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はじめに 

平成 30年度の大きな変化として、桜桟橋前の京浜急行高架下の鋼板が開き、複数の事業者による活用がはじ

まったことが挙げられる。また、今後の高架下の開発についての計画が、京浜急行から発表され、年度末まで

に黄金町駅に近いエリアの鋼板がほぼすべて撤去されるという、地域にとっては大きな出来事があった。 

そのような地域の状況の変化を受けて、NPO の役割についても、これまで掲げて来たミッションの見直しを

進め、時代と街の変化に即した新しい目標の設定を検討する時期が来ていると考えている。 

当年度のアーティスト・イン・レジデンス（AIR）事業については、長期のアーティスト数の拡大を目指した

が、前年度に引き続いて、長期利用のアーティストの入れ替わりが多く、総数としてはあまり伸びていないと

いう結果になった。一方で 3 ヶ月を上限とする短期レジデンスのプログラムを導入し、春とバザール終了後の

秋に募集を行うようにしたことで、海外を含め、多数の受け入れを行うことができた。また、NPO の施設から

卒業したアーティストがそのまま地域に定住するという傾向は徐々に顕著になりつつあり、今後は彼らを含む

「地域のアーティストに対する」支援という、より大きな枠組みが求められている。 

黄金町バザールは通常年同様の約 1 ヶ月の会期で開催した。展示の範囲を若葉町、伊勢佐木・赤英町まで拡

大したことや、また前年同様、大岡川や旭橋を利用した展示を行うなど、今までにない広がりと場所の変化を

取り入れたことによって、発足当初からの目標だった地域とアートを近づけることや、作品の見せ方の多様性

は、ある程度実現できたと思う。また TV の効果で、会期末近くになって急速に来場者数が増え、その多くが

初めて黄金町を訪れる人たちだったことにも大きな意義があった。また今回初めての試みとして、AIR 事業に

ついて学ぶことを目的としたインターンを募集し、ベトナムとフィリピンから 2 名が採用され、バザールの準

備から開催の期間中インターンとして活動した。 

国際交流事業のひとつとして 2015年から継続していた成都市のA4美術館との交換プログラムは両者の同意

のもと、1 年間休止することになったが（2019 年に再開予定）、東アジア文化都市事業として韓国の光州広域

市（アーティストを派遣）、中国の泉州市との交流事業は当年度も実施することになった。泉州市では海外交通

史博物館において開催された「日・中・韓」交流絵画展に黄金町のアーティスト 2 名が参加、また泉州市と横

浜市の交流について振り返る展示を黄金町で開催し、それに合わせて泉州市の若いアーティスト 3 名が来日し、

作品の展示とトークを行なった。 

また、台湾のアーティストグループとの交換展、前年度から継続していたトヨタ財団の助成による韓国清州

市のアート NPO との共同プログラム、韓国の美術館の企画展『asia in Asia』に黄金町の活動紹介のパネルと

資料を展示するなど、国際交流においては多くの実績を上げることができた。 

前年度から黄金町のブランドイメージづくりとアーティスト支援のための作品やグッズの販売を目的として

スタートした「made in Koganecho」は、特に大きな事業を行うことはなかったが、作品販売において実績を

残すことができた。また、日ノ出スタジオのブックバザール横の施設をカフェ仕様に整備し、バザールの期間

にオープンした。
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はじめに 

 
 

 

市民協働事業は黄金スタジオを拠点としたサロンやサポーターによる自主活動を主に行った。 

また、例年のように、協議会の事務局として協議会定例会、防犯パトロール、まちづくり協議、まちづくりニ

ュースの発行等に関わる事務的作業を担当した。 

 

広報では NPO とレジデンスアーティストの活動に特化して紹介する定期的な広報物を制作するプランがあ

ったが、結局実現に至らなかった。 

 

平成 30年度は NPO の事業を長期的に継続していく上で、解決しなければならない多くの課題が見え始めた

時期でもあった。 

NPO の管理施設の一部はかなり劣化が進行しており、今後も AIR 事業を継続していくにあたっては、修繕や

改修についてより迅速に対応できるような管理運営のための新しいスキームづくりが緊急の課題になりつつあ

る。 

 また安全・安心の課題については、毎日その只中で活動しているアーティストや NPO スタッフにとってはま

だまだという実感が強いが、一方でこの課題に対する地域内の温度差を感じることも多い。NPO では 10 年以

上経過して、劣化が進んでいた防犯カメラを再整備するとともに、機械警備等々の防犯設備の再整備を行なっ

た。これは地域の防犯にも役立つことになると思う。 

 

現在の NPO は、それが抱えている事業のボリュームに対して、人員、予算ともに十分ではないという状況に

ある。その解決のために、人員配置を見直した上で、各セクションに管理職としてマネージャーを置くという

新しい体制に移行し、また新たに収益事業を目的とした横断的なチームを編成して次年度を迎えることになっ

た。 

 

黄金町エリアマネジメントセンター 

事務局長 山野真悟 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-1．全体概要 

 平成 30 年度のアーティスト・イン・レジデンス（AIR）は短期レジデンスのプログラムの導入により、海外

アーティストや短期間の集中制作を目的とするアーティストの利用が著しく増加し、例年黄金町バザール時期

のみ使用されている施設の年間稼働率も上がった。また、今年度は初めての試みとして、オリエンテーション、

アーティストのための英語教室を実施し、無料で利用できる共用の工房として高架下スタジオ Site-C を整備し

た。 

 

■オリエンテーションの実施 

実 施 日 時｜2018年４月 14日(土)10:00〜12:00   

場 所｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

参加アーティスト数｜14 名 

 

 

■アーティスト連絡会議の実施 

 毎月 1 回、事務局とアーティスト間の情報共有や交流を図る

ことを目的に定例会議を実施した。 

 

実 施 日 時｜毎月 27 日 17:00〜18:00（例外日あり） 

場 所｜高架下スタジオ Site-D 集会場 

参加アーティスト数｜延べ 241名 

 

 

■アーティストのための英語教室 

 AIR アーティストを対象として、自分の作品を英語でプレゼンテーションすることを目標に、基本的なテク

ニックを習得し、実践を重ねていく英語教室を開催した。 

 

実 施 日 時｜2019年 2月 16日 (土)、2月 23 日 (土)、3 月 2 日 (土)、3月 9日 (土)、3 月 16日 (土) 

19:00〜20:30 ※計 5回 

場 所｜高架下スタジオ Site-D 集会場、高架下スタジオ Site-A ギャラリー、黄金スタジオ 

 

 

■Site-C 工房の整備 

 AIR アーティストが無料で利用できる作業スペースとして高

架下スタジオ Site-C を整備し、貸出を行った（貸出状況につい

ては「1-7．施設貸出」を参照）。  

 

 

写真 1-1-1 英語教室開催の様子 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-2．長期レジデンスプログラム 

■アーティスト数 

 平成 30 年度の長期レジデンスアーティストの総合計は 42 組 47 人で、前年度より大幅に減少したが、短期

レジデンスアーティストと合わせて通年 57 組はほぼ例年通りの数字であった。 

表 1-2-1 長期レジデンスアーティスト数 

年  度 総管理物件数（戸） 長期貸出物件数（戸） アーティスト数 

平成 29 年度 109 55 57 組 59 人 

平成 30 年度 116 50 42 組 47 人 

 

■中間発表 

黄金町バザール 2018 では、 特別プログラム「黄金町のアートを紹介する」として、黄金町のアーティストの

グループ展示を行った。 

グループ展「pass by: 動くものと動かないもの」、「黄金町のアートと工芸」開催概要 

会   場｜黄金スタジオ、八番館裏、横浜にぎわい座 

参加アーティスト｜栗原亜也子、土居大記、平山好哉、三輪恭子、安田拓郎、吉田ゆう、吉本直紀、 

    さかもとゆり、さんにん工房、竹本真紀、ぶち木工、山本貴美子、楊珪宋 

 

写真 1-2-2 展示会場の様子 

 

写真 1-2-3 横浜にぎわい座 展示風景 

■成果発表 

2018 年度黄金町アーティスト・イン・レジデンス長期および短期冬プログラム参加アーティスト、計 14 組に

よる滞在制作の成果を発表する展示・オープンスタジオを実施した。 

黄金町 AIR2018 長期、短期プログラム（冬）成果展・オープンスタジオ「井戸端 At the Well」開催概要 

会   期｜2019年 3月 8 日(金)〜10日(日)、3月 15 日(金)〜17日(日)（来場者数：333 名） 

会   場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー、八番館、山本アパート、他 

参加アーティスト｜内海昭子、エイデン・ルー・ノダ、大野隆介、ジェニス・チョン、田中真帆、常木理早、 

        寺坂勇毅、平山好哉、正木弘、ミヤケユリ、三輪恭子、安田拓郎、山本アンディ彩果、 

        ローランス・ベンツ （合計 14 組。うち長期 8組、短期 6組） 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

 

写真 1-2-4 Site-A 展示の様子 

  

写真 1-2-5 山本アンディ彩果 

 

1-3．短期レジデンスプログラム 

 平成 30 年度は新たな試みとして、従来の長期プログラムのほか、短期（3 ヶ月）プログラムを導入し、春／

冬に時期を分けて募集した。 

 

■ アーティスト数 

［春｜4 月〜6月］ 9組 10人 ［冬｜12月〜3 月］ 6組 6人 

 

