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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。
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。

平成2９年６月８日～1０月１3日まで、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募集したところ、
４部門全体で２５０点のご応募をいただきました。

日 時 平成２９年１２月６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 一 主催者挨拶
一 賞状授与
一 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

【問い合わせ先】

信濃川・大河津分水写真コンテスト

グランプリは「大河の夜明け」

【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）
「大河の夜明け」



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 中野　金吾 新潟市 G7光の歓迎 新潟市中央区下大川前通２ノ町

優秀賞 渡邉　隆 新潟市 出初め式 新潟市中央区　やすらぎ堤

新潟日報社賞 植木　元 柏崎市 出初式放水 新潟市中央区 新潟日報メディアシップ

新潟フジカラー賞 池田　友好 新潟市 美観の大河 新潟市西区青山

入選 太田　誠二 新潟市 展望合戦の川 新潟市南区白根

入選 小山　覚 新潟市 朝日輝く 分水公園駐車場より本川橋を望む

☆グランプリ☆
最優秀賞

池田　勝晃 長岡市 大河の夜明け 信濃川長生橋下流左岸

優秀賞 桑原　巧 見附市 川霧わく朝 小千谷市塩殿

新潟日報社賞 和田　均 小千谷市 大河を染める 越の大橋右岸下流から

新潟フジカラー賞 志田　幸夫 魚沼市 コシを積んで 魚沼市四日町(小出）　只見線鉄橋

入選 志田　幸夫 魚沼市 夕焼け運ぶ 長岡市川口飯山線鉄橋

入選 川上　英樹 小千谷市 水の惑星 小千谷市　金倉山から

最優秀賞 山宮　繁雄 新潟市 鮭とり名人 長岡市　野積

優秀賞 治田　俊和 燕市 「夜の砦」 大河津分水　洗堰

新潟日報社賞 畔原　実 燕市 河口夕景 長岡市　野積橋上流

新潟フジカラー賞 治田　俊和 燕市 ｢ドン！」 大河津分水　堤防

入選 三井田　可人 燕市 集中豪雨 大河津分水河口　野積橋上流

入選 小山　覚 新潟市 河岸の彩り 信濃川右岸高水敷の上流より下流を望む

最優秀賞 佐藤　貴一 新潟市 また明日な。 新潟市やすらぎ堤　JR越後線鉄橋付近

優秀賞 高木　胡南未 新潟市 逆さまの世界 新潟市中央区　やすらぎ堤

新潟日報社賞 田村　明弘 新潟市 blue　hour 新潟市中央区　やすらぎ堤

新潟フジカラー賞 風間　宏大 新潟市 花が咲く 新潟市　山ノ下埠頭

入選 長岡　泰地 埼玉県 夕刻の長生橋 長生橋－大手大橋間

入選 小林　千晃 燕市 夕刻 蒲原大堰

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

「大河の夜明け」

池田 勝晃(いけだ かつあき)

☆グランプリ☆

「G7光の歓迎」

中野 金吾(なかの きんご)

「鮭とり名人」

山宮 繁雄(やまみや しげお)

●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

「また明日な。」

佐藤 貴一(さとう きいち)



別紙２　○「２０１７　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 1日 2日 3日 4日 5日 6日

午後

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

午前 午後

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

午前 午後

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

午後 午前 午後 午前 午後

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

午前 午前

２月 ３月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1日 2日 3日 1日 2日 3日

午後 午前 午後

4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日

午前 午後 午前 午後

11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日

午前 午後 午前

18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日

午前 午後

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

9:00～17:00

平日8:30～21:00
土日9:00～18:30

三条市役所

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

燕市役所燕市

三条市

広神公民館ロビー（魚沼市広神庁舎隣接）

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

十日町市中央公民館　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

　◆展示期間・市町村名及び会場

南魚沼市

長岡市

弥彦村

　12月18日（月）　～　12月22日（金）

期　　　　間

  01月　4日（木）　～　01月 9日（火）

　12月23日（土）　～　12月27日（水）

　01月16日（火）　～　01月22日（月） 9:00～17:00

　01月10日（水）　～　01月15日（月）

　01月23日（火）　～　01月30日（火）

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

新潟市　NEXT２１　１階アトリウム

信濃川大河津資料館　１Ｆ12月12日（火）～平成30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

新潟市　 3月 9日（金）　～　 3月15日（木） 8:00～23:30

　 2月 1日（木）　～   　2月 2日（金）
　 2月 5日（月）　～     2月 8日（木）

　 2月 9日（金）
　 2月13日（火）　～　 2月15日（木）

燕市

8:30～17:15

8:30～17:15

8:30～17:30

9:00～21:30

8:30～17:15

　 2月16日（金）
　 2月19日（月）　～　 2月22日（木）

　 2月23日（金）　～　 3月 1日（木）

　 3月 2日（金）
　 3月 5日（月）　～　 3月 8日（木）

加茂市

弥彦村役場

加茂

魚沼市 広神公民館

南魚沼市民会館

南魚沼市民会館

十日町

加茂市上町コミュニティセンター

小谷市総合産業会館サンプラザ

魚沼市 広神公民館

ながおか市民センター

燕

津南町役場

燕市役所

三条市役所

ながおか市民センター

加茂市上町コミュニティ

センター

田上

田上町役場 新潟市 ＮＥＸＴ２１

新潟市ＮＥＸＴ２１ １階 アトリウム

小千谷市

弥彦村役場

三条

十日町市中央公民館



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

三条市役所

北三条駅

新潟市 ＮＥＸＴ２１加茂市上町コミュニティセンター 田上町役場
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加茂南小学校

田上町役場

羽生田駅

405

117

289

121

403

403
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コミュニティ
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7

9
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404

351
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29
燕市役所116
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291
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252
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17
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117


