「ドヤ顔」松田 裕次

「石鎚山とアケボノツツジ」上野 登志

日本各地の森の魅力を伝える写真を募集します︒

「風花」小笠原 正典

高城山国有林からの景観「ブナの樹氷」地下足袋王子

「オニグルミ収穫」佐々木 平二

「刻を流す」源頭

募集部門
① 景観部門：森の絶景・森から見える眺望など、森の風景を撮影したもの
② 生命部門：森で育まれる生物（昆虫・動植物）の生命・営みをテーマ
に撮影したもの
③ 生活部門：森での体験・活動や森から産出された木材等を活用した風
景をテーマに撮影したもの
募集期間
令和元年６月３日
（月）〜 令和元年10月７日
（月）
（当日消印有効）
応募資格・方法
●どなたでも応募できます。

審査方法
審査会（令和元年11月下旬開催予定）において、決定します。
審査員：米 美知子氏（写真家）
、福田 幸広氏（写真家）
牧元 幸司（林野庁長官）
、実行委員会、協賛企業代表者、
各森林管理局長
表彰
●林野庁長官賞（１点）
●協賛企業特別賞（１点以上）
●審査員賞（１点以上）

●審査員特別賞（１点）
●部門優秀賞（３点以上）
●森林管理局長賞（７点）

審査結果等
審査結果は、表彰式において発表します。
（入賞者には、事前に直接、内
定の御連絡をいたします。
）また、表彰式以降、林野庁HPでも公表します。

送り先

●お一人につき１部門１点、合計３点まで応募できます。組写真、加工・
編集された画像のものは、不可とします。
表彰式
（サイズ：キャビネ・２Lサイズ 日 時：令和２年２月（開催予定）
●プリントでの応募のみとします。
（上位入賞者には、別途、開催日時
（127㎜×178㎜）からワイド四つ切サイズ（254㎜×366㎜）までの
を通知します。
）
大きさ（B５六つ切、A４、四つ切を含む）
）
場 所：株式会社内田洋行 新川本社（ユビキタス共創広場CANVAS）
●カラー、モノクロいずれも応募可能です。
備 考：上位入賞者には、表彰式への参加を御案内します。
これ以外の入賞者については賞状及び副賞を郵送します。
●応募作品の返却はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
●写真の撮影時期は、
平成28年（2016年）１月１日以降のものとします。
〒100−8952 東京都千代田区霞が関１−２−１
●未発表で、かつ、応募者が一切の著作権を有しているオリジナル作
林野庁「わたしの美しの森 フォトコンテスト」係
品に限ります。
※ 郵送・宅配便にてお送りください。直接のお持ち込みはお断り申し上げます。

