
記者発表資料

平成１４年　７月　１５日

「第２５回(2002)東北地方道路写真コンテスト」
入賞作品の発表について

　 国土交通省東北地方整備局、東北６県、仙台市、日本道路公団東北支社の９機関で組織される「
東北地方道路広報連絡会議」では、広く一般の方々に道路に対する関心と理解を深めていただくた
めに、毎年「東北地方道路写真コンテスト」を実施しています。
　 今年も第２５回コンテストとして、平成１４年４月１日から平成１４年５月３１日までの間、作品の募集
を行ったところ、３,９４５作品の応募がありました。これらの応募作品の中から、平成１４年７月４日仙
台市にて開催された審査会において、入賞作品が決定されましたので、お知らせいたします。
　 なお、平成１４年８月１０日仙台市勾当台公園にて開催される「道路フェア２００２」において、上位に
入賞された１５名の方々を表彰いたします。また、同日同会場にて、入賞作品の展示を行うほか、別
紙の日程で巡回展示いたします。

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この件に関する問い合わせ

東北地方道路広報連絡会議事務局

　・国土交通省 東北地方整備局 道路計画第二課 
　　　　　　　　ＴＥＬ　０２２－２２５－２１７１（代）
　　　　　　　　　　課長　　　　田澤（内線４２５１）
　　　　　　　　　　課長補佐　大村（内線４２５２）

　・青森県 県土整備部 道路課
　　　　　　　　ＴＥＬ　０１７－７２２－１１１１（代）
　　　　　　　　ＴＥＬ　０１７－７３４－９６４９（直）
　　　　　　　　　　副参事　　 石岡（内線４２５６）
　　　　　　　　　　企画班長　田中（内線４２５９）



