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平成２１年度東京都広報コンクール実施状況 

 
 
区市町村の広報力の向上と、都と区市町村との連携による広報活動の充実を
図ることを目的に、平成２１年度東京都広報コンクールを下記のとおり実施し
た。 
 
１ 応募状況 
（１）応募作品数 

部門 応募作品数
広報紙部門 区市部 ２９

広報紙部門 町村部  ４
写真部門  一枚写真の部 １５
写真部門  組み写真の部 １０

映像部門 １５
応募総数 ７３

（２）応募区市町村数 
  ３５区市町村（１８区・１２市・５町村） 

 
２ 審査会 
  平成２２年１月２０日（水曜日） 東京都庁舎内会議室 
 
３ 審査委員 
  別紙「平成２１年度東京都広報コンクール審査委員名簿」のとおり 
 
４ 審査結果 
  別紙「平成２１年度東京都広報コンクール入選作品一覧」のとおり 
  なお、（社）日本広報協会「全国広報コンクール応募要領」の応募基準に該
当する各部門の上位の作品については、「平成２２年全国広報コンクール」に
東京都推薦作品として応募する。 

 
５ 表彰式 
  平成２２年３月５日（金曜日） 東京都庁第一本庁舎３３階特別会議室Ｓ１ 



部門 賞 区市町村名 作品名 全国推薦

最優秀 足立区 「あだち広報」１２月１０日号 ○

一席 墨田区 「墨田区のお知らせ「すみだ」」１０月１１日号 ○

千代田区 「広報千代田」９月５日号

豊島区 「広報としま」１０月２５日号

最優秀 日の出町 「広報日の出」１１月１日号 ○

一席 江東区 「こうとう区報」５月１１日号 ○

二席 該当なし

最優秀 該当なし

一席 千代田区 「広報千代田」９月５日号

二席 豊島区 「広報としま」１１月２５日号

最優秀 墨田区 「５０００人の第九～２５周年記念コンサート」 ○

一席 大田区 「子どもたちの生きる力を育む　大田区立館山さざなみ学校」

江戸川区
「平成21年度特別番組
　つなぐ　江戸川区無形文化財　篠崎浅間神社幟まつり」

(非会員)

八王子市
市民の広場
「第2回ガスパール・カサド国際チェロ・コンクールin八王子～
いよいよ始まる」

＊表中（　）内の数字は応募作品数。なお、応募区市町村数は３５（区市町村）。
＊全国推薦は、入選作品のうち、全国広報コンクール応募要領の応募基準に該当する各部門の上位作品とする。

平成21年度東京都広報コンクール入選作品一覧

（２）組み写真の部
（１０）

二席

二席

３　映像
（１５）

（１）区市部
（２９）

(２）町村部
（４）

１
　
広
報
紙

（
３
３

）

２
　
写
真

（
２
５

）

（１）一枚写真の部
（１５）
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平成21年度東京都広報コンクール応募作品審査委員名簿

部門 氏名 現職等 専門分野

大井眞二 日本大学法学部新聞学科教授 マス・コミュニケーション論等

長岡光弘
グラフィックデザイナー(株式会社たき工
房)

広報紙のレイアウト編集等

高村　規

㈳日本写真家協会名誉会員
㈳日本広告写真家協会顧問
高村光太郎記念会理事長
㈶清春白樺美術館評議員

写真一般

大石芳野
㈳日本写真家協会会員
 フォト・ジャーナリスト

写真一般

小林信行
東京都生活文化スポーツ局
広報広聴部広報課写真担当係長

行政広報写真等

関　裕敏 （株）電通　第４クリエーティブ局長 広告企画・制作

高橋幸作
(株)ＮＨＫエデュケーショナル
営業企画部統括部長

映像企画・制作

広報紙

写真

映像
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広 報 紙 部 門 

 



 
 
 

