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主催者挨拶

私たちの国には、日本の平和と安全を守るため、いろいろなところに自

衛隊の基地があります。今回、絵画展が開催された入間市には、航空自衛

隊の入間基地があり、洪水や大地震のような自然災害の時にも救難、救助

活動の拠点となって、いざという時にたくさんの自衛官が活動できるよう

日頃から厳しい訓練等が行われております。

そのため、学校やお家で飛行機の騒音がうるさく感じることもあるかと

思います。このため、私たち北関東防衛局は、市役所の人たちが教室を静

かにするための防音工事を行ったり、道路、公園などを造ったりして、住

み良い街にするお手伝いをさせていただいています。

そのお仕事をより知っていただきたいという想いから、今回１０回目の

絵画展として、「私のまち」をテーマに入間市内の小学生の皆さんに絵を

描いていただきました。５０８点もの応募があり、一生懸命描かれた皆さ

んの絵には、この街が大好きという想いがとてもあふれていました。応募

作品の中から特に素晴らしい作品４７点を優秀賞として選ばせていただき、

１月２０日（土）に入間基地で表彰式を行い、また、翌日から１月２６日

（金）の間、丸広百貨店入間店で絵画展を開催したところ、たくさんの

方々が見に来てくださいました。

また、こちらのホームページには、残念ながら絵画展に来ることができ

なかったご家族の方やお友達にも、一生懸命描いてくれた素晴らしい作品

を見ていただきたいという想いを込めて、すべての作品を紹介しています

ので、どうぞご覧下さい。

最後になりますが、この小学生絵画展の開催に際しまして、入間市及び

入間市教育委員会のご後援をいただき、また、航空自衛隊入間基地を始め

多くのご協力に深く感謝を申し上げます。

※ 具体的な事業を最後の方に
ご紹介しています。

北関東防衛局長 吉田廣太郎



入間市長様のお言葉
受賞された４７名のみなさん、おめでとうございます。

この絵画展には、「私のまち （友だち・家族）」をテーマに市内１６校

から５０８点の作品が出品されました。みなさんの作品は、お住まいの近く

の景色や建物、家族や友だちなどが、のびのびと描かれていて、入間市が目

指す「元気な子どもが育つまち」が表現されていました。

また、この絵画展を主催された防衛省北関東防衛局のみなさまには、この

ような素晴らしいイベントを企画していただき、本市を代表いたしまして心

から御礼申し上げます。

入間市長 田中 龍夫

教育委員会教育長様のお言葉
受賞された小学生のみなさん、おめでとうございます。

受賞作品以外にも素晴らしい作品が多く、私のまち「入間市」の特徴をよ

くとらえていました。

絵を描くということは、感性を磨き、表現力を育て、子どもたちにとって

は、 健やかな成長のために欠くことのできない大切な学習です。

このような機会を与えてくださった防衛省北関東防衛局や保護者の方々に

御礼申し上げるとともに、子どもたちの健やかな成長を祈念して、ご挨拶と

いたします。

教育長 西澤 泰男

入間市マスコットキャラクター いるティ



協力者挨拶

平成２９年度小学校絵画展に入賞された小学生の皆さん、ご父兄の皆

さん、おめでとうございます。

作品を見させていただきましたが、どの作品もテーマである「私のま

ち（友達・家族）」が美事に描かれ、思いが込められた素晴らしいもの

ばかりで大変感動しました。

これからも友達・家族を大切にし、また、自分たちの住んでいるまち

に関心、興味をもち、歩んでいただければ幸いです。