第２５回(2002)東北地方道路写真コンテスト入賞者

【一般の部】

最優秀作品賞（１点）

題　　名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

雲上の道 福島県福島市 箙　庄也 福島県福島市

特別テーマ賞（１点）

題　　名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

わらじみこし 山形県高畠町 野口　義久 山形県高畠町

優秀作品賞（７点）

題　　名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

御神馬が通る 青森県木造町 佐藤　百二 宮城県仙台市

夜霧の道 岩手県江刺市 小野寺　弘毅 岩手県江刺市

回覧板 岩手県大船渡市 高橋　貞勝 岩手県江刺市

祈願 岩手県花巻市 武居　節子 岩手県一関市

家路 宮城県仙台市 栗城　高志 岩手県一関市

夜の彩り 宮城県仙台市 半田　道子 宮城県仙台市

長い影 福島県福島市 栗原　陽子 福島県福島市

【小・中学生の部】

最優秀作品賞（１点）

題　　名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

ぼくの仲間たち 岩手県葛巻町 西島　慶太 岩手県葛巻町

優秀作品賞（２点）

題　　名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

桜並木 福島県富岡町 岡田　陽平 福島県大熊町

歩行者天国 福島県喜多方市 風間　俊之 福島県喜多方市



【高校生の部】

最優秀作品賞（１点）

題　　名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

パパの仕事・僕の仕事 岩手県江刺市 鈴木　聡子 岩手県江刺市

優秀作品賞（２点）

題　　名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

信号待ち 秋田県横手市 小川　愛美 秋田県十文字町

たんぼ道 福島県梁川町 齋藤　鮎美 福島県梁川町

【一般の部】

入賞（４０点）

題　　名 撮影場所 撮影者氏名 撮影者住所

帰り 青森県板柳町 佐藤　正治 青森県青森市

万華鏡に見える
「スノーシェルター」

青森県川内町 武田　欽八郎 秋田県秋田市

漁村（生干いかを
売るオバチャン）

青森県小泊村 斎藤　政征 宮城県仙台市

海辺のプロムナード 青森県深浦町 赤木　梢 青森県弘前市

吹雪道 青森県中里町 竹内　恭一 青森県中里町

縄文の冬 青森県青森市 川村　栄光 青森県青森市

「ひまわりロード」 岩手県盛岡市 太田　信子 岩手県盛岡市

いやしの道 岩手県松尾村 菅野　敬夫 岩手県盛岡市

混戦 岩手県紫波町 佐々木　民男 岩手県滝沢村

どっちがお守り役 岩手県久慈市 柴田　直江 岩手県久慈市

賢治さんと 岩手県盛岡市 平舘　徹 岩手県盛岡市

深夜の跨線橋工事 岩手県盛岡市 高塩　稔 岩手県盛岡市

みちを訪ねて 岩手県遠野市 丹野　雅史 岩手県釜石市

希望の道 岩手県江刺市 千田　久 岩手県水沢市

光の中で風になる 宮城県名取市 山口　辰己 宮城県仙台市

春がきた 宮城県白石市 田添　穂 宮城県仙台市



村まつりの日 宮城県名取市 川村　直文 宮城県名取市

Ｓ字ロード 宮城県宮崎町 佐藤　孝夫 宮城県中新田町

バルーンに誘われて 宮城県岩出山町 尾形　昌文 宮城県仙台市

雨の歩道橋 宮城県仙台市 阿部　幹夫 宮城県仙台市

ノスタルジー 宮城県古川市 安藤　紀 宮城県古川市

祈る 秋田県角館町 五十嵐　邦彦 秋田県雄物川町

七夕健康マラソン 秋田県湯沢市 菅原　義昭 秋田県湯沢市

「赤いおべべ」
林道に映える

秋田県大内町 武田　欽八郎 秋田県秋田市

祭りの日 秋田県湯沢市 中川　晋 秋田県羽後町

風車の道 秋田県仁賀保町 西田　幹夫 山形県新庄市

行楽の紅葉狩り 秋田県東成瀬村 町本　重雄 秋田県横手市

体験馬橇の轍 秋田県秋田市 新城　巖 秋田県秋田市

みそぎ 秋田県大館市 高橋　真一 秋田県秋田市

まつりの日 山形県鶴岡市 東海林　新彦 山形県山形市

村の道 山形県大蔵村 奥山　喜久雄 山形県新庄市

安らぎの道路 福島県福島市 渡辺　綱男 福島県福島市

踊る商店街 福島県福島市 角田　保弘 福島県福島市

春の小道 福島県郡山市 安田　健志 福島県須賀川市

ニッコウキスゲ咲く
雄国沼の木道

福島県北塩原村 小田島　守明 福島県郡山市

秋に遊ぶ 福島県福島市 鈴木　亀久男 福島県福島市

道端のお地蔵さん 福島県会津若松市 石川　美智雄 福島県塩川町

明日は出航 福島県いわき市 折原　三郎 福島県いわき市

吹雪のち晴れの日 福島県郡山市 佐々木　富久江 福島県郡山市

雪掃きの朝 福島県郡山市 八代　愛子 福島県三春町



「第２５回(2002)東北地方道路写真コンテスト」の概要

■要旨  
　本コンテストは、東北地方の道路とその役割や、私たちと道路の関わりなどについて、多くの方々
に関心と理解を深めていただくとともに、 道路愛護の普及と高揚を図ろうとする目的で、昭和５３年
より毎年開催しており、今年で２５回目の開催となりました。昨年に引き続き、「一般の部」のメイ
ンテーマ を「東北の道路」、特別テーマを「雪とみち」とし、「小・中学生の部」及び「高校生の部
」のテーマを「東北の道路」として、作品の募集を行ったところ、過去最多の3,945作品の応募があり
ました。 
　応募作品は、各県の審査会を経て、平成１４年７月４日（木）に開催された審査会（審査委員長 社
団法人日本広告写真家協会 東北支部長 杉山親生 氏）において、入賞作品が選定されました。

■表彰式
　「一般の部」の最優秀作品賞、特別テーマ賞、優秀作品賞、「小・中学生の部」及び「高校生の部
」の最優秀作品賞、優秀作品賞について、平成１４年８月１０日（土）仙台市（勾当台公園）にて開
催される「道路フェア２００２」において、１０時からのオープニングセレモニーに引き続き、表彰
式を行います。なお、雨天の場合、表彰式は仙台市（宮城県民会館）にて行われます。

