
４ 関 企 第 ９ 号  
令和４年６月 29 日 

 
農や里山のいとなみと鉄道・路線バスフォトコンテスト実施要領 

 
１ 趣旨 

関東地域（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、

長野県及び静岡県）は約５千万人の人口を擁する巨大都市圏であり、全域が高度に発

展した交通網によって結ばれている。また、関東地域は、都市部を中心に広大な平野

を豊かな森林資源が取り囲む一大農業地帯として「農のいとなみ」が行われるととも

に、国民に親しまれる魅力的な「里山」の風景が広がっている。 

また、関東地域は、鉄道や路線バスを利用して、都心から一歩足をのばせば、「農」

や「里山」のいとなみに簡単に出会うことができ、これをより多くの者に知ってもら

うため、関東森林管理局及び関東運輸局と連携しつつ、本フォトコンテストを実施す

る。 

 
２ 募集テーマ 

関東地域で「農や里山のいとなみ」と「鉄道・路線バス」を題材とした作品。具体

的な撮影対象は、関東地域を対象とした以下のものとする。 

①  「農のいとなみ」及び「鉄道車両・駅舎又は路線バス車両・バス停」をともに

撮影したもの 

②  「林業・里山のいとなみ」及び「鉄道車両・駅舎又は路線バス車両・バス停」

をともに撮影したもの 

③  鉄道又は路線バスの車窓から「農や里山のいとなみ」のある風景を撮影したも

の  
 

３ 主催 

  農林水産省関東農政局 

 
４ 後援 

関係機関及び管内都県庁等に対し、後援を依頼する。 
 

５ 審査の体制 
表彰の候補を適正かつ円滑に選定するため、関東農政局職員のほか、学識経験等を

有する者により構成する審査委員会を設置する。 

 
６ 応募要領  

本要領に基づき、別途定めるものとする。 

   
７ 審査 

審査委員による審査を行い、入選作品を決定する。 

 

８ スケジュール 

  プレスリリースにより募集を開始し、募集終了後に開催する審査委員会にて入賞 

者を決定し、その後、展示会で入賞作品の展示を行う。 

 



９ 事務局 
本実施要領に係る事務は、関東農政局企画調整室において行う。 
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４ 関 企 第 1 2 号 

令和４年７月 28 日 

 
令和４年度「農や里山のいとなみと鉄道・路線バス フォトコンテスト」 

応募要領 
 

テーマ 「農や里山のいとなみと鉄道・路線バス」 
関東地域（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、

