
スクリーンツーリズム促進プロジェクト 

企画開発支援のモデル作品の募集開始について 

 

観光庁では、諸外国で公開・放映される映像作品（映画・ドラマ等）の情報発信力の活

用により日本の魅力を発信し、日本国内の各地の観光振興を図るスクリーンツーリズム促

進プロジェクトを実施しています。 

本プロジェクトの一環として先般、ロケーション撮影支援の在り方を検討するため日本

国内での撮影について支援を希望する作品を募集したところですが、今般、企画開発段階

にある作品で、シナリオハンティング（以下、「シナハン」）やロケーションハンティング

（以下、「ロケハン」）等現地調査を希望する作品募集を下記の要領にて実施いたしますの

で、お知らせします。 

 

記 

 

１．募集期間：10 月 25 日（月）～11 月５日（金） 

２．申請者想定：製作（企画）代表者と日本の受け入れ組織・地域代表の連名 

３．支援条件（抜粋） 

①諸外国から外国人観光客を誘致することに資する内容であること 

②作品の公開・放映について、海外での実施を必ず予定していること 

③日本国内でのシナハン/ロケハンを平成 23 年２月 11 日までに完了すること 

④一般に公開するシナハン・ロケハン実施報告書（撮影予定地域との協議内容、訪問

した先の印象、撮影した写真等）の提出を平成 23 年２月 28 日までに必ず行うこと 

⑤シナハン・ロケハン終了後のシナリオ・撮影計画書を完成次第速やかに観光庁に提

出すること（シナリオ・撮影計画書は非公開） 

 

以上 

 

※応募に当たっての詳しい条件等は、募集要項を必ずご一読下さい。 
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スクリーンツーリズム促進プロジェクト推進事業 

平成 22 年度支援作品（モデル事例）の募集要項【第２期 企画開発支援】 

 

１．支援作品の募集目的 

映画・ドラマ等を活用したインバウンド観光（以下、「スクリーンツーリズム」と

いう。）の促進及び効果的な実施を図るために、製作者・撮影地双方が利用可能な効

果的かつ持続的な支援・連携スキームの実現に向け、今後の支援・連携のモデルとな

る作品を募集し、スクリーンツーリズムの促進ガイドライン策定に資することを目的

とする。 

特に、第２期においては、円滑な撮影実施と完成後の共同プロモーションの実施に

向けた、撮影予定地域と製作側の十分な協議を実施することに支援目的を設定します。 

 

２．募集する映像作品（企画） 

日本の観光の魅力を広く世界に発信可能な映像作品（映画・テレビドラマ等）で、

来年２月上旬までにシナハン・ロケハンの実施を予定し、また、作品完成後の日本へ

の旅行を喚起する日本側の取組みに対して、協力が可能な作品（企画）を対象とする。 

撮影が来年度以降となる作品（企画）も対象とする。 

 

３．支援内容 

  支援内容は、以下の内容とする。 

①日本でのシナハン･ロケハンを行うための情報の提供 

  ②資金の提供 １００万円以内 

   （対象費用：日本までの旅費・日本国内で支払う宿泊費・交通費） 

 

４．募集期間・募集件数 

期間：平成 22 年 10 月 25 日（月）～11 月５日（金） 

件数：3件程度 

 

※第１期の募集（撮影支援）に既に応募した作品は、第 2期への応募は不可とする。 

 

５．応募できる映像作品（企画）の要件 

・日本以外の地域で上映・放送が予定されている※注こと 

・日本の観光の魅力を損なう内容でないこと 

注：「上映・放送の予定」については、申請時に「公開・放映」計画を記入いただき、そ

の内容を選考委員会で審査します。 

 

６． 応募条件 

①日本側との共同実施等 

日本の製作会社・コーディネーターとシナハン・ロケハンを共同実施する作品（企
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画）であること。若しくは地域の FC 組織等にシナハン・ロケハンの協力要請が完了

