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瀬戸内国際芸術祭 2022「県内周遊事業（ハッシュタグキャンペーン）」応募要領 

 

香川県では、瀬戸内国際芸術祭 2022（以下、「芸術祭」という。）と連携し、Instagram を利用した県内

周遊事業（ハッシュタグキャンペーン）を実施します。これは、芸術祭の開催効果を広く県内に波及させ

ることを目的として、対象の観光スポット又はアートスポット（以下「観光スポット等」という。）を訪れ

た芸術祭の来場者に、その場で撮影した写真を特定のハッシュタグをつけて Instagram に投稿していただ

くというものであり、魅力的な写真を投稿した方には、県産品等をプレゼントします。投稿された写真は、

香川県又は撮影箇所の管理者若しくは所有者の HPへの掲載をはじめ、PRに使用させていただきます。 

 

※対象となる観光スポット等は４ページに掲載しております。 

 

１ 主催 

香川県瀬戸内国際芸術祭推進課（以下、「県」という。） 

 

２ テーマ 

「芸術祭の来場者から見た香川の魅力」を伝える写真 

 

３ 賞 

入賞 230点（内訳は、箇所別部門＝200点、夜景部門＝10点、美食部門＝10 点、体験部門＝10点。各

部門において特に魅力的な投稿については特別賞を決定します。） 

 

箇所別部門 … それぞれの対象となる観光スポット等で撮影した魅力的な写真 

夜景部門  … 対象となる観光スポット等で撮影した夜景をとらえた写真 

美食部門  … 対象となる観光スポット等で撮影した食にまつわる写真 

体験部門  … 対象となる観光スポット等で撮影した体験をとらえた写真 

 

４ スケジュール 

 

（１）応募期間 

令和４年４月 14日（木）～令和４年 11月６日（日） 

※ただし、芸術祭の開幕日及び閉幕日が変更となった場合は、それに準じます。 

 

（２）審査 

全会期終了後、県において部門ごとに厳正に審査いたします。 

 

（３）結果発表 

入賞者の Instagram アカウントに対して、瀬戸内国際芸術祭公式 Instagram アカウント（以下、

「公式アカウント」という。）からダイレクトメッセージ（以下、「DM」という。）を使用し、通知い

たします。その後、DMを通じて、住所や連絡先等を確認させていただきます。 
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５ 応募資格 

芸術祭の来場者で観光スポット等の写真を撮影された方（Instagram の利用制限年齢により、13 歳未

満の方は保護者の同意を得た上で御応募ください。） 

 

６ 応募方法 

 応募手順は以下のとおりです。 

 

（１）公式アカウント「@artsetouchi」をフォローしてください。 

 

（２）対象となる観光スポット等で撮影した写真に次のハッシュタグを付けて投稿してください。 

 

「#瀬戸内国際芸術祭 2022」及び「#県内周遊■■■」 

 

 

 

※１ 郵送及び持ち込みによる応募は受付いたしません。 

※２ 投稿の非公開設定を ONにされている場合は、参加対象外になりますので御注意ください。 

※３ 一人何点でも応募可能です（ただし、入賞は、同部門につき、一人 1 点までとさせていただきま

すので、御了承願います。） 

 

７ 応募にあたっての留意事項 

下記の留意事項に同意された上で、御応募ください。実際の投稿をもって、留意事項に同意いただい

たものとみなします。 

 

・ 芸術祭の作品やイベントのみを撮影した写真は、本事業の審査対象外となります。 

・ 応募作品は、第三者の著作権、肖像権、その他法令上の一切の権利や第三者の名誉、プライバシー等

を侵害していないものに限ります。 

・ 応募作品に関して第三者との間で問題が生じた場合、全て応募者の責任において対処し、県は一切

責任を負いません。 

・ 応募作品は、未発表または発表予定のないものに限ります。ただし、営利を目的としない個人的な

Web サイトや SNS に掲載した作品、個人やグループによる写真展等に出展された作品は、応募可とし

ます。入賞決定後に違反が判明した場合は入賞を取消し、賞品等は返却していただきます。 

・ 御応募いただいた作品の著作権は応募者に帰属します。 

・ 応募作品について、県及び撮影箇所の管理者若しくは所有者がプリント展示、出版物、宣伝広告、イ

ンターネット等に使用すること、また使用目的に合わせてタイトル・投稿者名の明示、トリミングの

有無等も含め加工することを応募者には無償で許諾いただきます。 

・ 御応募いただいた個人情報等の取扱いは、本事業の運営に必要な範囲においてのみ使用し、「香川県

個人情報保護条例(平成 16年香川県条例第 57号）」に基づき適正に管理します。 

・ カラー、モノクロいずれも応募可能とします。 

・ 合成・変形等の過度な画像処理は不可とします。 

・ 応募作品の内容が次の項目に相当すると主催者が判断した場合は、通知等を行わずに作品を審査対

象外とします。 

それぞれに指定された 3桁の番号 
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・特定の個人や団体、企業等を非難するおそれのある写真。 

・投稿内容に営利を目的とした情報提供、広告宣伝若しくは勧誘行為が認められる場合。 

・県が作品を盗作または盗作の疑いがあると判断した場合。 

・県が作品を本事業の趣旨に沿わないと判断した場合。 

・その他公序良俗に反すると県が判断した場合。 

・ Instagram へのアクセス集中や通信回線の状態による遅延、不具合等により Instagram へのアクセ

スや登録・表示等ができないことにより発生した損害、又は起因して発生した全ての事象につきまし

てはその原因によらず一切の責任を負いかねますので、その旨御了承の上御利用ください。 

・ 本事業の応募にかかるインターネット接続料及び通信費は応募者の御負担となります。 

・ 応募者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、暴力団関係者（同条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景と

