
 
令和２年１２月１７日１４時００分 
資料配布  近 畿 地 方 整 備 局 

福井河川国道事務所 

 
災害に備える自助と共助の「素晴らしい取組み」を多数応募いただきました 

～「わが家のぼうさいコンテスト」・「わが町の防災コンテスト」表彰式を実施します～ 
 

今年も、福井県内の小学生を対象に家族と一緒に作成した「防災マップ」を募
集しました。また、今回は自治会や自主防災組織等の団体の皆さまを対象として
防災減災に取組んだ「活動報告」についても募集を始めました。地域の皆さんよ
りたくさんの応募をいただきましたので、素晴らしい作品の数々に対して以下の
とおり表彰式を行います。 

 

        ○入賞作品の表彰概要  

          ・わが家のぼうさいコンテスト  応募総数：３３６作品 

              最優秀賞：１、優秀賞：２、福井新聞社長賞：１、NHK 放送局長賞：１ 

JA 共済連福井本部長賞：１、入選：11、奨励賞：21 

          ・わが町の防災コンテスト  応募総数：２４作品 

              最優秀賞：１、優秀賞：１、福井新聞社長賞：１、NHK 放送局長賞：１ 

JA 共済連福井本部長賞：１、奨励賞：19 

  ○表彰式の日時・会場 

          【日時】 令和２年１２月１９日（土） １０：３０～１２：００ 

          【会場】 福井新聞社 風の森ホール （福井市大和田２丁目 801 番地） 

        ○主催者 

          ・ふくいの水防災を考える会 

（福井河川国道事務所・福井地方気象台・福井県・福井市・小浜市・鯖江市・あわら

市・越前市・坂井市・永平寺町・池田町・南越前町・若狭町） 

        ○プログラム 

          ・別添のとおり 

 

※ 来場にあたっては、マスク着用および手指消毒等、感染対策にご協力いただけます

ようお願いいたします。 
 

＜取扱い＞       ――――――――――――――――――― 

 
＜配布場所＞      福井県政記者クラブ 

 

＜問合せ先＞ 国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 

            副 所 長 （河 川 ） 豊田
と よ だ

 陽
よ う

介
すけ

  （内線 ２０４） 

            河 川 管 理 第 一 課 長 富岡
とみおか

 祥
しょう

平
へい

  （内線 ３３１） 

   TEL：0776-35-2661（代表） 0776-35-2771（直通） FAX：0776-35-6979 
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                                                                         別添  
 
 
  【プログラム概要】 
 
 
   １０：３０ 開会・あいさつ 
   １０：４０ わが家のぼうさいコンテスト入賞者への表彰（３８名の予定）  
  １１：１５ わが家のぼうさいコンテスト受賞者の感想 
   １１：２０ わが町の防災コンテスト入賞者への表彰（５団体の予定） 
  １１：３５ わが町の防災コンテスト受賞団体によるプレゼンテーション（１団体の予定） 
   １１：４５ 総評 
   １１：５０ 閉会・あいさつ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  昨年度の表彰式の様子（わが家のぼうさいコンテスト） 
 
 
  【表彰式の日時・会場】 
 

○ 日時  令和２年１２月１９日（土） １０：３０～１２：００ 
 

○ 会場  福井新聞社 風の森ホール （福井市大和田２丁目 801 番地） 
 

○ 位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国道8号 

風の森ホール 
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２０２０わが家のぼうさいコンテスト　入賞者一覧

