
第50回（令和３年度） ＪＡ共済 小・中学生交通安全ポスターコンクール

《募 集 要 領》

令和元年度　交通安全ポスターコンクール　金賞受賞作品

　応募については、必ず学校単位で行なっていただきますようお願いします。その際、「応募用紙」

ならびに、「応募者名簿」に必要事項をご記入のうえ、作品とともに最寄のＪＡしまねまで提出ください。

　なお、作品の左下には必ず「名札」を貼り付けてください。

（応募用紙、応募者名簿および名札につきましては、必要に応じてコピーのうえご使用ください。）

【応募締切：令和３年９月８日㈬ＪＡしまね必着】

出雲北陵中学校２年

荒木　天花さん

「その運転、大丈夫？」

江津市立津宮小学校２年

金﨑　壮哉さん

「うんてんしゅさんぼくがみえますか？」
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Ⅰ．趣　　　旨
　ＪＡ共済では、組合員およびその家族の生命・財産を危険から守るための保障活動・地域貢献活

動に積極的に取り組み、組合員のしあわせの輪をひろげるよう努力しています。

　その一環として共済事業の相互扶助・思いやりの精神を、次代をになう小・中学生にも伝えてい

くとともに、児童・生徒の図画工作・美術教育の高揚をはかり、交通安全思想を幅広く社会に訴え

ることを目的として「交通安全ポスターコンクール」を開催します。

Ⅱ．主　　　催
　　島根県農業協同組合（以下「ＪＡしまね」という）

　　全国共済農業協同組合連合会 島根県本部（以下「ＪＡ共済連島根」という）

Ⅲ．後援・協賛
　　＜後援＞　島根県教育委員会　山陰中央新報社　　ＴＳＫさんいん中央テレビ

　　　　　　　ＢＳＳ山陰放送　　日本海テレビ

　　＜協賛＞　島根県　島根県警察本部　　（一財）島根県交通安全協会

Ⅳ．募 集 要 項
　１．応募資格

　島根県内の小学校、中学校、特別支援学校の小学部・中学部（以下「小・中学校」という）に

在籍する児童・生徒とします。

　２．応募点数

　　　応募点数は１人につき１点とします。

　３．応募手順

　小・中学校の所在地を区域とするＪＡしまね（後掲「応募作品受付ＪＡしまね地区本部一覧」

参照）を通じて、ＪＡ共済連島根へ「応募用紙」（Ｐ５）、「応募者名簿」（Ｐ６）を添付のうえ、

学校単位で応募してください。

※連絡を円滑に行なうため学校担当者の氏名をご記入ください。

※応募用紙・応募者名簿は必ず控えをとっておいてください。　

　４．応募締切

　　　令和３年９月８日（水）ＪＡしまね必着

　５．審査委員

　　　花谷　耕三　　　　元島根県造形教育研究会長

　　　瀧野　一夫　　　　元島根県造形教育研究会長

　　　榊原　優二　　　　（一財）島根県交通安全協会専務理事

　　　土江　裕之　　　　島根県地域振興部交通対策課長

　　　小谷　直也　　　　島根県警察本部交通部長

　　　𠮷岡　　諭　　　　全国共済農業協同組合連合会島根県本部長

　６．審査会（予定）

　　　令和３年９月２９日（水）

　７．賞（島根県本部長賞）

　　　金　賞　　各学年　１点

　　　銀　賞　　　〃　　３点

　　　銅　賞　　　〃　　５点

　　　佳　作　　　〃　１０点

第 50 回 ＪＡ共済

小 ･ 中学生交通安全ポスターコンクール募集要領
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　８．入賞発表