このほか詳細は、裏面をご覧ください。

主 催 者：わたしの美しの森
一般社団法人

フォトコンテスト実行委員会

実行委員会：全国森林レクリエーション協会
全国山村振興連盟

一般社団法人

全国林業改良普及協会

特 別 協 賛：キヤノンマーケティングジャパン株式会社
協賛・協力企業：
味の素株式会社

一般財団法人

日本森林林業振興会

一般社団法人

一般社団法人

全国木材組合連合会 日本治山治水協会

応募細則

⑵ 作品の返却
応募作品は返却いたしません。ただし、入賞作品にか
【応募資格・方法】
かるフィルム等の返却については、⑶のとおりです。
表面の記載に加え、下記に留意の上、応募してください。 ⑶ 入賞作品について
○ 画像の加工・編集（補正の範囲を超えた色彩の演出や ○ 入賞作品については、入賞者にその画像データ、フィ
変換をしたり、オリジナルと異なるまでに画面に写っ
ルム又はカートリッジを提出していただきます。デジ
ていたもの（レンズのホコリ等を除く）を消去したり、
タルカメラで撮影された入賞作品については、CD-Rに
焼き飛ばしたりすること）や合成（フレーミングが異
より画像データを提出していただき、フィルムカメラ
なるなど、異なる場面であるものを合成すること）に
（35㎜またはAPS）で撮影された入賞作品については、
ついては、不可とします。
ポジ・ネガフィルム又はカートリッジを提出していた
○ 応募作品を送付いただく際には、下記の「応募票」を
だきます。
必ず同封してください。
○ 提出いただいたCD-Rは返却いたしません。フィルム又
○ 同一又は類似の作品が、①規模の大小を問わず、他のコ
はカートリッジは、原則として入賞作品を発表後３ヶ
ンテストなどに応募中や応募予定である場合又は過去
月以内に返却いたします。
に入賞した場合、②第三者により特定の目的で利用（雑 ○ 入賞内定通知に明記された期間内に上記の画像データ、
誌・写真集への掲載などをいいます）された場合、③
フィルム又はカートリッジを提出いただけなかった場
SNS等で過去に発表された場合は、その作品は応募の
合は、入賞が取り消される場合があります。
対象とすることはできません。
【入賞作品の使用に関する権利について】
ただし、応募者本人の制作による市販目的のない写
○ 林野庁は、入賞作品（その画像データ、フィルム又は
真集や応募者本人のホームページに掲載された作品及
カードリッジを含みます）について、全世界にわたる
び審査のない写真展に出展された作品は、応募可とし
取消不能、永久かつ無償の以下に定める独占的権利を
ます。
有するものとします。
○ 他人が権利を有する著作物又は他人の肖像が写ってい
(a) 林 野庁が管理、作成、運営する各種媒体（印刷物、
る場合は、その著作物の権利者又はその肖像御本人
Webサイト、SNSなど）や、主催、共催、協賛、後援す
（18歳未満の場合はその保護者）から事前に承諾を得た
る展示会等において入賞作品の複製、表示、掲載、公表、
上で御応募ください。
展示、頒布等をする権利。なお、このときの目的及び方
【表彰】
法は、以下の①から④までを含むものとします。
○ 林野庁長官賞（１点）
：全作品の中で最も優れた作品を
① 本コンテストの審査結果の公表
１点選びます。部門は問いません。
② 本フォトコンテストの告知・宣伝
○ 審査員特別賞（１点）
：全作品の中で、審査員の印象に
③ 林野庁が発行する年鑑への掲載
最も残った作品を１点選びます。部門は問いません。
④ 広報の目的で林野庁が発行する広報誌等への掲載
○ 協賛企業特別賞（１点以上）
：上記の賞を除く作品の中
(b) (a) に定める権利の全部又は一部について、本コンテ
から、協賛企業の印象に最も残った作品を１点以上選
ストの実行委員会構成団体又は協賛者（以下「協賛
びます。部門は問いません。
者等」という）に再許諾する権利。
○ 部門優秀賞（３点以上）
：上記の賞を除く作品の中から、 ○ 林野庁は、上記により許諾された独占的権利に加え、
それぞれの部門の中で、部門のテーマに最も合致する
林野庁が管理又は使用するウェブサイトの表示、掲載
作品を１点以上選びます
又は印刷物等での使用において、入賞作品を改変（入
○ 審査員賞（１点以上）
：上記の賞を除く作品の中から、
賞作品の一部の切除及び色合いの変更等を含む）する
森の魅力を伝える作品を１点以上選びます。部門は問
ことがあります。この場合、入賞者は、林野庁及び林
いません。
野庁から許諾された協賛者等に対し、著作者人格権に
○ 森林管理局長賞（７点）
：上記の賞を除く作品の中から、
基づく権利の主張を一切行わないものとします。
撮影された森の場所ごとに、その森を管轄する森林管 ○ 上記の使用にあたっては、撮影者の氏名（ペンネーム
理局長が、その森の魅力を最もよく伝える作品を１点
も可）及び作品名の表示を行います。
ずつ選びます。部門は問いません。
【注意事項】
【入賞作品の発表】
⑴ 御応募の際に確認していただく事項
全ての入賞作品については、林野庁のWebサイトに掲載
本コンテストの応募者は、本コンテストに御応募の時点
します。このほか、農林水産省の「消費者の部屋」等にお で、この注意事項に記載されている諸条件に同意したもの
ける展示などにて入賞作品として展示します。
とみなします。
【作品の取扱い】
⑵ 応募者の責任
⑴ 応募作品の著作権
○ 御応募に伴い発生した一切の費用は、応募者に負担し
応募作品の著作権は、応募者に帰属します。
ていただくものとします。