■成果発表 

a) 黄金町 AIR2018短期プログラム（春）成果展 

「近づいたり、遠のいたり｜A PLAYFUL DISTANCE」開催概要 

会   期｜2018年 6月 15日(金)〜17日(日)、6月 22日(金)〜24日(日)（来場者数：150人） 

会   場｜京急線「日ノ出町駅」〜「黄金町駅」間のスタジオ 

参加アーティスト｜安里槙、梅原麻紀、エンク・イマン、大野光一、小山維子、木村亜津、DamaDamTal、 

        松本太郎、吉本直紀 （合計 9組） 

 

写真 1-3-1  DamaDamTal パフォーマンス展示 

 

写真 1-3-2松本太郎 展示風景 

 

b) 黄金町 AIR2018 長期、短期プログラム（冬）成果展・オープンスタジオ「井戸端 At the Well」 

 ※開催概要は「1-2．長期レジデンスプログラム」参照。 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-4．平成 31年度レジデンス公募 

 前年度に引き続き、平成 31 年度は長期プログラムと短期プログラムを並行し募集をかけたと同時に、施設の

利用可能件数を最大限の 34 件に増やしたことで、前年度より応募件数は少し増加。また、海外からの応募者が

黄金町バザールの作品プラン募集と間違える状況はなくなった。 

 

募 集 期 間｜2018年 12月 25日(火)〜2019年 2月 4 日(月)（42日間） 

説明見学会｜2019年 1月 19日 (土) 14:00〜15:00 参加者数：17 名 

応 募 件 数｜［長期］21 件（国内 14 件、海外 7 件）  ［短期］9件（国内 5件、海外 4件） 

採 用 件 数｜［長期］12 件（国内 8 件、海外 4 件）   ［短期］8件（国内 5件、海外 3 件） 

※日本在住外国籍は海外に含む 

 

1-5．アーティスト支援 

■Site-A ギャラリー展覧会（関連イベント含む） 

平成 30 年度は、自主企画展を 1 本、共同企画展を 2 本、施設貸出しによる企画 7 本が高架下スタジオ Site-A

ギャラリーにて開催された。また、2019 年３月にギャラリー内に新たにライブラリースペース「K-Library」

を開室した。このライブラリースペースはレジデンスアーティストと地域住民、来街者の新たな滞留場所とし

て期待される。 

A）自主企画展 

鷲尾和彦「Station / Station」展 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

会 期｜2018年４月７日(土) 〜 ５月６日(日）※月曜休場 計 27日間  

来場者数｜645人 

 

写真 1-5-1 新作インスタレーション《Station.》2018年 展示風景 

  

7



１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

B）共同企画展 

「Singing Machine」 

会 場｜八番館 

会 期｜2019年 3月 23日(土)18:00〜21:00、24 日(日)29 日(金)〜31日(日)14:00〜20:00 ※計 5日間 

主 催｜黄金町エリアマネジメントセンター、インスタント・コーヒー（黄金町バザール 2018 参加アーテ

ィスト） 

参加アーティスト｜インスタント・コーヒー、Kyly（カイリー、3ピース K ポップバンド） 

来場者数｜65 人 

 

「Re:Open body」展 

会 場｜高架下スタジオ Site-A 小ギャラリー 

日 時｜2019年 3月 30日(土)、31日(日)  11:00〜17:00 

主 催｜黄金町エリアマネジメントセンター、Back and Forth Collective 

来場者数｜80 名 

  

写真 1-5-2 「Re:Open body」展 展示風景 写真 1-5-3 K-Library の内部 

 

C）貸出しによる企画 

a）女子美術大学 3 人展 

タイトル｜「3pieces」 

会 場｜八番館、1-1 スタジオ G 

日 時｜2018年 5月 6日(日)〜5月 13日(日) 10:00〜19:00 

入場無料 

 

b）共進中学校美術部による展示会 

タイトル｜「中学生の日常（進化 ver.）〜あの頃落とした❤remember〜」 

会 場｜GALA HOUSE E 

日 時｜2018年 10月 11日(木)〜10月 14日(日) 11:00〜18:00 

入場無料 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

c）関東学院大学 グループ展 

タイトル｜「Forrest Gump」 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

日 時｜2018年 11月 17日（土）11:00〜21:00、11月 18 日（日）10:00〜20:00 

入場無料 

 

d）ノ・ギフン 個展 

タイトル｜「日蝕」 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

日 時｜2018年 11月 30日（金）〜12月 6日（木）11:00〜19:00 

来場者数｜88 人 

入場無料 

 

e）女子美術大学大学院博士前期課程 6 人による個展形式の展覧会 

タイトル｜「モンタージュ」 

会 場｜1-1スタジオ G、八番館 

日 時｜2019年 1月 20日（日）〜1月 26 日（土）11:00〜18:30 

入場無料 

 

f）渡辺篤 個展 

タイトル｜「アイムヒア」プロジェクト写真集出版記念展「まなざしについて」 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

日 時｜2019年 2月 16日（土）〜2月 24 日（日）11:00〜19:00 

来場者数｜1100人 

入場無料 

 

g）関東学院大学 グループ展 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

日 時｜2019年 3月 30日（土）、31日（日）11:00〜19:00 

入場無料 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

■made in Koganecho 

2017 年よりスタートした「made in Koganecho」。黄金町のアーティストの成果物を黄金町産というブランド

としてエリア外へ発信し、展示等を通して販売へとつなげていくプロジェクト。今年度は、made in Koganecho

ギャラリー単体でのオープンではなく、様々なイベントとのコラボレーションする形で作品を紹介した。 

 

 
写真 1-5-4 made in Koganechoギャラリー展示風景 

 

1-6．黄金町芸術学校 

平成 30 年度は、実技講座 8 講座、座学講座 4 講座を開講した。黄金町バザール期間中にテレビで特集され、

受講問い合わせが増えた。 

表 1-6-1 前年度との比較 

 

 

 

A）実技講座一覧 

「ふらっと一日陶芸体験」講師：さかもとゆり（アーティスト） 

「陶芸３日コース」講師：さかもとゆり（アーティスト） 

「あみもの講座」講師：近あづき（アーティスト） 

「あみもの講座（編機体験）」講師：近あづき（アーティスト） 

「簡単ビデオジャーナル制作」講師：吉本直紀（映像作家） 

「粘土で楽器をつくってみよう」講師：田中真帆（陶芸作家） 

「頭で考えるデッサン教室」講師：葉栗翠（アーティスト） 

写真 1-6-2 デッサン教室の様子 

 

B）座学講座 

「美術の話」講師：村田真（美術ジャーナリスト・画家） 

「アートと社会の関係を考える講座」講師：山野真悟（黄金町バザールディレクター） 

「英語でコミュニケーションしてみよう＜初級＞＜中級＞」講師：山田よしえ（英会話講師） 

年 度 講座開催回数 延べ参加人数 

平成 29年度 28回 98人 

平成 30年度 79回 261人 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-7．施設貸出 

施設貸出は、創造的な活動（展示、制作、制作のための滞在）の支援、活発な地域の活動（イベントの実施）

支援等を目的として、当 NPO の管理施設を短期的に貸し出す取り組みであり、最短 1 日(時間貸し)から最長 3

ヶ月の間で施設のレンタルを行っている。 

平成 30 年度は 3 ヶ月の短期レジデンスプログラムを開始したため、短期レジデンスアーティストとして滞在

した者はこの集計からは除いている（「1-3．短期レジデンス」参照）。 

 

■施設数 

平成 31 年３月現在、短期間の貸出対象として主に 11 件の施設を活用している。短期レジデンスプログラム

開始に伴い、これまで短期レジデンス施設としていた八番館レジデンスや CHAP は、アーティスト・イン・レ

ジデンス施設として優先活用し、入居アーティストが不在の場合のみ貸出を行った。また、長期利用施設も希

望があれば短期間の貸出を行う方針をとった。 

 

■貸出施設の稼動状況について 

施設貸出として、合計 78 件の利用があり、前年度とほぼ同程度の数字となった。 

表 1-7-1 利用総件数、前年度比較 

平成 29 年度利用件数 平成 30 年度利用件数 

76 件 78 件 

 

表 1-7-2 施設毎の利用状況 

施設名 用途 利用日数 利用件数 平均利用日数 貸出稼働率 

Site-C スタジオ 109 22 5 29.8% 

ステップ・スリー スタジオ 35 1 35 9.5% 

小串スタジオ スタジオ 9 5 2 2.4% 

黄金スタジオ スタジオ 20 1 20 5.4% 

高橋 201 号室 レジデンス 2 1 2 0.5% 

高橋 301 号室 レジデンス 108 3 36 29.5% 

初音スタジオ B1 レジデンス 7 1 7 1.9% 

初音スタジオ B2 レジデンス 28 1 28 7.6% 

Site-D 多目的スペース 101 23 4 27.6% 

日ノ出スタジオ 多目的スペース 3 2 2 0.8% 

CHAP 多目的スペース 2 2 1 0.5% 

Site-A ギャラリー 31 7 4 8.4% 

1 の 1 スタジオ G ギャラリー 29 4 7 7.9% 

八番館 ギャラリー 15 2 8 4.1% 
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１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

黄金ミニレジデンス O ギャラリー 7 1 7 1.9% 

GALA HOUSE E ギャラリー 4 1 4 1% 

ハツネウィング A ギャラリー 9 1 9 2.4% 

利用件数合計 78 

 

