
                               （令和２年 10 月２７日発表）

第 15 回 緑化作品コンクール受賞者 
第 15 回 花壇コンクール受賞者 
令和２年度 緑化功労者  

◆ アピールポイント

◎緑化作品コンクール受賞者表彰 

「花と緑のしずおか・夢のまちを描こう」をテーマに子供達が書い

た 722 作品の中から、１８名の受賞者へ賞状を授与します。 

緑化作品コンクール入賞作品は、静岡市役所清水庁舎１階フロアー

スペース（はなみずき側）に 11 月１６日（月）まで展示します。 

◎花壇コンクール受賞者表彰 
花壇の規模やデザインとともに、花壇づくりを通して、まちづくり

に貢献している花壇など、手入れが行き届いた花壇の中から、優れ

た８件の活動団体へ賞状を授与します。 

◎緑化功労者表彰 
地域での緑化推進活動に尽力された５人と４団体の受賞者へ感謝

状を授与します。 

◎表彰式には、清水エスパルスキャラクター「パルちゃん」が参加

し、受賞者の皆さんに、『フラワーデザイン世界チャンピオン』 

村松文彦氏デザインのブーケを「パルちゃん」がプレゼントします。 

◆ 日   時 令和２年１０月３１日（土）９時～（１時間半程度） 

◆ 場   所 清水ふれあいホール（清水区役所３階）（清水区旭町６番８号） 

◆ 内 容 な ど 

表彰式次第：別添のとおり 

表彰者：別添のとおり 

最優秀賞の絵画・ポスター：別添のとおり 

☆本事業は、10 月の都市緑化月間に合わせ実施します。 

※「新型コロナウイルス感染症に係る市主催イベント等の開催に関する基本方

針」に基づき、感染防止対策を講じたうえで開催します。 

◆ 主   催 静岡市花と緑のまちづくり協議会（事務局 緑地政策課内） 

別紙資料  有 

市民の励みとなります 

ので、当日取材をぜひ 

お願いします！ 

【問合せ】静岡市花と緑のまちづくり協議会 

 （事務局）緑地政策課内（静岡庁舎７階） 

電話 ０５４－２２１－１２４９ 

報道資料 

  花と緑の表彰式 を開催します！！



“花と緑のフェア in しずおか 2020“花と緑の表彰式 

次 第 

１ 日 時   令和２年 10 月 31 日（土）  

午前9 時00 分から 10 時30 分（予定） 

２ 場 所   静岡市役所清水庁舎３階 

清水ふれあいホール（清水区旭町６番８号） 

３ 表彰内容  ・第 15 回緑化作品コンクール受賞者表彰式 

             ・令和２年度 緑化功労者表彰式 

           ・第 15 回花壇コンクール受賞者表彰式 

４ 式次第    

（１）開式の辞 ・・・ 寺尾
て ら お

 和則
かずのり

 副会長 

（２）会長式辞 ・・・  瀧
たき

  義弘
よしひろ

 会長 

（３）静岡市代表挨拶 ・・・ 池田
い け だ

 美
よし

晴
はる

 緑化政策担当部長 

（４）来賓祝辞 ・・・  平井
ひ ら い

 正樹
ま さ き

 静岡市議会議員 

                堀
ほり

  努
つとむ

  静岡市議会議員 

（５）賞状授与 ・・・   瀧
たき

  義弘
よしひろ

 会長 

寺尾
て ら お

 和則
かずのり

 副会長 

                高山
たかやま

 茂
しげ

宏
ひろ

 副会長 

（６）閉式の辞 ・・・  高山 茂
しげ

宏
ひろ

 副会長 

（７）記念撮影 

５ 受賞者  別 紙 



