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令和3年7月12日
発表をもって解禁

国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所

川への想いを表現しよう！
～ 各種コンテスト・コンクールの開催のお知らせ ～
阿賀川直轄改修100周年記念事業の一環として、下記のとおり各種コンテスト・コンクー
ルを開催します。
なお、今回募集するもののうち、フォト及び川柳については一般募集を行いますが、作文
及び絵画については一般募集は行わず、対象とする地域の小中学生に対し、教育委員会等を
通じてご案内させていただき、夏休みの課題の一つとして取り組んでいただくことを考えて
おります。
記
１．開催内容
①阿賀川流域フォトコンテスト
②川への想い作文・川柳コンクール
③川の絵画コンクール
２．募集期間
①フォトコンテスト・川への想い作文・川柳コンクール（川柳部門）
令和３年７月１３日（火）～令和４年１月３１日（月）
②川への想い作文・川柳コンクール（作文部門）・川の絵画コンクール
令和３年７月１３日（火）～令和３年９月３０日（木）

主催：阿賀川直轄改修100周年記念事業実行委員会
共催：阿賀川・川の達人の会

※詳細は別紙のチラシをご覧ください。

特設サイトＵＲＬ
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/100aniv/

【お問い合わせ先】

国土交通省

北陸地方整備局

阿賀川河川事務所 電話：０２４２－２６－６４４１
担当者 副所長（技術） 佐藤 利行
工務課長
後藤 博正

阿賀川流域

フォトコンテスト
2021

募集期間：令和３年７月～令和４年１月

一般写真部門
～テーマ～
「阿賀川流域における川の風景や
イベント風景」

デジタル写真部門
特 選：1点
入 選：5点
特別賞：若干数
（入選者には賞品をご用意しております）

主催：阿賀川直轄改修100周年記念事業実行委員会 協力：阿賀川・川の達人の会

応募規定
応募資格 ： どなたでも応募できます。
募集期間 ： 令和３年７月１３日（火）～令和４年１月３１日（月） ※当日の消印有効
応 募 数 ： お一人様につき３点までとさせていただきます。

作品規定
テーマ

：

阿賀川流域における川や水辺に関わる風景やイベント風景
※阿賀川流域（会津地方全域）には、猪苗代湖や裏磐梯の湖沼群、尾瀬や只見川も含まれます。
②デジタル写真部門
デジタルカメラ、携帯電話、スマートフォンなどで撮
影した画像データ（JPEG形式）

①一般写真部門
２Ｌ版以上のカラーまたはモノクロプリント

応募方法
①一般写真部門
下部にある「応募票」に必要事項をご記入の上、応募作
品と同封し、下記応募窓口まで郵送してください。

②デジタル写真部門
電子メールにて、下記事項を記載し、応募作品を添付した
上で下記のアドレスまで送信してください。

〒９６５－０８５８
福島県会津若松市神指町南四合字幕内１５５
阿賀川・川の達人の会事務局

○記載事項：住所、氏名、電話番号、年齢、作品名、
撮影場所、撮影年月日、被写体の了解（得てい
る・得ていない）、応募作品への氏名の表示に
よる使用（承諾する・承諾しない）
○メールアドレス：100th@aga-re.jp

審査・入選等について
＜参加賞＞

主催者の定める審査員が審査します。審査結果は、入選された方に通知いたします。
郷土写真家として有名な金山町の星賢孝氏を審査委員長に迎え審査を行います。
入選された方にはそれぞれの賞に応じた賞品を贈らせていただきます。
なお、応募された方全員に参加賞を贈らせていただきます。
○賞品の内容
特 選：クオカード（１万円分）
入 選：クオカード（５千円分）
特別賞：クオカード（３千円分）
参加賞：大川ダムカード（阿賀川直轄改修100周年記念バージョン）
※各部門共通となっております。