下記 2 団体に対しては、継続的な活動支援を目的に定期的な場所の貸出を行った。 

 

a) 初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会 

貸出施設｜高架下スタジオ site-D 集会場 

貸出期間｜毎月 1〜2回 

内 容｜安全・安心のまちづくりを推進するための会議 

 

b) 横浜市中区子ども家庭支援課 

貸出施設｜高架下スタジオ site-D 集会場 

貸出期間｜毎週火曜日 10:00〜12:00 

内 容｜子育て支援者による相談会 

12



１．アーティスト・イン・レジデンス（AIR） 

1-8．施設改修・コンバージョンの実施 

 元小規模店舗や高架下施設を中心に、アーティスト等が利用するスタジオや展示会場へのコンバージョンを

実施した。 

 

■スタジオ、レジデンススペースの改修例 

ハツネウィング A 
1F：スタジオ、ギャラリー 

2F：レジデンススペース 

＜改修内容＞ 

解体・電気・内装仕上工事 

 

1 階は、スタジオ、ギャラリーとして既に改修済みであったが、2 階

は、小規模店舗時代の細かい間仕切り壁が残ったままであった。 

今回は間仕切り壁を取り払い、複数人が制作・滞在できるレジデン

ススペースとするため、電気、内装仕上げ工事を行った。 

 

 

 

 

写真 1-8-1 ハツネウィング工事中の様子 

 

■展示会場へのコンバージョン例 

山本アパート 展示会場 

＜改修内容＞ 

床補修・電気工事 

 

古い木造アパートを黄金町バ

ザール展示会場としてコンバ

ージョンした。 

改修前の建物の雰囲気を残し

つつ作品を展示するための照

明設置と、鑑賞者が安全に鑑賞

できるよう補修工事を行った。 

 

写真 1-8-2 山本アパートの展示風景 
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２．黄金町バザール 2018 

2-1．開催概要

 平成 30 年度で 11 回目を迎えた「黄金町バザール 2018」は、「フライング・スーパーマーケット」をテーマ

に、「黄金町バザール」の初心に戻りながらも、それを超えていく試みとして、会場エリアの拡大、複数の場所

をつなぐ作品展開、新会場の利用に取り組んだ。大岡川の川沿いにも継続して作品を展示した。 

表 2-1-1 開催概要 

タイトル 黄金町バザール2018−フライング・スーパーマーケット 

会期 2018年9月21日（金）〜10月28日（日）【計33日間】 

休場日 月曜日（月曜祝日の場合は翌⽕曜日）【計5日間】 

開催時間 11:00〜18:30 ※10月6日7日26日27日は20:00まで開場 

展示会場 京急線「日ノ出町駅」から「黄金町駅」間の⾼架下スタジオ、周辺のスタジオ、地域の

商店、屋外、他 

入場料 チケット（単体）：700 円（販売期間：9月21日〜10月28日） *会期中有効

※⾼校生以下無料

※地域（日ノ出町、初音町、黄金町、赤英町）は無料配布

※障害者手帳をお持ちの方と同伴者 1名 無料

※団体 10名以上の場合は割引あり（500円/人）

チケット＋公式エコバッグまたは公式サコッシュのセット：1500 円 *販売期間同上

主催 NPO法人黄金町エリアマネジメントセンター、初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会 

共催 横浜市 

後援 神奈川県／公益財団法人横浜市芸術文化振興財団／カナダ大使館／駐日韓国大使館 韓

国文化院／シンガポール大使館／駐日フィリピン共和国大使館／台北駐日経済文化代

表処 台湾文化センター 

協賛 京浜急行電鉄株式会社／アサヒビール株式会社／アサヒ飲料株式会社 

協力 神奈川県警察本部／神奈川県伊勢佐木警察署／公益社団法人横浜中法人会／日ノ出町

町内会／初黄町内会／赤英町内会／初黄日商店会／日ノ出町駅前商店会／日ノ出町青

年会／一般社団法人大岡川川の駅運営委員会／公立大学法人横浜市立大学／学校法人

トキワ松学園 横浜美術大学／ 98B COLLABoratory ／ Space Ppong ／ ZeroStation

助成 平成30 年度文化庁アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業／公益財団法人トヨ

タ財団

表 2-1-2 総来場者数 前年度比較 

年度 総来場者数 

平成 28年度 13,491人 【会期 32日間】 

平成 29年度 38,703人 【会期 88日間】※トリエンナーレ開催年のため 

平成 30年度 12,889人 【会期 33日間】 
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２．黄金町バザール 2018 

参加アーティスト数は合計 17 組（国内 10 組、海外 7 組）。国内外を対象とした公募に加えて、連携する海

外のアート団体からの推薦によって選出した。前年度に比べて全体の参加アーティスト数は減ったが、黄金町

のアーティストの参加数は増加している。 

表 2-1-3 参加アーティスト数 前年度比較 

年度 合計 国 内 海 外 

平成 29年度 25組 ［アートプロジェクト］ 

14 組（キュレトリアル・チーム推薦 11

組、公募 1 組、黄金町のアーティスト 2

組） 

［アートプロジェクト］ 

11組（キュレトリアル・

チーム推薦 2 組、公募 3

組、海外協力団体推薦 4

組、黄金町のアーティス

ト 2組） 

 

平成 30年度 17組 10組（公募 10 組） 

＊うち黄金町 AIR 参加アーティスト 5 組 

その他、特別プログラム「黄金町のアー

トを紹介する」では 5企画 18組のアーテ

ィストが参加。(made in Koganecho の

アーティストは数に含めていない) 

7 組（推薦 3 組、公募 4

組、） 

 

2-2．プログラム内容 

アジアを中心に国内外から 17 組のアーティストを迎えて地域に広がる展示、アーティスト自主企画イベント

を含む「メインプログラム」「特別プログラム」「イベント」の 3 つを柱に、「人材育成プログラム」を加えた 4

つのプログラムを展開した。 

 

■メインプログラム 

 公募、国内外の関係団体による推薦、黄金町レジデンスアーティストの中から選定 3 つの方法によって選ば

れた 17 組のアーティストが、約 3 ヶ月間にわたる滞在制作をとおして新作を発表した。 

［参加アーティスト］17 組 

谷耀介（横浜）［公募］、大野光一（東京）［公募］、メランカオリ（取手）［公募］、安里槙＋許田盛哉＋etc.（沖

縄）［公募］、安部泰輔（大分）［公募］、葉栗翠＋イクタケマコト（簡易美術館）［黄金町 AIR プログラム参加ア

ーティスト］、Red Profile（嶋山文香）［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］、近あづき［黄金町 AIR プ

ログラム参加アーティスト］、人見紗操［黄金町 AIR プログラム参加アーティスト］、山本アンディ彩果［黄金

町 AIR プログラム参加アーティスト］、スピーク・クリプティック (ファリズワン・ファジャリ、シンガポール)

［公募］、蔡坤霖(ツァイ・クェンリン)＋山田哲平＋林子皓(リン・ズハオ)（台湾、日本）［公募］、インスタン

ト・コーヒー（カナダ）［公募］、エスクリ（ジェット・イラガン）（フィリピン）［公募］、イ・スンハ［推薦：

Space Ppong（韓国・清州）］、フイ・ティエン・ムイェン［推薦：Zero Station（ベトナム）］、キム・ミファ

［公益財団法人トヨタ財団 2016年度国際助成プログラム］ 
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２．黄金町バザール 2018 

 

  

写真 2-2-1 谷耀介《虚金湯》2018年 写真 2-2-2 大野光一《此処に在る広がり続ける彼方の顔の》 

2018年、インスタレーション一部展示風景 

  

写真 2-2-3 メランカオリ《UFO開き》2018年 写真 2-2-4 スピーク・クリプティック 

《From Our Hands To Our Many Mouths》2018年 

  

写真 2-2-5 インスタント・コーヒー《Pink Noise Pop Up》 

2018年、一部展示風景 

写真 2-2-6 近あづき《町の庭》2018年 
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２．黄金町バザール 2018 

■特別プログラム「 黄金町のアートを紹介する」 

黄金町アーティスト・イン・レジデンスプログラムに参加しているアーティストの活動に加えて、黄金町エ

リアメネジメントセンターの継続的な取り組みをグループ展、にぎわい座との連携、国際交流事業の展開、made 

in Koganecho といった 5 つのプロジェクト、そしてメインプログラム参加アーティストを通して紹介するプロ

グラム。 

 

A）黄金町 AIR アーティストグループ展「pass by: 動くものと動かないもの」  

会場｜黄金スタジオ D・E 

参加アーティスト｜7 組  栗原亜也子、吉田ゆう、平山好哉、安田拓郎、三輪恭子、 

吉本直紀、土居大記 

B）「黄金町のアートと工芸」展  

会場｜横浜にぎわい座 

参加アーティスト｜7 組  竹本真紀、山本貴美子、さかもとゆり、ぶち木工、 

楊珪宋、織田菜摘・浅川涼子（さんにん工房） 

C）「ゴールドリフレクションタウン」展 

会場｜山本アパート 

参加アーティスト｜6 組  小畑祐也、葉栗翠、人見紗操、土居大記、ユ・ソンジュン、楊珪宋 

D）made in Koganecho 

会場｜日ノ出スタジオ III 棟  

E）金子未弥「都市をスケールから解放するワークショップ」 

会場｜旭橋、⾼架下施設 

F）蔡坤霖(ツァイ・クェンリン)「フライング・バック・ウィンドウ・ギャラリー」 

会場｜ウィンドウ・ギャラリー 

 

■イベント 

 会期中、下記のイベントを実施した。 

A）メインプログラム参加アーティストによるイベント 

B）子どもワークショップ 

C）アーティスト・トーク 

D）ディレクター／キュレーターによるガイドツアー 

E）フライング！制作現場ツアー 

F）のきさきアートフェア 

G）アーティスト蚤の市 in 黄金町バザール 

H）横浜にぎわい座連動企画「3ガガヘッズのガガッと黄金町」 

I）シネマジャック＆ベティ連動企画「かいだん広場上映会」 

J）大岡川ひかりの川辺連動イベント 
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２．黄金町バザール 2018 