■入賞作品の展示
　入賞作品は、平成１４年８月１０日（土）仙台市（勾当台公園）にて開催される「道路フェア２０
０２」において展示されるほか、下記の日程で巡回展示される予定です。

　平成１４年８月１６日（金）～８月１８日（日）　岩手県盛岡市　岩手県民会館
　平成１４年８月２４日（土）　　　　　　　　　　福島県安達郡安達町国道４号道の駅「安達」
　平成１４年８月３０日（金）～９月１日（日）　　山形県山形市　山形県郷土館（文翔館）
　平成１４年９月７日（土）～９月８日（日）　　　青森県青森市　青森駅ビル「ラビナ」
　平成１４年９月１０日（火）～９月１１日（水）　青森県八戸市　八戸市庁
　平成１４年１１月８日（金）～１１月１０日（日）秋田県秋田市　アトリオン

　また、巡回展示以外に、東北地方整備局道路資料館及び道路の催し等で展示されます。
　　　（東北地方整備局道路資料館：仙台市青葉区折立１－１－１ TEL 022-226-1620）

■入賞作品の使われ方
　写真集「東北の道路 第２５集」として発行(８月上旬予定)されるほか、道路の広報資料として広く
活用されます。 

■賞  
　 　 一般の部 　　　最優秀作品賞 　　　　１点　　　 賞状、賞金１０万円、副賞
　 　　　　　　　　　特別テーマ賞　　　　 １点　　　 賞状、賞金 ５万円、副賞
　　　　　　　 　　　優秀作品賞 　 　 　　７点　　　 賞状、賞金 ３万円、副賞
　　　　　 　　　　　入　　　　賞　　　 ４０点　　　 賞状、賞金 １万円、副賞
　 　　　　　　　　　佳　　　　作 　　１９１点　　　 賞状、副賞

　　　小・中学生の部　最優秀作品賞 　　 　１点 　　　賞状、副賞
　 　　　　　　　　　 優秀作品賞　　 　　 ２点　　　 賞状、副賞
　 　　　　　　　　 　佳 　　 作　　　　１５点 　　　賞状、副賞

　　　高校生の部 　　 最優秀作品賞　　　　１点 　　　賞状、副賞
　 　　　　　　　　　 優秀作品賞 　　　　 ２点 　　　賞状、副賞
　 　　　　　　　　　 佳　　　作 　 　　１５点 　　　賞状、副賞

■主催  
　東北地方道路広報連絡会議 （国土交通省東北地方整備局・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・
　山形県・福島県・仙台市・日本道路公団東北支社）

■後援
東北６県教育委員会 仙台市教育委員会 東奥日報社 デ リ 東北新聞社 陸奥新報社



　東北６県教育委員会・仙台市教育委員会・東奥日報社・デーリー東北新聞社・陸奥新報社・
　岩手日報社・岩手日日新聞社・河北新報社・秋田魁新報社・山形新聞社・福島民報社・
　福島民友新聞社・NHK青森放送局・NHK盛岡放送局・NHK仙台放送局・NHK秋田放送局・
　NHK山形放送局・NHK福島放送局・RAB青森放送・青森朝日放送・青森テレビ・エフエム青森・
　IBC岩手放送・テレビ岩手・めんこいテレビ・岩手朝日テレビ・エフエム岩手・TBC東北放送・
　仙台放送・ミヤギテレビ・KHB東日本放送・Date fm・ABS秋田放送・AKT秋田テレビ・
　AAB秋田朝日放送・エフエム秋田・山形放送・山形テレビ・テレビユー山形・さくらんぼ
　テレビジョン・エフエム山形・福島テレビ・福島中央テレビ・福島放送・テレビユー福島・
　ラジオ福島・ふくしまFM・（社）東北経済連合会・（社）土木学会東北支部・
　（社）日本自動車連盟(JAF)東北本部

■協賛
　（社）日本道路協会東北ブロック会議・（社）東北建設協会・全日本写真材料商組合連合会東北
　地区連盟・富士写真フィルム（株）
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