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近畿総合通信局（局長：関 啓一郎（せき けいいちろう））は、この度、「学生のまち

京都」の魅力をアピールするとともに、地域発コンテンツの流通促進、人材育成に寄与す

ることを目的に、（公財）大学コンソーシアム京都、京都市及び総務省近畿総合通信局の３

者共同の取組として「学生のまち京都映像コンテスト」を実施することとし、８月１日（月）

から１０月２８日（金）までの間、映像作品を募集します。 

 

１ 開催趣旨 

人口の約１割が学生といわれる京都において、「ここで学びたい、暮らしてみたい」 

と思うような京都の魅力を紹介する映像コンテストを実施し、成果を全国に発信する 

ことにより、「学生のまち京都」の魅力アップ、地域発デジタルコンテンツの流通促進、 

人材育成を図ることを目的とする。 

 

２ 開催概要 

（1）映像コンテスト 

    テーマ 「京都で学ぶ、京都に馴染む」 

京都で学ぶ（先人、伝統、文化、歴史、技術、大学）魅力や京都の 

まちや人との交わりなど多彩なイメージの作品を募集。 

募集部門 ○学生部門 

○一般部門（アマチュアであればどなたでも応募できます） 

    募集期間 平成２８年８月１日（月）～１０月２８日（金）（必着） 

    賞及び賞品 

         [学生部門] 

・最優秀賞（大学コンソーシアム京都理事長賞）賞状・賞品（３万 

円分の図書カード） 

・優秀賞（実行委員長賞） 賞状・賞品（１万円分の図書カード） 

[一般部門] 

・最優秀賞（京都市長賞）  賞状・賞品（３万円程度の伝統産業品 

お誂えギフト） 

・優秀賞（実行委員長賞） 賞状・賞品（１万円程度の伝統産業品 

ギフト） 

 



[学生・一般部門] 

・特別賞（近畿総合通信局長賞）賞状・賞品（３万円程度の体験型 

ギフト） 

※募集の詳細は、別紙１「学生のまち京都映像コンテスト」チラシの裏面(PDF)のとおり  

 

（2）映像制作セミナー 

     日時 第１回目：平成２８年７月７日（木）午後７時～９時 

            第２回目：平成２８年７月２１日（木）午後７時～９時 

       

    会場 キャンパスプラザ京都 ４階 第４講義室 

     内容 第１回目：著作権・肖像権処理、絵コンテ作成等の映像制作の基本事項 

             第２回目： 撮影及び編集技術等の具体的な技術指導 

講師 馬杉 雅喜 氏（㈱シネマズギックス 代表取締役、映像作家・映画監督） 

定員 先着３０名 

参加費  無料 

申込方法 ６月８日（水）から７月５日（火）午後６時までに、大学コンソー 

シアム京都ホームページからお申し込みください。 

【大学コンソーシアム京都ＨＰ】 

http://www.consortium.or.jp/ 

 

３ 実施体制 

主催 学生のまち京都映像コンテスト実行委員会 

（大学コンソーシアム京都、京都市、近畿総合通信局） 

共催 近畿情報通信協議会 

後援 京都府 

協力 ㈱京都放送、㈱ＫＣＮ京都、Ｊ：ＣＯＭ 京都みやびじょん、 

ＯＤＣＣ（大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会） 

４ スケジュール 

   ７月７日（木）      第１回 映像制作セミナー 

   ７月２１日（木）    第２回 映像制作セミナー 

   ８月１日（月） 

    ～１０月２８日（金）  作品募集 

   １１月下旬       審査 

   １２月２３日（金・祝）  授賞式 

 

 

 

 

                                    

連絡先 

  

情報通信部 情報通信連携推進課 

（担当：青野、岩本） 

電話：06－6942－8623 



主催 ： 「学生のまち京都 映像コンテスト実行委員会」

　　　（大学コンソーシアム京都、京都市、総務省近畿総合通信局） 

共催 ： 近畿情報通信協議会 / 後援 ： 京都府

協力 ： （株）京都放送、（株）KCN京都、J:COM京都みやびじょん、

　　   ODCC（大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会）

第１回：平成２８年７月７日（木）午後７時～9時
第２回：平成２８年7月２１日（木）午後7時～9時

第１回：著作権・肖像権処理、絵コンテ作成等の講義
第２回：撮影及び編集等の技術指導

この印刷物が不要になれば「雑がみ」として古紙回収等へ

■ 映 像 制 作 セミナー

日 程

キャンパスプラザ京都 4階 第４講義室
※公共交通機関（市バス ・ 地下鉄等）をご利用の上、ご来場ください

場 所

内 容

馬杉　雅喜 氏
（株）シネマズギックス 代表取締役、 映像作家 ・ 映画監督　

講 師

申込方法

セミナー募集期間

■ 応 募 期 間

平 成
28年 8/1 -10/28月 金

映像コンテスト映像コンテスト

賞品

ありま
す！

学生
のま

ち

京都
新センス求む！

京 都 で 学 ぶ 、京 都 に 馴 染 む

学 生 部 門 一 般 部 門 （アマチュアの方のみ）

映像制作の基本が学べます！ 奮ってご参加ください！ （事前申込制・無料）
先着30名 （※定員になり次第、締め切ります）
※本セミナーへの参加は応募の必須条件ではありません

