趣

旨

対 象 者

火災予防についての意見やイメージをポスターに表現した図案で防火標語
「火の用心 ことばを形に 習慣に」に合った自由な発想でイメージした図案
とします。（図案に上記標語は記入しないでください。）
全国の小学生（４年生以上）及び中学生

応募方法等 応募方法及び提出期限は、平成２９年度防火ポスターコンクール図案募集
要項（別添）を参考にしてください。
表

彰

その他

最優秀賞受賞者・保護者・学校関係者を日本消防会館で行う表彰式に招待
いたします。開催日時は、１２月下旬を予定しています。
最優秀賞 １名（５０，０００円相当の記念品を贈呈）
優 秀 賞 ２名（２０，０００円相当の記念品を贈呈）
佳
作 若干名（５，０００円相当の記念品を贈呈）
最優秀賞者在籍学校（１００，０００円相当の記念品を贈呈）
※入選者以外の方につきましては、当共済会で審査対象となった作品のみ参加
賞として記念品を贈ります。

平成 29 年 9 月下旬頃、本人に通知するとともに、全日本消防人共済会ホ
―ムページ及び(公財)日本消防協会の機関誌「日本消防」に掲載いたします。
(URL http://www.shouboujin .or.jp）
これまで表彰された最優秀賞作品（過去３年間）
平成 26 年度 埼玉県熊谷市立別府小学校
平成 27 年度 奈良県宇陀市立榛原中学校
平成 28 年度 埼玉県越谷市立北陽中学校

平成 26 年度

平成 27 年度

５年 志賀 友里乃さん
３年 高西 月夜さん
１年 長野
茜さん

平成 28 年度

別添
平成２９年度防火ポスターコンクール図案募集要項

１

募集の目的
生活協同組合全日本消防人共済会は、平成 29 年度全国統一防火標語「火の用心 こ
とばを形に 習慣を」
（以下「防火標語」という）にあわせて、子供達が火災予防につ
いての意見や考えを自由な発想でイメージし絵画として表現することで正しい火の取
扱いを考えながら、火遊びや火災の防止に努めるとともに防火に関する意識を高める
ことを目的とし、防火ポスターの図案を募集します。

２

応募資格者
全国の小学生（小学４年生以上に限る）及び中学生

３ 図案の形態
（１）用紙は、市販の画用紙（サイズ・厚みは自由）とします。
（２）図案は、防火標語に合致するものとし、未発表のもの（すでにポスター等で使用
されたものを除く）に限ります。
（３）採用図案には、防火標語を印刷させていただきますので、図案のみのデザインと
してください。
※ 防火標語のような文字（デザインに係る文字と判断できるものを除く）が入っ
ている図案は、図案そのものを審査対象外といたしますのでご注意ください。
４

図案の応募方法及び提出期限
応募方法及び提出期限は、在住する都道府県の消防協会（別表）に問い合わせてく
ださい。

５

表彰等
入選者（佳作以上）には、次の区分に応じて賞状及び記念品を贈呈します。
① 最優秀賞
１名（５万円相当の記念品を贈呈）
※ 最優秀賞受賞者の在籍する学校には、１０万円相当の記念品を贈呈し
ます。また、受賞者、その保護者及び学校関係者を１２月下旬に日本消
防会館（東京都港区）で開催予定の表彰式に招待いたします。
② 優 秀 賞
２名（２万円相当の記念品を贈呈）
③ 佳
作
④ 参 加 賞

若干名（５千円相当の記念品を贈呈）
当共済会で審査対象となった作品のみとします。(記念品を贈呈)

６

結果発表
平成２９年９月下旬頃、最終審査結果を各支部に通知するとともに、全日本消防人
共済会ホームページ及び(公財)日本消防協会の機関誌「日本消防」に掲載いたします。
(URL http://www.shouboujin.or.jp）

７

その他
当共済会に提出された図案は、最終審査終了後（平成２９年１０月中旬頃予定）に
返却します。

※都道府県の消防協会は、次ページに添付されています。

都道府県消防協会（支部）連絡先
都道府県消防協会(支部)

〒

所

在

地

別表
電話番号

ＦＡＸ

北海道消防協会
青森県消防協会
岩手県消防協会
宮城県消防協会
秋田県消防協会
山形県消防協会
福島県消防協会
新潟県消防協会
東京都消防協会
神奈川県消防協会
埼玉県消防協会
群馬県消防協会

060-0005
030-0113
020-0021
980-0011
010-0951
990-2412
960-8043
950-0965
100-8119
231-0002
369-0131
371-8570

札幌市中央区北5条西6丁目2-2 札幌センタービル14階
青森市第二問屋町4-11-6 県計量検定ｸﾞﾙｰﾌﾟ庁舎内
盛岡市中央通3-7-22 岩手県消防会館内
仙台市青葉区上杉1-2-3 宮城県自治会館7階
秋田市山王4-1-2 秋田地方総合庁舎5階
山形県山形市松山3-14-66
福島市中町5-21 消防会館内
新潟市中央区新光町15-2 公社総合ビル5階
千代田区大手町1-3-5 東京消防庁内
横浜市中区山下町１番地 シルクセンター325Ｂ号室
鴻巣市袋30番地 埼玉県消防学校内
前橋市大手町1-1-1 県庁消防保安課内