■人材育成プログラム AIR マネージャー・インターンシップ 

アーティスト・イン・レジデンスを担うマネージャーの人材育成を目指し、公募により海外（ベトナム、フ

ィリピン）からインターン 2 名を受け入れた。選ばれたインターンは実際に当エリアに滞在することを可能と

し、実践と講座を通してアーティスト・イン・レジデンスを体感し学ぶ機会を提供した。 

 

Dinh Thao Linh（ベトナム、ハノイ） 

Foreign Trade University of Vietnam にて経済学・経営学

を学び、現代アートに関してはあまり経験と知識は有さな

かった。しかし、今回のインターンシップを経て、帰国後、

ハノイにてアーティスト・イン・レジデンス Ba-Bau AIR を

始める。黄金町バザール 2018 参加アーティストのエスクリ

（ジェット・イラガン）を招聘し、サウンド・アーティス

トを中心としたイベントを開催。今回のインターンの成果

を 2019 年 1 月 10 日（木）に 98B Collaboratory（フィリピ

ン、マニラ）にて発表。 

 

 

Gabrielle Gatchalian（フィリピン、マニラ） 

University of the Philippines Diliman 在籍中。黄金町エリア

マネジメントセンターと交流のある 98B Collaboratory にてイ

ンターンを経験。今回のインターンシップを経て、98B の中心

メンバーとして活動を始める。今回のインターンの成果を

2019 年 1 月 26 日（土）に 98B にて発表。 

 

 

［インターンシップ・スケジュール］ 

・募集期間 2018年 6月 1日(金)〜21日(木)（28日(木)結果発表） 

・レジデンス期間 2018 年 8月 1日(水)〜10月 31 日(水)【3ヶ月】 

・外部講師によるレクチャー 

講師：小田井真美（さっぽろ天神山アートスタジオ、AIR ディレクター） 

石井瑞穂（ARCUSプロジェクト、コーディネーター） 

日時：10月 4日（木）、28 日（日） 

会場：⾼架下スタジオ Site-D 集会場 

・研修成果プレゼンテーション 10月 25日 15:00〜17:00 

18



３．国際交流事業 

■竹圍工作室 Bamboo Curtain Studio（台湾・台北） 

派遣アーティスト｜西田 秀己 

滞在期間｜2018年 5月 1 日(火)〜7月 31 日(火)（92日間） 

滞在場所｜竹圍工作室（新北市淡水區中正東路二段 88巷 39號） 

オープンスタジオ｜2018 年 6月 23日 (土) 13:00〜19:00 

 

 

写真 3-1-1 竹圍工作室で開催されたイベントの様子 

 

写真 3-1-2 台北駅のホワイエで行ったイベントの様子 

 

■Space Ppong（韓国・光州） 

受入アーティスト｜イ・スンハ Lee Seungha 

滞在期間｜2018年 7月 22 日(日)〜9月 23 日(日)（64日間） 

滞在場所｜CHAP（横浜市中区長者町 9-159） 

成果発表｜2018年 9月 21 日(金)〜10月 28日(日) ※黄金町バザール 2018開催期間 

※派遣アーティストについては、「3-4. 東アジア文化都市交流プログラム」を参照 

 

 
  写真 3-1-3 展示風景 
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３．国際交流事業 

■台北國際藝術村 Taipei Artist Village（台湾・台北） 

 横浜市は創造都市施策の一環として、平成 17 年度よりパートナー都市である台北市と、アーティストを相互

に派遣する「芸術家交流事業」を実施している。平成 30 年度は事業の実施団体として、黄金町エリアマネジメ

ントセンター（横浜市）が台北國際藝術村（台北市）と連携し、互いに推薦されたアーティストの受け入れと、

滞在制作のための環境整備および支援、市民に広く公開するイベント（展覧会、オープンスタジオまたはアー

ティストトーク）を行った。 

 

A. 受入アーティスト（台北市→横浜市） 

   アーティスト｜陳 松志
チェン・ソンチ

 CHEN Sung-Chih 
   滞在期間｜2019年 1月 7日(月)〜3月 25日(月)（78 日間） 

   滞在場所｜ハツネウィング A（横浜市中区初音町 1-21-7） 

   オープンスタジオ｜2019年 3月 8日(金)〜10 日(日)、3月 15 日(金)〜17日(日)（来場者数：333 名） 

       ※黄金町 AIR2018成果発表展と同時開催 

   関連イベント｜オープンスタジオ期間中、来場者向けにアーティストトークを開催。 

     日時：2019年 3月 10日 (日) 14:00〜14:45 参加者数：8名 

 

 

写真 3-1-4 アーティストと展示風景 

 

写真 3-1-5 アーティストトークの様子 

 

B．派遣アーティスト（横浜市→台北市） 

   アーティスト｜原田 賢幸 

   滞在期間｜2019年 1月 7日(月)〜3月 29日(金)（82 日間） 

   滞在場所｜台北國際藝術村（台北市中正區北平東路 7號） 

   レジデンス成果展｜2019年 2月 26 日(火)〜3 月 17日(日) 

   関連イベント｜台北國際藝術村でのレジデンス成果展のほかに、アーティストトークを開催。 

          日時：2019年 1月 18日 (金) 18:30〜21:00  
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３．国際交流事業 

 
写真 3-1-6 制作風景 

 
写真 3-1-7 展示風景 

  

■トヨタ財団 2016 年度国際助成プログラム「アートの創造性通じた子どもを育む環境づくりの考察」 

韓国・清州にて活動する非営利団体芸術商会と日本・横浜で活動する NPO 法人黄金町エリアマネジメント

センターが「子どもの教育格差」という課題解決に向けて協働し、「アート」を共通言語に、具体的なアクショ

ンを通した学び合いを行う 2 年間のプロジェクト。日韓のアーティストを互いの国に派遣をして、地域住民が

協働し、子どもの創造的活動を促す居場所としての「BASE」を作り、この「BASE」を拠点に、子どもたちと

アーティストの協働でパブリックアートを制作する。本年度は、韓国・清州からアーティストのキム・ミファ

を受入れ、ワークショップの実施、パブリックアートの制作・設置を行った。また、2 年間のプロジェクトを

まとめる記録映像と簡易報告書を制作した。 

 

 

・作品設置場所おおび作品プランの検討（2018年 5 月〜8月） 

・レジデンス（2018年 8 月〜10 月） 

  全 6 回のワークショップを実施し、各回の成果物を最終的にひとつのパブリックアート「横浜の海」とし

て構成し、黄金町バザール 2018 の期間中に展示した。 

滞在期間｜2018年 8月 26 日(日)〜10月 29日(月) 

ワークショップ実施回数｜全 6回 

・パブリックアートお披露目会：2018年10月20日(土)14:00〜 ハツネウィングA  参加者約60人 

 

  

写真 3-1-8 ワークショップの様子 写真 3-1-9 ワークショップの様子 
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３．国際交流事業 

・プロジェクトの紹介展示（2018年 9月〜10月） 

 黄金町バザール 2018 の会期中、韓国・清州の BASE プロジェクトの紹介と、日本・黄金町でのプロジェク

トを紹介する展示を行った。（2018 年 9 月 21 日〜10 月 19 日） 

 

写真 3-1-10 紹介展示の様子 

・振り返りトークの実施（2018年 10月） 

日 時｜2018年10月20日(土)15：00〜17：00  高架下スタジオsite-D 

進 行｜水谷朋代（黄金町エリアマネジメントセンター） 

報 告 者｜野田智之（アーティスト）、キム・ミファ（アーティスト） 

パネラー｜山野真悟（黄金町エリアマネジメントセンター）、イ・ジョンヒョン（653 芸術商会）、 

ハン・テーホー（Public AIR）、楠田健太（トヨタ財団） 

 

・日ノ出町「CAFÉ GEEK」へのパブリックアート設置（2018年 1 月） 

・記録物の制作（2018年 12月〜1月） 
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３．国際交流事業 

■黄金町エリアマネジメントセンター×FreeS Art Space交換プログラム「社交町⇄町交社」 

台北を拠点として活動するアーティスト、陳擎耀（チェン・チンヤオ）の提案により、黄金町エリアマネジ

メントセンターと台北のアーティスト・ラン・スペース福利社の交流事業「社交町⇄町交社」として展覧会を

開催した。「社交町⇄町交社」では、互いのスペースで展覧会を開催することで、「社」と「町」という規模の

異なる互いの手法と活動の差異を確認し、それぞれの行く末について考察することを目的とした。 

 

「島上的群島」展  Archipelago on an Island（英） 

会 場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー 

会 期｜2018年 6月 2 日（土）〜6月 24 日（日） 11:00〜19:00  

月曜休場 計 20 日間 

主 催｜NPO 法人黄金町エリアマネジメントセンター、福利社 

来場者数｜366人 

キュレーター｜賴佩君（ライ・ペイチュン） 

翻訳、通訳｜植田かほる（黄金町エリアマネジメントセンター） 

参加アーティスト｜楊茂林（ヤン・マオリン）、陳擎耀（チェン・チンヤオ）、楊仁明（ヤン・レンミン）、 

常陵（チャン・リン）、曾雍甯（ツェン・ヨンニン）、謝牧岐（シェ・ムチ）、 

廖震平（リョウ・シン ヘイ）黄金町レジデンスアーティスト(2017年度〜)、 

黃琬玲（ホァン・ワンリン）、王鼎曄（ワン・ディンイェ） 

展示作品点数｜20点 

 

