令和元年度 春日部市ビデオフェスティバル 募集要項
１ 事業名
令和元年度 春日部市ビデオフェスティバル
２ 趣 旨
映像は、視聴者のイメージを大きくふくらませ、新しい発見をさせてくれる。また、素
晴らしい映像作品を創造することは、生涯の生きがいにもつながる。
春日部市ビデオフェスティバルでは、アマチュア映像作家の「新しい映像感覚の発見」
である自作映像作品・視聴覚教材を募集し、発表会およびコンテストを実施することによ
り、視聴覚教育の振興及び生涯学習推進に寄与するとともに、郷土のすぐれた映像作品・
視聴覚教材を発掘する。
３ 主催
春日部市教育委員会
４

後援
春日部市芸術文化振興会、彩の国埼玉映像連盟・春日部市文化連合会
株式会社ジェイコム埼玉・東日本

越谷・春日部局

５ 協力
春日部シネサークル
６ 事務局（問い合わせ先）
春日部市視聴覚センター
〒３４４－００６２ 埼玉県春日部市粕壁東３－２－１５
ＴＥＬ：０４８－７６３－２４２５
ＦＡＸ：０４８－７６３－２２１９
E-mail：video＠av-center.kasukabe.saitama.jp
７ 日時
【第１部 作品発表会の部】
令和２年１月２５日（土）１０：００～１６：００
【第２部 映像コンテストの部】
令和２年１月２６日（日）１３：００～１６：３０
８ 応募資格
【第１部 作品発表会の部】
市内在住・在勤・在学者、または市内で活動する団体に属する者であり
映像の制作を職業としない個人およびグループが制作した作品であること
【第２部 映像コンテストの部】
映像の制作を職業としない個人およびグループが制作した作品であり
応募開始日の令和元年９月１日（日）時点で、他のコンテストに入賞していない
作品であること ＊全国からの応募が可能
＊第１部と第２部に同一の作品は応募できない。

９ 【第１部 作品発表会の部】の詳細
①題材
・授業、行事、校内放送等での使用を目的としたもの
・地域行事、施設、四季の風景などを題材としたもの
・子どもの成長、行事、旅行など、家族を題材としたもの
・自由
②応募方法
作品１作品ごとに、下記の２点を提出する。
Ⅰ 作品
＊miniＤＶ、ＤＶＤ－Ｒ、ＢＤ－Ｒのケースには題名、氏名を明記する。
Ⅱ 応募票（様式等は後述）
その際の提出方法は、下記のいずれかの方法とする。
ア 直接持参 ＊休所日（月曜日、祝日等）に留意する。要確認。
春日部市視聴覚センターの窓口へ直接持参する。
イ 郵送
下記へ郵送する。
〒３４４－００６２
春日部市粕壁東３－２－１５
春日部市視聴覚センター
春日部市ビデオフェスティバル 第１部係
＊応募があってから１週間以内に作品受領書を返送する。
万が一、返送がなかった場合は必ず春日部市視聴覚センターへ連絡する。
③出品料
無料
④受付期間 令和元年１０月１日（火）～１１月３０日（土）必着
⑤応募作品について
・作品の長さ（時間）は、１２分以内とする。
・スマートフォンなどで制作した１分程度の短い作品でも構わない。
・ｍｉｎｉＤＶ、ＤＶＤ－Ｒ・ＢＤ－Ｒに記録した作品であること
・１人あたりの出品数は制限はなし。
・応募作品は著作権に関して十分配慮したものとして取り扱う。
・作品に使用する映像、音楽、舞踏、絵画、小説などの著作物については、それぞ
れの著作権を侵害しないように十分配慮する。そのため、必要に応じて、著作権
者等の許諾を得てから利用する。これらの著作権やその他のトラブルに関して主
催者は責任を負わない。
・事前の著作権に関する相談は視聴覚センターが対応する。
・作品は返却しない。
・本センター主催のビデオ講座の受講者については、応募のための編集機材及びＢ
ＧＭ等の利用を許可する。
・応募作品数や作品内容等によっては、全編を上映できないこともあるため、その
場合には上映する部分（全編上映ではなく、部分上映を行う等）は、主催者側で
決定する。また、秩序又は風俗を害するおそれがある作品は上映できない。これ
らについての異議は受理しない。
⑥審査 実施しない。

