土木部監理課 850-8570 長崎市江戸町２－１３

43 熊本県 土木部監理課総務班 862-8570 熊本市水前寺６－１８－１

44 大分県 土木建築部建設政策課 870-8501 大分市大手町３－１－１

45 宮崎県 県土整備部管理課 880-8501 宮崎市橘通東２－１０－１

46 鹿児島 土木部監理課企画調整係 890-8577 鹿児島市鴨池新町１０－１

47 沖縄県 土木建築部土木企画課 900-8570 那覇市泉崎１－２－２

 担　当　部　署

平成２１年度「国土と交通に関する図画コンクール」　応募作品送付先
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