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あなたの心に残る砂防堰堤の写真を募集

～砂防堰堤が映るあなたのベストショットをお願いします～
え ん て い

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所では「第３回あなたの心に残る砂防
堰堤写真」を募集します。撮影期間を平成２８年７月１日（金）から平成２９年
６月３０日（金）の１年間、応募期間を平成２９年５月２２日（月）から平成２
９年７月１０日（月）とし、山形県、鶴岡市、新庄市、西川町、金山町、真室川
町、最上町、庄内町、大蔵村、戸沢村、鮭川村と共催で行います。

新庄河川事務所では、山形県を流れる母なる最上川と庄内を代表する赤川
において、土砂災害の発生を未然に防止し、地域住民の生命・財産を守ると
ともに地域の経済活動の維持・発展に貢献するため、総合的な砂防事業に取
り組んでおります。

このたび、心の故郷として思える砂防堰堤の映る美しい風景や自慢したい
ベストショットを募集することで、砂防事業についての理解を深めていただ
くとともに、砂防堰堤が織りなす素晴らしい景観等を再認識していただけれ
ばと考えております。

■テーマ あなたの心に残る砂防堰堤が映る写真
砂防堰堤の映る美しい風景とともに、景観に溶け込む砂防堰堤との関わ

り・心に残る思い出・エピソードを募集します。（今回募集する４８箇所
の砂防堰堤は別紙のとおりです。）

■応募要項
・撮影期間 平成２８年７月 １日 ～ 平成２９年６月３０日
・応募期間 平成２９年５月２２日 ～ 平成２９年７月１０日
・応募方法 所定の応募用紙に必要事項を記入し、作品の裏面に応募用紙

を貼り付けのうえ、郵送または持ち込みにて応募。
・その他、詳細は別紙のとおり

[発表記者会：県政記者クラブ、酒田市役所記者室記者クラブ、新庄新聞放送記者会]

〈問い合わせ先〉
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

電話 ０２３３－２２－０２６７（直通）

副 所 長 鴫原 吉隆 (内線２０５)
しぎはら よしたか

建設専門官 佐々木 務 （内線２７１）
さ さ き つ と む



新庄 砂防堰堤写真募集 検索

■主催／国⼟交通省
新庄河川事務所

■共催／⼭形県、鶴岡市、新庄市、⻄川町、⾦⼭町、真室川町、最上町、庄内町、⼤蔵村、⼾沢村、鮭川村
■後援／⼭形県砂防ボランティア協会、最上川・⾚川⽔系砂防ボランティア協会

［郵送の場合］〒996－0071⼭形県新庄市⼩⽥島町5-55
新庄河川事務所 「砂防堰堤写真募集」 宛

応 募 先

テ ー マ ※募集砂防堰堤の詳細は、特設HPでご確認ください

あなたの⼼に残る砂防堰堤が映る写真
⼭形県内の今回募集する４８箇所の砂防堰堤に限ります

カラー・モノクロ写真
銀塩プリント：四つ切り・四つ切りワイド
インクジェットプリント：A4光沢 ※レーザープリンター出⼒不可

規 格 ※⼀⼈何点でも応募可、デジタル・フィルムカメラ可
撮影期間より前の作品も受け付け可、ただし表彰対象は部⾨別の審査員特別賞のみとします

※持ち込みの場合は、チラシ裏⾯または特設サイトを参照ください

新庄河川事務所では、山形県を流れる母なる

最上川と庄内を代表する赤川において、土砂災

害の発生を未然に防止し、地域住民の生命・財

産を守るとともに地域の経済活動の維持・発展

に貢献するため、総合的な砂防事業に取り組ん

でおります。

このたび、心の故郷として思える砂防堰堤の

映る美しい風景や自慢したいベストショットを

募集することで、砂防事業についての理解を深

めていただくとともに、砂防堰堤が織りなす素

晴らしい景観等を再認識していただければと考

えております。

記 念 品 〈各１名〉

１．⽉⼭ワイン詰め合わせ（720ml×2本）･･･鶴岡市より
２．⽉⼭⾃然⽔1箱（500ml×24本⼊）･･･⻄川町より
３．⾦⼭杉で製作された「楽チェア」･･･⾦⼭町より
４．純粋天然はちみつ＆つや姫スナックセット･･･真室川町より
５．トマトカレーと棚⽥⽶･･･⼤蔵村より
６．エゴマ製品詰合セット･･･⼾沢村より
７．庄内産つや姫5ｋｇ･･･庄内町より
８．県産⼭菜加⼯⾷品詰め合わせ･･･最上町より
９．鮭川産きのこセット･･･鮭川村より

