
ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

平成２９年５月１５日 

秦野市市長公室広報課 

タイトル 
２１年ぶりの受賞！（部門としては初） 

「広報はだの」が全国広報コンクール「一枚写真の部」で入選 

Ｗｈｅｎ  

（いつ） 

５月１６日（火曜日）に、公益社団法人日本広報協会のホー

ム 

ページで結果を公表 ※報道解禁も同日でお願いします。 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 

平成２９年全国広報コン

クールにおいて、「広報写真

（一枚写真）」の部門で、広

報はだのが「入選」を受賞し

ました。 

【受賞作品】 

広報はだの 

平成２８年１１月１５日号（１面／表紙） 

【応募総数】 

一枚写真の部 計６０点 

※各都道府県からの推薦などにより応募。神奈川県では、県主

催の広報コンクール（計２６点）で最優秀賞を受賞した作品。 

【その他】 

 審査結果・受賞作品の概要は、別紙１～４のとおり。受賞し

た広報紙をお渡しできます。広報課までご連絡ください。 

※PDFデータは、市ホームページのバックナンバーにあります。 

Ｗｈｏ 

（だれが） 

Ｗｈａｔ    

（なにを） 

Ｈｏｗ      

（どのように） 

【全国広報コンクール】（１９６４年～／主催：日本広報協会） 

地方自治体の広報活動の向上に寄与することを目的に、各種

広報作品についてコンクールを行い、優秀作品を表彰するもの。 

 都道府県の審査・推薦により提出された広報作品等を、当協

会で審査し、特選・入選を決定、全国広報広聴研究大会で表彰

する。 

Ｗｈｙ          

（なぜ） 

過去の実績 

平成 ８年：「組み写真の部」で４席 

平成 ７年：「広報紙 市部」で４席 

昭和 60年：「展示物の部」で１席 

昭和 58年：「広報紙の部」で７席 

昭和 56年：「広報紙の部」で１席 

※現在、展示物の部はなく、４席以下は「入選」で統一 

問い合わせ 市長公室広報課 担当：上村 電話０４６３（８２）５１１７ 

 

受賞作品 



















ま ほ ろ ば 秦 野 通 信 

平成２９年２月９日 

秦野市市長公室広報課 

タイトル 
３年ぶり４度目の受賞 

「広報はだの」が県広報コンクール「一枚写真の部」で最優秀 

Ｗｈｅｎ  

（いつ） 
２月６日（月曜日） 

Ｗｈｅｒｅ 

（どこで） 
関内中央ビル（平成２８年神奈川県広報コンクール表彰式） 

Ｗｈｏ 

（だれが） 

平成２８年神奈川県広報コ

ンクール（主催：神奈川県）

において、「広報写真（一枚写

真）」の部門で、「広報はだの」

が最優秀を受賞しました。 

【受賞作品】 

広報はだの平成２８年１１

月１５日号（１面／表紙） 

【応募総数】 

２６点（１６市１０町） 

【その他】 

 入賞作品の一覧、作品概要（申請書）は別紙参照。受賞した

広報紙をお渡しできます。広報課までご連絡ください。 

※市ホームページ内のバックナンバーに PDFがあります。 

Ｗｈａｔ    

（なにを） 

Ｈｏｗ      

（どのように） 

【神奈川県広報コンクール】 

県内市町村の広報活動の向上を図るため、昭和３０年から毎

年開催され、今回で６２回目。その年の１月から１２月に発行・

発表された３媒体（広報紙、広報写真、映像）５部門の広報作

品を審査する。 

Ｗｈｙ          

（なぜ） 

【講評より】 

 写真の部は、各審査員が持ち点を振り分けて採点する方式で

例年たいてい票が割れるが、３名の審査員が満場一致でよいと

した。旅館などのポスターのようで、美しさに打たれた。 

過去の実績 
一枚写真の部での最優秀は、３年ぶり４度目の（H20、22、25

年度に続く）受賞 

今後の 

取り組み 

 日本広報協会主催の「全国広報コンクール」へ、神奈川県の

代表作品として推薦・出品される予定です。 

問い合わせ 市長公室広報課 担当：上村 電話０４６３（８２）５１１７ 

 

