
まつりつくば 2023 ポスターデザイン募集要項 

 

1. 趣旨 

つくば市は、名峰「筑波山」をはじめとする美しい自然や周辺地域の

豊かな歴史と文化、世界最先端の科学技術が集積した、自然と科学が調

和する魅力あるまちです。 

まつりつくばは、こうしたつくば市の魅力を多くの市民や来訪者に発

信し、魅力度向上を図るとともに、地域経済の活性化を目的として開催

します。 

つきましては、まつりつくば 2023 を市内外に発信していくためのポス

ターデザインを募集します。 

 

2. テーマ 

 まつりつくばは、筑波研究学園都市において「地域住民のふれあい・

交流の場をつくる」ことを目的に民間の有志によって、1981 年から開催

されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、まつりつ

くば 2019 の開催を最後に３年間開催することができませんでした。 

 まつりつくば 2023 は、このような苦難の状況を乗り越えて、４年ぶり

の開催に向けて準備を進めています。 

 これらを踏まえ、まつりつくば 2023 のポスターデザインテーマは「コ

ロナからの脱却」、「静から動へ」、「新しいまつりつくばの可能性」

をテーマとします。なお、これらはテーマであり、ポスターデザインに

掲載する文言ではありません。 

 ついては、これまでのまつりつくばのデザインから脱却した、【つく

ばらしさ】と【お祭り】の掛け合わせによる新たなデザインを期待しま

す。作成に当たっては、後述する過去のまつりつくばの素材を利用する

ことができますが、素材の使用は募集条件ではありませんので、あくま

で参考程度としてください。 

 

3. 応募資格 

国籍、年齢、プロ、アマチュアを問いません。また、個人、グループ、

団体、法人等どなたでも応募が可能です。 

    

4. 応募方法等 



（1） 応 募 料 

無料で応募できます。 

（2） 応 募 数 

１人（又は１団体等）につき、２作品まで可能です。 

（3） 応募期間 

令和５年(2023 年)３月１日（水）から４月 21 日（金）まで※必着 

（4） 受付時間 

応募期間内の平日 9 時 00 分～17 時 00 分（12 時 00 分～13 時 00 分の間

を除く） 

（5） 提 出 物 

① 応募申込書 

※ 必ず１作品ごとに記入し、裏面右下に貼り付けてください。 

② 応募作品 

手描きで作成した場合は、Ａ３判ケント紙の「作品原本」 

データで作成した場合は、Ａ３判のコート紙に印刷した「作品見本」 

※ 「４ 応募作品の条件等」に従って作成してください。 

※ 作品は折り曲げたり、丸めたりせずに提出してください。 

※ 作品の裏面をダンボール等で補強してしまうと、コンテストで掲示で

きなくなってしまうため、おやめください。 

（6） 提出方法及び提出先 

「持参」又は「郵送（書留郵便）」に限ります。なお、提出物に不備が

ある場合は、応募を受け付けることができません。 

【提出先】 

      〒305-8555 

茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１ 

       まつりつくば大会本部事務局（つくば市経済部観光推進課内） 

       「まつりつくば 2023 ポスターデザインコンテスト」係 

（7） 応募に際しての注意事項 

① 応募申込書は全ての項目を日本語で記載してください。 

② 応募作品に、第三者の著作権、肖像権及びその他の権利を有している

著作物等を使用する場合は、予め当該権利者の許諾を得てください。

なお、第三者から権利侵害、損害賠償等の主張がなされた場合は、応

募者が自らの責任で対処することとし、まつりつくば大会本部（以下、

「本部」という。）は一切の責任を負わないものとします。 



③ 郵送の場合、提出物の輸送中の事故・破損等については、本部では責

任を負いかねますので、十分耐えうる梱包にてお送りください。 

 

