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1.2011 年度事業報告概要 

 

昨年の 3 月 11 日以前に立案された 20011 年度の事業計画では黄金町を『アーテ

ィストインレジデンスの街』として打ち出すことによって、横浜市の創造界隈

事業の中で黄金町が担う役割をより明らかにし、さらに知名度のアップと集客

力を高めることを主な目標に設定していた。しかし新年度をむかえる直前の大

災害によって私たちの計画していた事業も大きな影響を受け、私たちが進めて

来たまちづくりが黄金町地域だけの問題ではなく、この取り組みを他の地域も

含めた大きな意味での復興の手法のひとつとして捉え直すという再検討の機会

を与えられた。 

 

現実には、レジデンスも含めてアーティストの活動が一時的に停止したような

状態が起こり、私たちの事業計画も状況の推移に応じて計画の見直しや修正を

行なったところがある。ただし、横浜トリエンナーレの開催が早めに決定され

たことや、桜まつりのような地域のイベントが被災地の復興支援を視野に入れ

て、装いを変えながらも開催されたこともあって、ひとまず大筋では事業計画

案に即して進行し、個別の案件の範囲内で状況に応じた事業内容の見直しや追

加事業を行なった。結果的に当初から予定していた「アーティストインレジデ

ンスの街」としての実績も重ねることが出来た。 

2011 年度の最大の事業はいうまでもなく横浜トリエンナーレに合わせた『黄金

町バザール』の開催である。2008 年度に匹敵する規模を確保するために一部を

有料会場にするなどの工夫で予算増を図り、またトリエンナーレ本展や

BankART の事業との連携が大きな課題であったが、シャトルバスの運行と連携

チケットが大きな効果を上げて、トリエンナーレの来場者が黄金町まで回遊す

るというパターンが定着した。また今回のバザールの特徴は初めて一部のアー

ティストを公募にしたことと、地域で商売を営む人たちによる『商店主の会』

を結成したことである。いずれの企画も今後継続して行く予定であり、特に『商

店主の会』は日常的な活動として展開することを計画している。 

 

NPO 法人黄金町エリアマネジメントセンター（以下、NPO）の管理施設につい

ては小規模店舗の借り上げ数が 2011 年度中に 11 軒増で 66 軒に増えたこと、ま

たバザールの開催に合わせて末吉橋、黄金橋間の高架下に新しい施設２棟(ショ
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ップ、ギャラリー及び集会所)と地域の有志の立案による「かいだん広場」が整

備されたことによって鋼板の一部がなくなり、街の雰囲気も大きく変化した。 

かいだん広場は定期的な野菜販売やイベント会場として活用され、集会所も毎

月の協議会の集まりやコミュニティ食堂「きらく亭」などの地域の人たちの利

用の他、NPO の主催事業や、一般への貸し出し施設としても活用されている。 

 

売買春については一応終息したと言われているが、その一方で最近は小規模店

舗を利用したいわゆるレンタル・ルームや貧困ビジネスの実態が少しずつ明ら

かになってきており、このような陰の動きは黄金町がいまだ不安定な状況にあ

ることを示している。またゴミの不法投棄も全くなくなったとは言えず、今後

も防犯に対する取り組みは、決して派手ではないが、この地域のもっとも重要

な課題であり、地域、警察、行政、NPO が一体となってはじめて達成すること

が出来る、困難な課題であることに変わりない。 

黄金町の現場がまだこのような緊張状態にあること、その中で NPO の活動が行

われていることを理解していただければと思う。 
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2.事業内容 

2-1. アートによるまちの再生 

1.）黄金町バザール 2011 の開催 

A. 黄金町バザール 2011 概要 

タイトル 

黄金町バザール 2011〜まちをつくるこえ 

会期 

Ver.1: 2011 年 8 月 6 日（土）—8 月 31 日（水） 

*制作途中の現場の公開と展示公開 

Ver.2: 2011 年 9 月 2 日（金）—11 月 6 日（日） 

*完成作品の展示公開 

会場 

京急線日ノ出町駅から黄金町駅の間の高架下スタジオ、周辺のスタジオ、既存の店舗、屋

外空地、他 

時間 

昼間の会場（おもに屋内）11:00〜19:00 / 夜の会場（おもに屋外）日没〜0:00 

休場日 

8 月・9 月の毎週木曜日、10/13（木）、10/27（木） 

入場料 

黄金町バザール 2011 会期中有効フリーパス（一部無料会場有り） 当日高校生以上 500 円 

/ 中学生以下無料 

 

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、公益財団法人トヨタ財団 

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、社団法人横浜中法人会、日ノ出町町

内会、初黄町内会、日ノ出町駅前 A 地区市街地再開発組合、Kogane-X Lab.運営委員会、

公立大学法人横浜市立大学、アーツコミッション・ヨコハマ、BankART1929、北仲スクー

ル（横浜文化創造都市スクール） 

ヨコハマトリエンナーレ 2011 特別連携プログラム：BankART LIFE III 
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B．前年度との比較 

・会期 

2010 年度：9 月 10 日（金）—10 月 11 日（月・祝）/ 計 32 日間（無休） 

2011 年度：8 月６日（土）—11 月 6 日（日）/ 計 83 日間（定休日 10 日間） 

－2010 年度に開催された「黄金町バザール 2010」では、観光をテーマに実施し、「観光

地は休まない」というフレーズをもとに無休とするなど、会期日程の充実を目指した

が、今年度は、ヨコハマトリエンナーレとの特別連携プログラムとして、休日を合せ、

創造界隈全体のバランスを考慮した。会期日数も同じくヨコハマトリエンナーレと符

合させる形で実施し、2010 年度に比べ、約 2.6 倍の日数を確保した。 

・来場者数 

2010 年度：15,000 人 

2011 年度：92,524 人 

－来場者数も会期と同様に増加し、2010 年度に比べ約 6 倍となった。ヨコハマトリエン

ナーレとの連携において、周回バスの運行によって、会場同士のネットワークが強化

されたことによる効果が大きい他、様々なメディアに出る機会が増え、広く周知され

たことも要因としては考えられる。 

・参加作家数 

2010 年度：国内 8 組（公募０組）、海外 4 組  

2011 年度：国内 26 組（うち公募 10 組）、海外 3 組 

（入居アーティスト 33 組） 

－今年度のバザールの特徴として、出展作家を公募によって選出したことが挙げられる。

この公募に応募したアーティストは 132 組にのぼり、その中から 10 組のアーティスト

を選出した。選出に際しては、ヨコハマトリエンナーレ 2011 の総合ディレクターであ

る逢坂横浜美術館館長をはじめとして NPO の理事やその他アート関係有識者によっ

て選考が行われた。ここで選出された 10 組の他、ゲストアーティストと入居アーティ

ストを加え、合計 39 組のアーティストによる展覧会を実施した。2010 年度と比べ約

3 倍のアーティストの招聘となった。 
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C．アーティスト作品と制作過程について 

▪サンティパープ・インコン＝ガム（タイ・チェンマイ） 

創造都市国際レジデンス 2010 年度招聘アーティスト。東日本大震災を受け、やむを得ず滞

在制作途中で帰国したが、滞在中に行ったワークショップを通して新作を制作。黄金町バ

ザールにて横浜で制作された作品を展示した。 

ワークショップ概要： 

3 月 6 日（日）午後 12 時 30 分〜午後 4 時頃 

黄金スタジオ B、スタジオ周辺 

横浜での新作制作のためのワークショップを開催。150 年前にチェンマイから横浜に来たタ

イ人が書いた手紙に、返事を書くワークショップを行った後、屋外で各参加者が手紙を読

む様子を撮影。 

（参加者：７名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示会場：竜宮美術旅館 

写真 2-1-1.ワークショップ風景-1 写真 2-1-2.ワークショップ風景-2 

写真 2-1-4.ワークショップ風景-4 写真 2-1-3.ワークショップ風景-3 
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▪マーク・サルヴァトゥス（フィリピン・マニラ） 

通りがかりの人が、自分の持ち物を壁にあてて鉛筆で輪郭をなぞり、作家が輪郭の中をク

ロスハッチングのようなパターンで埋めていく参加型の作品を制作した。約 3 週間の滞在

中、ほぼ毎日公開制作を行った。 

滞在期間：8 月 18 日〜9 月 14 日 

展示会場：小串スタジオ 

参加者数：約 130 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪スッティラット・スパパリンヤ（タイ・チェンマイ） 

ぶつけると音の出る不要な日用品を使った音の出るモビールの作品を、ワークショップ形

式で制作。 

 

ワークショップ開催日：8 月 20 日〜8 月 24 日 

展示会場：八番館 

参加者数：6 名 

 

 

 

 

写真 2-1-6.制作終了後の小串スタジオ 写真 2-1-5.来場者による作品制作参加 

写真 2-1-7.ワークショップ参加者による制作 写真 2-1-8.制作終了後の八番館内観 
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▪安部泰輔 

古着を活用したヌイグルミ作品の制作補助のサポータープログラムを会期中毎日開催。 

ワークショップ期間： 

展示会場：日ノ出スタジオ 

参加者数：確認中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪さとうりさ 

巨大な彫刻《メダム K》に鈴をつけるワークショップ《Golden Hour》を開催。 

ワークショップ開催日：10 月 16 日、23 日、30 日、11 月６日 

展示会場：高架下新スタジオ予定地 

参加者数：約 100 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1-9.安部泰輔制作風景 写真 2-1-10.会場の様子 

写真 2-1-11.さとうりさワークショップ風景-1 写真 2-1-12.さとうりさワークショップ風景-2 
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▪野田智之 

不要だけど捨てられないおもちゃを募集し、集まったおもちゃで彫刻作品を制作した。 

ワークショップ期間：合計約 25 日 

展示会場：ハツネウィング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪松澤有子 

紙を使って双葉の形の造形物を作るワークショップを開催。 

ワークショップ期間：7 月 24 日 

展示会場：竜宮美術旅館 

参加者数：16 名 

 

 

 

 

写真 2-1-13.野田智之制作風景 写真 2-1-14.野田智之作品 

写真 2-1-15.ワークショップ参加者による制作 写真 2-1-16.松澤有子作品 
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▪遠藤一郎 

「未来へ号バス」と名付けられたバスで被災地と横浜をつなぐプロジェクトを行った。 

ワークショップ期間：約 10 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪加藤翼 

木材を使って黄金町で制作した構造体を、福島に移動し、被災者とともに引き起しイベン

ト《11.3 PROJECT》を開催した。 

ワークショップ期間：11 月 3 日 

参加者数：300 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

写 2-1-17.未来へ号出発式-1 写 2-1-18.未来へ号出発式-2 

写真 2-1-19.石巻市内での活動風景 

写真 2-1-20.引き起しワークショップ風景 写真 2-1-21.黄金町での制作風景 
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D．バザール期間中のイベント・ワークショッププログラム 

主なイベントプログラム 

日ノ出ツーリストによるまちあるき 

8 月 6 日（土）〜11 月 6 日（日）毎週土曜日、日曜日開催 

※24 日（土）、25 日（日）、5日（土）はナイトツアー（17:00〜）も開催 

計 31 回※ナイトツアーの回数を含む 

時間：15:00〜（所要時間 60〜90 分） 

場所：黄金スタジオ集合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1-21 

日ノ出ツーリストによる 

まちあるき-1 

写真 2-1-22 

日ノ出ツーリストによる 

まちあるき-2 
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大多喜 DAY 

9 月 11 日（日） 

時間：10:00〜 

場所：かいだん広場、高架下新スタジオ SiteD 集会所 

千葉県大多喜町との交流を目的に、大多喜町から 30 名ほどが来街し、千葉県発

祥の花模様太巻寿司作りや、大多喜の農家に伝わる伝統のお囃子を披露した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1-23 

大多喜 DAY 

太巻寿司づくり教室 

写真 2-1-24 

大多喜 DAY 

お囃子の披露 
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アーティストトーク 

9 月 10 日（土）、14 日（水）、21 日（水）、28 日（水）、10 月 1 日（土）、5 日（水）、12 日

（水）、26日（水）、19日（水） 

計８回 

アーティスト：山野真悟、さとうりさ、野田智之、加藤翼、増田拓史、池田光宏、本間純、

遠藤一郎、志村信裕、安部泰輔、井出賢嗣、瀧健太郎、西倉潔、北川貴好、関本幸治、小

沢剛 

場所：高架下新スタジオ SiteD 集会所 

時間：すべて 19:00〜※9/10、10/1 は 15:00〜 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1-25 

アーティストトーク 

さとうりさ×野田智之 

写真 2-1-26 

アーティストトーク 

志村信裕×遠藤一郎 
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AAPA 『足跡』(黄金町 tracks) 

11 月 3 日（木）14:00 開演 / 18:00 開演、11 月 4 日（金）18:30 開演、11 月 5 日（土）14:00

開演 / 18:00 開演 

場所：かいだん広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1-27 

AAPA 公演風景-1 

写真 2-1-28 

AAPA 公演風景-2 
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黄金町 ザ ル 　イ ント、ワ クショップ 覧

※ツイッター FaceBookはNPOのホームページを参照して第三者がツイートした回数を示す※ツイッター、FaceBookはNPOのホームページを参照して第三者がツイートした回数を示す

月 日 曜日 時間 イベントタイトル 場所 人数 ツイ タ F B k月 日 曜日 時間 イベントタイトル 場所 人数 ツイッター Face Book

8 6 土 13:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 14 5 48 6 土 13:00 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 14 5 4

16:00〜17:00 高架下新スタジオお披露目会 高架下新スタジオSiteA SiteD 45 0 016:00〜17:00 高架下新スタジオお披露目会 高架下新スタジオSiteA、SiteD 45 0 0

打ち水大作戦 出湧水前集合7 日 10:00〜 打ち水大作戦 日ノ出湧水前集合 0 0

13:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 9 5 413 00 日ノ出 リ トまちあるき ア 黄金 タ オ集合 9 5 4

そうめん交流会 高架下新スタジオ SiteD 36 0 0そうめん交流会 高架下新スタジオ SiteD 36 0 0

10 水 19:00 ア テ スト交流会 高架下新スタジオ 集会場 65 0 010 水 19:00〜 アーティスト交流会 高架下新スタジオ　集会場 65 0 0

13 土 13:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 6 5 4

14 日 12:00〜16:00 オープンスタジオ、1 Day Bazaar 黄金町エリア 0 014 日 12:00 16:00 オ プンスタジオ、1 Day Bazaar 黄金町エリア 0 0

13:00 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 15 5 413:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 15 5 4

15:00〜 勝手に公開エスキス会議 八番館 0 0

17:00〜 かいだん広場お披露目会 かいだん広場 140 0 017 00 かいだん広場お披露目会 かいだん広場 140 0 0

20 土 15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 1420 土 15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 14

日 di O 住ま づくり ク プ 高架下新 タジオ 集会場21 日 13:00～ studioBO5　住まいづくりワークショップ 高架下新スタジオ 集会場 0 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 10日 出 き 黄 集合

26 金 9:00〜 遠藤一郎「未来へ号バス」ついにお披露目！公開制作・ワーク ステップ・ワン跡地（黄金町交番横） 17 326 金 9:00〜 遠藤 郎 未来 号 」 にお披露目！公開制作 ワ ク
ショップ開催

ステップ・ワン跡地（黄金町交番横） 17 3

27 土 15:00 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 1827 土 15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 18

17:00〜 お惣菜祭「餃子の日」 かいだん広場 25 5

28 日 13:00～ studioBO5 ものづくりワークショップ 高架下新スタジオ 集会場 0 028 日 13:00 studioBO5　ものづくりワ クショップ 高架下新スタジオ 集会場 0 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 1215:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 12

黄 横17:00〜 遠藤一郎《RAINBOW JAPAN〜未来へ号バスがゆく!!〜》出発式 ステップ・ワン跡地（黄金町交番横） 17 3

9 2 金 17:00〜 オープニング 高架下新スタジオSiteD、かいだん広場 2009 2 金 17 00 オ プ ング 高架下新スタジオSiteD、かいだん広場 200

3 土 8:00〜 遠藤一郎 未来へ号バス 出発 ステップ・ワン跡地（黄金町交番横） 2 03 土 8:00〜 遠藤一郎　未来へ号バス　出発 ステップ・ワン跡地（黄金町交番横） 2 0

Open Meeting 「Other Places At the Same Time」 公開ミーティ11:00〜19:00 Open Meeting 「Other Places. At the Same Time」 公開ミーティ
ング「異なる場所 同じときに」

高架下新スタジオ　集会場 6 2
ング「異なる場所。同じときに」

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 13 10 215:00〜 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 13 10 2

4 日 15:00 19:00 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 3 04 日 15:00〜19:00 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 3 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 25 10 2

9 金 8:00〜 遠藤一郎　未来へ号バス　出発 ステップ・ワン跡地（黄金町交番横） 0 09 金 8:00 遠藤 郎　未来 号バス　出発 ステップ ワン跡地（黄金町交番横） 0 0

17:00〜 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 017:00〜 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 0

土 ちあ き 黄金 ジ 集合10 土 15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 29 10 2

15:00〜 アーティストトーク　さとうりさ　野田智之 高架下新スタジオSiteD 23 9 015 00 ア ティストト ク　さとうりさ　野田智之 高架下新スタジオS te 23 9 0

17:00〜19:00 ナイトバザール かいだん広場 5 017:00〜19:00 ナイトバザール かいだん広場 5 0

11 日 15 00 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場 リア内 0 011 日 15:00〜 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 29 10 2

12:00〜16:00 オープンスタジオ 黄金スタジオ 0 012:00 16:00 オ プンスタジオ 黄金スタジオ 0 0

12:30 《カリカリカリーパン》販売 ハツネウィング 7 112:30〜 《カリカリカリーパン》販売 ハツネウィング 7 1

10:00〜 大多喜DAY かいだん広場 0 0

14 水 19:00〜20:30 アーティストトーク　山野真悟 高架下新スタジオ SiteD 4 014 水 19:00 20:30 ア ティストト ク　山野真悟 高架下新スタジオ SiteD 4 0

16 金 17:00〜 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 016 金 17:00〜 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 0

遠藤 郎 未来 号バ 出発 プ 跡地（黄金町交番横）8:00〜 遠藤一郎　未来へ号バス　出発 ステップ・ワン跡地（黄金町交番横） 0 0

17 土 17:00〜19:00 神奈川県民ホール presents フードイベント 高架下新スタジオ SiteD 7 07 7 00 9 00 神奈川県民 p ese s ドイ ト 高架下新 タ オ S e 7 0

17:00〜19:00 ナイトバザール かいだん広場 5 017:00〜19:00 ナイトバザール かいだん広場 5 0

15:00 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 20 10 215:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 20 10 2

18 日 13:00～ studioBO5　まちづくりワークショップ 高架下新スタジオ SiteD 3 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 19 10 215:00 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 19 10 2

15:00〜 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 015:00〜 増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 0

21 水 19:00〜20:30 アーティストトーク　加藤翼　増田拓史 高架下新スタジオ SiteD 5 0

24 土 19:30〜 試聴室Presents ミズノオト・シアターカンパニー 洋楽事始メ　公 高架下新スタジオ SiteD 1 024 土 19:30
開稽古

高架下新スタジオ SiteD 1 0

日 出ツ リ トまちあるきツア 黄金 タジオ集合15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 10 2

18:00〜 日ノ出ツーリスト　ナイトツアー 黄金スタジオ集合 4 1日 出 黄 集合

25 日 11:00〜14:30 第5回黄金町隣人祭り 高架下新スタジオSiteD かいだん広場 3 225 日 11:00〜14:30 第5回黄金町隣人祭り 高架下新スタジオSiteD、かいだん広場 3 2

15:00 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 10 215:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 10 2

18:00〜 日ノ出ツーリスト　ナイトツアー 黄金スタジオ集合 4 1

28 水 19:00〜20:30 アーティストトーク　池田光宏　本間純 高架下新スタジオ SiteD 23 22 6028 水 19:00 20:30 ア ティストト ク　池田光宏　本間純 高架下新スタジオ SiteD 23 22 60

30 金 15:00〜17:00 ユキンコアキラリズムペイント 黄金町エリア内 17 330 金 15:00〜17:00 ユキンコアキラリズムペイント 黄金町エリア内 17 3

ザ10 1 土 17:00〜 ナイトツアーバザール かいだん広場 26 0 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合15 00 日ノ出ツ リ トまちあるきツア 黄金 タジオ集合

15:00〜 アーティストトーク 遠藤一郎 志村信裕 32 23 2615:00〜 アーティストトーク　遠藤一郎　志村信裕 32 23 26
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2 日 13:00～ studioBO5　ものづくりワークショップ 高架下新スタジオ SiteD 0 0

15

2 日 13 00 studioBO5　もの くりワ クショップ 高架下新 タジオ SiteD 0 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 2515:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 25

16 00 まちかどこばなし ガネ クス ラボ 0 016:00〜 まちかどこばなし コガネックス・ラボ 0 0

4 火 11:00〜19:00 山本作兵衛 炭坑記録画原画展（10日まで） 高架下新スタジオSiteA 17 3山本作 衛 記 高架下新

11:00〜19:00 國盛麻衣佳「なりきり作兵衛さん」ワークショップ
高架下新スタジオSiteA 17 311:00〜19:00 國 麻衣佳 き 作兵衛 」 ッ