総務省近畿総合通信局

大学コンソーシアム京都 検索

6月8日（水）～7月5日（火）午後5時まで

大学コンソーシアム京都HPからお申し込みください



「学生のまち京都 映像コンテスト」作品募集要項

平成２８年８月１日（月）～１０月２８日（金）（必着）募集期間

応募部門 応募作品規格

応募規定（注意事項）

個人情報の取扱い

お問い合わせ先

結果発表

賞及び賞品

●具体的なイメージ例

京都で学ぶ（先人、伝統、文化、歴史、技術、大学）魅力や京都の
まちや人との交わりなど多彩なイメージの作品を募集します。

応募作品テーマ「京都で学ぶ、京都に馴染む」

京都で学生生活を送る（送った）からこそ見えてきた大学の
まち京都・学生のまち京都を表現する映像作品

京都で学生生活を送る中で触れた「人のあたたかさ」を表現
した映像作品（地域の方との交流、京都ならではのおもてな
しを感じた場面など）

中高生に向けて発信でき、かつＳＮＳなどでもシェアしても
らえる、エッジのきいた映像作品（京都を訪れたくなる、京
都に進学したくなるような）

京都のユニークな文化やすごい技術を、わかりやすく表した
映像作品（先端技術や、伝統工芸など）

●ア　：　学生部門 
●イ　：　一般部門（アマチュアであればどなたでも応募できます）

※個人、団体を問わず応募できますが、応募できるのは個人、団体それぞれ
  １作品のみです。

●作品時間：３０秒から６０秒程度（作品時間の長短は評価に影響しません）
●画     質：ＨＤ程度の画質を推奨
●ビデオファイル形式：ＤＶＤプレイヤーで再生できる形式又は次のファイル形式
　(wmv、mov、mpg、mp4)     

応募者の個人情報に関しては、主催者からの連絡、情報提供及び本コンテストの実施に関する場合においてのみ使用するものであって、本人の同意なく個人情報
を開示・公表することはありません。

公益財団法人　大学コンソーシアム京都
〒600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下ル　キャンパスプラザ京都

eicon-ml@consortium.or. jp 

075-353-9130　

平成２８年１２月２３日（金・祝）開催予定の授賞式で受賞作品を発表します。
なお、審査過程に関する問い合わせについては一切応じられません。

審査方法

複数の外部機関の審査員及び主催者で構成する審査会で審査します。

応募方法

●下記HPからエントリーシートをダウンロードしていただき、必要事項を記入した上で応募作品とともに提出してください。
　なお、エントリーシートは8月1日からダウンロードできます。
   http :/ /www.consortium .o r.jp /
●応募作品を記録したＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリのいずれかの媒体と、エントリーシートを応募窓口（大学コンソーシアム京都）宛てに郵送にて提出。
　なお、提出された媒体は返却しませんのであらかじめご了承ください。

●学生部門

・最優秀賞（大学コンソーシアム京都理事長賞）
 賞状・賞品（３万円分の図書カード）
・優秀賞（実行委員長賞）
 賞状・賞品（１万円分の図書カード）

●学生・一般部門

・特別賞（近畿総合通信局長賞）
 賞状・賞品（３万円程度の体験型ギフト）

※特別賞・・・地域に根ざしたデジタルコンテ　
　ンツの流通を促進すると認められる作品

・応募される作品は未発表の作品に限り、実写・アニメ・CGを問わずデジタルコンテ
 ンツであれば応募できます。

・作品に使用する素材は著作権法上、問題のないもののみを使用してください。
 また、映像に人物や著作物（絵画、写真、美術作品等）が映り込んでいる場合は、
 必ずその人物及び著作権者の了解を得ていることが必要です。
 万一、それら著作権、著作隣接権及び肖像権など、あらゆる権利を有する者のうち
 から一つでも異議申し立てがあった場合は、応募者の責任と負担で解決するもの
 とし、主催者は一切責任を負いません。 

・応募作品の著作権その他の知的財産権は応募者に帰属します。
 ただし、主催者は本コンテストの告知・発表・関連イベント、HP公開及び主催者が
 本コンテストの趣旨に合致すると認める他の事業において無償で使用することが
 できる権利を有するものとします。

・応募は無料です。
 ただし、作品の制作費および通信、送料などは応募者の負担とします。

・他人の財産、プライバシー等を侵害する内容でないこと。

・犯罪に結びつく、または助長させる内容でないこと。

・暴言、卑猥な表現等、公序良俗に反する内容でないこと。

・他人の名誉を毀損し、または他人を誹謗中傷する内容でないこと。

・応募作品に応募規定に関する違反が認められた場合、エントリーシートに不実記
 載があった場合、その他主催者側が不適当と判断した場合は審査対象外とします。
 また、入賞後に上記違反が認められた場合は入賞を取り消す場合があります。

・応募された時点で作品募集要項の注意事項についてご了承を得たものとします。

●一般部門

・最優秀賞（京都市長賞）
 賞状・賞品（３万円程度の伝統産業製品お誂えギフト）
・優秀賞（実行委員長賞）
 賞状・賞品（１万円程度の伝統産業製品ギフト）




