
次期「 あいち文化芸術振興計画（ 仮称）」 表紙デザイン募集要項 

１  趣旨 

愛知県では、本県の文化芸術の振興について、2018年に「 あいち文化芸術振興計画2022」

を策定し、 2022 年度までの５年間に取り組むべき文化芸術の振興に関する施策を総合的

かつ計画的に推進しています。  

この計画期間が2022 年度末で満了することから、 次期「 あいち文化芸術振興計画（ 仮

称）」 ＊１（ 以下「 次期計画」 という。） を策定することとしています。  

次期計画では、基本目標＊２の一つとして「 愛知の文化芸術を未来につなぐ人づく り」 を

位置付け、文化芸術の担い手となる人材の支援や育成など、若い世代の方々 に着目した施

策を盛り込む予定としています。  

そこで、この度、愛知県内の大学、高等学校及び専修学校等のデザインに関する学部等

に在学する方々 を対象に、 次期計画（ 冊子） の表紙デザインを募集します。  

＊１ 2023 年度から 2027 年度の５年間に取り組むべき文化芸術の振興に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための計画。 2022 年12 月公表、 2023 年３ 月冊子発行予定。 県文化芸術課の

Webページにも掲載予定。  

＊２ めざすべき姿と４つの基本目標、 10の基本課題で構成することを予定 

   別添１ 「 次期『 あいち文化芸術計画（ 仮称）』 施策の体系（ 案）」 参照 

  ＜参考＞「 あいち文化芸術振興計画2022」  

      https: //www. pref . ai chi . j p/soshi ki /bunka/kei kaku-2022. html  

２  募集内容 

次期計画（ 冊子） の表紙・ 裏表紙のデザイン 

  （ １） 内容 

    ○愛知の文化芸術を振興する計画の表紙にふさわしいデザインとしてく ださい。  

○魅力的で親しみやすく 、 独創性のあるデザインとしてく ださい。  

○タイト ル及びサブタイト ルを入れてく ださい。  

・ タイト ル「 あいち文化芸術振興計画2027＊３」  

・ サブタイト ル「 文化芸術の力で心豊かな県民生活と活力ある愛知の実現をめざして＊４」

    ○「 あいちのシンボル（ 花・ 木・ 鳥・ 魚） ＊５」 のうち、１種類以上をデザインに盛

り込んでく ださい。  
＊３、４ タイト ル、サブタイト ルが変更になる場合、受賞者へ連絡し、修正を依頼すること

があります。 なお、 いずれもフォント 、 色の指定はありません。  

＊５ 県の花 カキツバタ、 県の木 ハナノキ、 県の鳥 コノハズク、 県の魚 クルマエビ 

＜あいちのシンボル（ 花・ 木・ 鳥・ 魚） ＞ 

県の花 カキツバタ 県の木 ハナノキ 

県の鳥 コノハズク 県の魚 クルマエビ 

      ※上記画像をデザインに御利用いただく ことはできません。  

在原業平
ありわらのなりひら

朝
あ

臣
そん

が現在の知立

市八橋を訪れたとき、 そのあた

りの花の美しさに旅情をなぐさ

め、 カキツバタの5 字を詠み込

んでうたった（ 伊勢物語）と伝え

られています。1954年、NHK・ 全

日本観光連盟などの共催によ

り、郷土の花（ 県の花）に選定さ

れました。 

愛知県を中心とした中部地

方にのみ自生するムクロジ科

の落葉樹で、 1966年、 愛知県

が県民投票により、 県の木に