（10日まで）
高架下新スタジオSiteA 17 3

5 水 19:00〜20:30 アーティストトーク　安部泰輔　井出賢嗣 高架下新スタジオ SiteD 15 0

8 土 13:00〜18:00 建築シンポジウム「高架下のあるまち」 高架下新スタジオSiteD 82 388 土 13:00 18:00 建築シンポジウム「高架下のあるまち」 高架下新スタジオSiteD 82 38

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 1315:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 13

プ ジ 黄金9 日 12:00〜16:00 オープンスタジオ、1 Day Bazaar 黄金町エリア 4 0

14:00〜／14:30 阿川大樹ショートトーク「黄金町はパレスチナである」 黄金スタジオＥ 4 014 00 ／14 30 阿川大樹 トト ク 黄金町は チナである」 黄金 タ オ 4 0

15:00〜 日ノ出ツーリスト まちあるきツアー 黄金スタジオ集合 2415:00〜 日ノ出ツーリスト　まちあるきツアー 黄金スタジオ集合 24

11 00 19 00 レインボ 岡山ライブパフ ンス 黄金町 リア内 17 311:00〜19:00 レインボー岡山ライブパフォーマンス 黄金町エリア内 17 3

10 月 11:00〜15:00 大岡川Eボート乗船体験 大岡川桜桟橋

11:00〜19:00 レインボー岡山ライブパフォーマンス 黄金町エリア内 17 311:00 19:00 レインボ 岡山ライブパフォ マンス 黄金町エリア内 17 3

17:00 19:00 山本作兵衛炭坑記録画原画展ギャラリートーク 高架下新スタジオ Sit D 30 17 317:00〜19:00 山本作兵衛炭坑記録画原画展ギャラリートーク 高架下新スタジオ SiteD 30 17 3

12 水 19:00〜20:30 アーティストトーク　瀧健太郎　西倉潔 高架下新スタジオ SiteD 19 12 1

14 金 20:00〜 聴室Presents ミズノオト・シアターカンパニー 洋楽事始メ 高架下新スタジオ SiteD 28 914 金 20 00 聴室Presents ミズノオト シアタ カンパニ  洋楽事始メ 高架下新スタジオ SiteD 28 9

15 土 9:00〜16:00 エオリアン・ハープ制作ワークショップ かいだん広場 14 815 土 9:00〜16:00 エオリアン・ハープ制作ワークショップ かいだん広場 14 8

日 出 リ トまちあるき 黄金 タジオ集合15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合

19:30〜 聴室Presents ミズノオト・シアターカンパニー 洋楽事始メ 高架下新スタジオ SiteD 28 9聴 ミ ノ ト タ 洋楽事始メ 高架下新 タ

16 日 17:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 016 日 17:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 0 0

14:00 16:00 さとうりさワ クシ プ「G ld H 」 高架下空地《メダム K》展示場所 6 014:00〜16:00 さとうりさワークショップ「Golden Hour」 高架下空地《メダム K》展示場所 6 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合

19 水 19:00～20:30 アーティストトーク 北川貴好 関本幸治 高架下新スタジオ SiteD 23 24 019 水 19:00 20:30 ア ティストト ク　北川貴好　関本幸治 高架下新スタジオ SiteD 23 24 0

21 金 17:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 2 121 金 17:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 2 1

22 土 13:00〜 「大きい家と小さい家」特別連携プログラム「柿、売ります。」 ハツネウィング 9 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 13 0 015 00 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 13 0 0

16:00〜 まちかどこばはし コガネックス・ラボ 0 116:00〜 まちかどこばはし コガネックス・ラボ 0 1

日 「大き 家と小さ 家 特別連携プ グラム「柿 売ります ツネウ グ23 日 13:00〜 「大きい家と小さい家」特別連携プログラム「柿、売ります。」 ハツネウィング 9 0

14:00〜16:00 さとうりさワークショップ「Golden Hour」 高架下空地《メダム K》展示場所 6 0う ッ 」 高架下 《 》展 場所

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 24 0 015:00〜 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 24 0 0

17:00ごろ 20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 2 117:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 2 1

／ 「大きい家と小さい家 特別連携プ グラム《黄金ひとり劇場》 かいだん広場 33 2615:00〜／17:00 「大きい家と小さい家」特別連携プログラム《黄金ひとり劇場》 かいだん広場 33 26
水 トト 小沢剛 高架 新 ジ26 水 19:00〜20:30 アーティストトーク　小沢剛 高架下新スタジオ SiteD 26 26 1

28 金 17:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 8 128 金 17 00 ろ 20 0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場 リア内 8 1

29 土 17:00〜19:00 お惣菜祭りーイモ料理 かいだん広場 17 029 土 17:00〜19:00 お惣菜祭りーイモ料理 かいだん広場 17 0

11 00 17 00 おめんを作ろう！ わくわく ウ ン MOMO 17 011:00〜17:00 おめんを作ろう！〜わくわくハロウィン〜 MOMO 17 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるき〈建築ツアー&アートツアー〉 黄金スタジオ集合 62 7 0

30 日 15:00〜／17:00 再演決定！「大きい家と小さい家」特別連携プログラム《黄金ひと
ハツネウィング 32 1430 日 15:00〜／17:00 家 家 特 携 黄

り劇場》
ハツネウィング 32 14

14:00〜16:00 さとうりさワークショップ「Golden Hour」 高架下空地《メダム K》展示場所 6 0

15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 2315 00 日ノ出ツ リ トまちあるきツア 黄金 タジオ集合 23

17:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 8 117:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 8 1

3 木 5 00 加藤翼《「 3 プ ジ クト》引き興しイベ ト 生中継 高架下新 タジオ 空地 3 03 木 15:00〜 加藤翼《「11.3」プロジェクト》引き興しイベント　生中継 高架下新スタジオ　空地 3 0

14:00開演 / 18:0AAPA 『足跡』(黄金町tracks) かいだん広場 29 0開 』 黄

19:30〜 試聴室Presents ミズノオト・シアターカンパニー 洋楽事始メ 高架下新スタジオ SiteD 40 119:30〜 試聴室Presents ミズノオト・シアタ カンパニ  洋楽事始メ 高架下新スタジオ SiteD 40 1

4 金 18:30開演 AAPA 『足跡』(黄金町t k ) かいだん広場 29 04 金 18:30開演 AAPA 『足跡』(黄金町tracks) かいだん広場 29 0

20:00〜 試聴室Presents ミズノオト・シアターカンパニー 洋楽事始メ 高架下新スタジオ SiteD 40 1

17:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 2 017:00ごろ 20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 2 0

5 土 14:00開演 / 18:0AAPA 『足跡』(黄金町tracks) かいだん広場 29 05 土 14:00開演 / 18:0AAPA 『足跡』(黄金町tracks) かいだん広場 29 0

黄金 商店 黄金 ジオ集合15:00〜 黄金町商店&アートツアー 黄金スタジオ集合 30 21 1

17:00〜 日ノ出ツーリスト　ナイトツアー 黄金スタジオ集合 48 2 117 00 日ノ出 リ ト ナイト ア 黄金 タ オ集合 48 2 1

19:30〜 試聴室Presents ミズノオト・シアターカンパニー 洋楽事始メ 高架下新スタジオ SiteD 40 119:30〜 試聴室Presents ミズノオト・シアターカンパニー 洋楽事始メ 高架下新スタジオ SiteD 40 1

6 日 15 00 日ノ出ツ リストまちあるきツア 黄金スタジオ集合 346 日 15:00〜 日ノ出ツーリストまちあるきツアー 黄金スタジオ集合 34

17:00ごろ〜20:0増田拓史《黄金食堂屋台風装置》出没 会場エリア内 2 0

1515



16 
 

E．黄金町バザール 2011 来場者アンケート調査－結果 

黄金町バザール 2011 の来場者に対して、下記の要領にてアンケート調査を実施した。ア

ンケートの内容は比較ができるように、昨年度の黄金町バザールにて実施した内容と一致

させた。 

・配付期間：9/10（土）〜11/6（日） 

・配布場所：八番館、黄金スタジオ、マリオン横浜Ⅱ伊勢佐木北車庫、小串スタジオ 

まちあるきツアー、イベント開催時 

・配布枚数 

1,519 枚 

・回収枚数 

1,163 枚 

・回答率 

77％ 

 

図 2-1-1 

アンケート 

調査票 
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〈アンケート調査結果〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《市内》 

南区 48 人、港北区 43 人、中区 43 人、神奈

川区 41 人、金沢区 39 人、西区 38 人、港南

区 34 人、鶴見区 29 人、保土ヶ谷区 23 人、

旭区 23 人、磯子区 19 人、緑区 16 人、瀬谷

区 15 人、戸塚区 14 人、泉区 12 人、青葉区

11 人、都筑区 10 人、栄区 4 人、無回答 6 人 

 

《市外》 

神奈川県 144 人、東京都 275 人、その他 205

人、無回答 32 人 

 

問 1 あなたの年代を教えてください 

問 2 どこから来ましたか 
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問 3 黄金町バザール 2011 のパスポート 

    をお持ちですか 

問 4 黄金町バザールに来たことがありますか 

問 5 黄金町バザールに来たことがある方へ、 

   他の年と比べてどう思いますか 

問 6 黄金町バザールをどのようにして 

知りましたか 
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問 7 今回の黄金町バザールで印象に残った 

   ものは何ですか 

問 8 黄金町地区でのまちづくり活動に 

   ついて知っていますか 

問 9 黄金町バザールでまちのイメージが 

    向上したと思いますか 

問 10 今後の黄金町バザールに期待しますか 
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問 11 黄金町バザール期間以外でも 

このまちに 来たいと思いますか 
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F．黄金町バザールアンケート調査 2010 年度との比較 

来場者の年齢・所在地、来場歴について 

・来場者の年齢層は幅広いが、20〜40 歳代が多く来場していた（表 2-1-1）。 

・20 歳代の来場者数において、2010 年度と 2011 年度ともに、市外の来場者数が市内の来場者   

数の約 2.6 倍となっていることから、市内より市外からくる若年層が多いといえる（表 2-１-1）。 

・黄金町バザールの来場歴について、201０年度、2011 年度ともに来場者の 5 割以上が「今回     

が初めて」と回答していることから、リピーター率が低いと考えられる（図 2-1-1、図 2-1-2）。 

・黄金町バザールに「全部来ている」と回答した人は市外より市内の方が多い（表 2-1-2）。 

・2011 年度に初めて黄金町バザールに来場者したと回答した人のうち、約 6 割の所在地は市外 

であることから、黄金町バザールの認知は市外へ広まったと考えられる（表 2-1-2）。 

表 2-1-1 来場者の年齢と所在地の比較 

年齢 

所在地 

市内 市外 ノーマーク 

2010 年度 2011 年度 2010 年度 2011 年度 2010 年度 2011 年度

19 歳以下 1 18 4 12 ー ー 

20 歳代 12 101 29 250 1 4

30 歳代 10 118 7 201 ー 3

40 歳代 13 109 11 131 ー ー 

50 歳代 7 72 2 52 ー ー 

60 歳代 4 31 3 22 ー ー 

70 歳代 2 9 ー 3 ー ー 

80 歳代   ー 3 ー 1 ー ー 

ノーマーク 1 7 1 8 ー 1

総計（人） 50 468 57 680 1 8
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表 2-1-2 来場者の所在地と来場歴の比較 

来場暦 

所在地 

市内 市外 ノーマーク 

2010 年度 2011 年度 2010 年度 2011 年度 2010 年度 2011 年度

2008 年 5 11 6 13 ー 1

2008 年・2009 年 — 7 — 6 ー ー 

2008 年・2010 年 — 3 — 4 ー ー 

2009 年 7 12 2 5 ー 1

2009 年・2010 年 — 16 — 4 ー ー 

2010 年 — 23 — 8 ー ー 

全部来ている 11 38 8 17 ー ー 

初めて 26 353 41 619 1 6

ノーマーク 1 4 ー 4 ー ー 

総計（人） 50 467 57 680  — 8

 

 

 

 

図 2-1-1 来場歴の割合（2010 年度） 図 2-1-2 来場歴の割合（2011 年度） 
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情報の伝達について 

・「NPO のホームページ」、「知人の紹介」、「口コミ」を情報媒体として来場している人の割合

は減少し、「ポスターやチラシ」を見て来場した人の割合には変化がない。このことから、ポス

ターやチラシが情報媒体として有効的であったといえる（図 2-1-3、図 2-1-4）。 

・「TV や雑誌・新聞などのメディア」を通して来場した人の割合は約 2 倍に増加している。こ

のことから、黄金町バザール 2011 では多くのメディアに取上げられ、それは効果的であったと

考えられる（図 2-1-3、図 2-1-4）。 

・ 「その他」の割合は約 2 倍に増加している。その内訳は、ヨコハマトリエンナーレの情報媒

体が 7 割を占めていることが分かる（図 2-1-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2-1-5 図 2-1-4 における「その他」の内訳 

 

図 2-1-4 広報媒体の割合（2011 年度）

 

図 2-1-3 広報媒体の割合（2010 年度） 
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まちづくり活動の認知について 

・黄金町のまちづくり活動について、黄金町バザール 2011 を通して初めて知った人は約 6 割で

ある。 

・所在地別にみると、「今回初めて知った」人の約 7 割は市外に住む人で、「以前から知ってい

た」と回答した人の約 6 割は市内に住む人が認知をしていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-6 黄金町地区でのまちづくり活動について知っています

図 2-1-7 所在地別にみた黄金町のまちづくり活動の認知 
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黄金町バザールの印象と今後の来場希望について 

・黄金町バザールで印象に残ったものについて、2010 年度、2011 年度ともに回答の多くは「作

品」と「建物」であるが、その順位は 2010 年度と 2011 年度で逆転し、「ツアー」と回答し

ている割合はあまり変化ない（図 2-1-8、図 2-1-9）。 

・ バザール以外の時期における来場希望について、ほとんどの来場者が「来てもいいと思う」

という感想を抱いている。また、それは来場者の所在地が市内・市外に関係ないことから、

所在地との距離に関係なく、黄金町のまちに興味を抱いてもらえたと考えられる（図 2-1-10）。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-8 黄金町バザールで印象に残ったもの 

（2010 年度） 

図 2-1-9 黄金町バザールで印象に残ったもの 

（2011 年度） 

 

図 2-1-10 黄金町バザール以外でもこのまちに来たいと思いますか（2011 年度）
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2）オープンスタジオの実施 

毎月第 2日曜日をオープンスタジオと称して、アーティストのアトリエを開放するイベントを実施し

ている。今年度は、アトリエをめぐるツアーの他に 1DayBzaar というコーナーを設け、カフェを経営

している入居者の出張販売やアーティストグッズなどの販売を行っている。その他、産直おおたきなど

の地域住民による野菜販売や大岡川川の駅運営委員会による Eボート乗船体験、地域住民の交流イベン

トである横浜市大鈴木ゼミが主催する隣人祭り等も同時に開催することで、包括的にイベントを展開し、

日常的なにぎわいの形成に向けた試行としても機能している。 

 

2011 年 5 月 8 日（日）12:00-16:00 

場所：黄金町エリア 

【開催内容】 

・日ノ出ツーリストによる アートでまちあるき -スタジオ訪問ツアー 

 集合場所：黄金スタジオ、時間：13:00-14:00、参加費無料 参加人数：10 名 

 

 

・産直おおたき：千葉県大多喜町より新鮮で安心・安全な産直野菜を地域の方が販売。 

・1 Day Bazaar：アーティストの作品、カフェの商品を１日限定ショップにて販売 

参加店舗：きぃ房茶、Café★ 売上げ：合計 10140 円 

・久保萌菜 藤原京子 作品展示 

※すべて、 会場：黄金スタジオ 時間：12:00-16:00  

 

写真 2-1-29．日ノ出ツーリストによるまちあるき 
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2011 年 6 月 12 日（日）12:00-16:00 

場所：黄金スタジオ、カフェ、ショップ、一部アトリエ 

【開催内容】 

・日ノ出ツーリストによる アートでまちあるき -スタジオ訪問ツアー-  

集合場所：黄金スタジオ、時間：13:00-14:00、参加費無料 参加人数：14 名 

・久保萌菜 ワークショップ「あめのひがたのしくなるかさをつくろう」 

アーティスト：久保萌菜（大平荘スタジオ入居者） 

時間：13:00-15:00、場所：黄金スタジオ C、参加費無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阿部道子 ワークショップ「団扇にえがくアート」 

 アーティスト：阿部道子（黄金スタジオ短期利用）時間：14:00-16:00、場所：黄金スタジオ D、対象：

小学生～大人、参加費 300 円（材料代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・キム・オンジョン 作品展示「あの人に花を」 

アーティスト：キム・オンジョン（高橋ビル入居者） 

写真 2-1-30 

久保萌菜ワークショップ風景 

写真 2-1-31 

阿部道子ワークショップ風景 
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時間：11:00-16:00、場所：高橋ビル 303 

・産直おおたき：葉県大多喜町より新鮮で安心・安全な産直野菜を地域の方が販売 

 
 

・1 Day Bazaar：アーティストの作品、カフェの商品を１日限定ショップにて販売 

参加店舗：きぃ房茶、Café★ 売上げ：合計 9280 円 

「産直おおたき」「1 Day Bazaar」共に、会場：黄金スタジオ、時間：12:00-16:00 

 

2011 年 7 月 10 日（日）12:00-16:00 オープンスタジオ 

場所：黄金スタジオ、その他、カフェ、ショップ、一部アトリエ 

【開催内容】 

・日ノ出ツーリストによる アートでまちあるき -スタジオ訪問ツアー-  

集合場所：黄金スタジオ、時間：13:00-14:00、参加費無料 参加人数：18 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1-32．産直おおたき 

写真 2-1-33 

サポーターによるツアー 
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・夏のこまもの展 by haru-haru 

天然素材で手作りしたワンピースやパンツなどの展示販売。 

場所：Cafe★ 時間:12:00-16:00 

・産直おおたき：千葉県大多喜町より新鮮で安心・安全な産直野菜を地域の方が販売。 

・1 Day Bazaar：アーティストの作品、カフェの商品を１日限定ショップにて販売 

参加店舗：倉敷芸術科学大学、きぃ房茶、Café★ 売上げ：合計 11,570 円 

「産直おおたき」「1 Day Bazaar」共に、会場：黄金スタジオ、時間：12:00-16:00 

・さんにん工房クラフト展 

木、金属、布を素材としたクラフト作品の展示と販売とワークショップ（参加費：300 円） 

場所：Space F、時間：11:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・連携イベント 

第 4 回黄金町隣人まつり 

大岡川ボート乗船体験 主催：大岡川川の駅運営委員会 

 

2011 年 8 月 14 日（日）オープンスタジオ 12:00-16:00 

場所：黄金スタジオ、その他、カフェ、ショップ、一部アトリエ 

【開催内容】 

・日ノ出ツーリストによる アートでまちあるき -スタジオ訪問ツアー- 

集合場所：黄金スタジオ、時間：13:00-14:00、参加費無料 参加人数：15 名 

・1 Day Bazaar：アーティストの作品、カフェの商品を１日限定ショップにて販売 

参加店舗：阿川大樹、倉敷芸術科学大学、○○工房、きぃ房茶、Café★  売上げ：合計 5510 円 

写真 2-1-34．さんにん工房展示・販売・ワークショップ 
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2011 年 9 月 11 日（日）オープンスタジオ 12:00-16:00  

場所：黄金スタジオ、その他、カフェ、ショップ、一部アトリエ 

【開催内容】 

・日ノ出ツーリストによる アートでまちあるき -スタジオ訪問ツアー- 

集合場所：黄金スタジオ、時間：13:00-14:00、参加費無料 参加人数：29 名 

・産直おおたき：千葉県大多喜町より新鮮で安心・安全な産直野菜を地域の方が販売。 

・1 Day Bazaar：アーティストの作品、カフェの商品を１日限定ショップにて販売 

参加店舗：きぃ房茶、Café★ 売上げ：合計 6,290 円 

・連携イベント 

大岡川ボート乗船体験 主催：大岡川川の駅運営委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-11．オープンスタジオチラシ 
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2011 年 10 月 9 日（日）オープンスタジオ 12:00-16:00  

場所：黄金スタジオ、その他、カフェ、ショップ、一部アトリエ 

【開催内容】 

・日ノ出ツーリストによる アートでまちあるき -スタジオ訪問ツアー- 

集合場所：黄金スタジオ、時間：13:00-14:00、参加費無料 参加人数：24 名 

・1 Day Bazaar：アーティストの作品、カフェの商品を１日限定ショップにて販売 

参加店舗：きぃ房茶、Café★ 売上げ：合計 9,400 円 

・阿川大樹ショートトーク「黄金町はパレスチナである」 

時間：14:00-／14:30-、場所：黄金スタジオＥ（阿川大樹スタジオ）前、 

・連携イベント 

大岡川ボート乗船体験 主催：大岡川川の駅運営委員会 

 

 

2011 年 11 月 13 日（日）オープンスタジオ 12:00-16:00 

場所：黄金スタジオ、カフェ、ショップ、一部アトリエ 

【開催内容】 

・日ノ出ツーリストによる アートでまちあるき -スタジオ訪問ツアー-  

集合場所：黄金スタジオ、時間：13:00-14:00、参加費無料 参加人数：4 名 

・1 Day Bazaar：アーティストの作品、カフェの商品を１日限定ショップにて販売 

参加店舗：きぃ房茶、Café★ 売上げ：合計 4,600 円 

 

写真 2-1-35．E ボート乗船体験 
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2012 年 12 月 11 日（日）1 Day Bazaar 

