
ＩＣＴ（ＩＣＴ（ＩＣＴ（ＩＣＴ（愛愛愛愛してしてしてして））））とくしまとくしまとくしまとくしま大賞実施要綱大賞実施要綱大賞実施要綱大賞実施要綱

１１１１ 名称名称名称名称

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞

２２２２ 目的目的目的目的

徳島には 「豊かな自然 「類い希な伝統と文化 ，関西の台所を賄う「食材」など，， 」 」

多くの地域資源があり，なかでも，中山間地域，特に，いわゆる「限界集落」と呼ば

れる地域には 「上勝町の棚田」などに代表される美しい景観など，たいへん魅力的な，

数多くのコンテンツ素材を有しています。

また，全国に先駆け取り組んできた「全県ＣＡＴＶ網構想」により，県下隅々まで

「高速情報通信基盤」が整備され，優れた地域資源を全国に発信する環境が整ってお

ります。

， ， 「 」 ， ，そこで 徳島県に在住 縁のある方が 徳島 を素材に制作した アニメーション

コンピューターグラフィック，ゲームなどデジタルコンテンツのうち，優れた作品を

表彰することにより，こうした 「宝の島・徳島」が誇る自然・食・文化などの魅力を，

大いに発信し，県内コンテンツ産業振興につながる優秀な人材を発掘し，さらに「徳

島ファン」を増やしていくことを目的とします。

３３３３ 主催主催主催主催・・・・共催共催共催共催

（１）主催

徳島県

財団法人ｅ－とくしま推進財団

公益財団法人とくしま産業振興機構

（２）共催

第２７回国民文化祭徳島県実行委員会

４４４４ スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

（１）募集期間

平成２４年５月２８日（月）から平成２４年９月２８日（金）午後５時まで

（２）審査

平成２４年１０月

（３）最終審査・結果発表

平成２４年１１月上旬

５５５５ 募集作品募集作品募集作品募集作品



次に定める動画，静止画等で，別途指定したテーマに沿ったものとします。

（１）アニメーション：フラッシュ，3DCG，2D（クレイ，手書き等含む）

（２）実写映像：フラッシュ，撮影機器などで制作した映像

（３）コンピュータグラフィック：キャラクター，画像などの制作物

（４）ゲーム：ゲームシステム，アプリなどの制作物

（５）Ｗｅｂサイト：HTMLデータ，FlashのSWFデータ，画像，

プログラムなどの制作物

なお，過去に他のコンテスト等に応募した作品も募集可能ですが，受賞・入賞した

作品は除きます。

６６６６ 募集募集募集募集テーマテーマテーマテーマ

（１）フリー部門

「宝の島・徳島」を素材にし，徳島の自然・食・文化などの魅力を表現したデジタ

ルコンテンツを募集します。

後述「 」に定めるテーマ部門への応募作品については，フリー６６６６ 募集募集募集募集テーマテーマテーマテーマ（（（（２２２２））））

部門にも同時にエントリーされることになります。

（仕様等）

・前述「 」に定めるデジタルコンテンツ。５５５５ 募集作品募集作品募集作品募集作品（（（（１１１１）～（）～（）～（）～（５５５５））））

・ファイル形式，容量等の制限については，後述「 」に定める８８８８ 応募方法応募方法応募方法応募方法（（（（１１１１））））

とおりとします。

（２）テーマ部門

テーマ部門として，下記①～③で定めるテーマに沿った作品を募集します。

①第２７回国民文化祭・とくしま２０１２

「第２７回国民文化祭・とくしま２０１２」の４大モチーフのひとつ，阿波人形

浄瑠璃の「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」をわかりやすく（口語で）紹介するアニメ
けいせい

等の動画を募集します。

（仕様等）

・動画の時間は５分程度とし，その他，ファイル形式，容量等の制限については，

後述「 」に定めるとおりとします。８８８８ 応募方法応募方法応募方法応募方法（（（（１１１１））））

URL:http://joruri.・ 傾城阿波の鳴門 順礼歌の段 は 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷「 」 ， （

