
  

令和４年度広島県広報コンクールの審査結果について 

  
 
市町の広報活動の充実を図るため，広島県が毎年，県内市町を対象に実施している広報コンクールの

審査結果がまとまりました。 
 

１  入賞団体及び作品（作品内容は別紙のとおり） 

※ ◎印の付いた作品を公益社団法人日本広報協会が主催する「令和５年全国広報コンクール」

に推薦。なお，昨年の全国広報コンクールにおいては，県が推薦した作品のうち３作品が 

入選した。 
 

２  審査会  令和５年１月 17日（火） （WEB による審査会） 

【審査員】 村上 美香（「my home town わたしのマチオモイ帖」主宰） 

吉宗 五十鈴（世羅高原カメラ女子旅主宰） 

石田 伸二（いしだカメラ店） 

玉川 雄大（広島県ブランド・コミュニケーション戦略チーム  

デジタル・ディレクター） 
 

３  審査対象 

  令和４年１月から令和４年 12 月までの間に発行，発表された３媒体５部門の広報作品で，17 市町

から応募のあった 39 点。 
 

４  表  彰  

  入賞団体へ賞状を送付する。 

 

資 料 提 供 

令和５年３月 15日 
課 名：ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ戦略ﾁｰﾑ 
担当者：粟根  
内 線：2370 
直通電話：082-513-2378 

入賞作品は，記者クラブに展示します。[展示期間：～３月 20日（月）まで] 是非ご覧ください。 

この審査結果は県のホームページ（トップ→県政情報→広報・広聴→ブランド・コミュニケーション 
戦略チーム→令和４年度広島県広報コンクールの審査結果について）でもご覧いただけます。 

（１）広報紙 

〔市  部〕 

  ◎最優秀賞   安芸高田市「広報あきたかた」          ８月号 

  ◎優秀賞    東広島市 「広報東広島」            11 月号 

  〔町  部〕 

最優秀賞   海田町    「広報かいた」         12 月号 

    優秀賞    北広島町  「広報きたひろしま」        10 月号 

（２）写真 

  〔一  枚〕 

  ◎最優秀賞   三原市    「広報みはら」 表紙         12 月 1 日号 

   優秀賞    江田島市  「広報えたじま」表紙            10 月 1 日号 

  〔組  み〕 

  ◎最優秀賞   江田島市  「広報えたじま」表紙       ８月１日号 

   優秀賞    庄原市    「広報しょうばら」表紙       ７月号 

（３）映像  

  ◎最優秀賞   呉市    「Go To 呉消防！」            

優秀賞    三原市  「小泉病院女子ソフトボール部 Blue Arrows初陣！！」 

 



                       広報紙部門・市部 

最優秀賞 

安芸高田市 「広報あきたかた」 （令和４年８月号） 

 

■発行部数（年間発行回数）：13,250 部（12回）  

■担当課：総務課秘書広報室 

■連絡先：0826-42-5627 

 

 

 

 

 

 

 

＝講 評＝ 
 

〇広報紙のレベルを一気にあげた印象がある。 

〇トップ対談ではそれぞれに対する思いがよくわかるし，地域とチームが繋がっていることが見える。

〇単調な募集になりがちな職員採用試験も，育休や先輩からのメッセージを入れることで興味が出るよ   

う工夫されている。 

〇リニューアルして，ポップでおしゃれになった表紙。横書きのフォーマットに統一している点はとて

もいい。 

                  

【担当者より（主な記事の掲載意図）】 

広報紙のリニューアルのタイミングということで特集記事は，節目を迎えるものに着目して企画。今年度創立 30周

年を迎えたサンフレッチェ広島仙田社長と安芸高田市長とのトップ対談や，今年度取り組みを開始した毛利元就入

城 500 年記念事業，災害から１年の振り返りを取り上げた。 

トップ対談記事では，サンフレッチェ広島とマザータウンである本市とのこれまでの関係性や，これまでの展望に

ついての意見交換を掲載し，写真でつながりの深さを表現。毛利元就入城 500年記念事業記事では，取り組みが始
まった旨をわかりやすく伝える工夫を凝らした。 

別

紙 



広報紙部門・市部 

優秀賞 

東広島市 「広報東広島」   （令和４年11月号） 

 

■発行部数（年間発行回数）：96,200 部（12回）  

■担当課：広報戦略監 

■連絡先：082-420-0919 

 

 

 

 

 

