
平成２０年１２月１７日
国土交通省東北地方整備局お知らせ
福 島 河 川 国 道 事 務 所

～平成２０年度「阿武隈川上流児童図画コンクール」表彰式～

平成２０年度阿武隈川上流児童図画コンクールの表彰式を１２月２５日（木）、
福島市のコラッセふくしまで開催します。
今回表彰をされるのは、図画部門２６名、ポスター部門２６名の方々です。

このコンクールは、「川に関する」児童図画の募集を通して、次世代を担う子供
たちに、川に対する思いを深めて頂くとともに、その作品を広報活動に活用するこ
とによって、流域住民の方々に対し、河川愛護意識等の普及と「阿武隈川水系水質
汚濁対策連絡協議会」（以下「水対協」という。）が実施する事業について理解を
得ることを目的としています。

今回は、１８市町村の１３７校の小学校から図画部門８０３作品、 ポスター 部
門９５４作品、合計１，７５７作品の応募があり、その中から審査の結果、図画部
門２６作品、ポスター部門２６作品の合計５２作品の入賞作品が選ばれました。

なお、このコンクールは、水対協 上流支局が平成２年より、福島県内の阿武隈
川流域２３市町村の小学生を対象に実施しているもので、今年で１８回目の実施と
なります。

１．表彰式の日時

開催日時 平成２０年１２月２５日(木) １３時３０分～１５時３０分
場 所 コラッセふくしま ４階 多目的ホール

福島市三河南町１番２０号 ℡ ０２４－５２５－４０８９

２．入賞者数 図画部門 ２６名、ポスター部門 ２６名
（入賞者は別紙のとおりです。）

３．表彰式の出席予定者 入選者及び保護者等約 １５０名

４．その他
表彰式会場内にコンクール入賞作品のパネル展示を行います。



～参 考～

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会（昭和４６年３月設立）は、
東北地方整備局、東北経済産業局、関東・東北産業保安監督部・東北支部、
宮城県、福島県、福島県警察本部、宮城県警察本部
阿武隈川流域市町村及び消防本部
（上流支局は、東北地方整備局、東北経済産業局、関東・東北産業保安監督
部・東北支部、福島県､福島県警察本部、福島県内２３市町村、６消防本部）
で構成

・ 会長は、東北地方整備局長
・ 上流支局長は、東北地方整備局 福島河川国道事務所長

～記者発表先：福島県政記者室、福島市政記者室～

（問い合わせ先）阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局 事務局
国土交通省 東北地方整備局
福島河川国道事務所 河川管理課長 片桐 真也（内331）
福島河川国道事務所 河川管理課 渡辺 誠（内303）

℡ ０２４－５４６－４３３１（代表）



平成２０年度 児童図画コンクール 特選作品

図画部門 特選
郡山市立芳賀小学校 ５年 柳沼 綾 さん

ポスター部門 特選
伊達市立堰本小学校 ５年 楠 惇哉 さん



　