）にて毎日２回上演していますので，作品制作の際，是非ご鑑賞くだinfo/jurobe/

さい。

②ＪＡ徳島中央会

（ ， ）， 「 」徳島県内の農産物 畜産物 キノコ類含む ＪＡグループの 農林水産物直売所



（産直市）を素材とした，産直市をＰＲする作品を募集します。

受賞作品は，ＪＡグループの産直市を紹介するＷｅｂサイト（近日創設予定）で

使用する予定です。

（仕様等）

・前述「 」に定めるデジタルコンテンツ。分野は問い５５５５ 募集作品募集作品募集作品募集作品（（（（１１１１）～（）～（）～（）～（５５５５））））

ません。

・県内の主な農林水産物，ＪＡグループの産直市の概要については， のとお別紙別紙別紙別紙１１１１

りです。

・その他，ファイル形式，容量等の制限については，後述「 」８８８８ 応募方法応募方法応募方法応募方法（（（（１１１１））））

に定めるとおりとします。

③株式会社ハレルヤ

「徳島の風景」と「プレミアム金長まんじゅう」を組み合わせて 「プレミアム金，

長まんじゅう」の魅力を効果的にＰＲする静止画（コンピュータグラフィック等）

を募集します（同社や同社商品のキャラクターを募集するものではありません 。）

受賞作品は，ポスターに加工して，ハレルヤの店舗や同社の取引先の店舗等に張

り出すとともに，ポストカードに加工して 「限定品」として「プレミアム金長まん，

じゅう」に同梱する予定です。

（仕様等）

・ファイル形式，容量等の制限については，後述「 」に定める８８８８ 応募方法応募方法応募方法応募方法（（（（１１１１））））

とおりとします。

・ プレミアム金長まんじゅう」の商品概要については， のとおりです。「 別紙別紙別紙別紙２２２２

７７７７ 応募資格応募資格応募資格応募資格

次の条件に該当する方なら，プロ・アマの別を問いません。

（１）徳島県内に在住する個人またはグループ。

（２）徳島県内に本社または事業所を有する企業および団体（高校，専門学校，短期

大学，大学，大学院含む 。。）

（３）徳島県内の高校を卒業または同等の資格を有し，現在県外の専門学校，短期大

学，大学，大学院などに在籍する学生。

（４）上記以外の者であって，徳島県に一定期間居住または滞在経験のある方。

８８８８ 応募方法応募方法応募方法応募方法

次のものを同封の上 「徳島県地域情報課」に郵送してください（持ち込みは，平日，

午前８時３０分から午後５時までの間，受け付けます 。）

（１）デジタル化した作品

①CD-R，DVD-Rに保存したもの。ディスクの表面には「法人名・団体名・グル



ープ名（個人の場合は氏名 ，作品名，ファイル形式，時間（動画の場合 」を明） ）

記してください。

なお，応募作品は返却できません。あらかじめご了承ください。

②静止画（キャラクター）は，3方向（前・後ろ・横）のデザインが必要です。

③動画は，AVI，MOV，MPEG1･2･4，WMV，FLV形式，静止画は，JPEG，

BMP，GIF，TIFF，PICT形式にしてください。

④動画は１５分以内にしてください。

⑤データ容量は，１作品につき１ＧＢまでとします。

⑥ゲームには 「解説文」もしくは「説明用動画」と 「操作説明書」を提出してく， ，

ださい。

⑦上記事項に満たないものがある場合は，審査の対象外となります。

⑧複数の作品を応募する際は，なるべく１本（１枚）のメディアにまとめてくださ

い。

， ，⑨応募作品中に 実名など個人情報およびプライバシーを侵害する恐れがある内容

公序良俗に反する恐れがある内容などが含まれている場合は，主催者の判断で応

募作品から除外します。

⑩応募後に，作品内容の訂正などの変更はできません。

⑪手書きのデザイン画，絵コンテ，キャラクター設定・背景ストーリーなどは任意

同封とします。

（２）応募票

①チラシ裏面の応募票，または，徳島県地域情報課のホームページからダウンロー

ドした応募票に必要事項を記入してください。

， 。②応募票で表現しきれない説明などがある場合は 別資料として同封してください

９９９９ 応募先応募先応募先応募先

〒 徳島県徳島市万代町１丁目１番地770-8570

徳島県政策創造部地域振興総局地域情報課ＩＣＴ利活用担当（県庁７階北側）

088-621-2117電 話

088-621-2829ﾌｧｸｼﾐﾘ

http://www.pref.tokushima.jp/soshiki/chiikijouhouka/ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

chiikijouhouka@pref.tokushima.lg.jp電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