「黄金反射町 nwoT noitcelfeR dloG」展 Gold Reflection Town 町射反金黄（英） 

会 場｜福利社（104台北市中山區新生北路三段 82號 B1） 

会 期｜2018年 7月 7 日(土）〜8月 4日(土）火-金 11:00-19:00 土 13:30-21:00 日・月休場 計 21日間 

主 催｜福利社、黄金町エリアマネジメントセンター 

来場者数｜247名 

キュレトリアル・チーム｜内海潤也、水谷朋代（黄金町エリアマネジメントセンター） 

翻訳、通訳｜植田かほる 

参加アーティスト｜小畑祐也、葉栗翠、人見紗操、土居大記、ユ・ソンジュン、楊珪宋 

展示作品点数｜17点 

 
写真 3-1-11 土居大記《Salt》2018年、インスタレーション風景 
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３．国際交流事業 

■東アジア文化都市交流プログラム 

A）中国福建省泉州市 

 平成 30 年度は、泉州市主催の「東アジア文化都市・中日韓美術作品展」に黄金町にゆかりのあるアーティス

トを推薦し、現地での写生イベントに参加した。また黄金町では、横浜市と泉州市の交流を振り返るとともに、

泉州市の歴史的背景・文化的遺産と、その中で動き始めた新しい街の変化とそれに関わる若いアーティストた

ちの活動について、パネルと映像、および作品を通して紹介する「泉州市の文化的遺産と新芸術計画」展を開

催した。 

 

a) 「東アジア文化都市・中日韓美術作品展」開催概要 

 中国福建省泉州市において、東アジア文化都市間の文化交流と協力関係のさらなる発展を目的に「東アジア

文化都市・中日韓美術作品展」が開催され、横浜市からの派遣アーティストとして、黄金町にゆかりのあるア

ーティスト、小畑祐也と葉栗翠を推薦した。 

会期｜2018年 11月 25日(日)〜12 月 2日(日) 

会場｜泉州海外交通史博物館 イスラム文化展示館 4 階 

主催｜中国文化旅遊部国際交流協力局、泉州市人民政府、中央美術学院 

実施｜泉州市文化広電新聞出版局 

協力｜泉州画院、泉州海外交通史博物館 

 
写真 3-1-12 展示風景（葉栗翠） 

 
写真 3-1-13 展示風景（小畑祐也） 

 

b) 「泉州市の文化的遺産と新芸術計画」展 開催概要 

 多様な宗教と文化が共存し繁栄した国際都市の姿を今に伝える泉州市の歴史的遺産と、古い文化的背景や景

観を活用しながら、新しい文化の都市へと生まれ変わろうとする現在の泉州市の姿を黄金町で紹介する展示を

行った。また今回の展示に合わせて、泉州で活動する若手アーティスト「野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェクト」のメンバ
ーが来日し、滞在中に行ったリサーチの成果を展示とトークセッションなどを通じて発表した。 

会期｜2019年 1月 19 日(土)〜1月 26日(土)（来場者数 173 名） 

会場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー（横浜市中区黄金町 1-6先） 

主催｜横浜市、NPO 法人黄金町エリアマネジメントセンター 

共催｜野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェクト 
後援｜泉州海外交通史博物館 

協力｜1915 芸術空間、后天計画、麒麒空間、敦本堂、龍玲公館、五排五号、容驛芸廊旅館、 

   旧館驛桟 187、半涂工作室、閑室、時落、赤子空間、古城新門文旅 

24



３．国際交流事業 

関連企画「天地無用 われもの注意」展  

会期｜2019年 1月 19 日(土)〜1月 26日(土) 

会場｜高架下スタジオ Site-A ギャラリー（横浜市中区黄金町 1-6先） 

主催｜野骨力
ヤ ッ コ レ

芸術プロジェクト 
共催｜后天計画 

 
図 3-1-14 展覧会ポスター 

B）韓国光州広域市 

 平成 30 年度は、2016 年から交流が続いている光州広域市に拠点を構えるアートスペース Space Ppong と交

換レジデンスプログラムを実施した。黄金町からアーティストの田中真帆氏（以下、作家）を Space Ppong に

派遣し、Space Ppong からアーティストのイ・スンハ氏を受け入れた。 

 

派遣アーティスト｜田中 真帆（日本・横浜） 

レジデンス期間｜2018年 11月 2日(金)〜2019年 1 月 30日(水) （韓国・光州） 

関連イベント｜レジデンス成果発表展「思流」：2019 年 1月 15日(火)〜1月 25 日(金) 

       オープニング・パーティー： 2019年 1月 16日(水)18:00〜 

  

写真 3-1-15 展示会場外観 写真 3-1-16 光州川で収集した石と粘土を組み合わせた作品 
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３．国際交流事業 

■韓国慶南道立美術館 

2018 年 12 月、韓国のオルタナティブ・スペース openspace bae（オープンスペース・ベイ）代表の Sang Ho Seo
ソ ・ サ ン ホ

氏から依頼があり、黄金町エリアマネジメントセンターが慶南道立美術館の企画展に参加し、取組みを紹介し

た。 

黄金町は、団体紹介のセクションで１ブース与えられ、歴史（経緯）・現在（取り組み）・これから（展望）

のパネル展示と歴代黄金町バザールポスターやプロモーションビデオの上映を行った。 

 

asia in Asia - close by far away drums  

会  期｜2019年 2月 14日（木）〜5月 12 日（日）  

会  場｜韓国慶南道立美術館 （1 階 2階 展示室） 

主  催｜韓国慶南道立美術館  

キュレーター｜Jae Hwan Kim (Gyeongnam Art Museum Curator) 

Sang Ho Seo (Director of Open Space Bae)  

コーディネーター｜Nayun Lee  

参加アーティスト｜Cheng Guang (China), Du zi (China), Zhang wei (China), Yang Mao-lin (Taiwan),  

Tang Tang-Fa (Taiwan), Chen Ching-yao (Taiwan), Area Park (Japan),  

Dinh Q.le (Vietnam), Wong hoy Cheong (Malaysia), Eunbi Kwon (Korea),  

Hyeong-Seob Cho (Korea)  

参加団体｜Space Heem (Korea), HaantooS (Taiwan), Koganecho Area Management Center(Japan), 

 Pier2 (Taiwan), Tactacles Gallery (Thailand), Art together Limited (Hong Kong) 

 

 

  

写真 3-1-17 慶南道立美術館 写真 3-1-18 黄金町エリアマネジメントセンターのブース 
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４．地域連携事業 

4-1．のきさきアートフェア 

地域の賑わいづくりとレジデンスアーティストと地域、来街者の接点を作り出す事を目的としたイベントを

開催する事業。アーティスト、クリエイターの作品・グッズを販売する「アート市場」と地元商店会の「初黄

日商店会」が主催する食のマルシェ「はつこひ市場」で構成される。 

今年度は従来の毎月開催からシーズン開催に移行し、また会場規模も日ノ出スタジオエリアまで拡大する等、

開催規模の見直しを実験的に行った。 

 

■第 1回 のきさきアートフェア at桜まつり 

日時｜2018年 4月 7日（土）、8日（日）、11:00～15:00 

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場／黄金町パンとコーヒーマルシェ（初黄日商店会） 

高架下スタジオ Site-D のきさき、かいだん広場前道路／アート市場 

出店者数（アート市場）｜20組（外部出店者：16組／レジデンスアーティスト：2組／その他：2組） 

来場者数｜約 1,600名（２日間合計） 

 

■第 2回 夏の黄金町 のきさきアートフェア 

日時｜2018年 8月 12 日（日）、11:00～15:00 

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場／はつこひ市場（初黄日商店会） 

かいだん広場／アート市場、流し素麺 

地域防犯拠点ステップ・ワン／竹ランタンワークショップ（横浜市私立大学鈴木ゼミ） 

日ノ出スタジオ前／アート市場※雨天のため会場をかいだん広場に変更 

出店者数（アート市場）｜4組（外部出店者 3組、レジデンスアーティスト 1 組） 

来場者数｜約 220名 

 

■第 3回 秋の黄金町 のきさきアートフェア 

日時｜2018年 10月 7 日（日）11:00～15:00 ※一部 19:00まで 

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場、かいだん広場／黄金町パンとコーヒーマルシェ（初

黄日商店会） 

日ノ出スタジオ／ビアフェス（初黄日商店会） 

日ノ出スタジオ前／アート市場、ビアフェス（初黄日商店会） 

出店者数（アート市場）｜11組（外部出店者：8 組、レジデンスアーティスト：3組） 

来場者数｜約 800名 

 

■第 4回 のきさきアートフェア 

日時｜2019年 3月 9日（土）、10日（日）、11:00～15:00 

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場／はつこひ市場（初黄日商店会）※3月 9日（土）のみ開催 

かいだん広場／のきさきライブ（日ノ出サンデーズ） 

日ノ出スタジオ前／のきさきアートフェア 
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４．地域連携事業 

出店者数（アート市場）｜3月 9日（土）：9組（外部出店者 7組、レジデンスアーティスト 2組） 

3月 10日（日）：9組（外部出店者 7 組、レジデンスアーティスト 2組） 

来場者数｜約 400名(２日間合計) 

 

