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令和４年度あいサポートアート展作品募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

１ 趣旨 

障害のある方の芸術活動への参加を通じて，生活を豊かにするとともに，県民の障害への理

解と認識を深め，障害のある方の自立と社会参加の促進に寄与することを目的として，「あい

サポートアート展」を開催します。 

県民に，夢と元気を与えてくれるようなパワーあふれる作品を広く募集します。 

２ 主催  

広島県 ※福山会場における開催については，福山市との共催 

３ あいサポートアート展事務局（応募先，搬入先，問合せ先） 

〒730-0013 広島市中区八丁堀11-28 

株式会社広島朝日広告社 あいサポートアート展係 

電話 082-228-0131  ＦＡＸ 082-221-1718 

e-mail aisupport@info-hiroshima.co.jp 

４ アート展会場及び開催期間等 

（１）美術館での展示 

会場 

※いずれも

入場無料 

広島会場 福山会場 

広島県立美術館 
 地下１階 県民ギャラリー  
（広島市中区上幟町2-22 
  電話082-221-6246） 

ふくやま美術館 
 １階 ギャラリー，ホール 
（福山市西町二丁目4-3 

電話084-932-2345） 

開催期間 

令和４年11月１日（火） 
～11月６日（日） 

時間：9：00～17：00  
（ただし，４日（金）は19：00まで） 
※ １日（火）13：00から表彰式を実

施（予定） 

令和４年12月６日（火） 
～12月 11日（日） 

時間：9：30～17：00  
（ただし， 11日（日）は16：00まで） 
※ ６日（火）11：00からオープニン

グセレモニーを実施（予定） 

（２）市町等巡回展示 

入賞作品を中心に作品を選出し，展示を希望する県内の市町及び県関係機関等において巡

回展示を行う予定です。 

５ 応募内容 

（１）応募資格 

障害のある方で，広島県内に，在住，在勤，在学又は通所されている方（グループを含む）。 

（２）応募種別［応募種別は誤りがないようにお願いします。］ 

絵画，版画，彫刻，立体造形，陶芸，書道，工芸（現場で組み立てを要するものは不可）。 

なお，応募点数は，ジャンルを問わず１人（１グループ）１点までとします。 

応募，作品の搬入，問合せはあいサポートアート展事務局までお願いします。 

〒730-0013 広島市中区八丁堀11-28 

株式会社広島朝日広告社 あいサポートアート展係 

電話 082-228-0131  ＦＡＸ 082-221-1718  e-mail aisupport@info-hiroshima.co.jp 

○県内の新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ，実施内容を変更する場合があります。 

変更が決定した場合には，応募された方へ改めてご連絡します。 



2 

注意① 墨（色彩問わず）や筆で制作した作品については，応募用紙のコメント欄に作品

の制作意図を記入するなど，応募種別（絵画または書道）が判別しやすいような配

慮をお願いします。 

注意② 応募種別に写真部門は設けておりませんのでご了承ください。 

（３）表現規定 

自由です。ただし，次の全てを満たす作品に限り，応募することができます。 

なお，令和３年度あいサポートアート展ＷＥＢ美術館へ応募・展示した作品（辞退された

作品も含む。）も応募することができます。 

① 未発表であること。 

※未発表とは，他公募展で展示していないもの，SNSで広く一般に公表していないもの，

不特定多数へ向けての印刷物及びインターネットに掲載されていないもの等を指しま

す。事業所や学校での展示は既出にあたらないため，応募できます。 

未発表かどうか御不明な場合は，あいサポートアート展事務局に事前に御相談ください。 

② 創意工夫にあふれていること。 

③ 公序良俗に反していないこと。 

④ 第三者の著作権，肖像権その他一切の権利を侵害しないこと。 

【著作権，肖像権等の侵害となる作品の例】 

・有名人やキャラクターの名前等の固有名詞をタイトル又は作品中に記載している。 

・有名人やキャラクターが描かれていること，又は使用されていることが明らかであ

る。 

・広告やポスターなどを切り貼りしたものが含まれる作品 

※権利侵害の可能性があると判断した場合には，展示作品対象外とする場合もあります。 

権利の侵害になるか御不明な場合は，あいサポートアート展事務局に事前に御相談ください。 

（４）作品規格 

大きさに関する規格は設けていません。 

作品の応募にあたっては，次の条件に御留意ください。 

① 平面作品（壁面にかけることを想定した作品） 

 アクリル額装(ガラスは不可)・表装・パネル・ボードなど，十分な強度があり，曲がら

ない材質のものに，はずれる恐れのないよう作品を固定してあること。 

 裏面にヒモ等をつけていること。 

【応募できない作品の例】 

・段ボール等，柔らかい材質や壊れやすい材質のボードに固定されたもの。 

・壁面展示用のヒモが，ガムテープ等で簡易的に取り付けてあるもの。 

② 立体作品（床置き又は台置きを想定した作品） 

 搬入・搬出等，運搬が可能であること。 

 梱包をはずしてそのまま展示するため，自立するようしっかり固定してあること。 

（５）作品の素材等 

① 素材に制限はありませんが，次の素材を使用した作品は応募できません。 

 腐るもの（例：なまもの） 

 危険性の高いもの（例：刃物を使用しているもの） 

② 運搬に耐えられない作品や壊れた作品は，展示ができません。しっかりと接着する，
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壊れやすい部分にはあらかじめ補強する等，壊れないように処置をしてください。 