入間基地司令 影浦 誠樹



表 彰 式

入賞者の方に吉田局長から
表彰状授与

西澤教育委員会教育長の挨拶 航空自衛隊入間基地司令
影浦空将補の挨拶

吉田局長の挨拶

■ 平成３０年１月２０日

５０８点の応募作品の中から選ばれた４７名の入賞者に対する

表彰式が航空自衛隊入間基地(修武台記念館)で行われました。

入賞者の方と記念撮影

入賞者の方に池田部長から
記念品授与



表彰式の後、入間基地修武台記念館や自衛隊が使っている

輸送機などの見学を行いました。

絵 画 展
■ 平成３０年１月２１日 ～ ２６日

丸広百貨店入間店に応募作品を展示しました。

修武台記念館
航空機 見学



5年 飯野 愛花

豊岡小学校

5年 星 奈宇香

豊岡小学校

6年 松本 珠奈

黒須小学校

6年 松澤 さくら

黒須小学校

6年 馬場 快成

黒須小学校

6年 人見 結唯

黒須小学校

入 賞 作 品

★は入間基地選考作品



黒須小学校

6年 森野 愛翔

黒須小学校

6年 本山 朝翔6年 川口 琴羽

黒須小学校

5年 安田 和愛

扇小学校

5年 小峰 百乃

扇小学校

6年 細山田 愛花

扇小学校

★は入間基地選考作品

入 賞 作 品



扇小学校

6年 森松 咲

藤沢小学校

1年 村野 美桜

藤沢小学校

4年 櫻木 蓮斗

藤沢小学校

5年 小名木 真優

藤沢南小学校

3年 羽鳥 虎之助

藤沢南小学校

6年 曽我 祐世

★は入間基地選考作品

入 賞 作 品



藤沢東小学校

4年 今尾 朋香

藤沢東小学校

5年 日景 柊

藤沢北小学校

３年 水谷 風花

藤沢北小学校

４年 辻 虹凪

藤沢北小学校

５年 池亀 なずな

東町小学校

３年 清水 爽藍

★は入間基地選考作品

入 賞 作 品



東町小学校

２年 米田 果叶

東町小学校

３年 植 梓咲

東町小学校

４年 原田 葉結

東町小学校

５年 宮内 誠希

東町小学校

５年 清水 柚希

学校・氏名等の公開を

希望されない小学生

★は入間基地選考作品

入 賞 作 品



高倉小学校

１年 髙橋 乃亜

東金子小学校

３年 滝澤 愛菜

東金子小学校

３年 石川 翔太

東金子小学校

３年 吉田 昌史

★は入間基地選考作品

高倉小学校

１年 栗原 侑美夏

東金子小学校

３年 天野 瑞貴

入 賞 作 品



金子小学校

５年 長沢 美乃里

★は入間基地選考作品

金子小学校

５年 吉澤 暖生

学校・氏名等の公開を

希望されない小学生

学校・氏名等の公開を

希望されない小学生

学校・氏名等の公開を

希望されない小学生

学校・氏名等の公開を

希望されない小学生

入 賞 作 品



仏子小学校

４年 藤原 牡丹

仏子小学校

４年 的塲 樹奈

新久小学校

３年 嶋﨑 隆司

新久小学校

３年 加藤 愛子

新久小学校

３年 江藤 ねね

★は入間基地選考作品

入 賞 作 品



5年 織内 煌也 5年 濵津 幸煌 5年 西澤 佳苗

5年 永田 りあ 5年 原 大悟 5年 河邉 舞香

5年 中上 ゆずは 5年 上坂 有未 5年 古川 晴菜

豊 岡 小 学 校

5年 島田 桃花 5年 溝呂木 大和 5年 中 希夢

5年 淵野 絹子



6年 黒澤 麗輝 6年 二木 美咲 6年 鈴木 千里

黒 須 小 学 校

6年 野口 美咲 6年 藤原 敬助 6年 狩野 璃奈

6年 松村 百花 6年 市原 千華子 6年 福島 楓大

6年 中村 翔 6年 藤本 心太 6年 岩間 琉花

6年 工藤 怜 6年 古橋 愛奈 6年 諸井 花林



