
「第40回全日本中学生水の作文コンクール」国内提出先及び締切日一覧 (別紙)

都道府県 宛先（発送先＆提出先（水資源担当部局)） 都道府県表彰 応募締切日

1 北海道
北海道総合政策部政策局土地水対策課
〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
℡011-231-4111（内線23-741）

北海道においても道内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞３編、入選３編程度、学校賞３校以内）

平成30年5月10日（木）

2 青森県
青森県企画政策部地域活力振興課
〒030-8570 青森市長島一丁目１番１号
℡017-734-9147（直通）

青森県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞５編、入選１０編）

平成30年5月8日（火）

3 岩手県
岩手県環境生活部環境保全課
〒020-8570 盛岡市内丸１０番１号
℡019-629-5267（直通）

岩手県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞５編以内、佳作５編以内）

平成30年5月11日（金）

4 宮城県
宮城県震災復興・企画部震災復興・企画総務課
〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目８番１号
℡022-211-2415（直通）

- 平成30年5月9日（水）

5 秋田県
秋田県産業労働部資源エネルギー産業課
〒010-8572 秋田市山王三丁目１番１号
℡018-860-2281（直通）

- 平成30年5月11日（金）

6 山形県
山形県環境エネルギー部水大気環境課
〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号
℡023-630-2338（直通）

- 平成30年4月27日（金）

7 福島県
福島県企画調整部土地・水調整課
〒960-8670 福島市杉妻町２番１６号
℡024-521-7123（直通）

福島県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞５編以内、入選２編程度、佳作８編程度、学校賞１校程度）

平成30年5月9日（水）

8 茨城県
茨城県企画部水・土地計画課
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
℡029-301-2625（直通）

茨城県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞４編、入選５編以内）

平成30年5月8日（火）

9 栃木県
栃木県県土整備部砂防水資源課
〒320-8501 宇都宮市塙田一丁目１番２０号
℡028-623-2452（直通）

栃木県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞５編、特別賞１１編、佳作９編程度、参加賞全編）

平成30年5月8日（火）

10 群馬県
群馬県企画部地域政策課土地・水対策室
〒371-8570 前橋市大手町一丁目１番１号
℡027-226-2362（直通）

群馬県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞５編、入選１０編）

平成30年5月10日（木）

11 埼玉県
埼玉県企画財政部土地水政策課
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号
℡048-830-2191（直通）

埼玉県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞２編、入選７編）

平成30年5月16日（水）

12 千葉県
千葉県総合企画部水政課
〒260-8667 千葉市中央区市場町１番１号
℡043-223-2688（直通）

千葉県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞２編、奨励賞２編、学校賞１校）（予定）

平成30年5月11日（金）

13 東京都
東京都都市整備局都市づくり政策部広域調整課
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目８番１号
℡03-5388-3228（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

東京都においても都内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞２編以内、入選５編以内）

平成30年5月8日（火）

14 神奈川県
神奈川県政策局政策部土地水資源対策課水政室
〒231-8588 横浜市中区日本大通１
℡045-285-0049（直通）

神奈川県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞４編、入選３編以内、
特別賞（水源環境賞）３編以内）

平成30年5月10日（木）

15 新潟県
新潟県土木部河川管理課水政係
〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１
℡025-280-5413(直通)

新潟県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（新潟県優秀賞６編程度、新潟県佳作賞若干編）

平成30年5月9日（水）

16 富山県
富山県生活環境文化部県民生活課
〒930-8501 富山市新総曲輪１番７号
℡076-444-3126（直通）

富山県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞３編以内、入選５編程度ただし、応募総数が
1,000編超の場合は優秀賞５編以内、入選３編程度）