最上川直轄砂防80年企画

えん

第２回 最優秀賞作品「しぶきとの戯れ」

※都合により変更する場合があります



■平成２８年７月１日（金）～平成２９年６月３０日（金）

■所定の応募用紙に必要事項を記入し、作品の裏面に応募用紙を貼り

付けのうえ、郵送または持ち込みにてご応募下さい。

応募用紙は特設ホームページからもダウンロードできます。

メールでのご応募は受け付けておりません。

■カラー・モノクロ写真、 銀塩プリント：四つ切り・四つ切りワイド、

インクジェットプリント：Ａ４光沢紙 ※レーザープリンター出力不可

未発表、自作品に限り、一人何点でも応募できます。

プロ、アマ、問わずご応募いただけます。

モノクロ、カラー、フィルム、デジタルいずれも自由です。

高校生以下の応募についてはサービス判とネガをお送り頂ければ

主催者側で引き伸ばしいたします。（デジタルカメラの場合は、Ａ４

サイズの光沢紙を使用しご応募下さい。）

撮影画像に合成等の加工を施した作品及び組写真は不可とします。

✂

キ
リ
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リ

✂

■応募作品は原則として返却いたしませんのであらかじめご了承願います。

■選考会により選出された作品の著作権については、新庄河川事務所に帰属し、

ネガ・ポジ（デジタルの場合は画像データをＪＰＥＧ形式にてＣＤ‐Ｒに収録したも

の）等のデータを提出していただきます。

■作品は、特設ホームページで公表するほか、砂防事業に関する広報資料、施

設を管理する上での貴重な資料などとして今後広く活用させていただきます。

■〒９９６－００７１ 山形県新庄市小田島町５－５５

国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所 「砂防堰堤写真募集」 宛

撮 影 期 間

募 集 テ ー マ

応 募 要 項

選 考 会

応募作品について

応募方法

応募サイズ

郵送の場合

■応募作品はオリジナルの未発表作品に限ります。既に他のコンテストに

入選した作品や、他のコンテストに応募しその結果が未発表のものも応

募できません。 撮影期間より前の作品も受け付けますが、表彰対象は

部門別の審査員特別賞のみとします。

■応募作品に肖像権等を有する被写体がある場合は、応募者ご本人が公

表の承諾を得た上でご応募下さい。

■当募集においてご提供いただいた個人情報は、「行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律」その他関連法令等を遵守して適正に取

り扱い、当該目的以外の用途には利用しません。

なお、作品を公表する際や広報資料として活用するなどの際は、応募者

のお住まいの地域（市町村名まで）、氏名を掲載させていただく場合があ

りますので予めご了承ください。

■写真を撮影の際は、天候や環境に十分注意し、自己責任において安全

に撮影してください。※詳細は特設HPの注意事項を参照してください。

注意事項

応募の詳細、撮影ルート情報を公開中

※
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持ち込みでのご応募の場合はこちらへ

□氏　名

〒　　　　　　-　　　　

□住　所

『
』

　 　

■作品コメント（作品についての思い出など）

ふりがな         

■作品タイトル

□電話番号

砂防堰堤写真募集　応募用紙

■撮影時期

■撮 影 地

■写真種別

※コピー可

　　年　　　月　　　日
（春　・　夏　・　秋　・　冬）

フィルム写真　　/　　デジタル写真

男  ・  女
（　　　）歳

■新庄河川事務所〈２階：総務課〉 山形県新庄市小田島町５－５５
または各出張所（鳥越出張所・大石田出張所・鮭川出張所・立谷沢川砂防
出張所・銅山川砂防出張所・寒河江川砂防出張所・赤川砂防出張所）