　審査終了後、応募校に文書をもって通知します。また、入賞者の氏名・学校名等を「山陰中央

新報」紙上において発表するほか、機関誌他適当と判断した新聞・雑誌、ＪＡ共済連島根のホー

ムページ等において発表します。

　９．褒　賞

　入賞者に対しては賞状と副賞を贈るほか、規定にもとづく応募者（入賞者を除く）には参加賞

を贈ります。

　10．著作権等の扱いについて

　入賞作品の著作権および作品の二次使用等にかかる一切の権限（著作者人格権を侵害しない程

度の加工を含む）は、応募のときから期限の制限なくＪＡ共済連島根に帰属するものとし、その

使用にあたって、標語・色等を補作することがあります。

　11．個人情報について

　応募者氏名、学校名等については、応募者名簿を作成する等のコンクール業務に必要な範囲で

のみ利用します。また、入賞者については上記８のとおりとしますのでご了承ください。

　12. 作品の返却について

　金賞作品のみ返却いたします。その他の作品については返却いたしませんのでご了承ください。

Ⅴ．課　題　等
　１．課　題

　　　交通安全を訴えるためのポスターとします。

（１）子ども向けまたは歩行者向けの交通安全ポスター

　　　　（児童・生徒に交通法規や規則を守らせようとするもの）

（２）運転者向けの交通安全ポスター

　　　　（自動車・バイク・自転車などを運転する人に交通事故の防止を呼びかけるもの）

　２．作品応募規格

（１）応募作品

　　　①　本人の作品であり未発表のもので、かつ模作（既存の作品やインターネット上の画像のま

ねをして作ったもの）でないものに限ります。

　　　　　※模作であることが判明した場合、受賞を取り消すこともあります。

　　　②　交通法規や規則に反しないものとします。

（例） ア． 車は左側、 歩行者は右側通行とするなど、 交通ルールに合ったものとする。

イ． 信号機の色は、 歩道の側から　青 ・ 黄 ・ 赤　と正しく配列し、 歩行者 ・ 自転車専用

　　　については、　　　と正しく配列する。

ウ． 単に手をあげているだけでは、 交通安全上問題があるので、 まず 「右左をみて」

など安全確認を優先させる。

エ． 車の運転者および同乗者は、 シートベルトを正しく着用している。

オ． ６才未満の乳 ・ 幼児についてはチャイルドシートを正しく使用している。

※シートベルト ・ チャイルドシートは記入もれが多いのでご注意ください。

カ． 子どもが自転車に乗っている場合はヘルメットを正しく着用している。

赤
・
青
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８㎝

12 ㎝

の り し ろ

県 名 島 根 県

フ リ ガ ナ

学 校 名

　　　　　市・町・村 立

　　　　　　　　　　学 校

（学校 No：　　　　　　）

学 年 年 性別 男 ・ 女

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

地区本部名 ＪＡしまね　　　　　　　　地区本部

（ＪＡ共済小・中学生交通安全ポスターコンクール）

　　　③　応募作品は、固有の名称が記入されていないものとします。

　　　　　（名称が特定できるマークを含みます）

　　　④　応募作品の標語および言葉の使用については、特に制約をもうけません。

　　　　　また、標語を使用する場合には、既製・創作のもの等を問いません。

　　　　　ただし固有の名称（商品名等）は使用しないでください。

（２）作品の規格・材質

　　　①　サイズ　　四つ切サイズ（約54cm ×約39cm）

　　　　　　　　　　※多少の誤差は可とします。　

　　　②　画材　　描画材料は特に制限をもうけません。

（３）学年・氏名の記入方法

　　　　作品の裏面へ学年・氏名を記入してください。

（４）名札のはりつけ・記入方法

　　　　次の例に示すように、タテ８cm ×ヨコ12cm の別紙（コピー用紙など）に、県名、学校名、

　　　学校№、学年、性別、氏名、地区本部名を明記し、応募作品の左下に必ずはりつけてください。

　　　　＜例＞

（５）郵送等の注意

　　　　応募作品の提出・郵送等につきまして、作品に折目をつけたり破損させたりしないよう特

　　　に注意してください。もし、作品が破損し、審査にたえない場合には審査の対象としません。

（注）交通安全ポスターコンクールでは例年交通法規に反しているものや標識の書き間

違い、固有の商品名・商標等を使用しているため審査の対象外になるケースが多

く見られます。上記の作品応募規格に充分ご留意ください。

（例）車　両　→メーカー名（メーカーが特定されるマークを含む）、車名、

　　　　　　　 ナンバープレート、営業車番号等。

　　 その他　→人物の衣服・持ち物のメーカー名、商標等。

　　　　　　　　風景の中の商店・ビルの名前の看板等。
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【応募作品受付ＪＡしまね地区本部一覧】
小 ・ 中学校の所在地 受付地区本部名 （担当部署） 住   所 連絡先（電話番号）

