
資 料

報道機関への資料配布日時 令和３年１２月１日 １３時００分

タイトル 令和３年度「緑化活動啓発作品」コンクール入賞者への賞状等の伝達について

内 容

（目的・趣旨）

【概要】

令和３年度「緑化活動啓発作品」コンクールの入賞者が決定しました。

本コンクールは、道内の小・中・高校生から、森林や緑に関するポスターや

標語を広く募集し、郷土の森林や緑の大切さ、緑化活動への参加など緑化思想

の普及啓発を図ることを目的として実施しているものです。

この度、本コンクール（ポスター原画「小学校の部」）において、共和町立

西陵小学校６年 佐藤 暖笑（さとう のえ）さんの作品が、北海道知事賞を受

賞しました。

知事に代わって、後志総合振興局森林室長から賞状等の伝達を行うこととし

ます。

・伝達日時：令和３年１２月８日（水）１５時１５分

・場 所：共和町立西陵小学校 校長室

・伝 達 者：後志総合振興局森林室長 佐藤 和弘

なお、佐藤さんのポスター原画は、令和４年度 緑の募金用ポスターに使用

される予定です。

※ 報道にあたり、入選した作品の画像データが必要な場合は、提供しますのでお

問い合わせください。

お問い合わせ先・・・公益社団法人 北海道森と緑の会

担当：専務理事 綾部 勉 電話：011-261-9022

参考
・令和３年度「緑化活動啓発作品」コンクールの概要 ２枚

・令和３年度 緑化活動啓発作品コンクール受賞者一覧表 １枚

報道解禁

■なし

☐あり

報道（取材）に

当たってのお願い
積極的なＰＲ・取材をお願いします。

道政記者クラブ

との同時発表

☐なし

■あり

所管課・係

後志総合振興局森林室管理課長 朝倉 隆光

〒044-0034 北海道虻田郡倶知安町南４条西１丁目

TEL 0136-22-1153 FAX 0136-22-3749

テレビ・ラジオ・インターネット 月 日（ ） 時以降

新聞 月 日（ ） 刊以降



令和３年度「緑化活動啓発作品」コンクールの概要

１ 募集の趣旨
道内の小・中・高校の児童生徒を対象にして、森林や緑に関するポスター原画・

標語の作品を広く募集し、また顕彰することで、郷土の森林や緑の大切さ、緑化
活動への参加などを啓発することを目的としています。

２ 実施機関
主催 公益社団法人北海道森と緑の会
後援 北海道、北海道教育委員会
協力 北海道森林組合連合会

３ 募集期間
令和３年５月１日（土）～８月３１日（火）まで

４ 部門別の全応募作品数

５ 審査会での審査対象（各振興局の審査を経て、当会に推薦されたもの）

〈推薦作品数〉
・ポスター原画

小学生の部 １２ 校 ４６ 作品
中学生の部 １５ 校 ７２ 作品
高校生の部 １ 校 ６ 作品
合 計 ２８ 校 １２４ 作品

・標語（学校による区分は行わない）
合 計 １１ 校 ４８ 作品

６ 入選作品の選定について

（１）ポスター原画
小学生の部

①最優秀賞 １点
②優 秀 賞 ３点
③奨 励 賞 ３点

中学生の部

区分 学校区分
令和３年度 令和２年度

備 考
学校数 応募数 学校数 応募数

ポスター
原 画

小学校 12 93 6 76

中学校 16 152 13 217

高 校 1 6 2 4

計 29 251 21 297

標 語

小学校 6 263 3 254

中学校 3 65 2 91

高 校 3 56 1 6

計 12 384 6 351

合 計 41 635 27 648



①最優秀賞 １点
②優 秀 賞 ３点
③奨 励 賞 ３点

高校生の部
①最優秀賞 １点
②優 秀 賞 １点
③奨 励 賞 １点

※ 最優秀賞の中から、「北海道知事賞」（Ｒ４年度緑の募金ポスターに採
用）１点、「北海道教育長賞」（Ｒ４年度緑の募金チラシに採用）１点、そ
のほかに「北海道森林組合連合会会長賞」１点を選考。

