
●応募には事前登録をする必要があります。

①カラー、モノクロを問いません。
②作品サイズは、単写真：66ｃｍ×56ｃｍ以内（縦横自由）の全紙パネル張
りとします。組写真：縦90ｃｍ×横90ｃｍ以内の、パネルにレイアウトして
ください。
③額縁は使用しないでください。また、作品保護面にガラス・アクリル
板は使用しないでください。

④パネルには吊り金具を取り付けてください。
⑤小中学生はA4プリント（パネル張り不要）とします。

写真／作品規格

①作品サイズは、平面作品：B0判、B1判、B2判（何れも縦横自由）とし
ます。立体作品：幅180ｃｍ×奥行き180ｃｍ×高さ180ｃｍ以内、重量
50ｋｇ以内とします。

②平面作品はパネル張り（木製・ホビーパネル）とし、ガラス板を使用しな
　いでください。ホビーパネルには必ず吊り金具を取り付けてください。
③立体作品の場合、作品説明用パネル（B1判、B2判）を付けることが
できます。パネルの規定は上記に準じます。
④テキスタイル作品は、パネル内に必ず作品の「使用例」を表示してく
ださい。
⑤制作協力者（撮影者、コピーライターなど）がある場合は、「出品申
込書」の「サイズ・その他」欄に明記してください。

⑥小中学生は平面のみでB4以上B2以下でパネル張りとします。

デザイン／作品規格

①作品サイズは、1）縦242ｃｍ×横61ｃｍ以内、 2）182ｃｍ×91ｃｍ以内
（縦横自由）、 3)縦121ｃｍ×横121ｃｍ以内、 4）巻子・帖は縦40ｃｍ×
横400ｃｍ以内、 5）篆刻作品は縦50ｃｍ×横50ｃｍ以内とします。（何
れも額縁を含む）。
②巻子・帖以外の作品は、全て額装してください。
③小中学生は半紙で額装とします。

書道／作品規格

①作品サイズは、壁面作品に限り、縦180ｃｍ×横180ｃｍ程度以内とし
ます。展示に必要な器具は付けて下さい。
②壁面展示以外の作品については、サイズの制限は設けませんが、
重量50ｋｇ以内とします。

③小中学生は10号とします。立体作品：幅・奥行き・高さ30ｃｍ以内と
します。パネルか額装をして下さい。

工芸／作品規格

①油彩、アクリル、水彩、版画、平面・立体造形、映像など、多種多様な
作品。

②作品サイズは、平面作品：縦170cm×横170ｃｍ以内（額縁を含む）、
立体作品：幅200ｃｍ×奥行き200ｃｍ以内で、天井までの高さ365ｃｍ
に展示可能な作品とします。（屋外展示作品も原則としてこれに準
じます）。
③額装の場合は、ガラス板を使用しないでください。
④小中学生は10号～20号以内とします。立体作品：幅50ｃｍ×奥行き
50ｃｍ×高さ2ｍ以内とします。

絵画造形／作品規格

①主催者は、応募作品の管理に十分注意を払いますが、不慮の災
害・事故による作品の破損・紛失などについて責任を負いません。

②応募書類などに記入漏れや不備がある場合は、受け付けできません。
③作品名や氏名（雅号）に常用漢字以外の漢字が用いられている場
合は、常用漢字で表記する場合があります。

④搬入の際の梱包材料は、必ず持ち帰ってください。
⑤審査や展示について意義を申し立てることはできません。
⑥作品の著作権は作者に帰属するものとします。ただし、主催者が広
報やホームページ、インターネット、記録集などに図版・その他を使
用することがあります。
⑦出品者の個人情報については、主催者は関係法令を遵守し、本展
の運営に必要な範囲でのみ使用します。
⑧開催期間中は作品の搬出はできません。
⑨応募者名や作品名などの文字校正には間違いのないように努めま
すので、ご了承下さい。

注意事項

①県内外の公募展、コンクール等で展示された作品は出品できません。
②他者の知的財産権を侵害しないものに限ります。
③各部門の作品規定を遵守して下さい。規定以外の作品は受け付け
できません。
④作品の展示方法などで、説明が必要な場合は、説明図・写真など
を貼付して下さい。
⑤破損・変形・転倒しやすいもの、未乾燥の作品、公序良俗に反する
もの、および、会場に損傷を与えるような作品は受付できません。ま
た、展示作業時、出品者の立ち会いが必要な作品は受け付けでき
ません。
⑥上下が分かりにくい作品は、作品裏側に上下方向を表示して下さ
い。表示がない場合は、出品票の位置で判断します。
⑦会場備品以外の展示台や、その他の設備・機材・電気工事などが
必要な場合は、あらかじめ許可を受け、出品者の責任において用
意して下さい。それらに伴う費用は出品者負担になります。