松江市
ＪＡしまね くにびき地区本部
（統括支店 共済課）

〒690-0823
松江市西川津町1635-1

（0852） 55-3023

安来市
ＪＡしまね やすぎ地区本部
（統括支店 共済課）

〒692-0014
安来市飯島町1205-1

（0854） 22-3753

雲南市 ・ 奥出雲町 ・ 飯南町
ＪＡしまね 雲南地区本部
（統括支店　共済課）

〒699-1395
雲南市木次町里方1088-6

（0854） 42-9030

出雲市 （斐川町を除く）
ＪＡしまね 出雲地区本部
（統括支店 共済課）

〒693-8585
出雲市今市町106-1

（0853） 21-2915

出雲市のうち斐川町
ＪＡしまね 斐川地区本部
（統括支店 共済課）

〒699-0593
出雲市斐川町荘原2172-3

（0853） 73-9612

大田市
ＪＡしまね 石見銀山地区本部
（統括支店 共済課）

〒694-0041
大田市長久町長久ハ56-1

（0854） 84-9055

川本町 ・ 美郷町 ・ 邑南町
江津市のうち桜江町

ＪＡしまね 島根おおち地区本部
（企画総務部 総務部）

〒696-0222
邑智郡邑南町下田所277

（0855） 83-1801

浜田市 ・ 江津市 （桜江町を除く）
ＪＡしまね いわみ中央地区本部
（統括支店 共済課）

〒697-0024
浜田市黒川町3741

（0855） 22-8830

益田市 ・ 津和野町 ・ 吉賀町
ＪＡしまね 西いわみ地区本部
（統括支店 共済課）

〒698-0024
益田市駅前町15-1

（0856） 22-5880

隠岐の島町
ＪＡしまね 隠岐地区本部
（統括支店 共済課）

〒685-0016
隠岐郡隠岐の島町城北町151

（08512） 2-1132

西ノ島町 ・ 海士町 ・ 知夫村
ＪＡしまね 隠岐どうぜん地区本部
（統括支店 共済課）

〒684-0303
隠岐郡西ノ島町大字美田2148-2

（08514） 7-8005

※応募作品は上記住所へ送付いただくか、最寄りのＪＡしまね窓口までお持ちください。

Ⅵ．そ　の　他
　１．この募集要領に反するものは、作品を受けつけないこととします。

　２．本要領Ⅳの７に定める各学年の最優秀作品（金賞）はＪＡ共済連が行なう「ＪＡ共済全国小・

中学生交通安全ポスターコンクール」（全国コンクール）に出品します。



令和　　 年　　 月　　 日

ＪＡ共済連島根　行

第50回　JA共済小・中学生交通安全ポスターコンクール 　応募用紙

地区本部名
（Ｐ７～８ 「学校番号一覧」 参照）

ＪＡしまね 地区本部管轄

学校№（Ｐ７～８ 「学校番号一覧」参照） 学校 No.