１０１０１０１０ 審査審査審査審査・・・・結果発表結果発表結果発表結果発表

（１）審査・結果発表の時期等

１０月中に審査を行い，受賞者を決定し，１１月上旬に各賞の受賞者名と作品を

ホームページで発表するとともに，受賞者のみに書面で通知します。

（２）審査基準

①創造性（アイデア）

着想のおもしろさや他に類を見ないユニークな特長を有していること。



②技術性（テクニック）

技術的，芸術的に完成度が高く，独創性や娯楽性があること。

③訴求性（アピール）

伝えたいものが明確であること。

「 ， ，後述の については 本項の審査基準に加え１２１２１２１２ 特典特典特典特典 ２２２２ ～～～～ ６６６６ のののの各賞各賞各賞各賞（ ） （ ）」（ ） （ ）」（ ） （ ）」（ ） （ ）」

別途定める各テーマごとの基準に基づいて審査します。

審査の経緯および結果についての問い合わせには，一切応じられません。

１２１２１２１２ 特特特特応募作品のすべてが審査基準に満たないなどの理由により，後述の「

」の各賞が「該当なし」となる場合があります。典典典典（（（（１１１１）～（）～（）～（）～（６６６６））））

1111１１１１ 表彰式表彰式表彰式表彰式（（（（予定予定予定予定））））

日時：平成２４年１１月中旬

場所：とくぎんトモニプラザ

「ＩＣＴ（愛して）とくしまフォーラム」の会場で実施します。

1111２２２２ 特典特典特典特典

（１）大賞（２名まで）

部門に関わらず，応募作品すべてが対象となります。

総合的に最も優れた作品を表彰します。

受賞者には，徳島県から，賞金１５万円を贈呈します。

（２）特別賞（ｅ－とくしま推進財団賞）

部門に関わらず，学生からの応募作品すべてが対象となります。

学生からの応募のうち、今後が期待される作品を表彰します。

受賞者には，財団法人ｅ－とくしま推進財団から，賞金１０万円を贈呈します

（受賞作品複数の場合は，賞金を受賞作品数で按分します 。）

なお，この賞における「学生」は，大学（短期大学及び大学院を含む ・高等専）

門学校・専修学校・高等学校（特別支援学校高等部を含む）に在籍する方としま

す。

（３）特別賞（とくしま産業振興機構賞 （１名））

部門に関わらず，応募作品すべてが対象となります。

将来的に「ビジネス展開」が見込まれる作品を表彰します。

受賞者には，公益財団法人とくしま産業振興機構から，賞金１０万円を贈呈し

ます。

（４）第２７回国民文化祭徳島県実行委員会会長賞（１名）

テーマ部門（第２７回国民文化祭・とくしま２０１２）への応募作品のうち，



最も優秀な作品を表彰します。

（大賞との重複受賞を排除するものではありません ）。

受賞者には，第２７回国民文化祭徳島県実行委員会会長から，賞金１０万円を

贈呈します。

また，別途実施する「ＩＣＴ版お試し発注」において，１０万円を上限として

作品をブラッシュアップしていただくことがあります。

※受賞作品の著作権その他一切の権利は，徳島県および第２７回国民文化祭徳

島県実行委員会に帰属するものとします。

採用作品の使用にあたっては，加工・修正する場合があります。

（５）ＪＡ徳島賞（１名）

テーマ部門（ＪＡ徳島中央会）への応募作品のうち，最も優秀な作品を表彰し

ます。

（大賞との重複受賞を排除するものではありません ）。

受賞者には，ＪＡ徳島中央会から，賞金１０万円を贈呈します。

また，別途１０万円を上限として，作品をブラッシュアップしていただくこと

があります。

※受賞作品の著作権その他一切の権利は，ＪＡ徳島中央会に帰属するものとし

ます。

採用作品の使用にあたっては，加工・修正する場合があります。

（６）ハレルヤ賞（１名）

テーマ部門（株式会社ハレルヤ）への応募作品のうち，最も優秀な作品を表彰

します。

（大賞との重複受賞を排除するものではありません ）。

受賞者には，株式会社ハレルヤから，賞金１０万円を贈呈します。

また，別途１０万円を上限として，作品をブラッシュアップしていただくこと

があります。

※受賞作品の著作権その他一切の権利は，株式会社ハレルヤに帰属するものと

