茨城県各課関係の夏休みの作品募集一覧
タイトル

ジャンル

令和３年６月29日

対象

主催

〆切

茨城県教育庁義務教育課まとめ

提出先

要項掲載URL

問合せ先

茨城県人権施策推進室

9/17まで

人権啓発ポスターコ
ンクール

茨城県・県教委・人権啓

ポスター

小・中

発活動ネットワーク協議
会

〒310-8555 水戸市笠原町978番6
茨城県庁舎１５階

※市町村立学

※原則として市町村立学校に在学する者

校に在学する

は、各市町村教育委員会へ提出。

者は、各市町

市町村教委・在学の学校等の判断により、
学校単位での当該募集の応募をしない学校

村教育委員会

に在学する者で、応募を希望する場合は同

へ9/10までに

校に在学する有志又は個人での応募を可と

提出

https://www.pref.ibar
茨城県保健福祉部福祉指導課

aki.jp/hokenfukushi/f

人権施策推進室

ukushi/jinken/koshi/j

TEL：029-301-3135

inken/posutamesseb
osyu.html

する。
ただし、作品は個人として１人１点までの
提出とし、連名等による作品の提出は不可

https://www.pref.ibar

茨城県人権施策推進室 人権メッセージ募
茨城県・県教委・人権啓

人権メッセージ

メッセージ

小・中

発活動ネットワーク協議

9/10まで

会

集 『人権について考えてみませんか～あ

茨城県保健福祉部福祉指導課

なたの思い・わたしの思い』 係

人権施策推進室

〒310-8555 水戸市笠原町978番6

TEL：029-301-3135

ukushi/jinken/koshi/j
inken/posutamesseb
https://www.pref.ibar

茨城県庁舎１５階

茨城県国土緑化運

茨城県・公益社団

動・育樹運動標語コ 標語

法人茨城県緑化推

ンクール

公益社団法人茨城県緑化推進機構
〒310-0011 水戸市三の丸1丁目3番2号

小・中

9/3まで

茨城県林業会館内
※学校単位で応募しない場合は、個人での

進機構

aki.jp/hokenfukushi/f

aki.jp/nourinsuisan/ri
公益社団法人茨城県緑化推進機構
TEL：029-303-2828

nsei/morizukuri/mori
dukuri2/15/150619/in

応募を可とする。

dex.html
https://www.pref.ibar
茨城県国土緑化運
動・育樹運動ポス

公益社団法人茨城県緑化推進機構

茨城県・公益社団
ポスター

ター原画コンクール

〒310-0011 水戸市三の丸1丁目3番2号

小・中

法人茨城県緑化推

9/3まで

茨城県林業会館内
※学校単位で応募しない場合は、個人での

進機構

aki.jp/nourinsuisan/ri
公益社団法人茨城県緑化推進機構
TEL：029-303-2828

nsei/morizukuri/mori
dukuri2/15/150619/in

応募を可とする。

dex.html
https://www.pref.ibar
茨城県下水道促進週間
コンクール

絵画・ポスター，
作文，書道，標

小・中

茨城県下水道課

語，新聞

作品提出の窓口は各市町村の下水道担当課になりますので，お手数ですが提出に関する情報はお

aki.jp/doboku/gesui/

住まいの市町村下水道担当課にお問い合わせください。

kikaku/sewage_conco
urs/r3concours.html
https://www.pref.ibar

茨城県霞ケ浦環境科

令和３年度霞ヶ浦水

学センター・県教

質浄化ポスターコン ポスター

委・霞ヶ浦問題協議

クール

会・公益社団法人茨

茨城県霞ケ浦環境科学センター

小・中

10/22まで

環境活動推進課担当宛

aki.jp/soshiki/seikats
茨城県霞ケ浦環境科学センター
環境活動推進課

〒300-0023
土浦市沖宿町1853番地

ukankyo/kasumigaur
aesc/05_gakushu/po

TEL：029-828-0961

ster/boshu/poster.ht

城県水質保全協会

m
https://www.ibarakiwelfare.or.jp/%e3%82
%8f%e3%81%8f%e3%
82%8f%e3%81%8f%e3

社会福祉法人茨城社会福祉協議会

%82%bb%e3%83%b3

茨城わくわくセンター
〒310-8586

ぼく☆わたしのおじい
ちゃん☆おばあちゃん

絵画

茨城県，社会福祉法人茨

小

城県社会福祉協議会

9/30まで

の絵コンクール

社会福祉法人茨城社会福祉協議会

水戸市千波町1918
※個人応募を基本としますが、学校におい
て取りまとめいただける場合は、ご協力願

%e3%82%bf%e3%83%

茨城わくわくセンター

bc/%e3%81%84%e3%

TEL：029-243-8989

81%b0%e3%82%89%e

います。個人応募においても、参加賞は学

3%81%8d%e3%81%ad

校を通じて送付する旨ご対応願います。

%e3%82%93%e3%82
%8a%e3%82%93%e6
%96%87%e5%8c%96
%e7%a5%ad/
https://www.pref.ibar

「介護の日」作文コン
クール

作文

茨城県・県老人福祉施設

中・高

協議会

9/7まで

茨城県保健福祉部長寿福祉推進課「介護の 茨城県保健福祉部長寿福祉推進課

aki.jp/hokenfukushi/c

日」作文コンクール担当宛

長寿企画・援護グループ

hofuku/shichoson/kai