学　　校　　名

全校生徒数 名

（ ふ り が な ）
担 当 者 名

連　絡　先 （TEL） （　　　　　　　　） －　　　　－　　　　　　　

※太枠の中にすべてご記入ください。

※どちらか一方に○をつけてください。

＜　小学校　・　中学校　＞

※太枠の中の該当する欄にご記入ください。

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

学級数

応募数

（枚）

※必ず応募者名簿とセットでご応募ください。

※控えをとっておいてください。
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＜ＪＡ共済連島根使用欄＞

処 理 日 　月　　　日

整理番号



第50回　JA共済小・中学生交通安全ポスターコンクール 　応募者名簿

学校№　　　　　　

学 校 名　

担当者名

※必ず応募用紙とセットでご応募ください。

No. 学年
（ふりがな）

性別 備考
＜JA共済連使用＞
チェック欄 No. 学年

（ふりがな）
性別 備考

＜JA共済連使用＞
チェック欄氏　　　名 氏　　　名

1 男・女 21 男・女

２ 男・女 22 男・女

３ 男・女 23 男・女

４ 男・女 24 男・女

５ 男・女 25 男・女

６ 男・女 26 男・女

７ 男・女 27 男・女

８ 男・女 28 男・女

９ 男・女 29 男・女

10 男・女 30 男・女

11 男・女 31 男・女

12 男・女 32 男・女

13 男・女 33 男・女

14 男・女 34 男・女

15 男・女 35 男・女

16 男・女 36 男・女

17 男・女 37 男・女

18 男・女 38 男・女

19 男・女 39 男・女

20 男・女 40 男・女

※　備考欄はご自由にお使いください。例：クラスの記入（３―１、３―２）
※　応募者名簿はコピーしてご使用ください。
※　控えをとっておいてください。

ポスターの部
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【小　学　校】
ＪＡしまね くにびき地区本部

学校№ 学　校　名

1000 島根大学教育学部附属義務教育学校前期課程
（旧：島根大学教育学部附属小学校）

1001 松江市立母衣小学校
1002 松江市立城北小学校
1003 松江市立内中原小学校
1004 松江市立中央小学校
1005 松江市立雑賀小学校
1006 松江市立津田小学校
1007 松江市立古志原小学校
1008 松江市立川津小学校
1009 松江市立朝酌小学校
1010 松江市立法吉小学校
1011 松江市立竹矢小学校
1012 松江市立乃木小学校
1013 松江市立忌部小学校
1014 松江市立大庭小学校
1015 松江市立生馬小学校
1016 松江市立持田小学校
1017 松江市立古江小学校
1019 松江市立本庄小学校
1020 松江市立大野小学校
1021 松江市立秋鹿小学校
1023 松江市立恵曇小学校
1024 松江市立佐太小学校
1025 松江市立鹿島東小学校
1026 松江市立島根小学校
1027 松江市立美保関小学校
1028 松江市立八雲小学校

1029 松江市立義務教育学校玉湯学園
（旧：松江市立玉湯小学校・松江市立大谷小学校）

1031 松江市立宍道小学校
1032 松江市立来待小学校
1033 松江市立来待小学校大野原分校
1034 松江市立義務教育学校八束学園
1035 松江市立意東小学校
1036 松江市立揖屋小学校
1037 松江市立出雲郷小学校

ＪＡしまね やすぎ地区本部
学校№ 学　校　名
1038 安来市立十神小学校
1039 安来市立社日小学校
1040 安来市立島田小学校
1041 安来市立宇賀荘小学校
1042 安来市立南小学校
1043 安来市立能義小学校
1044 安来市立飯梨小学校
1045 安来市立荒島小学校
1046 安来市立赤江小学校
1047 安来市立広瀬小学校
1048 安来市立比田小学校
1049 安来市立山佐小学校
1050 安来市立布部小学校
1051 安来市立安田小学校
1052 安来市立母里小学校
1053 安来市立井尻小学校
1054 安来市立赤屋小学校

ＪＡしまね 雲南地区本部
学校№ 学　校　名
1055 雲南市立大東小学校
1056 雲南市立西小学校
1057 雲南市立佐世小学校
1058 雲南市立阿用小学校
1060 雲南市立海潮小学校
1062 雲南市立加茂小学校
1063 雲南市立木次小学校
1064 雲南市立斐伊小学校
1065 雲南市立寺領小学校
1066 雲南市立西日登小学校