■第 5回 のきさきアートフェア at桜まつり 

日時｜2019年 3月 30 日（土）、31日（日）、11:00～16:00 

会場／プログラム｜高架下スタジオ Site-D 集会場／黄金町パンとコーヒーマルシェ 

かいだん広場／黄金町パンとコーヒーマルシェ、のきさきライブ（日ノ出サンデーズ 

等） 

日ノ出スタジオ前道路／アート市場 

出店者数（アート市場）｜3月 30日（土）：8組（外部出店者 5 組、レジデンスアーティスト 3組） 

3月 31日（日）：7組（外部出店者 5 組、レジデンスアーティスト 2組） 

来場者数｜約 2,500名(２日間合計) 

 

 

写真 4-1-1 のきさきアートフェア当日の様子 

 

4-2．バザールサポーター活動 

通年で活動しているまちあるきツアーの他、のきさきアートフェアに合わせて絵本の読み聞かせ会、石花会

ワークショップ等を行った。 

 

■まちあるきツアー 

参加者｜延べ 34 名 

日時｜歴史ツアー：2018 年 5月 20日(日)、 6月 16日(土)、 10月 13 日(土) 
     クイズツアー：2018年 10月 7 日(日)、 2019年 1月 19日(土) 

 

■アートで吟行 夏の陣 ～俳句ツアー～  

参加者｜8名 
  日時｜2018年 7月 21 日（日） 14:00～16:30 
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４．地域連携事業 

会場｜かいだん広場（まちあるき） 
講師｜上田晃之 

 

 ■絵本読み聞かせ 

参加者｜子ども 7名  大人 6 名 
  日時｜2018年 8月 12 日（日） 13:00～15:00 
  会場｜高架下スタジオ Site-C 
  講師｜瀬戸口裕子 

 

■石花会 

  参加者｜子ども 8名  大人 7 名 
  日時｜2019年 3月 10 日（日） 12:00～15:00 
  会場｜1の 1 スタジオ 
  講師｜石花会 

 

4-3．子どものためのプログラム 

■子どものまちアトリエ 

東小はまっ子ふれあいスクールとの連携企画。今年度も春、秋、冬の 3 期に分け計 9 回のワークショップを

行った。 

  

写真 4-3-1 ワークショップの様子 写真 4-3-2 ワークショップの様子 

■ヨコハマ・アート・ピクニック 
横浜美術大学がゴールデンウィークに行う子どもワークショップに今年度も参加した。久保萌菜「キラキラ

ひかるおおきな瓶をつくろう」、照沼敦朗「切り絵アニメーションをつくろう」、杉山孝貴「アート忍者教室-分

身の術の巻-」の 3 つのワークショップを行った。 

参加者｜45名 
日時｜2018年 4月 28 日（土） 13:00～15:00 
会場｜横浜美術大学グラウンド 
講師｜久保萌菜、照沼敦朗、杉山孝貴 
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４．地域連携事業 

 4-4．大岡川ひかりの川辺 

「黄金町バザール」や大岡川のライトアップイベント「大岡川ひかりの川辺」の来場者をターゲットに、夜

間の初黄・日ノ出町地区を回遊して楽しめる、光を活用したアート作品展示と体験型プログラムを実施した。 

実施期間中、黄金町レジデンスアーティストの吉本直紀氏の映像作品をハツネウィングにて投影し、期間中

の週末には映像作品に登場する光る風船を配布し、来場者が初黄・日ノ出町地区を回遊して楽しめる体験型プ

ログラムとした。 

 

実 施 期 間｜2018年 10月 27日（土）～11月 4日（日）18：00～21：00 

実 施 場 所｜ハツネウィング、旭橋付近 

ア ー テ ィ ス ト｜吉本直紀 

作 品 タ イ ト ル｜《D.N.A.dimension of neutralized art》ビデオインスタレーション ループ映像 

来 場 者 数｜延べ 504名（計 9日間） 

 

 

 
写真 4-4-1 作品展示の様子 
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５．地域活動団体支援 

5-1．初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会事務局 

初黄・日ノ出町地区の町内会、東小学校 PTA 等で構成される「安全・安心のまちづくり」を推進する団体「初

黄・日ノ出町環境浄化推進協議会」の事務局業務を中区役所より受託。定例会などの会議、防犯パトロール、

街づくり協議、まちのルールづくりのためのアンケート実施、まちづくりニュース発行、はつこひトーク等の

イベントの開催等、協議会事業全般の運営及び補助を行った。 

 

■定例会等会議の運営 

定例会｜毎月第 4 木曜日、10〜12時／夜間開催時は 19〜20 時 

11回開催（内、夜間開催 2回、土曜開催 1 回、日曜開催 1回） 

役員会｜不定期第 3水曜日、10〜12時 

8回開催 

 

■「初黄日トーク vol.6〜初黄・日ノ出町の過去と今を伝える〜」の開催 

初黄・日ノ出町地区のまちづくりについて検討、情報共有を

公開で行うイベントとして開催した。6 回目となる今回は「初

黄・日ノ出町の過去と今を伝える」をテーマに地域の人口、地

価等の変遷から現状について把握、今後のまちづくりのあり方

について登壇者がクロストークを行なった。 

日時｜2019年 2月 24 日（日）11〜15 時 

会場｜黄金スタジオ 

登壇者｜高畠祐二氏（不動産鑑定士／高畠不動産鑑定事務所）      写真 5-1-1 初黄日トークの様子 

鈴木伸治氏（横浜市市立大学国際総合科学部まちづくりコース教授） 

参加者数｜37 名 

 

■「街づくり協議」の開催 

初黄・日ノ出町地区内での建築行為に対して、「初黄・日ノ出町地区街づくり協議指針」に基づいて事業者と

協議を実施した。 

協議件数｜4件（承認 2 件、不調 2件） 

 

■まちのルールづくりの検討のためのアンケートの実施 

初黄・日ノ出町地区内での「地区計画」「街づくり協定」の策定を目指し、地区内の全ての住民、地権者、建

物所有者を対象としたアンケートを実施した。 

アンケート配布数／回収数｜3,486通／483通（回収率：13.5%） 
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５．地域活動団体支援 

■防犯パトロールの開催

協議会会員を中心に、地域住民、東小学校 PTA、神奈川県警伊勢佐木警察署、横浜市、レジデンスアーティ

ストと連携して防犯のためのパトロールを定期的に実施した。

日時｜毎月 27日（12 月のみ 17日開催）、15:00〜17:00

場所｜黄金町交番に集合後、初黄・日ノ出町等をパトロールし、かいだん広場で解散。

開催回数／参加者｜12回／約 250 名（年間）

写真 5-1-2 防犯パトロールの様子 

■まちづくりニュースの発行

協議会の活動及び地域の情報発信を目的とした情報誌「まちづくりニュース」の発行を行った。 

発行回数／発行部数｜年間 6回（116〜121号）／18,000部 

■Kogane-X Lab.

 協議会と横浜市立大学鈴木ゼミと共同で活動する Kogane-X Lab.の活動支援として、地元学生会議運営サポ

ート、のきさきアートフェア内で開催しているはつこひ市場等の学生企画運営サポート等を行った。 

・地元学生会議

参加者｜学生 5人  地域住民 6人 (各回平均)

日時｜2018年 4月〜2019 年 3月 毎月第１木曜 計 11回開催

会場｜高架下スタジオ Site-D

・はつこひ市場

桜まつりや打ち水等のイベントに合わせ、2018 年度は 4 回開催。かいだん広場横の道路使用許可を得て、人

工芝を敷いた休憩スペースや子ども向けワークショップ等、親子で参加出来る企画を行った。 

・はつこひ大好きパーティー

一年の活動期間が終ったら黄金町を卒業する鈴木ゼミの学生が、お世話になった地域の方やアーティストを

招いて、料理を振る舞い、感謝を伝え、次の世代を紹介する会。今年も 12 期生 5 名が巣立ち、新たに 13 期生

5 名が加わった。 
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５．地域活動団体支援 

■避難訓練＋防災炊出し大作戦

震災時を想定した野毛山公園への避難訓練と桜桟橋周辺を会場とした炊出し訓練を 3 町内会（初黄町内会、

日ノ出町町内会、赤英町内会）と合同で開催した。 

日時｜2018年 11月 10日（土）10:00〜12：00 

参加人数｜180名 

写真 5-1-3 炊き出し準備の様子 

5-2．初黄日商店会事務局

初黄・日ノ出町地区の商店会組織「初黄日（はつこひ）商店会」の事務局として、「はつこひ市場」等商店会

主催イベントについて、チラシの発行等、主に広報面での補助を行った。 

■はつこひ市場の開催／チラシの発行

5-3．黄金町 BASE支援

地域の子どもたちが廃材を使って自由に作品を作れる場としてアーティストが運営している黄金町 BASE へ

の支援として、かいだん広場、1 の 1 スタジオ C を貸し出している。 

参加者｜延べ 612 人 

日時｜4 月~3月 金曜 15:00〜17:00、土曜 14:00〜17:00 (冬場は 16:30 まで) 計 74回 

会場｜かいだん広場、1の 1スタジオ C 

講師｜山田裕介、杉山孝貴、水谷朋代 他 

写真 5-3-1 黄金町 BASE活動の様子 
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５．地域活動団体支援 

5-4．大岡川桜まつり

大岡川桜まつり（主催：大岡川桜まつり実行委員会）参加団体として全体会議に参加の他、実働として、全

7 回の全体会議議事録作成、近隣小中学校制作の絵パネル搬入出と展示、子ども工作教室運営、ボートイルミ

ネーション運営を行った。

■子ども工作教室 “お絵描きさくら傘”

参加者｜子ども 22 名  大人 15名 
日時｜2019年 3月 27 日(水)10:00〜11:00、30日(土)11:00〜15:00 
会場｜27日：東小キッズクラブ 30日：聖母幼稚園 園庭 