平成30年5月8日（火）

17 石川県
石川県生活環境部環境政策課水環境グループ
〒920-8580 金沢市鞍月一丁目１番地
℡076-225-1491（直通）

石川県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀作３編、佳作５編程度）

平成30年5月8日（火）

18 福井県
福井県土木部河川課河川管理グループ
〒910-8580 福井市大手三丁目１７番１号
℡0776-20-0480（直通）

- 平成30年5月8日（火）

19 山梨県
山梨県総合政策部地域創生・人口対策課
〒400-8501 甲府市丸の内一丁目６番１号
℡055-223-1845（直通）

- 平成30年5月7日（月）

20 長野県
長野県環境部水大気環境課
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下６９２番２号
℡026-235-7176（直通）

- 平成30年5月11日（金）

21 岐阜県
岐阜県都市建築部水資源課
〒500-8570 岐阜市薮田南二丁目１番１号
℡058-272-1111（内線2483）

岐阜県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞２編）

平成30年5月8日（火）

22 静岡県
静岡県くらし・環境部環境局水利用課
〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号
℡054-221-2256（直通）

静岡県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞２編、入賞若干編、参加賞全編）

平成30年5月中旬

23 愛知県
愛知県振興部土地水資源課
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
℡052-954-6118（直通）

愛知県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞４編以内、入選３編程度）

平成30年5月8日（火）

24 三重県
三重県地域連携部水資源・地域プロジェクト課
〒514-8570 津市広明町１３番地
℡059-224-2010（直通）

琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール
実行委員会会長表彰（流域賞１編）

平成30年5月11日（金）

25 滋賀県
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課
〒520-8577 大津市京町四丁目１番１号
℡077-528-3460（直通）

滋賀県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（知事表彰最優秀賞１編、優秀賞４編以内、「びわ湖の日」特別賞１編、
佳作５編以内）
琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール
実行委員会会長表彰（流域賞１編）

平成30年5月14日（月）

26 京都府
京都府環境部公営企画課
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
℡075-414-4772（直通）

京都府においても府内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編以内、優秀賞２編以内、佳作若干編、特別賞１編以内）
琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール
実行委員会会長表彰（流域賞１編）

平成30年5月10日（木）

（注）上記の内容は平成30年3月時点のものです。平成30年4月1日以降、組織改編等により担当部局名等が変更になる場合があります。



「第40回全日本中学生水の作文コンクール」国内提出先及び締切日一覧 (別紙)

都道府県 宛先（発送先＆提出先（水資源担当部局)） 都道府県表彰 応募締切日

27 大阪府
大阪府政策企画部戦略事業室空港・広域インフラ課
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目１番２２号
℡06-6941- 0351（代表）

大阪府においても府内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞・入選各数編）
琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール
実行委員会会長表彰（流域賞１編）

平成30年5月7日（月）

28 兵庫県
兵庫県企画県民部ビジョン局水エネルギー課
〒650-8567 神戸市中央区下山手通五丁目１０番１号
℡078-362-3057（内線2239）

兵庫県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀１編、優秀・入選各数編）
琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール
実行委員会会長表彰（流域賞１編）

平成30年5月8日（火）

29 奈良県
奈良県地域振興部地域政策課
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
℡0742-27-8489（直通）

奈良県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（知事表彰優秀賞５編以内、入選１０編程度、参加賞全編）
琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール
実行委員会会長表彰（流域賞１編）

平成30年5月8日（火）

30 和歌山県
和歌山県企画部地域振興局地域政策課
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目１番地
℡073-441-2423（直通）

和歌山県においても県内優秀作文の表彰を行います。 平成30年5月9日（水）

31 鳥取県
鳥取県生活環境部水・大気環境課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
℡0857-26-7197（直通）