６ 応募方法 

（１）応募期間 

令和４年８月１日（月）～８月31日（水） 

（２）応募方法 

応募用紙に必要事項を記入の上，写真を添付し，メールにより御応募ください。 

メールの場合は，Excel形式とＰＤＦ形式のどちらでも構いません。 

（メールでの御応募が難しい場合は郵送も受け付けます。） 

応募用紙等は，あいサポートアート展の募集案内ページからダウンロードできます。 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/aiartr4.html 

（３）提出書類 

① 応募用紙 

② 写真（提出写真は返却できません。） 

 事前の作品把握及び審査に使用するため，作品の優劣に影響します。必ず完成した

作品で，できるだけ作品の色合いがわかりやすいものを撮影すること。 

 平面作品の場合は写真１枚，立体作品の場合は角度の異なる写真２枚を添付するこ

と。Excel形式での応募の場合は，様式への貼り付けも可能です。 

 写真は２Ｌサイズ（ただし，大きさはＡ４サイズまで可）とし，パソコン・プリン

ターを使い印刷する場合は，必ず写真用紙を使用すること。 

 郵送の場合は，写真裏面に「作者の氏名」，「作品名」及び「作品の天地（上下）」を

記入すること。 

（４）応募料 

無料 

７ 審査 

（１）審査方法 

応募された作品は，表現規定及び作品規格に合った作品を選定し，展示します。 

ただし，応募数が展示可能数を超えた場合は，提出された写真により事前審査を行い，展

示する作品を選定します。 

（２）選考審査 

審査会において，展示する作品及び入賞作品の各賞等を選考します。 

○ 入賞作品：広島県知事賞(1)，金賞(2)，銀賞(3)，銅賞(4)，審査員特別賞(1) 

○ 佳作：30作品程度 

（３）審査員 

県内有識者 

８ 展示作品の搬入 

（１）搬入期間 

令和４年９月16日（金）20日（火），21日（水），22日（木），26日（月） 

〔搬入時間 9：00～18：00〕 

※作品搬入期間は変更する場合があります。展示することが決定した作品の応募者には，
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あいサポートアート展事務局から作品搬入の案内がありますので，案内に従って搬入し

てください。 

 

（２）搬入方法 

直接・宅配・郵送いずれでも可能です。 

ただし，作品を梱包した状態で３辺の合計が260cm又は50kgを超える作品（以下「大型作

品」という。）は，直接，作品を搬入・搬出していただきますので，御了承ください。 

輸送料・梱包料・保険料等は，応募者の負担となります。 

 

（３）作品搬入時の梱包 

広島県立美術館，ふくやま美術館，市町等巡回展示等で数回の運搬作業が行われます。全

ての作品を大切に扱うために，次の点に御留意の上搬入してください。 

 額装の中で作品が落ちないよう，しっかりと固定する。 

 作品がずれたり壊れたりすることのないよう，各パーツや台などしっかりと固定する。 

 作品が壊れないよう，木枠や段ボール等で梱包し，梱包内にクッション材や緩衝材を

入れる。この際，作品を梱包した箱等の上面に作品の写真を貼り付ける。 

 複数の作品をまとめて搬入する場合でも，１作品ごとに梱包する。 

 直接搬入の場合でも，梱包した上で搬入する。 

 梱包の際は，作品の基本的な梱包方法に関するハンドブック「あいサポートアート展 展

示作品の梱包方法」を参照してください。 

 

（４）搬入に関する注意事項 

 必ず期間内に作品を搬入してください。 

 表現規定や作品規格等を満たさないものについては，お受け取りできません。 

 作品はそのまま展示できる形で搬入してください。 

 取扱いには十分注意を払いますが，万が一破損した場合は，保険の範囲内（補償額：

１作品あたり５万円）で対応します。 

 立体平面に関わらず，作品のパーツの構成が複雑で，梱包を解いて展示する際に応募

の写真の状態に再現して設置することが困難であると審査員が判断した場合，搬入展

示又は撤収搬出の際には，作者又は代理の方が直接展示作業を行ってください。直接

作業が不可能な場合には，展示及び入賞を取り消す場合があります。また，展示作業

時にこのことが判明した場合にも，審査員又は事務局の判断で展示を取りやめ，展示

を取り消すことがあります。 

 