緑化作文コンクール

受賞 学年

最優秀賞 1年 福井 渚月 （ふくい なつき）

奨励賞 3年 和田 咲愛 （わだ さくら）

受賞 部門 学校 学年

最優秀賞 こども園・保育園・幼稚園の部 常葉大学附属とこは幼稚園 年少 栗本 真希 （くりもと まき）

優秀賞 こども園・保育園・幼稚園の部 幼保連携型認定こども園梅花幼稚園 年長 武井 まる実 （たけい まるみ）

奨励賞 こども園・保育園・幼稚園の部 学校法人大里東学園大里東幼稚園 年中 内野 夢乃 （うちの ゆめの）

奨励賞 こども園・保育園・幼稚園の部 学校法人小沢学園南八幡幼稚園 年長 森 司 （もり つかさ）

最優秀賞 小学校3年生以下の部 静岡市立富士見小学校 1年 成澤 佑真 （なるさわ ゆうま）

優秀賞 小学校3年生以下の部 静岡市立南藁科小学校 1年 長嶋 義晃 （ながしま よしあき）

奨励賞 小学校3年生以下の部 静岡市立新通小学校 3年 菱田 怜良 （ひしだ れいら）

審査員特別賞 小学校3年生以下の部 静岡市立新通小学校 2年 矢野 春音 （やの はるね）

最優秀賞 小学校4年生以上の部 静岡市立富士見小学校 6年 石﨑 晴 （いしざき はる）

優秀賞 小学校4年生以上の部 静岡市立伝馬町小学校 4年 花城 ひな桃 （はなしろ ひなも）

奨励賞 小学校4年生以上の部 静岡市立新通小学校 5年 上坂 奏登 （うえさか かなと）

奨励賞 小学校4年生以上の部 静岡市立南藁科小学校 5年 堀本 ひより （ほりもと ひより）

最優秀賞 中学・高等学校の部 静岡大学教育学部附属静岡中学校 1年 中島 彩香梨 （なかじま あかり）

優秀賞 中学・高等学校の部 静岡市立服織中学校 3年 田中 春日 （たなか はるか）

奨励賞 中学・高等学校の部 静岡市立末広中学校 1年 山下 峰櫻 （やました みお）

審査員特別賞 中学・高等学校の部 静岡市立城内中学校 2年 磯部 颯 （いそべ はやと）

部門

佐藤 巻子

眞下 啓

竹下 洋子

水野 茂雄

望月 紀昌

にしな倶楽部

小鹿花の会

三保つるの会

みかど睦会

賞

最優秀賞

優秀賞

優秀賞

奨励賞

奨励賞

ふれあい花壇賞

エコ花壇賞

まちかど花壇景観賞

緑化絵画・ポスターコンクール

第15回 緑化作品コンクール表彰式 受賞者

学校 氏名

静岡市立東中学校

静岡市立藁科中学校

氏名

令和2年度 緑化功労者  

氏名/団体名

個人

（さとう まきこ）

（ました けい）

（たけした ようこ）

（みずの しげお）

（もちづき のりまさ）

北安東四丁目自治会 （きたあんどうよんちょうめじちかい）

団体

（にしなくらぶ）

（おしかはなのかい）

（みほつるのかい）

（みかどむつみかい）

第15回 花壇コンクール 受賞団体  

受賞団体

住みよい東新田にする会 （すみよいとうしんでんにするかい）

長崎花の会（1） （ながさきはなのかい（1））

中田3,4丁目花の会 （なかたさん、よんちょうめはなのかい）

水落町一区町内会 （みずおちちょういっくちょうないかい）

草薙の輪プロジェクト （くさなぎのわぷろじぇくと）

柏尾花壇の会 （かしおかだんのかい）

小瀬戸花いっぱいの会 （こぜとはないっぱいのかい）



第１５回 緑化絵画・ポスターコンクール

こども園・保育園・幼稚園の部 
栗本 真希

最優秀賞 

小学校４年生以上の部 
石﨑 晴

小学校３年生以下の部 
成澤 佑真

中学校・高等学校の部 
中島 彩香梨


