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OSAKA 光のルネサンス

「御堂筋イルミネーション」撮影スポットデザインコンペ募集要項
１ コンペの目的
大阪府では、大阪のシンボルである御堂筋をイルミネーションで装飾し、世界に類を見
ない景観を創出し、美しい光のまちとして、国内外の人々を惹きつけ、大阪全体の活性化
を図るため、平成 21 年度より「御堂筋イルミネーション」を実施しており、今年度からは
「OSAKA 光のルネサンス」と一体化し、中之島と御堂筋から大阪の元気を発信すべく、魅
力あるイベントに取り組んでいます。
この冬に実施する「御堂筋イルミネーション」（平成２４年１２月１４日～平成２５年１月２０
日実施予定）において、多くの人が集まる空間を魅力的に光で演出し、来街者の楽しい思
い出に残る「記念撮影スポット」のデザインをコンペ方式で公募します。
２ 平成 24 年度 「御堂筋イルミネーション」実施概要
・実施予定区間：御堂筋 淀屋橋交差点～新橋交差点 約１．９km
・点灯予定期間：平成２４年１２月１４日（金） ～ 平成２５年１月２０日（日）
１７時頃 ～ ２３時
ただし、関係機関との調整の結果、本事業内容を変更する場合があります。
詳細は OSAKA 光のルネサンス「御堂筋イルミネーション」ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/illumi/をご参照ください。
３ コンペの概要
（１）コンペの名称
御堂筋イルミネーション撮影スポットデザインコンペ
（２）募集デザイン点数等
募集するデザイン数は５作品程度です。設置場所については作品選定後に決定します。
全作品が展示できるよう施設管理者と調整しますが、調整の結果、作品が展示できない
場合がありますのでご了承ください。
（３）コンペの方法
① 本コンペにより、上記点灯期間に実行委員会が御堂筋の沿道に設置する「御堂筋イ
ルミネーション」撮影スポット（見物客が立ち止まり記念撮影ができるＬＥＤイルミネ
ーションとその他部材で飾られた造形物）のデザインを選出します。
② 応募作品（デザイン画）の中から審査で５作品程度を入選作品として選定します。
③ 入選者には、デザイン及び完成作品の制作謝金（以下「制作謝金」という。）として
７０万円を贈呈します。
④ 入選作品は、応募者が自費で制作し、完成作品は、御堂筋イルミネーションの点灯
期間中、御堂筋沿道に設ける撮影スポットとして展示する予定です。その際、制作
者の氏名を掲示します。
⑤ 完成作品の中から、最優秀作品を決定します。
⑥ 本コンペの入選者は、大阪ミュージアム構想「いいデザイン１００プロジェクト」実施要
綱に定める「いいデザイン１００ホームページ」に掲載することになります。
このホームページへの掲載により、入選したデザインに関する情報を府が発信します。
詳細は、「いいデザイン１００プロジェクト」下記 URL を参照してください。
参考 http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/osakathemuseum/100.html

４ コンペ作品のテーマ
本コンペのデザインテーマは以下の３つです。好きなテーマを１つ選び応募してください。
① 大阪から元気を発信！（楽しく、元気になる作品）
② がんばろう！東北（東北を応援する作品）
③ 自由にテーマを設定
５ 応募資格
（１） 作品の応募者は、近畿 2 府 4 県内に営業所を有する事業者又は、近畿 2 府 4 県内
に活動拠点を有する２０歳以上の個人若しくは２０歳以上の者が代表権を有するグ
ループとします。
（２） 応募点数は、一応募者につき２作品以内とします。
（３） 入選者には、実行委員会が指定する期日までに提案したデザインを作品として完成
させ、実行委員会に引き渡すことを厳守していただきます。完成品の引渡しが応募
の条件となりますので、十分ご理解のうえ、ご応募ください。
※入選者が、完成品を提出できない場合や提案デザインと完成作品が著しく異なると
実行委員会が認めた場合は、制作謝金を返還していただくことになります。
６ 提案条件
（１）LED（発光ダイオード）を用いた撮影スポットのデザインを募集します。
（２）作品の設置場所は、入選作品選定後に実行委員会で決定します。
設置場所の広さ等は次のとおりです。目安としてください。
設置場所の広さ ： 〔横幅〕約４．０m×〔奥行〕約２．０m
電気容量 ： 一般的な家庭用コンセント（１００Ｖ）からの電源で点灯可能な容量
作品の高さについては、２ｍ程度までを想定していますが、設置場所の環境等により
変更等を求めることがありますのでご了承ください。
《参考》
記念撮影スポット 23 年度実績（別図参照）
１ 本町ガーデンシティ 「復興への実り」
〔横幅〕約２m×〔奥行〕約１．４m×〔高さ〕約２．０m
２ 京阪神御堂筋ビル 「大事な中心部」
〔横幅〕約２m×〔奥行〕約１．６m×〔高さ〕約２．５m
（３）作品の制作において、実行委員会が所有する別紙提供リスト（別紙１）に掲載の部材
を無償貸与することも可能です。ただし、使用後は返却していただきます。
（４）制作場所から展示場所までの作品の搬入出と設置は実行委員会が行います。４トンユ
ニック車（荷台面積：約２，２００mm×約８，９００mm）程度の車両を使用する予定です。
設置の際には可能な限り立会いをお願いします。設置時刻は深夜になる可能性があり
ます。
（５）展示場所では簡単な組立てや補修程度は可能ですが、制作はできません。
（６）展示場所は原則として屋外となります。風雨などの影響を考慮し、点灯期間中（約 1 ヶ
月間）、完成品としてのもとの形状を保つ程度の耐久性が必要となります。
（７）作品は、歩行者や周辺施設の安全を確保するため、風荷重、部材強度、面とり、防水
性能、床面養生等について、できる限り配慮した構造としてください。
（８）展示場所は、交通量の多い御堂筋沿道の民間ビルの敷地を使用することや、通行人
が多いことなど、周辺状況を踏まえた実現可能な提案としてください。