ＪＡしまね 雲南地区本部
学校№ 学　校　名
1068 雲南市立三刀屋小学校
1070 雲南市立鍋山小学校
1072 雲南市立吉田小学校
1074 雲南市立田井小学校
1075 雲南市立掛合小学校
1076 奥出雲町立布勢小学校
1077 奥出雲町立三成小学校
1078 奥出雲町立高尾小学校
1079 奥出雲町立亀嵩小学校
1081 奥出雲町立阿井小学校
1082 奥出雲町立三沢小学校
1083 奥出雲町立鳥上小学校
1084 奥出雲町立横田小学校
1085 奥出雲町立八川小学校
1086 奥出雲町立馬木小学校
1087 飯南町立頓原小学校
1088 飯南町立志々小学校
1089 飯南町立赤名小学校
1090 飯南町立来島小学校

ＪＡしまね 出雲地区本部
学校№ 学　校　名
1091 出雲市立今市小学校
1092 出雲市立大津小学校
1093 出雲市立上津小学校
1094 出雲市立塩冶小学校
1095 出雲市立神戸川小学校
1096 出雲市立高松小学校
1097 出雲市立長浜小学校
1098 出雲市立四絡小学校
1099 出雲市立高浜小学校
1100 出雲市立北陽小学校
1101 出雲市立みなみ小学校
1103 出雲市立稗原小学校
1104 出雲市立神西小学校
1105 出雲市立平田小学校
1106 出雲市立灘分小学校
1107 出雲市立国富小学校
1108 出雲市立西田小学校
1109 出雲市立鰐淵小学校
1111 出雲市立さくら小学校

1112 出雲市立朝陽小学校
（旧：出雲市立檜山小学校・出雲市立東小学校）

1114 出雲市立北浜小学校
1117 出雲市立伊野小学校
1118 出雲市立窪田小学校
1119 出雲市立須佐小学校
1120 出雲市立多伎小学校
1122 出雲市立湖陵小学校
1123 出雲市立神戸川小学校若松分校
1124 出雲市立大社小学校
1125 出雲市立荒木小学校
1126 出雲市立遙堪小学校

ＪＡしまね 斐川地区本部
学校№ 学　校　名
1129 出雲市立荘原小学校
1130 出雲市立西野小学校
1131 出雲市立中部小学校
1132 出雲市立出東小学校

ＪＡしまね 石見銀山地区本部
学校№ 学　校　名
1133 大田市立大田小学校
1135 大田市立長久小学校
1136 大田市立五十猛小学校
1137 大田市立静間小学校
1138 大田市立鳥井小学校
1139 大田市立久手小学校
1140 大田市立朝波小学校
1142 大田市立北三瓶小学校
1143 大田市立志学小学校
1144 大田市立池田小学校
1145 大田市立川合小学校
1146 大田市立久屋小学校
1147 大田市立大森小学校
1148 大田市立高山小学校
1150 大田市立温泉津小学校
1154 大田市立仁摩小学校

ＪＡしまね 島根おおち地区本部
学校№ 学　校　名
1155 川本町立川本小学校
1158 美郷町立邑智小学校
1159 美郷町立大和小学校
1160 邑南町立口羽小学校
1161 邑南町立阿須那小学校
1162 邑南町立高原小学校
1163 邑南町立瑞穂小学校
1164 邑南町立市木小学校
1165 邑南町立矢上小学校
1166 邑南町立日貫小学校
1168 邑南町立石見東小学校
1169 江津市立桜江小学校

ＪＡしまね いわみ中央地区本部
学校№ 学　校　名
1170 江津市立郷田小学校
1171 江津市立渡津小学校
1172 江津市立江津東小学校
1176 江津市立川波小学校
1177 江津市立津宮小学校
1178 江津市立高角小学校
1179 浜田市立原井小学校
1180 浜田市立雲雀丘小学校
1181 浜田市立松原小学校
1182 浜田市立石見小学校
1185 浜田市立美川小学校
1186 浜田市立周布小学校
1187 浜田市立長浜小学校
1189 浜田市立国府小学校
1192 浜田市立三階小学校
1193 浜田市立雲城小学校
1194 浜田市立今福小学校
1195 浜田市立波佐小学校
1200 浜田市立弥栄小学校
1201 浜田市立三隅小学校
1202 浜田市立岡見小学校
1203 浜田市立旭小学校

