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記 者 発 表 令和３年１２月 ２日
福島河川国道事務所

「阿武隈川上流児童図画コンクール」の表彰式を行います

～ 図画部門、ポスター部門 計３４点の入選作品決定 ～

福島県内の阿武隈川流域市町村の小学生を対象に実施した「阿
武隈川上流児童図画コンクール」において、図画部門、ポスター部
門で各17点の入賞作品が決定しました。
入賞者の表彰式を令和３年１２月５日「ラコパふくしま」で開催いた

します。
応募頂いた児童の皆さん、たいへんありがとうございました。
なお、入賞作品は、県内流域各地で巡回展示する予定です。

１．表彰式（別紙－１）

○ 日 時： 令和３年１２月５日(日) １０時３０分～１１時３０分

○ 会 場： ラコパふくしま ５階 会議室 （福島市仲間町4番8号 024-522-1600）

※昨年の表彰式開催状況は別紙－２を参照してください。

〇新型コロナ感染症対策
新型コロナ感染症対策として、マスクの着用、会場入場時の検温、
会場の換気対策等を実施して行います。

２．入賞作品（別紙－２）

○ 図画部門 ：特選１点、特別賞６点、優秀賞１０点（応募１７３点）

○ ポスター部門 ：特選１点、特別賞６点、優秀賞１０点（応募９６点）

３．作品の展示（別紙－３）

入賞作品については、令和４年１月～６月に流域内各地での巡回展示を予定し

ております。

※阿武隈川上流図画コンクール募集概要（別紙－４）

発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、郡山市記者クラブ

（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）

TEL ０２４－５４６－４３３１（代表）

河川管理課長 高橋 隆 （内３３１）
たかはし たかし



別紙-1-1

令和３年度「阿武隈川上流児童図画コンクール表彰式」次第

令和３年１２月 ５日（日）

１０時３０分～１１時３０分

ラコパふくしま ５階 大会議室

１．開 式

２．あいさつ 阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会 上流支局

支局長 国土交通省 東北地方整備局

福島河川国道事務所長

３．出席者のご紹介

４．表彰（入賞者別記参照）

図画部門・ポスター部門

イ）特選

ロ〉特別賞

福島県 生活環境部長賞

福島県 土木部長賞

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所長賞

国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所長賞

国土交通省 東北地方整備局 摺上川ダム管理所長賞

審査員特別賞

ハ）優秀賞

５．審査員講評

６．閉 式

（表彰式終了後に記念撮影を行います）



受賞の記念撮影

図画部門

ポスター部門

令和２年度 阿武隈川上流児童図画コンクール表彰式の様子

表彰式会場の様子
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福島県生活環境部長賞
白河市立白河第二小学校 ４年 山田 真奈未

福島県土木部長賞
学校法人桜の聖母学院小学校 ６年 猪狩 美羽

福島河川国道事務所長賞
田村市立滝根小学校 ２年 瀧口 心暖

三春ダム管理所長賞
三春町立三春小学校 ２年 渡辺 滉也

摺上川ダム管理所長賞
伊達市立梁川小学校 ６年 橘内 結万

審査員特別賞
学校法人桜の聖母学院小学校 １年 鈴木 咲歩

福島県生活環境部長賞
須賀川市立義務教育学校稲田学園 ６年 星 芙羽華

福島県土木部長賞
須賀川市立第三小学校 ６年 田 紗羅

福島河川国道事務所長賞
須賀川市立第二小学校 ３年 近内 絢也子

三春ダム管理所長賞
田村市立芦沢小学校 ５年 橋本 玲夢

摺上川ダム管理所長賞
鮫川村立鮫川小学校 ４年 中川西 陽悠

審査員特別賞
須賀川市立第二小学校 ６年 近内 正英

学校法人桜の聖母学院小学校 １年 角田 結音

学校法人桜の聖母学院小学校 ３年 山口 煌介

学校法人桜の聖母学院小学校 ４年 渡邉 龍

須賀川市立第二小学校 ３年 新井 千惺

須賀川市立第二小学校 ６年 加古 陽向

須賀川市立第二小学校 ６年 池島 怜奈

田村市立芦沢小学校 ５年 大和田 真央

田村市立船引小学校 ４年 浦山 咲鳳

田村市立滝根小学校 ４年 郡司 晴矢

本宮市立本宮まゆみ小学校 ６年 齋藤 優大

学校法人桜の聖母学院小学校 ３年 冨樫 光尊

学校法人桜の聖母学院小学校 ５年 成田 桜英子

郡山市立芳賀小学校 ５年 蒔苗 彩花

郡山市立緑ケ丘第一小学校 ４年 会田 留唯

白河市立みさか小学校 ５年 馬場 結愛

須賀川市立第二小学校 ３年 長谷部 蘭

須賀川市立大東小学校 ２年 伊東 叶向

田村市立要田小学校 ６年 佐藤 あかり

三春町立中妻小学校 ５年 金田 莉依

鮫川村立鮫川小学校 ４年 黒田 奈花

平田村立蓬田小学校 ５年 吉田 妃華白河市立白河第二小学校 ６年 梁瀬 琴乃
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令和３年度
阿武隈川上流児童図画コンクール 入賞者一覧
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※展示予定に変更があった場合は、福島河川国道事務所ホームページにてお知らせいたします。