■鶴岡市役所〈建設部都市計画課〉 山形県鶴岡市馬場町９－２５

■西川町役場〈建設水道課〉 山形県西村山郡西川町大字海味５１０

■金山町役場〈環境整備課〉 山形県最上郡金山町金山３２４−１

■真室川町役場〈建設課〉 山形県最上郡真室川町大字新町１２７－５

■最上町役場〈建設課〉 山形県最上郡最上町向町６４４

■庄内町役場〈建設課建設係〉 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜２２

■大蔵村役場〈地域整備課〉 山形県最上郡大蔵村清水２５２８

■戸沢村役場〈建設水道課〉 山形県最上郡戸沢村古口２７０

■鮭川村役場〈農村整備課〉 山形県最上郡鮭川村大字佐渡２００３－７

■砂防堰堤の映る美しい風景とともに、景観に溶け込む砂防堰堤との

関わり・心に残る思い出・エピソードを募集します。

※撮影場所は県内の今回募集する４８箇所の砂防堰堤に限ります。

→ 募集砂防堰堤についての詳細は特設ＨＰにてご確認下さい。

お 問 い 合 わ せ

■国土交通省東北地方整備局新庄河川事務所 総務課

〒９９６－００７１ 山形県新庄市小田島町５－５５

ＴＥＬ: ０２３３（２２）０２５１

応 募 先
〒996-0071

山形県新庄市小田島町5-55

新庄河川事務所「砂防堰堤写真募集」 宛

※郵送の際封筒に貼り付けてお送りください。

✂

■応募点数に応じて別途選考会を行い、採用作品を選出します。

■採用された受賞者には記念品を贈呈します。

■最優秀賞１点、優秀賞４点、部門別の審査員特別賞を数点予定しております。

えん

えん

■平成２９年５月２２日（月）～平成２９年７月１０日（月） ※当日消印有効

募 集 期 間



写真を募集する対象の砂防堰堤リスト 別紙

施設名称 住　　所 河川名 渓流名 型　　式 国道からの距離

1 六渕砂防堰堤 庄内町大字立谷沢字東山 立谷沢川 本川 重力式玉石コンクリート 26km

2 瀬場砂防堰堤 庄内町大字立谷沢字玉川下 立谷沢川 本川 重力式玉石コンクリート 26km

3 玉川第六砂防堰堤 庄内町大字立谷沢字玉川 立谷沢川 左支川玉川 重力式コンクリート 26km

4
立谷沢川流路工（渓
流保全工）

庄内町大字肝煎～大字立谷沢 立谷沢川 本川
石積・石張護岸＋根固工、横
工（床固工、帯工） 0.5km～26km

5 板敷川砂防堰堤 庄内町大字立谷沢字肝煎 立谷沢川 板敷川 セル型 ６ｋｍ

6 玉川第7砂防堰堤 庄内町大字立谷沢字玉川 立谷沢川 玉川 重力式コンクリート 26km

7 玉川流路工 庄内町大字立谷沢字玉川 立谷沢川 玉川 護岸、床固工 26km

8 肘折砂防堰堤 最上郡大蔵村大字南山字肘折地内 銅山川 本川　 重力式玉石コンクリート 1.5km

9 中沢砂防堰堤 最上郡戸沢村大字角川地内 角川 中沢川 重力式コンクリート 5km

10 苦水第１砂防堰堤 最上郡大蔵村大字南山地内 銅山川 苦水川 重力式コンクリート 2.5km

11 柳渕砂防堰堤 最上郡大蔵村大字南山地内 銅山川 本川　 重力式コンクリート 1.7km

12 鹿の沢砂防堰堤 最上郡戸沢村大字角川字鹿の沢地内 角川 鹿の沢川 重力式コンクリート 7.7km

13 日陰倉第２砂防堰堤 最上郡大蔵村大字南山地内 銅山川 本川　 鋼製スリット 1.3km

14 横道沢第５砂防堰堤 最上郡大蔵村大字南山地内 銅山川 横道沢 鋼製自在枠 2km

15 舛玉砂防堰堤 最上郡大蔵村大字赤松地内 銅山川 本川 重力式コンクリート 2.6km

16 木遠田砂防堰堤 最上郡大蔵村大字南山地内 銅山川 本川　 重力式玉石コンクリート 1km

17 苦水川渓流保全工 最上郡大蔵村大字南山地内 銅山川 苦水川
