
令和4年7⽉19⽇

【応募期間】

【応募要件】

【表彰式】

【展覧会】

【お問い合わせ先】福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室
(担当)横⾕、有村
(TEL) 092-711-4394（内線2810） (FAX) 092-733-5590
(e-mail) toshikeikan.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

令和5年1⽉中旬〜2⽉上旬　開催予定

①公式サイトから応募

②インスタグラムから応募【応募⽅法】

令和5年1⽉22⽇（⽇）開催予定    

【応募部⾨】
・⼀般部⾨（中学⽣以上）

・キッズ部⾨（⼩学⽣以下）

　福岡市都市景観賞の受賞作品が写っていること

③プリントによる、郵送または持参での応募

【⼊賞】

・優秀賞（各部⾨4点）　　　トロフィー（キッズはメダル）とクオカード（5,000円）

・⼊選（各部⾨8点） クオカード（3,000円）

・市⺠賞（各部⾨1点）　　　トロフィー（キッズはメダル）とクオカード（3,000円）

市政記者クラブ各位

住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室

福岡市都市景観賞「第9回まちなみ写真コンテスト」
7⽉20⽇（⽔）より作品募集を開始します︕

福岡のまちも、ひとも、トットコ（撮っとこ）︕
　　　 あなたの素敵な視点で切り取った写真をお待ちしています。
　 福岡市では、市⺠や事業者の⽅の都市景観に対する意識を⾼め、質の⾼い都市景観形成へとつなげてい
くために、魅⼒的なまちなみや建築物などを表彰する「福岡市都市景観賞」を実施しています。
　今年度は、都市景観賞を紹介する取組みとして、これまで都市景観賞を受賞した作品を被写体とした「まち
なみ写真コンテスト」を実施します。より多くの⽅々にご応募いただきたいと考えておりますので、広報についてご
協⼒をお願いします。

　令和4年7⽉20⽇（⽔）　〜　　8⽉31⽇（⽔）　※当⽇消印有効



第8回 一般部門入選作品「父と子の夏休み」

福岡市には都市景観賞を受賞した

建物やまちなみなどが200点以上あります。

この都市景観賞受賞作品が写った

写真を募集します。

あなたの素敵な視点で切り取った

景観をお待ちしています。
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応募要件
応募部門
入　　賞

福岡市都市景観賞の受賞作品が写っていること
一般部門（中学生以上）／キッズ部門（小学生以下）
●優秀賞（各部門4点）…トロフィー（キッズはメダル）と

クオカード 5,000円分
●入   選（各部門8点）…クオカード 3,000円分
●市民賞（各部門1点）…トロフィー（キッズはメダル）と

クオカード 3,000円分
※「市民賞」は、選考委員で選定された候補作品をインターネットに掲載し、市民投票により決定いたします。

応募期間 2022.7.20 ＞＞8.31
当日消印有効
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Fukuoka urban beautification award
the 9th photographs contest福岡市都市景観賞

第9回    まちなみ
写真コンテスト

都市景観賞は令和5年度に
記念すべき第30回目を迎えます

福岡市都市景観賞
 FUKUOKA URBAN BEAUTIFICATION AWARD

まちなみ
写真コンテスト
特設サイト



福岡市都市景観賞の
受賞作品が写っていること

小学生以下

第9回
まちなみ

コンテスト
第9回 まちなみ写真コンテストの

キッズ部門では、小学生以下のみなさんの
作品を募集しています！

応募要件

対象年齢

▼ 応募方法
写真の撮

影は

スマホの
カメラで

もOK!

ご応募お
待ちして

います！

都市景観賞は令和5年度に
記念すべき第30回目を迎えます

福岡市都市景観賞
 FUKUOKA URBAN BEAUTIFICATION AWARD

第8回 入選作品
「空に向かってうかぶ人」

第8回 市民賞・入選作品
「ぐるぐるぐる」

第8回 入選作品
「屋根の太鼓」

● 優秀賞（4点） ● 入選（8点） ● 市民賞（1点）

QUOcardQUOcardQUOcardQUOcard

メダル と クオカード クオカード（3,000円分）
（5,000円分）

QUOcardQUOcard

メダル と クオカード 
（3,000円分）

入 賞

2022年 20

キッズ
部門

作品募
集！

応募期間 7
水 318
～ 水

撮影したい景観を
「福岡市都市景観賞」
受賞作品から選ぶ

カメラやスマホで
撮影に行く

ステップ ❶ ステップ ❷ ステップ ❸ （詳しくは裏面へ）

福岡市都市景観賞公式サイト
「トットコ」特設ページから応募

応募票を写真の裏側にテープで貼付し、
応募先へ郵送か持参ください

＃第9回まちなみ写真コンテスト
をつけて投稿

公式サイト「トットコ」
▼

▼

 公式サイトから応募

インスタグラムから応募 ▼

プリントして応募 ▼

※公式アカウント「福岡市都市景観賞」より
DMをお送りする場合がございます。　

一般部
門もあ

るよ！



●応募要件
福岡市都市景観賞を受賞した景観が写っていること
（これまでの福岡市都市景観賞受賞作品は公式サイト「トットコ」をご覧ください）
●どなたでも応募可
●1人2点まで応募可
●撮影者と応募者は同一人物であること
●写真の撮影年月は2019年9月以降であること
●単写真のみ（組み写真は不可）
●他のコンテストに応募中の作品、応募予定の作品、または過去に入賞したこ
とのある作品は応募不可
●選考に進んだ場合、画像データの提供依頼をすることがあるので10月末までは
画像データを保存すること