します。

採用作品の使用にあたっては，加工・修正する場合があります。

1111３３３３ 留意事項留意事項留意事項留意事項

（１）応募作品に関するすべての著作物が，制作者，ならびに，その関係者以外の第

三者の権利を侵害していないものとしてください。

（２）応募作品の権利が複数にわたる場合は，代表者にその権利が帰属するまたは代



表者が権利処理を行えるものとしてください。

（３）既成のキャラクターやシナリオ，音楽などを使用する場合は，応募者の責任で

予め著作権を有する原作者や作曲家などの使用承諾を得てください。

（４）著作権フリー素材を使用する場合は，各素材の使用規約に従ってください。

（５）万一，第三者から権利侵害や損害賠償を主張された場合，主催者は一切責任を

負いません。

（６）応募作品は，過去に商品化されていないことを条件とします。

（７）テーマ部門での受賞作品を除く応募作品の著作権は，原則として応募者に帰属

します。

ただし，本企画に関わるPRおよび本県のコンテンツビジネス振興に関わる事業

に使用する権利は主催者が有するものとし，主催者は無償かつ自由に使用できる

ものとします（応募作品を受け付けした時点で，翻案権・複製権・上映権・送信

可能化権・公衆送信権の行使などを許諾したものとします 。）

（８）上記（７）の条件は，応募作品のパブリシティー権（放映権や出版権など）や

二次著作権（翻案権）が第三者に移転した場合にも継承されることとします。

このため，応募者は応募作品を第三者に有償・無償の別を問わず譲渡，若しく

は，貸与する場合には，応募者の責任において第三者との間でこの旨の事項を盛

り込んだ契約を締結してください。

1111４４４４ そのそのそのその他他他他

（１）応募の際提出された個人情報は，本大賞の実施・運営のために利用するほか，

主催者およびテーマ設定者に関係する各種情報提供の目的にのみ利用します。

（ ） ， 。２ 本要綱に記載されていない事項については すべて主催者が決定・実施します



（別紙１）

ＪＡＪＡＪＡＪＡ徳島賞対象作品作成徳島賞対象作品作成徳島賞対象作品作成徳島賞対象作品作成におけるにおけるにおけるにおける仕様等仕様等仕様等仕様等

○○○○県内県内県内県内のののの主主主主なななな農林水産物農林水産物農林水産物農林水産物

春）にんじん、レタス、なのはな、しいたけ、ふき、たらの芽

） 、 、 、 、 、 、 、 、夏 ごぼう ナス きゅうり ピーマン トマト ばれいしょ たまねぎ すだち

アスパラガス、しいたけ、にんにく

秋）かんしょ、すだち、しいたけ

冬）レンコン、はくさい、だいこん、キャベツ、ホウレンソウ、しいたけ、カリフ

ラワー、ブロッコリー、春菊

○○○○ＪＡＪＡＪＡＪＡグループのグループのグループのグループの産直市産直市産直市産直市

農協名 産直市の名称

ＪＡ徳島市 松茂直売所

ＪＡ東とくしま あいさい広場

ＪＡ東とくしま よってネ市

ＪＡ東とくしま とれとれ市公方

ＪＡかいふ 日和佐町青空市

ＪＡ板野郡 ふれあい市

ＪＡ阿波郡東部 夢市場

ＪＡ麻植郡 ひまわり農産市

ＪＡ美馬 美馬農協ふれあいセンター



（別紙２）

ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ賞対象作品作成賞対象作品作成賞対象作品作成賞対象作品作成におけるにおけるにおけるにおける仕様等仕様等仕様等仕様等

○○○○プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム金長金長金長金長まんじゅうまんじゅうまんじゅうまんじゅう

株式会社ハレルヤが平成２３年から販売している「プレミアム金長まんじゅう」は，

日本で初めて皮にチョコレートを使用した「金長まんじゅう」の中に濃厚なチョコレー

トを包み込んだ贅沢なお菓子です。

ハレルヤ直営店，徳島県内の土産物店・スーパーマーケットで販売されているほか，

通信販売も行われております 価格は ６個入り８８０円 １０個入り１ ４００円 と。 ， ， ， （

もに税込み）です。