間知ﾌﾞﾛｯｸ、床固工、帯
工

3km

18 祓川第2砂防堰堤 最上郡大蔵村大字南山地内 銅山川 祓川 重力式コンクリート 4.5km

19 八幡沢第4砂防堰堤 最上郡戸沢村大字角川地内 角川 沢内川 重力式コンクリート 15km

20 大越第二砂防堰堤 西川町月山沢字石見堂岳地内 寒河江川 大越川 重力式コンクリート 0.5km

21 トノ沢砂防堰堤 西川町大字沼山地内 寒河江川 トノ沢 重力式コンクリート 2.0km

22 入間砂防堰堤 西川町大字入間地内 寒河江川 大入間川 重力式コンクリート 1.8km

23 風吹沢砂防堰堤 西川町大字本道寺地内 寒河江川 風吹沢 重力式コンクリート 0.3km

24 水上沢砂防堰堤 西川町大字月岡地内 寒河江川 水上沢 重力式コンクリート 5.0km

25
戸沢川砂防堰堤＋流
路工

鶴岡市砂川字小俣地内 赤川 戸沢川 重力式コンクリート 5km

26
西大鳥川第２砂防堰
堤

鶴岡市大鳥字吉岡地内 赤川 西大鳥川
鋼製セル・ダブルウォー
ル

25Km

27 早田川第１砂防堰堤 鶴岡市上名川字早田川地内 赤川 早田川
重力式コンクリートス
リット

3km

28 シラガ沢砂防堰堤 鶴岡市大鳥字繁岡地内 赤川 シラガ沢 鋼製続枠 20km

29 行沢砂防堰堤 鶴岡市行沢字小沢ノ内地内 赤川 小沢川 重力式コンクリート 4km

30
八敷代川第２砂防堰
堤

真室川町及位 鮭川 八敷代川
重力式コンクリートス
リット

12.0km

31
八敷代川第３砂防堰
堤

真室川町及位 鮭川 八敷代川 重力式コンクリート 12.8km

32 万助川砂防堰堤 真室川町大沢 鮭川 万助川
重力式コンクリートス
リット

16.5Km



写真を募集する対象の砂防堰堤リスト 別紙

施設名称 住　　所 河川名 渓流名 型　　式 国道からの距離

33 後川第２砂防堰堤 金山町飛森 鮭川 後川 重力式コンクリート 6.8km

34 後川第３砂防堰堤 金山町飛森 鮭川 後川
重力式コンクリートス
リット

8km

35 二の沢砂防堰堤 真室川町及位 鮭川 二の沢 重力式コンクリート 0.2km

36 堰の上沢砂防堰堤 金山町中田 鮭川 堰の上沢 重力式コンクリート 0.2km

37 入水沢砂防堰堤 金山町外沢 鮭川 外沢川 ダブルウォール 2km

38 金打沢砂防堰堤 真室川町及位 鮭川 金打沢
重力式コンクリートス
リット

3km

39 朴木沢第２砂防堰堤 真室川町及位 鮭川 朴木沢川
重力式コンクリートス
リット

4km

40 小六郎沢砂防堰堤 真室川町及位 鮭川 小六郎沢 格子型鋼製ダム 2km

41 大荒沢砂防堰堤 真室川町大滝 鮭川 大荒沢 重力式コンクリート 6.8km

42
龍王沢川砂防堰堤＋
流路工

鶴岡市下川字関根 大山川 龍王沢 重力式コンクリート 3km

43
竹ノ浦沢川２号・３号
砂防堰堤

鶴岡市西目字竹浦 大山川 竹ノ浦沢川
重力式コンクリートス
リット

2km

44 大磯沢川砂防堰堤 鶴岡市小岩川字大磯 大磯沢川 本川 重力式コンクリート 0.2km

45 落沢砂防堰堤 鶴岡市五十川字黒滝 落沢 本川 鋼製ダブルウォール 0.3km

46
科沢川砂防堰堤＋流
路工

庄内町科沢字滝ノ沢 立谷沢川 科沢川 重力式コンクリート 9km

47
もがみしらかわ
最上白川
砂防堰堤

最上町法田字堰ノ上 最上白川 最上白川 重力式コンクリート 7km

48 大芦沢砂防堰堤 鮭川村大字曲川字大森外１０国有林外 大芦沢川 大芦沢川 重力式コンクリート 14km
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