
記者発表資料

令和元年１２月６日

本資料の発表をもって解禁

母なる大地越後平野に恵みをもたらす信濃川、越後平野の治水の要として私たちの
暮らしを守る大河津分水について、その魅力を広く紹介し、もっと身近に感じていた
だけるような写真を、令和元年７月１日から1０月１１日まで募集いたしました。
４部門全体で、２３７点ものご応募をいただきました。

日 時：令和元年１２月１１日（水） １４：００から

場 所： まちなかキャンパス長岡 ３０１会議室
長岡市大手通２－６ フェニックス大手イースト３階

次 第： ・主催者挨拶
・賞状授与
・入賞・入選作品の講評

入賞・入選作品：別紙１のとおり
巡回展示日程等：別紙２・３のとおり

信濃川・大河津分水写真コンテスト 表彰式を開催します

グランプリは「取れたて」

【昨年度の表彰式の様子】

賞状授与 講評

グランプリ
信濃川中流及び魚野川部門最優秀賞

「取れたて」

信濃川河川事務所などが主催する「信濃川・大河津分水写真コンテスト」の
入賞・入選作品が決定しましたので下記のとおり表彰式を開催します。
また表彰式終了後、来年３月にかけて新潟県内の信濃川流域市町村において

入賞・入選作品を巡回展示します。

新潟県政記者クラブ、新県政記者クラブ
長岡市記者会、長岡地域記者会
三条市記者室、十日町記者クラブ
小出郷新聞、小千谷新聞
越南タイムス、ＦＭゆきぐに
エフエム魚沼、建設業界向け専門紙

同時発表記者クラブ

国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所
広報担当 専門職 平塚 洋一郎（ひらつか よういちろう）
電話 ： 0258-32-3020（内線216）
FAX ： 0258-33-8168

【問い合わせ先】



【別紙１】 入賞・入選作品一覧

部　門 賞
お名前

（敬称略）
お住まいの
市町村名

タイトル 撮影場所

最優秀賞 堀　利治 新潟市 大河に咲く 信濃川　やすらぎ堤（右岸）

優秀賞 中野　金吾 新潟市 賑わいのPEACE BANK 信濃川右岸（万代やすらぎ堤）

新潟日報社賞 横山　徹成 新潟市 柳都の母なる大河 朱鷺メッセ

新潟フジカラー賞 吉川　一直 新潟市 大物跳ねた 新潟市万代（万代橋付近）

入選 中野　金吾 新潟市 カモメ飛翔 信濃川河口（佐渡汽船前）

入選 山下　正樹 南魚沼市 青い空を追いかけて 加茂市　鵜森付近

☆グランプリ☆
最優秀賞

志田　幸夫 魚沼市 取れたて 長岡市西川口（川口やな場）

優秀賞 岩本　功貢 長岡市 大河燃ゆ 与板橋下流

新潟日報社賞 堀　利治 新潟市 信濃川に舞う 山本第一調整池付近

新潟フジカラー賞 長谷川　繁雄 長岡市 夕景流れる 長岡市　大手大橋東詰

入選 宮澤　健二 十日町市 雪晴れ 十日町市貝野

入選 富所　上 南魚沼市 新しい朝 南魚沼市　宇津野新田

最優秀賞 三井田　可人 燕市 大河の恵み 野積　河口

優秀賞 山形　吉一 新潟市 可動堰眼光 大河津分水右岸

新潟日報社賞 手島　岱月 田上町 光の化粧 大河津分水

新潟フジカラー賞 桑原　巧 見附市 零下の夜明け 大河津分水対岸

入選 渡辺　幸弘 長岡市 流れ 分水河口（床固め付近）

入選 吉岡　義和 長岡市 装い晴れやか 燕市渡部橋下流

最優秀賞 伊藤　こはる 新潟市 未来へ メディアシップ

優秀賞 長谷川　千恵 新潟市 流れる 信濃川 やすらぎ堤

新潟日報社賞 山田　泰輝 新潟市 This is the Echigo line train 越後線電車内

新潟フジカラー賞 中川　瑛美 新潟市 鮮やかな やすらぎ堤　八千代橋付近

入選 斉藤　詩織 新潟市 夜の光 やすらぎ堤

入選 馬場　葵 新潟市 マジックアワー やすらぎ堤

最優秀賞作品

　※グランプリとは、各部門最優秀賞作品の中から１点選出される最高賞。

主　  催　 信濃川改修期成同盟会、信濃川・中ノ口川治水事業促進期成同盟会、大河津分水改修促進期成同盟会、
 　　　　　　NPO法人信濃川大河津資料館友の会、信濃川下流河川事務所、信濃川河川事務所

