
 

 

令 和  ４ 年  ６ 月 １ ４ 日 
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会 

国土交通省 岩手河川国道事務所 

 

 

 

 

 
北上川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局では、次世代を担う北上川

流域市町の小学生に「川をきれいにする」をテーマに「川の関わり」「川に対す
る考え」等を表現した図画、ポスターを募集します。募集要領は別添のとおりで
す。 

なお、後日、審査を行い、図画部門、ポスター部門毎に特選１点、金賞、銀
賞、銅賞及び努力賞を各数点選考いたします。 

 
１.募集対象 
 北上川水系（岩手県内）流域内の全小学校児童 
 
２.募集作品の題材 

（１）川には何があるの  （２）川はどんな働きをするの 
（３）未来の川はどんな川 （４）川をきれいにするための心掛けや願い 
（５）その他川に関すること 

 
３.募集部門 
  Ａ 図画部門  

Ｂ ポスター部門（キャッチフレーズ等の記載のあるもの） 
 
４.募集期間 
  令和４年９月３０日（金）まで 
 
○応募作品については、審査会を開催し、特選、金賞、銀賞、銅賞、努力賞

の入選作品を選出します。 
○入選作品については、岩手河川国道事務所ホームページ、河川愛護月間（７     

月）、各市町の施設又はショッピングセンター等に展示を予定。また、入選作品
は、国土交通省や岩手県、各市町が行う水質汚濁防止の啓発活動等に活用さ
せていただきます。 

 
     審査会   令和４年１０～１１月予定 
     表彰式   令和４年１２月中旬予定 
 
 

発表記者会：岩手県政記者クラブ、東北建設専門紙記者会、花巻記者クラブ 

北上記者クラブ、奥州市政記者クラブ、一関市政記者クラブ 
 

問い合わせ先 

国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 

盛岡市上田四丁目２－２ TEL０１９-６２４-３２８１（課直通） 

河川管理課長  加藤
か と う

 一
かず

典
のり

（内線３３１） 



令和４年度 「川をきれいにする」児童図画募集要領

北上川水系を管理する国土交通省、岩手県、市町では、北上川及び支川の水

質汚濁防止や対策について各関係機関と連絡調整を図っています。

この図画・ポスター募集は、次世代を担う児童の皆さんに川との関わりや川

に対する考え、思いを表現した図画及びポスターを描いてもらうことにより、「川

をきれいにする」ためにはどうしたら良いのかを考え、認識していただくため

に実施するものです。

１ 応募資格 岩手県内の北上川水系沿川市町の全小学校児童

２ 課 題

題 材 （１）川には何があるの

（２）川はどんな働きをするの

（３）未来の川はどんな川

（４）川をきれいにするための心掛けや願い

（５）その他、川に関すること

画 材 画用紙 四つ切り

色材料 自由（但し、油絵具類は除く）

部 門 Ａ 図画部門

Ｂ ポスター部門

（キャッチフレーズ等の記載のあるもの）

その他 図画の裏面に、題材、応募者の学校、学年、氏名

ふりがな等を記入した、応募用紙を貼付して下さい。

３ 募集期限 令和４年９月３０日（金）

４ 送 付 先 各市町担当課へお送り下さい。

（別表参照）

５ 審 査 応募全作品を対象とし、結果を令和４年１０月～１１月

に審査予定

特選 図画、ポスター部門 各１点

金賞 図画、ポスター部門 各数点

銀賞 図画、ポスター部門 各数点

銅賞 図画、ポスター部門 各数点

努力賞 図画、ポスター部門 各数点

審査員長：野口 晃男



６ 個人情報

皆様からいただいた個人情報は「行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律」に基づき適切に取り扱います。なお、応募につ

きましては、応募作品、氏名、学校名、学年を公表（広報誌等に記

載、各種展示時に作品に記載）させていただきますので、予めご了

承願います。

７ そ の 他

①応募学校毎に、別紙の作品目録（学年別に作成）を同封して下さい。

②入選作品は、岩手河川国道事務所ホームページ、河川愛護月間（７

月）、各市町の施設又はショッピングセンター等に展示する予定です。

③入選作品は、国土交通省や岩手県、各市町が行う水質汚濁防止の

啓発活動等に利用させていただく事があります。

④入選作品は、受賞作品決定後返却いたします。（返却予定令和５年

１月頃）

※ R3年度受賞作品の紹介（岩手河川国道事務所ホームページ）
【URL】https://www.thr.mlit.go.jp/iwate/jimusho/kasenkanri_jouhou/R3zuga/pdf/R3_sakuhin.pdf

（別表）各市町村担当課

盛岡市 環境企画課 雫石町 町民課

花巻市 生活環境課 岩手町 町民課

北上市 環境政策課 紫波町 環境課

遠野市 環境課 矢巾町 町民環境課

一関市 生活環境課 西和賀町 町民課

八幡平市 市民課 金ケ崎町 生活環境課

奥州市 生活環境課 平泉町 町民福祉課

滝沢市 環境課

不明の点は、下記へお問い合わせ下さい。

〒 020-0066 盛岡市上田四丁目２－２

岩手河川国道事務所 河川占用調整課

占用調整管理官 小松、保全対策官 一戸

電話：０１９－６２４－３２７３

FAX：０１９－６２４－３２７６



川をきれいにする図画・ポスター 作品目録 ［記入例］

盛岡市立 国土小学校 （ こくど ）

学 校 名

［〒 020-000 盛岡市上田四丁目２－２ ］

出 点 数 ３０点

連絡者名 北上 五郎 TEL：019-612-3456 FAX：019-667-8901
ふ り が な きた かみ ご ろう

番 号 学 年 氏 名 ふりがな 部門名

１ ３ 岩手 一郎 いわて いちろう ポスター



川をきれいにする図画・ポスター 作品目録

（ ）

学 校 名

［〒 ］

出 点 数 点

連絡者名 TEL： FAX：
ふ り が な

番 号 学 年 氏 名 ふりがな 部門名



※作品（図画・ポスター）裏面に貼付 【記入例】

令和４年度「川をきれいにする」児童図画コンク－ル

題 材 （１）川には何があるの 部門 図 画

学校名 国土小学校 学年 ３ 年

ふりがな

氏 名 岩手 一郎 いわて いちろう



[応募用紙]