ヤギヌマ　アヤ クスノキ　ジュンヤ

5年 柳沼　綾 5年 楠　惇哉

 福島県生活環境部長賞 スズキ　ハルヤ  福島県生活環境部長賞 ネモト　サキ

1年 鈴木　晴也 6年 根本　沙樹
 福島県土木部長賞 テラニシ  ワタル  福島県土木部長賞 サトウ　ケイ

6年 寺西  航 6年 佐藤　慧
 福島河川国道事務所長賞 マツイ　ソラ  福島河川国道事務所長賞 オガタ　アキヒロ

5年 松井　宇宙 3年 尾形　祥浩
 三春ダム管理所長賞 マツダ　リク  三春ダム管理所長賞 サカイ　タケル

5年 松田　陸 4年 坂井　健朗
 摺上川ダム管理所長賞 コン　ナオト  摺上川ダム管理所長賞 タムラ　リク

6年 今　直斗 1年 田村　陸

バンショウ　シュウ サカモト　マユ

3年 番匠　朱 4年 坂本　真優
サトウ　ユカ サトウ　ヨウスケ

6年 佐藤　友香 5年 佐藤　洋輔
モギ　レイナ オヌキ  ショウタ

2年 茂木　澪菜 6年 小貫  翔太
アベ　マイノ スガワラ　タイセイ

4年 阿部　舞乃 5年 菅原　大聖
イトウ　コウスケ キクタ　ユウコ

2年 伊藤　航介 6年 菊田　木綿子
ナカジマ　シオン サトウ　ミノリ

4年 中島　紫苑 1年 佐藤　美徳
ウチヤマ  ヒロミチ ササキ　マユ

2年 内山  博道 3年 佐々木　麻由
ミズノ  イナ ツモリ  ダイチ

1年 水野  伊菜 6年 津守  大智
ミウラ　タイキ イトウ　ウラン

3年 三浦　大樹 4年 伊藤　愛藍
タケダ  カノ タカノ　シンゴ

1年 武田  佳乃 5年 高野　信吾
　 　 　 　

テラシマ　ハヤテ ツバキ　ヒナ

2年 寺島　迅風 3年 椿　日菜
ヤマギシ　ユウキ タカハシ　カノホ

3年 山岸　侑暉 2年 高橋　かのほ
ハニュウ　タイヨウ ワタナベ　ミク

1年 羽入　太陽 2年 渡邊　未久
カンノ　ハルナ ツルタ　ユウ

4年 菅野　遥菜 1年 鶴田　柚
エンドウ  ココロ ババ　ミドリ

2年 遠藤  虹心 4年 馬場　葉
ウシカワ　タイキ ワタナベ　シホ

4年 移川　太希 5年 渡邊　詩穂
サタケ　キエ アンザイ　ミウ

1年 佐竹　紀絵 2年 安齋　未羽
ニットウ  エリ サンボンスギ　カナ

1年 日塔  恵理 5年 三本杉　佳奈
テラニシ  アサヒ ツモリ  トモヤ

2年 寺西  あさひ 3年 津守  智也
ハシモト　テッペイ ワタナベ  ナミ

1年 橋本　哲平 3年 渡辺  寧望

平成２０年度 「阿武隈川上流児童図画コンクール」入選者一覧

【　ポ　ス　タ　ー　部　門　】
協　　議　　会　　長　　賞

特　　　　別　　　　賞

【　図　　画　　部　　門　】

郡山市立芳賀小 学校

協　　議　　会　　長　　賞

郡 山 市 立 薫 小 学 校

郡 山 市 立 薫 小 学 校

二本松市立渋川小学校

三春町立三春小学校

福島市立南向台小学校

二本松市立小浜小学校

郡山市立安積第一小学

郡 山 市 立 薫 小 学 校

本宮市立岩根小学校

三春町立三春小学校

三春町立三春小学校

福島市立渡利小学校

二本松市立上川崎小学

郡山市立安積第一小学

須賀川市立第三小学校

伊達市立伊達小学校

郡 山 市 立 桜 小 学 校

三春町立沢石小学校

福島市立三河台小学校

郡山市立緑ヶ丘第一小

協　　議　　会　　長　　賞

金賞

郡山市立行徳小学校

伊達市立堰本小学校

福島市立吉井田小学校

福島市立鳥川小学校

福島市立鎌田小 学校

福島市立鎌田小 学校

協　　議　　会　　長　　賞

金賞

本宮市立まゆみ小学校

福島市立南向台小学校

郡 山 市 立 薫 小 学 校

伊達市立粟野小 学校

伊達市立上保原小学校

本宮市立まゆみ小学校

本宮市立まゆみ小学校

郡山市立御舘小 学校

二本松市立小浜小学校

郡山市立安積第一小学

郡山市立富田西小学校

銅賞  銅賞
福島市立岡山小 学校

福島市立鎌田小 学校

二本松市立杉田小学校

本宮市立五百川小学校

須賀川市立第二小学校

須賀川市立第三小学校

銀賞 銀賞

須賀川市立大森小学校

福島市立瀬上小 学校

福島市立平石小 学校

郡山市立緑ヶ丘第一小

郡山市立朝日が丘小学

特選 特選

特　　　　別　　　　賞

本宮市立岩根小学校

三春町立沢石小 学校 本宮市立白岩小学校