6年 渋谷 奈穂 6年 今井 丸稀 6年 横浜 慶

6年 小倉 佑人 6年 海老澤 璃子 6年 河村 春佳

6年 髙橋 すみれ 6年 宮下 徹平 6年 阿部 遼汰

6年 志村 啓夢 6年 小林 早人 6年 茂手木 遥士

6年 田淵 寛太 6年 飯野 恭子 6年 栗山 昂大

黒 須 小 学 校



6年 小濱 浩明 6年 杉田 実里 6年 鈴木 舞凛

6年 中島 裕庵 6年 金子 奈真 6年 堤 結蘭

6年 鳥谷部 咲 6年 媚山 海桜 6年 荒井 幸村

6年 風見 駿太 6年 繁田 舟蔵 6年 鈴木 颯人

6年 阿部 滉汰 6年 米本 夏月希 6年 岩﨑 凌

黒 須 小 学 校



6年 中田 佑弥 6年 松﨑 賢心 6年 聖徳 大起

6年 伊藤 瑠璃 6年 芦川 竹善 6年 矢島 詩穂

6年 大塚 航汰 6年 江畑 勇希 6年 塩野 大心

6年 赤堀 泰亮 6年 水村 愛 6年 齋藤 実久

6年 髙木 咲希 6年 石井 悠貴 6年 長谷川 美咲

黒 須 小 学 校



6年 吉永 澪央 6年 五十嵐 彩 6年 杉田 恋ノ羽

6年 瀧澤 勇和 6年 石川 皓 6年 松村 心平

6年 上野 匠人

黒 須 小 学 校



5年 佐藤 聖倫 5年 原 瑞紀 5年 腰塚 優美

5年 太田 小倖 5年 山﨑 美緒 5年 福島 大河

5年 宮寺 娃菜 6年 石井 達也 6年 松田 乃々花

扇 小 学 校

6年 渡辺 煌貴 6年 黒沢 桔羅 6年 小平 竜司

6年 細田 陽和 6年 山田 鈴乃 6年 池田 実優



6年 宗像 杏実 6年 園部 るな 6年 森山 実愛萌

6年 杉山 安杏 6年 泉 侑良 6年 工藤 夏美

扇 小 学 校



1年 星 葵結 1年 本沢 奏太 1年 村上 美空

1年 越智 弥羽 1年 三嶋 希依 1年 橋本 葵咲

1年 橋本 凛之助 1年 藤原 洵 1年 末永 汐理

1年 小野 瑠花 1年 渡邉 多恵 1年 木下 未々歩

1年 吉本 真嘉 1年 野口 陽菜

藤 沢 小 学 校

1年 小嶋 太陽



1年 西川 明澄 1年 安藤 さくら 1年 上杉 有璃

1年 板垣 伶皇 4年 永井 涼晴 4年 岩渕 葵

4年 城戸 ほの香 4年 佐川 虎之介 4年 宮橋 綾乃

6年 早川 璃美 6年 松村 郁実

藤 沢 小 学 校



2年 齋藤 璃花 2年 立石 麟太朗 2年 坂本 莉亜奈

3年 廣瀬 七珂 3年 上野 奨冶朗 3年 加藤 むつ美

4年 新井 柑那 4年 廣瀬 帆珂 4年 竹野 皓哉

4年 那須 こはる

藤 沢 南 小 学 校

5年 野上 歩夢 5年 戸嶋 未来

5年 中村 瀬奈



4年 高畠 実希

4年 真鍋 結衣 4年 菊地 尊 4年 高畠 怜良

4年 五十嵐 光貴 5年 千代田 結斗 ５年 塚本 優太朗

5年 五十嵐 琉太 5年 菊地 龍我 ５年 相川 優衣

藤 沢 東 小 学 校

5年 鈴木 淳美 6年 安田 彩花 6年 命苫 音亜

4年 遠藤 功士 4年 石川 智也



藤 沢 東 小 学 校

6年 尾中 優司

藤 沢 北 小 学 校

１年 平山 心遥 ２年 松井 洸樹 ２年 斉藤 羽叶

４年 若松 愛里 ４年 吉田 菜七穂 ４年 斉藤 優羽

５年 有坂 悠 ５年 松本 なな ５年 浦矢 瞬介



５年 井之上 準星 ５年 大木 優菜 ６年 佐藤 愛

６年 小野 美聖 ６年 水本 友結 ６年 林 那奈

６年 名取 苺香 ６年 伏見 奏栄 ６年 松下 碧優

６年 臼井 海音 ６年 島崎 愛理 6年 横堀 将己

藤 沢 北 小 学 校



