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いばらき「建設フォトコンテスト」
街をつくる“建設”と“人”を、写真で伝える

建設のある茨城の風景

地域を支えるインフラ

募集テーマ 募集テーマ

A

1

地域に溶け込む「建設」2

重機の魅力3

工事現場の人たち1

「建設」とくらし2

「建設」とのふれあい3

部門
人と建設のつながりB

部門

建物、道路、橋、港湾、トンネル、ダムなど、人の暮らし
を支え、街をつくる「建設」のある茨城の風景を募集
します。同時に、全国の“建設”と人のつながりを表現
した写真も募集します。
各部門のテーマにそって、おひとり何枚でも応募い
ただけます。一眼レフからスマホ写真まで、Web又
はプリント郵送でご応募ください。

（一社）茨城県建設業協会 フォトコンテスト係

〒310-0062 茨城県水戸市大町3-1-22
受付時間 平日9:00～17:00

各賞

審査員
板見浩史（いたみこうじ）

最優秀賞（各部門1作品） 5万円分の商品券・賞状
特選（各部門4作品） 2万円分の商品券・賞状
準特選（各部門1作品） 1万円分の商品券・賞状
U22特別賞（22歳以下・各部門1作品） 1万円分の商品券
入選（各部門15作品） 4千円分の商品券

発表・入選作品展示

応募窓口・お問い合わせ

tel. 029-221-5126

フォトエディターとして多くの写真賞やコンテスト
の審査を担当。公益社団法人日本写真協会（PSJ）
顧問。NPO法人フォトカルチャー倶楽部理事。

上位入賞作品は『フォトコンライフ』（2020年3月発行号）に掲載予定。
その他、建設フェスタ他イベント、公共施設等にて展示予定。

▶ 建物・道路・橋・ダム・港湾等の迫力 ▶ 建設現場で働く技術者や職人のすがた

▶ 建設機械の機能美 ▶ 建設関連イベントや建設現場近隣の様子

▶ 街並みや自然の中に溶け込む建造物や建設現場 ▶ 地域インフラが支える豊かな暮らし

撮影場所：茨城県内に限る 撮影場所：指定なし

2019年 8月15日（木）
募集締切

当日消印有効

いばらき「建設フォトコンテスト」 いばらき建設フォトコンテスト［主催］ （一社）茨城県建設業協会／建設未来協議会
［協賛］ 東日本建設業保証株式会社 茨城支店
［後援］ 国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所／茨城県／一般社団法人 日本フォトコンテスト協会（JPO）／NPO法人 フォトカルチャー倶楽部（PCC）／カメラのキタムラ
［協力］ 建設業労働災害防止協会茨城県支部

検索

http://www.miraikyo.com/photocon
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いばらき「建設フォトコンテスト」
街をつくる“建設”と“人”を、写真で伝える

A.「”建設”のある茨城の風景」部門 
茨城の風景に溶け込む土木・建築構造物等の地域
インフラ（建物・道路・橋・港湾・トンネル・ダム等）・建
設現場・建設機械等、その重要性やスケール感、機
能美を捉えた作品。（撮影場所：茨城県内） 
①地域を支えるインフラ　②地域に溶け込む「建
設」　③重機の魅力

B.「人と”建設”のつながり」部門 
建設現場で働く人、インフラの維持管理に携わる
人、災害対応や防災に関わる人、地域の人々と地
域インフラのつながり、一般の人々と建設業のふ
れあいの様子等をいきいきと捉えた作品。（撮影
場所：指定なし） 
①工事現場の人たち　②「建設」とくらし　③「建
設」とのふれあい

板見浩史（いたみ・こうじ） 
フォトエディターとして多くの写真賞やコンテスト
の審査を担当 
公益社団法人日本写真協会（PSJ）顧問 
NPO法人 フォトカルチャー倶楽部理事

●単写真のプリントまたはWeb応募(組写真は不可)
●応募作品のペーパーおよびフィルムメーカーに指
定はございません
●応募作品は未発表かつ発表予定のないものに限
ります。他のコンテストへの二重応募または類似
作品とみなされる作品は失格となります。SNSや
ブログへ発表した作品については、応募可能です
●被写体が人物の場合、ご応募に際しては、必ずご
本人（被写体）の承諾をいただいてください。ま
た、被写体が未成年の場合は、親権者の承諾が必
要です
●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、それに関するトラブルの責任は一切
負いかねます
●入賞決定後に違反が判明した場合は、入賞を取り
消しさせていただく場合がございます

●お一人様何点でも何回でもご応募いただけます
●応募後の辞退はできません
●カメラのほかにも、スマートフォンカメラで撮影し
た写真もご応募いただけます

【プリント】
●応募サイズは、はがきサイズ・2Lサイズ・6切・ワイ
ド6切・Ａ4・4切・ワイド4切
●下記の応募用紙に、必要事項を記入してお送りく
ださい
●応募用紙はコピーでもかまいません
●写真の天地が判るように←↑マークのどちらかを
○で囲み、応募用紙と写真の長辺短辺を合わせて
　作品の裏側にセロハンテープで四辺をしっかりと
貼付しご応募ください
●ノリ付けは、プリントが波を打って曲がってしまう
恐れがありますのでご遠慮ください