＝講 評＝ 

〇多文化という全国でもテーマとなる話題について，若い二人により明るいタッチで紹介されており，好感度が

高い。また，イベントや取り組みについて多面的につなげてあり行動にもつながる内容となっている。 

〇伝えないといけないことはキチンとした文章で伝え，特集ページの明るい言い回しもピッタリはまっ

ていて良い。 

〇読みやすい。いろんな立場の人の意見を上手くまとめてある。 

〇フォーマットが漫画風なので雑多になりがちだけど，写真や図の量感もよいと思う。 

〇コミック調にしたデザインは，とっつきやすく知ってもらいたいと思う意図が成功していると思う。 

 

 

【担当者より（主な記事の掲載意図）】 
東広島市の外国人人口は年々増加している。企業や大学など，さまざまな場所で外国人との関りが増えていく一

方，日常生活では，地域住民と外国人との関りが薄いのが現状である。本特集では，さまざまな外国人に日常生活

や仕事について語ってもらい，その様子を掲載。また外国人との交流やサポートについても紹介している。読んだ市

民に興味を持ってもらい，親近感を感じてもらうことで，日本人と外国人との心理的距離を縮めることを狙った。デザ

インは，表紙も含めて漫画調とし，とっつきやすさとテンポよく読み進められることを重視した。 



                                                                 広報紙部門・町部 

最優秀賞 

海田町 『広報かいた』 （令和４年 12月号） 

 

■発行部数（年間発行回数）：14,000 部（12回）  

■担当課：企画部企画課 

■連絡先：082 -823-9212 

 

 

 

 

 

＝講 評＝ 

〇昨年度も同企画があったが、ひとりのひとではなく、高校の家政科のあるチームを取材するという企

画が新鮮だ。表紙、扉、本文までページもしっかりゆとりをもってとってあり見ごたえがある。個人の

目線を大切にしているところがよい。 

〇「まちのあの人に会いに行く」では郷土料理をテーマにして地元の高校生を採用しているので、非常

に親しみが持てるし、海田さつまについて興味が沸いた。どの文章が誰のコメントかを視覚的に分かり

やすくするとより良くなるだろう。 

〇読みやすくまとめられており、長文でも気にならずに読むことができる。 

〇各コーナーとも文章が長くならないように工夫されている。 

〇すっきりしたデザインで、横書きに統一されているため、全体的に読みやすい。 

 

【担当者より（主な記事の掲載意図）】 

 巻頭企画の「今をときめくまちのあの人に会いに行く」は本町にゆかりのある人を毎月紹介する企画である。昨年

度から続く企画ではあるが，今年度は対象者の活動内容や思いを通して，町民の皆さんに新しい発見をしてもらえ

るような方々の取材を行った。広報紙を行政からのお知らせと位置付けるだけでなく，この企画を通して，新たな町

の魅力を発見してほしい。 



            広報紙部門・町部 

優秀賞 

北広島町 『広報きたひろしま』 （令和４年 10月号） 

 
 

 

 

■発行部数（年間発行回数）：8,000 部（12 回）  

■担当課：総務課情報電算係 

■連絡先：082-5812-1850 

 

 

 

 

 

 

＝講 評＝ 

〇後半の「さっそくやってみよう」などのコラムや、用語解説はとてもよい。「何をやったらいいの？」

に答えてくれる締め方となっている。 

〇北広島だから実感できる（雪が降らないなど）ことがあり、その観点からカーボンニュートラルに取

組むことを町民に知らせる企画は有意義な事と感じた。 

〇町民に向けて具体的に落とし込んだ情報になっており、「読んでおかなくては」と思わせる内容とな

っている。 

〇わかりやすくまとまっている。 

〇文章量としては適切で読みやすい。 

〇カレンダーがついていてお役立ち情報が集約されているところがすごくよい。 

 

【担当者より（主な記事の掲載意図）】 

 世界的に環境保護の必要性が叫ばれるなか，今年の８月に「北広島町ゼロカーボンタウン宣言」をしました。まず

は宣言したことを知ってもらうこと，「今」取り組むことの大切さを町内のデータを用いて伝えることを意識しました。

そして，知って終わりではなく，行動につながるような身近なところで実践できる取組を紹介し，環境問題に取り組

むきっかけとなるよう心がけました。また，翌月発行の 11 月号からは環境問題に関する連載記事「かえて eco（か

えてこ）」をスタートし，継続的にアプローチしています。 

 