●応募部門

一般部門（中学生以上）／  キッズ部門（小学生以下）

●表彰
令和5年1月に表彰式・展覧会を開催予定です。また受賞作品については、
公式サイト「トットコ」・公式インスタグラムに掲載します。

●応募方法

●応募サイズ

●お問合せ・応募先
福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室（福岡市役所4階）
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
TEL：092-711-4589　FAX：092-733-5590

【郵送の場合】
封筒の表には「第9回まちなみ写真コンテスト応募作品」と朱書き、裏には住所
氏名をご記入ください。

【持参の場合】
応募期間中の平日の9時30分から17時00分までに都市景観室に提出してく
ださい。

- 注意事項 -
●応募作品は返却しません。
●応募作品については、通常の画像処理は構いませんが、合成写真は不可とします。
●応募作品はつぎのような画像にあたると当方が判断した場合は、通知等は行わずに応募作品か
ら削除します。
・公序良俗に反し、また反するおそれのあるもの。
・第三者の著作権その他の権利を侵害するもの。
・第三者を誹謗中傷し、プライバシーを侵害するもの。または、そのおそれのあるもの。
・本募集の適切な運営を妨げるもの。または、そのおそれのあるもの。
・本募集の主旨に合わないと当方が判断したもの。
●応募作品について、第三者の承諾等が必要となる場合には、応募者の責任にて当該承諾を得
た上でその応募を行って下さい。特に、人物が写った写真については、肖像権の侵害とならない
よう、十分に気を付けて下さい。
●万一、応募作品について、第三者との間に紛争等が生じた場合には、応募者自身がその責任に
て当該紛争等を解決して下さい。
●応募作品写真の使用権は当方に帰属し、広報等に無償で使用させていただきます。
●入賞作品については、広報等に利用するため、画像データの提供を受けることとします。応募後
は10月末まで画像データを保存ください。提供がない場合は、入賞を取り消す場合があります。
●入賞作品を広報等に利用する上で、当方の判断でトリミングすることがあります。
●入賞作品についてのみ、通知を行います。
●個人情報は、適正な管理のもと「まちなみ写真コンテスト」の連絡に使用させていただきます。

応募要項

六切（203㎜×254㎜）から
四切（254㎜×305㎜）まで3 プリント

https://tottoko.city.fukuoka.lg.jp
福岡市都市景観賞公式サイト「トットコ」はこちら

福岡市都市景観賞 第9回まちなみ写真コンテスト応募票

応募部門

作品タイトル

コメント

撮影した
都市景観賞の
作品名

一般部門（中学生以上）　　・　　キッズ部門（小学生以下）

ふりがな

氏　名

ふりがな

どちらかに○を
つけてください。

撮影年月 　年 月 撮影（※2019年9月以降）

住　所
（区までで可） 福岡市内（ 区）　　・　　福岡市外　

一般部門（　　 十代・答えたくない）　　　キッズ部門（　 　年生・未就学児）

どちらかに○を
つけてください。

年　代

電話番号または
メールアドレス

※個人情報は、適正な管理のもと「まちなみ写真コンテスト」の連絡に使用させていただきます。

＊記入必須項目

連絡先

福岡市都市景観賞

第9回 まちなみ写真コンテスト

画像データは、1作品につき8MB以下、
JPEG形式
（画像データは、1,280ピクセル以上のサイズを推奨）
※応募フォームより2作品応募される場合は、1作品
ごとに応募してください。

1 公式サイト
　「トットコ」

サイズに指定は特にありません。
※2作品同時に応募投稿も可能です。2 インスタグラム

1 公式サイト「トットコ」
応募フォームからご応募ください。
https://tottoko.city.fukuoka.lg.jp/machinami/form/

2 インスタグラム
①自身のアカウントを公開する
②公式インスタグラムアカウント「福岡市都市景観賞」
@fukuokashi_toshikeikansyouをフォローする

③投稿する
  ［投稿内容］
＃第9回まちなみ写真コンテスト
撮影した都市景観賞の作品名／部門／作品タイトル／撮影年月

※公式アカウント「福岡市都市景観賞」よりDMをお送りする場合がございます。

必須

必須

3 プリント
右下の応募票を写真の裏側にテープで貼付し、応募先へ郵送か持参ください。
（ノリ付けは不可）
応募票は公式サイト「トットコ」からもプリント可。