011-232-5202
017-763-5333
019-654-3991
022-262-4333
018-867-7320
023-624-7434
024-522-5974
025-285-8767
03-3212-4020
045-201-1421
048-549-2338
027-220-1338

011-232-5203
017-739-1160
019-654-3992
022-263-7272
018-863-5910
023-674-8434
024-522-6387
025-284-0869
03-3212-4020
045-201-1431
048-549-1191
027-220-1339

千葉県消防協会
茨城県消防協会
栃木県消防協会
山梨県消防協会

260-0801
310-0851
321-0414
409-3834

千葉市中央区仁戸名町666-2 千葉県消防会館内
水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館5階
宇都宮市中里町248 栃木県消防学校内
中央市今福991 山梨県立防災安全センター内

043-263-9885
029-244-6561
028-666-5381
055-273-9456

043-263-9834
029-244-6560
028-666-5382
055-273-9457

長野県消防協会
福井県消防協会
石川県消防協会
富山県消防協会
三重県消防協会
愛知県消防協会

380-8570
910-0005
920-8580
939-8241
514-8570
460-0001

長野市大字南長野字幅下692-2 県庁東庁舎2階
福井市大手3-17-1 県庁危機対策・防災課内
金沢市鞍月1-1 県庁消防保安課内
富山市惣在寺1090-1 富山県広域消防防災センター内
津市広明町13 三重県防災対策部
名古屋市中区三の丸2-3-2 愛知県自治センター5階

026-232-5319
0776-20-0310
076-267-2383
076-429-7690
059-224-2108
052-951-1119

026-232-5319
0776-22-7617
076-267-2383
076-429-8690
059-224-3350
052-972-9299

一財

静岡県消防協会
岐阜県消防協会

420-0853 静岡市葵区追手町44-1 静岡県産業経済会館７階
500-8385 岐阜市下奈良3-11-6 岐阜県防災交流センター内

054-221-4119 054-221-4233
058-260-4339 058-216-5999

公財

京都府消防協会

602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館

075-414-1165 075-414-1169

公財

大阪府消防協会
兵庫県消防協会
奈良県消防協会
滋賀県消防協会
和歌山県消防協会
鳥取県消防協会
島根県消防協会
岡山県消防協会

540-0012
650-0011
630-8501
520-0044
640-8585
689-3547
690-0011
700-0823

大阪市中央区谷町2-2-20 大手前ｳｻﾐﾋﾞﾙ8階
神戸市中央区下山手通4-16-3 県民会館4階
奈良市登大路町30 県庁内（本庁舎主棟２階）
大津市京町四丁目3番28号 滋賀県厚生会館2階
和歌山市小松原通1-1 県庁危機管理局消防保安課内
米子市流通町1350 県消防学校内
松江市東津田1741-3 いきいきプラザ島根１階
岡山市北区丸の内2-12-20 内山下ビル2F

06-6937-8119
078-333-8073
0742-22-1101
077-522-1965
073-423-8715
0859-27-0825
0852-21-2166
086-232-1366

06-6944-0099
078-333-8076
0742-26-8718
077-526-1039
073-422-7652
0859-27-3376
0852-21-3585
086-232-1367

広島県消防協会
山口県消防協会
徳島県消防協会
香川県消防協会
愛媛県消防協会
高知県消防協会

739-1743
753-0072
770-0847
760-8570
790-0864
780-0850

広島市安佐北区倉掛2-33-2 消防学校内
山口市大手町9-11 山口県自治会館2階
徳島市幸町3-79 消防会館内
高松市番町4-1-10 県庁危機管理総局危機管理課内
松山市築山町1-35 消防会館内
高知市丸ノ内1-2-20 高知県危機管理部消防政策課

082-843-4647
083-924-8776
088-625-8342
087-832-3182
089-921-8517
088-823-9044

082-843-4647
083-924-3216
088-678-8346
087-831-8811
089-921-8547
088-823-9253

長崎県消防協会
福岡県消防協会
大分県消防協会
佐賀県消防協会
熊本県消防協会
宮崎県消防協会
鹿児島県消防協会
沖縄県消防協会

850-8570
810-0802
870-0023
840-0041
860-0801
880-0805
899-5652
900-8570

長崎市江戸町2-13 県庁消防保安室内
福岡市博多区中洲中島町3-10 消防会館内
大分市長浜町1-4-6 塩九升ビル２－Ｂ
佐賀市城内1-5-14 佐賀県自治会館内
熊本市中央区水道町6-2 水道町センタービル４階
宮崎市橘通東2-7-18 宮崎県住宅供給公社ビル３階
姶良市平松6252 鹿児島県防災研修ｾﾝﾀｰ内
那覇市泉崎1-2-2 県庁防災危機管理課内

095-895-2146
092-271-1275
097-578-7981
0952-23-5322
096-288-0105
0985-22-4314
0995-64-5401
098-863-2053

095-821-9202
092-271-1277
097-578-7982
0952-28-2307
096-288-0107
0985-23-5795
0995-64-5402
098-866-3204

公財
公財
公財
公財
一財
一財
公財
公財
一社
公財
公財
公財
公財
公財
公財
一財
公財
公財
公財
公財

公財

公財
公財
公財
公財
公財
公財
一財
公財
公財
公財
公財
公財
公財
公財
一財
一財
公財
一財
公財
一財
公財