している作品（企画）であること 

 ※共同実施や協力要請は書面による証明を必要とします。 

 

②受入地域との協議・協力 

撮影予定地域との間で、撮影時に希望する支援の実施条件や完成後の共同プロモー

ションの可能性等について協議することに了承できること。 

また、支援を受けた作品（企画）の完成後、撮影風景の写真・シーン写真、予告編

の使用など、日本の受入地域の観光プロモーション等に作品を活用することに了承で

きること。 

なお、製作側による地域への協力条件については、支援決定後、製作側と受入地域

の間で調整を行う。 

 

③成果物の提出 

シナハン/ロケハン実施報告書（一般公開を予定。英語又は日本語）を平成 23 年２

月下旬までに、さらにシナリオの完成品・撮影計画書（非公開）を完成後速やかに提

出することとする。 

なお、シナハン/ロケハン実施報告書の内容は、撮影予定地域との協議内容、訪問

した先の印象、撮影した写真等を予定している。 

 

７． 資金提供の内容 

資金提供の内容は、下記のものに限る。 

 

日本までの往復旅費・日本国内で支払う宿泊費・交通費 

 

８． 提出書類 

下記の提出書類を全て提出すること。 

①モデル支援依頼書 

（申請者名 作品ジャンル 配給元・放送局 公開・放映予定 調査希望場所 日

程 人員数 希望支援内容 受入側への協力可能内容） 

②映像制作・PR 等の計画書（様式１） 

（あらすじ 作品が想定するターゲット層とその概要 日本で撮影する理由 

作品を通じて自国に伝えたい日本のイメージ 公開・放映等にあたっての 

PR イメージ） 

③制作会社概要・制作チーム概要(様式自由) 

④日本での調査に係る経費予算書及び支援を申請する経費の内訳（様式２） 

⑤日本側関係者との契約関係等を証する書類（契約書若しくは様式３） 
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９．提出方法 

  ・10部郵送すること。紙媒体及び下記で示す電子データ形式で提出すること。 

  ・申請書および関連資料は、事務連絡先（照会先）を明記すること。 

・関連資料は、日本語で作成すること。また、金額は日本国通貨を単位として作成す

ること。 

・電子データとして、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ（ファイル形式は、マイクロソフト 

ワード2007、マイクロソフトエクセル2007、マイクロソフトパワーポイント2007ま

で。ＰＤＦも可）にて提出すること。   

 

※ 提出〆切日 

平成22年11月5日（金） 要必着 

  

10．提出先 

公益財団法人ユニジャパン  担当：徳武・前田 

      〒104-0045 東京都中央区築地 2-15-14 築地安田ビル 5階  

         

11．実施スケジュール 

 

 企画開発（シナハン・ロケハン）支援 

募集 平成 22 年 10 月 25 日～11 月 5 日 

審査決定 平成 22 年 11 月下旬（予定） 

支援開始 調整期間を経て 12 月中旬 

支援完了 平成 23 年２月 11 日 

成果物提出〆切 シナハン・ロケハン実施報告書 平成 23 年２月 28 日 

シナリオ完成品 完成次第速やかに提出 

 

12．留意事項 

①全般的な留意事項 

別添の「支援申請事前確認書」を熟読の上、応募すること。 

 ②経費支援に関する留意事項 

本事業で行われるシナハン・ロケハンの経費は、支払明細及び領収書と引き換えに

事務局が清算払いを行う予定にしています（具体的な精算方法は支援の決定後、申請

者と事務局が協議の上決定します）。なお、支援額を超えた支払いは、いかなる理由が

あろうとも製作者側の責任により支払うものとします。 

 

 

14．問合せ先 

  ◆観光庁 国際交流推進課 担当：河田、大洞、秋本 

Tel:03-5253-8111 （内線 27502、27516、27514）直通 Tel:03-5253-8923 
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◆申し込みに関すること 