選定しました。北設楽郡豊根

村の茶臼山山麓にある「 川宇

連ハナノキ自生地」 は、 国の

天然記念物に指定されていま

す。  

アジアやアフリカ、ヨーロッ

パに分布するフクロウ科の渡

り鳥で「 声のブッポウソウ」 の

別名を持っています。 1965年、

愛知県鳥獣審議会の県民投票

により、県の鳥に選定されまし

た。 

クルマエビは、 頭部から腹

部にかけてしま模様があり、

体を丸めると車輪のようにな

ることから、 この名がつきま

した。1991年に南知多町で「 第

11 回全国豊かな海づく り大

会」 が開催されるにあたり、

1990年に県の魚に選定されま

した。 



（ ２） サイズ 

     A3判（ 次期計画の冊子は、 A4判、 左綴じ、 背表紙あり）  
※  表紙・ 裏表紙が別々 の作品又は表紙・ 裏表紙がつながった作品のどちらでも構いません。

※  印刷時に背表紙があることを想定して制作してく ださい。  

ただし、背表紙については、印刷時に県にて作成しますので、応募の際は配置しないでく

ださい。  

<表紙・ 裏表紙のイメージ> 

  （ ３） 描画方法 

    ・ イラスト レーショ ン、絵画、版、CG、文字など、表現の方法は問いませんが、写

真そのものを直接的に用いた表現は除きます。  

     ただし、 最終的にデジタルデータ（ PDF、 JPEG、 PNGのいずれか） にしてく ださ

い。  

    ・ 画像の場合は、 解像度を実寸350dpi 以上で制作してく ださい。  

（ ４） その他 

・ 印刷時に「 県政イメージアップマーク」 及び「 次期計画公表月」 を配置すること

を想定して制作してく ださい。 なお、「 次期計画公表月」 は、 全体のバランスか

ら配置場所を決定します。  

・ 愛知県章は、 デザインとして使用しないでく ださい。  

    ＜参考＞ 

県政イメ ージアッ プ

マーク 

・ 受賞者と相談の上、 配置します。  
（ 応募の際は配置しないでく ださい。）  

・ 表紙の中央、 下から１７mmに配置することを基本とします。 裏表紙
には、 中央、 下から１ ７mmに配置し、 右ラインを断ち切りまで延長
します。  

・ サイズ： 横約52mm×縦約15mm 
・ イメージカラー 

メインカラー サブカラー 
・ 特色     DI C519 
・ ４色分解近似値  

C30%＋M40%＋Y30%＋BL20% 

・ 特色 DI C142 
・ ４色分解近似値  

C70%＋M50% 

愛知県章 デザインとして使用しないでく ださい。  

表 裏 

210mm 

297mm 裏 表 



３  募集期間 

  2022年７月１日（ 金） から 2022年10月28日（ 金） まで 

（ 郵送の場合は、 当日消印有効）  

４  応募資格 

  応募時点で、愛知県内の大学、高等学校及び専修学校等のデザインに関する学部等に在

学していること。  

  ただし、 未成年者の応募にあたっては、 保護者の同意が必要です。  

５  応募方法 

  以下のものをメール（ ファイル転送サービス等） 又は郵送（ 簡易書留郵便等） にて提出

してく ださい。  

 ・ 応募用紙（ 様式）  

 ・ 作品データ（ ファイル形式はPDF、 JPEG、 PNGのいずれか）  
※ 郵送の場合は、 CD-ROM又はDVD-ROMに氏名を記載の上、 作品デザインを保存して提出してく だ