場所：黄金スタジオ 

・1 Day Bazaar：アーティストの作品、カフェの商品を１日限定ショップにて販売 

参加店舗：和泉屋、浜茂寿司、鳥保、永野鰹節店、谷口商店、シャルドネ、ちりめんや、バザール・

バザール、きぃ房茶、Café★ 売上げ：合計 38,185 円 

 

 

・連携イベント 

第 6 回黄金町隣人祭り 

 

3） その他イベントプログラムの実施 

A．第 19 回大岡川桜まつりへの参加 

2011 年 4 月 2 日（土）、3 日（日） 

【実施内容】 

・studioBO5 ワークショップ「桜のイエ」 参加人数：12 名 場所：黄金スタジオ 

・作品、物販販売：藤原京子、ぶち木工、mujikobo、増田拓史、きぃ房茶、ちりめんや、NPO  

場所：黄金スタジオ、大岡川沿い 

 

 

・オープンスタジオ 参加者：さかもとゆり、un:ten、フタミフユミ、倉敷芸術科学大学 mujikobo 

場所：各スタジオ 

写真 2-1-36．1DayBazaar の風景-1 写真 2-1-37．1DayBazaar の風景-2 

写真 2-1-37．ちりめんやの出張販売 写真 2-1-38．バザールグッズの販売 
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・キムオンジョン＋秋山直子展示とワークショップ 場所：黄金スタジオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安部泰輔ワークショップ 場所：小串スタジオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-1-39 

Mujikobo による写真展 

写真 2-1-40 

キムオンジョンによる 

ワークショップ 

写真 2-1-41 

安部泰輔による 

ワークショップ 
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B．黄金町の風景展 

京急高架下新スタジオに新設された Site A Gallery にて地元商店の店主・谷口安利が描いた黄金町の

風景画を一挙に展示した。この風景画は、黄金町バザール 2011 にて、黄金町地区の代表的な風景を地

域の住民という視点を通じて描き、それらを様々な会場に点在させていたものである。オープニングパ

ーティでは、地域の方々が集まって料理をつくり、来場者へふるまっていた。 

会期：2011 年 11 月 13 日（日）-12 月 4 日（日） 11:00-19:00 

休館日 月曜日 

会場：高架下新スタジオ SiteA Gallery 

オープニングパーティー：11 月 13 日（日）17:00- 参加人数：40 名 

会期中の来場者数 140 名（芳名帳記入数による） 

 

 

写真 2-1-42 

黄金町の風景展 

オープニング 

写真 2-1-43．オープニングパーティ 写真 2-1-44．展示風景
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4）他団体との連携 

A．ヨコハマトリエンナーレ 2011 特別連携プログラム 

 今年度の黄金町バザールはヨコハマトリエンナーレの開催に合わせて、会期の設定を行

った他、休日も合せることで、来場者への情報を統一した。また、横浜美術館と当地区と

を結ぶ巡回バスの停留所を当地区内に二か所設け、一か所は降車専用の場所、もう一か所

は、乗降場所として機能分化させ、来街者の回遊性を高める効果をもたらした。その他、

ヨコハマトリエンナーレ、BankARTLifeⅢとの特別連携チケットを共同で販売し、黄金町

バザールではパスポートと交換できるシステムとした。表 2-1-3 は、その売上げ枚数とその

金額を示したものである。                       表 2-1-3 

  単価 売上枚数 金額 

黄金町バザール パスポート 500 2040 1,020,000 

連携セット券一般 1,800 525 945,000 

連携セット券大学生 1,200 121 145,200 

連携セット券高校生 700 3 2,100 

計     2,112,300 

※売上げ枚数は NPO のチケット販売箇所にて販売された枚数の総数 

2-1 の 1）E に記述している通り、アンケートの調査結果を昨年度と比較した場合、どのよ

うな情報を入手して来場しているかという点において、「その他」という項目の割合が増し、

その内、ヨコハマトリエンナーレに関する割合が 7 割を占めていることから、特別連携プ

ログラムとしての効果が見られた。 

B． 北仲スクールとの連携 

「コミュニティとアート」というテーマを課題に、2009 年より北仲スクール*との協働で国

内と海外の事例の調査研究を進めている。連続講座「台湾レポート」（2009 年度）、「韓国レ

ポート」（2010 年度）に引き続き、2011 年度は「日本レポート」と公開ミーティング「Other 

Places. At the Same Time」を開催。 

 

1. 北仲スクール連続講座 

「アートとコミュニティ Vol.3：日本」 
担当講師：鈴木 伸治（横浜市立大学／横浜市創造都市アドバイザー） ［横浜市立大学大
学院 大学院特別講義（ 創造界隈形成プロジェクト）］主催： 北仲スクール（横浜文化創
造スクール）、横浜市立大学 共催： 特定非営利活動法人黄金町エリアマネジメントセンタ

ー 協力： 横浜トリエンナーレサポーター事務局 

《実施》 

第1回 7/10（日）14:00-16:00  

黄金スタジオ集合 テーマ：黄金町の現場から 

講師：鈴木伸治 5名 
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第2回 7/15（金）18:30-20:30 

北仲スクール2階  テーマ：石巻から 

講師：遠藤一郎（未来美術家） 13名 

第3回 7/22（金）19:00-21:00 

AスタジオHINODE テーマ：前島アートセンターの10年〜アートとコミュニティの

実験の場として〜 

講師：宮城潤（NPO法人前島アートセンター理事 / NPO法人前島アートセンター理事 / 

NPO法人アートNPOリンク理事 / NPO法人地域サポートわかさ理事 / ワナキオ実行委員

会代表） 12名 

第4回 7/29（金）18:30-20:30 

北仲スクール3階大教室 テーマ：アーティストの仕事、できるコトから 

講師：杉山知子（C.A.P（芸術と計画会議）） 13名 

第5回 8/3（水）18:30-20:30 

北仲スクール3階大教室 テーマ：あいちトリエンナーレ2010での長者町地区のまちなか

展開について 

講師：吉田有里（あいちトリエンナーレ・アシスタントキュレーター） 15名 

 

2．北仲スクール連続講座 

公開ミーティング「異なる場所。同じときに」 

北仲スクール連続講座「アートとコミュニティ」社会的実践としてのアート 新しい枠組

みを求めて 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、北仲スクール 企画コーディネーション：サイモン・スーン 

2011 年 9 月 3 日（土） 

スケジュール： 

－11:00 - 13:00 コミュニティ2.0：現代アートにおけるテクノロジーと社会的実践 

黒瀬陽平（美術家・美術評論家、カオス*ラウンジ代表） 太田エマ（インディペンデン

ト・アート・コーディネーター） サイモン・スーン（キュレーター、アートライター） 

－14:00 - 16:30 教育的価値？創造性としての学び 

フェルディアンシャ・タジーブ（KUNCI Cultural Studies Center ディレクター） 

ティ・チン・グゥエン（インディペンデント・フィルムメーカー / ビデオアーティスト） 

サンティパープ・インコン=ガム（アーティスト） 

小川智紀（NPO法人STスポット横浜 副理事長） 

－17:00 – 19:00 アーティスト vs 都市の風景 

会場：高架下新スタジオ・集会場 

ジュー・ヨン・リー（アーティスト） 小田井真美（アーカスプロジェクト ディレク

ター、Sapporo2 Project 実行委員長：AIR おたく） マーク・サルヴァトゥス（アーテ

ィスト） 鈴木伸治（アーバンプランナー、横浜市立大学准教授） 
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C．横浜・石巻文化芸術交流プログラム 

 NPO では、当地区で行っている様々な活動のノウハウをもとに、被災地の支援事業を行

っている。当事業は、横浜市や北仲スクールと協議体を形成し、神奈川県が主催する「新

しい公共の場づくりのためのモデル事業」の補助事業として採択されたものである。2 年間

で 1 千万円の補助が付いている事業である。現在、石巻市内に拠点施設を地域から借り受

け、アーティストを 1 名派遣し、リノベーションを実施していると共に、行政やまちづく

り会社、他の支援団体等との交流を行い、プラットフォーム形成に向けて取り組んでいる。 

事業内容 

• 先行事業  

  －黄金町バザール 2011 において石巻との協働プログラムを開始  

     シャトルバスの往復運行、アーティストの派遣、ワークショップの実施  

• 本事業  

   － 拠点の確保と整備  

   －石巻の活動団体、まちづくり担い手との連携・協力体制の形成  

   －展示や発表の場、ワークショップやレジデンススペースの確保  

        アーティストの継続的派遣  

    ワークショップや作品展示を通じた交流を行う  

   －アーティストインレジデンスの展開 

建築家、都市デザイナー、ランドスケープアーキテクトなどの専門家の参画 

• 将来的ビジョン 

－地域による拠点施設の継続的な運営と交流の継続 

図 2-1-12. 

横浜・石巻文化芸術交流プログラム 

実施体制図 
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D．他団体からのレジデンス受け入れ状況について 

NPO が管理している施設の中にレジデンス施設や制作スペースを要することから、他団体の活

動をサポートする形でレジデンスを受け入れている。その中で、特に「ST スポット横浜」、「北

仲スクール」、「神奈川県民ホールギャラリー」、「赤レンガ倉庫」などの創造界隈にある施設から

の要望の他「川崎市アートセンター」などからの依頼を受け、計 5 団体からレジデンスの受け

入れを行った。利用団体によって施設の利用方法は異なったが、レジデンス期間中に企画された

イベントやシンポジウムをとおして、入居者アーティストや地域との交流を図ることができた。

今後は、アーティストインレジデンス事業を展開するに当たり、施設の拡充を図るとともに、様々

なアート NPO との連携から新しい地域の特色として打ち出していく。 

表 2-1-4 他団体からの受け入れ状況 

団体名 アーティスト 内容 

北仲スクール 遠藤一郎 北仲スクールで開催された「創造界隈

形成プロジェクト WS」のゲストとし

て参加し、滞在を黄金町で行った。 

宮城潤 

ST スポット 山下残 KAAT にて新作公演「庭みたいなも

の」のリサーチ。滞在中はトークイベ

ントも開催された。 

ダンカン・スピーク

マン 

確認 

神奈川県民ホールギャラリー 江口悟 NY を拠点として制作活動を行うアー

ティスト３人の展覧会『日常/ワケあ

り』展のため、約３ヶ月間の滞在制作

を行った。 

田口一枝 

播磨みどり 

川崎市アートセンター 桑折現 『boat here, boat ボート ヒア、ボ

ート』の公演稽古を急な坂スタジオで

行うため、滞在のみ行った。 

チョン・ヨンドゥ

（韓国人） 

佐幸加奈子 

赤レンガ倉庫 長内裕美 日韓ダンス交流プロジェクトの一環

として開催される『Two Aspects』の

公演のため、黄金町で滞在を行った。

チョン・オンジン 

ノ・ギョンエ 
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5）施設入居者との連携・交流 

A．入居者連絡会議 

NPO が管理している施設に入居しているアーティスト、クリエイタ－等約 30 組が一同

に集まり、毎月第 4 火曜日 15：00 から入居者連絡会議を実施している。内容は、事務局か

らの情報伝達とイベントの情報交換、入居者が抱く課題などについて意見交換を行い、情

報共有と課題対策の場となっている。平日の昼間に設定されているが、多くの入居者が参

加し、入居者自身が行うイベントの告知や、日常的に制作している視点から見えてくる様々

な話題が提供されている。 

 

第 1 回入居者連絡会議 2011 年 4 月 26 日（火）15:00〜 

会場：黄金町エリアマネジメントセンター事務局 1 階 

連絡事項 

1. 黄金町バザール 2011 公募、入居アーティストの作品展示について 

2. 入居者面談開催について 

3. 契約更新について 

4. 5 月のオープンスタジオ 

5. 横浜美術大学生涯学習センターワークショップ開催について 

 

第 2 回入居者連絡会議 2011 年 5 月 24 日（火）15:00〜 

会場：黄金町エリアマネジメントセンター事務局 1 階 

連絡事項 

1. 新スタッフの紹介 

2. 事務局との個別面談によるヒアリングについて 

3. 6 月のオープンスタジオについて 

4. 黄金町バザール 2011 最新情報 

5. 情報共有の方法について 

6. 町内会の参加について 

7. 展覧会のご案内 
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写真 2-1-45 

入居者連絡会議

の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 回入居者連絡会議 2011 年 6 月 28 日（火）15:00〜 

会場：黄金町エリアマネジメントセンター事務局 1 階 

連絡事項 

1. 7 月のオープンスタジオ 

2. 黄金町バザール 2011：進捗状況報告とご協力のお願い 

3. 施設管理、契約更新などについて 

4. 7 月の施設利用について：山下残（7/2〜7/12）、安部泰輔（7/18〜） 

5. 早稲田大学芸術学校「発科展」7/16〜7/24（竜宮美術旅館） 

6. 北仲スクール連続講座「アートとコミュニティ」案内 

 

第 4 回入居者連絡会議 2011 年 7 月 26 日（火）15:00〜 

会場：小串スタジオ１階 

連絡事項 

1. 8 月 5 日竣工の高架下スタジオ（集会場）利用方法について 

2. 8 月のオープンスタジオについて 

3. 8 月 7 日の打水大会案内 

4. 初黄・日ノ出町地域夏祭り案内 

5. 8 月 10 日（水）、25 日（木）アーティスト交流会の開催について案内 

6. 黄金町バザール 2011 について 
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第 5 回入居者連絡会議 2011 年 8 月 23 日（火）15:00〜 

会場：高架下新施設サイト D（階段広場横集会場） 

連絡事項 

1. 9 月のオープンスタジオについて 

2. 「黄金町バザール」オープニングレセプションの案内 

3. 8 月 25 日（木）交流会の開催案内 

4. アーティスト用ネームプレート配布 

 

第 6 回入居者連絡会議 2011 年 9 月 27 日（火）15:00〜 

会場：高架下新施設サイト D（階段広場横集会場） 

連絡事項 

1. 10 月のオープンスタジオについて 

2. 10 月 8 日、10 月 4 日-10 日イベントの案内 

 

第 7 回入居者連絡会議 2011 年 10 月 25 日（火）15:00〜 

会場：高架下新施設サイト D 

連絡事項 

1. 11 月のオープンスタジオについて 

2. 黄金町バザールクロージングについて 

3. 黄金町バザール 2011 後の高架下新スタジオの貸出について 

4. 入居者からの連絡 

 

第 8 回入居者連絡会議 2011 年 12 月 11 日（日）15:00〜 

会場：高架下新施設サイト D 

連絡事項 

1. 1 月のオープンスタジオ 

2. 年末年始の休業について 
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B．マスタープラン検討会議 

2008 年度から今年度まで地域住民を対象としたワークショップを実施し、マスタープラ

ンの検討を行い、そこで検討された内容をもとに、高架下を中心として徐々に具現化しつ

つある。今年度は、今までの検討結果を受け、その内容について詳細の検討を行い、まち

の将来像の策定に向けた基礎を固めるとともに、詳細検討から導き出された具体案の実施

を来年度以降に行うことを目指していきたいと考えている。そこで、実験的に NPO 事務局

がマスタープラン検討会議を開催し、入居者の中から会議メンバーを選出し、今までのマ

スタープランの再評価から、今後のまちの展開を議論していく。そして、そこでまとめら

れた内容をもとに地域住民との議論の場を用意し、意見交換を行うことを想定している。

今年度は 12 月、1 月、2 月に開催し、そこで得られた知見をもとに事務局としてまとめ、

マスタープランに反映させていく。そして、まちの将来像策定に向けて地域や他の入居者、

行政等と意見交換を行っていく。 

 

会議メンバー 

座長：櫻井 淳／NPO 法人黄金町エリアマネジメントセンター事務局次長 

 入居者（建築家） 

－川嶋貫介、中林仁子、安田博道、敷浪一哉、青島琢治、早川慶太、石原弓子 

入居者（クリエイター） 

－阿川大樹、伊東純子、根津悟 

アドバイザー（建築家） 

西倉潔 

NPO スタッフ 

 

第 1 回マスタープラン検討会議 －マスタープランについての意見交換まとめ－ 

実施日時：2011 年 12 月 8 日 18：30～22：00 

実施場所：高架下新スタジオ siteD 集会所 

－意見内容－ 

□まちのコンセプトについて 

 －まち全体のコンセプトは必要か→人をこの地域に呼び込む大きなコンセプトが必要 

  例：「黄金町バザールというまち」、「儲かるまち」など 

 －そもそも、人が来るまちにしたいのか→将来的なヴィジョンの共有が必要 

 －「アート」や「街」の価値を如何に高めるか→マイクロファンド的な仕掛けが必要 
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□集客性について 

 －この街をどんなスケールで外商するのか 

  商圏的な設定と商い形態の呼応、外（客）が持つ場のイメージ、認識のされ方が重要 

－ターゲットの設定や興味のある人を引き付ける工夫が必要  

 －今日まさに何が起きているのかが一目で分からない 

□まち・活動の見せ方 

 －アーティストが制作しやすい環境づくりが必要 

  →「公」と「私」の空間、境界があいまいになる（特にイベント時） 

 －見せる部分を上手くつくる、「街をみせる」という演出（考え方）が必要 

□他地域交流 

 －関内外における人の出入り、流れをつくるための自転車の活用 

 －関内外交流の拠点的な役割と担う必要がある 

 －持ち出し可能なコンテンツをつくる→モバイル化 

□人的／物理的なコア 

 －密集した「コア」はどこか、またそのコンテンツは何か見当たらない 

  →例えば、音楽系アーティスト等の活用 

 －初黄・日ノ出町地区に入ったという意識が薄い 

□回遊性 

 －大岡川沿いの歩行者を如何に回遊させるか 

  →高架沿いの路地や平戸桜木道路の歩行空間（通り）の整備、 

セットバック部分の暫定活用 

 －竜宮から日ノ出スタジオまで、ひとの流れをつくる工夫が必要 

 －黄金橋から旭橋の路地には閉じた建物が多く通りとしての特色が出しづらい 

 －ゾーン 6 や 7 へ足を向かわせる工夫が必要 

□サイン 

 －通りの名称や通りの性格づけを行う 

 －地域で一貫したサイン計画が必要 

 －連続して見えている大岡川の護岸を活かしたサイン 

□こども 

 －こどもの遊び場等こども向けの施設が必要では 

  →学習の場や、ビジネスとして。また、親世代の繋がりを創出することもできる 

□光環境 

 －夜間の照明、夜の黄金町らしい光のあり方を検討する必要がある 



44 
 

□防災 

 －公共防災施設の充実を図る 

 －災害時の連携、ソフト面での連携強化 

□空間活用 

 －小さな空間単位を大切にする 

  例：谷中などのような生活空間のおもしろさを見るという来街者のあり方 

－路地 

アクティビティの表出 

－高架下 

  通り抜けの通路や施設だけでなく、高架下の空間を利用した広場があると良い 

  大きなオープンスペースをつくったらどうか 

 －屋上 

  緑化やサイン、情報発信のツールとして、屋上の利用の仕方を考える 

 －立体的利用 

2Ｆ以上のフロアを活用し立体的に構成されるまちへ 

□大岡川の活用 

 －水上広場やレジデンス、水上バスの運行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-46.入居者によるマスタープラン検討会議 
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2-2.A.I.R（アーティストインレジデンス）事業 

最近の他団体あるいは公的施設の招聘アーティストの滞在、制作の場所として施設利用

の申し込みが増えつつあることから判断して、黄金町が「アーティストインレジデンスの

街」であるという認識がしだいに定着しつつあることが分かる。その背景には交通の利便

性や下町的な環境とともに、地域の人たちとアーティストとの間に一体感が生まれている

ことがアーティストに対するホスピタリティとして大きな役割を果たしていると思われる。 

今後はさらにレジデンス施設の設備の充実と広報の範囲を拡大することによって、国内

外からの幅広いレジデンスアーティストの誘致をめざしていく。また国内外諸都市との交

換レジデンスプログラムを計画している。 

 
A．文化庁助成プログラム【平成２３年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業】 
平成 23 年度文化庁「文化芸術の海外発信拠点形成事業（アーティスト・イン・レジデン

ス事業）」の採択事業として、アジアのアーティスト 3 組が 2012 年１月〜2 月に黄金町で

滞在制作を開催。日本から 1 組を加えた合計 4 組でその成果を展覧会「リビングルーム」

として発表する予定。 
 
参加者： 

1． ペーパームーン・パペット・シアター（インドネシア・ジョグジャカルタ） 

滞在期間：1/11-3/1 

2. チェンタ・ユー（台湾・台北） 

滞在期間：1/11-2/21 

3. ジヒョン・ムン（韓国・プサン） 

滞在期間：1/19-2/28 

4. 井出賢嗣（日本、展覧会に参加） 

 