○ 応募作品は、第三者の著作権、肖像権その他法令の一
切の権利や第三者の名誉、プライバシー等を侵害して
いないものに限ります。
○ 応募作品に関して、第三者から使用差止、損害賠償等
の請求、苦情、申立て等を受けた場合、主催者は一切
の責任を負わないものとし、応募者がその責任と一切
の費用負担によりその請求、苦情、申立て等を処理解
決していただくものとします。
○ 危険な箇所での撮影は控えるとともに、写真撮影のた
めなどに立ち止まる場合には、落下する枝がないか、
落石の危険がないかなど、安全な場所であることを十
分に御確認ください。
⑶ 主催者の責任・主催者の有する権利
○ この注意事項に記載されていない本コンテストに関す
る事項については、主催者が最終的な決定権を有する
ものとします。
○ 応募作品の取扱いについては、十分注意いたしますが、
万一、応募作品に関して損傷、亡失等が生じた場合で
あっても、主催者は一切その責任を負いません。
○ コンテストへの応募に関し、応募者が何らかの損害を
被った場合であっても、主催者は故意又は重過失のあ
る場合を除き、一切の責任を負いません。
○ 応募作品又は入賞作品が、ここに記載する規定について
の違反が判明した場合、又は法律・条例等に違反してい
るものと判断した場合は、応募又は入賞を無効又は取消
とし、入賞の場合の賞品等は返却していただきます。
○ 応募後の辞退はできません。
○ 応募作品の内容が次に相当すると主催者が判断した場
合は、通知などを行わずに作品を審査対象外とします。
・特定の個人や団体、企業などを非難するおそれのあ
る写真
・盗作又は盗作の疑いがあると判断した写真その他公
序良俗に反すると判断した写真
【個人情報の取扱い】
主催者は、応募いただいた個人情報の取扱いは、本コン
テストの運営に必要な範囲においてのみ使用し、応募者の
同意なくこの範囲を超えて個人情報を利用することはありま
せん。
なお、個人情報を御提供いただけない場合は、本コンテ
ストへの応募の受付ができませんので、御了承ください。
応募者御自身の個人情報の内容の照会・訂正・削除等を
希望される場合は、問い合わせ先に御連絡ください。
【問い合わせ先】
林野庁「わたしの美しの森 フォトコンテスト」係
住所：東京都千代田区霞が関１−２−１
電話：03-6744-2323
（お問い合わせ受付時間：平日９時30分〜18時）
メール：moriphoto2019＠maf f.go.jp
※応募者からの作品到着の確認や全体の応募状況、審査結
果に関するお問い合わせ、また、審査についての御要望等
についてはお応えできませんので、予め御承知おきください。

〈切り取り〉

「わたしの美しの森」フォトコンテスト応募票（※印は必須です） この応募票は、作品を送付する際、必ず同封してください。
（ふりがな）

ペンネーム
（注１）

※ お名前

性別

※ 年齢

歳

学生は学年も記載

メールアドレス

※ 職業
※ 御住所

〒

※ 電話番号

FAX番号

応募部門

応
※ 募作品情報

作品名

カメラ

レンズ

露出

メーカー

メーカー

絞り・F 値

機種

mmF

シャッタースピード

景観
・
生命
・
生活

※ 撮影場所

1／
都 道
府 県

市 町 村

プリント

秒

ISO感度

該当するものに フィルムまたは
デジタル
チェック
□

御自宅

□

写真店

地名・固有名詞（あれば）

注１：入賞作品を紹介する際などにおいて、主催者によりペンネームの使用が妥当ではないと判断される場合（第三者の権利を侵害する場合など）は、応募者の同意を得て、氏名を使用することがあります。
注２：全部門１枚ずつ応募される場合など、複数枚を同封しても構いませんが、応募票は、応募される写真毎に１枚ずつ、写真裏側に作品の天地方向を合わせてテープなどで添付し、送付してください。

ISO