公益財団法人 ユニジャパン   担当：徳武・前田 

 Tel:03-5550-3411（受付時間：10：00～18：00）E-mail：screen@unijapan.org 

◆撮影等の受入地域に関すること 

特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッション  担当 関根・室伏 

 Tel:03-6226-6399  Fax:03-6226-6499 E-mail：jfc@japanfc.org 

 

15．説明会について 

釜山国際映画祭、東京国際映画祭、ローマ国際映画祭に特設ブースを出展予定。 
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スクリーンツーリズム促進プロジェクト事業 

平成 22 年度支援作品（モデル事例）支援申請事前確認書 

 

申請者は、スクリーンツーリズム促進プロジェクト事業の支援作品（モデル事例）として、撮影地域のフィルムコミッ

ション（以下、FC とする）等に支援を要請する場合、以下の同意事項を了解し、遵守するものとします。 

 

1. 申請者の一般的義務 

• 申請者は、撮影受入地域の FC 等との連絡にあたる担当者を明確にするよう努めるものとします。 

• 申請者は、自己の責任においてロケハン及び撮影その他の活動（以下「撮影等」）を実施するものとします。 

• 申請者は、地域 FC 等の求めにより、地域 FC 等がロケ支援を実行するために必要な協力又は作業を行うも

のとします。かかる必要な協力又は作業が行われない場合には、地域FC等は、ロケ支援を実行しないことが

あります。 

2. 事故等の防止 

• 申請者は、撮影等を行うにあたり、諸法規を遵守し、事故を防止するよう努めるものとします。 

• 申請者は、撮影等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、警察、消防等への通報を含む適切な措

置をとるものとします。 

• 撮影等に関して事故その他のトラブルが発生した場合であって、申請者が適切な措置を取らないと地域 FC

等が判断したときは、申請者は、地域 FC 等の指示に従い直ちに撮影等を中止するものとします。 

• 撮影等に関して事故その他のトラブルが発生したときは、申請者は、地域 FC 等に対して直ちに当該事故そ

の他のトラブルを報告するものとします。 

3. 保険 

• 申請者は、撮影等に関して生ずる損害を対象とする損害保険に加入するものとします。 

• 申請者は、地域 FC 等が紹介したエキストラ、出演者、スタッフその他撮影等に参加する者（以下「参加者

等」）を撮影等に参加させる場合には、参加者等に生ずる損害を保険の対象に含めるものとします。 

• 申請者は、地域 FC 等の求めがあった場合は、保険証書の写しその他申請者が適切な損害保険に加入した

ことを証明する書面を事務局に提出するものとします。 

4. 現地における調整 

• 申請者は、撮影等を行う前に、当該撮影等の現場である土地建物等の所有者又は管理者等との協議を行う

ものとし、これらの者から指示があった場合には、かかる指示を遵守するものとします。 

• 申請者は、撮影等を行うに当たり、騒音、夜間照明その他撮影等現場周辺の住民等の迷惑となる行為を行

なう必要がある場合は、事前に説明会を開催するほか、当該住民等の理解を得られるよう努力するとともに、

住民等への迷惑を最小限にとどめるために合理的に必要な措置をとるものとします。 

• 申請者は、撮影等現場に観衆が集まった場合及び集まることが予想される場合には、合理的に必要とされる

警備及び交通整理を行うものとします。 

• 申請者は、撮影等に用いる施設の管理者等の指示を遵守するものとします。 

• 申請者は、撮影等に用いる施設を保全し、損害を与えることがないように努めるものとします。また、撮影等に

用いる施設に対して、改造、造作の設置その他加工を加える必要がある場合には、事前にかかる施設の適

切な管理者等の承諾を得なければならないものとします。 
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5. 第三者との関係 