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

TEL：029-301-3326

go/kaigonohi/kaigono
hi_index.html

茨城県農林水産部 農地局農村計画課
絵画コンクール担当宛

茨城県農林水産部農

第13回いばらきの農
業・農村子ども絵画 絵画
コンクール

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

地局農村計画課・県

小4～6

土地改良事業団体連

10/8まで

※学校単位で応募を行わない場合、個人応
募を可とします。個人応募においても、参

合会

https://www.pref.ibar
茨城県農林水産部

aki.jp/nourinsuisan/n

農地局農村計画課
TEL：029-301-4150

okan/shomu/2020071
3kodomokaiga.html

加賞は学校を通じて送付する旨ご対応願い
ます。

https://www.pref.ibar

令和４年度愛鳥週間
用原画ﾎﾟｽﾀｰコンクー ポスター

小・中

茨城県環境政策課

9/7まで

茨城県県民生活環境部環境政策課
〒310-8555 水戸市笠原町 978-6

ル

茨城県環境政策課
自然・鳥獣保護管理グループ

aicho-poster.html
https://www.pref.ibar

・保健所（水戸市

薬と健康の週間ポス
ター

茨城県・

ポスター

保健所を除く）

中

茨城県薬剤師会・

9/3まで
・薬務課

茨城県医薬工業会

茨城県保健福祉部医療局薬務課
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
または県内最寄りの保健所
（水戸市保健所を除く）

茨城県保健福祉部医療局薬務課
薬事グループ

作文
障害者週間のポス
ター

明るい選挙啓発ポス
ターコンクール

作文

茨城県障害福祉課

小・中

9/3まで

茨城県県障害福祉課

企画担当

en/posutayoukou.htm
https://www.pref.ibar
茨城県県障害福祉課

企画担当

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

TEL：029-301-3357

茨城県障害福祉課

茨城県障害福祉課

aki.jp/hokenfukushi/s
hofuku/kikaku/shofu
https://www.pref.ibar

ポスター

茨城県障害福祉課

小・中

9/3まで

企画担当

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

企画担当

TEL：029-301-3357

aki.jp/hokenfukushi/s
hofuku/kikaku/shofu

ポスター

（公財）明るい選挙推

学校の所在する市町村の選挙管理委員会

進協会、都道府県選挙

[市町村選挙管理委員会の一覧]

小・中

管理委員会連合会、茨

9/10まで

城県選挙管理委員会、

https://www.pref.ibaraki.jp/somu/shichoson/senkyo/senka
n/index2.html

市町村選挙管理委員会

茨城県水郡線利用
絵画

線」児童絵画展

茨城県水戸市笠原町978-6

小学生

促進会議、水郡線

9/6まで

・水郡線活性化対策協議会事務局（石川町
企画商工課内）

活性化対策業議会

http://www.akaruisen
kyo.or.jp/060project/
06502poster/

開予定

県政策企画部交通政策課内）

「奥久慈清流ライン

ku/b/b-5.html

・今年度HPは７月下旬ごろ公

・茨城県水郡線利用促進会議事務局（茨城

乗ってみよう水郡

aki.jp/hokenfukushi/y
akumu/yakuji/kusurit

TEL：029-301-3393

9/10まで

心の輪を広げる体験

aki.jp/seikatsukankyo
/shizen/chojyuhogo/

TEL：029-301-2946

茨城県水郡線利用促進会議事務局（茨城県 ・（参考）前年度の受賞作品の
政策企画部交通政策課内）

掲載ページ

TEL：029-301-2606

（福島県石川町HP）
http://www.town.ishikawa.fuk

福島県石川郡石川町字長久保185-4

ushima.jp/info/2020/10/post1131.html

茨城県保健福祉部健康・地域ケア推進課

歯と口の健康に関す

茨城県・県教育委 小（３年生・

るポスターコンクー ポスター

員会・県歯科医師 ６年生）、

ル

会

https://www.pref.ibar

がん・生活習慣病対策推進室
〒310-8555 水戸市笠原町978番6

9/3まで

※学校単位での応募に加え、個人での応募 がん・生活習慣病対策推進室
も可。

中

茨城県保健福祉部健康・地域ケア推進課
TEL：029-301-3229

aki.jp/hokenfukushi/c
hiiki/kenko/shikahok
enn.html

※昨年度とは送付先が変更になっておりま
すので、ご注意ください。

https://www.city.ryug

牛久沼流域水質浄化 牛久沼流域４市
対策協議会・茨城
（龍ヶ崎市・つ
牛久沼水質浄化ポスター

ポスター

県・茨城県教育委員 くば市・牛久
会

市・つくばみら
い市）の小・中

龍ケ崎市環境対策課

asaki.ibaraki.jp/kuras

つくば市環境保全課

9/6まで

牛久市環境政策課
つくばみらい市生活環境課

各市町村担当課窓口

hi/kankyo/kankyo/os
hirase/ushikunuma.ht
ml