（９）点灯時間中、展示場所に警備員は常駐しませんが、展示場所を含む点灯実施区間を
監視員が巡視します。消灯後は警備員等の配備はなく、展示場所の管理の都合上、
仮囲いや施錠などは行えませんので予めご了承ください。
（10）展示期間中、作品を補修する必要が生じた場合は、できる限り制作者で対応をお願
いします。
７ スケジュール
６月２０日（水）
公募開始、質問書の受付開始
随時
質問書への回答
７月１３日（金）
質問書の受付締切
２０日（金）
質問書への回答期限
８月１日（水）～１０日（金） 作品応募受付
８月中下旬
担当事務局による応募者に対する確認等の実施
（追加資料の依頼や作品内容等の確認を行う場合があります。）
８月下旬
入選作品審査
９月上旬
入選作品の発表
制作謝金贈呈・制作説明会（制作期間約３ヶ月）
１１月中旬
制作状況の確認
１２月中旬
現場設置
１２月下旬
最優秀作品決定
１月中下旬
現場撤去
８ 申込手続
（1）関係資料の配布
①配付期間 平成２４年６月２０日（水）～８月１０日（金）（ただし、土、日、休日は除く）
②配付時間 午前９時３０分～正午、午後１時～午後５時３０分
③配付場所 「１３ 担当事務局」で配布
④配付資料
･「御堂筋イルミネーション」撮影スポットデザインコンペ募集要項
･参加申込書（様式１）
･デザイン概要（様式２）
・制作概要（様式３）
・質問書（様式４）
・材料表（別紙２）
なお、配付資料については、「１３ 担当事務局」に記載する OSAKA 光のルネサンス「御
堂筋イルミネーション」ホームページからダウンロードが可能です。
(２)質疑
①募集要項について質問がある場合は、別に定める質問書（様式４）に質問内容を具体的
に記入し、事務局へ電子メールにて提出してください。口頭、電話での質問は受け付け
ません。
電子メールの件名は「撮影スポット」としてください。
事務局に質問メールが到達したら、到達確認メールを送信します。送信後、土・日・休日
を除いて２日以内に到達確認メールが届かない場合は、電話でお問い合わせください。
※確認電話番号：０６－６２１０－９３０４
OSAKA 光のルネサンス実行委員会 大阪府都市魅力課 都市魅力推進グループ内

②質問提出先
「１３ 担当事務局」に提出してください。
※ toshimiryoku-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
③質問の受付期間
平成２４年６月２０日（水）から７月１３日（金）までとします。
④回答方法は、質問とそれに対する回答を「１３ 担当事務局」に記載する OSAKA 光のル
ネサンス「御堂筋イルミネーション」ホームページにおいて公開します。
公開にあたっては、質問者を特定できないようにして行います。
⑤次のような質問に対しては、回答しません。
ア 「募集要項」に対する質問者の明確な誤読
イ ｢募集要項｣に対する質問者の個人的な意見
ウ 質問者の提案しようとする個別的な内容の是非を問うもの
エ ｢募集要項｣に対する質問であっても、極めて専門的な内容の質問であり応募者全員
が必ずしも共有する必要がなく、自ら判断又は調査すべきもの
（３）応募受付
作品の提出は、持参、郵送又は郵送代行業による送付により提出してください。
FAX などその他の方法によるものは受け付けできません。
①受付期間 平成２４年８月１日（水）～８月１０日（金）（８月１０日必着）
②受付時間 午前９時３０分～正午、午後１時～午後５時３０分
③受付場所 「１３ 担当事務局」に記載する場所
④応募書類
参加申込書（様式１）及び次のア、イの書類を提出してください。各シート単位で内容
を完結させてください。
ア イメージパース（様式なし）
・用紙のサイズはＡ３サイズ横とします。パネル張り等は不可とします。
・提出は３枚以内とし、１枚はデザイン全体図とし、他は、特徴的なところ、強調したいと
ころなどを自由に表現してください。
イ デザイン説明資料（様式あり）
①デザイン概要・・・様式２
「デザインテーマ」、「テーマへ配慮した内容」、「デザインの特徴及びアピールポイン
ト」を記載してください。
②制作概要・・・様式３
「制作方法」、「制作場所」、「制作時期」、「制作期間」を記載してください。
③材料表・・・別紙２
使用する部材名、数量を記載してください。
※審査の公平性を確保するため、応募作品には作成者が特定される氏名、語句等を記
載しないでください。
９ 著作権及び応募作品の取扱い
応募者は、以下の取扱いについて予め承諾した上で応募してください。
（１）著作権
応募作品及び提出書類の著作権は応募者に帰属します。ただし、応募事業の紹介や
記録などの広報利用、出版等に関する権利については、実行委員会に帰属します。
（２）提出書類の取扱い
応募提案書類等は、当該募集に関する報告等のため必要な場合及び条例等の規定
による情報公開手続による場合を除き、応募者の許可を得なければ公表しないことと

