
平成 27年 2月 20 日

復興フォト＆スケッチ展 2014

作品展示会のご案内

進め！高田っ子！まちづくりフォト☆も同時展示

ＵＲ都市機構（独立行政法人都市再生機構）では、「東日本大震災 復興フォト＆スケッチ

展 2014」と題して暮らしやなりわいの復興、復興の兆しがうかがえる風景など、復興を感じ

る作品を募集して参りました。このたび別添概要のとおり上位作品が決定しましたので、こ

れらの作品展示会を、２月 28 日（土）の陸前高田会場を皮切りに盛岡ほか県内計７会場で別

紙１のとおり開催します。

このうち沿岸６会場においては、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンが支援

する「陸前高田市子どもまちづくりクラブ」の子どもたちが、陸前高田の“今”を撮影した

「進め！高田っ子！まちづくりフォト☆第２弾」の写真も展示します。併せて展示会のスタ

ートとなる陸前高田会場においては、子どもたちとともに別紙２のとおりイベントを開催し

ます。

復興へ向けて動き出すまちや暮らしの風景の中に強いメッセージが込められた作品を全国

から多数お寄せいただきました。是非ともご取材下さいますよう、お願い申し上げます。

お問い合わせは下記へお願いします。

岩手震災復興支援本部 総務企画チーム

広報担当 （電話）０１９－６０４－３０２５

復興の歩み大賞（スケッチ）

「復興の槌音」    場所：陸前高田市

復興の歩み賞  

「鎮魂と祈り」     撮影場所：大槌町



「東日本大震災 復興フォト＆スケッチ展 2014」概要

名称
東日本大震災 復興フォト＆スケッチ展 2014

主催 独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）

後援 国土交通省、復興庁

テーマ

「復興の歩み ～いとなみ、絆、再生、希望～」

暮らしやなりわいの復興、復興に携わる方々、復興の兆しがうかがえる風景、まちづく

りの現場等、復興を感じる場面の写真やスケッチ。

応募作品数 271 作品（プロの応募は不可）

審査員

大西 みつぐ   写真家

千葉 学   建築家

なかだ えり イラストレーター

池邊 このみ   ランドスケーププランナー    （敬称略）

選定方法 審査員及びＵＲ都市機構職員等による審査により決定

賞

復興の歩み大賞（フォト）

「家族」福島県いわき市

【審査員の評価】

仮設住宅の暮らしの中でも、家族

が睦まじく、明日への希望を胸に毎

日を生きていることを、実に優しく

伝えてくれている。（千葉審査員）

復興の歩み大賞（スケッチ）

「復興の槌音」岩手県陸前高田市

【審査員の評価】

色彩や描写のタッチが繊細で、空を

貫くベルトコンベアーが軽い構造

物のように見える。背景には、陸前

高田を守る信仰の山、氷上山と一本

松、素晴らしい構図。（池邉審査員）

その他、復興の歩み賞（５点）、入賞（１５点）を選定。

ｽｹｼﾞｭｰﾙ

平成 26 年 5 月 16 日～平成 26年 9月 24 日 作品募集期間

平成 26 年 12 月 25 日 受賞作品発表

平成 27 年 2 月 28 日～ 作品展（岩手県内７会場）

ホームページ http://www.ur-net.go.jp/fukkou-photosketch/contest2014/result/

別 添



平成27年2月20日
独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部

復興フォト＆スケッチ展　展示会場一覧（開催日順）

地名 展示会場 施設種別 駐車場 面積 スケジュール 展示時間 展示場イメージ 備考

陸前高田
陸前高田

復興まちづくり情報館

（陸前高田市高田町字古川地内）

CM情報館 旧道の駅駐車場 約168㎡
2/28（土）

～
3/5（木）

9：00
～

17：00

【展示作品】
●復興フォト＆スケッチ展
　受賞作品22作品（復興の歩み大賞2作品、復興の歩み賞5作品、入賞15作品）
　応募作品数作品
　ＵＲ都市機構の震災復興に係る取組紹介
●セーブ・ザ・チルドレン「まちづくりフォト」作品14作品
【開催イベント】
2月28日（土）陸前高田会場にて実施

盛岡

アイーナ
いわて県民情報交流センター４階

県民プラザＢ

（盛岡市盛岡駅西通1‒7‒1）

公共公益施設 駐車場併設 約78㎡
3/7（土）

～
3/11（水）

10：00
～

17：00

【展示作品】
●復興フォト＆スケッチ展
　受賞作品22作品（復興の歩み大賞2作品、復興の歩み賞5作品、入賞15作品）
　応募作品100作品程度
　ＵＲ都市機構の震災復興に係る取組紹介