成果展概要 

リビングルーム〜プライベートとパブリックが出会う場所 

2 月 12 日（日）〜2 月 26 日（日） 

11:00-19:00／会期中無休／入場無料 

黄金町エリアマネジメントセンター（八番館、高架下サイト D ギャラリー） 

主催 特定非営利活動法人黄金町エリアマネジメントセンター  

協力 クンチ・カルチュラル・スタディーズセンター、其玟畫廊 

 
本事業の目標 
海外アーティストの滞在が従来より長期間確保することができ、また同時に複数の海外

アーティストの招聘が可能となることで、当 NPO が管理している施設に入居しているアー

ティスト、横浜・東京その他日本国内での情報交換が期待される。街の再生というテーマ

のもと、2008 年から地域住民、また近隣地域が、アーティストと恊働し創造的なまちづく

りを展開してきたが、今後の更なる展開に向け、海外アーティストの活動に触れる機会を

増やすことで、海外からアーティストを迎え入れることに対する地域の意識が高まり、当



46 
 

該地域全体がアーティスト・イン・レジデンス・プログラムとして機能する新しいまちの

事例として海外へ情報発信することが可能となる。次年度以降も本助成金の取得を目指し、

黄金町バザールにあわせて海外アーティストの滞在制作を行うことで、話題性をたかめる

ことが期待される。 

 
B．AIR の受入れ実績と施設利用 

アーティスト・イン・レジデンス（以下 AIR）の利用者のタイプは、黄金町バザールや文

化庁の助成プログラムにおけるアーティストの利用を NPO と表記し、他、入居者、他団体、

その他の 4 つに分類することができる。その割合は図 1 のとおりである。施設利用者の多

くは、NPO で企画をしている展覧会やイベントの際に招聘するアーティスト（54%）と他

団体との連携（33%）によるものである（図 1）。他団体が利用する場合、施設の使用方法

として次の２つに分けることができる。 

①滞在のみ 

滞在に NPO の施設を利用し、制作を含む展覧会や公演を他団体が所有する施設で開催 

②滞在＋制作（イベントを含む） 

滞在と制作する場所を別で使用し、展覧会や公演を他団体が所有する施設で開催 

・ 入居者が施設を利用する場合、作品の制作内容に合わせてスペースの選択をしている。 

 

 

 
 
 
 

NPO

54%

入居者

7%

他団体

33%

その他

6%

NPO 入居者 他団体 その他

図 2-2-1.AIR の受入れ状況の内訳 
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表 2-2-1 AIR における施設利用 

no. 利用者 施設 内容 

1 小林孝一郎 SpaceF 「小林孝一郎展」 

2 阿部泰輔 A スタジオ HINODE  2,3F さくらまつり 

3 阿部道子 黄金スタジオ D 個展開催のための制作 

4 ST スポット（山下残） 初音スタジオ B3 新作公演のリサーチ 

5 ST スポット（山下残） 黄金スタジオ C 新作公演のリサーチ 

6 さんにん工房 SpaceF 制作 

7 佐藤さちこ 高橋ビル 1F 制作 

8 フタミフユミ 黄金スタジオ A 制作 

9 藤原京子 竜宮美術旅館 2F 制作、展示 

10 牛島均 A スタジオ HINODE  2,3F 黄金町バザール 2011 

11 北仲スクール（遠藤一郎） A スタジオ HINODE  2,3F 北仲スクールゲスト滞在 

12 安部泰輔 A スタジオ HINODE  2,3F 黄金町バザール 2011 

13 安部泰輔 A スタジオ HINODE  2,3F 黄金町バザール 2011 

14 井出賢嗣 高橋ビル 303 黄金町バザール 2011 

15 北仲スクール（宮城潤） A スタジオ HINODE  2,3F 北仲スクールゲスト滞在 

16 樋口貴彦 初音スタジオ B3 黄金町バザール 2011 

17 加藤翼 八番館レジデンス B 黄金町バザール 2011 

18 雨宮庸介 八番館レジデンス A 黄金町バザール 2011 

19 
神奈川県民ホール（江口悟） 

制作：黄金スタジオ C

滞在：高橋ビル 303 「日常/ワケあり」展 

20 スッティラット・スパパリンヤ 初音スタジオ B2 黄金町バザール 2011 

21 マーク・サルヴァトゥス 八番館レジデンス D 黄金町バザール 2011 

22 
神奈川県民ホール（田口一枝） 

制作：1の 1スタジオ 2F

滞在：Aスタジオ HINODE2,3F 「日常/ワケあり」展 

23 
神奈川県民ホール（播磨みどり） 

制作：1の 1スタジオ 2F

滞在：Aスタジオ HINODE2,3F 「日常/ワケあり」展 

24 サンティパープ・インコン=ガム 八番館レジデンス B 黄金町バザール 2011 

25 サイモン・スーン 八番館レジデンス A 黄金町バザール 2011 

26 狩野哲郎 高橋ビル 202 黄金町バザール 2011 

27 遠山崇裕 CHAP 401 黄金町バザール 2011 

28 加藤翼 八番館レジデンス C 黄金町バザール 2011 

29 jooyoung 初音スタジオ B2 黄金町バザール 2011  

30 フェルディアンシャ・タジーブ 八番館レジデンス C 黄金町バザール 2011  
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31 遠藤一郎 初音スタジオ B2 黄金町バザール 2011 

32 加藤翼 八番館レジデンス 黄金町バザール 2011 

33 國盛まいか 初音スタジオ B2 黄金町バザール 2011 

34 築豊すかぶら市場 八番館レジデンス D 黄金町バザール 2011 

35 遠藤一郎 八番館レジデンス C 黄金町バザール 2011 

36 
川崎市アートセンター（桑折現） 

八番館レジデンス A、

初音スタジオ B3 「boat here,boat」公演 

37 神奈川県民ホール（江口悟） 八番館レジデンス B 「日常/ワケあり」展 

38 
川崎市アートセンター 

（チョン・ヨンドゥ） 初音スタジオ B2 「boat here,boat」 

39 
川崎市アートセンター 

（佐幸加奈子） 高橋ビル 303 「boat here,boat」 

40 狩野哲郎 八番館レジデンス B 黄金町バザール 2011 

41 江口悟 高橋ビル 202 「日常/ワケあり」展 

42 椎橋良太 A スタジオ HINODE 3F 制作 

43 
赤レンガ倉庫 

（長内裕美、チョンオンジン） 初音スタジオ B2 「Two Aspects」 

44 赤レンガ倉庫（ノ・ギョンエ） 高橋ビル 303 「Two Aspects」 

45 
ペーパームーン・パペット・シア

ター 初音スタジオ B3 文化庁レジデンス 

46 チェンタ・ユー 八番館レジデンス C 文化庁レジデンス 

47 井出賢嗣 八番館レジデンス B 文化庁レジデンス 

48 ムン 高橋ビル 301 文化庁レジデンス 

49 
jooyoung 

制作：黄金スタジオ A

滞在：初音スタジオ B2 制作 

※ ：NPO  ：入居者  ：他団体  ：その他 

※利用日数（回数）は 2011 年 4 月 1 日〜2012 年 3 月 31 日までとする。但し、八番館レジデンス A,B,C,D

の利用開始日は 2011 年 7 月 30 日から。 
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2-3.安全・安心なまちづくりの推進 

1）初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会との協働 

中区の初音町、黄金町、日ノ出町地区では、健全なまちへの再生に向け、地元住民等が初

黄・日ノ出町環境浄化推進協議会（以下、「協議会」とする。）を設立して、当 NPO をはじ

め、警察、大学、行政と協働して安全・安心なまちづくり活動に取り組んでいる。また、

当地区では毎年開催している「黄金町バザール」を契機として、「文化・芸術によるまちづ

くり」も進んでおり、地域の取組はさらに広範になってきている。そこで、当 NPO は、当

地区の安全・安心なまちづくり活動を先導する協議会が行う活動の企画・運営を支援する

とともに、各部会が実施する様々な取り組みにおいて協働している。また、安全・安心ま

ちづくり拠点「Kogane-X Lab.」へスタッフを配置し、当地区におけるまちづくり活動を支

援している。※Kogane-X Lab.の活動内容については 2-4. 地域の人材、素材再発見と経済活動のネット

ワーク化を参照のこと 

A．初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会の企画、運営の支援等 

▪協議会活動の企画、運営の支援 

（ア）事前打合せ、協議会定例会、協議会総会の運営支援（協議会役員との事前調整、資

料作成及び会場設営を含む） 

・原則、第 3 木曜日の協議会定例会開催前に、中区区政推進課、横浜市都市整備局、

文化観光局と共に、協議会事務調整会議を中区役所にて実施。個々の会議資料の作

成及び出力製本を行い、協議会会議の運営補助にあたる。また会議当日は、会場設

営を行い、円滑に会議が進行するよう準備を実施。 

（イ）協議会部会活動の支援（協議会役員との事前調整及び資料作成、会場設営等を含む） 

・浄化推進部会においては、「日よけ型」テント看板撤去キャンペーンや、毎月 27 日

に定例の防犯パトロール活動等、まちづくり推進部会においては、まちづくり井戸

端会議等、広報イベント部会においては、大岡川桜まつりや毎月発行するまちづく

りニュース、更に協議会の WEB 等の更新等、それぞれの部会活動に対して個別に協

働する。 

（ウ）協議会が行う視察、記者対応及び外部機関との連絡等の調整支援 

・視察団体に対して、地域の概要説明や質疑応答に応じた他、記録撮影等を実施。 

▪協議会広報活動の支援 

（ア）「まちづくりニュース」の編集及び配布等 

・今年度は「まちづくりニュース」を、毎月発行とし、昨年度と同様に NPO がリリ

ースする「月刊黄金町バザール」と合併し編集、配布を行っている。毎月発行とす

ることで、情報の更新頻度を 適化することができるとともに、地域へのより深い

情報浸透を目指した。今年度から、新規配布場所として、聖母幼稚園、中村地区セ

ンター、吉野町市民プラザなど周辺地域の施設への配布をしている他、横浜美術館
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や似て非ワークス、シネマジャック＆ベティ等、創造界隈を形成している拠点へ配

布することで、多様な読み手に届けることを目指している。 

（イ）協議会発行リーフレットの改訂検討 

・協議会リーフレットは、本年度 4 月からの行政内での名称変更を受け、第 5 版と

して改訂した。また、まちづくりのあゆみ 2010 年（平成 22 年）、2011 年（平成

23 年）を追加し、黄金町バザール 2010 のオープニングレセプションの写真を差

し替えた。中面では、ステップ・ワンの機能移転に伴い 1 の 1 スタジオ内の

Kogane-X 広報コーナーの写真や NPO が管理するスタジオの写真を更新した。 

 

B．各部会の活動 

2011 年現在、協議会は以下の４つの部会により構成され、各部会の特徴を活かしてまち

づくり活動を行っている。 

(1) 浄化推進部会・・・・・・・継続的な環境浄化活動を推進 

（主な構成員）町内会、ＰＴＡ 

（活動内容）防犯パトロール、清掃活動、小規模店舗の看板撤去キャンペーン 

(2) まちづくり推進部会・・・・地権者による土地利用転換や共同化事業の実施 

（主な構成員）対象エリアの地権者、町内会関係者 

（活動内容）地権者によるまちの将来像策定 

      まちづくりプログラムの策定と合意形成 

      まちづくり協議指針の調整業務 

(3) 大岡川環境整備部会・・・・大岡川流域の環境整備等 

（主な構成員）協議会メンバーのうち、大岡川の触水活動推進に賛同する有志 

（活動内容）大岡川プロムナードの維持・管理、桜さん橋の清掃活動 

(4) 広報イベント部会・・・・・まちの再生意欲の持続 

（主な構成員）協議会メンバーのうち、イベントや広報に積極的な有志 

（活動内容）まち再生持続のためのイベント活動 

      ニュースの発行やＨＰ運営等、戦略的広報活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 2-3-1.協議会定例会の様子 写真 2-3-2.防犯パトロールの様子 
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C．平成 23 年 4 月～11 月における協議会の部会別活動  

 浄化推進部会 
まちづくり 

推進部会 

大岡川 

環境整備部会 

広報イベント 

部会 
その他 

4

月 

(27 日)定例 

パトロール・清掃

(21 日)第 1回役員会 

(28 日)第 1回協議会 

定例会 

(6 日)定例清掃 

 

 

(2,3 日)第 19 回 

大岡川桜まつり 

(13 日)まちづくり

ニュース 32 号発行 

 

5

月 

 (27 日) 定例 

パトロール・清掃

(11 日)第 2回役員会 

(18 日)平成 22 年度 

協議会総会 

(12 日)定例清掃 (1 日)まちづくり 

ニュース 33 号発行 

(25 日)まちづくり

ニュース 34 号発行 

 

6

月 

 (27 日) 定例 

パトロール・清掃

 (23 日)第 2回協議会

定例会 

(9 日)定例清掃   

7

月 

 (1 日 ) テ ン ト

看板撤去 

(27 日) 定例 

パトロール・清掃

(20 日)第 3回役員会 

(28 日)第 3回協議会 

定例会 

(14 日)定例清掃 (1 日)まちづくり 

ニュース 35 号発行 

 

8

月 

(27 日)定例 

パトロール・清掃

(25 日)第 4回役員会 

兼協議会定例会 

(11 日)定例清掃

 

 

(1 日)まちづくり 

ニュース 36 号発行 

黄金町 

バ ザ ー ル

2011 開催 

9

月 

 (27 日) 定例 

パトロール・清掃

(21 日)第 5回役員会 

(29 日)第 5回協議会 

定例会 

(8 日)定例清掃 

(11 日)Ｅボート

乗船体験 

(6 日)まちづくり 

ニュース 37 号発行 

黄金町 

バ ザ ー ル

2011 

10

月 

 (27 日) 定例 

パトロール・清掃

(27 日)第 6回役員会 

兼協議会定例会 

(8 日)第 1 回まちづく

り井戸端会議実施 

(27 日)ヨコハマ市民 

まち普請事業収支報告 

(13 日)定例清掃

(9 日)Ｅボート

乗船体験 

(1 日)まちづくり 

ニュース 38 号発行 

黄金町 

バ ザ ー ル

2011 

11

月 

 (27 日) 定例 

パトロール・清掃

(24 日)第 7 回役員会

兼協議会定例会 

(10 日)定例清掃 (1 日)まちづくりニ

ュース 39 号発行 

黄金町 

バ ザ ー ル

2011 閉幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-3-1.協議会部会別活動 

写真 2-3-3.E ボート乗船体験の様子 写真 2-3-4.黄金町バザール 2011 

オープニングレセプションの様子 
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2）安全・安心の獲得に向けた施設の活用 

平成 17 年に実施されたバイバイ作戦以降、小規模店舗のほぼすべてが空き店舗となり、

次なる犯罪の温床となることが懸念されてきた。現在では、地域をはじめ警察や行政、大

学や NPO が一体となってまちの再生を進め、小規模店舗の借上げから活用・運営、高架下

文化芸術スタジオを建設など、不動産の扱いや土地利用などを含めて、安全・安心の獲得

に向けてエリアマネジメントを推進している。その中で、NPO が管理する施設を活用し、

防犯的な機能を持たせることで、地域の安全・安心に寄与することを目指している。 

A．青灯の設置（継続） 

 NPO が管理する施設を中心として、特に重点地区内において、地域全体の防犯意識の向

上と、犯罪抑止をテーマに平成 21 年度末に青灯を設置した。現在は点灯を継続している。 

日ノ出町会館 

図 2-3-1.青灯設置図（京急の鋼板等予定も含む） 
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B．夜間における映像作品の投影 

アートの力によって防犯性を高めることを目指し、当地域では、夜間映像作品を路上や

建物の外壁、高架等へ投影している。路上への映像の投影は、伊勢佐木警察署へ道路使用

許可を提出し、数か月ごと更新しながら投影を継続している。建物の外壁への投影は、NPO

が管理している小規模店舗の外壁を活用しており、2-5 の 3）にて記述している景観実験と

して、アーティストと協働し実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-3-5.瀧健太郎作品 invitation2 

写真 2-3-6.志村信裕作品 Red carpet 写真 2-3-7.志村信裕作品 赤い靴 
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C.機械警備の導入 

 施設内の警備をはじめ、路地などの通りの安全性確保によって、エリア全体の安全性向

上を目指し、各施設に機械警備を導入している。依然として、ゴミが捨てられるような状

況があることから、施設やその周辺環境を含めて警備を行うことで、面的な安全性から安

心を得られるよう努力を進める。 

 
契 約 先：国際警備株式会社 

 警備導入施設：事務所／黄金スタジオ／日ノ出スタジオ／コガネックスラボ 

 大平荘／黄金ミニレジデンス／初音スタジオ／ハツネハウス／小串スタジオ 

 １の１スタジオ／ハツネウイング／高架下サイトＡ／高架下サイトＤ 

 

表 2-3-2.機械警備導入施設数 

警備導入施設（件） 防犯カメラ設置台数 

１３ １４ 
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2-4. 地域の人材、素材再発見と経済活動のネットワーク化 

1）地域資源発掘隊による活動（コガネチョウク・クロニクルとしての記録） 

コガネチョウ・クロニクルは当団体とマレーシア人のキュレーター・サイモン・スーン

の共同企画によって 2010 年より始動したネット・プロジェクトである。 

有志の大学・大学院生で構成される「黄金町の地域資源発掘隊」による街の実地調査を

通して、街に残された歴史、現在、人々が描く街の未来像についての情報収集と保管をイ

ンターネットのマップ上で行っている。本企画のもうひとつの特徴は、全ての情報を英語

に翻訳し、世界を向けて黄金町の情報を発信していることである。2010 年度より調査メン

バーは流動的に入れ替わりながら、NPO スタッフとの共同でそれぞれの関心や知識を活か

したリサーチ調査方法の考察、実施、またレポートの制作を継続的に行っている。 

16 人の学生によるリサーチの結果がウェブに公開されており、2012 年 1 月現在新規 2

本のリサーチが行われている。 

http://chronicle.koganecho.net 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-1.コガネチョウ・クロニクルのホームページ 

2）商店主の会による活動 

A．活動の主旨・目的 

初黄・日ノ出町地区に店舗を構える商店主が、この地域における経済活動の活性化を担

うために、初黄町と日ノ出町の 2 つの町内会にまたがる一体的な組織として「商店主の会」

を発足した。黄金町バザール 2011 の期間中は、展覧会の広報活動やパスポート提示による

サービスの提供を行い、来場者に対して地域商店の魅力を伝えると共にホスピタリティの

拡充を目指した。バザール終了後も継続的に活動を展開するために、商店主の会としての

組織化を進めていく。 
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B．活動内容 

・黄金町バザール 2011 にてナイトバザールの運営・実施 

商店主の会に加盟する飲食店を中心に夜店を出店し、飲食の提供を行うナイトバザール

を実施した。期間中は、7 回開催し、参加店舗数は述べ 61 店舗、来場者数は 654 人とな

った。ナイトバザールは、かいだん広場を会場とし 17：00～19：00 の間に、飲食店が

出店する。出店料は 500 円と低廉に設定し、多くの店舗の参加を促した。出店店舗の種

類に関しては、事前に打合せを行い、内容が重複しないように考慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4-2.ナイトバザールチラシ 

写真 2-4-1.ナイトバザールの様子-1 

写真 2-4-2.ナイトバザールの様子-2 

図 2-4-3.商店主の会加盟店のマップ 
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・バザールパスポートの特典として割引や一品サービスの実施 

黄金町バザール 2011 のパスポートを持って店舗へ行くと、様々なサービスを享受できる

システムを実施した。黄金町バザールのパスポートには、スタンプラリーができるよう、

スタンプ押印スペースがあり、その中に、地域の商店の欄を設け、来場者が地域の商店

へ向かうような仕組みも盛り込んだ。その特典として、○割引きで商品が買える店や、飲

食店ではサービス提供があるなど、様々な工夫を用意し、来場者のまちの回遊性を高め

る工夫を行った。参加店舗数：23 店舗 

・黄金町バザール 2011 の来場者へのインフォメーションとしての機能 

ヨコハマトリエンナーレとの連携ということから、初めて当地域に訪れる方への支援と

して、商店主の会に加入している店舗において会場や道等の案内の実施やチラシやポス

ターの配置を行った。 

・黄金町バザールオープニング、クロージングパーティーへの料理提供 

・ヨコハマトリエンナーレ 2011 共通前売りチケットの販売 

参加店舗数：5 店舗 

C．今後の展開 

今後は、商店主の会をひとつの団体として認知されるような仕組みづくりを行うととも

に、アーティストと協働し地域ブランド商品の開発や、飲食店での共通メニュー等の作成

など、この地域の特徴を生かした活動を展開していく予定。また、他の地域における事例

や戦略的な進め方などについて勉強会等を実施していく。 

 

3）コガネックス・ラボの活動 

横浜市立大学と協議会が共同で運営するまちづくり拠点「Kogane-X lab.」は、学生等の

活動をサポートし、地域との調整を行うスタッフを配置している。学生をはじめ、地域住

民とアーティストとの関係を構築するとともに、東小学校のはまッ子スクールとの連携等、

様々なイベントを実践、また参加することで、学生の実践的な学び舎（サテライトキャン

パス）としての機能も持ち合わせている。 

A．第 5回隣人祭りの開催 

今回の隣人まつりは黄金町バザールが開催されていたことから、地域住民による黄金町

バザールへの来場者をおもてなしするイベントとして計画した。2 年前より毎年 9 月に開催

している「サンマ定食会」を今年も実施した。気仙沼出身の地域住民の協力によりサンマ

を 150 匹仕入れ、定食として来場者へ販売した。 
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B．まちかど今昔館 

黄金町地域にお住まいの方々から思い出の品の展示、年代ごとの地図に当時写真や思い

出の書き込みを展示し来町者に黄金町の歴史を伝えた。 

来場者数：11,244 名 

・まちかどこばなし 

 黄金町バザール 2011 の期間中、当地域に長く住まわれている方をお呼びし、地域での生

活やこれからの黄金町について話を聞くイベントを実施。 

実施回数：2 回 来場者数： 44 名 

 

