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「第８回 残しておきたい“ふるさと北播磨”写真コンテスト」入賞作品決定について 

 
 

 このたび、「第８回 残しておきたい“ふるさと北播磨”写真コンテスト」の入賞作
品が決まりました。 

入賞作品はイオン加西北条や、やしろショッピングパークＢｉｏにて展示し、ふる
さと「北播磨」の普及啓発に役立てることとします。 

なお、入賞者の表彰式については、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大や、ま
ん延防止等重点措置の対象地域に指定されたことを受け、控えさせていただきます。 
 
 

記 
 
 
１ 入賞作品（別添 入賞作品一覧のとおり） 
 
  入賞者には、賞状と副賞が贈られます。 

一般部門 中・高生部門 
最優秀賞 （１点） ３万円分の図書カード 最優秀賞 （１点） １万円分の図書カード 

優 秀 賞 （３点） １万円分の図書カード 優 秀 賞 （３点） ５千円分の図書カード 

特 別 賞（１０点） ５千円分の図書カード 佳  作（１０点） ２千円分の図書カード 

佳 作（１０点） ５千円分の図書カード  

 
２ 作品展 
 

日   程 場     所 

 
令和４年２月２１日（月）ＰＭ～ 

令和４年２月２８日（月）ＡＭ 
   

イオン加西北条ショッピングセンター 
《1 階 サルビアコート》 

〒675-2312 加西市北条町北条 308-1 

ＴＥＬ（0790）45－3700 

 

令和４年３月８日（火）ＰＭ～ 
令和４年３月１５日（火）ＡＭ  

やしろショッピングセンターＢｉｏ 

《1 階 情報プラザ（1階大型テレビ前・北側）》 
〒675-2312 加東市社 1126-1 

ＴＥＬ（0795）42－6401 

 
 
 

記 者 発 表 （発 表・資 料 配 布） 
月日（曜日） 事務所名 ＴＥＬ 広報担当者名 その他発表先 

２／８  
（火） 

北播磨県民局 
県 民 交 流 室 
県 民 ・ 商 工 観 光 課 

直通番号 
0795-42-9350 

県民交流室長 
城下 隆広 

室長補佐兼県民・商工観光 
課長 

三木 盛年 

― 
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３ 応募作品数   一般部門  ６２名  １６３作品 
        中・高生部門 １０７名  １６９作品 
          応募総数 １６９名  ３３２作品 
 
４ 募集期間  令和３年５月１０日（月）～令和３年１２月３日（金） 
 

５ 審査員 

 
 

 
 
 
 

 

  

 
＜その他＞ 

・北播磨県民局ホームページに掲載。 

氏  名 職 業・役 職 
廣岡 徹 兵庫教育大学大学院 元教授 

兵庫県生きがい創造協会 生涯学習アドバイザー 
藤家 武 神戸新聞社編集局映像写真部 次長 

上田 賢一 兵庫県北播磨県民局長 



第８回 残しておきたい“ふるさと北播磨”写真コンテスト 応募数集計

一般 【参考】 R4.2.9 現在
撮影場所 作品数 昨年度の応募数 応募者数
⻄脇市 22 15 6
三木市 36 31 5
小野市 26 27 3
加⻄市 36 49 9
加東市 26 28 4
多可町 17 18 1
合計 163 168 28

8
4

10代 1 2
30代 5 5
40代 7 2
50代 5 3
60代 9 1
70代 31 2
80代 4 1
合計 62 4

Ｒ３ Ｒ２ 32
応募者数 62 57 2
作品数 163 168 2

62

中・高校生 学年別
撮影場所 作品数 高校 応募者数 高校 応募者数
⻄脇市 9 ⻄脇高校 14 ３年 1
三木市 100 ⻄脇北高校 1 ２年 19
小野市 26 三木高校 19 １年 83
加⻄市 7 三木北高校 68 高校 計 103
加東市 15 加古川東高校 1
多可町 10 高校 計 103