長野県及び静岡県）は約５千万人の人口を擁する巨大都市圏であり、全域が高度に発

展した交通網によって結ばれています。また、関東地域は、都市部を中心に広大な平

野を豊かな森林資源が取り囲む一大農業地帯として「農のいとなみ」が行われるとと

もに、国民に親しまれる魅力的な「里山」の風景が広がっています。 
このような、関東地域においては、鉄道や路線バスを利用して、都心から一歩足を

のばせば、「農」や「里山」のいとなみに簡単に出会うことができることから、これ

らをより多くの方々に知ってもらうことを目的として、関東森林管理局及び関東運輸

局と連携しつつ、本フォトコンテストを実施します。 
なお、本フォトコンテストにおいては、以下の考え方に基づいています。 

・「農のいとなみ」とは、水田や畑及び牧場の景色、直売所、野菜や果物などの農畜

産物の生産、加工、販売の風景、これらに係る収穫祭などの地域のイベントやお祭

り等、地域の農業に関するもの全てを広くとらえることとしています。 
・「里山のいとなみ」とは、里山の景色、木材・木炭、きのこやわさびなどの林産物

の生産、加工、販売の風景、これらに係る収穫祭などの地域のイベントやお祭り等、

地域の林業に関するもの全てを広くとらえることとしています。なお、「里山」と

は、人が自然に働きかけて生まれた空間であり、農地や人々の生活の場とそれらを

囲む森林全体を含むものとしています（食料、薪などのエネルギー資源、建材など

の素材を手に入れ、同時に多くの動植物が暮らす共生の場となっています）。 
 

応募受付期間 令和４年８月 15 日（月）～令和４年 12 月 31 日（金）必着 

 
応募規格 
・ 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及

び静岡県内で撮影されたものに限ります。 
① 「農のいとなみ」又は「里山のいとなみ」のある風景と、現在運行している鉄道

の車両（廃止車両は対象外）や駅舎、路線バス車両やバス停等が同時に撮影され

ているもの 
② 鉄道や路線バスの車窓から「農や里山のいとなみ」のある風景が撮影されたもの 

・ 概ね１年以内に撮影されたものとします。 
・ Ａ４サイズで印刷されたものとし、カラー、モノクロのどちらも可能です。 
・ 未発表のものに限ります。他のコンテストなどに応中又は応募予定のものは応募で

きません。 
・ 額装、合成写真、組み写真、補正の範囲を超えた色彩の演出、極端なトリミングを

施した作品は応募できません。 
・ 応募作品数は１人３点までとし、表彰は１人１賞とします。 
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応募方法 
別紙１の「応募票」に、必要事項をご記入下さい。 
別紙２の「作品情報票」は、応募作品１点ごとに必要事項をご記入の上、各作品の

裏面に貼付して下さい。 
応募に当たっては、別紙１の「応募票」を同封して、下記の応募・問合せ先まで郵

送願います。「応募票」及び「作品情報票」の記載漏れは選外となる可能性がありま

すので、漏れのないよう記載願います。 
 
応募・問合せ先 フォトコンテスト事務局 

〒330-9722 さいたま市中央区新都心 2-1 
農林水産省 関東農政局 企画調整室内 フォトコンテスト係 
TEL：048-740-0309 
関東農政局 HP ： 
http://www.maff.go.jp/kanto/kikaku/photocontest.html 
 

審査員    審査員長    水田 稔 氏（写真家） 
審査員   関東農政局次長 
審査員   関東森林管理局次長 
審査員   関東運輸局観光部長 
審査員   斉藤イツ子 氏（農業者） 

審査 
審査員長による１次審査後、審査員全員による２次審査を行い、下記の賞を含め入

選作品を決定します。入選者には賞状及び入選作品を装丁し、贈呈します。 
関東農政局長賞 １点（「農のいとなみ」を含むものとします。） 
関東森林管理局長賞 1 点（「里山のいとなみ」を含むものとします。） 

審査員長賞 １点 

農村女性賞 １点 
関東運輸局観光部長賞 １点 

Ｕ－１８特別賞 １点（18 歳以下（応募時点）の方を対象） 

入選 上記を含み 20 点以内 
 

審査結果 
令和５年３月頃に関東農政局ホームページにて発表します。 
入選者には直接連絡します。 
なお、入選者には、ネガ又はデジタルデータを提出いただきます。入選者への連絡通

知に、デジタルデータの焼き付け用の媒体と返信用封筒を同封いたしますので、必ずご返

送するようお願いします。 
 

入選作品の活用 
入選作品は、展示会での展示や、農林水産省及び関係機関が発行する各種印刷物、

ホームページ、SNS、ポスター等への掲載により、広く紹介します。 
 

注意事項 
・ 応募作品は未発表で、応募者が一切の著作権を有する作品に限ります。応募者によ

る同一又は類似の作品は、規模の大小にかかわらず、他のコンテストなどに応募中又
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は応募予定の場合は、応募できません。ただし、応募者本人の制作による市販目的の

