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記者発表資料 平成２６年 １月２０日
国土交通省東北地方整備局
阿武隈川水系水質汚濁対策
連絡協議会上流支局事務局

「阿武隈川上流児童図画コンクール」入選作品の展示を行います
～福島市.須賀川市.白河市.郡山市.三春町．二本松市.伊達市で展示～

「阿武隈川上流児童図画コンクール」は、阿武隈川流域住民の方々にに対する河川愛護
等の普及を目的に「阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局」が毎年実施していま
す。阿武隈川流域２３市町村の小学校を対象に平成２年から実施し今回で２３回目になり
ます。平成２５年度は、１１市町村の５８校の小学校から、図画部門１９４作品ポスタ部
門ー１２２作品、合計３１６作品の応募がありました。

入選者の表彰式を平成２５年１２月２１日に福島テルサで入選児童及び父兄出席のもと
行いました。
つきましては、各市町において入選作品の展示会場、日程等が決定しましたのでお知ら

せします。

１．入選者一覧及び作品集

（別紙－１）「入選者一覧」「作品集」を参照してください。

２．各市町の入選作品展示会場・日時等

（別紙－２）「入選作品の展示予定表」を参照してください。

《参考》「阿武隈川上流児童図画コンクール」表彰式

【図画部門】入選者１７名 【ポスター部門】入選者１７名

～記者発表先：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山記者クラブ、
須賀川記者クラブ、白河記者クラブ～

（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（TEL024-546-4331(代）)