5. 応募作品の条件等 

  応募作品は、次の条件等に従って作成してください。 

（1） 自作未発表の静止画作品であること 

（2） 応募作品の仕様 

① 応募作品の画材は自由です。また、写真、イラスト、ＣＧ等、特に制

約はありません。 

② 応募作品は縦長とします。なお、本部で各種情報等を書き加えますの

で、ポスターの最下部に、データで作成する際は上下幅 150mm 程度（手

書きの場合は上下幅 100mm 程度）のスペースを確保してください。 

※ スペースの色の指定はありませんが、ポスター全体及び情報の

視認性を考慮して作成してください。提出の際は、スペース内

の文字の記載は不要です。 

③ 応募作品には、次のＡ～Ｃの文言を含めてデザインしてください。な

お、記載順、書体、フォント数については自由としますが、ポスター

としての機能を満たすようにレイアウトしてください。（Ａ～Ｃのア

ルファベット標記は不要です。） 

 Ａ まつりつくば 2023 

 Ｂ わたしたちのまつりつくば。 

 Ｃ 令和５年（又は 2023 年）８月 26 日（土）・27 日（日） 

  （※年号は和暦か西暦のどちらか、又は併記すること） 

④ 以下の条件に従って作成してください。 

   【手書きで作成する場合】 

    ・Ａ３判のケント紙で作成してください。 

※完成品のポスターは、最大Ａ１判（594mm×841mm)サイズとなり

ます。拡大処理をする際に画質が荒くなる恐れがありますので、

十分配慮したうえで作成してください。 

   【データで作成する場合】 

     ・Ａ２判でデザインを作成してください。 

     ※提出の際は、作品見本をＡ３判のコート紙に印刷してください。 

     ・ＡＩ、ＥＰＳ又はＰＳＤ形式でデータを作成してください。 

※アドビ社製「イラストレーター」又は「フォトショップ」での



作成を推奨します。（ワード、エクセル等での作成は不可） 

    ・カラーモードを「ＣＭＹＫ」に設定し、文字データは必ず「アウ

トライン化」してください。また、画像解像度は 350dpi 以上にし

てください。 

    ・最優秀作品に選ばれた場合、本部の定める期日までに、作成した

デザインのデータを提出していただきます。また、デザインの一

部を修正していただく場合がありますので、レイヤーは統合せず

に保存してください。 

（３）写真素材 

令和元年度（2019 年）に開催した様子を撮影した写真素材集を、

まつりつくば公式ホームページで提供しておりますので、応募作品

のデザインに使用したい場合は下記のアドレスからダウンロード

して御利用ください。 

なお、写真の著作権は、本部、又は撮影者にあることを理解し、

本コンテストの応募作品以外には一切利用しないでください。ま

た、写真の再配布も禁じます。（写真の加工、改変後の著作権も、

応募者には帰属しません。） 

◇写真素材集掲載場所◇  

 【まつりつくば公式ホームページ】 

 アドレス：https://www.matsuri-tsukuba.com/ 

 

6. 各賞及び副賞 

  ・最優秀賞 １点  賞金５万円 

  ・優 秀 賞 １点  賞金３万円 

   ※受賞者が高校生以下の場合は、賞金に代わり同額の図書カードを贈

呈いたします。 

 

7. 選考と各賞の発表 

（1） 本部にて厳正に選考し、各賞を決定します。 

（2） 作品のデザイン性、表現性、誘客性の３点について重点を置き、総合

的に選考します。 

（3） 選考内容については、一切公表いたしません。 

（4） 選考後、各賞の受賞者には速やかに通知するとともに、まつりつくば



公式ホームページ等で公表します。 

（5） 最優秀賞受賞者については、氏名、年齢、居住地域、経歴、受賞者本

人の写真（表彰式等で撮影したものも含みます。）を広報誌等で公表す

る場合があります。予め御了承ください。 

 

8. 作品内容の制限 

  作品の内容が以下に相当すると主催者が判断した場合は、何ら通知等を

行わずに選考の対象外とします。 

（1） 公序良俗に反するもの、又はその恐れがあるもの 

（2） 第三者の著作権、肖像権及びその他の権利を侵害するもの、又はその

恐れがあるもの 

（3） 第三者を誹謗中傷し、犯罪行為に結びつくもの、又はその恐れがある

もの 

（4） 法令等に違反し、犯罪行為に結びつくもの、又はその恐れがあるもの 

（5） 本部が、本コンテストの趣旨等に合わないと判断したもの 

（6） 応募作品の中に、意図的に応募者個人及び団体等が特定できるデザイ

ンが組み込まれているもの 

（7） 本コンテストの適正な運営を妨げるもの、又はその恐れがあるもの 

（8） 応募作品が判読不能なもの 

 

9. 作品の取扱い 

（1） 応募書類及び応募作品については、受賞・未受賞に関わらず一切返却

いたしません。（最優秀作品の電子データも含みます。） 

（2） 各賞の作品に関わる全ての著作権（著作法第 27 条及び第 28 条に規定

される権利を含みます。）、使用権及びその他の権利は、受賞をもって、

本部に全て譲渡されるものとします。また、受賞者は、当該作品に関わ

る著作者人格権を行使しないものとします。 

（3） 最優秀賞に選ばれた作品は、ポスターデザインの採用作品とし、まつ

りつくば 2023 の広報を目的とする印刷物及びホームページ等に、その全

部又は一部を使用します。なお、デザイン及び色彩は、加工の際、本部

が修正、補正をすることができるものとします。また、場合により、受

賞者に修正、補正をお願いすることがありますので、予め御了承くださ

い。 

（4） 各賞の決定後、すでに発表されている作品と同一、又は類似のもので



あることが判明した場合は、受賞を取り消すとともに、賞金の返還を求

め、受賞者はこれに応じるものとします。 

（5） 不測の事態等により、最優秀賞作品をポスターデザインにすることが

できなくなった場合、自動的に優秀賞を繰り上げ、改めてその作品を最

優秀作品とし、ポスターデザインに採用することとします。なお、この

場合は当初の最優秀賞作者には賞金の返還を求め、受賞者はこれに応じ

るものとします。 

 

10. 個人情報の取扱いについて 

応募者の個人情報の取扱いについては、受付や問合せ、各賞の選考及び

発表の範囲内においてのみ使用し、原則として法令の規定に基づく場合を

除き、本人の承諾を得ずに、その他の目的で使用又は第三者に提供はいた

しません。 

 

11. その他 

（1） 本コンテストの運営一切は、本部が行います。 

（2） 本コンテストへの応募に起因した応募者への損害について、本部は一

切の責任を負わないものとします。 

（3） 応募に伴う一切の費用は、応募者の負担とします。 

 

12. お問合せ先 

  まつりつくば大会本部事務局（つくば市経済部観光推進課内） 

  「まつりつくば 2023 ポスターデザインコンテスト」係 

   担当：久秋、小嶋、長峯 

電話：029-883-1111(内線 6377、6378)、FAX：029-868-7615 

 