⑧屋外（中庭）展示も可能ですが、搬入搬出は運営委員会の指示に従っ
てください。それらに伴う費用は出品者負担となります。また、屋外展
示による作品の損傷破損については、主催者は責任を負いません。

作品規定

彫刻／作品規格
①作品サイズは、幅200ｃｍ×奥行き200ｃｍ×高さ250ｃｍ以内、重量
300ｋｇ以内とします。

②小中学生は、幅50ｃｍ×奥行き50ｃｍ×高さ50ｃｍ以内とします。

日本画／作品規格
①作品サイズは、30号～100号 縦162cm×横162cm以内とします。
②作品は仮縁で、ガラス・アクリル板を使用しないでください。
③小中学生は20号以内とします。

応募資格
本県に在住・在籍・勤務する者に限ります。

部門
日本画、絵画造形、彫刻、工芸、書道、デザイン、写真

出品点数
○絵画造形・彫刻・デザイン・写真部門は、1人（1グループ）1部門に
つき3点以内
○日本画・工芸・書道部門は、1人1部門につき2点以内
○小中学生は、1人1点

賞
知事賞（副賞50,000円）、第68回県美展賞（副賞10,000円）、県教育委員
会賞、県議会議長賞、県立美術館館長賞、県文化協議会賞、審査員特
別賞、各後援団体賞などがあります。小中学生（子ども展）は、県美展
運営委員会賞、県美展審査員賞、県美展審査員奨励賞があります。

作品展示
前期は入賞作品と入選作品（書道部門も一同に展示）を展示します。
後期は会員（無鑑査）作品と入賞作品を展示します。
子ども展は後期に展示します。

搬入
10月29日（日）　午前9時30分より午後3時（時間厳守）
福井県立美術館内：各部門搬入受付（会員は別日程）
応募作品に、①出品申込書、②出品票A、③出品票B、④作品預かり
証、および、出品料を添えて搬入してください。応募書類は必要事項
を楷書で記入の上、②、③を作品の所定の位置に張り付けてくださ
い。2部門以上に出品の場合は、部門ごとに手続きが必要になります。
小中学生作品は美術館講堂入口受付。

搬出
11月15日（水）　午前9時30分より午後3時（時間厳守）
福井県立美術館内：各部門搬出受付
「作品預かり証」をご提示ください。作品（選外作品を含む）を確認の
上、返却します。搬出時間内に搬出されない場合は、委託業者に送付
を依頼します。運送料・梱包料は出品者負担（1万円程度）となります。
小中学生作品は美術館講堂搬出受付。

地区搬入・搬出
地区搬入＝10月24日（火） 25日（水） 26日（木）　午前9時より午後5時
各地区受付所※で受け付けます。必要書類、出品料の他に運送料（1
点につき2,000円〈税別〉・小浜支店は4,000円〈税別〉）が必要です。
地区搬出＝11月18日（土）　午前9時より午後5時
各地区受付所※で、作品（選外作品を含む）を返却します。
※地区受付所＝日通福井支店　　　TEL.0776-57-1540
　　　　　　　日通小浜営業支店　TEL.0770-53-1050
その他、画材店、額縁店などの搬入協力店があります。

表彰式
11月12日（日） 福井県立美術館講堂
　　　　　　午前10時～　小中学生（子ども展）
　　　　　　午後２時～　一般公募
入賞者は、「審査結果のお知らせ」をご持参の上、開式30分前までにご来場くだ
さい。

出品料
高校生は、1点につき1,000円、1点増すごとに1,000円。
一般・大学生は、1点につき3,000円、1点増すごとに1,000円。
1人が2部門以上に出品の場合は、部門ごとに前記出品料が必要に
なります。なお、地区搬入の場合は、出品料以外に運送料が必要にな
ります。詳しくは下記の「地区搬入・搬出」の項をご覧ください。
小中学生は1点500円。

審査
部門ごとの審査会で審査し、入賞・入選作品を決定します。審査結果
は「審査結果のお知らせ」で、直接出品者に通知します。
審査会［10月30日（月）］は、公開審査※（午前中のみ）で行います。
※見学者は、「見学申込書」に必要事項を記入の上、入場していただきます。審査
会では、見学者には一切の発言権がありません。また、審査の妨げになる場合は
退場していただく場合があります。



