令和元年度「受け継ぎたい北海道の食～そのおいしさ、技、食材の
魅力～」の動画募集要領
１．趣旨
食の多様化や家庭環境の変化等により、伝統料理や郷土食などの存在感が薄れつつあり、
これら食文化の保護、次世代への継承は喫緊の課題である。
そのためには、地域住民自らが、地域の食文化や食材の魅力に気づき、それらを守り伝
え続けてきた方々の技、真摯で活気ある姿を広く発信していくことが重要である。
こうした観点から、受け継いでいきたい北海道の食のおいしさと技術、食材の魅力、そ
してその熱意ある背景を伝える動画を広く募集する。
２．実施主体
農林水産省 北海道農政事務所（以下「実施主体」という。
）
３．応募にあたって
（１）応募資格
個人、団体、企業、プロ、アマ、年齢等は問わない。
ただし、未成年者が応募する場合は、その旨、保護者の了解を得ること。
（２）募集作品のテーマ
「受け継ぎたい北海道の食～そのおいしさ、技、食材の魅力～」をテーマに、例えば、
以下のような内容とする。取り上げる対象は、料理だけでなく食材そのものや加工した
もの等も含む。
① アイヌの方々から受け継ぐ料理や食材（オハウ、ルイベ、オオウバユリ、ギョウジ
ャニンニクなど）
② 母村（※）の食文化がそのまま伝承されているもの（様々なお雑煮、行事食など）
③ 北海道で独自に発展したと考えられるもの（三平汁、石狩鍋など）
④ 北海道内各地域に根ざした独自の料理等（ごっこ汁、豆漬け、コウレンなど）
⑤ 北海道内の地域の祭りなど行事と関わりのあるもの（でんぷん団子、ベコモチ、
クジラ汁、いずしなど）
⑥ 北海道に特徴的な食材やその料理等（いくら、らわんぶき、札幌大球など）
※母村：都府県から北海道に移住してきた方々の出身地
（３）動画の仕様等
動画の仕様等は、以下①～⑥のとおり。
① YouTube にアップロード可能なファイル形態とする。
② 動画の長さは３分程度とする。
③ 実写、アニメーション、CG 等は問わない。

④ スマートフォンで撮影した動画の応募も可。
ただし、音声の関係から、マイクを取り付けた上での撮影を推奨する。
⑤ 過去に撮影・編集された動画も応募可能。
ただし、既発表の場合、他のコンテストに応募、入賞したものついては、応募者に著
作権があることが必要。
⑥ 以下の動画は失格となる。
・長時間に及ぶもの。
・誹謗、中傷、差別、わいせつ等に該当するもの。
・政治活動や宗教活動に該当するもの。
・企業や商品の広告が前面に出ているもの。
・法令等に違反する恐れのあるもの（立ち入りや撮影の禁止場所での撮影など）
。
・その他、実施主体が不適切と判断するもの。
（４）応募方法
動画が記録されたメディア（DVD、CD-R 等）を、必要事項を記入した応募用紙（別添参
照、動画１本につき１枚）とともに、以下の応募先まで郵送する。
応募先
〒064-8518
北海道札幌市中央区南 22 条西 6 丁目 2-22
農林水産省 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課
「動画募集係」あて
電話：011-330-8810
４．応募締め切り
令和元年 12 月 2 日（月曜日） ※ 郵送は必着とする。
５．審査方法
別添動画コンテスト実施要領により審査を実施し、入賞作品を決定する。
６．動画の活用について
入賞作品は、実施主体及び関係機関が発行する各種印刷媒体、北海道農政事務所 Web サ
イト、食料産業局 Facebook、農林水産省公式 YouTube チャンネル「maffchannel」
、イベン
ト等での掲載・上映により広く紹介する。
また、応募されたすべての作品は、北海道の食文化の魅力発信等において、作品の一部
を素材として活用する場合がある。

