
  
 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ 日 

九州地方整備局  河川環境課  

 

   ～ 第４回 九州川の風景フォトコンテスト ～ 

     令和3 年春～夏！ 九州のお気に入りの川の風景を教えてください！    

【募集概要】 

■ 応募方法 

・facebook（フェイスブック）、instagram（インスタグラム）より応募できます。 

■ テーマ 

九州管内（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）の河川における春～夏の 

・川（ダム等含む）の魅力（風景、自然、恵み等）、 

・川（ダム等含む）の楽しさ 

・カッコいい！河川工事（治水（ダム等含む）や環境整備など） 

※投稿写真は令和３年２月～８月に撮影した写真に限ります。また、他のコンテスト 

での受賞された作品、審査の対象になりません。 

詳しくは、応募チラシの応募要領・応募方法、注意事項をご確認ください。 

■ 応募資格 

・日本国内にお住まいの方 

■ 募集期間 

・令和３年３月１日（月）～令和３年８月３１日（火） 

■ 応募方法 

・応募者自身が撮影した写真を、フェイスブック、インスタグラムいずれかのアカウント 

から、ハッシュタグ（＃九州川フォト4（半角数字）、＃○○川、＃○○県、＃春or夏、工  

事写真の投稿には、＃工事）をつけて投稿・公開する。 

■ 選定 

・実行委員会により選任された審査員により選定されます。 

・応募頂いた作品（写真）については、九州地方整備局、関係機関ホームページ等に掲載し 

、整備局及び管内河川事務所等で写真を展示し、広く紹介する予定です。 

九州の川の魅力や川の楽しさを感じる写真、河川工事（ダム等含む）の写真を募集します。 

たくさんの御応募をお待ちしています。 

《問い合わせ先》 

国土交通省九州地方整備局 河川環境課 課長    上村 雅文（内線：３６５１） 

課長補佐  中島 忠 （内線：３６５２） 

電話番号 代表：０９２－４７１－６３３１ 
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九、｝l、|川の風景フォトコンテスト栂既要

l1 ．作品賞について

最優秀賞(Face book、Instagram)・・・各1点（計2点）

優秀賞
・季節を感じる写真（春～夏）・・・・・・・・・各2点（計4点）

•川の楽しさ魅力を感じる写真・・•…8点

・カッコいい！！河川工事の写真・・・・3点 疇
e
璽

s

いいね！賞(In stag ramのみ）……••1点 募集要項・応募方法、SNSアカウントのフォロ ー はこちらから

※各賞の対象となる写真の応募数に応じ、作品の数は変更となることがあります。
※FacebookとInstag ramの重複応募はできません。
※部門毎の賞は最優秀賞のみとし、いいね！賞はInstagramのみとします。
※）1|の写真には、ダム等の写真も含みます。

12審査方法と審査発表について

1．審査方法
最優秀賞、優秀賞 「九州川の風景フオトコンテスト」実行委員会により選任された審査員により選定。

2．審査発表
応募期間終了後、九州地方整備局のホームペ ージ等にて審査結果を発表します。
入賞者の方には、後日、直接連絡します。

13 ．応募方法

ご応募の前に本コンテストSNSアカウントを検索し、そちらを必ずフォ□ ー してください。

■ Facebookからの応募は、専用サイト「九州川の風景」に友達申請を行い、タイムラインヘ、以下の情報を記載し投稿をお願いし 
ます。

■ Instagramは募集期間内に新規で投稿したものに限ります。過去に投稿した写真へ指定の＃を加えたものは対象外とします。

■ 応募者自身が撮影した写真を、個人のアカウントからハッシュタグ 「 ＃九州川フオト4（半角数字）」 「 ＃00県」撮影県、 「 ＃ロロ川」 河
川名、 「＃〇」季節、工事写真の場合は、「＃工事」をつけて投稿してください。 1 人何点でも応募可能ですが1 度に投稿できる写真は1 

枚とします。カウントの設定にて投稿の非公開をONにしている場合は対象外とします（参加条件）。
第4回の、投稿写真は令和3年2月～8月に撮影された写真の投稿に限り、過去の写真の投稿と判断されたものは審査の対象とな 
りません。その他応募に関する詳細な情報については、上記QRコードから必ずご確認ください。

l 注意事項

■応募作品の著作権は応募者に帰属します。
■応募者本人が撮影した未発表作品に限ります。
■第三者が制作する雑誌や写真集などに掲載された作品不可。

ただし、撮影者本人のWebサイトやSNS、市販目的ではない出版物などに掲
載した作品は可。

■投稿頂いた写真は、共催する機関のホームページ等に掲載するほか、共催者
が催す写真展等で展示させていただきます。
また、広報紙への掲載、イベント等での掲示など、国土交通省及び関係機関が
発行する刊行物としての使用を許諾いただけるものとします。
使用については無償で使用できるものとし、必要こ応じてトリミングや色調補
正などの加工を行うものとします。

