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(４) 市民参加型調査「携帯電話で撮る島原半島風景コンテスト」 

１) コンテスト募集要項 

＜写メでおくろう！携帯電話で撮る島原半島風景コンテストについて＞ 

 1934 年日本で最初の国立公園指定（雲仙）、2009 年日本で最初の世界ジオパーク認

定（半島全体）――海から山へ、独特な地形と多様な自然が見られる島原半島では、

そこに暮らしてきた人々の歴史や文化にも、隠れた魅力がいっぱいです。島原半島の

まだあまり知られていない、“これぞ島原半島" という日常の一コマや、おすすめの

風景を募集します。携帯電話で簡単に応募できます。ふるってご参加ください！みん

なで島原半島を盛り上げましょう！ 

※当コンテストは、環境省事業「平成 22 年度雲仙天草国立公園雲仙地域再整備計画等

策定業務」の一環として実施するものです。 

 

＜雲仙プラン１００プロジェクトについて＞ 

 25 年後、国立公園雲仙が指定 100 周年を迎えるとき、島原半島や雲仙天草国立公園

雲仙地域が、世界中から人が訪れ、訪れた人も、住む人も、働く人も、関わる人もみ

んな笑顔で元気になれる場所にしていきたい。このような想いから、現在、島原半島

が一体となった取り組みを目指して、半島の有志が集まり、まずは、お互いの顔や地

域が見えるよう、交流や魅力探しからはじめ、その上で、今後の半島のために、それ

ぞれの地域が持ち味を活かしながら、半島全体が一体となって、みんなが夢を持って

共有・共感し、取り組める将来ビジョンをつくり、それを実現するための方法を考え

ているところです。 

 

○募集内容・テーマ 

・携帯電話のカメラで撮影した、島原半島の独特な地形や、そこで営まれてきた歴

史や文化などから生まれる“これぞ島原半島”といえる日常の一コマやおすすめ

の風景を募集。 

・島原半島内もしくは島原半島内から見える風景や島原半島が見える風景が対象と

なります。 

・以下の３部門を募集。 

部門 募集内容 

①日常の喜び部

門 

「収穫の喜びなど、何気ない日常の中での感動の一コマなどを募集」 

 ・自然とのふれあい場面 ・農作業風景 ・収穫の喜び  

 ・大漁の喜び ・名人技など 

②絶景部門 「通勤途中の絶景など、島原半島の中のあなた一押し風景を募集」 

 ・通勤途中の絶景 ・自然の織り成す風景  

 ・変化に富む地形 ・月明かりの風景など 

③おもしろ風景

部門 

「島原半島の珍百景を募集」 

 ・こんな半島の顔もある ・○○の形をした岩など 

 

○成果の活用方法 

・多くの方の目線から立ち現れた、半島の魅力、すばらしさを、半島みんなで見つ

め直し、共有します。 

・半島内で行うイベントや、地域を元気にする素材として活用します。 
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・島原半島の魅力を伝えるための素材としてＨＰや広報誌などに掲載して活用しま

す。 

・「雲仙プラン１００」の将来ビジョン・アクションプランに活用します。 

 

○応募方法 

・携帯電話のカメラ機能などで撮影した写真を以下のメールアドレスへ送信しても

らう。 

 メールアドレス：contest@unzen100.org 

・応募作品の本文には次の内容を記入してもらう。 

①応募部門 ②作品タイトル ③一言コメント ④撮影した場所 ⑤撮影日 

⑥名前（ニックネーム可） ⑦お住まい(市町村） 

 

○応募資格 

・どなたでも応募いただけます。 

・個人でもグループでも応募できます。 

・おひとり様何作品でも、また何部門でも応募できます。 

 

○応募作品の著作権について 

1.応募いただいた作品の著作権は、主催者に帰属します。 

2.応募作品は、主催者が催す展覧会のほか、制作する作品集、パンフレットなどに

使用することがあります。応募作品は本コンテストの広報活動として、新聞、雑

誌、テレビ、ホームページなどで使用することがあります。使用にあたっては撮

影者の氏名もしくはニックネームの表示を行います。 

3.人物を主題にした作品の場合は了解を得てください。 

 

○応募締切り日 

・ 平成２３年８月３１日（水）  

 

○選考  

・ 雲仙プラン１００策定委員や島原半島ワーキングメンバーが選考委員となって、各賞

にあたる作品を選びます。 

 

○結果発表 

・ 最終選考日：平成２３年９月中に実施 

・ 全ての応募作品を雲仙プラン１００ホームページに掲載するとともに、巡回展やシン

ポジウム等で展示・発表します。 

 

○賞品 

・ 大賞×１名…島原半島の特産品詰め合わせ(１万円相当） 

・ 部門の優秀賞×各１名（全 3名）…島原半島の特産品(5千円相当） 

・ ジオパーク賞×１名…ジオパークグッズ 

・ 国立公園賞×１名…国立公園グッズ 

・ グッドタイトル賞×１名…島原半島のグッとくるもの 

 

○主催・問い合わせ先 

主催：雲仙プラン１００プロジェクト 
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協力：島原半島観光連盟、雲仙市観光協議会、雲仙観光協会、小浜温泉観光協会、 