〈広報紙部門 総評〉 
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●大井委員 
 

ここに、水が半分入ったコップがあるとする。①「半分入っている」は、客観的な表現

だとすれば、②「半分しか入っていない」と③「半分も入っている」はどうだろうか。②

③のいずれも、①と比べれば、主観的で、②は悲観的、③は楽観的、な表現であろう。子

供だましのような話だが、表現行為に携わる人間にとって、この種の表現は意外に落とし

穴があって、十分気をつかう必要がある。世の中の動き、景気、政治や行政の動向に関す

る文章表現の場合に置き換えてみれば、その難しさは容易に想像がつくであろう。 

本年度の広報紙の審査を通じて感じたことの第 1 点は、社会の動きをどう見るか、どう

表現するか、の難しさであった。社会の動向について悲観的にならざるを得ない各種の指

標が並ぶとき、件の話で言えば、「半分も入っている」という思いから書くのか、「半分し

か入っていない」の思いから書くのか、で結果は大きく違う。この種の主観的な表現が直

接紙面に掲載されるわけではないことはもちろんだが、この種の思いは時として行間に反

映されることがある。表現者として自身の言語感覚をたえず確かめる必要があるだろう。

自戒の言葉で「も」ある。 

第 2 に、正月号の作品が目についたこともあって、年明けの清新さや華やぎの背後にあ

る「今年はいい年にしよう」、「したい」という思いをひしひしと感じさせる作品が多かっ

た。これは、大事な視点であって、徒に悲観的になっては、紙面はいきおい暗い調子にな

ってしまう。新年号の読者は「今年はいい年にしよう、したい」というパラレルメッセー

ジに十分共感されたのではないかと思う。 

第 3に、身近な問題ではあるけれども、従来と変わらないアプローチから攻めると、「ま

たか」と思われ、読まれなくなってしまう話題を沢山自治体は抱えているはずである。今

回の応募作を見ると、こうした話題について、非常に工夫を凝らした扱いを施した作品が

眼についた。日頃どのように話題を提供したらいいかについて、十分な試行錯誤のあとが

紙面から浮かび上がってくる作品が多かった。こうした姿勢を高く評価したい。 

第 4 は、地域の催しもの、祭りなどを扱った作品についてである。開催に月日を重ねる

ほど扱いは難しくなる。参加意欲が乏しくなったり、盛り上がりに欠けるようになったり

するものである。応募作の中から、この点にかなり配慮をして、主催者の視点ではなく、

参加者の視点から、さらにはこれまで不参加であった人びとの視点から、参加意欲をもり

立てるような工夫を凝らした記事が多く見られた。中には、評者自身が、機会があったら

覗いてみようかな、と思った催し物案内もあった。しかし、まだ工夫の余地は十分あるよ

うに思われる。 



 
 
 

〈広報紙部門 総評〉 
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第 5 に、過去を振り返るよりも将来を見据える作品が多かったことを取り上げたい。言

い方を変えると、将来に向けた明るい話題を探して紙面化する、地域が発展する方向性を

さりげなく示唆する、街の賑わいを盛り上げる、といった志向性をもつ記事が目立った。

閉塞的になりがちな、暗澹たる思いが支配的になりがちな社会にあって、明るさを見いだ

そうとする姿勢は大事である。つまり、十分に現実を見据えた上で、将来を見つめる視点

の確かさが感じられる作品が多かったのである。 

第 6 に、矛盾する話のようだが、過去を振り返る視点も決して閑却されてはならないこ

とを痛感させられた。地域の文化資源に関する話題を取り上げた作品についてである。歴

史の軸としての過去・現在・未来が一望できるような視点から、文化資源を扱った作品に

は思わず引き込まれた。単に存在するからという扱いではなく、資源としての価値を十分

認識して、その価値をどのようにさらに豊かなものにしていくかが重要なメッセージとな

っている作品が多かったのである。 

総じていえば、広報紙を取り巻く環境が決して好転しているとは思えない中にあって、

そのことを逆手にとるような、意欲的な作品が、非常に多かった。広報紙担当者の皆さん

に敬意を表したい。 

最後になるが、足立区の「３万人の尊い命(自殺対策特集)」について一言しておきたい。

この作品は、大胆な写真のインパクトもあって難しいテーマを適切に表現し、非常に訴求

力に富む企画となった。またシリーズ現場のフォローアップも効果的であった。長期にわ

たる取材の結果らしいが、広報紙でこうした試みがなされること自体に、驚嘆した。広報

紙の可能性に目を開かれた作品であった。深甚なる敬意を表したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