して同条第１号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等に

よりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。）その他不当要求行

為（不当又は違法な要求、妨害行為その他契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をい

う。以下同じ。）を行う全ての者（以下「暴力団等」という。）に該当しないこと、また、暴力的行為、

詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明したものとみな

し、かかる表明に違反したことが判明した場合には、入賞を取り消します。 

・ 本事業は Instagram が関与するものではありませんが、Instagram の提供するサービスと連動して

使用されます。Instagramの利用者に対しては、本要項に加え、Instagramの利用規約、その他 Instagram

が定める規約（以下、「Instagram 規約」といいます）も適用されますので、Instagram 規約も併せて

御確認ください。 

・ 本規定に取り決めのない事項については、主催者の判断により決定します。 

 

【お問合せ先】 

香川県 瀬戸内国際芸術祭推進課 交流・式典グループ 

〒760-0019 香川県高松市サンポート 1番 1号高松港旅客ターミナルビル 3階 

TEL：087-813-0852 受付時間：平日 8:30～17:15（土・日・祝日を除く） 
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＜観光スポット等一覧（※応募時のハッシュタグ＝「#県内周遊（下表記載の 3 桁番号）」＞ 

番号 名称 番号 名称 

001 かがわ・山なみ芸術祭 2022 051 ジオサイトクルーズ（プレジャーボートで一億年のタイムトラベル！） 

002 高校生の部活動を応援するイオンモール「青春応援プロジェクト」～アート大作戦～他 052 女郎島 

003 高松琴平電気鉄道株式会社 053 手袋（手袋ギャラリー、手袋神社、手袋資料館） 

004 あじ竜王山公園 054 ナイト ZOO（しろとり動物園） 

005 うみまち商店街 055 人形劇場とらまる座 30周年記念行事 とらまる人形劇カーニバル 2022 

006 おいでまい祝祭 2022（仮） 056 東かがわ市とらまるパペットランド とらまる人形劇ミュージアム 

007 香川県障害者芸術祭 2022（仮） 057 ベッセルおおち 

008 讃岐おもちゃ美術館 058 山田海岸 

009 SANUKI ReMIX（讃岐リミックス） 059 湾岸アートプロジェクト 

010 四国村および四国村ギャラリー 060 志々島の大楠 

011 獅子舞王国さぬき２０２２（仮） 061 父母ヶ浜 

012 史跡高松城跡 玉藻公園 062 津嶋神社 

013 SETOUCHI BOOK MARKS 063 戸川ダム 

014 第 11 回うどん県書道パフォーマンス大会 in サンポート 064 漂流郵便局 

015 高松空港 065 ぶいぶいガーデン 

016 たかまつ工芸ウィーク 066 三豊鶴 酒蔵 art Gallery 2022 

017 高松シンボルタワー 067 urara days! 

018 旅の守り神「SHIP'S CAT」コミュニティパーク（仮） 068 オリーヴの大樹 

019 丸亀町グリーン アートコレクティブ（仮） 069 宗教法人 小豆島大観音 

020 むれ源平石あかりロード 070 屋形崎夕陽の丘 

021 屋島山上 071 妖怪美術館～ナイトミュージアム 2022～ 

022 おしろのまちの秋の月 瀬戸内のイイモノをあつめたマルシェ 072 秋祭り 

023 中津万象園・丸亀美術館 073 こううん駅（紅雲亭） 

024 広島 074 小豆島手延べそうめん学校 

025 ボートレースまるがめ 075 橘漁港フェス２０２２ 

026 丸亀城周辺 076 二十四の瞳映画村（Gallery KUROgO) 

027 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 077 道の駅小豆島オリーブ公園 

028 レオマリゾート（ＮＥＷレオマワールド） 078 道の駅小豆島ふるさと村 

029 鎌田ミュージアムスタンプラリー 079 池戸公民館 

030 シャッターアートプロジェクト（仮） 080 太古の森 

031 瀬居島アートプロジェクト 2022 by 神戸芸術工科大学 081 渡邉邸 

032 ひついし・福王寺・夢・アート・スタジオ 082 ヌーヴォー・シルク・ジャポン 2022 in 直島 

033 「ヨタの漂う鬼の家 島に渡る（仮）」 083 青ノ山山頂展望台からの景色 

034 おしゃべり広場 084 宇多津「古街」エリア 

035 旧善通寺偕行社 085 ゴールドタワー「ソラキン」からの景色 

036 五ヶ寺・七カ所まいり 086 四国水族館 

037 捨身ヶ嶽禅定（しゃしんがたけぜんじょう） 087 うどんといちごの郷 道の駅 滝宮 

038 JR善通寺駅 088 柏原渓谷 

039 まちなか黒板アート設置事業 089 滝宮の念仏踊り 

040 ゆうゆうロード 090 一之橋公園 

041 一の宮公園 091 旧金毘羅大芝居「金丸座」 

042 寛永通宝（通称：銭型砂絵） 092 県立琴平公園展望台 

043 高屋神社 093 金刀比羅宮 

044 ちょうさ祭り 094 中野うどん学校琴平校 

045 豊稔池堰堤 095 県立桃陵公園 

046 大窪寺の紅葉 096 金剛禅総本山少林寺 

047 さぬき市野外音楽広場（テアトロン） 097 本通の町並み 

048 津田の松原（県立琴林公園） 098 国営讃岐まんのう公園 

049 天体望遠鏡博物館 099 まんのうひまわり 

050 門入ブリッジ・椿の城 100 名勝 満濃池 

 


