


　阿武隈川は、古くから流域の人々に多くの恵みを与え、生活と深く結びついてきま
したが、近年における都市化の進展などにより、川と人々との関わりにも大きな変化
が生じ、治水・利水・河川環境保全が課題となってきたことから、これらの問題に対
処するため平成 6年に阿武隈川サミットが開催され、以来20年が経過いたしました。
　これまで、沿川市町村の首長が一堂に会し、サミット討議による情報・施策共有の
ほか、源流探検、河口クリーンアップ作戦、リバースクールなど、子どもたちをはじ
め多くの方々の参加をいただきながら事業を行うことができたことにより、サミット
の目的である治水・利水・河川環境保全に、大きな成果を上げることができました。
今年 8 月には、これらの取組みが認められ、国土交通大臣より水資源功績者表彰を受
賞いたしましたが、これも、流域の多くの機関・団体との連携、多くの皆様の事業へ
のご支援・ご協力の賜物であり、改めて感謝申し上げます。
　さて、本書にはこれまでのサミットのあゆみや、関係市町村・機関の阿武隈川への
取組みや課題等についてまとめております。また、名所・旧跡などをまとめたガイド
も載せておりますので、阿武隈川の魅力の再発見と良好な河川環境を次世代へ引き継
ぐためお役に立てれば幸いに存じます。
　最後に、これまでのサミット開催、関連事業開催にあたり、ご指導ご協力いただき
ました国土交通省東北地方整備局福島及び仙台河川国道事務所、福島県、宮城県の関
係者の皆様をはじめ、関係各位に衷心より感謝申し上げ記念誌作成にあたってのご挨
拶といたします。

　阿武隈川サミットが設立20周年を迎えられたことを、心よりお慶び申し上げます。
　また、日頃から、河川行政の推進並びに河川環境保全などの推進につきまして、特
段のご配慮とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
　私たちは毎日水と触れ合いながら生活しています。川は昔から今日まで、休みなく
水を運び続け、私たちに豊かな暮らし、文化、産業をもたらしてきました。
　宮城・福島両県を流れる阿武隈川でも、その恩恵を受けながら私たちは生活してお
ります。
　阿武隈川サミットでは、「母なる川　阿武隈川」、「ふるさとの川　阿武隈川」へ
の想いをひとつにし、洪水から生命や財産を守る「治水」、水道用水や農業用水等の
「利水」、生物の生息・生育のための「環境」などの共通課題を、自治体と住民が相
互に連携と交流を深め、阿武隈川を基軸とした地域づくりに「流域一丸」となって考
え、取り組んでこられました。
　サミットでの取り組みは、阿武隈川を管理させて頂いている私どもとしても、大変
心強く思っており、改めて敬意を表したいと思います。
　これからも流域一丸となり素晴らしい河川環境を次世代に伝えていくため、阿武隈
川サミットがますます発展されることを祈念し、お祝いの言葉とさせて頂きます。
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