
社会の交通安全意識を高めることで

交通事故を減らそうと、スローガンを募集します。

上位入賞作品は、

春と秋の全国交通安全運動で使われます。
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どなたでも応募できます

歩行者 自転車利用者に

呼びかけるもの

交通ルールの遵守と交通マナーの向上
例)横断歩道等における交通ルールの連守など

歩行者は 回り道でも積断歩道を横断する

こと 横断するときは 手を上 するなどして

運転者に対して積断する意思を明確に伝え

ること 車の直前 直後や積断が禁止されて

いる場所を積断しないことなど

側)交差点での信号連守と一時停止 安全確認

例)なから運転の禁止

夕暮れ時と夜間における交通事故防止

例)反射材月品 ライ トの点lT

自転車の安全利用

lll)自 転車は 歩行者と衝突 した場合は加害者

となり 自動車と衝突した場合は被害者に

なるという両面を持っていること

例)全ての年昴層に対する栞車用ベルメットの着

用 車道は左側を通行 歩道は

'行
者優先で草

道よりを徐行

一般財団法人全日本交通女全協会 毎日新聞社

内閣府 警察庁 法務省 文部科学省 厚生労働省 経済産業省 日上交通省 NHKl予定含む

中学生以下のみ応募できます

子供たちに交通安全を

呼びかけるもの

重点テーマは特に定めない

ヽ自作 未発表作品に限る 過去の入賞作や他で公表

使用されたスローガンと同一ないし酪似していると

判断された場合は審査対象とならない

,応募点数に制限はもうけない

毎 日新聞社交通安全年間スローガン

難
あ非51i囲

以下の重点テーマに

沿ったスローガンを

作成してください

(句読点はつけないこと)

どなたでも応募できます

運転者 (同乗者を含む)に

呼びかけるもの

1 交通ルールの遵守と交通マナーの向上
例)横 断歩道等における歩行者保護 運転中の

スマー トフオン等の使用禁上 他の卓への

思いやりの気持ち あおり運瓢の禁止など

飲酒運転の根絶

後部座席を含めた全ての座席 におけ

るシー トベル トとチャイ,レ ドシー ト

の正 しい着用

前照灯の早めの点灯

例)夕書れ時にお サる前照灯の早めの点灯によ

り歩行者を早く発見すること 自分の車の

存在を周国にタロらせることなど

高齢運転者の交通事故防止

騒  応募方法 賞 応募用紙は
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■裏面をご覧ください !

■協責 全国共済農業協同組合連合会



―

応募用紙は下段のものをご使用ください。

毎日新聞社のホームページ (hitpsッ /WWW manに h cOJp/eVent/aW/anZen/JOgan/yOko htmり からもダウンロードできます。
※ハガキに貼付するなどして活用してください。
ハガキや同程度の大ききの用紙に直接記載する場合には、必要事項をもれなく記載してください。

個人で

応募する場合

学校 企業・団体で

一括応募する場合

送り先

1枚につき作品 (ス ローガン)1点
▽応募部門 (一般 A、 一般 B、 こども)▽重点テーマの番号 (A-1、 B-2など。こども部門は必要なし)

▼氏名▽生年月日V職業 (児童 生徒は学校名、学年)V住所、電話番号 ―― を明記する

(注)高校生以下は学校所在地と学校電話番号をI.Uす ること 複数作品を応募する場合は一つの封筒に入れるなどして―括送帆

1枚につき作品 (ス ローガン)1点
V応募部門 (一般 A、 一般 B、 こども)▼重点テーマの番号 (A-2、 B-3など。こども部門は必要なし)

▽氏名▼生年月日▽所属する学校名 学年または企業 団体名▽所属先の住所、電話番号―― を明記する。
(注)代表者名 (教諭等)の記載があれ〔よ 応募者個人の住所 電話番号の記載は不曳 ―括送付軋

〒100‐8051東京都千代田区―ツ橋1‐ 1‐1毎日企画サービス内1校通安全年間スローガン」事務局

審査員 学識経験者、主催 後援 協賛関係者

発 表 令和3年 11月 下旬の毎日新聞紙上とホームページなど

賞  (予定)

●内閣総理大臣賞く最優秀作〉(各部「51点 )=賞状と資金10万円

●内閣府特命担当大臣賞〈優秀作)(各部門1莉 =賞状と賞全 3万円

0文部科学大臣賞く優秀作〉にども部門のみ1点 )

=賞状と図書カード(本人 2万円、在学校 1万円

●警察庁長官賞〈優秀作〉(螢郭il l点 )=賞状と資金 3万円

●全日本交通安全協会会長賞〈佳作〉(各部「,数点)=賞状と賞全 5千円

ヽ中学生以下の受賞者には 賞金に代わり図書カー トを贈呈する 最優秀作には本人と

在学校にそれぞれ 5万円V優秀作には本人に2万円 在学校に 1万円▽佳作には本人

に 5千円――の図言カードを贈る

※入賞作品の著作権 (署lFn法第27条及び第28条 に規定する権利を含む)など―切の権

利は主催者に帰属するものとする また 応募者は著作者人格権に基づく権利を行使し

ないものとする

※応募作品は逗却しない

米作品の応募に関する個人情報は毎日新F・5社及び毎日企画サービスが管理 し 選考や

受賞者の発表 表彰 茨回以降の募集に必要な場合にのみ使用する

※審査結果について不服がある場合の異議申し立ては 発表日から2週間以内とする

お問い合わせ 毎日企画サービス内「交通安全スローガン」事務局
h:0362656815 平日午前10時～午後5時

応募部門 重点テーマ

報 部F5A □ A‐ 1 □ A‐ 2

-般部F,B □ B‐ 1 □ B‐ 2

口 こども部門 覇ヽ テーマはありません

(いずれ・JNに 口をつけてくださoつ

口 A‐ 3 □ A‐ 4 0A‐ 5

□ B‐ 3

応募部門 重点テーマ

ー般部門A □ A‐ 1 □A-2
-般部門B □ B‐ 1 

「
B-2

□こども部門 X重点テーマはありません

(tヽずれかに回をつけてください)

□ A‐ 3 ¬A‐ 4 □A5
1J B-3

X必ずご記入ください X必ずご記入ください

※高校生以下は単年もご記入ください

1凛亀屈]

X高校生以下は下記もご記入ください

T

学校所在地

学校電話 ( )