学校番号一覧
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ＪＡしまね 西いわみ地区本部
学校№ 学　校　名
1205 益田市立高津小学校
1206 益田市立吉田小学校
1207 益田市立吉田南小学校
1208 益田市立安田小学校
1209 益田市立鎌手小学校
1210 益田市立真砂小学校
1211 益田市立豊川小学校
1212 益田市立西益田小学校
1213 益田市立桂平小学校
1215 益田市立戸田小学校
1216 益田市立中西小学校
1218 益田市立益田小学校
1219 益田市立東仙道小学校
1220 益田市立都茂小学校
1222 益田市立匹見小学校
1224 津和野町立津和野小学校
1226 津和野町立木部小学校
1227 津和野町立日原小学校
1228 津和野町立青原小学校
1231 吉賀町立柿木小学校
1232 吉賀町立七日市小学校
1233 吉賀町立朝倉小学校
1234 吉賀町立六日市小学校
1235 吉賀町立蔵木小学校

ＪＡしまね 隠岐地区本部
学校№ 学　校　名
1236 隠岐の島町立西郷小学校
1239 隠岐の島町立中条小学校
1240 隠岐の島町立有木小学校
1241 隠岐の島町立磯小学校
1242 隠岐の島町立北小学校
1244 隠岐の島町立五箇小学校
1245 隠岐の島町立都万小学校
ＪＡしまね 隠岐どうぜん地区本部

学校№ 学　校　名
1247 海士町立福井小学校
1248 海士町立海士小学校
1249 西ノ島町立西ノ島小学校
1252 知夫村立知夫小学校

【中　学　校】
ＪＡしまね くにびき地区本部

学校№ 学　校　名

2000 島根大学教育学部附属義務教育学校後期課程
（旧：島根大学教育学部附属中学校）

2001 開星中学校
2002 松徳学院中学校
2003 松江市立第一中学校
2004 松江市立第二中学校
2005 松江市立第三中学校
2006 松江市立第四中学校
2007 松江市立湖南中学校
2008 松江市立湖東中学校
2009 松江市立本庄中学校
2010 松江市立湖北中学校
2011 松江市立鹿島中学校
2012 松江市立島根中学校
2013 松江市立美保関中学校
2014 松江市立八雲中学校

2015 松江市立義務教育学校玉湯学園
（旧：松江市立玉湯中学校）

2016 松江市立宍道中学校
2017 松江市立宍道中学校大野原分校
2018 松江市立義務教育学校八束学園
2019 松江市立東出雲中学校

ＪＡしまね やすぎ地区本部
学校№ 学　校　名
2020 安来市立第一中学校
2021 安来市立第二中学校
2022 安来市立第三中学校
2023 安来市立広瀬中学校
2024 安来市立伯太中学校

ＪＡしまね 雲南地区本部
学校№ 学　校　名
2025 雲南市立大東中学校
2026 雲南市立海潮中学校
2027 雲南市立加茂中学校
2028 雲南市立木次中学校
2029 雲南市立三刀屋中学校
2030 雲南市立吉田中学校
2031 雲南市立掛合中学校
2032 奥出雲町立仁多中学校
2033 奥出雲町立横田中学校
2034 飯南町立頓原中学校
2035 飯南町立赤来中学校

ＪＡしまね 出雲地区本部
学校№ 学　校　名
2036 出雲市立第一中学校
2037 出雲市立第二中学校
2038 出雲市立第三中学校
2039 出雲市立河南中学校
2040 出雲市立浜山中学校
2041 出雲市立南中学校
2042 出雲市立平田中学校
2043 出雲市立向陽中学校
2045 出雲市立佐田中学校
2046 出雲市立多伎中学校
2047 出雲市立湖陵中学校
2048 出雲市立河南中学校若松分校
2049 出雲市立大社中学校
2050 出雲北陵中学校