C．まちかど子供工作館 

黄金町地域の小学校、東小学校のはまっ子スクールにて子供ワークショップを開催。ワ

ークショップで制作した作品をバザール中で展示した他、来場者向けのワークショップを

行った。 

・新聞紙で恐竜を作ろう！（東小はまっ子スクール） 

開催日時：8 月 23 日（火）13：00～15：00   参加人数：16 名  

 丸めた新聞紙を、恐竜の骨に付けて恐竜を復活させるワークショップを開催。 

写真 2-4-3.隣人祭り さんま炭焼き 写真 2-4-4.隣人祭り定食販売 

写真 2-4-5.まちかどこばなしの様子 写真 2-4-6.まちかど今昔館としてのラボ 



59 
 

  

写真 2-4-7.まちかど子供工作教室 恐竜づくり 

写真 2-4-8.まちかど子供工作教室 恐竜づくり完成披露 
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・ネコオブジェのペイントワークショップ！（東小はまっ子スクール） 

開催日時：9 月 13 日（火）13：00～15：00  参加人数：24 名 

 入居アーティストの竹本真紀、椎橋良太の協力のもと、ネコのオブジェを制作。それ

をはまっ子スクールにて児童が塗り分け、完成した作品は町のお店等に展示した。 

  

写真 2-4-9.ネコオブジェペイントワークショップ 完成品 

写真 2-4-10.ネコオブジェペイントワークショップの様子 
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・テェ・ソンによるワークショップ（東小はまっ子スクール） 

  開催日時：9 月 15 日（木）13：00～15：00  参加人数：11 名 

新・港村参加アーティストのテェ・ソンによるワークショップをコガネックス・ラボが

協力して開催。3 原色の説明を行い、画用紙に描いたカメレオンを葉っぱに貼り付け葉っ

ぱの色に合わせカメレオンに色を付けて行く作品を制作した。 

 

  

写真 2-4-11.テェ・ソンによるワークショップの様子 

写真 2-4-12.ワークショップの作品 
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 ・ワクワクハロウィン！お面づくり。（まちかど子供工作館）  

開催日時：10 月 10 日（月祝） 14：00～17：00  参加人数：16 名 

 お面は横浜美術大学中野滋教授の協力でお面の型を借り、市大学生が張り子のお面を

制作。子ども達はお面にお化けやドクロなどの絵を描いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-13.ワークショップによる制作の様子 

写真 2-4-14.お面づくり完成披露 



63 
 

D．地元学生会議 

 地域住民と横浜市立大学鈴木ゼミが、コガネックス・ラボにて行う活動について意見交

換会を実施。学生と地域の方の交流の場であり、自らの活動に対する率直な反応を見聞

きできる貴重な場となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E．中区民まつり ハローよこはまへの参加 

開催日時：10 月 2 日（日） 横浜公園 10：00～15：00 

中区民まつり「ハローよこはま」に参加し黄金町バザールの広報、黄金サイダーや地域

ブランドショップの商品の販売を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-15.地元学生会議の様子 

写真 2-4-16.ハローよこはまのラボブース 
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4）ちりめんやの運営－トヨタ財団地域社会プログラム 

当プロジェクトは、中区初音町の旧商店街にある閉店した呉服店を拠点として、地域に

根差したコミュニティ・ビジネスをアートを通じて開発・展開することを目指している。

当地区は戦前より商店が軒を連ねる商店街を形成していたが、現在は空き店舗が増え、後

継者不足の問題や地域町内会の高齢化が進んでいるといった課題がある。しかし、町内会

を中心とした根強いコミュニティが存在し、それらの人材ネットワークを活かしつつ新た

な地域ブランディングをアートの力によって創出していくことを目指している。当活動は、

2009 年度のトヨタ財団地域社会プログラムの助成を受け、2010 年 4 月から活動を実施し

ている。助成期間は、2012 年の 3 月末までであるが、ちりめんやの存在意義や運営状況を

踏まえ、次年度以降も運営を継続していく予定である。 

 

A．展覧会・シンポジウム等の実施 

－平成 22 年度－ 

●5月 30 日：まちづくり座談会 vol.1 会場：ちりめんや 

●7月 22 日-8 月 22 日：打ち水展 会場：ちりめんや  

●7 月 17 日：てぬぐいづくりワークショップ 会場：黄金スタジオ  

●9 月 11 日-10 月 11 日：ハツネ☆フェス 会場：日ノ出町～初音町界隈 

●11 月 28 日：落ち葉で染めるスカーフワークショップ 会場：小串スタジオ  

●3 月 19 日：まちづくり座談会 vol.2 会場：長者町アートプラネット 

－平成 23 年度－ 

○4月 29 日-5 月 29 日：メンタムコレクション展 会場：ちりめんや 

○2011 年 6 月 4日-6 月 19 日：任意の点をＲとした展覧会 

概要：ギャラリー＊ショップ ちりめんやゆか

りの作家による展覧会。竜宮美術旅館を任意の

点「Ｒ」とし、そこから 1km 圏内で調達した

素材を必ず使って各々の作品に取り込み作品

化する。会期中は、調達場所をめぐるツアーと

アーティストトークを開催。また、ちりめんや

で参加作家の作品やグッズの販売を行う。 

会場：竜宮美術旅館 

○まちあるきとアーティストトーク 

第 1回 2011 年 6 月 4 日  

第 2 回 2011 年 6 月 11 日 

 

 

 
図 2-4-4.展覧会チラシ 
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○2011 年 6 月 18 日：ハツネ Fine！ちりめんやシンポジウム 会場：竜宮美術旅館 

ゲスト 小沢剛（美術家） 司会進行 村田真（美術ジャーナリスト・画家） 

パネラー 志村信裕（アーティスト） 竹本真紀（ちりめんや店主・美術家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2011 年 9 月 2 日-11 月 6 日 

横浜のまちでトビヲちゃんを探せ！(トビヲちゃん出没 MAP を作成しました。) 

会場：赤レンガ倉庫～ちりめんや周辺 

○2011 年 9 月 2日-11 月 27 日：安友製作所 なかなかおきない展 

会場：ちりめんや(黄金町に作業所を構える 2人のアーティストの展示) 

○2011 年 10 月 14 日-11 月 6 日：偶然の賜物 会場：ちりめんや 

○2011 年 12 月 1 日-12 月 25 日：Kyoko Fujiwara クリスマス展 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B．出店・イベント参加活動 

  －平成 22 年度－ 

●2010 年 4 月 3 日・4日：大岡川桜まつり出店 会場：大岡川沿い 

●2010 年 7 月 4日：あざみ野アートワゴン 会場：横浜市民ギャラリーあざみ野 

●2010 年 9 月 25 日：中村地区センターレインボーフェスタ出店  

写真 2-4-17 

ちりめんやシンポジウム 

志村信裕プレゼン 

図 2-4-5.藤原京子クリスマス展チラシ 図 2-4-6.竹本真紀 

トビヲちゃんチラシ 
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●2010 年 10 月 31 日：あざみ野アートワゴン 会場：横浜市民ギャラリーあざみ野 

●2010 年 12 月 18 日：光のぷろむなあど 会場：蒔田公園 

－平成 23 年度－ 

○2011 年 4 月 5日・6日：大岡川桜まつり出店 会場：大岡川 

○2011 年 8 月 11 日-8 月 15 日：海の公園でのワークショップと展示に参加  

会場：海の公園 

○2011 年 8 月 20 日：楽市楽座（品物だけ送る形で参加） 会場：青森市善知鳥神社 

○2011 年 10 月 1 日・2日：空中の森マルシェ 会場：相鉄ジョイナス屋上 

○2011 年 11 月 5 日・6日：空中の森マルシェ 会場：相鉄ジョイナス屋上 

○2011 年 12 月 3 日・4日：空中の森マルシェ 会場：相鉄ジョイナス屋上 

○2012 年 1 月 22 日：あざみ野アートワゴン 会場：横浜市民ギャラリーあざみ野 

その他、当 NPO が主催する、オープンスタジオ内の企画 1day バザールや、黄金町バザー

ル 2011 にて実施したナイトバザールなどに随時参加。 

C．商品開発 

アーティストという人的な資源と地域の素材を融合させ、地域ブランド商品の検討・

開発を行った。 

●大岡川の桜の木で染めたてづくりスカーフ 2,800 円 

大岡川の左岸に植えられていた桜の木が、倒木の恐れがあるため伐採されることから、

その枝を活用して草木染めの手法で染色を行い、スカーフを制作販売した。制作には、

入居者である、室津文枝と山田よしえの両者の技術協力を得て実施した。 

●トビヲちゃんてぬぐい 1,000 円 

○大岡川てぬぐい 1,000 円 

1 枚の手ぬぐいの中に、大岡川の様相がわかるようなイラストが描かれている。 

D．今後の展開 

今後は、独立して運営ができるように自主財源を拡充していく。また、商品の内容に併

せて出張販売、ネット販売等、店頭販売など複数の販売経路を確保していく。その一連の

活動の中で知名度を上げ、より多くの人に対して認識が定着していくことを目指す。 

○ちりめんやのショーケースを使ってアーティストの展示紹介を行う 

○ネットショップの開設 

○営業許可を取得し、飲食が可能な店舗とする 

○出張販売の継続 

○商品、作家、まちの人を紹介するペーパーを定期的に発行 

○カッティングシートのカッティング＆施工のサービスを開始 
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2-5.空き店舗の有効活用と街並みの再構成 

1）小規模店舗の借上げ動向と施設管理状況 

黄金町バザール 2008 の開催から 3 年が経過し、小規模店舗を含めた地域再生まちづくり

事業に資する施設の借り上げ数は、38 件（契約数）となっており、横浜市都市整備局から

NPO へ貸与され管理・運営を行っている。そのうち、小規模店舗の借上げ店舗数は 66 店

舗となっており、2008 年のバザール開催時に借り上げていた 9 店舗から比較すると、およ

そ 7 倍の施設増加となっている。また、それに併せて NPO がオーナーから直接借り受けて

いる施設は 5 物件、高架下の文化芸術スタジオが 4 棟、高架下の広場（かいだん広場）が 1

か所となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5-1.管理施設配置図 
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2）コンバージョンの実施 

小規模店舗を中心とした管理施設に対して、アーティストのスタジオやショップ・カフ

ェ等へコンバージョンを実施することで空き店舗の活用を促進する。コンバージョンの内

容は、サッシや水廻り、エアコンや照明設備の取り換え等、最低限施設として利用できる

ような整備を行う。また、その他建築家との協働によって魅力ある空間を創出し、建築そ

のものを作品として見せるようなコンバージョンの手法も確立している。今年度は、黄金

町バザール 2011のプログラムとして滞在制作とその成果としての展覧会という構成であっ

図 2-5-2.特殊飲食店分布図 
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たことから、基礎的な整備を実施したのち、アーティストが滞在・制作し、空間そのもの

を見せるような形でコンバージョンを実施した。今年度コンバージョンを実施した物件は

下表の通り。                    表 2-5-1 コンバージョン一覧 

NO 物件名 整備内容 その他 

1 Full House 水廻り整備、エアコン設置 オーナーから直接

借り受けた物件 

2 大平荘スタジオ 水廻り整備  

3 八番館（隣） 3 階部分床の撤去、エアコン設置 

2 階床補強工事、水廻り整備 

サッシ交換、内装塗装工事 

違法増築部分の是

正措置として 3 階

床面の撤去 

4 八番館（隣・奥） 内装修繕工事、エアコン設置  

5 黄金ミニレジデンス 外観改装工事 景観実験の継続 

6 1 の 1 スタジオ ガラス交換工事 不透明から透明へ 

7 ハツネウィング D-3 水廻り整備、サッシ交換 旧店名：由美 

8 大平荘スタジオⅡ サッシ交換、エアコン設置、照明器

具交換、天井補強工事 

旧店名：栄子 

9 八番館 サッシ交換 旧店名：エイト 

10 GALAHouse サッシ交換、内装塗装、隣家排水不

良復旧工事 

旧店名：花 

 
写真 2-5-1.八番館改装後内観 写真 2-5-3.八番館改装前内観 

写真 2-5-2.八番館改装後外観 
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3）景観実験の実施 

住まい・まちづくり担い手支援機構から助成を受けて、平成 21 年度から実施している景

観実験は、アーティストや建築家と協働し、小規模店舗が立ち並ぶ当地区の特異な景観に

対して、実験的な整備を行うプログラムである。平成 21 年は、建築家で入居者である敷浪

一哉氏に 3 階建の小規模店舗 3 軒分のファサードを改装する提案を作成した。平成 22 年度

も同じく小規模店舗で実施し、協働者はアーティスト・映像作家の瀧健太郎氏とともに検

討を進めた。そして、検討案をまちづくり井戸端会議（地域住民対象のワークショップ）

にて披露し、意見交換を行いながら進められた。そこでは、統一感のある景観を求める声

がある一方で、現状の雑然としたイメージを活かした景観のあり方を考える必要があると

の意見もあり、地域の意識も変化してきていることが感じられた。今年度は黄金町バザー

ル 2011 に併せてその映像作品の設置を行い、会期を超えて現在も上映が続いている。映像

を投影する面に塗装を施し、室外機や配管等の配置を整理した。その上でアルミカバーを

施し映像とリンクできる要素を用意している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-5-4.外観塗装後 

写真 2-5-5.外観塗装前 

図 2-5-3.景観実験映像作品プラン 

図 2-5-4.瀧健太郎氏によるスケッチ 
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4）空き家活用事業の実施 

－住まい・まちづくり担い手支援機構・平成 23 年度長期優良住宅等推進環境整備事業 

当事業は当該地域における新しい空き家流通モデルを構築するため、特徴的かつ最も流

動的でない空き「店舗＋住居」という形態に注目する。そして、そのパッケージを基に「店

舗＋住居」という形態のままアーティストやクリエイターへ転貸するシステムの有効性を

調査研究することで、創造産業の集積と職住近接による新しい都心居住の可能性を検討・

検証することを目的としている。 

－活動内容－ 

A．実態調査 

当該地域における空き「店舗＋住居」の数量調査を行うとともに、どちらか一方が「空

き」となっているケースも把握する。また世帯数や人口、高齢化率の変遷などの統計デ

ータを調査するほか、家主にヒアリングを行い、空き家等が置かれている状況を把握す

る。 

ア．世帯数・人口・高齢化率にみる当地区の状況 

世帯数、人口について、当地区では右肩上がりの推移を行っており、人口、世帯数

増加傾向にあることが示されている。また初音町については人口に比べ、世帯数の

増加が見える。これは世帯人数が少ない、単身者などの増加だと考えられる。 

高齢化率については、右肩上がりの高齢化率の推移をしている横浜市に対して、当

地区では横ばい、または右肩下がりの推移を行っており、高齢化率が減少傾向にあ

ることが示されている。特に黄金町は著しくその傾向が見られる。 

上記の人口、世帯数、高齢化率は共に平成 17 年、18 年頃からの変化が顕著に見ら

れる。これは平成 17 年から行われた「バイバイ作戦」以降、マンション建設等が起

こり住環境の整備が進んだ結果だといえる。 
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   ※参照：横浜市統計ポータルサイト 
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イ．ヒアリング調査の実施 

平成 23 年 11 月 16 日 N 氏ヒアリング調査結果 

【Q1,土地建物の所有関係】 

・ 本人 

【Q2,建築物の規模、構造、築年数】 

・ 土地建物／自己所有、 

・ 鉄骨 5F（4F 半程度）／土地 20 坪 

・ s54 年築（築 32 年） 

【Q3,空き家、空き店舗になって何年か？】 

・H17 から 

【Q4,空き店舗の状態】 

・良好／地震でのひび、漏水はあるが店舗経営時のまま 

【Q5,空き家、空き店舗の理由】 

・夫が他界 

・商売が下火になったため 

・訪問販売が主のため店売のみでは難しい 

【Q6,今後どうしたいか】 

・貸しても良い 

しかし、かつて２F を暴力団とつながりがあるとは知らず、刀屋に貸し、立退きな

ど問題があったため、安心できる入居者／顔が見える入居者を希望 

・ 3，4F の居住部分と 1F、2F の分離が容易 

・ 2F は信頼関係がある H さんに貸している（3 年）。関係は良好 

・ 2F はかつて展示スペースとして活用 

【Q7,現在抱えている問題点】 

・ 現在、居住には問題はないが階段の上り下りが今後困難になる可能せいがある。 

・ 入隊医院を繰り返している 

・ 息子、娘との同居も今後ありえる。 

・ NPO 等へ貸す場合には息子、娘との相談が必要 

【Q8,まちづくりの取り組みについて】 

・本人を含め息子は現在のまちづくりについて知っている。 

【Q9,その他】 

・固定資産税の足しになど、できれば収入にしたい。 
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B．データベース化とモデルの構築 

前述調査を受け、物件のストック・プラットフォームを構築するとともに、物件の流通

を促進するリノベーション費用の負担に関する運用システムを検討する（例：改装にお

けるイニシャルコストを契約年数に応じて大家、店子が段階的に費用負担していく仕組

み等の検討） 

ア．プラット・フォームの構築 

小規模店舗のコンバージョン物件も併せてホームページを開設し、空き物件情報を

掲載している。 

イ．運用システムの検討 

検討中 

 

C．リノベーションプランの立案と費用の算出 

実物件にて、アーティストやクリエイタ－へ貸し出すために必要なリノベーションプラ

ンを立て、その費用を求める。その中で、建物規模や築年数、設備のスペックや痛み具

合といった建物の状態と改修費用との相関関係から、ストックするに相応しい住居と判

断する指標・基準を求める。 

ア．リノベーションプランの作成 

現在 2 つの空き物件について 2 組の建築家とプランについて検討を進めている。ど

ちらも、アーティストを選出し、空間の設計要素としてアーティストの作品が組み

込まれた提案を基本としている。 

イ．費用の算出 

プランが決まり次第、費用の算出を行う。 

D．入居者公募とリーシング 

 情報集約された物件に関しては、ホームページを開設し、そこで情報公開を行うととも

にリノベーションプランを実現した空き家等に対して、アーティストやクリエイタ－等

へ入居の募集を行い、実際にリーシングを行う。 ※次節参照のこと 

 

5）入居者公募の実施 

施設利用者の拡充を図るため、今年度も入居者公募を実施した。現在約 40 組のアーティ

スト・クリエイタ－等が活動している当地区では、将来的に 100 組程度の入居者が活動で

きるまちを目指している。今年度は、18 物件の施設・スペースを公募の対象としている。

昨年度は、15 物件の施設・スペースの貸出を行い、応募総数が 36 件に及んだ。今年度の応

募総数は、47 件となり、貸出物件数ならびに応募総数は昨年を上回った。特に今年度は、

黄金町バザールをヨコハマトリエンナーレと連携開催したことによって注目度が高くなっ

たと言える。それは、平成 23 年 12 月 18 日（日）と 21 日（水）に開催した、入居者公募

説明会では、両日合計 120 名程の参加があったことからも裏付けられている。応募者は書
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類審査、面接を経て入居手続きに入る予定であり、2 月中旬から 3 月中旬にかけて入居して

いく。 

A．利用条件 

・ 黄金町地区のまちづくりの趣旨（別添資料 1 参照）に賛同し、地域との交流を促進す

る独創性の高い活動が展開できること。 

・ 選考委員会が行う書類審査と面接を通過すること。 

・ 入居後の活動計画を NPO 事務局に提示し、計画に沿った活動ができること。 

・ NPO 事務局が企画する交流会、イベント、連絡会議、月に一度のオープン・スタジオ等

への参加が可能なこと。 

・ 施設の利用規約を遵守できること。 

B．貸出期間 

・ 2012 年 2 月中旬から 2012 年 5 月中旬 

この 3 カ月間を試用期間とし定期契約を結び、当期間の活動状況を基に面接を行う。

そして、5月中旬以降の継続利用の可否を判断する。 

・ 2012 年 5 月中旬から 2013 年 3 月 31 日 

上記試用期間終了後、継続利用が可能な方は次年の 3 月 31 日までの定期契約を結ぶ。

その後も継続的に活動される場合は単年ごとの契約更新となる。 

C．申請から入居までの流れ 

・書類提出 1 月 5 日(木)～12 日（木）期間中必着 

   ↓ 

・書類審査 1 月 19 日(木)までに完了 

   ↓ 

・書類審査結果報告 1 月 20 日(金)以降 

（事務局よりメールにて通知）   

   ↓ 

・面接審査 1 月 29 日(日)までに完了  

   ↓ 

・最終結果報告 

   ↓ 

・入居手続き 2 月初旬 

   ↓ 

・入居開始 2 月中旬 

D．選考委員会 

鈴木伸治（NPO 理事 / 横浜市立大学准教授） 天野太郎（横浜美術館主席学芸員） 

谷口安利（NPO 副理事長） 竹内一夫（NPO 副理事） 小串文俊（NPO 理事） 

山野真悟（NPO 事務局長） 
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黄金町のまちづくり趣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料１ 

 

黄金町地区（初音町、黄金町、日ノ出町）のまちづくりについて 

 

