東京2020大会に向けて頑張る選手を応援する子供たちの作品募集要項
募集概要
2020 オリンピ ック・パラリンピック／ラグビーワールドカッ プ 2019 埼玉県推進 委 員会
は東京 2020 大会を盛 り上げ、選手を応援する子供たちの作品 を募集しま す。
作品は加工の上、県内の競 技会場、競技会場の最寄り駅、イベント会場周辺に飾り ます。
■

募集期間：2021年4月30日(金)～6月11日(金)

■

応募要件：応 募者は、以下の要 件を全て満たす必要があります 。
・ 2002年4月 2日から2015年4月1日までの間に生まれた方
・ 埼玉県内 に居 住している方又は在学している方
・ 応募に当 たり 保護者の同意がある方

■

テーマ
東京2020大会に向 けて頑張る選手を応援しよう
・ 埼玉県内で、 オリンピックではバスケットボール、サ ッカー、ゴ ルフ、 射撃 の
４競技、 パラリンピックで は射撃の１競技が開催されます
・ 県内で開 催さ れる競技の作品を推奨します

■

応募作品
制 作 方 法：絵画、 書又は工作物等を制作し、スマートフ ォンや デジ タルカメラ 等
で全体がわかる ように撮影してください
ファイル形式 ：png（推奨）、jpg、gif
解
像
度：1,920×1,080ピクセル（縦×横）以上を推奨
ファイル容量 ：１０ＭＢ以下
注 意 事 項
・ 画像デ ータは一般に公開 しますので、作品のみを撮影し 、人物 や個人 の特 定に
つなが る情 報が写り込まないようにしてください
・ 展示に 当たり画像データ を加工することがあります

■

応募作品の展 示
デジタルサイ ネージなどで展示 するほか、画像データを印刷し て展示 するこ とが あり
ます

■

募集主体：2020オリンピック・ パラリンピック／ラグビーワー ルドカ ップ2019
埼 玉県推進委員会(以下｢埼玉県推進委員会｣といいます。)

■

お問合せ：埼 玉県推進委員会 事務局
埼 玉県県民生活部オ リンピック・パラリンピック課
電 話 048－830－2872（受付時間 平日8:30～17:15）※土日祝日は除 く
e-mail a2880-05@pref.saitama.lg.jp
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応募について
■

応募方法：下 記応募フォームか ら応募してください。
応 募者は保護者に限 らせていただきます。

埼玉県ホームペー ジ（ 東京2020大会に向けて頑張る選手を 応援する 子供た ちの作 品募
集ページ）から応 募フ ォームにアクセスしてください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/oly-para/hospitality/childrenworks.html
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＜応募の際に記載 いた だく事項＞
１ この募集要 項に記載された事 項への同意
２ 応募者（保 護者）の情報
氏名、住所 、電話番号、メー ルアドレス
３ 制作者（お 子様）の情報
氏名、ニッ クネーム、生年月 日、県外居住者の場合は在籍す る学校
※ ニッ クネ ームは応募作品とあわせて公開します
※ ニッ クネ ームは氏名と同じでも差し支えありません
※ 合作 の場 合は、代表者とする制作者（お子様）の情報 を入力 してく ださ い
■

記念品：応募 いただいた方の中 から抽選で１００名様に東京2020大会公式グッズ を
プレゼン トします。
当選者の 発表は記念品の発送をもってかえさせていた だきま す。
なお、合 作の場合でも記念品は一つとなります。
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注意事項
■個人情報の取り 扱い について
・ 本件の申込み に際し、埼玉県推 進委員会が収集した個人情報は 、本件 の実施 運営 のみ
に取り扱わせ ていただきます
・ 収集した個人 情報につきまして は、漏洩、滅失等をすることが ないよ うに、 埼玉 県推
進委員会が保 管場所の管理、ア クセス制限、持ち出しの制限、 外部か らの不 正な アク
セスの防止等 、安全に管理する ための措置を講じます
・ 個人情報の重 要性を認識し、個 人情報の保護に関する法律及び 関連法 令等を 遵守 いた
します
■応募に当たって の注 意事項
・ 応募は、１人 １０作品までとし ます
・ 応募作品は未 発表のものに限り ます
・ 応募作品は、 きょうだい、友人 等との合作も可能です
・ 利用の端末機 、ＯＳ、ブラウザ ソフトにより申込みができない 場合や 、イン ター ネッ
ト回線の不具 合などによる申込 みの遅れについて、埼玉県推進 委員会 は一切 の責 任を
負いません
・ 応募フォーム の記載不備や不正 確な記載等があった場合、応募 を無効 とする こと があ
ります
・ 保護者の連絡 先（メールアドレ ス、住所、電話番号）に変更が 生じた 場合は 、速 やか
に事務局あて お知らせください
・ 応募作品の制 作費用、応募時に 発生するインターネット通信料 や接続 料は応 募者 の
負担となりま す
■
・
・
・

応募作品の展 示
展示場所は、 県内の競技会場、 競技会場の最寄り駅、東京2020公式ライブサイト 会場
（ソニックシ ティ（さいたま市 大宮区））周辺などを予定して います
応募作品は時 期により展示替え を行う場合があります
個別の応募作 品がどの場所に展 示されているかについてのご質 問には お答え いた しか
ねます

■展示の対象外と する 応募作品
・ 公序良俗に反 するもの
・ 政治活動や宗 教活動に該当する 内容や表現が含まれているもの
・ 個人、企業、 団体などを中傷又 はプライバシーを侵害するもの
・ 企業名や商品 名等広告宣伝につ ながるような内容や表現が含ま れてい るもの
・ 第三者の著作 権、知的財産権、 商標権その他の権利を侵害する おそれ のある もの
例えば、特定 の国において有名 なアニメやゲームのキャラクタ ーが描 かれて いる もの
・ オリンピック ・パラリンピック に係る知的財産の取り扱いが不 適切な もの
例えば、大会 エンブレムや大会 マスコットを意図的に改変させ ていた り、価 値を 損
なうような表 現が含まれている もの
・ その他、募集 テーマにふさわし くないと埼玉県推進委員会が判 断した もの
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■応募作品の著作 権等 について
・ 応募作品に係 る著作権（著作権 法第 27 条及び第 28 条に定め る権利 を含みます。）、
知的財産権その他 の一 切の権利は、埼玉県推進委員会が有 するもの としま す
・ 応募作品の制 作者の方は、応募作品について、著作者人格権そ の他の 一切の人格権を、
埼玉県推進委員会 及び 埼玉県推進委員会が指定した第三者 に対して 行使す ること がで
きません
・ 埼玉県推進委 員会が応募作品を 公開するにあたり、応募作品の 加工を 行うこ とが あり
ます
■応募後の応募作 品の 扱い
・ 応募後の応募 作品の修正はでき ません
■

本件のPR活動
一部の制作者 の方にイベントで のスピーチなど本件のPR活動へ のご協 力をお 願い する
場合がありま す。埼玉県推進委 員会から個別に応募者（保護者 ）にご 連絡を させ てい
ただきます
※ PR活動へ のご 協力は任意です

■その他の注意事 項
・ 災害、荒天、 事件若しくは事故 又は感染症の拡大等やむを得な い理由 により 応募 作品
の展示を中止又は 変更 する場合があります
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