11月１５日号表紙 



平成２８年神奈川県広報コンクール入選作品一覧 

 

１ 広報紙（市部１４作品、町村部１３作品） 

部門 賞 市町村 広報紙名 発行日 

市 部 

最優秀 厚木市 広報あつぎ ９月１日 

優 秀 平塚市 広報ひらつか ２月５日 

佳 作 
横須賀市 広報よこすか ７月１日 

逗子市 広報ずし 12月１日 

町村部 

最優秀 葉山町 広報はやま 12月１日 

優 秀 箱根町 広報はこね 11月１日 

佳 作 
開成町 広報かいせい 11月１日 

寒川町 広報さむかわ ９月１日 

 

２ 広報写真（一枚写真２６作品、組み写真２３作品） 

部門 賞 市町村 広報紙名 発行日 

一枚写真 

最優秀 秦野市 広報はだの 11月15日 

優 秀 

茅ヶ崎市 広報ちがさき ８月１日 

大井町 広報おおい ９月１日 

南足柄市 広報みなみあしがら ９月15日 

佳 作 

逗子市 広報ずし 11月１日 

湯河原町 広報ゆがわら ６月１日 

小田原市 広報小田原 ２月１日 

組み写真 

最優秀 川崎市 かわさき市政だより 12月１日 

優 秀 
逗子市 広報ずし ８月１日 

平塚市 広報ひらつか ２月19日 

佳 作 

南足柄市 広報みなみあしがら ３月１日 

綾瀬市 広報あやせ ３月１日 

伊勢原市 広報いせはら ２月１日 

 

３ 映 像（１０作品） 

賞 市町村 作品名 

最優秀 茅ヶ崎市 
ハーモニアスちがさき 

障害と共に～誰もが安心して暮らせるまちへ～ 

優 秀 平塚市 
ひらつかビジョン 

#22｢大地震！自主防災で命を守る｣ 

佳 作 相模原市 
Tvk相模原市テレビ 

広報番組  未来へ襷をつなぐ 

 

 



● 広報写真 調査票 
 

① 部門 広報写真（一枚） 

② 団体名 秦野市 

③ 広報紙名 広報はだの 

④ 掲載場所 １１月１５日号   １ページ 

⑤ 使用カメラ・フィルム Canon EOS 5D MarkⅢ 

⑥ 撮影データ 

F値、ＩＳＯなど 

使用レンズ：Carl Zeiss Distagon T* 2.8/21 ZE 

Ｆ８／６秒／ＩＳＯ400／露出補正-0.7 

⑦ 撮影者 上村 彰吾 

⑧ 所属部課 市長公室広報課 

⑨ 掲載意図 
紅葉で人気な観光スポットといえば、京都。県内でも、箱根

や伊勢原の紅葉などは和の風情に溢れ、一目見ようと出掛け

る市民も多いはず。 

しかし、自分たちの暮らすまちにも、まだ見ぬ素晴らしい景

色がある。自然豊かなまちの魅力を再認識してもらうため、人

気スポットに負けない紅葉を表紙で紹介しました。 

写真は、今号の掲載を見据えて、去年の見頃の時期に市内

の鑑賞スポットである古民家「緑水庵」で撮影した、紅葉の夜間

ライトアップ（平成２２年から実施）の様子です。建物内の和室

から鑑賞できるため、「縁側から見える紅葉」、「引き戸」、「畳」

の写すバランスを考えながら構図を決めて奥行き感を出し、あ

えて人を入れずに鑑賞者目線の写真に仕上げました。 

明暗の差が大きい被写体のため、露出補正は現地で厳密

に設定しました。また、主役は紅葉でも、周囲の各要素がその

場の雰囲気を伝えるのに大切なため、全景をくっきりと写し込

むよう設定しつつ、風でモミジがブレ過ぎないシャッタースピー

ドの範囲でＩＳＯを下げてノイズにも配慮しました。 

今回の表紙は、横長の写真を最大限に生かすため、定型の

表題も含めて横長の変則レイアウト（広報はだのでは初）にし、

ポスターのようなデザインにしました。 
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