                             写真部門・一枚写真の部 

最優秀賞 

三原市 『広報みはら』 （令和４年 12月号 表紙）  

■担当課：経営企画部 広報戦略課 

■連絡先：0848-67-6007 

 

 

 

 

 

＝講 評＝ 

 

 

 

 

 

優秀賞 

江田島市 『広報えたじま』  

（令和４年 10月号 表紙） 
 
■担当課：企画部企画振興課 

■連絡先：0823 -43-1630 

 

 

 

 

＝講 評＝ 

 

【担当者より（掲載意図）】 

三原青年会議所が「三原の魅力を音楽に乗せて伝える」をテーマに「街角ピ

アノ」の設置企画に合わせて撮影。筆影山の展望広場からみえる，「多島美」

と「ピアノ」の異色の組み合わせはインパクトのある写真になると考えました。

演奏者には 12 月の障害者週間にあわせて掲載した特集との連動を意識し，

ピアノ演奏が得意な障害のある女性と，その母親に出演してもらいました。 

【担当者より（掲載意図）】 

大柿高校は，江田島市で唯一の高校。毎年行われているオープンスクールで

は，市内外から多くの中学３年生が参加しており，模擬授業や部活動体験で高

校の雰囲気を肌で感じています。体験の一つであるカヌーは，大柿高校ならで

はのアクティビティ。江田島市の持つ魅力を授業で楽しむ生徒の笑顔にスポッ

トを当て，島での高校生活の良さを感じとってもらえるような表紙にしたいと考

えました。 

 

 

〇瀬戸内の多島美の絶景が見渡せる場所にピアノを設置したアイデアが

面白い。親子のやさしいハーモニーが画面から聞こえてきそうなよいビジュ

アル。 

〇良い表情を捉えていることや，露出，絞りも的確。 

〇難しいテーマにも関わらず，三原らしさとテーマが上手に表現されてい

る。2人の女性の表情や雰囲気も良い。 

〇海，空の美しさを邪魔しないようにコピーが配置されているのが良い。 

 

 

 

 

 

〇学生の楽しそうな表情と後ろのスタッフの雰囲気がうまく表現され

ていて気持ちが良い写真。 

〇海の方からでないとこの写真は撮れないので，よく撮られたな，と思

う。メインとなる二人の表情もよく，次からの特集を読みたくなる。 

〇後ろのスタッフの表情を出そうとしてボカシ過ぎてないのであれば，

考えて撮っている所の表現はすごく良いと感じる。 

〇写真の説明と次への導入，内容の簡単な紹介など，最も優れている。 



【担当者より（掲載意図）】 

 江田島市は，自然に恵まれ，アクティビティを楽しめる島。環境スポーツイ

ベント「江田島 SEA TO SUMMIT2022」での，カヤック，自転車，ハイクの様子

を組み写真に採用しました。参加者の楽しむ姿を見て，市内の方には，改め

て自然に恵まれた島ということを感じてもらい，市外の方には，「楽しそうなの

で行ってみたい」と感じてもらえるような表紙にしたいと考えました。 

                            写真部門・組み写真の部 

最優秀賞 

江田島市 『広報えたじま』 （令和４年８月号 表紙） 
 
■担当課：企画部企画振興課 

■連絡先：0823 -43-1630 

 

                                       

 

 

 

＝講 評＝ 

〇本気のレースではなく，あくまで楽しむスポーツイベントだとしたら，み
んなの笑顔写真を使う事で「自分でも参加できそう」と思わせるセレクト
は狙い通りだと感じた。 
〇とにかくそれぞれの表情を捉え，シャッターチャンスを逃さないのは技
術力がある証拠。 
〇横位置の写真を縦に 3 つ重ねているが，それぞれの写真のトーンが
合っているので，まるで一枚の写真のようにも受け取られ，うまいレイア
ウトになっている。写真の説明が入っているのも良い。 
〇紙面タイトルを人物の後ろに配置したり，トリミングなども工夫されて
いる。 
 

優秀賞 

庄原市『広報しょうばら』 

（令和４年７月号 12～13ページ） 
■担当課：行政管理課   

■連絡先：0824-73-1159 

 

 

 

 

 

 