信濃川下流部門

信濃川中流
及び

魚野川部門

大河津分水部門

ジュニア部門

「取れたて」

志田 幸夫

しだ ゆきお)

☆グランプリ☆「大河に咲く」

堀 利治

(ほり としはる)

「大河の恵み」

三井田 可人

(みいだ よしと)

●信濃川下流部門 ●信濃川中流及び魚野川部門 ●大河津分水部門 ●ジュニア部門

「未来へ」

伊藤 こはる

(いとう こはる)



【別紙２】 「令和元年度　信濃川・大河津分水写真コンテスト」の入賞作品を下記により巡回展示します　

　　　　　　最寄にお立ち寄りの際は、是非ご覧ください

１２月 １月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 1日 2日 3日 4日

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

午後 午前 午後

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

午後 午前 午後 午前 午後

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日

午前 午前 午後

29日 30日 31日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

午前

２月 ３月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

午前

2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日

午後 午後 午前

9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日

午前 午後 午後

16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

午前 午後 午前

23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 29日 30日 31日

午前 午後

新潟市

燕市

9:00～17:00

平日8:30～21:00
土日9:00～18:30

燕市役所

南魚沼市民会館　２階ロビー

ながおか市民センター １階市民ギャラリー

弥彦村役場

広神公民館ロビー（市役所広神庁舎隣接）

加茂市上町コミュニティセンター　市民ギャラリー

市町村名等 会場

津南町役場　1階ロビー

越後妻有文化ホール
「段十ろう」雁木ギャラリー

津南町

十日町市

魚沼市

小千谷市 小千谷市総合産業会館サンプラザ ２階ロビー

新潟市　NEXT２１　１階アトリウム

　◆展示期間・市町村名及び会場

南魚沼市

長岡市

弥彦村

　12月16日（月）　～　12月20日（金）

期　　　　間

  01月　6日（月）　～　01月10日（金）

　12月21日（土）　～　12月27日（金）

　01月16日（木）　～　01月22日（水） 9:00～17:00

　01月11日（土）　～　01月15日（水）

　01月23日（木）　～　01月31日（金）

8:30～17:15

9:00～22:00

月～土9:00～22:00
日・祝9:00～17:00

　◆カレンダー

田上町役場

三条市役所

信濃川大河津資料館　１Ｆ　12月20日（金）～令和2年12月上旬
9:00～16:00

※月曜（休日の場合は休日明け
の平日）、年末年始休館

田上町

三条市
　 3月16日（月）　～　 3月19日（木）
   3月23日（月）　～　 3月24日（火）

8:30～17:30

　 2月 3日（月）　～    2月 7日（金）
　 2月10日（月）

　 2月12日（水）　～　 2月20日（木）

燕市

8:30～17:15

8:00～23:30

8:30～17:15

9:00～21:30

8:30～17:15

　 3月 9日（月）　～　 3月13日（金）

　 2月28日（金）　～　 3月 6日（金）

　 2月21日（金）
　 2月25日（火）　～　 2月27日（木）

加茂市

弥彦村役場

加茂市上町コミュニティセンター 市民ギャラリー

魚沼市 広神公民館

小千谷市総合産業会館サンプラザ 2階ロビー

南魚沼市

南魚沼市民会館十日町市

十日町市 越後妻有文化ホール「段十ろう」 雁木ギャラリー

ながおか市民センター 1階市民ギャラリー

津南町役場

燕市役所

三条市役所

加茂市上町コミュニティ

センター

田上町

田上町役場

新潟市ＮＥＸＴ２１ １階 アトリウム

新潟市ＮＥＸＴ２１ １階 アトリウム弥彦村役場

ながおか市民センター

三条市役所

小千谷市総合産業会館サンプラザ 2階



 【別紙３】　巡回展示　会場位置図 出典：国土地理院ホームページ

津南駅

津南町役場

新潟市 ＮＥＸＴ２１加茂市上町コミュニティセンター田上町役場

燕市役所弥彦村役場 三条市役所
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