●応募には事前登録をする必要があります。

①カラー、モノクロを問いません。
②作品サイズは、単写真：66ｃｍ×56ｃｍ以内（縦横自由）の全紙パネル張
りとします。組写真：縦90ｃｍ×横90ｃｍ以内の、パネルにレイアウトして
ください。
③額縁は使用しないでください。また、作品保護面にガラス・アクリル
板は使用しないでください。

④パネルには吊り金具を取り付けてください。
⑤小中学生はA4プリント（パネル張り不要）とします。

写真／作品規格

①作品サイズは、平面作品：B0判、B1判、B2判（何れも縦横自由）とし
ます。立体作品：幅180ｃｍ×奥行き180ｃｍ×高さ180ｃｍ以内、重量
50ｋｇ以内とします。

②平面作品はパネル張り（木製・ホビーパネル）とし、ガラス板を使用しな
　いでください。ホビーパネルには必ず吊り金具を取り付けてください。
③立体作品の場合、作品説明用パネル（B1判、B2判）を付けることが
できます。パネルの規定は上記に準じます。
④テキスタイル作品は、パネル内に必ず作品の「使用例」を表示してく
ださい。
⑤制作協力者（撮影者、コピーライターなど）がある場合は、「出品申
込書」の「サイズ・その他」欄に明記してください。

⑥小中学生は平面のみでB4以上B2以下でパネル張りとします。

デザイン／作品規格

①作品サイズは、1）縦242ｃｍ×横61ｃｍ以内、 2）182ｃｍ×91ｃｍ以内
（縦横自由）、 3)縦121ｃｍ×横121ｃｍ以内、 4）巻子・帖は縦40ｃｍ×
横400ｃｍ以内、 5）篆刻作品は縦50ｃｍ×横50ｃｍ以内とします。（何
れも額縁を含む）。
②巻子・帖以外の作品は、全て額装してください。
③小中学生は半紙で額装とします。

書道／作品規格

①作品サイズは、壁面作品に限り、縦180ｃｍ×横180ｃｍ程度以内とし
ます。展示に必要な器具は付けて下さい。
②壁面展示以外の作品については、サイズの制限は設けませんが、
重量50ｋｇ以内とします。
③小中学生は10号とします。立体作品：幅・奥行き・高さ30ｃｍ以内と
します。パネルか額装をして下さい。

工芸／作品規格

①油彩、アクリル、水彩、版画、平面・立体造形、映像など、多種多様な
作品。

②作品サイズは、平面作品：縦170cm×横170ｃｍ以内（額縁を含む）、
立体作品：幅200ｃｍ×奥行き200ｃｍ以内で、天井までの高さ365ｃｍ
に展示可能な作品とします。（屋外展示作品も原則としてこれに準
じます）。
③額装の場合は、ガラス板を使用しないでください。
④小中学生は10号～20号以内とします。立体作品：幅50ｃｍ×奥行き
50ｃｍ×高さ2ｍ以内とします。

絵画造形／作品規格

①主催者は、応募作品の管理に十分注意を払いますが、不慮の災
害・事故による作品の破損・紛失などについて責任を負いません。
②応募書類などに記入漏れや不備がある場合は、受け付けできません。
③作品名や氏名（雅号）に常用漢字以外の漢字が用いられている場
合は、常用漢字で表記する場合があります。
④搬入の際の梱包材料は、必ず持ち帰ってください。
⑤審査や展示について意義を申し立てることはできません。
⑥作品の著作権は作者に帰属するものとします。ただし、主催者が広
報やホームページ、インターネット、記録集などに図版・その他を使
用することがあります。
⑦出品者の個人情報については、主催者は関係法令を遵守し、本展
の運営に必要な範囲でのみ使用します。
⑧開催期間中は作品の搬出はできません。
⑨応募者名や作品名などの文字校正には間違いのないように努めま
すので、ご了承下さい。

注意事項

①県内外の公募展、コンクール等で展示された作品は出品できません。
②他者の知的財産権を侵害しないものに限ります。
③各部門の作品規定を遵守して下さい。規定以外の作品は受け付け
できません。
④作品の展示方法などで、説明が必要な場合は、説明図・写真など
を貼付して下さい。
⑤破損・変形・転倒しやすいもの、未乾燥の作品、公序良俗に反する
もの、および、会場に損傷を与えるような作品は受付できません。ま
た、展示作業時、出品者の立ち会いが必要な作品は受け付けでき
ません。
⑥上下が分かりにくい作品は、作品裏側に上下方向を表示して下さ
い。表示がない場合は、出品票の位置で判断します。
⑦会場備品以外の展示台や、その他の設備・機材・電気工事などが
必要な場合は、あらかじめ許可を受け、出品者の責任において用
意して下さい。それらに伴う費用は出品者負担になります。
⑧屋外（中庭）展示も可能ですが、搬入搬出は運営委員会の指示に従っ
てください。それらに伴う費用は出品者負担となります。また、屋外展
示による作品の損傷破損については、主催者は責任を負いません。