初黄・日ノ出町地区は、かつて売買春等を行う違法な小規模店舗が約 250 件（平成

16 年）に達し、古くからの店舗や地域住民の転出が生じるなど、生活環境の悪化が

地域の深刻な問題となっていました。そのような状況のもと、平成 15 年 11 月、地

域住民によって設立された『初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会』は、行政・警察・

大学等と連携しながら、安全・安心のまちづくりを推進してきました。そして、平

成 17 年 1 月、神奈川県警察本部はバイバイ作戦を実施し、違法な小規模店舗の営

業を閉鎖し、現在も 24 時間体制の警備が続いています。そして平成 20 年、京浜急

行電鉄と横浜市の協力により高架下に文化芸術スタジオが建設され、アートを生か

した新しいまちづくりを目指し、地域住民、行政、警察、企業、大学、美術関係者

が集まった実行委員会によって『黄金町バザール 2008』が開催されました。『黄金

町バザール』はアートという枠だけにとどまらず、ショップや飲食店、地域との協

働など様々な分野によって構成され、それらが連携し合うことで黄金町エリアの将

来のイメージを伝えることを目指したものです。第 1回目の黄金町バザールの後、

継続的かつ総合的にまちづくりを推進するために『特定非営利活動法人黄金町エリ

アマネジメントセンター』が平成 21 年 4 月に設立されました。その黄金町エリア

マネジメントセンターでは、黄金町バザールを毎年開催している他、毎月第 2日曜

日にはオープンスタジオというイベントを通じて、日常的なにぎわいの創出と地

域・アーティストの交流の促進を図ってきました。また、元違法風俗店舗をアトリ

エやカフェ等へコンバージョンし、アーティストやデザイナーなどの活動拠点を集

積させることでまちの再生に取り組んでいます。平成 23 年 11 月末現在、当 NPO の

施設で活動しているアーティスト等は 40 組程となり、今後もより多くの入居者を

募り、地域再生という命題とともに地域の新しい魅力づくりを目指していきます。

入居を希望される方々は当該地域のまちづくりの担い手として趣旨をご理解頂き、

ご協力をお願い致します。 
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添付資料２ 

貸出施設と料金一覧 

 

NO 物件名 
面積 

（㎡）

家賃 

（万円）
用途 備考 

１ 日ノ出スタジオⅠ棟 51.04 10.0 ショップ等 水光熱費は面積按分負担 

２ 日ノ出 STEP-3 15.93 2.5 アトリエ・オフィス  

３ 日ノ出 STEP-6 17.55 2.8 アトリエ・オフィス  

４ Space F 23.5 7.5 工房・アトリエ 

    ・ショップ 

出入り口の造作工事を行

う 

５ 小串スタジオ 46.0 8.2 カフェ・ショップ等  

６ 東雲スタジオ-A 25.9 5.0 カフェ・ショップ等 オーナーとの直接契約 

７ 東雲スタジオ-B 24.49 5.0 カフェ・ショップ等 オーナーとの直接契約 

８ ハツネウィング D-3 24.58 3.0 工房・アトリエ 水道料金は共同負担 

９ ハツネウィング D-4 24.58 3.0 工房・アトリエ 水道料金は共同負担 

１０ siteA Gallery 66.15 13.0 ギャラリー 水光熱費は面積按分負担 

１１ ハツネテラス B 9.95 2.1 アトリエ・事務所等 共益費千円込 

１２ ハツネテラス D 11.05 2.1 アトリエ・事務所等 共益費千円込 

１３ 黄金スタジオ C 20.52 4.0 All 水道料金は共同負担 

１４ 黄金スタジオ D 20.9 4.0 All 水道料金は共同負担 

１５ 大平荘スタジオⅡ 14.9 2.5 アトリエ  

１６ 長者町アートプラネット 

401 号室 

15.62 4.0 アトリエ  

１７ 長者町アートプラネット 

スタジオＢ 

    

１８ 高橋ビル 1階 12.66 2.0 ショップ等  

※家賃の金額は「月額」です。１ヶ月に満たない場合は日割りで計算します。 

（利用料金＋共益費÷30日×利用日数） 

※ 水光熱費は月額と別途ご入居者様負担です。（インターネットに加入した場合も同様） 

※ 各スタジオの詳細な仕様についてはホームページでご確認頂くかお問合せ下さい。 



78 
 

2-6.マスタープランの実現に向けた取組 

1）かいだん広場整備事業－ヨコハマ市民まち普請事業 

昨年度、協議会メンバーや地域住民有志、NPO が協働しチームひろばを結成し、横浜市

都市整備局地域まちづくり課が主催する「ヨコハマ市民まち普請事業」へ応募した。整備

内容は、まちの将来像を考えるまちづくりワークショップにて多く出された「集いの広場

が必要である」という声をもとに、京浜急行の高架下を整備の候補地として、「かいだん広

場」を提案した。当地区において広場を整備する意味は、その広場でイベントなどを実施

し、賑わいを創出していくことが安でき全・安心のまちづくりに寄与する。またこの広場

は、地域内外の住民交流拠点となることで、まちづくり活動がより一層活性化していく原

動力になると考えている。この広場は舞台の上には階段というボキャブラリーを用意する

ことで、そこが客席となったり、展示スペースとなったり、様々な場面において広義に活

躍することができ、さらに、朝市や地域のイベント(夏祭りや打ち水大作戦)などで活用す

ることで地域の集いの場となり、また、ミニコンサートや演劇等も開催することができる

と考えた。この広場は平面上に階段があるというシンプルな構成としており、夜間は照明

をつけることで、広場空間自体が照明となる機能を併せ持っている。このような整備内容

で 1 次審査、2 次審査の両公開審査を経て助成が決定し、今年度整備を行った。整備は黄金

町バザール 2011 のオープンに間に合うように進められた。まち普請事業では、事業を進め

ているメンバーだけではなく、より多くの人の参加を促し、施工過程に加わることが求め

られており、かいだん広場整備においても、塗装工事実施の際に地位住民を集めて作業を

行った。 

 A．地鎮祭の実施 

 チームひろばのメンバーの御子息が取り仕切

り、仏式にて行われた。当日は、メンバー以

外に初黄・日ノ出町の両町内会の住民、設計

者、施行者が集まり、御祈祷が施された。 

  

 

B．工事の状況 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-6-1.地鎮祭の様子 

写真 2-6-2.基礎打設後 写真 2-6-3.木工事（大引き設置） 
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C．住民参加の塗装作業（ワークショップ） 

日時：8 月 6 日・7 日 13：00～16：00 

8 月 6 日はデッキ部分の下塗りを行い、時間を置いて上塗りを行った他、外構には砕石を

まき他のスタジオの外構と同様な仕上げとした。7 日は 2 度目の上塗りを行い仕上。塗装

工事には、黄金町バザール 2011 に来場された方も参加頂いた他、地域の方々に多く参加

して頂き、特に子供たちが積極的に参加した。 

  

 

 

写真 2-6-4.木工事（階段梁設置） 写真 2-6-5.木工事（床板張り合せ） 

写真 2-6-5.塗装ワークショップ-1 写真 2-6-6.塗装ワークショップ-2 

写真 2-6-7.塗装ワークショップ-3 写真 2-6-8.塗装ワークショップ-4 
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D．かいだん広場お披露目会の開催 

日時：8 月 14 日 17：00～19：00 

17：00 からセレモニーを開催し、チームひろばのメンバーの自己紹介から、リーダーの

小串氏のあいさつ、設計者である西倉氏のあいさつを行った。当日、参加して頂いたま

ち普請の審査委員である末永委員にあ

いさつ頂き、セレモニーは終了した。 

17：30 からは商店主の会による夜店が

出店し、黄金町バザール 2011 に来場し

た方や、地域の方、入居者等、160 名ほ

どの参加者があった。 

※商店主の会によるナイトバザールは   

2-4.の 2）を参照のこと 

 

2）まちのルールづくり－まちづくり協定策定に向けての検討 

 平成 21 年度から継続的に検討を進めてきた「まちのルール」を「まちづくり協定」とし

て策定し、今年度はその中身について町内会の役員に対してアンケート調査を実施した。

ここで得られた結果をもとに内容を精査し、再度町内会への説明を行い、初黄・日ノ出町

地域全戸に対してアンケート調査を行う予定である。その結果を受け、将来的には、地域

まちづくりルールとして横浜市の認定を受けることを目指している。本協定は、横浜市が

施行している「街づくり協議指針」を補完するものとして位置づけられる。街づくり協議

指針は、当該地域の建物新築行為を対象とし、その用途や住戸面積に対して規制、誘導を

掲げている。このルールは当該地域にて施行されてから 4 年が経過し、その効力が一定の

成果を発揮していることに関して、地域住民に認知されてきているが、一方で強制力が無

いことや、まちの生活に関するソフト面に対して規制、誘導する項目が無いことが課題と

なっていた。今年度実施された街づくり協議に伴う地元と施主（もしくは代理人）との協

議は、9 件となっており、その中で協議結果が地元に了承されないケースも出てきており、

より包括的なルールづくりが求められている。 

A．まちのルール（初黄・日ノ出町地区まちづくり協定）案 

まちづくりの理念 

（まちづくりの考え方） 

第１条 初黄・日ノ出町地区は、かつて多くの違法な小規模店舗が立地していたことで、

生活環境の悪化が地域の深刻な問題となっていました。しかし、平成 15 年以降、

地域と行政、警察、大学等の連携によるまちづくり活動の努力の結果、違法店舗

がほぼ一掃され、アートによるまちづくりも根付き始めています。この成果を踏

まえて、この地域を訪れる全ての人々が安全に安心して過ごせるまち、地域とア

ートが共存する魅力と活気に満ちたまちを実現していくことを目指します。 

写真 2-6-9.かいだん広場お披露目会 
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（まちづくりの基本方針） 

第２条 まちづくりの考え方を実現するため、基本方針を以下のように定めます。 

（１）まちの回遊性を高める 

・歩行者空間のネットワークを高め、大岡川沿い、京急高架下、平戸桜木線の間

を行き来できる空間を増す。 

・充分な幅員を確保し、広場をつくるなど豊かな歩行者空間を確保する。 

（２）まちのにぎわいを連続させ、特徴のある街並みをつくる 

・歩行者空間沿いには、物販、飲食などの店を連続させ、にぎわいをつくりだす。 

・問屋街の伝統を受けた特徴のある店を大切にするとともに、製造販売の店、ア

ーティストのスタジオやアトリエ等を誘導し、特徴のある街並みをつくる。 

（３）明るく見通しの良い、安全で安心な街並みをつくる 

・店の中や路地も見通しがきくまちをつくることで、安全・安心な環境をつくる。 

・夜も安心して歩ける適度な明るさのあるまちにする。 

・不法投棄などのごみがなく、よく管理された清潔なまちを維持することで、犯

罪の起こらないまちをつくる。 

・地域全体のバリアフリー化を進め、誰でも安心して歩けるまちにする。 

（４）魅力的な景観をつくる 

・小規模店舗の日除け型テント看板にかわるファサードをつくる。 

・アートやデザインを街並みに取り入れる。 

・街並みを花と緑で彩る。 

（５）お互いに交流し、マナーを守る暮らしやすいまちをつくる 

・様々な住民が、お互いに情報交換や交流する機会をつくる。 

・外国籍の人も、アーティストも、若い学生も、多様な人を受け入れ、お互いの

文化を尊重する多文化共生のまちをつくる。 

・ごみ出し、犬の散歩、自転車通行などの生活のマナーを周知し、お互いに住み

やすいまちをつくる 

（６）環境を大切にするまちをつくる 

・太陽光発電等、自然エネルギーシステムを積極的に取り入れる環境モデル地区

をめざす。 

・建物や敷地の緑化を積極的に行う。 

（７）大岡川等の自然や歴史を大切にする 

・大岡川、桜並木が見える場所を増やし、大岡川沿いに、憩いの場をつくる。 

・大岡川の水辺を活用し、水辺に近づける場をつくる。 

・大田陣屋、赤門通り、子の神社、日ノ出湧水などの歴史を生かす。 
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（まちづくりの推進組織） 

第３条 本協定を管轄する「初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会」は、まちづくりの推進

と本協定の適正な運用をはかるため、「まちづくり推進部会」において、次に掲

げる事項について関係者の意見を集約し、決定・実行するとともに、必要に応じ

て公共団体等関係団体、機関と連絡調整を行います。 

ア 本協定の内容および適用範囲に関すること。 

イ 建物の新築・増改築および改修・改装に伴う事前協議に関すること。 

ウ 道路等についての改修などの整備、維持管理に関すること。 

エ その他、本協定区域内のまちづくりに関し、必要と認める事項に関すること。 

（まちづくりの運営等） 

第４条 「まちづくり推進部会」は、協定の円滑な運営に努めるとともに、本協定を広く

周知徹底し、多方面の人々の意見やまちの声を反映させるよう柔軟な対応をする

こととします。 

  ２ 本協定の改定は、「まちづくり推進部会」で改正案をまとめ、「初黄・日ノ出町環

境浄化推進協議会」の総会で決議することとします。 

（適用区域および対象） 

第５条 本協定書は、「初黄・日ノ出町街づくり協議地区」全域を適用区とし、当該区域内

のすべての地権者及び住民・事業者が本協定の対象となります。 

  ２ 本協定適用区域内において、建物の新築・増改築、改修・改装等を行う場合は「ま

ちづくり推進部会」に事前協議等の届け出を行うものとします。 

建物・敷地等に関するルール 

（建物の用途について） 

第６条 区域内の用途を次のように定めます。 

（１）平戸桜木線沿い、大岡川沿いの建物の１階部分は、極力商業施設とします。 

（２）区域内には製造販売、アトリエ・スタジオなどの用途を積極的に導入します。 

（３）平戸桜木線等の幹線道路沿い、大岡川沿いの建物の１階部分を駐車場、駐輪場とすることは、

できるだけ避けてください。 

（４）風紀を乱すなど周囲に迷惑を及ぼす用途は禁止します。 

（壁面後退について） 

第７条  

（１）平戸桜木線沿いの建物の１階部分は道路から１．５ｍの壁面後退を行います。 

（２）大岡川沿いの建物の１階部分は、できるだけ道路から 0.5ｍの壁面後退を行います。 

（３）大規模な敷地の場合は、できるだけ広場（ポケットパーク）を設け、あるいは後退幅を大き

くしてください。 
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（建物のデザイン・色について） 

第８条  

（１）区域内で過去のまちを想起させるような色彩の使用は、避けることとします。 

（２）高架沿いの路地に面した建物は、主要出入り口が他にある場合も、路地の賑わいづくりのた

め、路地側にも出入り口を設けてください。 

（３）建物の１階部分の店舗等の道路に面した壁面はできるだけ透明なガラス面とし、内部が見え

るようにしましょう。 

（４）建物または敷地内に、道路への照明を設けましょう。 

（敷地内通路等） 

第９条 敷地規模 1,000 ㎡以上の大規模な開発においては、敷地内に公開の通り抜け通路

を積極的に設け、地域の回遊性向上に寄与しましょう。 

（看板） 

第１０条 日除け型テント看板を禁止します。かわりの看板または日除けの設置にあたっ

てはまちづくり委員会の意見を聞くこととします。 

（建物・敷地の緑化） 

第１１条 道路に面した敷地または建物の壁面、ベランダ等は積極的に緑化しましょう。 

（設備） 

第１２条 太陽熱発電等自然エネルギーシステムを積極的に導入しましょう。 

暮らしや活動に関するルール 

（安全性の確保） 

第１３条  

（１）防犯パトロールなど、地域の安全・安心の活動に積極的に参加しましょう。 

（２）歩道上の自転車通行を禁止し、違法駐車・迷惑駐輪をなくすようつとめましょう。 

（コミュニティの形成） 

第１４条  

（１）隣近所であいさつをかわし、顔見知りを増やしましょう。 

（２）この地域では、マンション、アパート等へ、町内会や協議会情報のポスティングを

行うことができます。 

（３）町内会に加入し、域の行事・交流会等へ積極的に参加しましょう。 

（環境保全） 

第１５条  

（１）ゴミ出しのルールを守り建物周辺を清掃し、清潔に保つよう努めましょう。 

（２）犬の糞の始末などのマナーを守りましょう。 

（賑わいづくり） 

第１６条 各店舗、飲食店、製造者は、アーティスト等と連携し、この地域の名物をつく

るよう努めましょう。 
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安心して歩

ける街に

なった

45%人通りが少

なく賑わい

に欠ける

28%

アートによ

るまちづく

りが浸透し

てきた

19%

まだ、以前

のような街

に戻る心配

がある

8%

問1 まちの変化とその評価について

      以上の文面をもとに、まちづくり協定案に関するアンケート調査を初黄・日ノ出町の両

町内会役員に対して実施した。本協定案の特徴は、平成 20 年度から実施されてきたまちづ

くりワークショップにて出された意見を基としており、コンセプトとして第 2 条のまちづ

くりの基本方針として集約されている。また、このルールの対象は第 5 条の適用区域及び

対象にて定め、「建物の新築・増改築、改修・改装等を行う場合」とし、それらの行為が行

われる前に協議を必要としている。新築のみではなく、増改築や改修、改装に関してもル

ールを適用させることで、違法風俗店舗化していくことを未然に防ぐ狙いがあるが、実際

の運用に際してはどこまで実行できるか疑問視する意見もある。さらに、第 6 条では、用

途に対してアーティストのアトリエやスタジオ、製造販売を行う独創的な店舗の誘導と風

俗営業用途に対する規制といった誘導と規制の両方を示している他、第 10 条では、日よけ

型テント看板の禁止を定め、以前の風俗店街へ戻らない仕組みとしている。 

 

B．まちづくり協定案に関するアンケート調査－結果・町内会役員編－ 

配布日：平成 23 年 11 月 13 日（日ノ出町町内会）・15 日（初黄町内会） 

回収日：平成 23 年 12 月 22 日 

回収枚数：26 枚（内訳：日ノ出町町内会 11 枚、初黄町内会 14 枚、不明 1枚） 

調査結果 

属性 

－性別 男性：12 名、女性：9名、ノーマーク：5名 

－年齢層 30～40 歳代：1名、50～60 歳代：13 名、70 歳以上：10 名、ノーマーク：2名 

 

問 1  

初黄・日ノ出町地区では、平成 17 年

の神奈川県警によるバイバイ作戦以

降、地域、県警、行政が一体となった

まちづくりを続けてきました。この間

のまちの変化とその評価について、ど

う思いますか。２つまで○をつけてく

ださい。 

【その他の意見】 

・街全体が暗い 

・高架下周辺を明るく 

・イベント時以外は人が少ない 
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店舗や飲食

店の多い賑

やかなまち

21%

アートやも

のづくりを

強調した個

性あるまち

17%

大岡川など

の自然や歴

史・文化が

感じられる

まち

21%

家族で安心

して住め

る、生活環

境が整った

まち

41%

問2 将来どんなまちになったら良いか

とてもよ

い

38%

よい

35%

どちらで

もない

11%

あまりよ

くない

8%

よくない

0%

ノーマー

ク

8%

問3 第2条まちづくりの基本方針

問 2 

初黄・日ノ出町地区が、将来どんな街

になったら良いと思いますか。 

２つまで○をつけてください。 

 

【その他の意見】 

・商業地域だから商売の成り立つ町に 

・商業的に成り立つように考える 

・全て揃った街 

 

 

 

 

 

問 3 

第２条では「まちづくりの基本方針」として７項目を定めています。これについてどう思

いますか。 

１つに○をつけ、理由を書いて下さい。 

良い+とても良い:73％ 

【理由】 

あまり良くない 

アーティストのスタジオやアトリエ等を

誘導し、特徴ある街並みは、年配のお客

さんの多いうちの店としてはメリットが

無い。 

良い  

 実行出来るように進めて頂きたい 

とても良い 

安心安全でそして誰もが行ってみたい、住んでみたい街になるための基本的考え方とな

っているから 

来た人が来て良かったと思って貰うのが一番だと思うから 

万里の長城の様にガード下が鉄板で囲われている。なくなればもっと良い 

コンセプトと合っていると思う 

ノーマーク 

 理想的なことが書かれていますが、経済的に可能なのか心配 
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とても

よい

31%

よい

35%

どちらでも

ない

11%

あまりよく

ない

8%

よくない

0%

ノーマーク

15%

問4 第6条建物用途について

とてもよい

19%

よい

34%どちらでも

ない

31%

あまりよく

ない

4%

よくない

4%

ノーマーク

8%

問5 第7条壁面後退について

問 4 

第６条では建物の用途について定めています。これについてどう思いますか。 

１つに○をつけ、理由を書いて下さい。 

良い+とても良い:66％ 

【理由】 

あまり良くない 

 アトリエ・スタジオはあってもい

いが、アーティストが多いまちは

一般のお客さんに受け入れられ

るだろうか 

良い 

 商業施設として成り立つか疑問 

 良いとは思うが駐車スペースが他に取れるかどうかで来訪者に影響があると思う 

 配置は良いが駐車、駐輪の方法も考えた方がよい 

とても良い 

 商業地区として家並みの連続が必要 

 まちづくりの基本方針を浸透させる為の大切な項目となる 

 悪い環境に戻らないようにする 

  

問 5 

第７条では壁面後退について定めています。これについてどう思いますか。 

１つに○をつけ、理由を書いて下さい。 

 