応募の際の注意点
応募作品は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
応募作品の著作権は、撮影者に帰属します。
入選した作品については、阿賀川河川事務所及び阿賀川・川の達人の会の広報活動のため、チラシやホームページなどで使用する
著作権法上の権利について、国内外を問わず、非独占的に主催者に対し許諾していただくことになり、著作者人格権については行使
しないものとします。
また、使用に当たっては、事前に承諾をいただいた場合に限り、撮影者のお名前を表示する場合があります。
個人が特定される可能性のある写真で応募される際には、被写体となっている方に「阿賀川河川事務所及び阿賀川・川の達人の会
の広報資料として使用されることがある」旨の了解を得ておいてください。
また、主催者側からも被写体となっている方に連絡をする場合がありますので、連絡先などを把握しておいてください。
なお、被写体となっている方が未成年の場合には、親権者の承諾が必要となります。
他人の著作権、肖像権を侵害するような行為が行われた場合は、それに関するトラブルについての一切の責任を負いかねます。
また、そのような作品の入選が判明した場合は、入選を取り消すことがあります。
応募する際の送料または通信料は、応募される方の負担となります。
審査内容・経緯の公表・開示はいたしません。
デジタル写真部門については、メールでの応募のみ受け付けます。
ＣＤ、メモリーカードなどを送付いただいた場合は、全て無効とさせていただきます。
応募時にご記入いただいた個人情報は、主催者が厳重に管理し、本コンテストに関連する業務についてのみ使用します。
キリトリ線

＜阿賀川流域フォトコンテスト2021
撮影場所
（河川名等）

作品名
〒
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備考
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才）
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・
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）

ー

心和ませる美しい「川」

そんな川はあなたにどんな

愛や夢を

見せてくれましたか

あなたの想いを伝えてください
作文部門（小学生・中学生）

作品
募集
川柳部門（高校生以上）

募集概要

応募上の注意

身近にある「川」。
そこでは多くの命が育まれ、私たちに潤いや豊かさをもたらして
くれています。
そんな川に対するあなたの想いを言葉にして綴ってください。

募集期間
作文部門：令和３年７月１３日（火）～令和３年９月３０日（木）
川柳部門：令和３年７月１３日（火）～令和４年１月３１日（月）
※当日の消印・連絡有効

作品規定
作文部門は、会津若松市・喜多方市・会津坂下町・会津美里町・
下郷町・湯川村の小中学生の作品で、８００字以内とさせていただ
きます。いずれの部門も未発表の作品に限ります。
各部門お一人様につき１点までの応募とします。

審査・入選等について
主催者の定める審査員が審査します。審査の結果は、入選され
た方（作文部門は学校）に通知いたします。
入選された方には下記のとおり賞品を贈らせていただきます。

・ 川柳部門の応募作品は返却しませんので、必要な場合は事前にコピーをとってく
ださい。
・ 応募作品の著作権は、作者に帰属します。
・ 入選した作品については、阿賀川河川事務所及び阿賀川・川の達人の会の広報活
動のため、チラシやホームページなどで使用する著作権法上の権利について、国内
外を問わず、非独占的に主催者に対し許諾していただくことになり、著作者人格権
については行使しないものとします。
また、使用に当たっては、事前に承諾をいただいた場合に限り、作者のお名前を
表示する場合があります。
・ 他人の著作権、肖像権を侵害するような行為が行われた場合は、それに関するト
ラブルについての一切の責任を負いかねます。
・ 下記の作品は「審査対象外」とさせていただきます。
１）他のコンクールやホームページなどで公開・公表したもの
２）代筆、その他応募者本人が作成したものでないもの
３）第三者の著作権を侵害するもの、その恐れがあるもの
また、そのような作品の入選が判明した場合は、入選を取り消すことがあります。
・ 審査内容・経緯の公表・開示はいたしません。
・ 応募する際の送料または通信料は、応募される方の負担となります。
・ 応募時にご記入いただいた個人情報は、主催者が厳重に管理し、本コンテストに
関連する業務についてのみ使用します。

応募方法
○賞品の内容
①作文部門
最優秀賞（１点） ：図書券（５千円分）
優 秀 賞（５点） ：図書券（３千円分）
特 別 賞（若干数）：図書券（１千円分）
※小学生の部、中学生の部それぞれにご用意しております。
②川柳部門
最優秀賞（１点） ：図書券（１万円分）
優 秀 賞（５点） ：図書券（５千円分）
特 別 賞（若干数）：図書券（３千円分）
③各部門共通
参 加 賞（全員）：大川ダムカード
※阿賀川直轄改修100周年記念バージョン