１０ 【第２部 映像コンテストの部】の詳細
①題材 自由
②応募方法
作品１作品ごとに、下記の３点を提出する。
Ⅰ 作品 ＊ケースには題名、氏名を明記する。
Ⅱ 応募票 （様式等は後述）
Ⅲ ９２円分の切手を２通の封筒（長３形 12cm×23.5cm）に貼り、郵便
番号、住所、宛名を明記する。
＊郵便の価格改定があった場合には、切手代は変動することがあります。
その際の提出方法は、下記のいずれかの方法とする。
ア 直接持参 ＊休所日（月曜日、祝日等）に留意する。要確認。
春日部市視聴覚センターの窓口へ直接持参する。
イ 郵送
現金書留で下記へ郵送する。 ＊普通郵便、宅配便等は現金封入不可
〒３４４－００６２
春日部市粕壁東３－２－１５
春日部市視聴覚センター
春日部市ビデオフェスティバル 第２部係
＊応募があってから１週間以内に作品受領書を返送する。
万が一、返送がなかった場合は必ず春日部市視聴覚センターへ連絡する。
③出品料
１作品 ２,０００円
④受付期間 令和元年９月１日（日）～１０月３１日（木）必着
⑤応募作品について
・作品の長さ（時間）は、１２分以内
・作品はｍｉｎｉＤＶ・ＤＶＤ－Ｒ・ＢＤ－Ｒ
・応募作品は著作権に関して十分配慮したものとして取り扱う。
・作品に使用する映像、音楽、舞踏、絵画、小説などの著作物については、それぞ
れの著作権を侵害しないように十分配慮する。そのため、必要に応じて、著作権
者等の許諾を得てから利用する。これらの著作権やその他のトラブル等に関して
主催者は責任は負わない。
・秩序又は風俗を害するおそれがある作品は上映できない。これについての異議は
は受理しない。
・令和元年９月１日（日）時点で他のコンテストの入賞作品は応募できない。
・作品は返却しない。
・一度納付された出品料は返還しない。
⑥予備審査 １１月中に２～３日を設定する。
＊春日部市視聴覚センタービデオ特派員等４名が審査し
応募作品から上位２０作品程度を本審査へ選出する。
⑦本審査
令和元年１２月１日（日） ＊予備日 令和元年１２月８日（日）
＊予備審査を通過した作品から入賞作品を決定する。
審査員 橋本 純雄 東上映像アカデミー理事長
元ＮＨＫ教育番組・ＮＨＫＢＳ番組プロデューサー
鹿島 隆雄 東京アマチュア映像連盟会長
日本アマチュア映像作家連盟事務局長
冨田
宏
彩の国埼玉映像連盟会長
春日部シネサークル会長
横井 正典 彩の国埼玉映像連盟顧問
（