良い+とても良い:53％ 

【理由】 

良くない 

 難しい、費用がかかる 

あまり良くない 

 ポケットパークにホーム      

レスがいないようにして 

ほしい 

良い 

 出来るなら景観上良いと思う 

 大規模の目安はいくつか 

とても良い 

 防災面とゆとり空間がほしい 

 歩道が良くなれば安心して歩くのに良いかと思う 



87 
 

とてもよい

31%

よい

31%
どちらでも

ない

27%

あまりよ

くない

0%

よくない

0%

ノーマーク

11%

問6 第8条建物のデザイン・色について

とてもよ

い

35%

よい

38%

どちらで

もない

15%

あまりよ

くない

0%

よくない

0%

ノーマー

ク

12%

問7 第9条敷地内通路について

 安心してゆっくりと廻りを見て歩けると思う 

どちらでもない 

 他人の敷地の場合は難しいのでは 

 定めても長い間まとまらない 

問 6 

第８条では建物のデザイン・色について定めています。これについてどう思いますか。 

１つに○をつけ、理由を書い

て下さい。 

良い+とても良い:62％ 

【理由】 

良い 

 統一できればよい 

 品格と安心感が必要 

 集客にはある程度の色彩

も必要かも 

 楽しくなる色合い 

とても良い 

 きれいな町を目指すには取り入れた方がよい 

 ルールとして徹底されたい 

 川沿いからも路地側からも開放的な雰囲気になればもっと良い 

 安全・安心のため 

 道路への照明は特に安心感が持てる 

どちらでもない 

 （1）（2）（3）は特に難しい、防犯上もむずかしい 

 （1）の定義が不明確 

問 7 

第９条では敷地内通路等について定めています。これについてどう思いますか。 

１つに○をつけ、理由を書いて下さい。 

良い+とても良い:73％ 

【理由】 

良い 

 通路にホームレスがこないようにし

てほしい 

 回遊性が出来て良いと思う 

とても良い 

 難しい部分はあるが、特に  
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とてもよい

16%

よい

46%
どちらでも

ない

15%

あまりよく

ない

4%

よくない

0% ノーマーク

19%

問8 第10条日よけ型テント看板禁止について

とても

よい

38%

よい

46%

どちらでも

ない

4%

あまりよく

ない

0%

よくない

0%
ノーマーク

12%

問9 第13条～16条暮らしや活動について

平戸桜木線と川の通行がで   

きるようになるのは良い 

問 8 

第１０条では看板について定めています。これについてどう思いますか。 

１つに○をつけ、理由を書いて下さい。 

良い+とても良い:62％ 

【理由】 

良い 

 定義を設けてほしい 

 時によっては看板も必要と  

なるのでは 

とても良い 

 逆戻りしないためにも重要  

なルールと考える 

問 9 

第１３条〜第１６条では暮らしや活動に関するルールとして、「安全性の確保」「コミュニ

ティの形成」「環境保全」「賑わいづくり」の４項目について定めています。これについて

どう思いますか。 

１つに○をつけ、理由を書いて下さい。 

良い+とても良い:84％ 

【理由】 

良い 

 歩道上の自転車走行は運 

転者のモラルにもよる。 

制 限速度を設けてはどうか 

とても良い 

 実行して頂きたい 

 生活上の重要要素と思います 

 地域全体が顔見知りであいさつから始まり助け合う気持ちが強くなることを願います 

 気持ちよく暮らす基本 

 隣近所付き合い、昔の向こう三軒両隣を大切にしたいと思う。大きな災害の時などは特 

に大切 

問 10 

このほか、ルール案全体を通じて気になる点がありますか。１つに○をつけ、具体的な内

容を書いて下さい。 
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特に問

題ない

46%

気にな

る点が

ある

27%

その他

4%

ノー

マーク

23%

問10 ルール全体について

導入が必

要

62%

よくわか

らないの

で即答で

きない

23%

ノー

マーク

15%

問11 ルール導入について

【気になる点】 

・日よけはこれなら素晴らしいというデザインを   

具体的にサンプルとして提示すると良い 

・地域の住人、企業と全く関係の無い所で、土地 

建物が売買や賃貸される場合の対応 

・全てにおいて難しいのでは 

・内容は理想的であるが全員の同意が難しい 

・コンセプトは理想的な商空間を目指しているの 

だが、真の人的交流が盛んになるまでは時間が 

かかる。孫子の世代にプラスの遺産を残すこと 

が良しとしても、人々が行きかう賑やかな町が 

早く出来ればと思ってしまう 

  

問 11 

当協議会では、このようなまちのルールの導入が必要と考えています。これについてどう

思いますか。１つに○をつけてください。 

【理由】 

導入が必要 

 明るいまちにするため 

 

 

 

 

 

問 12 

その他、ご意見・ご提案があればお書き下さい。 

・文章のみではなかなかイメージしづらい。 

・まちがクリーンになったことは喜ばしく思うが中区は年配者も多く横浜には年配者が楽

しめるまちが無い感じなので若者と共存出来るまちを考えて欲しい 

・新築の場合は役に立つが改装の場合は知らないうちに違反されてしまうのではないか 

・ぜひ横浜市の認定が受けられる様に頑張ってください 

・売春による賑やかな町が変身するのだから一定の線引きは必要 

・ゴミを夜中に不法投棄されるので困っている（曜日を守らない）マンションの自転車を

歩道に置かないでほしい 

・私たち町内のことを考えてくださることに感謝の気持ちでいっぱいです。年配者にはア

ートはちょっと理解しにくいものがあります 
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3）京急高架下新スタジオ整備の推進 

横浜市と京浜急行が協働し、黄金橋から末吉橋までの区間の高架下に新スタジオを建設

するという方向が示され、昨年度地域住民を含め検討を行った。高架下に新たにつくられ

るスタジオとして必要な機能は、地域住民を中心に進められたマスタープランの検討によ

って導き出された。設計を依頼する建築家の選定は、横浜市と NPO の理事を中心に検討さ

れ、横浜市内に事務所があり、かつ大学等で教鞭を持つ人材を選出した。高架下新スタジ

オは敷地の全長が約 100ｍあることから、4 つの敷地に分割し、それぞれに施設の機能を配

置する分棟型のスタジオ整備を実施した。分節化された敷地全体の外構はランドスケープ

アーキテクトを選出し、一体的な整備を行う予定である。4 つの施設は 4 組の建築家によっ

て設計され、計画案を地域住民に対して提案し意見交換を行いながら進めた。その内、今

年度は、黄金町バザール 2011 開催に向けて先行していた 2 棟（siteA と D）の建設を進め

た。残る 2 棟は計画案の再考を経て今年度中には着工し、来年度の黄金町バザール 2012 に

向けて建設を進める予定となっている。 

 

A．総合定例会議への参加  

昨年の 3 月に着工して依頼、総合定例会議に出席し、工事の進捗状況を把握すると共に、

利用者としての立場で詳細部分の決定を行った。特に使い勝手を重視し、コストとの兼ね

合いから、最適な状態となるよう設計者、施行者とともに定例会議以外においても、打合

せを行った。 

・第 1 回総合定例会議 平成 23 年 3 月 16 日 

 震災の直後に開催。全体的な工程と資材の調達難について施行者より説明 

・第 2 回総合定例会議 平成 23 年 3 月 30 日 

 かいだん広場との工事区分の調整とトリエンナーレ期間における仮囲い位置について 

・第 3 回総合定例会議 平成 23 年 4 月 13 日 

 siteA と D の使用開始時期と工事の行程の調整 

・第 5 回総合定例会議 平成 23 年 5 月 17 日 

 全体の工程に遅れなし、個別に siteA の建具について変更協議 

・第 6 回総合定例会議 平成 23 年 5 月 30 日 

 6 月 11 日現場見学会の実施告知、工事終了後の撤収時期と作品搬入時期について調整 

・第 7 回総合定例会議 平成 23 年 6 月 14 日 

 工期の最終日確認 

・第 8 回総合定例会議 平成 23 年 6 月 28 日 

 今後建設予定のスタジオとの関係調整 

・第 9 回総合定例会議 平成 23 年 7 月 12 日 

 検査日、引渡日程について確認 
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B．工事現場見学会の実施 

地域、建築家、行政、NPO が一体となって検討を続けてきた高架下新スタジオの内、2

棟がヨコハマトリエンナーレや黄金町バザール 2011 の開催に向けて工事が進み、建て方終

了時に見学会を実施した。見学会の対象は継続的に検討を行ってきた地域の方を対象とし、

また当日は、各棟の設計を担当している建築家から設計内容について解説を行った。 

▪見学会概要 

・日時：2011 年 6 月 11 日（土）12：00~13：00 ・参加者：16 名 

C．竣工・引渡 

平成 23 年 8 月 5 日に竣工し同日引渡を受けた。引渡後は早急に黄金町バザール 2011 開

催に向けて siteA はギャラリーや直営店（バザール・バザール）の設営を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-6-10.設計者による説明 写真 2-6-11.現場内での説明 

写真 2-6-12.バザール期間中の siteA ギャラリー- 



92 
 

D．Ⅱ期整備に向けての検討 

 Ⅰ期工事で 2 棟が竣工し、残り 2 棟の整備に向けて施設の配置計画を再度検討した。特

に、回遊性を高めるために路地からのセットバックや 2 つの建物の位置をずらすなど操作

を行った。整備を迎える 2 つの棟は、工房棟とテナント棟であり、既存の 2 棟との機能的

な繋がりを考慮し、siteD の集会所の隣には、工房棟を配置し、ワークショップなどの機会

において連動出来るようにした。また、ギャラリーやショップがある siteA の隣には、テナ

ント棟を配置し、商業的な性格を帯びた施設の連続を創出した。 

 

配置計画では、Ⅰ期整備の時に定めた下記のコードを基に再編成した。 

 

[Code1] 裏表をつくらない 

東西の通りに対して共に開き、極力裏になる空間を避けることとする。設備関係の配置

によっては、裏となるイメージの空間が出てくる可能性があるが、極力そうしたイメー

ジを持たせない工夫を行う。 

[Code2] 回遊性を確保する 

東西の通りをつなげる空間を設けることによって、人の回遊が可能な空間づくりを行う。 

[Code3] つながるスタジオ 

各スタジオを連携して使用することが可能なように、対面するスタジオ間の出入り口に

ついては、場所をあわせる。また、施設の開館時には敷地の妻側から妻側へ通り抜けら

れるよう工夫する。 

[Code4] まちにはたらきかける建築 

周辺のまちなみを意識し、対面する施設などとの連携、人の流れを意識した設計とする。 

[Code5] 人が溜まる仕掛け 

スタジオ B、C 棟間の通路や、道路沿いの空間に小さくとも人の溜まりができるスペース

を設置する。 

図 2-6-1.siteB・C 配置計画図
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[Code6] まちがギャラリー 

それぞれのスタジオにおいて、東西の道路や通路空間に面する場所に映像インスタレー

ションやアートワークのためのスペースを積極的に確保する。 

 [Code7] まちへの見通しをつくる 

安全安心のまちづくりに寄与するために、通りや、人の溜まりとなる空間などに対して、

視線を確保する（必ずしも、全面的に透過性のある外壁とする必要は無い。） 

[Code8] 光の演出 

高架や施設のライトアップ。また、通りの夜間の照度確保を行う。 

[Code9] まちの顔をつくる 

黄金橋側のまち普請広場、末吉橋側のエントランススペースを通りへの導入空間とする

と同時に、街のイメージをつくる空間整備を行う。 

 

現在の siteB・C の計画案（模型写真） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-6-13 

siteC 工房棟模型写真 

写真 2-6-14 

siteB テナント棟模型写真 
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3.広報活動と活動の記録 

3-1.広報 

1）情報の収集と発信方法 

当地域では、NPO の活動の他、地域の町内会が主催するイベントや、入居者が自主的に

行うイベント、また、協議会の活動等様々な活動が年間に存在している。その他にも、創

造界隈の各拠点施設が実施するイベントもあり、それらを統括的に情報集約し、的確に発

信していく機能が求められている。 

A．情報収集 

情報の収集はそれぞれ情報の発信別に下記の方法がある。 

・町内会関係 

2 つの町内会の役員会に毎月出席し、活動の広報を行う傍ら、次月等に行われる町内会の

イベント等の情報を収集する。日ノ出町町内会は毎月 13 日 19：00 から、初黄町内会は

毎月 15 日 20：00 からとなっており、その場にて調整も行われる。 

・協議会関係 

まちづくりニュースを毎月発行していることから、記事として載せるイベント等を協議

会メンバーと打合せし、発行の前月中に情報収集を行う。 

・入居者関係 

毎月第 4 火曜日に開催されている入居者連絡会議にて、次月のオープンスタジオにおい

て、ワークショップやイベントを実施する際は申し出てもらうようにし、情報の収集の

集約化を図っている。 

・他団体関係 

 基本的にはチラシやポスター等を持ち込んでもらう。 

B．発信方法 

収集された情報は下記の方法にて発信している。 

・まちづくりニュースの発行 

毎月 1 日に発行しているまちづくりニュースは、協議会との共同制作となっており、A3

サイズ両面フルカラーで制作している。制作枚数は、黄金町バザール等の大きなイベン

ト期には 10,000 部用意し、通常より増刷するが、概ね 3,000 部程度の制作枚数となって

いる。次表は、平成 23 年 6 月号の実績において、配布した先とその部数について記述し

ている。事務局での保管と、協議会の定例会、役員会などで配布する部数を除いた配布

部数となっている。また、最近では、新聞の折り込みとしても配布している。 
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印刷物 サイズ 発行部数 
配布先内訳 

市内配布 市内文化施設 市外配布 

32 号 4 月 1 日発行   1,500 部 1315 110 0

33 号 5 月 1 日発行   2,000 部 1725 80 0

34 号 6 月 1 日発行   3,000 部 2202 300 300

35 号 7 月 1 日発行 A3 4,000 部 2289 320 0

36 号 8 月 1 日発行 変形 6000 部 2200 1020 0

37 号 9 月 1 日発行 A3 10,000 部 2072 1270 600

38 号 10 月 1 日発行 A3 10,000 部 2072 1400 0

39 号 11 月 1 日発行 A3 6,000 部 3423 1590 0

40 号 12 月 1 日発行 A3 4500 部 1688 600 1510

41 号 1 月 1 日発行 A3 3000 部 1768 570 0

 表 3-1-1.まちづくりニュースの印刷枚数と配布状況 

表 3-1-2 配布先及び枚数一覧（平成 23 年 6 月号実績 印刷枚数：3,000 部） 

NO 配布先 配布部数 

1 初黄町内会 60 

2 日ノ出町町内会 60 

3 赤英町内会 40 

4 東小学校 300 

5 黄金町駅 100 

6 日ノ出町駅 100 

7 日之出町郵便局 50 

8 飛鳥学院 25 

9 神奈川県タクシー協会 25 

10 中法人会 50 

11 BankART1929 50 

12 Kogane-X Lab. 50 

13 中区役所 50 

14 横浜市都市整備局 60 

15 横浜市文化観光局 50 

16 NPO 正会員 21 

17 NPO 賛助会員 92 
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18 ヨコハマ創造都市センター 10 

19 野毛 Hanahana 10 

20 中村地区センター 20 

21 吉野町市民プラザ 20 

22 不老町ケアプラザ 20 

23 横浜美術館 50 

24 nitehiworks 20 

25 シネマジャック＆ベティ 20 

26 にぎわい座 20 

27 象の鼻テラス 30 

28 北仲スクール 30 

29 地域店舗 39 

30 聖母幼稚園 120 

・地域の回覧板と掲示板の活用 

オープンスタジオや展覧会等のイベント、まちづくりワークショップ等の告知に関して

は、まちづくりニュースの他に、チラシを制作し、地域の回覧板に入れてもらう他、初

黄・日ノ出町町内会及び協議会が設置している 12 箇所の掲示板に掲示することで、情報

発信を行う。 

・ホームページ 

 地縁的な範囲ではなく、より広域的な範囲を対象に情報発信を行うことができるホーム

ページは月に 2～3 回更新している。黄金町バザールを行う際は、特設サイトを設置し、

黄金町バザールのみの情報を発信している。 

  アクセス数 ページビュー 

4 月 4,550 17,329 

5 月 8,517 35,408 

6 月 7,204 24,756 

7 月 7,739 28,881 

8 月 18,855 80,761 

9 月 27,344 100,943 

10 月 21,466 86,354 

11 月 10,620 34,516 

12 月 3,952 8,576 

 表 3-1-3.ホームページへのアクセス数とレビュー数 
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また、地域資源発掘隊によるリサーチから見えてくるまちの情報に関しては、 

KOGANECHO CHRONOCLE として特設サイトを用意している他、入居者公募につい

ても特設サイトを設け、短期的な施設利用を求めるひと、長期的な施設利用を求める人

など利用目的によって分けることで情報にアクセスしやすい環境整備を行っている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1.黄金町バザール 2011 特設サイト 

図 3-1-2.入居者公募特設サイト 
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・メールニュースの配信 

 月に 2～3 回、アドレスを登録している方へ、メールニュースの配信を行っている。特に

オープンスタジオについての情報やサポーター協力などの情報、展覧会やイベント情報

を発信している。登録アドレス件数は、1745 件となっている。 

 メールニュースのアドレス登録数と配信回数（平成 23 年 12 月末） 

登録数 1,745 件 

配信回数 25 回 

 表 3-1-4.メールニュース配信先アドレス登録数と配信回数 

・ツイッターの利用 

 まちの情報をリアルタイムに発信できるツールとしてツイッターを利用している。フォ

ロアーは 1980 人となっており、毎日ツイートしている。 

 ・ブログ 

 実施したイベントの状況を伝え、今後のイベント情報を写真や文字で発信することでき

るツールとしてブログを利用している。週に 1～2 回の更新を行い、一日の平均ビューは

300 回となっている。 

C．広報協力 

 NPO が発信する情報を他団体の広報協力を通じてより広域的にかつ、様々なひとに周知

してもらうことを目指している。今年度は下記の様な協力を得ることができた。今後も

創造界隈の拠点間連携及び企業との連携を深め、より強固な協力体制を構築していくこ

とを目指す。 

・ST スポット：メールマガジン 1 回 

・ヨコハマ創造都市センター：YCC メールニュース 6 回 

・京急電鉄：共同プレスリリース 2 回 

      全駅ポスター掲示 100 部 

      車両内中吊り広告 5,000 部 
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図 3-1-3.京急によるプレス発表資料（入居者公募に関して） 
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2）メディア出演・掲載と視察対応実績 

A．メディアへの出演・掲載 

今年度のメディア等への出演・掲載件数は、平成 23 年 12 月末までの実績として、109

件あった。それらの内訳は図 3-1-4 が示す通り雑誌が 21％でトップであり、新聞や web へ

の掲載が次に多い結果となった。次いで、フリーペーパー、ラジオ、テレビとなっている。

その他の中身は、OPENYOKOHAMA のガイドマップやヨコハマアートナビなどへの掲載

件数をまとめたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年度は掲載件数が 67 件であり、今年度の実績 109 件と比較すると約 1.6 倍に増加

した。また、割合としては、WEB への掲載が飛躍的に増加し、雑誌も次いで 2010 年度に

比べると増加している。新聞に関しては、割合として減少しているが、数量的には 3 件の

減少であり、掲載件数の増加とは比例せず、毎年同様な件数の取材を受けている。また雑

誌掲載における 2011 年度の掲載件数は 23 件あり、その内黄金町バザール 2011 関連の掲載 

図 3-1-4 

2011 年度 

メディア掲載 

内訳 

図 3-1-4 

2010 年度 

メディア掲載 

内訳 

図 3-1-5 

2010 年度 

メディア掲載 

内訳 



2011年度メディア掲載一覧

NO 掲載日(発行
日)

