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                   同 意 事 項 

 
依頼者は、今帰仁村観光協会（以下「当団体」）に

ロケ⽀援を依頼するにあたり、以下の同意事項を了

解し、遵守するものとします。 

 

1. 当団体で⽀援できない事項 

● 申込み⽇から撮影予定⽇まで、原則 2 週間

以内の依頼は⽀援いたしません。 
● 番組リサーチ会社、企画専⾨会社のリサー

チ依頼、その他⼈物やお店等のリサーチ関

連は全てお断り致します。 
● 作品の内容、及び撮影⽅法が地域に明確な

不利益をもたらすと判断した場合は、⽀援

致しません。 
● ロケ地の撮影許認可の代⾏申請は致しませ

ん。 
● 渡航・宿泊の予約代⾏や、キャスト・スタ

ッフの送迎は致しません。 
● スポンサー募集の協⼒、タイアップ調整は

原則致しません。 
● エキストラ募集のみの⽀援は致しません。 

2. 依頼者の⼀般的義務 

● 依頼者は⽀援依頼の際「ロケ⽀援依頼書」

とともに下記の(1)〜(5) の書類、撮影終

了後に(6)を提出するものとします。 
(1)会社案内（初回のみ）・スタッフリスト

（プロフィール） 

(2)作品企画書（企画案でも可） 

(3)制作スケジュール（予定で可） 

(4)シノプシス、台本、コンテ等 

(5)賠償責任保険証の写し ※撮影前⽇まで 

(6)撮影に関するアンケート 

◇海外作品、インディーズ作品、県内ロケ関

連事業者からの⽀援依頼については、上記提

出書類の⼀部を免除します。 

● 当団体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、直ちに当団体に通知するものとしま

す。 
● 依頼者は当団体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。 
 

 

● 依頼者は、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。 
● 依頼者は、当団体の求めにより、当団体が

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、当団体は、ロ

ケ⽀援を実⾏しないことがあります。 

３． 当団体が⽀援できること 

指定⽂書受理後、当団体は無料で以下の⽀援を

致します。   

● 撮影に必要な情報提供や関連事業者の紹

介 
● ロケ地の紹介 
● ロケ地の許認可調整、その他公的機関と

の調整 
● 可能な範囲内のプレロケハン・ロケハ

ン・ロケ同⾏ 
● 市⺠ボランティアエキストラの募集、オ

ーディション協⼒等。 
４． 事故等の防⽌ 

● 依頼者は、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。 
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● 依頼者は、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、依頼者が適切な

措置を取らないと当団体が判断したとき

は、依頼者は、当団体の指⽰に従い直ち

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、依頼者は、当団体に対

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。 
 

５．保険 

● 依頼者は、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。 
● 依頼者は、当団体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。 
6. 現地における調整 

● 依頼者は、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。 
● 依頼者は、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

⺠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、当該住⺠等の理解を得られるよう努

⼒するとともに、住⺠等への迷惑を最⼩

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。 
● 依頼者は、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。 
● 依頼者は、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。 
● 依頼者は、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。 
7. 第三者との関係 

● 依頼者は、当団体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

ル管理を依頼者の責任で⾏うものとしま

す。 
● 依頼者は、当団体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、かかる関係者等と依頼者の交

渉結果を遅滞なく当団体に報告するもの

とします。 
● 依頼者は、当団体が依頼者に紹介した関

係者等との間で⾏う契約の締結その他の

取引は、すべて依頼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。 
8. 原状回復等 

● 依頼者は、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。 
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● 依頼者は、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、当団体に撮影等の終了を

報告するものとします。 
9. ロケ⽀援の実⾏ 

● 当団体は、依頼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、

依頼者と当団体は必要な事項について誠

実に協議するものとします。 
10. 損害賠償 

● 依頼者は、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、依頼者の費⽤と

責任でかかる第三者に適切に対処し、当

団体に累を及ぼさないものとします。 
● 依頼者によって当団体に損害が⽣じた場

合、依頼者は、当団体に対しかかる損害

を賠償するものとします。 
11. 免責 

● 当団体は、無償で依頼者の撮影等に協

⼒するものであり、依頼者⼜は第三者

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。 
● 依頼者は、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。当団

体は、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。 
● 依頼者は、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。当団

体は、ロケ⽀援の成果が依頼者にとっ

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。 

● 当団体は、撮影等の企画内容によって

は、ロケ⽀援の依頼を受けても、ロケ

⽀援を実⾏できないことがあります。

当団体は、依頼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。 
● 依頼者が、当団体のロケ⽀援に必要な

協⼒若しくは作業を⾏わず、⼜は当団

体の要請に応じない場合には、当団体

は、当団体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。 
● 当団体は、当団体が依頼者に紹介した

関係者等と依頼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。 
12. 広報 

当団体は、依頼者に対し事前に相談⼜は通知を⾏

ったうえで、依頼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当団体の広報に⽤い

ることがあります。 

13. 要請事項 

当団体は、依頼者に対し、以下の協⼒要請をす

ることがあります。 

a. 当団体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. 当団体に撮影等の成果物を提出する

こと。 

c. 作品に当団体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. 撮影前後、公開前後における地元マ

スコミ向け記者会⾒・表敬訪問をす

ること。 
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f. 作品ポスター、サインその他グッズ

等を当団体に提供すること。 

g. 主要協⼒者向けの招待券提供（映画

のみ）をすること。 

h. 当団体のＰＲ素材としての写真・映

像使⽤許可、映像素材提供をするこ

と 

i. 放送公開後の作品の観光資源活⽤を

許可すること。 

j. 当団体の運営する WEB サイトや、

発⾏する印刷物等で撮影に関する広

報・告知活動を許可すること。 

１３．完全⽀援中⽌について 

● 前述の ２．依頼者の⼀般的義務、４．

事故等の防⽌、５．保険、６．現地にお

ける調整、７．第三者との関係、８．原

状回復等、９．ロケ⽀援の実⾏、１０．

損害賠償、などを遵守しなかった場合や

違法⾏為がみとめられた場合は、当団体

はすべての撮影⽀援を即時中⽌します。 
● 完全中⽌となった経緯と⽀援中⽌の報告

を、撮影関係者・関係団体、沖縄県所管

部署、各市町村のフィルムオフィス担当

窓⼝、沖縄県内のすべての撮影関連業者

（個⼈・企業・団体）、ジャパン・フィ

ルムコミッションに報告致します。 
 １４．守秘義務について  

    当団体は、申請時から撮影中、公開・放送

に⾄るまで、撮影に関する情報については守

秘義務を徹底し、申請機関等第三者に公開す

る必要が⽣じた情報は、事前に依頼者に確認

します。依頼者から要請があれば、覚え書き

を交わします。 

以上 