〈広報紙部門 総評〉 
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●長岡委員 
 

広報の発信は、広報紙、映像メディア、ウエブサイト、モバイルの活用と、訴求内容

と訴求者に応じて、様々なメディアの使い分けを行う時代である。一方、広報のアプロ

ーチと役割も、行政からの情報を伝えるだけではなく、よりセグメントしたターゲット

への情報訴求、住民とのコミュニケーションツールとしての活用へと、広報に求められ

る役割も年を重ねるごとに複雑化してきている。 

それらを考慮し応募作を読むと、行政と住民が共に紙面を創り上げる双方参画型の企

画紙面を多く目にする。住民が編集に参画することで、行政広報紙の認知度をより高め

ると共に閲読率の向上、情報訴求力の向上、住民に信頼と好感を抱く身近な行政へと、

住民参画の広報紙創りは、広報効果を高める重要な広報の施策で好感が持てる。 

文章と表現力では、行政語句の多い文章から、分かりやすい文章へと変化を遂げつつ

ある。また、写真をはじめとしたビジュアルを用いて訴求効果を考慮した表現、各号ご

とに紙面色調を変化させ、認知力を高めた表現手法など、紙面表現も多彩になってきて

いることが挙げられよう。 

訴求者への対応も、高齢者向け、主婦向け、若者向けなど、ターゲット層をセグメン

トし絞り込んだ紙面、「誰に」「何を」「どのように」発信するかを考え、しっかりと編

集方針を定めた紙面を目にした。悔やまれるのは掲載面積の関係で、企画を深く掘り下

げた編集が少なく、概要のみ語る紙面で終わっている記事も多い。シリーズ化を試みる

などの編集手法も考慮したい。 

応募作の大半が月２回の割合で発行されている。一方で、毎号、数多くの情報が掲載

されており、住民に情報区分がより明確な広報紙の在り方が望まれよう。例えば上旬号

では「施策理解号」、中旬号では「生活情報号」など、号ごとに広報の担う役割定め、

情報の絞込みと共に情報を振り分けるなど、広報紙の新たな使い分けが求められよう。 

住民の意識が時代とともに変化するように、編集方法も変化に対応した広報の発信が

求められる。広報担当者は、絶えず訴求効果を高めるために、時代の流れを読み取り、

住民目線での情報発信に挑戦していただきたい。 

 



平成２１年度東京都広報コンクール　広報紙部門　入選作品

最優秀　足立区
あだち広報　平成２１年１２月１０日号
発行部数（回数）：３０万８，９００部（２４回）
判型（平均ページ数）：タブロイド判（１２ページ）
担当者数：４人（専任４人）

第一席　墨田区

担当者数：４人（専任４人）

●３万人の尊い命(自殺対策特集）は、大胆な写
真のインパクトもあって難しいテーマを適切に表
現し、非常に訴求力に富む企画となった。またシ
リーズ現場のフォローアップも効果的である。長期
にわたる取材の結果らしいが、その試みに敬意を
表したい。（大井）

●１から２面の企画は、難しいテーマに挑んだ意
欲作である。大きく用いた手の写真も、区民にとっ
てインパクトのある表現となっている。欲を言うと、
１面本文の行間をもう少し空けたい。また、１面で
用いた手の写真を、２面のタイトルにも用いるな
ど、視覚的な連動も考慮したい。他紙面の２色の
使い分けも上手である。（長岡）

●１面の「自主防犯活動」は、地域で活躍している
住民にスポットを当てた区民参加の企画で、訴求
力の高い紙面である。併せて、「すみだ安全・安
心メール」の告知情報も、時代にマッチした広報と
なっており、好感が持てる。情報量のバランス、可
読性の高い紙面、アイコン・罫線・写真などの視覚
化なども優れている。（長岡）

●地域の防犯活動、防犯ネットつけまくり隊が一
面、特にこの種の問題は日常的な取り組みが必
要なだけに、様々な角度からのアプローチをして
いる姿勢を評価したい。またお知らせ情報もすっ
きり配置され利用しやすい構成になっている。（大
井）

発行部数（回数）：９５，０００部（３６回）
墨田区のお知らせ「すみだ」　平成２１年１０月１１日号

判型（平均ページ数）：タブロイド判
（１日号・11日号８ページ、21日号４ページ）
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平成２１年度東京都広報コンクール　広報紙部門　入選作品

第二席　千代田区

発行部数（回数）：５３，３００部（２４回）

担当者数：４人（兼任４人）

第二席　豊島区
広報としま　平成２１年１０月２５日号

担当者数：６人（専任４人、兼任２人）

●区の施策紙面、区民に役立つ情報紙面、千代
田区の魅力を訴求しているイベント紙面、区民の
登場する紙面など、充実した企画で構成されてい
る。表現面では、４色の色使いも目に優しく併せて
可読性も良い。目の疲れない表現構成である。訴
求する情報量も程よく、区民目線に配慮した広報
紙である。（長岡）