- 平成30年4月27日（金）

32 島根県
島根県土木部河川課
〒690-8501 松江市殿町１番地
℡0852-22-5499（直通）

島根県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞３編）

平成30年5月18日（金）

33 岡山県
岡山県県民生活部中山間・地域振興課
〒700-8570 岡山市北区内山下二丁目４番６号
℡086-226-7267（直通）

- 平成30年5月11日（金）

34 広島県
広島県土木建築局河川課
〒730-8511 広島市中区基町１０番５２号
℡082-513-3936（直通）

広島県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞３編、入選７編程度）

平成30年5月11日（金）

35 山口県
山口県総合企画部政策企画課
〒753-8501 山口市滝町１番１号
℡083-933-2532（直通）

山口県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞３編程度）

平成30年5月10日（木）

36 徳島県
徳島県県土整備部河川整備課流域水管理推進室
〒770-8570 徳島市万代町１丁目１番地
℡088-621-2661（直通）

徳島県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（知事賞３編以内、入選及び佳作若干編）

平成30年5月11日（金）

37 香川県
香川県政策部水資源対策課
〒760-8570 高松市番町四丁目１番１０号
℡087-832-3128（直通）

優秀賞３編以内、入選５編程度
募集終了
（平成29年9月11日）

38 愛媛県
愛媛県土木部河川港湾局水資源対策課
〒790-8570 松山市一番町四丁目４番地２
℡089-912-2680（直通）

愛媛県においても県内優秀作文（５編程度）の表彰を行います。
（最優秀賞、優秀賞、奨励賞）

平成30年5月9日（水）

39 高知県
高知県土木部河川課
〒780-8570 高知市丸ノ内一丁目２番２０号
℡088-823-9839（直通）

高知県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀３編、佳作３編程度）

平成30年5月9日（水）

40 福岡県
福岡県県土整備部水資源対策課
〒812-8577 福岡市博多区東公園７番７号
℡092-643-3205（直通）

福岡県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞４編程度、入選５編程度、
参加賞全編）

平成30年4月20日（金）

41 佐賀県
佐賀県県土整備部河川砂防課水資源調整室
〒840-8570 佐賀市城内一丁目１番５９号
℡0952-25-7183（直通）

佐賀県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞５編、入選５編程度）

募集終了
（平成29年10月6日）

42 長崎県
長崎県環境部水環境対策課
〒850-8570 長崎市尾上町３番１号
℡095-895-2663（直通）

長崎県においても県内優秀作文の表彰を行います。 平成30年5月9日（水）

43 熊本県
熊本県環境生活部環境局環境立県推進課
〒862-8570 熊本市中央区水前寺六丁目１８番１号
℡096-333-2272（直通）

熊本県においても県内優秀作文の表彰を行います。 平成30年5月9日（水）

44 大分県
大分県土木建築部河川課
〒870-8501 大分市大手町三丁目１番１号
℡097-506-4593（直通）

大分県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞１編、優良賞２編、入選５編程度）

平成30年5月8日（火）

45 宮崎県
宮崎県総合政策部中山間・地域政策課
〒880-8501 宮崎市橘通東二丁目１０番１号
℡0985-26-7036（直通）

宮崎県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（最優秀賞１編、優秀賞２編、入選７編）

平成30年5月9日（水）

46 鹿児島県
鹿児島県企画部エネルギー政策課
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町１０番１号
℡099-286-2425（直通）

鹿児島県においても県内優秀作文の表彰を行います。
（優秀賞３編，入選５編）

平成30年5月11日（金）

47 沖縄県
沖縄県企画部地域・離島課
〒900-8570 那覇市泉崎一丁目２番２号
℡098-866-2370（直通）

沖縄県においても県内審査入賞作文の表彰を行います。 平成30年5月14日（月）

48 国土交通省

国土交通省水管理・国土保全局
水資源部水資源政策課
〒100-8918東京都千代田区霞が関2丁目1番地3号
℡03-5253-8386（直通）

-
【国内】各都道府県の水資源担
当部局にお問い合わせください
【海外】平成30年5月18日（金）

　

（注）上記の内容は平成30年3月時点のものです。平成30年4月1日以降、組織改編等により担当部局名等が変更になる場合があります。