９ 展示作品の搬出 

広島会場で展示した作品のうち，10 に記載する作品を福山会場でも展示します。応募者は，

展示終了後に，作品を直接搬出してください。 

大型作品以外の作品を直接搬出できない方には，事務局から送料着払いにより返送します。

応募用紙に，直接搬出か着払いによる返送か，希望する返却方法を御記入ください。なお，着

払いにかかる送料は応募者の負担となります。 

① 広島会場のみ展示する作品：広島会場での展示終了後，直接搬出をお願いします。 

搬出日時：11月６日（日）17：30～19：00（広島県立美術館） 

② 福山会場でも展示する作品：福山会場での展示終了後，直接搬出をお願いします。 

搬出日時：12月 11日（日）17：00～18：00（ふくやま美術館） 
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10 福山会場での展示対象 

  福山会場では，次の作品の展示を予定しています。 

① 入賞作品 

② 広島会場で展示した作品のうち，福山市内に在住等の方（グループを含む。）の作品 

※ ただし，福山市の周辺市町からの応募作品についても，応募数と会場の状況に応じ，展

示する場合があります。 

 

11 市町等巡回展示の対象 

入賞作品を中心とする一部の作品については，広島会場又は福山会場での展示以降，展示を

希望する県内の各市町及び県関係機関等において，巡回展示を行う予定です。作品が入賞した

場合においても市町等巡回展示を希望しない方は，応募用紙の市町等巡回展示についての項目

に御記入ください。 

【市町等巡回展示作品に選定された場合の留意事項】 

 巡回各市町等への作品の送付及び返送に係る費用について，応募者の負担はありません。 

 広島会場及び福山会場から直接搬出することができません。市町等巡回展示作品に選定

された作品の搬出方法は改めて個別に伺います。 

 作品は，巡回展示市町等の数により，最長令和５年10月末まで返却できないことがあり

ます。返却時期は，市町等巡回展示スケジュールが決定し次第，改めて連絡いたします。 

 

12 その他 

（１）入賞した場合又は市町等巡回展示対象作品に選定された場合の個人情報の公表 

全ての作品の応募に際し記入された個人情報は，本事業及び次の（３）の目的以外には使

用しません。 

入賞した場合には，県の記者発表において，報道機関等に対し，住所地の市区町名，氏名，

年齢及び性別を公表させていただきますので，あらかじめ御了承ください。 

また，入賞した場合又は市町等巡回展示対象作品に選定された場合，県の記者発表以外で

も，県広報，市町広報及び報道機関等を通じ，住所地の市区町名，氏名，年齢及び性別を公

表することがありますので，あらかじめ御了承ください。 

 

（２）展示会場での撮影について 

美術館での展示や市町等巡回展示の際には，一般の方が作品を撮影することを禁止します

が，テレビや新聞等により報道される場合又は主催者（あいサポートアート展事務局となる

委託業者を含む。）や市町が広報する場合に，展示されている作品，氏名及び作品名が写真や

映像に写ることがありますので，あらかじめ御了承ください。 

 

（３）応募作品の画像を用いた公共利用 

応募作品の著作権は作者に帰属しますが，入賞作品等については，作者の許諾を得た上で，

主催者が実施するあいサポートアート展開催事業，障害者の文化芸術活動の普及促進に係る

事業又は県民の障害への理解に寄与する普及啓発事業に使用する目的で，撮影した写真画像

等を使用させていただく場合があります。詳細については別途双方の合意に基づいて定めま

す。 
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■ あいサポートアート展スケジュール 

 

 
応募用紙に必要事項を記入の上，写真を添付し，  

メールにより御応募ください。（難しい場合は郵送） 

   作品について⇒２～３ページ     応募について⇒３ページ 

 

展示することが決定した作品の応募者には，あいサポートアート展事務

局から作品搬入の案内がありますので，案内に従って搬入してください。 

   展示作品の搬入について⇒３～４ページ，梱包マニュアル 

 
 

入賞者には，広島県より通知を送付いたします。 

 

 
広島会場のみ展示する作品は，広島会場での展示終了後，直接搬出をお

願いします。 

搬出日時・場所：11 月６日（日）17：30～19：00 

（広島県立美術館） 

展示作品の搬出について⇒４ページ 

 
福山会場でも展示する作品は，福山会場での展示終了後，直接搬出をお

願いします。 

搬出日時・場所：12 月 11 日（日）17：00～18：00 

（ふくやま美術館） 

 展示作品の搬出について⇒４ページ 

 

 
展示作品の 

搬入 

あいサポート 

アート展 

（広島会場） 

著作権や肖像権の侵害に注意しましょう。 

作品はしっかりと補強し，壊れないようにしましょう。 

２次審査 

9/16，20 

21，22，26 

作品募集 

１次審査 

９月上旬 

8/１～31 

10 月上旬 

入賞者決定 

11/１～６ 

直接搬出できない場合は，あいサポートアート展事務局 

から着払いでの返却となります。 

作品返却 

（広島会場） 

梱包マニュアルを参考に，丁寧な梱包を心がけましょう。 

作品をエアークッション等で巻き，箱に入れた後は，上面

に作品の写真を貼り付けましょう。 

11/６ 

あいサポート 

アート展 

（福山会場） 

12/６～11 

直接搬出できない場合は，あいサポートアート展事務局 

から着払いでの返却となります。 

12/11 

作品返却 

（福山会場） 