■ボートイルミネーション

参加者｜子ども 11 名  大人 7 名 
日時｜2019年 3月 30 日(土)17:00〜18:00 
会場｜横浜日ノ出桟橋 
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６．市民協働事業 

本事業は、横浜トリエンナーレ組織委員会（以下、「組織委員会」と記す。）からの委託により、横浜トリエ

ンナーレサポーター事務局（以下、「サポーター事務局」と記す。）の運営を通じて、芸術文化分野における市

民参画を促進する事を目的として実施するものである。横浜トリエンナーレサポーター「ハマトリーツ！」（以

下、「ハマトリーツ！」と記す。）を対象に、ヨコハマトリエンナーレ 2020 を見据えた活動を展開し、サポータ

ー活動の新たな参加者の獲得と自主的なサポーター活動の拡充を通じてアートと市民との接点を多様に創出す

る事を目指す。

 本年度は 2020 年に向けて始動する年であることから、サポーター活動の新たなる参加者の獲得と、様々な活

動を通してアートと市民の接点を多様に創出することを目指し、日常的・定期的に顔を合わせ、学び合う場と

機会を設けた。 

 また、横浜市内をはじめとして、芸術文化に関わる様々な市民・ボランティア団体やネットワークとの情報

交換を通じて、多様な活動に触れる機会をサポーターに提示するとともにサポーター活動、ならびに横浜トリ

エンナーレの周知を行った。

6-1．横浜トリエンナーレサポーター事務局の設置と運営

登録者情報の管理運営やサポーターの窓口対応を担うサポーター事務局を黄金町エリアマネジメントセンタ

ー内に設置した。また、黄金スタジオにサポーター活動の拠点を設置した。 

運営体制として、事業を統括する事務局長、実務に従事するスタッフを配置し、サポーター事務局の運営強

化のため、必要に応じて補佐としてインターンを募集した。また、年度の後半よりマネージャーを配置し、横

浜トリエンナーレサポーター事務局の体制強化を図った。その他、サポーター活動の方向性を検討していく場

として、平成 30 年 7 月より組織委員会とサポーター事務局の二者間で情報共有会を、横浜美術館にて定期的に

実施した。 

6-2．サポーター運営管理

平成 30 年 4 月当初のサポーター登録者数は 1,468 名であった。年間を通じて新規登録ならびに登録解除を受

け付け、新規登録者 41 名、登録解除者 42 名、また重複登録者の情報を整理し、平成 31 年度 3 月末現在で、

サポーター登録者数は 1,468 名となっている。その他、次回展に向けたサポーター規約の見直しおよび登録継

続意思確認の実施案を作成したが、共有会にて協議の上、本年度の実施は見送った。

6-3．情報発信

サポーター活動に関する情報発信のため、サポーター公式ウェブサイトおよび SNS アカウントを運用した。

ウェブサイトは全面リニューアルを行い、パソコンまたはスマートフォンのどちらでも見やすいレイアウトに

変更した。その他、リアルタイムな情報発信ツールとして Facebook、twitter、Instagram の各 SNS を活用した。

ブログではサポーター活動に関する記事をハマトリーツ！による寄稿文を掲載した。

また、サポーターを対象としたメールニュースを年間 40 件（月 3〜4 回程度）配信した。メールニュースで

はサポーター活動に関する情報の以外に、象の鼻テラスや KAAT 神奈川芸術劇場等、さいたま国際芸術祭等の

横浜市内外の 9 団体、計 21 件のイベントやボランティア募集情報の協力配信を行った。  
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６．市民協働事業 

6-4．ヨコハマトリエンナーレ 2020 までの市民協働事業の実施計画の策定 

ヨコハマトリエンナーレ 2020 を視野に入れた 3 カ年の実施計画を作成した。尚、組織委員会との協議の元、

適宜変更や修正を行なった。 

 

図 6-4-1 市民協働事業実施計画（平成 30年 5月作成） 

 

6-5．サポーター活動拠点の設置・運営 

 黄金スタジオの一部をサポーターの活動拠点として開放した。 

表 6-5-1 サポーター拠点としての黄金スタジオ開放実施概要 

実施回数・頻度 40回、月 4回程度 

利用人数 延べ 168 名 

利用内容 
記録上映会、大掃除、サポーターズサロン、サークル活動、ワークショ

ップ等 

 

6-6．サポーター活動に係るプログラムの企画・運営 

本年度の活動開始にあたって、横浜トリエンナーレ全体の方向性やサポーター活動の方針について説明する

ためのオリエンテーションを開催した。また、第 26 回および第 27 回大岡川桜まつりや黄金町バザール 2018

に合わせて、横浜トリエンナーレやサポーター活動を紹介するパネル展示やワークショップを実施した。 
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６．市民協働事業 

6-7．プチトリ

市内外のパブリックアートや展覧会の鑑賞、サポーター自身による制作をすることによって、身近な場所の

アートの存在に触れ、現代アート作品やアートプロジェクトにより親しみを持つきっかけとなることを目指す

プログラムとして「プチトリ」を実施した。「水と土の芸術祭 2018」ではみずつち市民サポーターズの案内に

より、「第 4 回全国芸術祭サポーターズミーティング in みずつち」にも参加し、芸術祭サポーター同士で意見

交換を行なった。

写真 6-7-1 旅トリ（水と土の芸術祭）の様子  写真 6-7-1 ぶちトリ（DIYワークショップ）の様子 

6-8．サポーターズサロン

参加者が現代アートに関する知識を得、かつ現代アートに親しみを持つ機会を創出することを目的に、トー

クイベントを定期的に開催した。横浜美術館や横浜市民ギャラリーあざみ野の学芸員を登壇者に招き、現代ア

ートの傾向や国内外の国際展の事例等について伺った。また、会場設営や受付等の運営面において、ハマトリ

ーツ！から運営サポートを募集し、企画運営への参画を図った。

写真 6-8-1「本当は怖い現代アート」の様子  写真 6-8-2「記録を止めるな」の様子 

6-9．サポーターズサロン・エクストラ

サポーターズサロンの拡大版、「サポーターズサロン・エクストラ」として、「ヨコハマトリエンナーレ 2020」

と同年に開催される国際展に焦点を当て、「さいたま国際芸術祭 2020」と「札幌国際芸術祭 2020」のそれぞれ

のディレクターを登壇者に招き、展覧会の概要や市民との関わり方について話を伺った。 

 また、イベントの告知にあたってチラシを制作し、ヨコハマアートラリー等のイベントでの配布の他、横浜

市の区役所や図書館、市内外の文化施設等に配架した。尚、チラシのデザインは株式会社 tegusu に依頼した。

その他、会場設営や受付等の運営面において、ハマトリーツ！から運営サポートを募集し、企画運営への参画

を図った。 
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６．市民協働事業 

6-10．自主活動に係るプログラムの管理・運営 

 本年度のサポーターによる自主的な活動として、登録制の「サークル活動」のプログラムを実施した。サポ

ーターが自主的な活動を希望する場合、登録申請により活動時に拠点の利用やメールニュースでの活動案内が

できるように制度を整備した。制度の開始にあたって、要項や登録時の注意点を伝えるため説明会を実施した。

年間を通して合計２組のサークルが登録、活動を行った。また、平成 29 年度のガイド活動から派生した自主活

動「ヨコトリディクショナリー」（活動期間：平成 29 年 11 月〜平成 30 年 10 月）が、前年度から継続してい

たヨコハマトリエンナーレ 2017 の作品解説集「作品ガイド・アンソロジー」の編集作業を、本年度 10 月に完

成させた。 

 

6-11．横浜トリエンナーレ組織委員会主催事業のサポート 

横浜トリエンナーレ組織委員会が主催するイベントの当日の運営サポートをサポーターから募集した。また

サポーター事務局スタッフも当日の運営サポートに加わった。その他、当日の会場内で展示するためのサポー

ター活動紹介パネルデータを作成した。 

表 6-11-1 組織委員会主催事業運営サポート概要 

実施日 内容 参加者 

H31.1.26 

「ヨコハマアートラリー アートと笑いの境界線」事前準備サ
ポート 
組織委員会が行う、ヨコハマアートラリー「アートと笑いの境
界線」の受付で配布するチラシ組み作業のサポートを募集し
た。また、サポーター事務局スタッフもこれに従事した。 
場所：黄金スタジオ 

ハマトリーツ！1名 
サポーター事務局 
（黄金町スタッフ） 

2名 

H31.2.3 

「ヨコハマアートラリー アートと笑いの境界線」運営サポー
ト 
受付での資料渡しや会場内での誘導サポートを行うサポータ
ーを募集した。また、サポーター事務局スタッフもこれに従事
した。 
場所：横浜市開港記念会館 

ハマトリーツ！8名 
サポーター事務局 
（黄金町スタッフ） 

2名 

H31.2.20 

美術館と国際展を巡る連続講座【第 2 回】「国際展をキュレー
ションすること」運営サポート 
受付での資料渡しや会場内での誘導サポートを行うサポータ
ーを募集した。 
場所：横浜美術館レクチャーホール 

ハマトリーツ！2名 

H31.3.2 

美術館と国際展を巡る連続講座【第 3 回】「美術館という建築
物と展覧会の関係」運営サポート 
受付での資料渡しや会場内での誘導サポートを行うサポータ
ーを募集した。 
場所：横浜美術館円形フォーラム 

ハマトリーツ！2名 
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６．市民協働事業 

       
写真 6-11-2 事前準備の様子          写真 6-11-3 運営サポートの様子 

 