①作文部門
作文部門は、一般募集は行いませんのでご注意ください。
作品を学校でとりまとめの上、阿賀川・川の達人の会事務局までご連絡ください。
事務局が作品を受け取りに学校に伺います。
作品については、審査後各学校へ返却します。
②川柳部門
作品に裏面の応募票を同封の上、下記の応募先まで郵送してください。
＜応募先＞
〒９６５－０８５８
福島県会津若松市神指町南四合字幕内１５５
阿賀川・川の達人の会事務局
TEL：０８０－２８２１－９７５８
E-Mail : 100th@aga-re.jp

主催：阿賀川直轄改修100周年記念事業実行委員会

協力：阿賀川・川の達人の会

キリトリ線

川への想い作文コンクール
部門

応募票（作文部門）
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作文部門
学校名

ふりがな

学年

氏 名

年
電話番号 （

）

－
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キリトリ線

川への想い作文コンクール
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）
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作品募集

募集期間：令和３年７月～９月

～テーマ～
「川・水辺の風景」
各賞
平成17年度 河川愛護月間推進ポスター 優秀賞受賞作品

金賞：１点
銀賞：５点
佳作：若干数

主催：阿賀川直轄改修100周年記念事業実行委員会 協力：阿賀川・川の達人の会

応募規定

応募資格 ： 会津若松市、喜多方市、会津坂下町、会津美里町、下郷町、湯川村の小中学生
募集期間 ： 令和３年７月１３日（火）～令和３年９月３０日（木） ※当日の連絡有効
応募数等 ： 未発表のオリジナル作品で、お一人様につき１点に限ります。
作品規定

テーマ
寸 法
用 紙
画 材

：川・水辺の風景
：Ａ３（29.7cm×42cm）または八つ切（27cm×38cm）
：画用紙またはケント紙
：絵の具（水彩・油・アクリル）、クレヨン、パステル、マーカー、色鉛筆など自由
ただし、切り絵・貼り絵・版画は不可

応募方法

下部にある「応募票」に必要事項をご記入の上、応募作品の裏面に貼付し、学校単位でとりまとめの上、下記
までご連絡ください。
事務局の方で各学校へ受け取りに伺います。
〒９６５－０８５８
福島県会津若松市神指町南四合字幕内１５５
阿賀川・川の達人の会事務局
TEL：０８０－２８２１－９７５８
メール：100th@aga-re.jp
審査・入選等について

主催者の定める審査員が審査します。審査結果は、入賞された方に通知いたします。
入選された方にはそれぞれの賞に応じた賞品を贈らせていただきます。
なお、応募された方全員に参加賞を贈らせていただきます。

＜参加賞＞

○賞品の内容
金 賞（１点） ：図書券（５千円分）
銀 賞（５点） ：図書券（３千円分）
佳 作（若干数）：図書券（１千円分）
参加賞（全員） ：大川ダムカード（阿賀川直轄改修100周年記念バージョン）
※小学生の部、中学生の部それぞれにご用意しております。
応募の際の注意点

応募作品は審査後に各学校へ返却します。
応募作品の著作権は、作者に帰属します。
入賞した作品については、阿賀川河川事務所及び阿賀川・川の達人の会の広報活動のため、チラシやホーム
ページなどで使用する著作権法上の権利について、国内外を問わず、非独占的に主催者に対し許諾していただく
ことになり、著作者人格権については行使しないものとします。
また、使用に当たっては、事前に承諾をいただいた場合に限り、作者のお名前を表示する場合があります。
他人の著作権、肖像権を侵害するような行為が行われた場合は、それに関するトラブルについての一切の責任
を負いかねます。
また、そのような作品の入選が判明した場合は、入選を取り消すことがあります。
応募する際の送料または通信料は、応募される方の負担となります。
審査内容・経緯の公表・開示はいたしません。
応募時にご記入いただいた個人情報は、主催者が厳重に管理し、本コンクールに関連する業務についてのみ使
用します。
キリトリ線

＜川の絵画コンクール 応募票＞
作品名
川の絵画コンクール

ふりがな

学校名

学年

氏 名

年
電話番号 （

備考

）

－