） 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 越谷・春日部局
より１名 審査員を招聘する予定

⑧審査基準
Ⅰ 主題性（作品の中で何を訴えたいか、制作者の意図が伝わるか）
Ⅱ 表現性（視点、構図、バランス等の映像における表現力はあるか）
Ⅲ 技術性（作品全体を通しての撮影技術および編集技術の完成度が高いか）
Ⅳ 独創性（撮影、編集やストーリーなど独自に工夫されたものであるか）
Ⅴ 感受性（作品を通して、制作者の感性が伝わるか）
⑨入賞
Ⅰ 春日部市長賞（１作品）
Ⅱ 春日部市議会議長賞（１作品）
Ⅲ 春日部市教育委員会教育長賞（１作品）
Ⅳ 春日部市芸術文化振興会理事長賞（１作品）
Ⅴ 彩の国埼玉映像連盟会長賞（１作品）
Ⅵ 春日部市文化連合会会長賞（１作品）
Ⅶ 春日部シネサークル会長賞（１作品）
Ⅷ 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 越谷・春日部局長賞（１作品）
Ⅸ 審査員長賞
（若干）
Ⅹ 審査員奨励賞 （若干）
⑩入賞の発表
Ⅰ 本人に通知する。（１２月中旬）
Ⅱ 春日部市視聴覚センターホームページ、春日部市公式ホームページに
掲載する。（１２月下旬）
Ⅲ 受賞作品は春日部市視聴覚センター主催事業等で放映される場合がある。
Ⅳ 審査の結果についての異議は受理しない。
１１ 【第１部
①日時
②会場
③時程

作品発表会の部】の当日概要
令和２年１月２５日（土） １０：００～１６：００
春日部市教育センター２階 視聴覚ホール
９：００ 会場準備・リハーサル
９：４０ 最終確認
１０：００ 上映開始
＊途中、昼食休憩と午前･午後各１回程度の休憩を入れる
１５：５５ 上映終了、閉会行事
１６：００ 閉会
④参観
自由
＊入場無料、事前の申込み等不要
⑤備考 ・作品の応募者には、事前に発表会案内と進行予定表を送付する。
・参加者や作品数等の関係で、時程が変更になることもある。
・作品の応募者には、上映前に作品についての１分程度で紹介する場面が
あるので、事前に考えておく。

１２ 【第２部 映像コンテストの部】の当日概要
①日時
令和２年１月２６日（日） １３：００～１６：３０
②会場
春日部市教育センター２階 視聴覚ホール
③時程
９：００ 会場準備・リハーサル
１１：００ 最終確認
１３：００ 開会
１３：１０ 上映開始
１４：２０ 休憩
１４：３０ 表彰式
１５：１０ 休憩
１５：２０ 上映再開
１６：２０ 上映終了
１６：３０ 閉会
＊上映する作品は、入賞の作品とする。
④参観
自由 ＊入場無料、事前の申込み等不要
⑤備考
・作品の応募者には、事前に発表会案内と進行予定表を送付する。
・参加者や作品数等の関係で、時程が変更になることもある。
・春日部市長賞の受賞者には、閉会の際に感想発表の場面がある。
１３ 広 報
【第１部 作品発表会の部】
①下記に募集要項、チラシ、ポスターの掲示等を依頼する。
・春日部市視聴覚センターホームページ、春日部市公式ホームページ
・広報かすかべ８月号
・安心安全情報メール、ツイッター配信
・市民活動センター、公民館等
・市内の学校（幼稚園、小・中・高等学校、大学等）
・教育センター１階学習情報サロンおよび３階視聴覚センター
・市内のアマチュア映像制作団体等
②下記に募集要項を送付する。
・本センターのビデオ関係講座の過去の受講者
・過去の春日部市ビデオフェスティバル出品者
【第２部 映像コンテストの部】
①下記に情報提供の依頼をする。
（募集要項、チラシ、ポスターの掲示等）
・春日部市視聴覚センターホームページ、春日部市公式ホームページ
・広報かすかべ８月号
・安心安全情報メール、ツイッター配信
・市民活動センター、公民館等
・市内の学校（幼稚園、小・中・高等学校、大学等）
・教育センター１階学習情報サロンおよび３階視聴覚センター
・全国公立視聴覚センター連絡協議会会員（全国１６団体）
②下記に募集要項を送付する。
・本センターのビデオ関係講座の過去の受講者
・過去の春日部市ビデオフェスティバル出品者
・全国のアマチュア映像制作団体
・県内の放送部等のある高等学校
・他のビデオコンテストへの参加実績のある大学、高校等