広報千代田　平成２１年９月５日号

判型（平均ページ数）：タブロイド判（８ページ）

●新エネ・省エネ機器等導入助成の周知活動、
中面４頁のイベントマップ、いずれもポイントが絞
られており、アプローチも適切なので、読みやすく
分かりやすい。特に各種のお知らせ情報記事の
検索性は高く、評価したい。（大井）

発行部数（回数）：５･１５日号：１１６，０００部、
　　　　　　　　　　　２５日号：１１８，０００部（３６回）
判型（平均ページ数）：タブロイド判（８ページ）

 ●１面のトキワ莊のヒーローたち、そして８面の雑
司ヶ谷駅開業は、文化資源の掘り起こしに焦点化
された一貫したテーマ追求がなされており、読み
応えのある作品に仕上がった。お知らせ情報記事
も要領よく整理されている。（大井）

●１面・４から５面・８面と、イラストと写真を多彩に
活用しビジュアル豊かな表現が、区民の目を惹く
魅力的な紙面となっている。各紙面に展開された
カラーリングも、各々の企画とマッチしている。２色
紙面も、可読性のある本文組み、インパクトのある
タイトル表現処理など、視覚的な表現技量は高
い。（長岡）
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写 真 部 門 

 



 
 
 

〈写真部門 総評〉 
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（一枚写真の部） 

 

●高村委員 

 
子どもが下からかけあがってくる写真など、全体的に子どもの明るい顔が多くて良かっ

た。大人ではなく、子どもを使っていることで、明るいイメージにつながっている。 
写真自体も立派なものが多くなってきており、全体的なレベルは上がってきている。 
 
 

●大石委員 

 
今年は、カラー写真が多かった。色もきれいで心地よい色調を出しており不快感は無い

が、写真は光と影で表現するのが原則である。色だけで見せるのではなく、光と影を気に

かければ、広報紙においても目を引き、「この写真は何を語りかけているのだろうか」と読

者が考えるものになるのではないだろうか。 
今年の応募作品は、使い方がとても良い自治体と使い方が小さくもったいない自治体に

分かれた。住民は、「ここに住んで良かった」と思えるような広報紙を読みたいと思ってい

る。住民にそのように思ってもらうためには、広報紙における写真の使い方が大切である。

良い写真は思い切って大きく使う。広報紙は新聞折込で届けられることが多いが、広告と

一緒に捨てられないよう、写真を見ながら楽しんでもらえるレイアウトのページがもっと

増えてほしい。 
今年の写真は、子供（人物）の明るい表情を捉えたものや、全体的に明るいものが多い。

私たちのメッセージが伝わっているのなら嬉しいことだ。 
 
 

●小林委員 

 

写真は、テーマや目的によって無駄を省いていく作業である。光、色、トリミングな

ど、日頃から観察する訓練を積んで、核心に迫る目を育てて欲しい。写真表現の良し悪

しは、被写体を知り理解するところから始まり、カメラというメカを駆使していかにテ

ーマを具現化して伝えられるかと言うことにつきる。 
年々、テーマを絞り込んだ出品作が増えてきたのは良いことだ。 
 



 
 
 

〈写真部門 総評〉 

12 

（組み写真の部） 

 

●高村委員 

 
これまでの作品は、応募する側もどういうものを出せばよいのかわからなかったのか、

その時撮ったテーマの中で、手札のような写真を「あれもこれも」と出す自治体が多かっ

た。しかし、今年の応募作品を見ると、ポイントを絞った作品も見られるようになり、年々

まとまってきていると感じる。 
 

 

●大石委員 

 
組み写真は組んで立体的にものを言うものである。写真は基本的に 1 枚で表現するが、
枚数を多くすれば組み写真になるというわけではない。使用している写真が多すぎる作品

を見る度に、もっと違う場面があれば立体的な動きがわかるのにもったいないと感じた。 
広報紙に掲載するときは、もっとメリハリをつけて読者が「これは何？」と思って手に

取るようなレイアウトを考えてはどうだろうか。文字（タイトルロゴなど）を目立たせて

見せる方法もあるが、文字だけではなく写真に目が引かれるようなもの、文字よりも写真

に先に目がいくという人の特性を活かした紙面づくりを心がけると良いだろう。 
 
 

●小林委員 

 

全体的に、テーマに対して使用される写真の点数が必要以上に多すぎて、主旨が分か

りづらくなっている傾向がある。起承転結のメリハリをつけて、見る人に訴えかけられ

るような構成を心がける必要がある。また、広報紙上で写真を掲載するときは、トリミ

ングやレイアウトを工夫し、文字とのバランスを考慮した紙面づくりがポイントになる。 
 
 

