
（１）作品のテーマ

　「生きる！を支える」みんなの隊長 いきるん を主役にした、人と人との支え合いや、

いのちの大切さを身近な出来事を通して伝えるマンガを作成していただきます。

　悩んでいるときに支えられたひと言やそばにいてくれた人への想い、悩んでいる人を

近くから見守ったり寄り添ったりした体験などをマンガで伝えてください。

（２）応募資格

•小・中学生の部 　　　　  …静岡市内に在住または通学している方

•一般（高校生以上）の部   …静岡市内に在住または通勤・通学している40歳未満

　　　　　　　　　　　　　　の方

（３）作品の規格

①原稿はＡ４サイズ（210×297 ㎜）１枚で応募してください。

②コマ数は、１～４コマまでとし、Ａ４サイズ１枚で完結するものとしてください。

③作品の主役として、「生きる！を支える」みんなの隊長 いきるん を描いてください。

④作品にはタイトルを必ずつけてください。

⑤カラー、モノクロを問いません。

⑥表裏の両面に描いた作品は認められません。

⑦台詞及びタイトルは、はっきりと読みやすく書いてください。

　「生きる！を支える」みんなの隊長 いきるん を主役にした、人と人との支え合いや、

いのちの大切さをテーマとしたマンガ作品を募集します。

　この事業は、静岡市の「生きる！を支える」取組みがさらに広がるよう実施するも

ので、マンガ作品を募集することにより、身近な人との支え合いや、いのちの大切さ

を考える機会をつくり、入賞作品を印刷物や市ホームページ等に掲載することで、作

品に込められたテーマを広めていくことを目的としています。

（１） 応募数は、１人につき１点とします。また、１つの作品をグループで作成すること

は不可とします。

（２） 応募作品は、応募者ご自身が作成されたもので、未発表・未公開のオリジナルの

ものに限ります。

（３） 応募作品は、原則返却しません。

（４） 規定外・規格外の作品は、選考対象外となります。

　　（例：５コマの作品、タイトルがない作品、応募資格のない方の作品など）

（５） 応募作品の著作権、使用権など一切の知的財産権は静岡市に属し、作品は自由に

活用させていただきます。（印刷物・映像・配信・展示等での活用）

（６） 静岡市は、応募作品を利用するときに、絵や文章等を一部修正等（編集・修正・

アテレコ等）する場合があります。

（７） 選考等のために応募作品を複写等する場合があります。その際、色や素材によっ

ては、正確な再現ができない場合がありますのでご了承ください。

（８） 入賞者の学校名、学年、居住区※（学生以外の方の場合）、氏名を公表させていた

だきます。（新聞記事等への掲載を含む）　　　　    ※市外にお住まいの方の場合は、市町村名

　　ただし、入賞者の希望によりペンネームで公表することも可能です。

（９） 次の事由に該当する恐れがあると静岡市が判断した作品は、受賞を取り消すこと

があります。

　①第三者の著作権等を侵害する作品

　②名誉棄損等法令違反となる作品

（10） 応募作品に関して第三者から盗作、違法コピー等著作権、肖像権に関する何らか

の請求があった場合、一切の責任は応募者が負うこととします。

　小・中学生の部と一般（高校生以上）の部の二つの部門に分け、部門ごとに次の

とおり選考を行います。

（１）一次選考：静岡市保健所精神保健福祉課職員により行います。

（２）二次選考：一次選考を通過した作品について、市民による一般投票（投票用

紙による直接投票、または電子申請サービスを利用した電子投票）

及び審査員による審査により行います。

入賞作品の制作者には、次の賞を授与します。

（１）小・中学生の部　　　　 …最優秀賞（１名）   3,000 円分の図書カード

　　　　　　　　　　　　　　  優 秀 賞（５名）   1,000 円分の図書カード

（２）一般（高校生以上）の部 …最優秀賞（１名）   5,000 円分の図書カード

　　　　　　　　　　　　　　  優 秀 賞（５名）   2,000 円分の図書カード

　入賞者に通知するとともに、入賞作品集を作成するほか、市ホームページ等で

公表します。入賞作品の展示については、場所・日程等を該当者に別途お知らせし

ます。

　応募者から収集した個人情報は、このマンガコンテストの実施のために必要

な範囲でのみ使用及び公開します。

しずここネット（静岡市自殺対策ホームページ）　http://www.shizu-coco.net/

（1）応募は、作品の原稿に応募用紙を添えて提出してください。

（2）郵送又は持参により応募先に提出してください。

（3）e-mail などインターネットによる提出や電子媒体、FAX による提出はできません。

平成30年８月１日（水） から ９月28日（金） まで （最終日の午後５時必着）
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いきるんのマンガコンテストいきるんのマンガコンテスト

平成 30 年度「生きる！を支える」みんなの隊長  いきるん のマンガコンテスト

　静岡市では、「一人一人がいのちの大切さを感じ、身近な人が寄り添い、支え合うまち」を目指しています。

　静岡市の「生きる！を支える」取組みを市民の皆さんに広く知っていただき、いのちの大切さや身近な人と

の支え合いについて考えたり話したりする機会が増えるように、静岡市の自殺対策啓発キャラクターである

「生きる！を支える」みんなの隊長 いきるん を主役にしたマンガ作品を募集します。
　「生きる！を支える」みんなの隊長いきるんを主役にした、

人と人との支え合いや、いのちの大切さを身近な出来事を通して伝えるマンガ

　……悩んでいるときに支えられたひと言や、そばにいてくれた人への想い、　

　　　悩んでいる人を近くから見守ったり寄り添ったりした体験などをマンガで

　　　伝えてください。
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作品のテーマ

作品大募集!!

そのままで大丈夫

ありがとう！

一人じゃないよ

伝わる優しさ

応募期間
2018年８／１水～９／28金（午後５時必着）

応募資格
•小・中学生の部　　　　… 静岡市内に在住または通学している方

•一般（高校生以上）の部  … 静岡市内に在住または通勤・通学している40歳未満の方

応募方法 作品に裏面の応募用紙を添えて、応募先に郵送または持参により提出してください。

※e-mailなどインターネットによる提出や電子媒体、 FAXによる提出はできません。

　詳しくは中面の募集要項をご覧ください。

賞 •小・中学生の部　　　  …最優秀賞（１名）  3,000円分の図書カード

　　　　　　　　　　　　優 秀 賞（５名）  1,000円分の図書カード

•一般（高校生以上）の部 …最優秀賞（１名）  5,000円分の図書カード

　　　　　　　　　　　　優 秀 賞（５名）  2,000円分の図書カード

［応募先・問い合せ先］

〒420－0846　静岡市葵区城東町24－1　静岡市保健所　精神保健福祉課　企画係

☎ 054－249－3179

（きりとり線）

ふりがな

※応募作品には必ずこの「応募用紙」を添付してください。
静岡市

記入欄

受付番号：

受付年月日：平成30年　　月　　日
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作品に込めた想い

作品タイトル

平成 29 年度〈最優秀賞〉

髙野珠愛さん（中学生）
たか の  みい  な

平成 29 年度〈優秀賞〉

長田夢叶さん（小学生）
おさ だ ゆめ か

平成 29 年度〈最優秀賞〉

鳥居　勇さん（葵区在住）
とり  い      いさむ

平成 29 年度〈優秀賞〉

久野幸治さん（葵区在住）
く   の  こう  じ

静岡市 「生きる！を支える」

みんなの隊長 いきるん
（平成30年）

皆さんの心温まる

作品をお待ちしています！

小・中学生の部 一般（高校生以上）の部