●一般社団法人茨城県建設業協会 
フォトコンテスト係 
〒310-0062　茨城県水戸市大町3-1-22

●同上 
電話 ： 029-221-5126 （平日9:00～17:00）

【Web】
●ホームページの応募フォームに必要事項をご入力
の上お送りください
●応募作品画像の容量は1枚10MB未満に調整の
うえ、JPEG形式でお送りください
●何回でもご応募いただけます
●ホームページ 
「いばらき建設フォトコンテスト」で検索 
URL  http://www.miraikyo.com/photocon

●入賞者には直接郵送にてお知らせします
●入賞作品は、建設フェスタ他イベント、公共施設等
にて展示、HP・SNSにて配信されます（予定）
●上位入賞作品は「フォトコンライフ」（2020年3月

10日発行）にて掲載予定
●入賞作品について、入賞確定までに原版データ
（画像データ、ネガ、ポジなど）の提出を依頼する
場合があります。デジタルデータは返却しません
ので、コピーをCD-Rなどに保存してご提出くだ
さい。提出期限までに原版の提出がない場合は、
入賞を取り消すことがありますので、あらかじめご
了承ください
●審査などの都合によりスケジュールは変更させて
いただく場合がございます

●応募作品の著作権は撮影者に帰属します
●本コンテスト主催・企画運営団体、日本フォトコンテスト協会および協賛・後援・協力団体は広報宣伝物への
掲載を目的とし、入賞作品を無償で使用する権利を有します。なお、掲載時において編集上の制約や配慮
（印刷色合いや大きさの違い、背景を写し込んだ人や物、掲載不能な部分のボカし処理やトリミングなど）に
より、作品を加工する場合がございます　

●応募者本人が撮影し、すべての著作権を有してい
るものに限ります。ほかの人の名前を使用した場
合は失格になります

●工事現場内および現場周辺での撮
影では安全管理を徹底し、必要に応
じて現場管理者の許可を取ってそ
の指示に従ってください
●現場写真で安全基準が守られてい
ない場合は選外となります
●応募用紙に記載いただく個人情報
は、入賞通知・賞品送付など本コン
テストを運営するために必要な範
囲で使用させていただきます。入賞
以外の個人情報は審査終了後、責
任を持って破棄いたします。入賞さ
れた場合は入賞リストに記載され、
主催・企画運営団体である一般社団
法人茨城県建設業協会および後援
団体、協賛企業にて使用させてい
ただきます。また、入賞された作品
の「タイトル」と「撮影者のお名前」
は発表掲載時に広く告知される場
合があります。※「入賞」とは最優秀
賞から入選まで、どれかの賞に入る
ことをあらわします

応募部門・テーマ 応募方法

作品プリント応募先

応募に関するお問合せ先

その他注意事項

審査員

賞品

応募作品について 発表

応募作品の著作権・使用権

最優秀賞（各部門1作品） 5万円分の商品券・賞状
特選（各部門4作品） 2万円分の商品券・賞状
準特選（各部門1作品） 1万円分の商品券・賞状
U22特別賞（22歳以下・各部門1作品） 1万円分の商品券
入選（各部門15作品） 4千円分の商品券

2019年 3/1（金）～8/15（木）
募集期間

作品募集要項
当日消印有効
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タイトル 応募総枚数

カメラ
スマホ・ケータイ
機種名

【コメント欄】

撮影場所

※A部門は茨城県内に限ります
撮影年月日
西暦

※黒ボールペンでご記入し、作品の裏にセロハンテープ
　で貼ってください。ノリ付けはおやめください

年 月 日

このフォトコンテストへの要望や、応募作品を
撮影した状況などについてお答えください

デジタルカメラでご応募の方は、
ファイルNo.をご記入ください
例：DCIMG123.jpg

枚のうち 枚目

フリガナ 年齢 歳
お名前

ご住所

お電話番号

メールアドレス

応募されるテーマを○で囲んでください

※こちらの応募をもちまして、作品募集要項にご了承いただいたとみなします
応募作品は未発表かつ発表予定のないものに限ります。他のコンテストへの二重応募または類似作品と
みなされる作品は失格となります
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市
郡

〒

ご職業 会社員 主 婦
学 生 その他

B. 「人と“建設”のつながり」部門

A. 「“建設”のある茨城の風景」部門

いばらき「建設フォトコンテスト」応募用紙
キリトリ

①地域を支えるインフラ　　②地域に溶け込む「建設」　　③重機の魅力

①工事現場の人たち　　②「建設」とくらし　　③「建設」とのふれあい