 



平成２１年度東京都広報コンクール　写真部門（一枚写真の部）入選作品

最優秀 区市町村名 日の出町

広報紙名・掲載号 広報日の出　平成２１年１１月１日号

意図

　日の出町の観光・農業振興の一環となる「観光いも掘り」農園のＰＲと
して掲載準備を行いました。
　撮影された写真群から、「いも掘り」の楽しさを紹介するにあたり、大
きなおいもが取れて喜ぶ子ども達の姿がとてもかわいらしく、また、その
場の臨場感を伝えるのに最良であるとのことから今回の写真が掲載される
ことになりました。

　子どもさんの写真は、個人情報や、安全・防犯面等に慎重に対応する必
要があり、今回の広報掲載に当たっても、親御さんや幼稚園(※今回の場
合)には、広報掲載用途として十分な了解と許可を取らせていただきまし
た。

審査委員コメント

●きちんと演出して撮影しているPR写真である。表情が自然で明るく楽し
く、迫力が伝わってくる。また、きちんと広報紙の紙面に掲載されること
を意識して撮っている点も良い。（高村）
●子供の笑顔がとてもかわいい。大きい芋が取れた喜びを満面の笑みで表
現しているシャッターチャンスをよく捉えた。構図も良い。山、空の遠近
感、色もよく出ている。（大石）
●土、山、空、人がうまくマッチングしており、色再現も良い。子供のい
きいきした表情をうまく捉えており、それを紙面上でもうまく活用してい
る。また、実際の写真と紙面の落差が少ない点も良い。(小林)

第一席 区市町村名 江東区

広報紙名・掲載号 こうとう区報　平成２１年５月１１日号

意図

　小学校校庭の芝生化を進めていることを区民に伝える記事のイメージ写
真として撮影。すでに芝生化を済ましていた区立八名川小学校校庭で芝の
植え替えと養生のため、２か月ほど校庭を使用できなかった子どもたち
が、今年度初めて芝生に入る日にあわせ撮影日を設定した。小学校の先生
と打ち合わせた後、広角レンズをはめたカメラを持ち芝生に寝転んで準
備。準備完了後、先生に合図を出して、子どもたちを芝生に入れてもも
らった。子どもたちが裸足になり芝生に入り駆け出すところを連写で撮
影。芝生のふかふかした感触が出したくて、レンズを芝に埋め気味にして
いる。子どもたちが、今年初めて入る芝生に自然な笑顔になったところを
逃さないよう、子どもたちの走り出しに集中して撮影した。

審査委員コメント

●芝生を待ちに待った子どもたちの喜びや芝生の肌触りが感じられ、１枚
写真として成功している。喜んでいる表情がよく撮れており、アングルか
ら写真を撮影する側の必死さも伺える。（高村）
●芝生がよく撮れている。手前の子供の嬉しそうな表情、手の表情、芝生
に足がつく瞬間の動き等がよく表現されている。周囲の子供たちも芝生を
喜んでいるのがよくわかる良い写真である。また、広報紙の企画の趣旨と
掲載された写真がきちんと合致している。（大石）
●子供の表情が良い。芝生の効果が出ている。子供が中心で安定的である
反面、作画上では迫力がそがれている面もある。芝生をテーマとして取り
上げたことはタイムリーな企画である。(小林)
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平成２１年度東京都広報コンクール　写真部門（一枚写真の部）入選作品

一枚写真の部　最優秀　広報日の出　平成２１年１１月１日号
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平成２１年度東京都広報コンクール　写真部門（一枚写真の部）入選作品

一枚写真の部　第一席　こうとう区報　平成２１年５月１１日号
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平成２１年度東京都広報コンクール　写真部門（組み写真の部）入選作品

第一席 区市町村名 千代田区

広報紙名・掲載号 広報千代田　平成２１年９月５日号

意図

■ 夏の思い出

　夏休み明けの９月５日号では「夏の思い出」という特集を組み、主に子
どもたちが参加した夏休み期間中のイベント等の様子を取り上げました。
これは、参加した子どもたちの写真や、インタビューで聞いた感想等を掲
載することで、区の広報紙に区民も参加してもらおうと企画したもので
す。
　この写真が目に留まることで、子どもたちや保護者に区のイベントへ興
味を持ってもらうきっかけをつくるだけでなく、区民が広報紙に登場する
ことで、広報紙をより身近で親しみの持てるものと感じてもらえるように
なることを意図しています。