１年 宗像 かりん １年 中村 蒼虎 １年 清田 ひまり

１年 杉田 暖 １年 長澤 志歩 １年 菅原 乙菜

１年 山﨑 桜介 １年 吉川 美空 １年 服部 圭吾

１年 山﨑 さくら １年 丸山 心咲 １年 室井 萌衣

１年 長田 咲希 １年 鈴木 真宗

東 町 小 学 校

１年 銭元 彩乃



１年 小林 来夢 １年 松山 倖大 １年 鈴木 結花

１年 新 結衣 １年 森 日向子 １年 三石 浬桜

２年 上田 希実 ２年 八島 快翔 ２年 中村 莉香歩

２年 東海林 晴 ２年 加藤 朝陽 ２年 古賀 愛深

２年 岡田 透弥 ２年 柳川 琴音 ２年 谷藤 蔵之介

東 町 小 学 校



２年 今井 祐奈 ３年 池田 明日香 ３年 深水 優花

３年 永田 蒼 ３年 青柳 ひかり ３年 大木 美空

３年 大嶋 紫陽花 ３年 佐藤 陽花 ３年 石月 菫

３年 廣瀬 綾音 ３年 矢原 沙恵子 ３年 菅原 日菜

４年 枦木 美羽 ４年 内田 小由里 ４年 中村 結莉乃

東 町 小 学 校



４年 鈴木 莉子 ４年 村山 ゆり ４年 井上 花香

４年 玉城 亜子 ４年 古川 彩花 ４年 福島 梨音

５年 芦川 結菜 ５年 寺元 真奈

５年 程塚 美波

５年 市川 敬心

５年 服部 百花 ５年 伊藤 優美

５年 古賀 恵 ６年 遠藤 梨華 ６年 大庭 優里香

東 町 小 学 校



６年 小沢 拓未 ６年 細谷 翔馬 ６年 戸澤 尋斗

東 町 小 学 校



１年 野村 朱里 １年 高野 恵衣 １年 山田 桜那

１年 増渕 詩 １年 落合 真乙 １年 成澤 志音

１年 山﨑 凛夏 １年 坂下 千晴 １年 内野 怜奈

１年 佐怒賀 莉子 １年 長島 りりあ １年 買手屋 咲良

高 倉 小 学 校

１年 荒木 玲乃 １年 塚田 羚介 １年 設楽 勘太郎



１年 内藤 優希 １年 竹内 湊人 １年 藤森 翼

１年 坂戸 壱颯 １年 髙橋 悠音 １年 平田 遼

１年 バルマセダ コビ－ １年 六原 ヒサン １年 小林 海翔

１年 五十嵐 愛斗 １年 園部 海人 １年 齋木 湊

１年 成田 徠夢 １年 平沼 恵大

高 倉 小 学 校



３年 高橋 美海

３年 山城 結愛 ３年 森林 美空 ３年 外山 慶晃

３年 河津 奈緒美 ３年 田島 心結 ３年 池田 愛華

３年 滝澤 優悟 ３年 高山 七海 ３年 盛合 未緒

３年 対馬 埜愛

３年 中村 大海

東 金 子 小 学 校

３年 岩間 心汰

３年 井ヶ田 朔也 ３年 石井 叶真



３年 住吉 風香 ３年 芝田 羽龍 ３年 金澤 到真

３年 松村 昊 ３年 市川 大悟 ３年 原田 智稀

３年 三田 夢月

東 金 子 小 学 校



５年 村木 心 ５年 中村 光佑 ５年 生稲 明日香

５年 小久保 心結 ５年 名倉 涼花 ５年 福田 海羽

５年 晝間 千絵律 ５年 森田 奈々葉 6年 高山 友嘉

6年 森田 優空

金 子 小 学 校



６年 大山 哲弥

宮 寺 小 学 校

狭 山 小 学 校

２年 宮島 航生 ２年 栗澤 択実 ３年 矢口 若葉



３年 浅見 優弥 ３年 三戸 彩聖 ３年 堀口 巧光

３年 中澤 大葵 ３年 成田 蓮 ３年 三浦 彩

３年 前田 春乃 ４年 高原 愛梨 ４年 手塚 雄一朗

４年 花崎 友音 ４年 本間 心菜 ４年 長野 稔

４年 小澤 円香

仏 子 小 学 校



３年 金森 陽風 ３年 吉野 優里 ３年 仲川 莉々彩

３年 吉野 晋三 ３年 瀧本 光希 ３年 貫井 沙耶佳

３年 並木 優河 ３年 髙木 聖人 ３年 山中 七海

３年 深川 莉子 ３年 藤木 琉之 ３年 横川 雄希