大槌
シーサイドタウンマスト
センターコート

（上閉伊郡大槌町小鎚27‒3‒4）

民間商業施設 マストの駐車場 約100㎡
3/14（土）

～
3/17（火）

9:00
~

20:00

【展示作品】
●復興フォト＆スケッチ展
　受賞作品22作品（復興の歩み大賞2作品、復興の歩み賞5作品、入賞15作品）
　応募作品数作品
　ＵＲ都市機構の震災復興に係る取組紹介
●セーブ・ザ・チルドレン「まちづくりフォト」作品14作品

釜石
シープラザ釜石
２Ｆホール

（釜石市鈴子町22‒1）

公営商業施設 駐車場併設 約150㎡
3/28（土）

～
4/2（木）

9:00
~

19:00

【展示作品】
●復興フォト＆スケッチ展
　受賞作品22作品（復興の歩み大賞2作品、復興の歩み賞5作品、入賞15作品）
　応募作品数作品
　ＵＲ都市機構の震災復興に係る取組紹介
●セーブ・ザ・チルドレン「まちづくりフォト」作品14作品

大船渡
サンリア
１Ｆホール

（大船渡市盛町町10‒11）

民間商業施設 駐車場併設 約100㎡
4/11（土）

～
4/15（水）

8：00
～

19：00
(営業時間)

【展示作品】
●復興フォト＆スケッチ展
　受賞作品22作品（復興の歩み大賞2作品、復興の歩み賞5作品、入賞15作品）
　応募作品数作品
　ＵＲ都市機構の震災復興に係る取組紹介
●セーブ・ザ・チルドレン「まちづくりフォト」作品14作品

山田 山田町震災復興事業案内所

（下閉伊郡山田町八幡町2‒5）

CM情報館 駐車場併設 約40㎡
4/25（土）

～
4/30（木）

10：00
～

16：00
（水曜定休）

【展示作品】
●復興フォト＆スケッチ展
　受賞作品22作品（復興の歩み大賞2作品、復興の歩み賞5作品、入賞15作品）
　応募作品数作品
　ＵＲ都市機構の震災復興に係る取組紹介
●セーブ・ザ・チルドレン「まちづくりフォト」作品14作品

宮古

道の駅みやこ
(シートピアなあど)
１Ｆホール

（宮古市臨港通1‒20）

公営商業施設 駐車場併設 約200㎡
5/21(木)

～
5/24(日)

9：00
～

17：00

【展示作品】
●復興フォト＆スケッチ展
　受賞作品22作品（復興の歩み大賞2作品、復興の歩み賞5作品、入賞15作品）
　応募作品数作品
　ＵＲ都市機構の震災復興に係る取組紹介
●セーブ・ザ・チルドレン「まちづくりフォト」作品14作品

別紙１



平成 27 年 2 月 20 日

独立行政法人都市再生機構岩手震災復興支援本部

「復興フォト＆スケッチ展」及び「まちづくりフォト」展示会開催式典について

ＵＲ都市機構主催の「復興フォト＆スケッチ展」及び陸前高田市子どもまちづくりクラブによる「ま

ちづくりフォト」それぞれの展示会の開催に伴いまして、下記のとおりオープニングイベントを実施

します。それぞれの目線で復興の兆しを切り取った作品を多数展示しておりますので、是非ともご取

材下さい。

記

１ 開催日

平成 27 年２月 28 日（土）

  ※雨天決行

２ 開催場所

陸前高田復興まちづくり情報館 駐車場及び館内

３ 主催者

独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

４ スケジュール

12：30～13：00 子どもまちづくりクラブメンバーによる「まちづくりフォト☆第２弾」展示写真

のデコレーション

13：00～    展示会開催式典

          ・代表者挨拶（UR 都市機構、子どもまちづくりクラブメンバー）

          ・テープカット 等

13：10～13：30 子どもまちづくりクラブメンバーによる作品案内

５ 注意事項等

子どもたちへの取材につきましては、子どもたちの活動環境確保の観点から、上記４の時間内にお

ける代表者への取材のみとさせていただきます。また、被災体験、家族構成や現在の生活環境、連

絡先等についての質問をすることはお控え下さい。その他、子どもへの取材についてご不明な点は、

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのスタッフに確認の上、取材をお願いします。

以 上

別紙２


