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信濃川河川事務所などが主催する写真コンテストの入賞・入選が決定したので下
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2８年６月８日～1０月１４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、全体で２２３点のご応募をいただきました。

日 時 平成２８年１２月８日（木）１１：００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

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

次 第 一 主催者挨拶
一 表彰状授与
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「大河のおやすみ」

審査会の様子



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 丹羽　隆一 新潟市 月夜の柳都大橋 新潟市中央区　柳都大橋付近

優秀賞 十文字　克浩 新潟市 賑わうやすらぎ堤 新潟市中央区　八千代橋より

新潟日報社賞 小山　覚 新潟市 夜明けの詩 新潟市中央区　柳都大橋より下流を望む

新潟フジカラー賞 上杉　正春 新潟市 赤く染まる 新潟市中央区　萬代橋周辺

入選 中野　金吾 新潟市 カルガモファミリー 新潟市中央区川岸町３丁目　左岸

入選 稲泉　あかね 新潟市 夕日にさようなら 新潟市江南区花ノ牧

☆グランプリ☆
最優秀賞

伊藤　昇 三条市 大河のおやすみ 長岡市　妙見堰

優秀賞 和田　均 小千谷市 朝日舞う 小千谷市（塩殿地内）　山本山クラインガルテンより

新潟日報社賞 澤口　政弘 小千谷市 映える河霧 小千谷市塩殿　旧塩殿小学校脇崖上

新潟フジカラー賞 島　英夫 長岡市 梅雨明けか？さすが日本一 長岡市　長生橋上流右岸

入選 明道　進二 燕市 川の恵み 長岡市寺泊田尻

入選 藤巻　亙介 小千谷市 越後三山と信濃川 小千谷市塩殿　総合支援学校脇

最優秀賞 小山　覚 新潟市 分水の恵み 大河津分水河口右岸

優秀賞 小林　恒夫 新潟市 天空の回廊の下で 大河津分水洗堰

新潟日報社賞 小林　敏行 新潟市 豊漁 大河津分水第二床固副堰堤

新潟フジカラー賞 畔原　実 燕市 天の川と野積橋 野積橋上流

入選 小林　賢太郎 燕市 可動堰と水流 大河津分水可動堰

入選 植木　元 柏崎市 旧可動堰夕景 燕市五千石

最優秀賞 島倉　梨玖 長岡市 ひさしぶりー 長岡市寺泊町軽井　町軽井揚水機場取水口

優秀賞 田村　明弘 新潟市 黄昏時の信濃川 新潟市中央区　朱鷺メッセ展望台

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 田中　茉衣 新潟市 夏色 燕市小牧

入選

入選

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。

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

該当作品無し

「大河のおやすみ」

伊藤 昇(いとう のぼる)

☆グランプリ☆

「月夜の柳都大橋」

丹羽 隆一(にわ りゅういち)

「分水の恵み」

小山 覚(こやま さとる)

●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

「ひさしぶりー」

島倉 梨玖(しまくら りく)



別紙２　　巡回展示日程表

１２月 １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 4日 5日 6日 7日

午前 午後

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

午前

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

午後 午前 午前

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

午前

25日 26日 27日 28日 29日 30日 31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 2日 3日 4日 1日 2日 3日 4日

午前 午後

5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

午前 午後 午前 午後

12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日

午前 午後

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日

午前 午後

26日 27日 28日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

燕市 信濃川大河津資料館　１Ｆ

　01月13日（金）　～　01月19日（木）

　01月20日（金）　～　01月30日（月）

8:30～17:15

9:00～22:00

9:00～17:00

10:00～20:00

9:00～17:00

月～土9:00～22:00
日・祝9:00～17:00
平日8:30～21:00
土日9:00～18:30

三条市役所

広神公民館ロビー（広神市役所庁舎隣接）

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

長岡駅ビル　CoCoLo長岡店イベントホール　12月28日（水）　～　01月04日（水）

  01月05日（木）　～　01月12日（木）

津南町

十日町市

小千谷市

長岡市

南魚沼市

　12月17日（土）　～　12月18日（日）
　12月20日（火）　～　12月22日（木）

　12月23日（金）　～　12月27日（火）

会場

津南町役場　1階ロビー

十日町市中央公民館

小千谷市総合産業会館サンプラザ

期　　　　間

　◆カレンダー

　◆展示期間・市町村名及び会場

魚沼市

長岡市

弥彦村

燕市

三条市

南魚沼市民会館　2階ロビー

加茂市上町コミュニティセンター１Ｆ市民ギャラリー

市町村名等

　12月12日（月）　～　12月16日（金）

田上町役場

新潟市万代市民会館２Ｆギャラリー

加茂市

田上町

新潟市　03月10日（金）　～　03月17日（金）

8:30～17:15

8:30～17:15

8:30～17:30

9:00～21:30

8:30～17:15

9:00～21:00

　02月01日（水）　～   02月 3日（金）
　02月06日（月）　～   02月 8日（水）

　02月09日（木）　～　02月10日（金）
　02月13日（月）　～　02月16日（木）

　02月17日（金）
　02月20日（月）　～　02月23日（木）

　02月24日（金）　～　03月01日（水）

　03月02日（木）　～   03月03日（金）
　03月06日（月）　～　03月09日（木）

12月13日（月）～平成29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

弥彦村

加茂

小千谷市総合産業会館

サンプラザ

魚沼市

南魚沼市民会館

南魚沼市民会館

十日町市

加茂市上町コミュニティセンター

十日町市中央公民館 小千谷市

魚沼市 広神公民館

ながおか市民センター

燕市役所

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

田上町役場

田上町役場 新潟市万代市民会館

新潟市万代市民会館

十日町市

ながおか

弥彦村

三条

長岡駅ビルCoCoLo長岡店

長岡駅ビルCoCoLo長岡店



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

新潟市万代市民会館

加茂市上町コミュニティセンター 田上町役場 新潟市万代市民会館

燕市役所弥彦村役場 三条市役所

CoCoLo長岡・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ザ

十日町

市中央

公民館

十日町市中央公民館

加茂南小学校

田上町役場

羽生田駅

405

117

117

小千谷市
総合産業会館

小千谷市役所

291

南魚沼市民会館

17

291

289

121

403

403

加茂市上町

コミュニティ

センター

7

9

CoCoLo長岡

ながおか市民センター

404

351

403

352

351

352

弥彦村役場

29
燕市役所116

広神公民館

252