［福島河川国道事務所］http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/

入賞作品展示会の予定
別紙-3

市町村名 展示場所 展示期間
（2022年） 開館時間 備考

郡山市
ショッピングモールフェスタ
２階 中通り

1月13日(木)
～ 1月19日(水) 10時～21時 初日は13時から

最終日は13時まで

福島市
コラッセふくしま
アトリウム（１階ロビー）

1月20日(木)
～ 1月26日(水) 9時～16時 初日は13時から

最終日は13時まで

本宮市 中央公民館 １階 展示ホール
1月28日(金)

～ 2月4日(金) 9時～21時 初日は12時から
最終日は16時まで

伊達市 伊達市役所 シルクホール
2月8日(火)
～ 2月15日(火) 8時30分～20時 初日は13時から

最終日は16時まで

三春町 三春ダム 資料館
2月17日(木)
～ 2月24日(木) 9時～16時30分 初日は13時から

最終日は13時まで

田村市 船引公民館 1階ロビー
2月28日(月)

～ 3月7日(月) 9時～17時15分 初日は13時から
最終日は13時まで

平田村 平田村役場 1階ロビー
3月9日(水)
～ 3月16日(水) 8時30分～17時15分

土曜・日曜を除く
初日は13時から
最終日は13時まで

白河市 白河市立図書館
3月18日(金)
～ 3月29日(火) 9時～21時 初日は13時から

最終日は12時まで

矢吹町 複合施設 ココット
4月5日(火)
～ 4月12日(火)

9時～21時30分
日曜祝日は18時まで

初日は13時から
最終日は13時まで

鏡石町 鏡石図書館
4月14日(木)
～ 4月21日(木)

9時～19時
月曜休館

月曜日を除く
初日は13時から
最終日は13時まで

須賀川市 市民交流センター 「tette」
4月25日(月)

～ 5月9日(月) 9時～22時 初日は13時から
最終日は13時まで

二本松市 二本松市役所 １階ロビー
5月11日(水)
～ 5月18日(水) 8時30分～17時15分

土曜・日曜を除く
初日は13時から
最終日は13時まで

福島市
摺上川ダム
インフォメーションセンター

5月20日(金)
～ 5月30日(月) 9時～16時 初日は13時から

最終日は13時まで

郡山市
郡山市役所本庁舎
本庁舎壁面アートスペース

6月1日(水)
～ 6月9日(木) 8時30分～17時15分 土曜・日曜を除く

最終日は13時まで



「令和３年度 阿武隈川上流児童図画コンクール」

募集要項（抜粋）

「阿武隈川上流児童図画コンクール」は、明日の日本を担う小学校児童の皆さんから、「阿武隈川に関す

る」図画やポスターを募集し、応募して頂くことによって川に対する認識を深めて頂くとともに、阿武隈川水系

水質汚濁対策連絡協議会が行う事業についても理解して頂くために平成２年度より実施しており、今年で３

２回目を迎えます。

阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会は、福島県、宮城県を流れる阿武隈川水系の河川について水質

汚濁対策や水質改善に関する各関係機関相互の連絡調整を図る業務を行っております。

水対協の構成機関は次の通りです。

◇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、阿武隈川上流流域２６市町村（福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見

町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村，矢吹町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、三春町、古殿町、棚倉町、鮫川

村）、阿武隈川流域６消防本部

１．応募資格 阿武隈川上流流域の市町村の小学校児童

２．募集の図画

題材 （１）川をきれいにしている（するための）川の景色や日常生活

（２）川をきれいにするための心がけや願い

（３）美しい川とダムの風景

画材 画用紙 四つ切り（３８ｃｍ×５４ｃｍ） ※ 規格外の画用紙を使用なさらないようお願い致します。

色材料 自由（油絵類を除く。）

部門 （１）Ａ部門 図画（絵画）

（２）Ｂ部門 ポスター（必ず標語を入れてください。）

３．募集期限 令和３年９月６日（月） 市町村の水対協担当課へ送付をお願い致します。

４．審 査 課題の「題材」が的確に表現されていることなどを基準に審査（１１月予定）し、下記の入選作

品を選定します。

入選作品：２部門それぞれで、特選１点、特別賞６点、優秀賞若干数

（表彰式を１２月に、展示会を流域内各地で令和３年１２月以降に、それぞれ開催予定です。）

５．応募作品の取り扱い

○ 応募していただいた作品の使用・著作権は当協議会（含構成機関）に帰属するものとします。

○ 応募していただいた作品の一部は、公共施設への展示、児童図画作品集及びポスター、ホームペー

ジ、情報表示板など各種「川をきれいにする」ＰＲ活動等に使用させて頂きます。

６．個人情報の取り扱い

入選作品の記者発表及び展示におきましては、「学校名、学年、氏名」が記載されることになります。ま

た、応募された方の「市町村名、氏名」は児童図画作品集に記載されますので、あらかじめご了承のう

え、作品を応募願います。

（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 岩間

〒９６０－８５８４ 福島市黒岩字榎平３６ （℡）０２４（５３９）６１２９ （河川管理課）

e-mail : iwama-h82ac@mlit.go.jp

82651124
テキスト ボックス
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