ＪＡしまね 斐川地区本部
学校№ 学　校　名
2051 出雲市立斐川東中学校
2052 出雲市立斐川西中学校

ＪＡしまね 石見銀山地区本部
学校№ 学　校　名
2053 大田市立第一中学校
2054 大田市立第二中学校
2055 大田市立北三瓶中学校
2056 大田市立志学中学校
2058 大田市立第三中学校
2059 大田市立大田西中学校

ＪＡしまね 島根おおち地区本部
学校№ 学　校　名
2061 川本町立川本中学校
2062 美郷町立邑智中学校
2063 美郷町立大和中学校
2064 邑南町立羽須美中学校
2065 邑南町立瑞穂中学校
2066 邑南町立石見中学校
2067 江津市立桜江中学校

ＪＡしまね いわみ中央地区本部
学校№ 学　校　名
2068 江津市立江津中学校
2069 江津市立江東中学校
2070 江津市立青陵中学校
2071 浜田市立第一中学校
2072 浜田市立第二中学校
2073 浜田市立第三中学校
2074 浜田市立第四中学校
2075 浜田市立浜田東中学校

ＪＡしまね いわみ中央地区本部
学校№ 学　校　名
2076 浜田市立金城中学校
2077 浜田市立旭中学校
2078 浜田市立弥栄中学校
2079 浜田市立三隅中学校

ＪＡしまね 西いわみ地区本部
学校№ 学　校　名
2080 益田市立益田中学校
2081 益田市立高津中学校
2082 益田市立益田東中学校
2083 益田市立東陽中学校
2086 益田市立横田中学校
2088 益田市立小野中学校
2089 益田市立中西中学校
2090 益田市立美都中学校
2091 益田市立匹見中学校
2092 津和野町立津和野中学校
2094 津和野町立日原中学校
2095 吉賀町立柿木中学校
2096 吉賀町立吉賀中学校
2097 吉賀町立六日市中学校

ＪＡしまね 隠岐地区本部
学校№ 学　校　名
2099 隠岐の島町立西郷中学校
2100 隠岐の島町立西郷南中学校
2103 隠岐の島町立五箇中学校
2104 隠岐の島町立都万中学校
ＪＡしまね 隠岐どうぜん地区本部

学校№ 学　校　名
2105 海士町立海士中学校
2106 西ノ島町立西ノ島中学校
2107 知夫村立知夫中学校

【特別支援学校】
学校№ 学　校　名
3001 県立盲学校
3002 県立松江ろう学校
3003 県立浜田ろう学校
3004 県立松江養護学校
3005 県立出雲養護学校
3007 県立石見養護学校
3008 県立浜田養護学校
3009 県立益田養護学校
3010 県立隠岐養護学校
3011 県立松江清心養護学校
3012 県立江津清和養護学校
3013 県立松江緑が丘養護学校

学校番号一覧
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名　札　（コピーしてから点線を切り取り、お使い下さい。）

※　地区本部名は【応募作品受付ＪＡしまね地区本部一覧】・学校番号一覧を参照のうえ

ご記入ください。

※　学校番号は前掲「学校番号一覧」にて確認のうえ記入願います。

※　ポスターの裏面へ学年・氏名をご記入ください。
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の り し ろ

県 名 島 根 県

フ リ ガ ナ

学 校 名

　　　　　市・町・村 立

　　　　　　　　　　学 校

（学校 No：　　　　　　）

学 年 年 性別 男 ・ 女

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

地区本部名 ＪＡしまね　　　　　　　 地区本部

（ＪＡ共済小・中学生交通安全ポスターコンクール）

の り し ろ

県 名 島 根 県

フ リ ガ ナ

学 校 名

　　　　　市・町・村 立

　　　　　　　　　　学 校

（学校 No：　　　　　　）

学 年 年 性別 男 ・ 女

フ リ ガ ナ

氏 名

フ リ ガ ナ

地区本部名 ＪＡしまね　　　　　　　 地区本部

（ＪＡ共済小・中学生交通安全ポスターコンクール）