審査委員コメント

●それぞれの写真は上等な出来。影が出ないように撮影する等、技術力も
ある。テーマにあった写真をきちんと撮れている。（高村）
●「夏休みの間にこんなことをやりました」という雰囲気がよく出てい
る。シャッターチャンスをきちんと捉えており、人物の表情が良い。構図
も問題ない。各々の写真を見ると、紙芝居の写真は、子供たちが床に座っ
て自転車の上で紙芝居をやっている高低差をうまく出している。スイカ割
りの写真は広角レンズをうまく使っており、斜め感が面白い。水場の写真
は子供の表情が良い。図書館の写真はまじめに職業体験をしている感じが
よく出ている。（大石）
●全体的に子供の表情がうまく捉えられているが、１テーマ１写真で構成
した方が、説得力が出る。スイカ割りの写真は迫力ある表現になってい
る。(小林)

第二席 区市町村名 豊島区

広報紙名・掲載号 広報としま　平成２１年１１月２５日号

意図

　昨年６月に副都心線「雑司が谷駅」が開業し、注目度が高まっている雑
司が谷の魅力を紹介するコラム。3回シリーズの第2回目として、雑司が谷
鬼子母神の御会式を特集。
　江戸時代から続く歴史があり、地元にも深く根付いている御会式。年々
参加者も増加し、盛り上がりをみせているが、区民でも知らない方はまだ
多い。御会式の成り立ちや携わっている方の声を紹介することで、貴重な
伝統行事を広くPRすることを目的としている。
　御会式のことをよく知らない読者のために、写真を多く使用すること
で、実際の御会式の様子や参加者の熱気を伝えようとした。

審査委員コメント

●様々な場面の写真を掲載しているが、掲載意図とよく合致している。
（高村）
●紙面上で大きく使っている２枚の写真は特徴が出ている。同じような写
真が多いと感じたが、人物を切抜いて使用するなど、よく使い込んでい
る。全体的によくまとめられている。（大石）
●写真に大小・強弱のメリハリをつけており、よく工夫されている。た
だ、それでも全体的に点数が多く説明的に感じられてしまう面がある。写
真表現の重複感はテーマ性を薄めてしまうので注意。(小林)

16



平成２１年度東京都広報コンクール　写真部門（組み写真の部）　入選作品

組み写真の部　第一席　広報千代田　平成２１年９月５日号
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平成２１年度東京都広報コンクール　写真部門（組み写真の部）　入選作品

（１／６） （２／６）

（３／６） （４／６）

（５／６） （６／６）

組み写真の部　第一席　広報千代田　平成２１年９月５日号
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平成２１年度東京都広報コンクール　写真部門（組み写真の部）　入選作品

組み写真の部　第二席　広報としま　平成２１年１１月２５日号
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平成２１年度東京都広報コンクール　写真部門（組み写真の部）　入選作品

（１／８） （２／８）

（３／８） （４／８）

（５／８） （６／８）

（７／８） （８／８）

組み写真の部　第二席　広報としま　平成２１年１１月２５日号
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映 像 部 門 

 



 
 
 

〈映像部門 総評〉 

22 

●関委員 

 

 それぞれの地域に特色があり大変興味深く審査させていただいた。 

映像作品としての表現の優劣の前に、扱われたテーマが持つ力の大きさを感じた。採点

の企画力の項目で評価させていただいた。墨田区の２５年目の第九コンサート、品川区の

花街文化復活、大田区のさざなみ学校、北区の一市井人の日記、足立区のミュージックラ

イン千住、江戸川区の幟まつり、八王子のチェロコンクール等。ハイビジョンにチャレン

ジした江戸川区の幟まつりはテーマ・表現共に高いクォリティーを感じた。 

大きく分けて継続的な広報ニュース形と特別な記録ドキュメンタリー形があり、前者は

制作スケジュール・予算の制約が想像され、コンクールにはやや不利と思われる。地域の

取り組みとしては非常に意味深いので今回高得点に至らなくとも十分な評価に値すること

を述べておきたい。 

テーマの妥当性、地域として制作に値するか否か、地域の活性化や魅力の掘り起こし、

ブランディングに貢献しているか。発信とその効果という観点からの検証も必要となって

くる。その制作物の伝わり方にも責任を持たなければいけない時代になってきたと思う。 

何のために制作するか。あらためて目的をはっきりさせ、コストパフォーマンスも含め

効果を最大化する。今後はそのような切磋琢磨を期待したい。 

 
 