稲美町・加古川 2 中学校 応募者数
合計 169 中学校 応募者数 1年 1

緑が丘中学校 1 2年 1
Ｒ３ 北条中学校 1 3年 2

応募者数 107 加美中学校 1 中学校 計 4
作品数 169 八千代中学校 1

中学校 計 4 合計 107

※うち対象外（期間外・管外）8名

※R2応募者数 185

       作品数  251

芦屋市

応募者年代
高砂市

加古川市
丹波市
明石市

福知山市
県外 計

合計

神崎郡
たつの市
加古郡

応募者住所
⻄脇市
三木市
小野市
加⻄市

県内（北播磨以外） 計

加東市
多可町

北播磨 計
神⼾市
姫路市



第８回 残しておきたい“ふるさと北播磨”写真コンテスト 入賞作品一覧
作品NO. 賞 作品名 コメント 氏名 ふりがな

小野１ 最優秀賞 ⻘いじゅうたん 小さな可憐な花ネモフィラがブルーの絨毯を敷
きつめたようで爽やかな気持ちになります。

小野市 ひまわりの丘公園 鳥居 竹夫 とりい たけお

加西３４ 優秀賞
白のソーシャル
ディスタンス

サギもコロナを気にしてるのか、見事なまでの
ソーシャルディスタンス。こんなにきれいに並
んでるのは初めて見ました。

加⻄市 大池 齋藤 倫政 さいとう のりまさ

三木２４ 優秀賞
シャボン玉にも
秋

散歩をするために三木山森林公園へ行くことが
あります。紅葉には少し早いかと思いましたが
木々は美しく色づいていました。イベント広場
の木の下では子供達が大きなシャボン玉を飛ば
して遊んでいました。

三木市 三木山森林公園 鵜渡 源一郎 うど げんいちろう

加西１３ 優秀賞
バルーンと花火
の競演

バーナーの炎で美しく光る気球のイルミネー
ションと、花火が夜空を彩ります。

加⻄市
鶉野飛行場跡 （ハッピーバ
ルーンクリスマス） 明野 敏行 あけの としゆき

1 加東２４ 特別賞 朝焼けの滝
私が子どもの頃は観光地として多くの人々で賑
わっていました。でも今は人影も少なくひっそ
りとしていますが、滝の流れは今も昔も変わり
ません。

加東市 闘⻯灘 森本 義隆 もりもと よしたか

2 西脇１９ 特別賞 赤い絨毯 沿道の小さな神社です。巨大な樹木も見所で、
秋には彼岸花で染まります。

⻄脇市 大歳神社 徳岡 千津子 とくおか ちづこ

3 多可１４ 特別賞
楮の熱々蒸気の
中

⻑い間、川さらしと⽪むきでしたけども、今回
ちょうど蒸上がりを皆様は熱々なのに平気で楮
の枝をはぎとっている。初めての蒸気の中での
写真撮影はおどろいています。前が見えない。

多可町 鳥羽 杉原紙研究所 荒木 孝允 あらき たかよし

4 小野２５ 特別賞 空を見上げて

小野市の有名スポットになっている広大なひま
わり畑。ここの夕景とのコラボはほんとうに綺
麗で毎日の空模様が楽しみのひとつ。この日は
空に羽を広げた様な雲が出てきて訪ずれた人達
の歓喜の声を耳にシャッターを切りました。

小野市 小野市立ひまわりの丘公園 林 雅美 はやし まさみ

5 小野８ 特別賞 難行苦行 恐怖の山も毎年登っていると楽しくなります。 小野市 小野アルプス紅山 堀内 千鳥 ほりうち ちどり

6 加東１０ 特別賞 とうさんの桃園
主人が、元気にがんばっています。７６歳にな
りました。いつまで作れるか？今年もピンクの
かわいい花をみることができました。感謝で
いっぱいです・・・・・

加東市 伊藤 ふさ代 いとう ふさよ

7 加東２０ 特別賞 颯爽
強い日差しの中、高く水煙を巻き上げ、広い水
面を颯爽と疾走する姿は、大切にしたいもので
す。

加東市 國廣 篤 くにひろ あつし

8 加西２１ 特別賞 旅立ち

地元の友達3人。翌日30日に2人は社会人になる
為に都会へ引っ越しします。⻑い間お世話に
なった北条鉄道の写真を記録し、見えなくなる
まで「ありがとう」と手を振っていた姿が印象
的でした。