さい。  

６  賞 

  最優秀賞： １ 点 

  ※受賞者には、 賞状を授与します。  

７  選考及び結果発表等 

（ １） 選考方法 

   提出された作品については、愛知県が設置する審査会において審査を行い、一次選考

での点数が高いものから上位５点以内について二次選考を行う二段階方式とします。  

   審査会は非公開とし、 選考の経過や当落の問合せについて、 一切受け付けません。  

（ ２） 結果の通知 

   審査結果については、 受賞者に2022年11月下旬以降に御連絡します。  
※選外の方には、 通知しません。  

（ ３） 受賞作品等の発表 

   次期計画の紙面に、 最優秀賞作品の制作者氏名・ 学校名・ 作品の概要を掲載します。 

   また、次期計画発行に係る記者発表（ 2022年12月頃予定） の際に、最優秀賞作品の

デザイン・ 制作者氏名・ 学校名を公表します。  

８  注意事項 

  別添２ 「 注意事項」 を御覧く ださい。  

９   問合せ先・ 提出先 

愛知県県民文化局文化部文化芸術課 企画グループ   

〒460－8501（ 住所記載不要） 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号  

電 話： 052－954－6184（ ダイヤルイン）  

メール： bunka@pref . ai chi . l g. j p 



5 

次期「あいち文化芸術振興計画（仮称）」施策の体系（案） 

(１ )県民の文化芸術活動や 

鑑賞等の機会の確保とその推進 

(２ )子どもの文化芸術体験の推進

(３ )高齢者、 障害者を始めとした 

多様な県民の文化芸術活動の推進 

１  

県民が等しく  

文化芸術に関わり、  

心を豊かにすることが 

できる環境の整備 

(４ )文化芸術の担い手となる 

人材の支援、 継承、 育成２ 

愛知の文化芸術を 

未来につなぐ 

人づく り 
(５ )文化芸術と県民をつなぎ、  

支える人材の育成、 確保 

(６ )愛知から世界に向けた 

多様な文化芸術の発信 

(７ )愛知芸術文化センター等を 

拠点とした芸術創造の展開 

3  

“ ”愛知発 の創造・ 発信 

(８ )愛知の文化資源等を活かした 

地域力の向上 

( )様々 な分野や主体との 

連携・ 協働の推進 

(９ )伝統芸能や文化財等の 

継承と発展

４ 

愛知の文化芸術の 

ポテンシャルを 

活かした地域力の向上 

文
化
芸
術
の
力
で
心
豊
か
な
県
民
生
活
と
活
力
あ
る
愛
知
を
実
現

めざすべき
姿

４つの
基本目標

10の
基本課題

別添１ 
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＜注意事項＞ 

１  応募について 

(1)  応募者は作品を応募した時点で、 本募集要項に定める事項に同意したものとする。  

(2)  応募に伴う費用は応募者の負担とし、 １ 人何点でも応募可とする。 ただし、 一作品

ごとの応募とする。  

(3)  応募作品は自らが著作権(著作権法「 以下「 法」 という。」 第17条)を有し、発表(法

第４条に定める著作物の公表を含む)を行っていないオリジナル作品に限る。  

(4)  応募作品中に、 自らが権利を有しない著作物、 他者の肖像権及びパブリシティ 権を

侵害する恐れのある著作物を使用する場合は、法第32条に定める引用の範囲の遵守若

しく は著作権者の許諾を自ら得た後に応募することとし、 第三者が有するいかなる権

利をも侵害しないものとする。  

(5)  上記(3)、 (4)が遵守されていないことが判明した場合、 また、 それに伴う第三者か

らの権利侵害の主張や損害賠償請求などがなされた場合、 愛知県は一切の責任を負わ

ない。また、当該作品は審査対象から除外する。なお、当該作品がすでに受賞作品とし

て選考されていた場合、 愛知県は当該作品の受賞を取り消す。  

(6)  その他公序良俗に反する作品及び媒体不良やデータ不良等の作品は審査対象から除

外する。なお、当該作品がすでに受賞作品として選考されていた場合、当該作品の受賞

を取り消す。  

(7)  上記(5)、 (6)の場合、 内容によっては、 損害賠償請求等をすることがある。  

２  作品の取扱いについて 

(1)  愛知県は応募作品の受領に関する連絡を行わない。

(2)  表紙に採用された作品(以下「 採用作品」 という)は、 愛知県が発行する次期計画の

表紙に無償で利用できることとし、使用する媒体や、使用する期限についても特段の制

限は設けないこととする。  

(3)  採用作品における著作権（ 法第21条から第28条までに規定する権利)その他一切の

権利等は、愛知県に帰属するものとする。また、受賞者は採用作品に関し、著作者人格

権（ 法第18 条から第20 条までに規定する権利） に基づく 権利行使は行わないことと

する。  

(4)  愛知県は、 応募作品の管理を、 民法上自己のためにすると同一の注意をなす義務に

より行う。  

(5)  応募関係書類及び作品データ等は返却しない。 なお、 愛知県は応募作品を廃棄する

場合は、 確実にかつ機密を確保できる方法により行う。  

３  個人情報について 

応募により御提供いただく 応募者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、学校名等

の個人情報は、 以下のとおり取り扱うものとする。  

(1)  愛知県は応募者の個人情報を県個人情報保護条例に基づき厳重に管理する。  

(2)  愛知県は応募者の個人情報を応募者本人の同意に基づき、 以下の目的で利用する。  

ア 応募内容に関する問合せ、 応募作品の審査、 受賞作品の表彰及びこれに係る事務 

イ 応募作品及び応募者の統計、 データ分析など 

ウ 当募集についての広報や募集活動、受賞作品の記者発表資料、Webページでの公開

などによる受賞作品の一般への紹介(氏名、 学校名等に限る。 ) 

別添２ 