します。
（３）提出書類等の返却
提出された書類は返却しません。ただし、制作された完成作品については、点灯期間
終了後、応募者に返却します。
（４）応募作品のオリジナル性と第三者の権利
・応募作品は、未公表の作品とします。
・作品の中に第三者が著作権等の権利を有している著作物等を使用していないものと
します。
１０ 入選作品の決定
（１）入選作品の決定方法
入選作品は、「御堂筋イルミネーション撮影スポット審査会」（以下「審査会」という。）の
審査により決定します。審査員は以下のとおりです。
なお、応募者が審査員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合、応募
者は失格となります。
ＯＳＡＫＡ光のルネサンス実行委員会委員長
（大阪市ゆとりとみどり振興局まち魅力担当部長）
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ＯＳＡＫＡ光のルネサンス実行委員会委員
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ＯＳＡＫＡ光のルネサンス実行委員会副委員長
（公益財団法人大阪観光コンベンション協会理事長）

水本 敏一

ＯＳＡＫＡ光のルネサンス実行委員会副委員長
（大阪府府民文化部都市魅力創造局副理事）
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（２）審査方法
・審査会において審査し、入選作品を選出します。
ただし、審査の結果、ふさわしい提案がない場合は、「該当なし」とすることがあります。
・審査は、芸術性、外観デザインの独創性、御堂筋イルミネーションデザインとの整合性、
周囲の環境との調和（昼間の景観含む）、にぎわいづくり（または東北支援）への寄与度
とその実現性、施工可能性などの観点から審査します。
※OSAKA 光のルネサンス「御堂筋イルミネーション」デザインの詳細については、
ホームページ http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/illumi/をご参照ください。
・ 最優秀作品は、入選作品を御堂筋イルミネーション点灯期間中に御堂筋沿道に設置し
た後、審査会が審査し選定します。
（３）審査結果の公表
入選作品の選定結果については、入選者には通知し、「１３ 担当事務局」に記載する
「御堂筋イルミネーション」ホームページにて制作者氏名、作品概要を公表します。なお、
審査結果についての質問や異議には一切応じません。
また、最優秀作品の選定結果については、制作者に通知し、「御堂筋イルミネーション」
ホームページ等で公表します。
１１ 入賞の取消
次のいずれか一つに該当する場合は、審査終了後であっても入賞を取り消します。
また、入賞が取り消された場合、制作謝金は返還していただきます。

（１）応募作品が既に発表されたもの、または他の著作権者等が存在する場合
（２）審査の公平性に影響のある行為を行ったと認められる場合
（３）応募提案書類の記載内容に虚偽の内容が認められた場合
（４）その他、本募集要項に違反する場合
１２ その他
（１）デザイン応募及び担当事務局との打合せなどに係る費用、作品制作費は、全て応募
者の負担とします。
（２）追加資料の配布や募集に関する連絡事項がある場合は、「１３ 担当事務局」に記載
する「御堂筋イルミネーション」ホームページにおいて通知します。
（３）安全上必要な場合は、入選者と協議のうえ実行委員会によって作品に変更を加えるこ
とがあります。また、実行委員会及び展示場所の管理者から、安全上その他の理由で
指示があった場合は従ってください。
（４）作品の制作に当たっては、設置場所の環境等により、作品の大きさや部材の変更等を
求めることがありますので、応募者は了解してください。
１３ 担当事務局
OSAKA 光のルネサンス実行委員会
（大阪府府民文化部 都市魅力創造局 都市魅力課 都市魅力推進グループ）
〒５５９－８５５５
大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 大阪府咲洲庁舎３７階（旧 WTC）
電話 ０６－６２１０－９３０４
FAX ０６－６２１０－９３１６
電子メール toshimiryoku-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp
「御 堂 筋 イ ル ミ ネ ー シ ョ ン 」 ホ ー ム ペ ー ジ http://www.pref.osaka.jp/toshimiryoku/illumi/

