
平成３０年１２月 ３日 

北上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 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（上流支局長：岩手河川国道事務所長）

では、次世代を担う北上川流域市町村の小学生に「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、ポスターを募集しておりました。 

本年度は、応募小学校１２校、応募総数２５８点の応募をいただき、審査の結果、

図画部門１９点（特選１、金賞２、銀賞３、銅賞５、努力賞８）、ポスター部門２６点

（特選１、金賞３、銀賞５、銅賞７、努力賞１０）を選考いたしました。（各受賞者及

び作品は別紙のとおり） 

表彰式（特選及び金賞）を、下記のとおり開催しますのでお知らせします。 

 

記 

【表彰式】 

日時：平成３０年１２月７日（金） １４：３０～ 

場所：岩手河川国道事務所 ２階大会議室 

 

 

発表記者会：岩手県政記者クラブ 

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（河川管理課直通） 

河川管理課長  宍
しし

 戸
ど

 博
ひろ

 文
ふみ

（内線３３１） 

 

 



【図画部門】

賞 学校名 学年 氏名 備考

特選 江釣子小学校 5 髙橋　那緒

金賞 江釣子小学校 6 白井　蓮

金賞 照岡小学校 2 髙橋　類

銀賞 江釣子小学校 5 髙橋　佳奈子

銀賞 黒沢尻北小学校 3 八重樫　蓮昇

銀賞 興田小学校 3 小山　翔陽

銅賞 田頭小学校 3 工藤　瑚乃香

銅賞 江釣子小学校 6 林崎　奈央

銅賞 黒沢尻北小学校 3 佐藤　音寧

銅賞 照岡小学校 2 　高橋　侑希

銅賞 興田小学校 3 懸田　達也

努力賞 田頭小学校 3 伊藤　遙助

努力賞 寄木小学校 4 佐々木　春鈴

努力賞 星山小学校 3 山﨑　結姫

努力賞 江釣子小学校 5 藤原　煌

努力賞 江釣子小学校 5 片方　陸人

努力賞 江釣子小学校 5 渡邊　千雅

努力賞 江釣子小学校 6 金野　修磨

努力賞 江釣子小学校 6 菊池　蓮

平成30年度　「川をきれいにする」児童図画コンクール
入賞作品名簿

別         紙



【金賞 】 照岡小学校　２年生　髙橋　類

【特選】 江釣子小学校　５年生　髙橋　那緒

　【銀賞】 黒沢尻北小学校　３年生　八重樫　蓮昇

【金賞】 江釣子小学校　６年生　白井　蓮

【銀賞】江釣子小学校　５年生　髙橋　佳奈子



【銅賞】興田小学校　３年生　懸田　達也

【銅賞】 黒沢尻北小学校　３年生　佐藤　音寧

【銅賞】 照岡小学校　２年生　高橋　侑希

【銅賞】 田頭小学校　３年生　工藤　瑚乃香【銀賞】 興田小学校　３年生　小山　翔陽

【銅賞】 江釣子小学校　６年生　林崎　奈央



【努力賞】江釣子小学校　５年生　藤原　煌

【努力賞】田頭小学校　３年生　伊藤　遙助

【努力賞】 江釣子小学校　５年生　片方　陸人 【努力賞】 江釣子小学校　５年生　渡邊　千雅

【努力賞】寄木小学校　４年生　佐々木　春鈴

【努力賞】 星山小学校　３年生　山﨑　結姫 



【努力賞】江釣子小学校　６年生　金野　修磨 【努力賞】 江釣子小学校　６年生　菊池　蓮



【ポスター部門】

賞 学校名 学年 氏名 備考

特選 黒沢尻北小学校 4 田中　陽大

金賞 江釣子小学校 5 髙橋　優里亜

金賞 江釣子小学校 5 多田　陽菜

金賞 江釣子小学校 6 伊藤　直人

銀賞 飯豊小学校 5 森古　優斗

銀賞 江釣子小学校 5 八重樫　早季

銀賞 江釣子小学校 6 高橋　飛奈太

銀賞 黒沢尻北小学校 4 伊東　愛斗

銀賞 笠松小学校 4 佐々木　心菜

銅賞 平舘小学校 4 山口　璃桜

銅賞 飯豊小学校 5 甲斐　光

銅賞 江釣子小学校 5 高橋　雅治

銅賞 江釣子小学校 5 曾根　大地

銅賞 江釣子小学校 5 菊池　里子

銅賞 江釣子小学校 6 安部　柚希

銅賞 大原小学校 4 芳賀　光我

努力賞 星山小学校 4 阿部　樹里

努力賞 星山小学校 4 中田　まお

努力賞 長岡小学校 5 福田　琉惟

努力賞 長岡小学校 5 稲垣　華香

努力賞 飯豊小学校 6 藤原　空

努力賞 江釣子小学校 5 菊池　琢真

努力賞 江釣子小学校 5 髙橋　夢弥

努力賞 黒沢尻北小学校 3 高橋　旦和

努力賞 笠松小学校 4 根子　奏

努力賞 大原小学校 4 菅原　颯汰

平成30年度　「川をきれいにする」児童図画コンクール
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 【特選】 黒沢尻北小学校　４年生　田中　陽大 【金賞】 江釣子小学校　５年生　髙橋　優里亜

【金賞】  江釣子小学校　５年生　多田　陽菜 【金賞】 江釣子小学校　６年生　伊藤　直人

【銀賞】 飯豊小学校　５年生　森古　優斗 【銀賞】 江釣子小学校　５年生　八重樫　早季



【銀賞】 江釣子小学校　６年生　高橋　飛奈太

【銀賞】 笠松小学校　４年生　佐々木　心菜 【銅賞】 平舘小学校　４年生　山口　璃桜

【銅賞】 飯豊小学校　５年生　甲斐　光 【銅賞】 江釣子小学校　５年生　高橋　雅治

【銀賞】 黒沢尻北小学校　４年生　伊東　愛斗



【銅賞】 江釣子小学校　５年生　菊池　里子

【銅賞】 大原小学校 　４年生　芳賀　光我

【努力賞】 星山小学校　４年生　阿部　樹里 【努力賞】 星山小学校　４年生　中田　まお

【銅賞】 江釣子小学校　５年生　曾根　大地

【銅賞】 江釣子小学校　６年生　安部　柚希



【努力賞】 江釣子小学校　５年生　髙橋　夢弥 【努力賞】 黒沢尻北小学校　３年生　高橋　旦和

【努力賞】 長岡小学校　５年生　稲垣　華香

【努力賞】 飯豊小学校　６年生　藤原　空 【努力賞】 江釣子小学校　５年生　菊池　琢真

【努力賞】 長岡小学校　５年生　福田　琉惟



【努力賞】 笠松小学校　４年生　根子　奏 【努力賞】 大原小学校 　４年生　菅原　颯汰



児童図画コンク－ル表彰式（平成29年度）

▲ 受賞者集合（岩手河川国道事務所 ２F大会議室）

▲ 表彰中（岩手河川国道事務所 ２F大会議室）
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