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国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所
広報担当 総務課長 藤原 和春（ふじわら かずはる）

電話 ： 0258-32-3020
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同時発表記者クラブ

平成３０年７月２日～1０月１２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２２４点のご応募をいただきました。

日 時：平成３０年１２月１２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「大河の拍動」

【昨年度の表彰式の様子】

賞状授与 講評

グランプリ
信濃川下流部門 最優秀賞

「大河の拍動」

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。



【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

☆グランプリ☆
最優秀賞

小山　　覚 新潟市 大河の拍動 信濃川左岸やすらぎ堤萬代橋上流

優秀賞 池田　友好 新潟市 支流の美観 新潟市西区板井

新潟日報社賞 小俣　正吾 新潟市 星空への架け橋 北陸自動車道　ときめき橋右岸下

新潟フジカラー賞 中野　金吾 新潟市 雪の出初め式 萬代橋西詰め

入選 樋口　廣治 新潟市 大河の彩り 新潟市中央区上所

入選 畠山　正樹 新潟市 深深と 新潟市中央区万代島

最優秀賞 吉岡　義和 長岡市 秋光あふれる 宮中ダム

優秀賞 島　　英夫 長岡市 夕映えの流れ 長生橋　右岸下手河原

新潟日報社賞 星　正太郎 魚沼市 お花見がえり 魚沼市青島

新潟フジカラー賞 永井　和也 長岡市 ひこうき雲と信濃川 小千谷市塩殿

入選 富所　　上 南魚沼市 川下りツアー・・ハイライト 南魚沼市　奥　地先

入選 志田　幸夫 魚沼市 長閑 小千谷市三仏生

最優秀賞 中村　基広 三条市 雲の流れ川の流れ 大河津分水（洗堰）

優秀賞 畔原　　実 燕市 悠久の旅人 野積橋上流

新潟日報社賞 手島　岱月 田上町 夜の洗堰見学最高！ 大河津分水洗堰

新潟フジカラー賞 吉岡　義和 長岡市 Keep　out 大河津分水洗堰

入選 植木　　元 柏崎市 ライトアップ春暮色 大河津分水洗堰

入選 中村　基広 三条市 天の川と信濃川 大河津分水（洗堰）

最優秀賞 関　ゆきの 新潟市 放課後の夕空 昭和大橋上

優秀賞 荒木　夢乃 新潟市 光 やすらぎ堤

新潟日報社賞 筒井　里帆 新潟市 救世主 メディアシップ

新潟フジカラー賞 杵鞭　瑞明 新潟市 回光返照への道 ときめき橋の下

入選 松尾　加奈子 新潟市 春鏡 やすらぎ堤

入選 佐藤　まりん 新潟市 仲間 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

「大河の拍動」

小山 覚

(こやま さとる)

☆グランプリ☆

「秋光あふれる」

吉岡 義和

(よしおか よしかず)

「雲の流れ川の流れ」

中村 基広

(なかむら もとひろ)

●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

「放課後の夕空」

関 ゆきの

(せき ゆきの)



【別紙２】 「２０１８　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 1日 2日 3日 4日 5日

午後

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

午前 午後

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

午前 午後

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

午後 午前 午後 午前 午後

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

午前 午前

30日 31日

２月 ３月

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1日 2日 1日 2日

午後 午後

3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

午前 午後 午前 午後

10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日

午前 午後 午前

17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

午前 午後

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

午前

31日

　 2月 1日（金）
　 2月 4日（月）　～    2月 7日（木）

　 2月 8日（金）
　 2月12日（火）　～　 2月14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15日（金）
　 2月18日（月）　～　 2月21日（木）

　 3月 1日（金）　～　 3月 7日（木）

　 2月22日（金）
　 2月25日（月）　～　 2月28日（木）

加茂市

　◆カレンダー

田上町役場

新潟市　NEXT２１　１階アトリウムセンター

信濃川大河津資料館　１Ｆ　12月18日（火）～平成31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 8日（金）　～　 3月 9日（土）
　 3月11日（月）　～　 3月15日（金）

8:00～23:30

　◆展示期間・市町村名及び会場

南魚沼市

長岡市

弥彦村

　12月17日（月）　～　12月20日（木）

期　　　　間

  01月　4日（金）　～　01月 9日（水）

　12月21日（金）　～　12月27日（木）

　01月16日（水）　～　01月23日（水） 9:00～17:00

　01月10日（木）　～　01月15日（火）

　01月24日（木）　～　01月31日（木）

8:30～17:15

9:00～22:00

月～土9:00～22:00
日・祝9:00～17:00

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

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 ２階ロビー

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

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

小千谷市総合産業会館サンプラザ2階ロビー

魚沼市

南魚沼市民会館

南魚沼市民会館

十日町市

十日町市中央公民館 雁木ギャラリー

魚沼市 広神公民館

ながおか市民センター 1階市民ギャラリー

燕市役所

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

新潟市ＮＥＸＴ２１ １階 アトリウムセンター

弥彦村役場

ながおか市民センター

三条市

小千谷市総合産業会館サンプラザ2階ロビー



 【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

ながおか市民センター南魚沼市民会館

広神公民館津南町役場

小千谷市総合産業会館サンプラ

十日町市中央公民館

7

小千谷市
総合産業会館

小千谷市役所

291

広神公民館

252

NEXT21

405

117

十日町市

中央公民館

117

ながおか市民センター

351

352

403

352

404

351

南魚沼市民会館

17

291

弥彦村役場

29
燕市役所

116116

三条市役所

北三条

289

121

田上町役場

羽生田駅

加茂南小学校

加茂市上町

コミュニティ

センター

403

9

403


