
「沖縄デジタル映像祭２０１２」作品募集要項 
 

1.  応募資格  沖縄県内で作品を制作している者 (個人・グループ等は問いません) 

2.  募集作品   

ＰＣを使用して加工･編集されたＣＧアニメーション又はＣＧ実写合成作品。以下の部門から選択 

してご応募下さい。（他のコンテストに応募した作品も応募可能。ただし、受賞作品は除く。） 

部門名 作品時間 テーマ 備考 

超短編 ６０秒以内 

自由 
アニメ､ミュージッククリップ､アートなど（実写

しただけのデジタルムービーは対象外） 短編 
１分以上 

５分以内※ 

ＣＭ 
１５秒 or 

３０秒 

以下から選択 

①沖縄の特産物など 

②企業ＣＭ 
※応募の際に企業名を記載

すること 

模擬ＣＭ 
※企業ＣＭは追加しましたら当所Ｗｅｂの下部「お知

らせ」覧にて随時更新しますのでご参照のこと。 

URL(http://www.soumu.go.jp/soutsu/okinawa/) 

※原則５分とするが、５分を超えた作品についても、審査の対象とする。 

3.  応募方法  別紙の応募用紙に必要事項を記入の上､ DVD-R に保存した作品（特殊な圧縮形式を使 

用していないファイル形式（avi、wmv、mpg、Flv））を同封し、応募期間中に事務局あて提出下さい。 

なお、ファイル名は、「部門名 制作者名 作品名」としてください。 

4.  欠格事項  

審査終了後又は受賞後であっても受賞を取り消す場合があります。(以下の場合：審査対象としない) 

(1)他人の著作権を侵害している場合。 

(2)法令その他公序良俗に反する等事務局が不適切と判断した場合。 

(3)応募用紙に不実記載があった場合。 

5.  注意事項    

(1)作品に他人の著作物(映像､写真､音楽)を使用する場合は、制作者側で著作物使用の許可を事前に

取得してください。（著作権管理団体の規定をご確認ください。また、著作権フリー素材の活用も

検討してください。） 

(2)応募作品にかかる一切の権利は応募者に帰属します。ただし、主催者が「沖縄デジタル映像祭」

の広報（Ｗｅｂでの公開を含む。）、上映会等に用いる場合に限り応募作品(氏名、団体名等含む)

を応募者の許可なく利用できるものとします。 

(3)応募作品がもとで著作権やプライバシー侵害等の問題が生じた場合、主催者は上映の段階で生じ

た一切の責任は負いません。 

(4)ご応募いただい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。 

6.  個人情報の取扱い  応募いただいた個人情報に関しましては、下記のとおり取り扱います。 

(情報の利用目的) 

(1)作品に関する連絡 

(2)総務省沖縄総合通信事務所・沖縄デジタル映像祭 2012 事務局からの情報提供 

(3)ホームページ等への個人名と団体名等の公表 

(情報の開示) 

法令に基づいて、司法機関・行政機関又はこれに類する機関からの情報開示の要請を受けたとき以

外、第三者に個人情報を提供または開示することはありません。 

7.  募集締切   平成２４年１０月１日（月）（当日必着） 

8.  表  彰     最優秀賞 … １作品（部門共通） 

優秀賞  … ３作品（部門ごと１作品） 

特別賞  … １作品程度（部門共通） 

         ティーン賞…  数作品程度（高校生以下(相当年齢含む)で制作した作品（ただし、高

等専門学校及び専修学校は３学年までとする。）） 

9.  審査基準   主に創造性（ｱｲﾃﾞｱ）、技術性（ﾃｸﾆｯｸ）、表現力（ｽﾄｰﾘｰ）を審査します。 

10. 審査方法  審査は、平成２４年１１月に以下の審査員で構成する審査会で行います。 

 沖縄県立芸術大学･（株）アドスタッフ博報堂･ＮＨＫ沖縄放送局･沖縄ケーブルネットワーク（株）･ 

（株）沖縄タイムス社･沖縄テレビ放送（株）･琉球朝日放送（株）･（株）琉球新報社･琉球放送（株） 

※敬称略/審査員氏名については調整中 

11. 結果発表  授賞式で受賞作品を発表します。（平成２４年１２月１１日（火）） 

また、ＣＭ部門の応募作品については、応募者と協議の上ＣＭとして使用することがあります。こ

の場合の報酬及び放送基準に合致させるため必要な改作等については、応募者との協議によります。 

12. 問合せ先  沖縄デジタル映像祭事務局 総務省沖縄総合通信事務所 情報通信課 

〒900-8795 那覇市旭町 1-9 カフーナ旭橋 B-1 街区 5F 

TEL：098-865-2304 E-mail: okinawa-sinko@ml.soumu.go.jp  

mailto:okinawa-sinko@ml.soumu.go.jp


ＣＭ部門 

 
以下のテーマから選択し、応募ください。 

① 沖縄の特産物など 

② 企業ＣＭ 

 

※②については、以下を参考にしてください。 

件名 「道の駅」許田 やんばる物産センター 

内容指示書 

 

・「道の駅」許田 全体のＣＭ、またはテナント及び商品の紹介ＣＭ 

・外国人向けＣＭ 

 例）英語での「道の駅」許田紹介のＣＭ 

 例）中国語での商品紹介ＣＭ 

 