●高橋委員 
 

今回の出品作品（番組）をみて、正直に言って例年より粒よりでレべルが高いのに驚き

ました。企画力、表現力、構成力、そして視覚的効果、共にここ３～４年で一番ではない

でしょうか。今回目立ったテーマは、地域の伝統文化の継承、とそれを受け継ぐ地域住民

の「受け継いでいきたい！」という地元愛と心意気だったと思います。どこの地元にも、

衰退していく我が地域の伝統文化を放っておけないと思っている人たちがいると思います。

今年はその人たちがコアになって大勢の人たちが立ち上がり出したのではないでしょうか。

景気のこととか経済や国民の生活が不透明な今だからこそ、こころの原点だけは見失いた

くない、という思いです。次に音楽やコンサートをとりあげたものも目立ちました。音楽

や地域のイベントを通じてみんなで一つになりたい、感動を共有したいという人たちも大

勢出てきています。そのような熱い潮流の中で、今回のような粒揃いの作品が生まれてき

たのだと考えます。是非、自信を持って来年に繋いでいって下さい。 



平成２１年度東京都広報コンクール　映像部門　入選作品

最優秀 区市町村名 墨田区

題名 ５０００人の第九～２５周年記念コンサート

時間・制作方法 １５分・委託制作

主な内容

国技館の両国復帰を祝って昭和６０年２月にスタートし、今年２５回目を迎
えた「国技館５０００人の第九コンサート」。
その四半世紀に及ぶ歴史を振り返りながら、２０回以上出場しているコン
サート参加者の想いやコンサートを企画・運営している「国技館すみだ第九
を歌う会」の会員の方々の活動の様子や想いを紹介。

制作意図

すみだの冬の風物詩である「国技館５０００人の第九コンサート」の２５年
の歴史を紹介すると共に、コンサートを企画・運営する「国技館すみだ第九
を歌う会」の会員の方々の活動の様子や想いを伝えることで、音楽都市すみ
だで毎年開催される「国技館５０００人の第九コンサート」の意味を多くの
区民の方々に再認識していただき、第九コンサートに対する理解と愛着を深
め、協力の輪を広げていくことの一助とする。

●5000人×25年の「第九コンサート」という圧倒的な素材を丁寧な取材で描
ききっている。スケール感を表現するカメラワークも多彩。参加者それぞれ
のイベントとのかかわりが感動を深め、続けることの大切さ、続けたことに
よる実りの大きさがイベントに対する更なる理解と愛着を深めている。
（関）

●音楽都市すみだの実力全開を見せ付けられた感じである。第２５回を数え
る「国技館５０００人の第九コンサート」、歌と演奏の迫力は勿論、企画運
営側の汗が画面から伝わってくる。練習風景の緊張感良し、美しい映像と編
集のリズム良し、指揮のベーンゲの鬼気迫る表情良し、客と一体になった人
間賛歌に魅せられた。（高橋）

審査委員コメント
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平成２１年度東京都広報コンクール　映像部門　入選作品

第一席 区市町村名 大田区

題名 子どもたちの生きる力を育む　大田区立館山さざなみ学校

時間・制作方法 ２１分２５秒・委託制作

主な内容

●館山紹介：館山の風景、学校の外観・沿革・ねらいについて紹介
●一日の生活：起床から就寝まで学校での授業風景・寄宿舎での生活を紹
介。
●自立活動：健康回復のための自立活動(18キロウオーキング、海水浴、ハイ
キング、持久走)の様子を紹介。
●寄宿舎の行事：秋の収穫祭、砂山遊び、味噌作り、親子ふれあい行事等、
楽しい行事の数々を紹介。

制作意図

健康回復のために設立された館山さざなみ学校で、子どもたちがどのように
過ごしているか具体的に映像で紹介し、入学する児童を募集するために制作
したものである。
館山という自然環境に恵まれた土地、少人数でのきめ細かい授業風景、健康
づくりのためのさまざまな自立活動、寄宿舎での共同生活の様子を、児童や
保護者、校長の肉声を交えて紹介することにより、学校に対する信頼と期
待、安心感を、入学を検討している児童、保護者に与えることができると考
えて制作した。

●大田区が昭和58年から続けているユニークな取り組み、小学生の肥満や喘
息、偏食、虚弱体質の改善を目的に寄宿舎付の特別支援学校「館山さざなみ
学校」の紹介映像。子供たちの生き生きした表情・肉声と女性ナレーション
がテンポ良く悩みを抱える親子に入学を促す効果は大きい。（関）