島原温泉観光協会、南島原ひまわり観光協会 

後援：島原半島ジオパーク推進連絡協議会、雲仙市、島原市、南島原市 

住所：長崎県雲仙市小浜町雲仙 320 雲仙お山の情報館別館（旧ビジターセンター）

事務所内 

 

○ポスター、チラシの掲示・配布先 

チラシ Ａ４ 3,000 枚を以下に配布した 

■主要観光施設 

・ 雲仙岳災害記念館がまだすドーム 

・ 平成新山ネイチャーセンター 

・ 島原城 

・ 大野原遺跡展示館「縄文の里」 

・ 有明の森フラワー公園 

・ 牧場の里あづま 

・ 田代原トレイルセンター 

・ ちぢわんもん 

・ 雲仙お山の情報館 

・ 雲仙観光協会 

・ 雲仙ロープウェイ 

・ 雲仙諏訪の池ビジターセンター 

・ 小浜町歴史資料館 

・ 口之津歴史民俗資料館・海の資料館 

・ エコパーク論所原 

・ 土石流被災家屋保存公園道の駅「みずなし本陣ふかえ」 

   ■市役所及び支所等（公的施設で住民の方に目に留めていただける場所に設置） 

・ 雲仙市（観光物産まちづくり推進課） 

・ 島原市（観光・ジオパークグループ） 

・ 南島原市（企画振興部商工観光課） 

・ 雲仙市の公的施設数か所（利用者の多い公共施設を中心に市にお任せ） 

・ 島原市の公的施設数か所（利用者の多い公共施設を中心に市にお任せ） 

・ 南島原市の公的施設数か所（利用者の多い公共施設を中心に市にお任せ） 

■その他施設 

・ 各観光協会（利用者の多い観光施設を中心に各観光協会にお任せ） 

・ 原城温泉真砂、1000 年の湯、半島内の日帰り温泉施設や、雲仙温泉・小浜

温泉などの共同浴場や立ち寄り湯 

・ スーパーマーケットなど商店 

・ 食堂など飲食店 
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○市民参加型調査の実施についての説明と協力依頼先 

 

◎行政等委員              （敬称略、順不同） 

所  属 氏  名 

雲仙市長 奥村 愼太郎 

島原市長（調整中） 横田 修一郎 

南島原市長 藤原 米幸 

長崎県 環境部 自然環境課長 河野 通治 

長崎県 企画振興部 文化観光物産局 観光振興課 企画監 町田 博昭 

長崎県 島原振興局 管理部長 西  貴史 

国土交通省九州運輸局 長崎運輸支局首席運輸企画専門官

（企画調整） 
森山 鉄郎 

環境省 九州地方環境事務所 国立公園・保全整備課長 中島 慶次 

自然公園財団雲仙支部長 君野 昌二 

（社）長崎県観光連盟専務理事 土井 正隆 

 

◎地域委員          （敬称略、順不同） 

所  属 氏  名 

（ 島 原 半 島 地 域 委 員） 

島原半島観光連盟会長、南島原ひまわり観光協会会長 楠田 喜熊  

ＮＰＯがまだすネット理事長（調整中） 近藤 一海 

雲仙市観光協議会会長 津山 信一郎 

雲仙市小浜地域審議会会長 宮田 隆 

小浜温泉観光協会会長 山下 浩一 

島原温泉観光協会会長 大場 正文 

雲仙百年の森づくりの会会長 宮本 秀利 

第 5 回ジオパーク国際ユネスコ会議組織委員会 事務局長 杉本 伸一 

（ 雲 仙 温 泉 地 域 委 員 ） 

雲仙を美しくする会会長    七條 健 

雲仙ロータリークラブ Re.Born 雲仙 50 実行委員長 宮崎 高幸 

雲仙観光協会会長 石田 直生 

元 雲仙旅館ホテル組合組合長 豊田 康裕 

雲仙旅館ホテル組合組合長 石田 総一 

雲仙商店協同組合理事長 本多 善彦 

雲仙自治会会長、小地獄・札ノ原自治会長 森  義春 

雲仙婦人会会長 内田 香苗 

雲仙湯の町通りを考える会会長、雲仙温泉まちづくり事業

委員長 

加藤 一隆 

雲仙市観光協議会副会長、島原半島ジオパーク推進連絡協

議会員 

加藤 宗俊 
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２) 「写メで送ろう！島原半島風景コンテスト」募集結果と入賞作品 

 

応募作品数：68 作品 

部門別応募作品数：絶景部門 35 作品、日常の喜び部門 23 作品、 

おもしろ風景部門 10 件 

応募者居住地別応募作品数：島原半島内 44 作品、長崎県内８作品、その他 17 作品 

 

 

＜受賞者及び受賞作品＞ 

大賞 「漁港の夕暮れ」 

雲仙市 宇土 美代子様 
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優秀賞（絶景部門） 「夜明け」 

口之津町 森 輝隆様 

 
 

優秀賞（おもしろ風景部門） 「誰の横顔」 

横浜市 原田昌明様 
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優秀賞（日常の喜び部門）「林のトンネル散歩中」 

南島原市 吉岡 転起 

 

 
 

ジオパーク賞 「市役所にもわき水」 

長崎市 仲野智子様 

 

グッドタイトル賞 「雲を泳ぐ」 

口之津町 森 輝隆様 
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＜応募作品＞ 
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