河川担当副所長 畠山 浩晃（内204）
はたけやまひろあき

河 川 管 理 課 長 宍戸 善博（内331）
ししど よしひろ

～参 考～ 阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局（昭和４６年３月設立）

【構成】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

・上流支局長 東北地方整備局 福島河川国道事務所長 安部 勝也



（別紙－１）

サクマ　ユウカ アンザイ　クルミ

郡山市立緑ヶ丘第一小学校 ４年 佐久間　優香 二本松市立川崎小学校 ５年 安齋　来未

 福島県生活環境部長賞 ヨコムラ　ユウタ  福島県生活環境部長賞 アベ　ホノカ

白河市立白河第一小学校 ６年 横村　悠太 福島市立松川小学校 ４年 阿部　帆乃華

 福島県土木部長賞 ワタナベ　アツシ  福島県土木部長賞 オオモリ　カリン

郡山市立緑ヶ丘第一小学校 ４年 渡邉　敦士 鏡石町立第一小学校 ５年 大森　花梨

 福島河川国道事務所長賞 ホンマ　リコ  福島河川国道事務所長賞 クノウ　ショウタ

郡山市立緑ヶ丘第一小学校 ２年 本間　梨瑚 二本松市立岳下小学校 ６年 久納　翔太

 三春ダム管理所長賞 ハヤカワ　ミキ  三春ダム管理所長賞 ヨギアシ　コウタ

田村市立船引南小学校 ３年 早川　満貴 三春町立中郷小学校 ４年 過足　洸太

 摺上川ダム管理所長賞 キムラ　ユウタ  摺上川ダム管理所長賞 サイトウ　マヒロ

福島市立佐倉小学校 ５年 木村　優太 福島市立飯坂小学校 ５年 齋藤　真洋

　審査員特別賞 コバヤシ　ハナコ 　審査員特別賞 アキヤマ　カンナ

白河市立白河第一小学校 １年 小林　花菜子 白河市立白河第二小学校 １年 秋山　栞那

ニヘイ　ハルト サトウ　ミノリ

郡山市立桑野小学校 １年 二瓶　遙人 福島市立南向台小学校 ６年 佐藤　美徳

ワタナベ　ユイ スズキ　ヒナタ

郡山市立緑ヶ丘第一小学校 １年 渡邉　結衣 福島市立飯坂小学校 ３年 鈴木　ひなた

ヤナイ　カズハ ムロ　ヒマリ

郡山市立緑ヶ丘第一小学校 ６年 矢内　一葉 白河市立白河第一小学校 ４年 室　妃莉

アライ　ハルカ オオノ　ナナセ

白河市立白河第一小学校 ５年 荒井　悠楓 白河市立みさか小学校 ４年 大野　七瀬

ミズカミ　ケイノ ミズノ　イナ

白河市立白河第一小学校 ６年 水上　景野 須賀川市立第三小学校 ６年 水野　伊菜

クサノ　モモコ オオウチ　ミサト

白河市立白河第三小学校 ４年 草野　桃子 二本松市立岳下小学校 ５年 大内　美怜

サイトウ　マリ カネコ　ヒロユキ

白河市立みさか小学校 ６年 齊藤　万莉 伊達市立伊達東小学校 ４年 金子　弘侑

イナガキ　リョウ ワタナベ　ハルト

須賀川市立西袋第一小学校 ３年 稲垣　遼 伊達市立梁川小学校 ５年 渡邊　悠仁

イシイ　タクト クマクラ　アイコ

田村市立緑小学校 ５年 石井　拓翔 伊達市立掛田小学校 ２年 熊倉　愛子

シライワ　リュウセイ マカベ　アヤセ

三春町立中郷小学校 ５年 白岩　立成 鏡石町立第一小学校 ５年 真壁　彩世

平成２５年度 「阿武隈川上流児童図画コンクール」入選者一覧

【　図　　画　　部　　門　】 【　ポ　ス　タ　ー　部　門　】

協　　議　　会　　長　　賞 協　　議　　会　　長　　賞

特 選 特 選

特　　　　別　　　　賞 特　　　　別　　　　賞

協　　議　　会　　長　　賞 協　　議　　会　　長　　賞

優秀賞 優秀賞

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃



（別紙－２）各市町における阿武隈川上流児童図画コンクール入選作品の展示予定表

展示場所 問 合 先

住　　　所 電話番号 1 0   2 0 1 0   2 0 1 0   2 0 1 0   2 0 1 0   2 0 1 0   2 0

福島河川国道事務所
河川管理課
024-539-6129（直）
 
福島河川国道事務所
河川管理課  
024-539-6129（直）
 
摺上川ダム管理所
管理係  6/9
024-596-1275（代）
 
須賀川市
生活環境部　環境課 2/3
0248-88-9130（代）
 
白河市
市民生活部　生活環境課
0248-22-1111（代）
 
郡山市
環境保全センター 4/4
024-923-3400（代）
 
三春ダム管理所
水質係
0247-62-3145（代）
 
二本松市
生活環境課
0243-55-5103（代）

伊達市
市民生活部　環境防災課 6/3
024-575-1228（代）

6/19

15:00

5/27

9:00

3/14 3/27

13:00
3/31

13:00

9:00

郡山市

郡山市役所本庁舎
１階市民ギャラリー

H26.3.31 (月)

郡山市朝日1-23-7 H26.4.4 (金）

2/14

白河市
白河市立図書館ギャラリー H26.3.14 (金) 13:00

白河市道場小路96-5 H26.3.27 (木）

須賀川市
須賀川市八幡町134 H26.2.14 (金） 13:00

中央公民館   １階ロビー H26.2.3 (月) 13:00

2/28

摺上川ダム
インフォメーションセンター

H26.6.9 (月) 13:00

福島市舟場町交差点 H26.2.28 (金） 13:00

1/22 1/31

舟場町地下道 H26.2.17 (月) 13:00
2/17

５月 ６月

福島コラッセ　５階
プレゼンテーションスペース

福島市三河南町1-20

H26.1.22 (水) 13:00

H26.1.31 (金） 15:00

１月 ２月 ３月 ４月展示開始日時

展示終了日時
自治体名

福島市

福島市飯坂町茂庭字蝉狩
野山25

H26.6.19 (金） 17:00

二本松市
二本松市役所　１階ロビー H26.5.12 (月)

二本松市金色403-1 H26.5.23

伊達市

伊達市役所　シルクホー
ル　　展示スペース

H26.5.27 (火)

伊達市保原町字舟橋１８０ H26.6.3 (火） 17:00

5/12 5/23

(金） 14:00

13:00

三春町

三春交流館
まほらホール　ホワイエ

H26.4.22 (火)
4/254/22

田村郡三春町字大町191 H26.4.25 (金） 15:00

～

～

～

～

～

～

～

～

～



図画部門

　　郡山市　佐久間　優香

ポスター部門
二本松市　安齋　来未

- 1 -



図画部門
白河市　　横村　悠太

ポスター部門
福島市　阿部　帆乃華

- 2 -



図画部門
郡山市　　渡邉　敦士

ポスター部門
鏡石町　大森　花梨

- 3 -



図画部門
郡山市　　本間　梨瑚

ポスター部門
二本松市　　久納　翔太

- 4 -



図画部門
田村市　　早川　満貴

ポスター部門
三春町　過足　洸太

- 5 -



ポスター部門
福島市　　齋藤　真洋

図画部門
福島市　木村　優太

- 6 -



図画部門
白河市　　小林　花菜子

ポスター部門
白河市　　秋山　栞那

- ７ -



郡山市　　二瓶　遙人 白河市　　荒井　悠楓

郡山市　　渡邉　結衣

白河市　　水上　景野郡山市　　矢内　一葉

図画部門

 - 8 -



白河市　　草野　桃子 白河市　　齊藤　万莉

須賀川市　　稲垣　　遼

三春町　白岩　立成田村市　　石井　拓翔

図画部門

- 9 -



須賀川市　　水野　伊菜

白河市　　大野　七瀬

白河市　室　妃莉

福島市　　佐藤　美徳

ポスター部門

福島市　　鈴木　ひなた

- 10 -



二本松市　　大内　美怜

伊達市　　渡邊　悠仁

鏡石町　真壁　彩世

ポスター部門

伊達市　　熊倉　愛子

伊達市　金子　弘侑

- 11 -


	01H25図画展示記者発表（完.pdf
	02（別紙－１）入選者一覧
	03（別紙－２）図画展示予定表
	p1阿武隈川児童図画コンクール【特選】
	p2阿武隈川児童図画コンクール【特別賞：福島県生活環境部長賞】
	p3阿武隈川児童図画コンクール【特別賞：福島県土木部長賞】
	p4阿武隈川児童図画コンクール【特別賞：福島河川国道事務所長賞】
	p5阿武隈川児童図画コンクール【特別賞：三春ダム管理所長賞】
	p6阿武隈川児童図画コンクール【特別賞：摺上川ダム管理所長賞】
	p7阿武隈川児童図画コンクール【特別賞：審査員特別賞】
	p8阿武隈川児童図画コンクール【優秀賞(その１）】図画部門
	p9阿武隈川児童図画コンクール【優秀賞（その２）】図画部門
	p10阿武隈川児童図画コンクール【優秀賞（その１）】ポスター部門
	p11阿武隈川児童図画コンクール【優秀賞（その２）】ポスター部門



