
令和２年度「とかち農業・農村フォトコンテスト」 
の審査講評と入賞作品 

 
入賞作品を通じて十勝の魅力を全国に発信することを目的として、「十勝の農村景観」と

「農業王国十勝の人」をテーマに、令和 2 年 8 月 1 日から 10 月 31 日にかけて「第 10 回と

かち農業・農村フォトコンテスト」の募集を行ったところ、全国各地から総勢 66 名 199 点

(十勝の農村景観部門：61 名 154 点、農業王国十勝の人部門：22 名 45 点)の応募がありま

した。 
今回の応募作品につきましては、12 月 8 日に開催した審査会において、テーマに適合し

人を惹きつける魅力ある作品を審査基準として厳正なる審査を行い、19 点の入賞作品を選

定しました。 
 

（応募状況） 
・ 応募いただいた方の性別は、男性 39 名・女性 27 名でした。 
・ 応募者の居住地は、十勝が 58 名、十勝管外は 8 名であり、管外からの応募は昨年より 1

名増えました。 
・ 年齢構成は、50・60 代が 22 名と一番多く、次いで 70 代以上 18 名、20・30 代 17 名、

30・40 代 8 名でした（年代不明は 1 名）。中・高校生の応募は昨年を上回る 14 名 20
点となり、うち 3 点が入賞しました。性別の年齢構成は、男性では高齢の方(50 代以上

が 82％)、女性では比較的若い方(40 代以下が 67%)が多く、傾向が分かれました。 
・ 撮影場所は十勝管内 17 市町村におよび、上位 3 市町村は帯広市(42 点) ・芽室町(41 点)・

音更町(17 点)でした。 
・ 撮影月では、多い順に 10 月が 52 点、7 月が 31 点、8 月が 27 点、5 月と 9 月が 26 点と

なりました。一方、11 月から 3 月までは合計で 16 点でした。 
・ 農業王国十勝の人部門の応募点数は 45 点に留まり、昨年の 75 点から大きく減りました。

背景には新型コロナウイルス感染症の影響があったものと思われます。 
 
（審査講評） 
十勝の農村・景観部門では、大地を照らす光の当り具合を意識して撮影された佳作が多く

見られました。なかでもグランプリに選ばれた「十勝野の夜明け」はドローンを使った作品

であり、晩夏の朝、薄雲の隙間から横に伸びたオレンジの帯、眼下には豊作を予感させる緑

の大地、上空にはまだ明けきらぬ群青の空が覗いている、美しくも荘厳な雰囲気を纏った作

品です。 
農業王国十勝の人部門では、コロナ禍のなか、せっかくの表情がマスクで隠されてしまっ



ている作品が少なからずあり、応募点数もこれまでで最も少なかったのは残念でした。また、

露出がちょっと合わない、ストロボを使うとよかったなど、惜しい作品がいくつかありまし

た。グランプリの「やったよ！！」は子供がピースをしている、所謂作り写真ですが、足元

にはビート、上空には青空を配した構図が良く、十勝の晩秋の一場面を切り取った魅力的な

作品です。 
審査員特別賞となった「削蹄師」は、現在では珍しい削蹄道具を使った作業風景を捉えた

もので、ゴーグルの影に隠れた真剣な眼差しが読み取れる、とても印象に残る作品です。 
 
とかち農業・農村フォトコンテストは今回が最終回となりますが、第１回からの応募総数

は 2,448 点(応募者数 700 余名)、入賞作品は 193 点にのぼり、十勝の魅力を全国に発信する

ための素材を得るという当初の目的は十分に達成することができました。この間多くの皆様

にご協力を賜り、また応援頂きましたことに心より感謝申し上げます。 
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【入賞作品一覧】 

審査部門 入賞名 撮影場所 題 名 作 者（住所） 

十勝の農

村景観 

グランプリ 芽室町 十勝野の夜明け 粟野 秀明（芽室町） 

準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 幕別町 早起き 杉本 るな（帯広市） 

優秀賞 

芽室町 春の鼓動 仲野 裕司（芽室町） 

幕別町 （無題） 荘司 裕（幕別町） 

芽室町 朝靄の大地 竹見 真由美（芽室町） 

入 選 

清水町 
とかちで生まれ育って 12 年、 
まだまだ現役です。 

村上 亜樹子（清水町） 

帯広市 光のライン 菅野 政一（更別村） 

芽室町 光に導かれ 西岡 尚央（帯広市） 

士幌町 息吹き 笹島 涼華（士幌町） 

鹿追町 麦稈ロールと夏の空 大井 雪絵（帯広市） 

農業王国

十勝の人 

グランプリ 帯広市 やったよ！！ 佐藤 真美（帯広市） 

準ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 士幌町 やっぱり、馬が好き！ 米長 時正（音更町） 

優秀賞 

士幌町 命 赤間 かなう（帯広市） 

帯広市 おばあちゃんの手伝い 松原 明美（帯広市） 

音更町 一心不乱 三浦 早智子（音更町） 

審査員特別賞 広尾町 削蹄師 上野 潤（広尾町） 

入 選 

更別村 つかず離れず 菅野 政一（更別村） 

幕別町 鳰を積む人 西岡 尚央（帯広市） 

芽室町 どちらもホヤホヤ 粟野 秀明（芽室町） 

(優秀賞・入選は受付順に記載) 



（　）内は撮影地

【十勝の農村景観部門（１）】

優秀賞　仲野 裕司 氏 ｢春の鼓動｣
（芽室町)

優秀賞　荘司 裕 氏 ｢無題｣
(幕別町)

準グランプリ　杉本 るな 氏 ｢早起き｣  （幕別町)
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グランプリ　粟野 秀明 氏 ｢十勝野の夜明け｣  （芽室町)



【十勝の農村景観部門（２）】

優秀賞　竹見 真由美 氏 ｢朝靄の大地｣
(芽室町)

入選　菅野 政一 氏 ｢光のライン｣
（帯広市)

入選　西岡 尚央 氏 「光に導かれ」
（芽室町)

入選　笹島 涼華 氏 ｢息吹き｣
（士幌町)

入選　大井 雪絵 氏 ｢麦稈ロールと夏の空｣
（鹿追町)

入選　村上 亜樹子 氏 「とかちで生まれ
育って12年、まだまだ現役です。」

（清水町)



（　）内は撮影地

【農業王国十勝の人部門（１）】

優秀賞　赤間 かなう 氏  ｢命｣
（士幌町)

優秀賞　松原 明美 氏
「おばあちゃんの手伝い」　(帯広市)

準グランプリ　米長 時正 氏 ｢やっぱり、馬が好き！｣  （士幌町)
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グランプリ　佐藤 真美 氏 ｢やったよ！！｣  （帯広市)



【農業王国十勝の人部門（２）】

優秀賞　三浦 早智子 氏 ｢一心不乱｣
（音更町)

審査員特別賞　上野 潤 氏
「削蹄師」 （広尾町)

入選　菅野 政一 氏 「つかず離れず」
（更別村)

入選　西岡 尚央 氏　「鳰を積む人」
（幕別町)

入選　粟野 秀明 氏　「どちらもホヤホヤ」
（芽室町)