加⻄市 北条鉄道 田原駅 福田 雄一郎 ふくだ ゆういちろう

9 多可１５ 特別賞 境内に咲く 道の駅、横の⻘玉神社境内には、ミツマタが、
群生しています。

多可町 ⻘玉神社 橋本 利一 はしもと としかず

撮影場所



10 三木２ 特別賞
夕焼けを突き進
む

真っ赤な夕焼けの中を突き進む神⼾電鉄。 三木市 上津橋 小山 正弘 こやま まさひろ

11 加西１８ 佳作 小さな妖精
加⻄市の網引湿原には、希少な植物や日本で一
番小さいハッチョウトンボが生息しています。
いつまでも残していきたい自然ゆたかな湿原で
す。

加⻄市 網引湿原 高橋 三吉 たかはし みよし

12 加西１２ 佳作
北播磨にコウノ
トリ

兵庫県下では、ため池のある場所でコウノトリ
の飛来をよく見かけるようになりました。播磨
農校のある加⻄市も繁殖に適しているのかと思
います。

加⻄市 県立播磨農校周辺 松本 高年 まつもと たかとし

13 西脇１８ 佳作
夕暮れのおさん
ぽ

おだやかな天候が続いたおかげで、あまり落葉
しなかったメタセコイヤ！１２月になった夕方
４時過ぎの⻄陽が赤く染まる、おだやかな時を
楽しむ親子連れをほほえましく感じた光景で
す。

⻄脇市 日本へそ公園 ⿊﨑 隆志 くろさき たかし

14 三木２８ 佳作 放たれた矢

コロナ禍でも五穀豊穣を祈願して行われた御弓
神事。射手の手から矢が放たれた瞬間をとらえ
た。的の真中を射抜くと豊作とされ、邪道が打
ち払われるという。残念ながら福餅まきは中
止。破邪顕正の世の中を願っている。

三木市 御坂神社（御弓神事） 石原 修 いしはら おさむ

15 西脇１３ 佳作 木漏れ陽の参道
５月の終わり、参道は初夏の木漏れ陽に溢れて
いました。陰陽の文様が織りなすシルエットに
神宿る様でした。

⻄脇市 ⿊田庄町⿊田瀧尾神社 藤井 建 ふじい たつる

16 西脇１６ 佳作 思い出の椅子

元⻄脇市⺠会館大ホールにて。小さい子供時代
から慣れ親しんできたこのホールの椅子で音楽
や式典など思い出させてくれる椅子も会館閉鎖
により座る事も触る事も出来なくなり写真の姿
だけでも残せられたらなと思い撮影しました。

⻄脇市 ⻄脇市⺠会館 木下 啓成 きのした ひろあき

17 三木２２ 佳作 初夏の休日
三木山森林公園は森の中央に大きな原っぱとハ
スの咲く池などがあり、散策や⾍取りなど市⺠
の憩いの場として利用されています。

三木市 三木山森林公園 渡邊 俊幸 わたなべ としゆき

18 多可２ 佳作 遺産継承
杉の大樹にかこまれて、伝統の社の修復作業中
でした。千年杉やイチョウの大樹もあるこの社
のすべての遺産がいつまでも残されますよう
に！

多可町 ⻘玉神社 久保田 修 くぼた おさむ

19 三木２７ 佳作
もみじのお寺に
導かれ

三木市志染町の大谷山伽耶院へ写真を撮りに行
きました。帰ろうと思って仁天堂に来たとき
に、もみじが斜光で映えて美しかったので、ぜ
ひ写してみたいと思って撮りました。

三木市 大谷山伽耶院 田中 康祐 たなか こうすけ

20 三木１４ 佳作 人形塚供養塔
今年はコロナの中で参加者（持ち込み）人形も
少なかったです。授かるのを祈り千体地蔵を人
休家にもちかえって授かると新しい地蔵様を
作っておかえしする。