賞 市町 学校名 学年 氏名

最優秀賞 鯖江市 北中山小学校 6 増田　優里

優秀賞 福井市 西藤島小学校 4 土田　彩絢

優秀賞 鯖江市 北中山小学校 4 市村　優羽

福井新聞社長賞 福井市 社南小学校 6 山田　梨愛

NHK福井放送局長賞 福井市 順化小学校 4 藤本　大翔

JA共済連福井本部長賞 福井市 社南小学校 6 髙橋　明日奏

入選 福井市 豊小学校 6 石橋　朱里

入選 福井市 社南小学校 6 小川　あい

入選 福井市 社南小学校 6 中村　美月

入選 福井市 社南小学校 6 中村　璃星

入選 坂井市 平章小学校 4 高島　莉望

入選 坂井市 平章小学校 4 坪田　みのり

入選 坂井市 平章小学校 4 中川　陽太朗

入選 坂井市 平章小学校 4 藤田　ちほ

入選 坂井市 平章小学校 4 坪川　直生

入選 坂井市 平章小学校 4 稲垣　翔月

入選 坂井市 平章小学校 4 松江　陽南

奨励賞 福井市 日之出小学校 4 櫻井　栄太朗

奨励賞 福井市 社南小学校 6 北川　愛海

奨励賞 福井市 社南小学校 6 森　麻友佳

奨励賞 福井市 社南小学校 6 徳田　悠里

奨励賞 福井市 社南小学校 6 松浦　知花

奨励賞 福井市 社南小学校 6 新屋　琳子

奨励賞 福井市 社南小学校 6 工藤　蒼依

奨励賞 福井市 社南小学校 6 木村　悠生

奨励賞 福井市 社南小学校 6 梅田　歩知

奨励賞 鯖江市 立待小学校 4 橋本　稜央

奨励賞 坂井市 平章小学校 4 寺前　津実希

奨励賞 坂井市 平章小学校 4 齊藤　彩乃

奨励賞 坂井市 平章小学校 4 北村　あかり

奨励賞 坂井市 平章小学校 4 山本　睦弥

奨励賞 坂井市 平章小学校 4 澤﨑　煌

奨励賞 坂井市 平章小学校 4 安居　美咲

奨励賞 坂井市 平章小学校 4 蜷川　涼香

奨励賞 越前市 吉野小学校 5 長濱　実桜

奨励賞 越前市 吉野小学校 5 岩上　茉夏陽

奨励賞 越前市 吉野小学校 5 横井　心瑚

奨励賞 坂井市 雄島小学校 4 樫山　のあ
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２０２０わが町の防災コンテスト　入賞団体一覧

決定賞名 団体名 市町
最優秀賞 円山地区自主防災連絡協議会 福井市

優秀賞 上氏家町自主防災組織＆自警消防隊 鯖江市

福井新聞社長賞 郷市区自主防災会 美浜町

NHK福井放送局長賞 中名田地区自主防災会 小浜市

JA共済連福井本部長賞 社北地区自主防災会連合会 福井市

奨励賞 高塚区自主防災会 小浜市

奨励賞 中戸口町自主防災組織 鯖江市

奨励賞 あわら市防災士の会 あわら市

奨励賞 高森町自治会 越前市

奨励賞 三十八社町防災会 福井市

奨励賞 上文殊自主防災会 福井市

奨励賞 順化地区自主防災組織連絡協議会 福井市

奨励賞 日之出地区自主防災組織連絡協議会 福井市

奨励賞 北中山地区防災会議 鯖江市

奨励賞 呉羽町自治会 敦賀市

奨励賞 宮ノ下地区自主防災組織連絡協議会 福井市

奨励賞 多田区自主防災会 小浜市

奨励賞 防災士ネットワークさばえ 鯖江市

奨励賞 小泉町自主防災組織企画委員 鯖江市

奨励賞 角原町自治会（角原町防災会） 福井市

奨励賞 今市町自治会 福井市

奨励賞 第三地区区長会 大野市

奨励賞 明新自主防災連絡協議会 福井市

奨励賞 松岡吉野・坂上地区自主防災組織連絡協議会 永平寺町
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福井河川国道事務所 河川管理第一課 宛 

FAX 番号 ： 0776-35-7946 

貴社名 
 

参加人数 
 

ご担当者氏名 

 

氏    名 

 

所属部署名等 

 

ご連絡先 

 住 所 〒 

 

 電話番号          （    ） 

 

 FAX 番号          （    ） 

 

 Ｅ－ｍａｉｌ 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 河川管理第一課 

TEL 0776-35-2661（代表）   0776-35-2771（直通） 

 

※送付状は不要ですので、本紙のみをそのまま FAX して下さい。 【１２月１８日（金）正午 締め切り】 

※ご来場の際はできる限り、公共交通機関を御利用下さい。  

なお、会場周辺に駐車場はございますが、有料となっておりますので、お車にてお越しの際はご注意頂きます

よう宜しくお願いします。 

※なお、来場にあたっては、マスク着用および手指消毒等、感染対策にご協力いただけますようお願いいたしま

す。 

 

 

 

取 材 申 込 書 
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