（２）標語
①入選 最優秀賞 １点
②入選 優 秀 賞 ２点
③入選 奨 励 賞 ７点

※ 最優秀賞は、「北海道知事賞」とし、Ｒ４年度の緑の募金ポスター、チラ
シの標語として採用する。

７ 入選作品の公表等

審査結果は、道庁の記者クラブへの情報提供及び当会ホームページに掲載し、

公表する。



令和３年度 緑化啓発活動作品コンクール受賞者 一覧表

森林室 授与月日 贈呈者 区分 審査結果 名前 よみがな 学校名 学年 作品（画題） 備考

空知 ポスター 中学校 優秀賞 青山　海里 あおやま　かいり 深川市立深川中学校 3 どんぐりの木とくま

空知 ポスター 中学校 奨励賞 明月　優花 あけつき　ゆうか 深川市立深川中学校 3 思いで、育てる

空知 標語 最優秀賞 杉本　恋実 すぎもと　れみ 岩見沢市立上幌向中学校 中1 育てよう　優しい心と　あふれる緑 北海道知事賞

空知 標語 奨励賞 三澤　咲月 みさわ　さつき 岩見沢市立上幌向中学校 中2 守りたい　緑ある星　未来まで

空知 標語 奨励賞 岡本　楓眞 おかもと　ふうま 岩見沢市立東小学校 小3 この森に　植えて育てる　かがやく未来

空知 標語 奨励賞 宮島　佐和 みやじま　さわ 北海道深川西高等学校 高2 森と人　守り守られ　生きていく

石狩 ポスター 中学校 最優秀賞 藤巻　愛海 ふじまき　あいか 石狩市立浜益中学校 3 森の行進 北海道教育長賞

石狩 ポスター 中学校 優秀賞 杉本　琴音 すぎもと　ことね 石狩市立浜益中学校 3 森の鳥獣戯画

石狩 ポスター 中学校 奨励賞 山本　優奈 やまもと　ゆうな 石狩市立浜益中学校 3 光陰の樹

後志 ポスター 小学校 最優秀賞 佐藤　暖笑 さとう　のえ 共和町立西陵小学校 6 みんなで守る！　地球と森林 北海道知事賞

胆振 ポスター 小学校 優秀賞 六角　明憲 ろっかく　あきのり むかわ町立宮戸小学校 6 巨木と生き物たち

胆振 ポスター 小学校 奨励賞 小西　ひなた こにし　ひなた 苫小牧市立美園小学校 3 にぎやかな森

胆振 ポスター 小学校 奨励賞 前原　みのり まえはら　みのり 苫小牧市立美園小学校 4 緑の木

胆振 ポスター 中学校 優秀賞 金谷　樹莉 かなや　じゅり 伊達市立光陵中学校 3 新緑

渡島東 標語 優秀賞 小松　千恵 こまつ　ちえ 北斗市立萩野小学校 小6 木々を植え　生み出す命と　美しさ

渡島東 標語 奨励賞 渡邊　岳 わたなべ　がく 北斗市立萩野小学校 小6 森林で　つないでいこう　命の輪

渡島西 ポスター 小学校 奨励賞 髙橋　奈南実 たかはし　ななみ 知内町立知内小学校 6 緑を増やして大切に

上川南 ポスター 小学校 優秀賞 滝澤　えま たきざわ　えま 旭川市立日章小学校 3 緑があればみんな笑顔

上川南 ポスター 高等学校 最優秀賞 川村　凛花 かわむら　りんか 北海道富良野緑峰高等学校 1 緑を彩る 道森連会長賞

上川南 ポスター 高等学校 優秀賞 瀬尾　大輝 せお　だいき 北海道富良野緑峰高等学校 1 塗り直そう緑を

上川南 ポスター 高等学校 奨励賞 平澤　亜弥佳 ひらさわ　あやか 北海道富良野緑峰高等学校 3 未来の緑

上川北 標語 奨励賞 多羽田　風香 たばた　ふうか 士別市立朝日中学校 中2 つなげよう　みんなで未来に　緑のバトン

釧路 ポスター 中学校 奨励賞 千葉　操 ちば　みさお 釧路町立遠矢中学校 2 森を復活させる

釧路 標語 優秀賞 工藤　光稀 くどう　こうき 白糠町立茶路小中学校 小6 木と人は　自然を守る　パートナー

釧路 標語 奨励賞 松永　まなみ まつなが　まなみ 白糠町立茶路小中学校 小2 木をまもる　どうぶつうれしい　ゆたかな森

釧路 標語 奨励賞 對木　亜香 ついき　あこ 白糠町立茶路小中学校 小5 この森を　未来につなげる　いつまでも

根室 ポスター 小学校 優秀賞 竹本　美晴 たけもと　みはる 別海町立別海中央小学校 2 みどりを守ろう私たちの手で