三木市 志染町 千体地蔵（人形供養） 荒木 恵子 あらき けいこ



【一般部門】 
【最優秀賞】 

 

『青いじゅうたん』 
小野市：ひまわりの丘公園 

鳥居 竹夫  
【優秀賞】 【優秀賞】 

  

『白のソーシャルディスタンス』 
加西市：大池 
齋藤 倫政 

『シャボン玉にも秋』 
三木市：三木山森林公園 

鵜渡 源一郎 
 

【優秀賞】 

 
『バルーンと花火の競演』 

加西市：鶉野飛行場跡（ハッピーバルーンクリスマス） 

明野 敏行 
 



【一般部門】 
【特別賞】 【特別賞】 

 

 

『朝焼けの滝』 
加東市：闘竜灘 

森本 義隆 

『赤い絨毯』 
西脇市：大歳神社 

徳岡 千津子 
 

【特別賞】 【特別賞】 

 
 

『楮
こうぞ

の熱々蒸気の中』 
多可町：鳥羽 杉原紙研究所 

荒木 孝允 

『空を見上げて』 
小野市：小野市立ひまわりの丘公園 

林 雅美 
 

【特別賞】 【特別賞】 

  
『難行苦行』 

小野市：小野アルプス紅山 
堀内 千鳥 

『とうさんの桃園』 
加東市 

伊藤 ふさ代 



【一般部門】 
【特別賞】 【特別賞】 

  

『颯爽』 
加東市 
國廣 篤 

『旅立ち』 
加西市：北条鉄道 田原駅 

福田 雄一郎 
 

【特別賞】 【特別賞】 

  
『境内に咲く』 
多可町：青玉神社 

橋本 利一 

『夕焼けを突き進む』 
三木市：上津橋 

小山 正弘 
 



【一般部門】 

【佳 作】 【佳 作】 

  
『小さな妖精』 
加西市：網引湿原 

高橋 三吉 

『北播磨にコウノトリ』 
加西市：県立播磨農校周辺 

松本 高年 
 

【佳 作】 【佳 作】 

  

『夕暮れのおさんぽ』 
西脇市：日本へそ公園 

黒﨑 隆志 

『放たれた矢』 
三木市：御坂神社（御弓行事） 

石原 修 
 

【佳 作】 【佳 作】 

  

『木漏れ陽の参道』 
西脇市：黒田庄町黒田瀧尾神社 

藤井 建 

『思い出の椅子』 
西脇市：西脇市民会館 

木下 啓成 
 



【一般部門】 
【佳 作】 【佳 作】 

  
『初夏の休日』 

三木市：三木山森林公園 
渡邊 俊幸 

『遺産継承』 
多可町：青玉神社 

久保田 修 
 

【佳 作】 【佳 作】 

 
 

『もみじのお寺に導かれ』 
三木市：大谷山伽耶院 

田中 康祐 

『人形塚供養塔』 
三木市：志染町 千体地蔵（人形供養） 

荒木 恵子 
 
 



賞 作品名 コメント 撮影市町 撮影場所 氏名 ふりがな 学校名

最優秀賞 最後の思ひ出
コロナで制限を受ける中、全力で楽しんだ先輩たちの姿。
当たり前に感謝する事を思い出すため、残して行きたい。

西脇市
西脇高校体
育祭

寺田　彩華 てらだ　あやか 西脇高等学校

優秀賞 ようこそ小野へ！
私は小野市に住んでいるので、この写真を見て、小野市
に行きたいと感じるように、「エモい」画風で撮りました。コ
ロナが治まったらぜひ、小野市に来てください！