作品規定

彫刻／作品規格
①作品サイズは、幅200ｃｍ×奥行き200ｃｍ×高さ250ｃｍ以内、重量
300ｋｇ以内とします。

②小中学生は、幅50ｃｍ×奥行き50ｃｍ×高さ50ｃｍ以内とします。

日本画／作品規格
①作品サイズは、30号～100号 縦162cm×横162cm以内とします。
②作品は仮縁で、ガラス・アクリル板を使用しないでください。
③小中学生は20号以内とします。

応募資格
本県に在住・在籍・勤務する者に限ります。

部門
日本画、絵画造形、彫刻、工芸、書道、デザイン、写真

出品点数
○絵画造形・彫刻・デザイン・写真部門は、1人（1グループ）1部門に
つき3点以内
○日本画・工芸・書道部門は、1人1部門につき2点以内
○小中学生は、1人1点

賞
知事賞（副賞50,000円）、第68回県美展賞（副賞10,000円）、県教育委員
会賞、県議会議長賞、県立美術館館長賞、県文化協議会賞、審査員特
別賞、各後援団体賞などがあります。小中学生（子ども展）は、県美展
運営委員会賞、県美展審査員賞、県美展審査員奨励賞があります。

作品展示
前期は入賞作品と入選作品（書道部門も一同に展示）を展示します。
後期は会員（無鑑査）作品と入賞作品を展示します。
子ども展は後期に展示します。

搬入
10月29日（日）　午前9時30分より午後3時（時間厳守）
福井県立美術館内：各部門搬入受付（会員は別日程）
応募作品に、①出品申込書、②出品票A、③出品票B、④作品預かり
証、および、出品料を添えて搬入してください。応募書類は必要事項
を楷書で記入の上、②、③を作品の所定の位置に張り付けてくださ
い。2部門以上に出品の場合は、部門ごとに手続きが必要になります。
小中学生作品は美術館講堂入口受付。

搬出
11月15日（水）　午前9時30分より午後3時（時間厳守）
福井県立美術館内：各部門搬出受付
「作品預かり証」をご提示ください。作品（選外作品を含む）を確認の
上、返却します。搬出時間内に搬出されない場合は、委託業者に送付
を依頼します。運送料・梱包料は出品者負担（1万円程度）となります。
小中学生作品は美術館講堂搬出受付。

地区搬入・搬出
地区搬入＝10月24日（火） 25日（水） 26日（木）　午前9時より午後5時
各地区受付所※で受け付けます。必要書類、出品料の他に運送料（1
点につき2,000円〈税別〉・小浜支店は4,000円〈税別〉）が必要です。
地区搬出＝11月18日（土）　午前9時より午後5時
各地区受付所※で、作品（選外作品を含む）を返却します。
※地区受付所＝日通福井支店　　　TEL.0776-57-1540
　　　　　　　日通小浜営業支店　TEL.0770-53-1050
その他、画材店、額縁店などの搬入協力店があります。

表彰式
11月12日（日） 福井県立美術館講堂
　　　　　　午前10時～　小中学生（子ども展）
　　　　　　午後２時～　一般公募
入賞者は、「審査結果のお知らせ」をご持参の上、開式30分前までにご来場くだ
さい。

出品料
高校生は、1点につき1,000円、1点増すごとに1,000円。
一般・大学生は、1点につき3,000円、1点増すごとに1,000円。
1人が2部門以上に出品の場合は、部門ごとに前記出品料が必要に
なります。なお、地区搬入の場合は、出品料以外に運送料が必要にな
ります。詳しくは下記の「地区搬入・搬出」の項をご覧ください。
小中学生は1点500円。

審査
部門ごとの審査会で審査し、入賞・入選作品を決定します。審査結果
は「審査結果のお知らせ」で、直接出品者に通知します。
審査会［10月30日（月）］は、公開審査※（午前中のみ）で行います。
※見学者は、「見学申込書」に必要事項を記入の上、入場していただきます。審査
会では、見学者には一切の発言権がありません。また、審査の妨げになる場合は
退場していただく場合があります。