• 申請者は、地域 FC 等が紹介した参加者等について、その送迎、誘導及びスケジュール管理を申請者の責

任で行うものとします。 

• 申請者は、地域 FC 等から撮影等に関連する業者、団体及び施設並びにその他の第三者（以下「関係者

等」）の紹介を受けた場合には、かかる関係者等と申請者の交渉結果を遅滞なく地域 FC 等に報告するもの

とします。 

• 申請者は、地域 FC 等が申請者に紹介した関係者等との間で行う契約の締結その他の取引は、すべて申請

者が自己の責任において行うものであることを理解し、かかる契約を遵守するものとします。 

6. 計画 

• 申請者は、撮影内容の詳細及び撮影スケジュールその他ロケ支援に必要な情報及び資料を、地域 FC 等の

求めに応じて事前に地域 FC 等に提出するものとします。 

• 申請者は、地域 FC 等に提出した撮影内容、撮影スケジュールその他の計画に変更が生じた場合には、直

ちに地域 FC 等に通知するものとします。 

7. 原状回復等 

• 申請者は、撮影等が終了した後、撮影等に用いた場所又は施設等を速やかに原状回復させ、かつ清掃す

るものとします。 

• 申請者は、撮影等が終了した後速やかに、撮影等に用いた場所又は施設の現況写真を添えて、地域 FC 等

に撮影等の終了を報告するものとします。 

8. ロケ支援の実行 

• 地域 FC 等は、申請者が求めるロケ支援を実行するよう努めるものとします。 

• 具体的なロケ支援の実行にあたっては、申請者と地域 FC 等は必要な事項について誠実に協議するものとし

ます。 

9. 損害賠償 

• 申請者は、関係者等を含む第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を法に従って賠償するとともに、申

請者の費用と責任でかかる第三者に適切に対処し、地域 FC 等に累を及ぼさないものとします。 

• 申請者によって地域 FC 等に損害が生じた場合、申請者は、地域 FC 等に対しかかる損害を賠償するものと

します。 

10. 免責 

• 地域 FC 等は、無償で申請者の撮影等に協力するものであり、申請者又は第三者が撮影等に関していかな

る損害を被った場合であっても責任を負わないものとします。 

• 申請者は、撮影等に関して生じる一切の費用を負担するものとします。地域 FC 等は、撮影等に関する費用

について責任を負わないものとします。 

• 申請者は、ロケ支援の結果、撮影等に必要な許可、同意、協力その他十分なロケ支援の成果が得られない

可能性があることを理解し、承諾します。地域 FC 等は、ロケ支援の成果が申請者にとって十分でないことに

ついて責任を負わないものとします。 

• 地域 FC 等は、撮影等の企画内容によっては、ロケ支援の申請を受けても、ロケ支援を実行できないことがあ

ります。地域 FC 等は、申請を受けたロケ支援を実行できないことについて責任を負わないものとします。 

• 申請者が、地域FC等のロケ支援に必要な協力若しくは作業を行わず、又は地域FC等の要請に応じない場

合には、地域 FC 等は、地域 FC 等がロケ支援を実行しないことについて責任を負わないものとします。 
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• 地域 FC 等は、地域 FC 等が申請者に紹介した関係者等と申請者との間における契約その他の取引につい

て責任を負わないものとします。 

11. 広報 

• 地域 FC 等は、申請者に対し事前に相談又は通知を行ったうえで、申請にかかる作品の情報を、製作風景

の紹介、作品情報や公式サイトの紹介、独自ポスターの作成その他の方法で地域 FC 等の広報に用いること

があります。 

12. 要請事項 

• 地域 FC 等は、申請者に対し、以下の要請をすることがあります。申請者がかかる要請に応じない場合には、

地域 FC 等は申請されたロケ支援を実行しないことがあります。 

a. 地域 FC 等による撮影等現場の撮影（出演者が映りこまないものに限る）を許可すること。 

b. 地域 FC 等に撮影等の成果物を提出すること。 

c. 作品に地域 FC 等のクレジットを入れること。 

d. 地元メディアによる撮影等現場の取材を承諾すること。 

e. 作品ポスター、サインその他グッズ等を地域 FC 等に提供すること。 

以上 

 