 
写真 6-11-4 パネル展示の様子 

 

6-12．メディア掲載、取材、ヒアリング実績 

本年度の市民協働事業に関するメディア等への掲載は下表の通りとなった。 

表 6-12-1 掲載一覧 

掲載日 種別 媒体名 内容 

H30.12.28 フリーペーパー 季刊ヨコハマアートサイト 
自主活動「時をかけるヨコ

ハマ」 

H31.2.1 フリーペーパー 広報よこはま 
サポーターズサロン・エク

ストラ 
H31.1,12 Facebook 札幌国際芸術祭 同上 
H31.1.25 Web YCC ヨコハマ創造都市センター 同上 
H31.1.25 Web マグカル・ドット・ネット 同上 
H31.1.28 Web マグカル・ドット・ネット 同上 
H31.1.31 Facebook さいたま国際芸術祭 2020 同上 
H31.2.12 Facebook 創造都市横浜 同上 
H31.3.5 Facebook さいたま国際芸術祭 2020 同上 

- Web tegusu 同上 
 

 下記の通り市民協働事業に関する取材に対応した。 

表 6-12-2 取材対応一覧 

実施日 取材者 媒体 
H30.7.29 筑波大学大学院人間総合科学研究科（修士）※個人 修士論文 ※未発表 

H30.10.29 ヨコハマアートサイト事務局 季刊誌 
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７．その他事業 

7-1．間伐材を活用した木工ワークショップ 

「平成 30 年度間伐材を活用した木工ワークショップ」を中区役所より受託。親子、子どもを対象としたワー

クショップを企画、実施した。 

 

■木のフォトフレームをつくろう！ 

ワークショップへの参加を通じて、木に親しみを持ち、間伐材への理解を深めるような内容とするため、木

材を「切る」「磨く」「塗装する」の 3 工程の経験、また、このワークショップの体験自体を思い出として留め

ることも意識し、「木のフォトフレーム」作成とアーティストによる参加者の似顔絵作成をセットとした内容と

した。 

委託元｜中区役所 

日時｜第 1 回：2018年 3 月 9日（土）11:00～15:00 

第 2回：2018年 3月 10 日（日）11:00～15:00 

会場｜高架下スタジオ Site-C 工房 

参加者｜第 1回：16名（大人 11名、子ども 5名） 

第 2回：18名（大人 17 名、子ども 8 名） 

講師｜西村真人（BUCHI MOKKOU／木工アーティスト） 

安田拓郎（ペインター） 

  
写真 7-1-1 ワークショップの様子 写真 7-1-2 アーティストによる似顔絵作成 

 
写真 7-1-3 完成作品 
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７．その他事業 

7-2．海の灯まつり 

「海の灯まつり in お台場 2018〜東京 150 年祭〜」で実施するペーパーランプイベント業務を「海の灯まつ

り n お台場実行委員会」より受託。ペーパーランプを使用した地上絵作成を企画、実施した。 
 

■海の灯まつり inお台場 2018〜東京 150 年祭〜 

海の安全を祈願して、約 5 万個のペーパーランプを利用して地上絵を作り出すイベント。2018 年で 15 周年

を迎えた。 

委託元｜海の灯まつり in お台場実行委員会 

日時｜2018年 7月 15 日（日）、16日（月） 

会場｜お台場海浜公園 おだいばビーチ 

来場者｜約 100,000人 

 

  

写真 7-2-1 作業の様子 写真 7-2-2 完成した地上絵 
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８．広報 

８-1．文化芸術の情報発信 

a）ウェブサイト 

 NPO の情報発信プラットフォームとして、黄

金町エリアマネジメントセンター公式 web サイ

ト「koganecho.net」の管理・運営を行っている。

（参照：写真 8-1-1）同サイトでは、NPO の主

催イベントのほか、広報協力として関連団体やレ

ジデンスアーティスト等が初黄・日ノ出町地区で

開催するイベントや展覧会の情報を掲載してい

る。今年度新規立ち上げを行ったウェブサイトは、

例年同様の「黄金町バザール」がある。 

写真 8-1-1 公式ウェブサイト「koganecho.net」      

 年間を通したアクセス推移としては、例年同様「黄金町バザール」に関する情報発表を行った際に上昇する

傾向があり、加えて今年度は「黄金町バザール 201８」会期中に「めざましテレビ」で紹介されたことで飛躍

的にアクセス数が伸びた。 

 

b）メールニュース 

 ブラストメールというメール一斉配信サービスを活用し、黄金町バザール、黄金町芸術学校、のきさきアー

トフェアなどのイベントの他、サポーター活動の募集、レジデンスアーティストの活動情報などの情報発信を

行っている。 

登録者数は 1,706 件（前年比+27 件）、配信回数は計 22 回（前年比-5）となった。月別にみると、配信回数

の多い月で 4 回、情報量が少ない時期になると 1 回程度にとどまった。 

今後は配信するコンテンツの充実化、SNS ツールとの配信内容の差別化が求められる。 

 

c）SNS（Facebook／Twitter／Instagram／Youtube） 

 Facebook、Twitter、Instagram、Youtube において、当 NPO の公式アカウントを持ち、情報発信ツールとし

て活用している。 

 Facebook は、日常の活動内容の発信および、イベント情報などの拡散ツールとして使用。フォロワーの数は

4,489 件で、前年度から 312 件増加した。 

Twitter は、簡易な情報の拡散ツールとして使用。Instagram での投稿をリンクし、投稿頻度を向上させた。

フォロワー数は 4,286 件で前年度から 236 件増加した。 

 Instagram は、最もカジュアルな情報発信ツールとして、日常の活動風景や展覧会等の催事の様子、まちの風

景などを発信し、1 回の投稿で閲覧される回数は平均して 500〜700 回程度である。今年度のフォロワーの数は

430 件で、前年度から 200 件増加した。 

 Youtube は引き続き「黄金町バザール」の期間に活用した。今年度は 2 分程度の参加アーティストのショー

トインタビューを制作したことで、より会場の雰囲気や作品のコンセプトを伝えられるよう工夫した。 
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８．広報 

d）他の文化施設との広報協力 

 横浜創造界隈の文化活動拠点を中心に、全国の文化施設のちらしの配架協力、ポスターの掲示協力を積極的

に行った。スタッフ間の交流の場を不定期で継続しており、広報に関するノウハウの共有や連携につなげてい

る。特に今年度は黄金町 AIR のレジデンス・アーティストに向けた情報提供依頼が多くあり、実際に他の拠点

が企画する来年度の展覧会（主催：象の鼻テラス）に黄金町 AIR のレジデンス・アーティストが参加すること

が決定した。 

 

8-2.メディア出演・掲載実績 

 今年度のメディア掲載実績（海外の媒体を含む）は計 184 件であり、前年度の実績を下回る掲載件数となっ

た。（参照：表 8-2-1） 

掲載媒体は、ラジオへの出演回数が減少し、テレビへの出演回数が増加した。特に、黄金町バザール 2018

開催期間中のテレビ露出が多く、民放のニュース番組に取り上げられた効果は黄金町バザールの来場者数増加

にも貢献した。このテレビへの出演は、当団体の取り組みが雑誌の企画で大きく取り上げられた効果によるも

のだった。 

これらの大手メディアへの掲載実績による効果もあり、掲載内容は黄金町バザールを取り上げた記事の割合

が高まった。今後はその他の取り組みに対しても積極的にプレスリリースを配信するなど力をいれていく必要

がある。 

表 8-2-1 前年度までとの比較 

年度 新聞 テレビ ラジオ 雑誌 
フリー 

ペーパー 
ウェブ その他 合計 

平成 25年度 20 6 4 10 18 38 4 100 

平成 26年度 28 12 8 16 12 55 3 133 

平成 27年度 31 10 8 7 20 94 4 174 

平成 28年度 35 9 5 5 11 46 13 124 

平成 29年度 15 6 6 5 11 220 3 266 

平成 30年度 17 10 1 8 7 134 7 184 

 

8-3. 視察対応実績 

 平成 30 年度の視察件数は計 33 件で、総訪問人数は 424 名だった。今年度から視察受入をパッケージ化し、

有料としたことで、希望団体が減少したとみられる。変わらず海外（特に韓国）からの視察希望が多くあるた

め、韓国語の資料制作が急務である。 
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８．広報 

表 8-3-1 前年度との比較 

年度 国内 海外 国内・海外 合計 

平成 24 年度 31 件 10 件 - 41 件 

平成 25 年度 36 件 19 件 - 55 件 

平成 26 年度 42 件 28 件 1 件 71 件 

平成 27 年度 41 件 29 件 - 70 件 

平成 28 年度 27 件 15 件 4 件 46 件 

平成 29 年度 43 件 23 件 2 件 68 件 

平成 30 年度 18 件 14 件 1 件 33 件 

 

8-4.外部講演依頼（プレゼンテーション）実績 

招待を受けて黄金町の取組みについてプレゼンテーションをした機会は計 3 回だった。内、1 件は海外だっ

た。講演依頼としての件数は減ったものの、今年度は韓国の美術館で、活動紹介の展示を行う機会を得た。 

今後プレゼンテーションの形式も多様化していくことが予想される。 

 

表 8-4-1 前年度との比較 

年度 国内 海外 合計 

平成 25 年度 3 件 2 件 5 件 

平成 26 年度 4 件 2 件 6 件 

平成 27 年度 6 件 2 件 8 件 

平成 28 年度 5 件 1 件 6 件 

平成 29 年度 4 件 4 件 8 件 

平成 30 年度 2 件 1 件 3 件 
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