講 評＝ 

〇モノクロながら色彩と声まで響いてきそうなエネルギー溢れる組み写真。構図もそれぞれに工夫され

ており，組み写真でなくとも（1 枚写真でも）完成度の高いものが多い。 

〇賑わいが一目でわかるし，迫力ある写真の撮り方も加わりストーリーが見える表現となっていた。 

〇ちゃんと絞りをコントロールしてキチンと見せる写真と，背景をぼかして印象づける写真と分けて撮

影されているのは素晴らしいと思う。 

〇文章やキャプション，タイトルの入れ方など，モノクロでもわかりやすい。 

【担当者より（掲載意図）】 

庄原市で４年に１度開催されている国指定重要無形民俗文化

財「塩原の大山供養田植」と広島県無形民族文化財「比和牛供

養田植」の様子をカメラで追いました。どちらも伝統催事ですが，

実際にどのようなことが行われているのか知っている人は多くあ

りません。催事の中で行われているさまざまな行事を広く市民に

知ってもらいたいと考え，組み写真として紹介しました。 



映像部門 

最優秀賞 

呉市 『Go To 呉消防！』  

 
■放映方法：市消防公式YouTube 
 
■担当課：秘書広報課  ■連絡先：0823 -25-3236 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝講 評＝ 

〇プロの入った感のない手作りタイプの映像ではあるが，「伝えたい想い」「消防の使命」「祈り」がと

ても真摯に表現されていて，好感をもった。 

〇保育園や小学校など，子どもたちに見せても良い内容。 

〇何をどう伝えるかを丁寧につないでいる事で，消防局という所が普段どんな活動をしているのか，こ

の 1 本見るだけで判る。 

〇消防にもさまざまな役割があることがわかり，素晴らしい内容。 

〇若い女性の消防士さんなどがおられ，驚きもあった。なにより，モデルではなく実際の消防職団員た

ちが登場する姿にリアリティがあって目を奪われた。 

 

 

 

 

 

【担当者より（制作意図）】 

さまざまな場面で「いざという時のための準備や訓練」を日々行っていることを市民に伝える構成とした。動

画撮影に協力いただいた消防局職員，救急隊，高度救助隊など多くの人の迫真の様子・演技により，通常の出初

式では味わえない「現場感」を映像により伝えることができ，多くの方から喜んでもらえた。また世の中の流行

語「Go To …」をタイトル及びストーリー展開に活用し，消防局への親近感を高める工夫を行った。 

【作品のあらすじ】 

コロナ禍による影響で年始恒例行事「消防出初式」が中止となったため，消防活動の普及促進機会創出のため，

映像による活動紹介を行った。一般の消防・救急活動だけではなく，今年度から運用が開始された大規模災害施

設での訓練や，市民にはあまり馴染みのない水難救助訓練の様子なども盛り込んだ。 



                                                                               映像部門 

優秀賞 

三原市 『小泉病院女子ソフトボール部 Blue Arrows 初陣！』  

 

■放映方法：市公式 YouTube  

■担当課：経営企画部 広報戦略課  ■連絡先：0848-67-6007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝講 評＝ 

〇ただソフトボールの臨場感を表現するだけでなく，病院の職員たちによるチームであることが企画の

柱になっていることが驚きをもってよく伝わる。 

〇女性活躍やスポーツ振興をベースにした映像として、まとまっていると感じる。このパターンでシリ

ーズ化したら良いコンテンツになると思う。 

〇イントロのつかみから，途中の転換。エンディングの盛り上がりなど流れのよい構成。とくに，制服

→ユニフォームへの転換がとても気持ちよい。画面構成も美しく，飽きさせない工夫がある。 

〇医療従事者がプレイヤーだということが明確に伝わってくる。動画のテンポやカット割りも良い。 

〇色々なポジション，アングルで撮影されており，ソフトボールの躍動感が伝わってくる。 

【担当者より（制作意図）】 

三原市では，女性が活躍できる場があるという魅力を発信することを目的に，市内で活躍する女性を紹

介する動画を制作しました。広島県内で唯一日本女子ソフトボールリーグに参戦する小泉病院女子ソフ

トボール部の選手の多くは，ソフトボールをするため市外・県外から三原市へ移住し活躍しています。仕

事でもスポーツでも生き生きと輝いている彼女たちを通じて「女性が活躍するまち三原」を拡散したいと

考えています。 

【作品のあらすじ】 

 三原市の「女性活躍」や「移住定住促進」，「スポーツ振興」をテーマにしたシティプロモーシ

ョンとして，2022 年から日本女子ソフトボールリーグに参戦する小泉病院女子ソフトボール部
「Blue Arrows(ブルーアローズ)」と連携し，仕事をしながらソフトボールにかける選手たちの

活躍を表現しました。 
 

 