■応募作品における被写体及び著作物等の肖像権、著作権等については、応募
者の責任で、全ての被写体及び原著作者等の使用許諾承認を得た上で応募
してください。

■応募作品について第三者から権利侵害に関する申し入れなどがあった場合には、
応募者が全ての責任を負うものとします

■肖像権、著作権保護の観点から主催者側の判断で審査対象から除外する場
合があります。

■立入禁止区域での撮影、撮影禁止場所での撮影、法律や公共ルールに反した
作品の応募はできません。

■作品の内容が公序良俗に反するもの、反する恐れのあるものは応募できません。
■FacebookとInstagramへ同じ写真の投稿、他の応募との二重応募、類似

作品と判断される作品、その他主催者が当注意事項に違反すると判断した作品
は審査対象から除外する場合があります。

■投稿は、1つの投稿で1枚の写真とし、複数枚を一度に投稿された場合は、
最初の写真を応募作品とします。

■Facebook、Instagramの利用について本企画ま共催組織で構成する「九
州）1|の風景フオトコンテスト実行委員会」が行い、運営業務は、九州地方整備
局河川部及び(-社）北部九州河川利用協会が行います。
Facebook、Instag ramが支援、承認、関与するものではありません。
Facebook、Instagramをご利用の際は、Facebook、Instagramの規約
を遵守してください。

■応募データの返却はいたしません。
1個人情報の取り扱いI

応募時の個人情報は、本企画に関与する目的以外には使用しません。なお、入賞の発表・展示などで氏名、住所（市町村名）を明示させていただく場合があります。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回 九州川の風景フォトコンテスト募集要項     
            

  

募集期間   令和３年 ３月１日（月）～令和 3 年８月３１日（火） 

    

主催      九州川の風景フォトコンテスト実行委員会 

共催    国土交通省九州地方整備局河川部、土木写真部、（一社）九州地域づくり協会、 

（一社）九州地方計画協会、（一社）北部九州河川利用協会     

  

募集テーマ  九州管内（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）各県の河川において春夏に撮影した 

・①季節を感じる写真 

・②川の楽しさ・魅力（風景、自然、恵み等）を感じる写真 

・③カッコいい！河川工事（治水や環境整備など）実施状況がわかる印象的な写真 

 ※川の写真には、ダム等の写真も含みます。 

  

応募資格   ・日本国内にお住まいの方（賞品の発送先が日本国内の方） 

・20 歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。20 歳未満の方がご応募された 

場合は、保護者の同意を得た上でご応募されたと見なします。 

 

応募方法   instagram または facebook 

      

入賞    最優秀賞２点（instagram1 点、facebook1 点）、優秀賞数点、 

いいね！賞１点（instagram のみ） 

 

入賞副賞   最優秀賞   ５千円相当の商品券及び記念品     

 優秀賞    ２千円相当の商品券及び記念品  

   いいね！賞 ３千円相当の商品券及び記念品 

 

作品展示   九州地方整備局や関係機関のホームページに掲載及び整備局ロビー及び管内事務所等で写真展示な

ど。時期は、未定。※新型コロナウイルス感染症の影響等で、延期、中止することもあります。 

     

審査期間   令和３年９月～１１月（予定） 

       結果発表：九州地方整備局ホームページ及び専用ＳＮＳサイト等にて公表 

   結果通知：専用ＳＮＳアカウントより投稿者アカウントへ直接本人に連絡します  

※審査結果や審査過程に関するお問い合わせや苦情には一切応じかねます 

注意事項 

 応募作品の著作権は応募者に帰属します。 

 応募者本人が撮影した未発表作品に限ります。第三者が制作する雑誌や写真集などに掲載された作品不可。 

ただし、撮影者本人の Web サイトや SNS、市販目的ではない出版物などに掲載した作品は可。 

 応募いただいた写真は、共催する機関のホームページ等に掲載するほか、共催者が催す写真展等で展示させ

ていただきます。また、広報紙への掲載、イベント等での掲示など、国土交通省及び関係機関が発行する刊行

物としての使用を許諾いただけるものとします。また、使用については無償で使用できるものとし、必要に応

じてトリミングや色調補正などの加工を行うものとします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 応募作品における被写体及び著作物等の肖像権、著作権等については、応募者の責任で、全ての被写体及び