７．著作権等の取り扱い
著作権等の取り扱いは、以下①～⑦のとおり。
① 応募動画の著作権は応募者に帰属する。
ただし、応募があった時点で、実施主体及び実施主体の許可した団体に対し、応募者
の許諾を要することなく無償で公開することや利用することについて許可を与えたもの
とする。
② 作品自体や作品に使用される素材（画像、音楽等）については、応募者自らが創作し
て著作権を有しているか、著作権者からの許諾を受けたものに限る。
万一、第三者から権利侵害、損害賠償などの主張がなされた場合は、実施主体は一切
の責任を負わない。
③ 他のコンテストに応募、入賞した作品については、応募者に著作権があること。
万一、第三者から権利侵害、損害賠償などの主張がなされた場合は、実施主体は一切
の責任を負わない。
④ 農林水産省が所管する Web 上の情報発信の場にアップロードされた動画は、応募者の
許諾なく消去することがある。このため、データの保存等は必ず応募者自身で行うこと。
⑤ 作品の撮影時などは、第三者の肖像権や、プライバシーの権利を侵害しないこと。
⑥ 出演者（個人が容易に特定し得る通行人も含む）には、撮影の承諾を得るか、個人を
特定できないよう配慮すること。
⑦ 未成年者が映っている場合には、それぞれの親権者又は保護者から承諾を得ること。
８．個人情報の扱い
① 作品は、本名での紹介を基本とするが、本名の公表を希望しない方は応募用紙にハン
ドルネーム等を記載すること。なお、作品の活用に際しては、応募者の名前等を割愛す
る場合がある。
② 応募の際に記載いただいた個人情報は、応募動画の内容確認に係る連絡等、運営上必
要な場合にのみ利用する。
９．その他
① 応募に際して事実関係の誤認や誤った表現に注意すること。
② 応募する動画の制作及び応募に関する一切の費用は、応募者の負担とする。
③ 応募作品の返却は行わない。
④ 応募された時点で、応募者は本要領に記載されている諸条件に同意したものとみなす。
⑤ 本要領に記載無き事項については、実施主体の判断に基づき決定する。
以 上

（別添）

「受け継ぎたい北海道の食～そのおいしさ、技、食材の魅力～」
テーマとした動画の応募用紙
動画タイトル（時間）

（

分

秒）

撮影地域
（都道府県・市町村名）
（ふりがな）
応募者氏名

ハンドルネーム
※ 公開に当たり、匿名を希望する場
合、記載ください

電話番号

メールアドレス
所

属

（団体名/担当部署・担当者名）
所属先住所 又は 現住所

〒

－

※

所属先住所又は現住所の該当
する方を〇で囲んでください。

（PR ポイント記載例：○○出身の祖母が大好きだった○○団
動画の PR ポイント
（300 文字程度で、動画で PR
したい、食材・食文化・技術・
伝承背景等の魅力を記載くださ
い）
※

子の数少ない作り手の●さんを探し出し、作り方を教えても
らいました。祖母が子供の頃は、○月の□□祭りの時だけし
か食べることができず、○月になるのが待ち遠しかったそう
です。●さんは、材料となる△△の栽培も行っており、一緒
に収穫もしてみましたが、おいしく育てるためには◆◆の管
理が大変とのことです。●さんは、○○団子のおいしさや□

PR ポイントは、動画公開

時に動画と一緒に公開しま
す。

取り上げた料理等の詳細情報

□祭りの意味を多くの人にあらためて知って欲しいそうで
す。祖母や●さんの思いや○○団子のおいしさをたくさんの
人に知って欲しいと思って動画を作りました。
）←253 文字

（わかる範囲で以下の内容について記載ください）
料理の主な材料・調味料、作り方
食材の特徴、独自の扱い方、独自の栽培方法
いつ頃、どこから、誰から、どうやって、伝わってきたか
地域・自然環境、関連する行事等

該当するものにチェックを入れてください。
①応募動画を北海道農政事務所が農林水産省の広報素材等と
して再編集のうえ活用することについて
□承諾する
□もし再編集して活用する場合には、事前連絡が欲しい
②出演者（個人が容易に特定し得る通行人も含む）の撮影承
諾について
□全員から得ている
□出演者からは得ているが、通行人は個人が容易に特定でき
ないため得ていない
③未成年者が映っている場合の親権者又は保護者からの撮影
承諾について
□それぞれの親権者又は保護者から得ている
□未成年者は映っていない
本応募に係る著作権等の取り扱
いについて

④第三者の著作物（映画・映像・写真・文学作品・美術作品
など）の撮影承諾について
□著作権を有する者から得ている
□第三者の著作物は映っていない
⑤音楽の使用について
□応募者自らが創作したものを使用している
□音源製作者（レコード会社等）の許諾を得ている
⑥他のコンテストに応募、入賞した作品の使用について
□他のコンテストに応募、入賞した作品であるが、著作権は
有している
□他のコンテストに応募した作品ではない
⑦応募者が未成年者の場合の親権者又は保護者からの了解に
ついて
□応募についての了解を得ている
□応募者は未成年者ではない
（上映して欲しいイベントや場所等があれば記載ください。
例：北海道農政事務所がチカホでパネル展示をする際に上映

公開を希望する場所等

してほしい）

※

注意事項：農林水産省公式 You Tube チャンネル「maffchannel」に掲載する際、タイトルに文字制
限があるため、タイトル＋氏名を 31 文字まで、タイトル＋ハンドルネーム数 26 文字まで
に制限します。
以下のどちらかに記載の上、確認をお願いいたします。
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