●入学児童募集用につくられた作品。喘息などのこどもたちの治療を兼ねた
教育を温暖の地千葉県館山で行うというもので、自然の中での寄宿舎生活を
通じて子供たちが回復してゆく様子が描かれている。四季を通した丁寧な年
間取材も効果をあげており、ありがちなモデルを設定した個人々のケースに
偏らず仕上げた取材力は見事である。（高橋）

審査委員コメント
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平成２１年度東京都広報コンクール　映像部門　入選作品

第二席 区市町村名 江戸川区

題名 平成21年度特別番組
つなぐ　江戸川区無形文化財　篠崎浅間神社幟まつり

時間・制作方法 約２７分・委託制作

主な内容

　区内の篠崎浅間神社で２年に１度開催される奇祭「幟まつり」。多くの伝
統行事と同様、若手の不足によって継承が途切れてしまうおそれが課題と
なっていた。
　このため、未来へまつりをつなごうと、担い手たちは新たな試みを繰り繰
り出すため奮闘する。
　最大の懸案は、長い間続いたしきたりを敢えて破り、まつりの開催日その
ものを変更しようとしたこと。
　様々な試みは実を結ぶのか、地域の担い手たちの取組みを追う。

制作意図

　幟祭りは、重さ１トンといわれる大幟を人力で10本立てる勇壮なおまつり
です。制作時に調査した限りでは、全国でも同例は見当たらない奇祭であ
り、それが故に地域の誇りとして大切にされています。
　番組では、そのまつりを未来へ残そうとする担い手の皆さんの思いを描き
出すこと、区の文化財でもあることから、まつりそのものの記録となるこ
と、勇壮なまつりの迫力を伝えることを主眼に制作しました。
　また、記録の意義を高めるため、全編ハイビジョン制作としました。
　なお、当区は聴覚障害者の方のため字幕を全番組に入れています。

●区内随一の奇祭「幟まつり」の継承のための新たな試みと、勇壮な祭りの
迫力を記録した力作。全編ハイビジョンの効果は確かにある。幟上げの仕組
みのCG、男性・女性のナレーション分担など、丁寧でわかりやすく、格調高
い仕上がりとなっている。継承のための努力の大切さが伝わる。（関）

●幟が上がっていくスケール感たっぷりの冒頭の場面から引き込まれる。ハ
イポジを含めたきめ細かいカメラワークでＨＤ映像が活かされている。ここ
でも地域としての伝統の継承がテーマだ。勇壮な巨大幟さおを立てる祭りだ
が、それを支えていくのは「地元への愛」しかない。ナレーションがやや生
硬だが、映像、ＣＧ，音声共に秀逸である。（高橋）

審査委員コメント
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平成２１年度東京都広報コンクール　映像部門　入選作品

第二席 区市町村名 八王子市

題名
市民の広場

「第２回ガスパール・カサド国際チェロ・コンクールin八王子
～いよいよ始まる」

時間・制作方法 ２４分・委託制作

主な内容

　「若手演奏者の登竜門」として世界中の音楽家から注目を集めていた「ガ
スパール・カサド国際チェロ・コンクール」。1990年の開催を最後に中断し
ていたが、2006年に本市で「第1回ガスパール・カサド国際チェロ・コンクー
ルin八王子」として復活した。開催するまでの経過や第2回開催に向けての取
り組みなどを紹介し、あわせて11月27日から12月6日まで開催される第2回コ
ンクールの日程などをお知らせする。

制作意図

　世界的なコンクールである「ガスパール・カサド国際チェロ・コンクー
ル」を2006年に八王子で復活させ、今年は第2回が開催する。コンクール復活
の夢を実現させるために立ち上がった市民の皆さんの活躍を紹介するととも
に、コンクールの周知を図る。

●第一回国際チェロコンクールを八王子で開催するまでの困難ないきさつと
成功、３年ぶりに行われる今回第二回に向けての取り組みを丁寧に取材、わ
かりやすく伝えている。八王子の新たな顔作り、都市のブランディングのヒ
ントがある。第二回の動員の目的をよく果たしている。（関）

●八王子市では、中断されていたガスパール・カサド国際チェロ・コンクー
ルが、昨年第２回目ということで復活した。準備の実行委の奮戦ぶりを伝え
ると共に、家庭や学校への出前コンサートの模様など、市民との距離も近
く、大音楽イベントを自分たちの手で盛り上げようという取り組みと熱意が
伝わってきた。映像、音声共に的確で見易い。（高橋）

審査委員コメント
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