令和４年度「川をきれいにする」児童図画コンク－ル

題 材 部門

学校名 学年

ふりがな

氏 名

令和４年度「川をきれいにする」児童図画コンク－ル

題 材 部門

学校名 学年

ふりがな

氏 名

令和４年度「川をきれいにする」児童図画コンク－ル

題 材 部門

学校名 学年

ふりがな

氏 名



 
 
 

令和３年度 

 

 

「川をきれいにする」児童図画コンクール 

 

入賞作品 

 

 

 

 

 

 

【図画部門】 
  



【特選】 和賀西小学校 4年生 今野友月

【金賞】 黒沢尻西小学校 3年生 上村真理子 【金賞】 黒沢尻東小学校 3年生 涌田玲奈

【金賞】 興田小学校 3年生 佐藤美玲 【金賞】 滝沢第二小学校 5年生 坂本夏生



【銀賞】 南城小学校 2年生 山中咲昊 【銀賞】 黒沢尻東小学校 3年生 千田琥珀

【銀賞】 黒沢尻東小学校 4年生 藤野莉緒 【銀賞】 黒沢尻東小学校 4年生 田村光志朗

【銀賞】 江釣子小学校 6年生 菊池結羽 【銅賞】 黒沢尻東小学校 3年生 千田弦輝



【銅賞】 黒沢尻西小学校 3年生 中山心紗姫 【銅賞】 江釣子小学校 4年生 佐藤煌斗

【銅賞】 笠松小学校 4年生 千葉琥士郎 【銅賞】 和賀西小学校 4年生 菊池陽央里

【銅賞】 江釣子小学校 4年生 髙橋結愛 【銅賞】 黒沢尻東小学校 4年生 山田晋平



【努力賞】 黒沢尻東小学校 3年生 アイシャカイラ 【努力賞】 黒沢尻東小学校 3年生 佐々木響白

【努力賞】 黒沢尻東小学校 3年生 柴田果梨 【努力賞】 高松小学校 3年生 三浦惺菜

【努力賞】 黒沢尻東小学校 4年生 小林湊登 【努力賞】 江釣子小学校 4年生 髙橋蓮



【努力賞】 黒沢尻東小学校 4年生 佐々木莉心 【努力賞】 江釣子小学校 4年生 小原由梨乃

【努力賞】 黒沢尻東小学校 4年生 菅原英峻 【努力賞】 笠松小学校 4年生 菊池莉央

【努力賞】 黒沢尻東小学校 4年生 阿部琉絆 【努力賞】 寄木小学校 4年生 照井大葵



【努力賞】 飯豊小学校 5年生 紺野太陽 【努力賞】 江釣子小学校 6年生 齋藤翔磨

【努力賞】 飯豊小学校 6年生 高橋裕人



 
 
 

令和３年度 

 

 

「川をきれいにする」児童図画コンクール 

 

入賞作品 

 

 

 

 

 

 

【ポスター部門】 
 

 



【特選】 黒沢尻東小学校 4年生 小林和加奈

【金賞】 青笹小学校 3年生 菊池莉子 【金賞】 江釣子小学校 4年生 渡邊詩織

【金賞】 笠松小学校 4年生 髙橋十慈 【金賞】 新堀小学校 6年生 木皿悠斗



【銀賞】 滝沢第二小学校 5年生 貫井美結 【銀賞】 長岡小学校 5年生 川原汐璃

【銀賞】 江釣子小学校 6年生 森田伊吹 【銀賞】 水沢南小学校 6年生 渡辺結花

【銀賞】 飯豊小学校 6年生 伊藤颯志 【銅賞】 長岡小学校 3年生 細川衣知香



【銅賞】 黒沢尻東小学校 3年生 嶺岸一輝 【銅賞】 和賀西小学校 4年生 髙橋璃空

【銅賞】 長岡小学校 4年生 稲垣美里 【銅賞】 黒沢尻北小学校 4年生 佐藤心楠

【銅賞】 飯豊小学校 5年生 樋口咲希 【銅賞】 江釣子小学校 6年生 千田空翔



【銅賞】 青山小学校 5年生 山崎瑞岬 【努力賞】 黒沢尻西小学校 3年生 小原美結

【努力賞】 綾織小学校 3年生 内田笑梨 【努力賞】 黒沢尻東小学校 3年生 上平結姫

【努力賞】 黒沢尻北小学校 4年生 片方星良 【努力賞】 黒沢尻東小学校 4年生 佐々木楓



【努力賞】 黒沢尻東小学校 4年生 南里奏來 【努力賞】 黒沢尻北小学校 4年生 戸來心夏

【努力賞】 笠松小学校 4年生 菊池陽太 【努力賞】 黒沢尻北小学校 4年生 菅原樂

【努力賞】 水沢南小学校 6年生 寺家節 【努力賞】 鬼柳小学校 6年生 千田大惺



【努力賞】 飯豊小学校 6年生 菊池星希 【努力賞】 飯豊小学校 6年生 八木星夏