小野市 175号線 森井　凜 もりい　りん 三木高等学校

優秀賞 棚田
棚田は有名ですが、もっとたくさんの方に知っていただき
たいです。

多可町 岩座神 谷尾　心優 やつお　みう 加美中学校

優秀賞 あの日の夕焼け 駅の横の歩道橋を歩いている時夕焼けが綺麗だった。 加東市 滝野駅 永田　愛織 ながた　きづな 西脇高等学校

佳作 気分も晴れ晴れ
無人駅でこんなに景色が良い所は中々ないし綺麗な緑も
あり心が落ち着いたから

加西市 加西市 三崎　蓮 みさき　れん 三木北高等学校

佳作 綺麗やなーーー きれいきれいきれい 三木市 下校途中 武野 遥音 たけの はると 三木北高等学校

佳作 太陽光パネル 三木市志染町の下通池です。 三木市
三木市志染
町広野

山岸 のどか やまぎし のどか 三木北高等学校

佳作
コスモスとさくら街
道

小野市はひまわりが有名な花ですが、自分のいる住永町
にはコスモスが毎年沢山さいているところがあり桜もある
のできれいで残したいとおもいました。

小野市 コスモス畑 岡田　大誠
おかだ　たいせ

い
三木北高等学校

佳作 過去からお届け
今は見かけない古いポストが、景色となじんでいて素晴ら
しかった。

加東市
加東市播州
清水寺

西山　晃生
にしやま　こうせ

い
緑が丘中学校

佳作 三木山 野球場や陸上競技場や体育館などがある場所です 三木市
三木山総合
公園

丸澤　結太 まるさわ　ゆうた 三木北高等学校

佳作 カントリーロード
私がいつも登下校する際に見る景色を撮影しました。どこ
か懐かしく、果てしなく続く道に引き込まれそうになります。

小野市
学校へ行く途
中の道

山田　乃羽 やまだ　のわ 西脇高等学校

佳作 順番待ち

ひまわりを見る機会が少なくなり久しぶりに出かけてひま
わりを取りに行った時に撮れました。家の田んぼには昔は
蝶が飛んでいましたが最近見かけなくなってきているので
残しておきたいと思いました

小野市
ひまわりの丘
公園

胡 就也 したぐい しゅうや 西脇高等学校

佳作 アオハル
友達との楽しい放課後の様子をカメラで撮ってもらいまし
た。これぞ青春！

三木市 三木市 内藤　美波 ないとう　みなみ 三木高等学校

佳作 瞳に写る世界
きれいな風景が瞳に写ってよりきれいだなと感じました。こ
の瞳に写る世界も見て楽しんでほしいです。

三木市
三木市細川
町

向山　和奏
むこやま　わか

な
三木高等学校

第８回　残しておきたい“ふるさと北播磨”写真コンテスト　入賞作品一覧　（中・高生部門）



【中・高生部門】 
【最優秀賞】 

 
『最後の思ひ出』 
西脇市：西脇高校体育祭 

寺田 彩華  
【優秀賞】 【優秀賞】 

 

 
『ようこそ小野へ！』 

小野市：１７５号線 
森井 凜 

『棚田』 
多可町：岩座神 

谷尾 心優 
 

【優秀賞】 

 
『あの日の夕焼け』 

加東市：滝野駅 
永田 愛織 



【中・高生部門】 
【佳 作】 【佳 作】 

  
『気分も晴れ晴れ』 

加西市 
三崎 蓮 

『綺麗やなーーー』 
三木市：下校途中 

武野 遥音 
 

【佳 作】 【佳 作】 

 
 

『太陽光パネル』 
三木市：三木市志染町広野 

山岸 のどか 

『コスモスとさくら街道』 
小野市：コスモス畑 

岡田 大誠 
 

【佳 作】 

 
『過去からお届け』 
加東市：播州清水寺 

西山 晃生 



【中・高生部門】 
【佳 作】 【佳 作】 

 
 

『三木山』 
三木市：三木山総合公園 

丸澤 結太 

『カントリーロード』 
小野市：学校へ行く途中の道 

山田 乃羽 
 

【佳 作】 【佳 作】 

 
 

『順番待ち』 
小野市：ひまわりの丘公園 

胡 就也 

『アオハル』 
三木市 

内藤 美波 
 

【佳 作】 

 
『瞳に写る世界』 
三木市：三木市細川町 

向山 和奏 