原著作者等の使用許諾承認を得た上で応募してください。 

 応募作品について第三者から権利侵害に関する申し入れなどがあった場合には、応募者が全ての責任を負う

ものとします。 

 肖像権、著作権保護の観点から主催者側の判断で審査対象から除外する場合があります。 

 立入禁止区域での撮影、撮影禁止場所での撮影、法律や公共ルールに反した作品の応募はできません。 

 作品の内容が公序良俗に反するもの、反する恐れのあるものは応募できません。 

 facebook と instagram へ同じ写真の投稿、他のコンテスト応募との二重応募、類似作品と判断される作

品、その他主催者が当注意事項に違反すると判断した作品は、審査対象から除外する場合があります。 

 第４回の投稿写真は令和 3 年 2 月～8 月に撮影された写真の投稿に限り、過去の写真の投稿と判断された

ものは審査の対象となりません。 

 投稿は、1 つの投稿で 1 枚の写真とし、複数枚を一度に投稿された場合は、最初の写真を応募作品とします。 

 facebook、instagram の利用について本企画は、共催組織で構成する「九州川の風景コンテスト実行委員

会」が行い、運営業務は、九州地方整備局河川部及び「（一社）北部九州河川利用協会」が行います。

facebook、instagram が支援、承認、関与するものではありません。facebook、instagram をご利用

の際は、facebook、instagram の規約を遵守して下さい。 

 応募データの返却はいたしません。 

 

個人情報の取り扱い  

 応募時の個人情報は、本企画に関与する目的以外には使用しません。 なお、入賞の発表、展示などで氏名、

住所（市町村名）を明示させていただく場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォトコンテスト応募方法《応募から賞品発送までの流れ》 

 

STEP１ 

① instagram または facebookをインストールしてください。 

→本コンテストの応募には、instagram または facebookのアカウントが必要です。 

② それぞれお持ちのＳＮＳアカウントから、instagramは「river_landscape」、facebookは「九州 川の

風景」を検索して「九州川の風景フォトコンテスト」の専用ＳＮＳサイトをフォローしてください。facebook

は、「九州川の風景」と友達になってください。 

→「九州川の風景フォトコンテスト」の専用ＳＮＳアカウントのフォローは、本コンテストの参加条件 

となります。審査結果が発表されるまでは、フォローは解除しないでください。 

 
STEP２ 

募集期間内に規定のハッシュタグをつけて写真を instagram または facebook は専用サイトのタイムライン

（友達申請が必要）に投稿。 

③ 九州管内（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）各県の河川において春夏に撮影した 

・①季節を感じる写真 

・②川の楽しさ・魅力（風景、自然、恵み等）を感じる写真 

・③カッコいい！河川工事（治水や環境整備など）実施状況がわかる印象的な写真 

 ※投稿写真には、ダム等の川に関わる写真も含みます。 

④ 撮影した写真にハッシュタグ「＃九州川フォト4(半角数字)」「＃○○県」撮影県、「＃□□川」河川名、「＃春

or夏」季節、工事写真の投稿の場合は「＃工事」をつけて投稿してください。 

→応募期間外に投稿された写真は選考の対象外となりますので、注意ください。 

※ハッシュタグは投稿⽂に記載ください。コメント欄のみにハッシュタグを記載された場合は受付できませんの

でご注意ください。 

※上記の指定のハッシュタグは投稿時に必ずつけてください。ｉｎｓｔａｇｒａｍにおける募集期間前に一度投稿し

た写真に編集機能で指定のハッシュタグを記載しても、投稿日は、最初に投稿した日時のままですので、対象

外の扱いとします。 

 

 
STEP３ 

⑤ 202１年１１月～１２月 受賞候補連絡～確定（※コロナ禍で、予定が変更する場合があります） 

受賞候補者には、Instagram ダイレクトまたは、Messenger でご連絡します。後日連絡する指定日まで

にオリジナルデータを送付いただきます。《応募作品のオリジナルデータ（10MB 以内）は削除せずに保管

願います》 

ご連絡後、指定日までにご回答いただけない場合は、他の方を繰り上げさせていただきますのであらかじ

めご了承願います。 

 
STEP４ 

⑥ 202１年１２月以降 賞品の送付（※コロナ禍で、予定が変更する場合があります） 

事務局より受賞のご連絡が届きましたら、賞品発送に必要な住所等の後ら連絡先をご送付いただきます。

実行委員会を代表し、運営事務局は、（一社）北部九州河川利用協会が行います。 

 

 