３年 入江 悠斗 ３年 荒井 陽向

新 久 小 学 校

３年 熊田 凌介



３年 小山 蒼刀 ３年 中村 一颯 ３年 工藤 沙來

３年 松百 彩花 ３年 藤谷 美澄 ３年 村山 菜々美

３年 島田 悟 ３年 吉野 天 ３年 佐藤 羽違叶

３年 山本 彩七 ３年 松本 唯 ３年 後藤 鈴菜

３年 竹内 心美 ３年 野本 遙 ３年 本山 まつり

新 久 小 学 校



３年 酒川 葵 ３年 能登 ゆき乃 ３年 伊藤 心結

３年 長妻 優桜 ３年 黒米 梛乃 ３年 和田 漕栄

３年 西野 航 ３年 栗原 歩夢 ３年 石塚 楓汰

３年 小松﨑 善 ３年 橋本 弦希 ３年 松﨑 立樹

３年 福地 昊誠 ３年 大石 佑希也 ３年 松平 興継

新 久 小 学 校



３年 花岡 晴翔 ３年 蓼沼 桃花 ３年 糟谷 奏心

３年 野中 香楠 ３年 市川 竜乃介 ３年 吉野 泰雅

３年 山岸 拓夢

新 久 小 学 校



入間市の小学生のみなさんの作品

※学校・氏名等の公開

を希望されない小学生
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入間市の小学生のみなさんの作品
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入間市の小学生のみなさんの作品

※学校・氏名等の公開
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入間市の小学生のみなさんの作品

※学校・氏名等の公開

を希望されない小学生



民生安定施設整備事業（防音助成）

入間基地周辺で生じている騒音による障害を緩和するため、防音工事を
行ったものです。

～基地のまわりを住みやすくするため、
入間市が行うまちづくりのお手伝いをしています～

入間基地周辺で生じている騒音で著しいものを防止または軽減するため、防音
工事を行ったものです。

金子中学校

入間市立図書館 入間市役所

北関東防衛局からのお知らせ

障害防止事業（一般防音）



道 路 改 修 等 事 業

入間基地周辺において、航空機の事故等の発生に際し、緊急避難・消防救難活動
の円滑化を図ることを目的として道路の整備を行ったものです。

民生安定施設整備事業（一般助成）

入間基地周辺やその他の地域で火災等が発生した場合に対応するような消防ポンプ自動
車を配備したものです。

消防ポンプ自動車

～まちづくりのお手伝い～

防衛省補助による防衛施設周辺対策事業

工事前



特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

里山として、市民が自然との関わりを深め、緑とふれあい親しめる自然環境での
レクリエーション場を設けるため基金を造成したものです。

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業

医療福祉費助成を小学３年生までから中学３年生まで拡大することで、小児の健康の保全
増進等が図れるとして基金を造成したものです。

医療福祉費助成【基金】

～まちづくりのお手伝い～

防衛省補助による防衛施設周辺対策事業

加治丘陵さとやま計画区域（自然体験区域）保全用地取得【基金】



防衛省北関東防衛局

〒３３０－９７２１
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１
さいたま新都心合同庁舎２号館

TEL０４８－６００－１８００
http://www.mod.go.jp/rdb/n-kanto/