ない写真集や本人のホームページに掲載された作品、審査のない写真展に出品した作

品は応募可能です。 
・ 農地や鉄道施設等の立入り禁止区域で撮影されたことが明らかな作品は審査対象か

ら除外します。鉄道用地・私有地への無断の立入りや違法駐車、ゴミの投棄などの近

隣住民への迷惑行為及び危険行為は絶対に行わないようお願いします。なお、撮影に

起因する事故やトラブル等について、主催者は一切の責任を負いません。 
・ 被写体に人物や著作物等が含まれる場合は、事前に本人又は権利者から使用許諾・

承認を得た上で応募して下さい。応募作品に関し第三者からの権利侵害や損害賠償な

どの苦情、異議申立てがあった場合、主催者は一切の責任を負わず、応募者が対処す

るものとします。 
・ 応募作品に対する著作権は応募者に帰属します。入選者は主催者に対し、主催者が

管理するウェブサイト、展示会、印刷物等において、入選作品を公表、表示、複製、

展示、公衆送信（送信可能化を含む。）、領布等し、かつ、それらの全部又は一部を

第三者に再許諾することができる無償の非独占的権利を許諾するものとします。 
・ 主催者は、前項に関連して、入選作品の全部又は一部を改変（色合いの変更を含む。）

できるものとします。 
・ 入選者は、主催者及び主催者からの許諾を受けた第三者に対し、著作者人格権を行

使しないものとします。 
・ 応募作品は、審査終了後、入選作品を除き令和５年３月 31 日まで保管し、期間満了

後に処分します。応募作品の返却を希望する者は、切手を貼付した返信用封筒を同封

し、その旨を申し出て下さい。切手の同封がない場合は返却しません。また、応募票

の返却希望欄への記入がない場合は、返却不要とみなします。 
・ 応募者は、応募した時点で、応募要領に記載されている諸条件に同意したものとみ

なします。 
・ 本応募要領に明記されていない事項については、主催者が最終的な決定権を有する

のとします。主催者の決定に同意できない場合、応募者は応募を撤回することができ

ます。なお、応募の撤回に伴う費用は、全て応募者の負担とします。 
・ 新型コロナウイルスに関連した基本的な感染症対策（人と人との距離の確保、手洗

い、手指消毒、マスク着用、検温等による体調確認など）を徹底した上で移動・撮影

して下さい 

 
個人情報の取扱い 

    提供いただいた個人情報は、法律に従い適正に管理します。入選者の氏名、住所（都

道府県のみ）は、各種媒体で入選作品を紹介する際に掲載します。このほか、個人情

報は、入選者への通知、応募作品に関する応募者への問合せを含め、本コンテストの

運営上必要な場合にのみ利用します。 
 
主催 農林水産省関東農政局 
 
後援 林野庁関東森林管理局、国土交通省関東運輸局、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、一般社団法人 関東観光

広域連携事業推進協議会、日本農業新聞（先方承諾後に確定） 
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････････････････････････････････････････････････切り取り線･････････････････････････････････････････････････････

別紙１

ふりがな

〒　　　　　－

職業

電話番号 　　　（　　　）

Eメール

応募作品数 点

････････････････････････････････････････････････切り取り線･････････････････････････････････････････････････････

別紙２

ふりがな

撮影時期

撮影場所

撮影区間

ふりがな
作品名

西暦　 　　　 年　　  　　　　月

　　　　　　　都県　　　　　　　　　　市区町村　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　線（　　　　　　　～　　　　　　　　）区間

令和４年度農や里山のいとなみと鉄道・路線バスフォト コンテスト応募票

年 齢
氏　名

年 齢
氏　名

住　所

返却希望
返却希望　・　返却不要

（返却希望の場合、切手貼付済の返信用封筒を同封して下さい）

18歳以下 ・19歳以上

(応募時点での年齢について、該当欄に○を付けて下さい）

  ・デジタルファイルの送付方法欄は、入賞、入選した場合のデジタルファイルの焼き付け媒体をご指定下さい。

使用原板 フィルム・デジタル

PRポイント
(100字程度まで)

デジタルファイ
ルの送付方法

ＵＳＢメモリ・ＣＤ－Ｒ

18歳以下 ・19歳以上

(応募時点での年齢について、該当欄に○を付けて下さい）

  ・応募者が応募した時点で応募要領に記載されている諸条件に同意したものとみなします。

　　　1. 応募チラシ（入手場所：　 　　　　　　  　　　） 2. ホームページ（関東農政局、その他（ 　　　　　　  　　　　　　））

　　　3. 雑誌（雑誌名：　  　　　　 　　　　　　　  　） 4. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

令和４年度農や里山のいとなみと鉄道・路線バスフォト コンテスト作品情報票

■アンケート：当コンテストをどこでお知りになりましたか。該当欄に○をお付け下さい。できましたら具体な名称もご記入下さい。

 