件名 大宜味村シークヮーサーのＰＲ 

内容指示書 

 

大宜味村シークヮーサーの魅力を発信しシークヮーサーの消費意欲の喚

起、大宜味村への観光客の誘致につなげるための内容となるＣＭ 

以下の場面を作品の中に盛りこむこと。 

１．青切りの果実の収穫風景 

２．シークヮーサーの商品を利用の様子 

３．大宜味村の風景 

現地での撮影にあたっては大宜味村シークヮーサー産地振興協議会を通

して行うこと（要調整）。 

受賞した作品は大宜味村及び産地振興協議会のホームページ、イベント

での２年間の放映利用を認めること。 

【連絡先】 大宜味村シークヮーサー産地振興協議会 

担当：住 秀和  TEL 0980-44-3084  

 

件名 沖縄セルラーのＰＲ  

内容指示書 

 

ＣＭを見て、「地元の会社、地元への貢献度 等」がわかるもの 

「貢献度は沖縄セルラー電話の以下の取り組みを参考願います。」 

 

１．沖縄の海を守るためサンゴ礁の再生・育成事業を支援しています。 

→オウチに眠っているケータイを au ショップに持込みリサイクルすると 

 35（サンゴ）円が、ＮＰＯ法人アクアプラネットを通じて 

 「au のサンゴの池（読谷村在）」へ寄付され、サンゴの養殖に役立てら

れます。 

 

２．沖縄セルラー独自のプロジェクト「au ジョイプロジェクト」 

 →au ジョイプロジェクトは、日頃から auケータイや auスマートフォン、 

  au ひかりちゅらをご利用頂いている皆様に「ありがとう」の気持ちを

込めて 

  贈るスペシャルプラン。全国的に活躍するアーティストのライブや 

  映画チケット、花火大会へのご招待をしています。 

 

  地元の中学・高校生にプロの技術指導と演奏会の機会を。 

  ということで、ﾆｭｰﾖｰｸ･ｼﾝﾌｫﾆｯｸ・ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ（ＮＹＳＥ）沖縄公演時に 

  地元の中高生の生徒と NYSE メンバーとの交流や技術指導、 

  生徒たちがプロのメンバーと一緒に合同演奏会に参加するサポートも



行っています。 

 

３．地元小学生の学外教育の場として「au かがくの森」を開設。 

 →小学生を対象にした、電波や通信のしくみなどについて、映像や展示、 

  実験などを通じて楽しく学習する学びの場を提供しています。 

 

件名 株式会社ウィルコム沖縄のＰＲコマーシャル 

内容指示書 １． ウィルコム沖縄のイメージアップを目的としたＣＭ 

または 

２． ウィルコム沖縄のメイン商品（サービス）である「だれとでも定額」

のＰＲを目的としたＣＭ 

 

 

※企業ＣＭは追加しましたら当所ＨＰの下部「お知らせ」覧にて随時更新しますのでご参照く

ださい。 URL(http://www.soumu.go.jp/soutsu/okinawa/) 

 

作品を制作するにあたって、情報が必要な場合は、事務局までお問い合わせください。 

 

関連リンク先：沖縄デジタル映像祭２０１２ ＨＰ  

http://meio.city.nago.okinawa.jp/okidejisai/top.html 

 

 

  



 

     応 募 用 紙 
 

         ※太枠内を記入してください。 
      

         
受  付 No． 受付日 平 成   ２４年    月   日 

 

ふりがな 

作品 

タイトル 

  

 カテゴリー 

(作品時間) 

□超短編部門 

□短編部門 

□CM 部門 

例：②企業ＣＭ 

  ○○○○○社  

（        ） 

 

（  分  秒） 

  

  

  

 ファイル名：                  

（ファイル名：部門名 制作者名 作品名） 

(作品媒体添付のラベルと同タイトルを記入してください。) 

ふりがな 

制作者氏名 

（グループによる場合は、全員の氏名を併記してください。「別紙のとおり」と 記

載して別紙に記載することもできます。） （年齢：   歳） 

所属団体名  団 体 名： 

□学年：   年次 (学校･企業名等)  部署･学科： 

  ※学校関係者は担当教師名の記載をお願いします。 

  担当者名
 フ リ ガ ナ

： 
 

  

連 絡 先 

 郵便番号 〒                       ※学校関係者は学校住所の記載をお願いします。 

 住  所                                    

  

 メールアドレス 

  

 電話番号 

     

制作日数             日 

音声情報   ステレオ ／  モノラル ／  無し 

音声の種類   □自作オリジナル曲  □使用フリーの曲  □既成曲（市販の CD 等） 

既成曲の使用 曲の題名 1   2   3   

について 作詞家名       

  作曲家名       

他人の著作物

等の使用につ

いて 

（他人の著作物等を使用している場合、許可を取得した旨の記載及び確認できる資料を添付してください。なお、口頭での

確認の場合、相手方の氏名等が確認できる資料等を作成し、添付してください。） 

  

コメント （作品の特徴や制作の上で工夫した点など。また、上映時の注意点など） 

(ご自由に記入く

ださい。) 

  

備  考 

（入選作の発表においてグループ名又は筆名を使用する場合、この欄に記載してください。 

 記載のない場合は「制作者氏名」欄記載のとおり発表します。） 

  

 