媒体名 種別 記事タイトル

1 2011/4/1 ぴあMOOK 横浜食本 雑誌 黄金町アートによるまちづくり

2 2011/4/1 暮らし快適 季刊誌 自分と向き合うかおれからのステージ　山崎洋子さん

3 2011/4/1 ハマジン フリーペーパー 偶然の本との出会いを大切に。カフェ内に図書館を併設

4 2011/4/5 シティリビング　No.633 フリーペーパー 日常の延長にある非日常　体感できる横浜のアート「竜宮美術旅館」

5 2011/4/21 リビング　横浜東　1746号 フリーペーパー 商店街特集　アートの街　黄金町・日ノ出町

6 2011/4/23 ART NEWS RELEASE web 黄金町バザール2011参加アーティスト募集

7 2011/5/12 ART it web 公募情報（黄金町、アサヒ、代官山、別府）

8 2011/5/13 ヨコハマ・アートナビ web
黄金町バザール2011参加アーティスト募集中！5/14に会場下見と説明会を行
います

9 2011/5/17 散歩の達人 雑誌 駅ぶらりんこ

10 2011/5/21
ぶらっと散策コース横浜
（K&Bパブリッシャーズ）

雑誌 黄金町バザールに参加しよう

11 2011/6/9
タウンニュース中区・西区版
No.273

ミニコミ紙 芸術家の仕事場を見学　訪問ツアー参加者募集

12 2011/6/10 アートコレクター 雑誌 今年も黄金町バザール開催

13 2011/7/1 美術手帖 vol.62 雑誌 ART NAVI 黄金町バザール2011

14 2011/7/3 テレビ神奈川　 テレビ カナフルTV

15 2011/7/6 YOKOHAMA CAFÉ BOOK 雑誌 アート×カフェ　L CAMP

16 2011/7/6 ヨコハマ・アートナビ web 黄金町バザール　まちをつくる「こえ」

17 2011/7/9 昭和大学広報誌「EDUCE」 フリーペーパー ヨコハマクリエイディブシティ　黄金町エリア

18 2011/7/11 カロンズネット web 黄金町バザール「まちをつくるこえ」

19 2011/7/27 コムコム.com web アートによる街再生『黄金町バザール2011』

20 2011/7/27
タウンニュース中区・西区版
No.281

ミニコミ紙 街をアートで彩る夏　黄金町と野毛でイベント

21 2011/7/28 リビング　横浜東　1756号 フリーペーパー
アートで横浜を遊ぼう！　未来も過去も、ヨコハマにある特別連携プログラ
ム

22 2011/7/31 公益財団法人トヨタ財団 web
イベント・シンポジウムのお知らせ
「黄金町バザール2011」開催（地域社会プログラム）

23 2011/7/31 ノジュール vol.58 雑誌 アートが変える”街”と”ひと”　アートでまちを再生する試み

24 2011/8/1 広報よこはま　なか区版 No.166 広報よこはま アートと地域の共存イベント　黄金町バザール2011

25 2011/8/1 広報よこはま　市版　８月号 広報よこはま
ヨコハマトリエンナーレ２０１１　特別連携プログラム　黄金町バザール
2011

26 2011/8/3 朝日新聞 新聞 黄金町を舞台に内外３０組が作品

27 2011/8/4 横浜ウォーカー　No.16 雑誌 黄金町バザール2011

28 2011/8/6 OPEN YOKOHAMA前期ガイドマップ その他 特別連携プログラム　黄金町バザール2011

29 2011/8/11 OZmagazine No.473 雑誌
特別連携プログラム＆関連イベント
制作から展示まで日々変わりゆくアートを楽しむ街

30 2011/8/20 リビング　横浜東　1757号 フリーペーパー 黄金町バザール2011

31 2011/8/20 美術手帖　vol.63 雑誌 黄金町バザール2011

32 2011/8/20 CitylivingNo.642 フリーペーパー 黄金町バザール2011

33 2011/8/20 ベリーマガジンvol.46 フリーペーパー ART 黄金町バザール2011　まちをつくるこえ

34 2011/8/23 西日本新聞 web スカイプで作陶中継　上野焼きの渡さん

35 2011/8/23 横浜ウォーカー No.17 雑誌 街をあげて進行中　大岡川沿いでアート三昧

36 2011/8/23 ヨコハマ・アートナビ フリーペーパー
ヨコハマトリエンナーレ２０１１　特別連携プログラム　黄金町バザール
2011

37 2011/8/25 地域創造レター9月号　No.197 フリーペーパー 地域通信　横浜市　黄金町バザール2011

38 2011/8/26 散歩の達人　No.186 雑誌 街全体がアート空間に！『黄金町バザール２０１１』開催

39 2011/8/26 OZmall web
今日のOZネタ！ 街のあちこちでアートを発見できるお散歩型イベント、
黄金町バザール2011を開催

40 2011/8/27 テレビ神奈川 テレビ カナフルTV

41 2011/8/27 Fmyokohma ラジオ ハマNAVI！　黄金町バザール2011

42 2011/8/28 Fmyokohma ラジオ 横浜市広報ラジオ番組「YOKOHAMA My Choice！」

43 2011/8/28 北海道新聞 新聞 美術ウェーヴ　奇抜な企画　国際展に彩り

44 2011/8/30 ハマジン　vol.24 フリーペーパー 特別連携プログラムへ行こう！

45 2011/8/31 空から日本を見てみよう テレビ　テレビ東京 京急線2時間SP

46 2011/9/1 ぶらぶら美術館・博物館 テレビ　BS日テレ ヨコハマトリエンナーレ2011

47 2011/9/1 ぬりえぽん　vol.4 フリーペーパー
おこさまかんげい　黄金町バザール2011　黄金町エリアマネジメントセン
ター

48 2011/9/1 ヨコハマ・アートナビ vol.154 その他 ヨコハマ・アートナビ独占インタビュー　さとうりさ

49 2011/9/2 日本経済新聞 新聞 黄金町にアート新拠点

50 2011/9/3 読売新聞 新聞 黄金町、アートで活性化

51 2011/9/8 朝日新聞 新聞 黄金町変身へ新スタジオ開業　京急高架下、集会場や「かいだん広場」

52 2011/9/10 att Yokohama フリーペーパー Hinodecho / Koganecho

53 2011/9/13 神奈川新聞社　カナロコ web 【動画ニュース】黄金町バザール2011を紹介

54 2011/9/14 ラジオ日本 ラジオ ヨコハマオンリーワン「ヨコハマロハス」 黄金町バザールに行こう！

55 2011/9/14 毎日新聞 新聞 黄金町バザール：京急の高架下で始まる　横浜市長があいさつ

56 2011/9/14 産経新聞 新聞 かつての風俗街に「アートな屋台」登場　横浜・黄金町バザール

57 2011/9/15 神奈川芸術プレスVol.102 フリーペーパー
横浜・山下町周辺のアート・コンサートピックアップ
黄金町バザール2011「まちをつくるこえ」

58 2011/9/15 タウンニュース中区・西区版　 ミニコミ紙 各店自慢の逸品を販売　黄金町「ナイトバザール」

59 2011/9/17 西日本新聞 新聞 キャラバン筑豊PRへ　作兵衛や上野焼・・・芸術テーマに

60 2011/9/17 広報よこはま　南区版 広報よこはま 近場で楽しむアートな一日

61 2011/9/20 mirea web アートのそよかぜ　（志村信裕インタビュー）
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62 2011/9/20 mirea フリーペーパー 教えて、ホズミン！　注目のアート作品が目地を押し！黄金町バザール2011
へGO

63 2011/9/20 広報よこはま　なか区版9月号 No.167広報よこはま 10/9は周辺エリアでもさまざまなイベントが　黄金町バザール

64 2011/9/20 相模原市幼稚園協会誌 フリーペーパー
ヨコハマ野毛山から、ぶらり黄金町へ　「どうぶつ」と「アート」で一日散
歩 黄金町バザール2011

65 2011/9/22 Hanako No.1003 フリーペーパー 黄金町の「アートによる町の再生」とは!?

66 2011/9/26 Japan Design Net web 黄金町バザール2011「まちをつくるこえ」

67 2011/9/26 産経新聞 新聞 秋の味覚に感謝を込め　黄金町で気仙沼産サンマ定食

68 2011/9/27 毎日新聞 新聞 芸術・文化PR横浜へキャラバン隊

69 2011/9/29 タウンニュース中区・西区版　 ミニコミ紙 秋の味覚で交流を楽しむ　黄金町隣人祭り

70 2011/10/1 CINRA.NET web
ヨコハマカルチャーガイド　街から生まれるクリエイティブ
vol.6富永昌敬（映画監督）とNeat's（アーティスト）が行くディープ・ヨ
コハマ

71 2011/10/1 ラジオ日本 ラジオ ヨコハマろはす　ヨコハマオンリーワン　黄金町バザールに行こう！

72 2011/10/1 BS日テレ テレビ 吉澤ひとみの＋トレンドよっすぃーナビ

73 2011/10/3 神奈川新聞 新聞 iバザール　秋！親子でアート散歩　黄金町バザール

74 2011/10/3 NHK横浜 ラジオ 中継！かながわ鉄道沿線さんぽ〜日ノ出町・黄金町

75 2011/10/4 西日本新聞 新聞 キャラバン隊出発

76 2011/10/4 TBS テレビ 王様のブランチ「トレンド＠ちゃんねる横浜特集」

77 2011/10/5 神奈川新聞 新聞 炭鉱の「記憶」鮮やかに

78 2011/10/5 読売新聞 新聞 芸術家集団アイアートレボ　キャラバン、横浜へ出発

79 2011/10/5 U -MAGAZINE 雑誌 （香港経済日報系の人気旅行雑誌）

80 2011/10/5
NTT東日本
「こちらひかり情報局地域Press」

web 神奈川発！　ちょっと足をのばして「黄金町バザール2011」へ

81 2011/10/6 ダ・ヴィンチ 10 No.210 雑誌 元気がでる経済小説で話題！阿川大樹インタビュー

82 2011/10/7 別冊＋act. 雑誌 ヨコハマトリエンナーレ2011でアートに埋もれる時間

83 2011/10/7 横浜市広報ラジオ番組FMヨコハマ ラジオ 「YOKOHAMA My Choice！」黄金町バザール2011

84 2011/10/12 Fmyokohma ラジオ ハマNAVI!

85 2011/10/13
神奈川県観光キャンペーンサイト
「かなたび」

web 「神奈川の人」コーナー　安部泰輔さん

86 2011/10/13
神奈川県観光キャンペーンサイト
「かなたび」

web 「取材こぼれ話」コーナー　黄金町バザール2011

87 2011/10/13
広報よこはま　なか区版10月号
No.168

広報よこはま
ヨコハマトリエンナーレ2011イベント情報　特別連携プログラム黄金町バ
ザール★音をめぐる演劇「洋楽事始メ」

88 2011/10/13 はまれぽ.com web
大岡川の「川の駅」で行われている「大岡川乗船体験」イベントでは、何が
体験できるのでしょうか？

89 2011/10/14 OPEN YOKOHAMA後期ガイドマップ その他 特別連携プログラム　黄金町バザール2011

90 2011/10/16 artscapeプレビュー web 黄金町バザール2011「まちをつくるこえ」

91 2011/10/20 美術の窓 雑誌 ヨコハマトリエンナーレ2011徹底ガイド　⑤黄金町エリア

92 2011/10/20 Tour de Monde 雑誌 ※韓国　ライフスタイル旅行雑誌

93 2011/10/25
アートウェブマガジン
ヨコハマ創造界隈 Vol.14

web
〈黄金町バザール2011〉山野真悟さん（ディレクター）
さとうりささん（参加アーティスト）インタビュー

94 2011/10/28 ことりっぷiforte横浜 雑誌 個性あふれるディープな街・黄金町／日ノ出町のアートショップ

95 2011/10/30 横浜ケーブルテレビ テレビ 歴史と緑にふれる坂の街　横浜市

96 2011/11/1 J:COM テレビ ステキ＋Life 黄金町バザール2011

97 2011/11/1 商店建築 雑誌
場所に根ざしたアートの祭典　Yokohama Triennale2011 黄金町バザール
2011

98 2011/11/9 朝日新聞 新聞 美術 ARTS & CULTURE 若き芸術家たち 被災地で新境地

99 2011/11/25 Fmyokohma ラジオ 3Rお散歩パンしよう！WALKING MUSIC

## 2011/11/27 フジテレビ　 テレビ 絶景日本の健康歩き　ウォーキングプラス

## 2011/11/28 装苑 雑誌 リアルワークウェアのある風景　vol.1　茂市玲子

## 2011/12/1 季刊「草月」冬号 雑誌 美術の現場をゆく02「アートのまちへ！」黄金町バザール2011 安齋重男

## 2011/12/1 季刊「アプローチ」第196号 雑誌 赤レンガ倉庫とクリエイティブシティ

## 2011/12/9 Fmyokohma ラジオ THE BREEZE ちりめんや竹本真紀さん出演

## 2011/12/12 週刊ビル経営 新聞
今こそ再考　ビルの新たな使い道　黄金町エリアマネジメントセンター空き
店舗生かし街ごと再生

## 2011/12/14 all about web 黄金町に拠点を構えるクリエイター募集！！

## 2011/12/17 朝日新聞 新聞 黄金町アート拠点　入居者募集

## 2011/12/18 東京新聞 新聞 黄金町に来たれ　アーティスト

## 2011/12/26 産経新聞 新聞 芸術家の集まる街に　スタジオ入居者を募集
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件数は 11 件あり、約半数が黄金町バザールに関連した内容となった。WEB においては、

20 件の掲載件数のうち、17 件が黄金町バザール 2011 に関連したコンテンツの紹介となっ

ており、ヨコハマトリエンナーレとの連携ということもあって、黄金町バザールの注目度

が高かった事がわかる。 

B．視察対応実績 

今年度の視察件数は、平成 24 年１月現在で、29 件となっている。この他、横浜市の職

員による視察対応件数は 21 件にのぼり、合計で 50 件となった。昨年度の視察件数が、NPO

と市の双方の実績を合せると 54 件であり、今年度もほぼ同程度の視察対応実績となった。 

この視察対応の他に、大学で卒業論文、修士論文等の題材として当地域を取り上げること

が増えてきている。                    表 3-1-5.視察対応一覧 

  日付 訪問者 

1 2011/4/8 神奈川県警本部長 

2 2011/4/24 トヨタ財団 

3 2011/4/26 明治学院大学  

4 2011/5/29 横浜市立大学 

5 2011/6/2 早稲田大学学生 

6 2011/6/6 大阪大学 

7 2011/6/12 日本大学学生 

8 
2011/8/8 

八戸市市長 

9 多摩美術大学学生 

10 
2011/9/16 

韓国学生団体 

11 さいたま市市長 

12 2011/10/7 IUC 

13 
2011/10/14 

横浜市都市整備局地域まちづくり課 

14 文化庁長官 

15 2011/10/16 宇部市長、宇部市ときわミュージアム学芸員  

16 2011/10/20 戸部小学校６年生  

17 2011/10/24 さいたま市副市長 

18 2011/10/25 首都大学東京  

19 
2011/10/26 

創造都市横浜推進懇談会 

創造界隈形成推進委員会（意見交換会） 

20 2011/10/29 中小企業診断士はとば会  
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21 横浜美術大学中野滋先生と学生（授業） 

22 2011/11/21 川口市 

23 2011/11/28 新建築家技術者集団  

24 2011/12/2 ハウジンングアンドコミュニティ財団 

25 2011/12/8 東小学校６年生（授業） 

26 2011/12/15 住まい・まちづくり担い手支援機構 

27 2011/12/15 京都建築家、東京大学大学院生 他 

28 2012/1/12 慶応大学環境情報学部３年生（インタビュー） 

29 2012/1/19 法政大学現代福祉学部 水野正男教授＋学生 26 名 

 

3-2.記録 

1）アニュアルレポートの作成 

年間の活動報告をアニュアルレポートという形で書籍化し、販売を行っている。 

今後発行されるアニュアルレポートのスケジュールは下記の通りとなっている。 

アニュアルレポートの出版スケジュールと印刷予定 

－アニュアルレポート 2010 

・ 1500 部 

・ 2012 年 3 月納品予定 

アニュアルレポート 2011 

・ 1,500 部 

・ 2012 年 6 月納品予定 

アニュアルレポート 2010 の発行が若干遅れていることから、2011 分は次年度早々に出版

することを目指している。 

 

2）活動記録の写真・映像の制作 

NPO の活動や協議会等共同で開催するイベント等について、その記録を写真として残して

いる。特に、小規模店舗のコンバージョンを進めるにあたり、改装前の記録を残している。

改装後は、その比較が可能なよう再度近いアングルで撮影を行い写真として記録している。

そして、撮影された写真はデータとして保存する一方で、コンタクトシートを作成し、カ

テゴリーごとに分け、膨大な量の記録の中からすぐに探し出せる管理方法としている。 

－撮影項目 

・ 毎月第 2 日曜日イベント記録 9 イベント、1,100 枚 

・ 施設改装前、改装後の記録 29 施設 1,378 枚 
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・ 黄金町バザールアート作品の撮影 47 作品、2,946 枚 

・ 黄金町バザールイベント記録 30 イベント、1,612 枚 

・ 黄金町バザールオープニングレセプション及び会期中の記録映像の制作 

－データの管理方法 

・ イベント、アート作品、施設ごとの分類 

・ コンタクトシートの作成とファイリング 

 

 

 

 

図 3-1-6.コンタクトシート 
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4.施設の管理・運営 

4-1.施設の管理方法 

1）家賃、水光熱費等の収集 

横浜市による借り上げが進み、また入居者も増加していくことで、管理体制の充実並び

に管理システムの構築が求められる。特に、事業収入として大きな柱となる家賃収入は重

要であり、効率的に収集するために下記の通り実施している。 

請求 

翌月分の家賃請求を前月の 20 日までに発行し請求を行う。基本的には施設１軒１軒を回

り、ポストに投函している。また、直接の手渡しでも行われている。その中で、水道や電

気が他の施設と共有になっている場合は、NPO が一時負担し、その後 2 つの方法で算出し、

家賃の請求と同時に請求している。１つは、水道メーターが共有となっている場合で、そ

の水道メーターを共有している入居者数で割り、共同負担としている。もうひとつは、電

気料金において子メーターを検針し、親メーターによって算出された料金から割り出す方

法を取っている。その他のケースにおけるす光熱費に関しては、入居者各自で契約を行っ

ている。 

 

2）日常的なメンテナンス 

 多くの施設を有することから、日常的なメンテナンスは下記の通りに分かれている。 

・黄金スタジオ 

 入居者である試聴室に清掃を委託 

・日ノ出スタジオ 

 アートブックバザールのスタッフが清掃を行う 

・高架下新スタジオ siteA 

 バザール・バザールのスタッフが清掃を行う 

・高架下新スタジオ siteD 

 スタジオ利用者が利用終了後に清掃を行う 

・かいだん広場 

 毎日、映像作品の ON・OFF を行い、その際清掃も行っている 

 

その他、不具合が出た際には、その都度対応を行っている。特に小規模店舗の場合は、開

口部の構造上、雨水の進入等が見受けられるが、そのような危険性のある物件に関しては、

入居時に伝えることとしている。 
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4-2.施設の運営状況 

1）長期利用施設の貸出動向 

施設の増加に関する内容は、2-5 の 1）で記したとおりであるが、その内、長期的に利用

できる施設について、その貸出状況をまとめた。物件総数は、店舗数ではなく、貸出可能

なスペースをカウントした数字となっている。 

・管理施設数について 

小規模店舗ならびに高架下新スタジオ、NPO が借り受けている施設を足し合わせた、全

ての総数は 96 件であり、昨年度末の 83 件から約 1.15 倍増加している。昨年度は 83 件

中、長期貸出可能物件は 50 件あったため、全体の施設数に占める長期利用施設は、約 60％

であった。今年度は、56 件であり、全施設のうち約 58％を占める割合となっている。管

理物件が増える一方で長期貸出物件数の占める割合に大きく変動が無い原因は、下記の

ようなことが要因と言える 

・水道のメーターが第三者と共有となっており、その共同利用者の中に水道料金の支払

いを行わないもしくは、応じない者がいる場合。長期的な利用として貸し出すことは

難しく、短期的な利用にとどまる。 

・基本的な整備を行うために、多くの改装費が必要となること。サッシの交換や水廻り

の整備、カウンターの撤去などの他に、漏水などの欠陥を持つ施設がある。 

・アーティストインレジデンスの際に必要となる短期利用施設の増加。 

また、昨年度は、長期利用施設における可動率は 50 件中 47 件の利用という状況であっ

たため、94％であった。その内、入居者 5 組の退去とヨコハマトリエンナーレサポータ

ー事務局の移動等があり、それらが利用していた物件 8 件が抜けたため現在、入居者の

いる物件は 39 件（33 組の入居者）となっている。そこから、長期利用施設の稼働率を求

めると約 70％となる。しかし、この数値は入居者公募前の値であり、今後、入居者公募

の審査が終了し、約 10 組程度新規入居者が増えることで、可動率は約 89％程度まで上が

ると予想される。 

           表 4-2-1.長期貸出物件数と比率 

総物件（件） 長期貸出物件（件） 長期用貸出物件（％） 

96 56 58％ 

 

           表 4-2-2.長期貸出物件の稼働率 

入居物件（件） 未入居物件（件） 稼働率（％） 

39 17 約 70％ 

 

2） 短期利用施設の貸出動向 

短期利用施設は主に、アーティストインレジデンス等にて活用される他、地域の方が行

う、朝市や食堂、入居者が自主的に行う活動等に貸し出されている。2011 年 4 月 1 日から
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2012年 1月 31日に利用した物件数は次表のとおり22件となっている。その特徴としては、

施設によって使用頻度は異なり、稼働率が 50%を越える施設は少ないという状況が挙げられ

る。しかし、内訳としては、制作や展示スペースとして利用している施設の稼働率を平均

すると 59%となり、滞在スペースの場合は平均 44%であることから、滞在より制作・展示ス

ペースの方が利用頻度が高いと言える。また、2-1 の 4）や 2-2.AIR 事業において述べた通

り、他団体との連携プログラムや文化庁の助成プログラムの実施において、短期的に利用

できる施設は必要とされており、その利用動向に応じた施設内容の拡充が求められる。 

表 4-2-3 短期利用施設 稼働率 

施設名 
分類 

貸出日数/回数 
稼働率

（%） 

A スタジオ HINODE 1F 制作・会議 13 4.2

A スタジオ HINODE 2F,3F 滞在  248 81

初音スタジオ B2 滞在 160 52

初音スタジオ B3 滞在 75 25

八番館レジデンス A 滞在 57 31

八番館レジデンス B 滞在 64 34

八番館レジデンス C 滞在 63 34

八番館レジデンス D 滞在 77 41

高橋ビル 1F 制作 276 90

高橋ビル 202 滞在 7 2

高橋ビル 303 滞在 143 47

CHAP 302 滞在 265 87

CHAP 401 滞在 140 46

黄金スタジオ A 展示・制作 119 39

黄金スタジオ B 展示・制作 246 80

黄金スタジオ C 展示・制作 73 24

黄金スタジオ D 展示・制作 142 46

SpaceF 展示・制作 306 100

SiteA Gallery 展示・制作 154 86

SiteD イベント・会議 78 44

かいだん広場 イベント 39 22

※ 貸出日数は 2011 年 4 月 1 日〜2012 年 1 月 31 日までとする。但し、八番館レジデンス

A,B,C,D は 7 月 30 日から、SiteA Gallery、SiteD、かいだん広場は 8 月 6 日から利用開

始。 

※SiteD、かいだん広場は貸出し回数として算出 
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4-3.入居契約 

1）契約内容とその特徴 

 施設入居にあたっては、事前に入居目的を把握するための公募を行い、この地区で進め

ている「まちづくり活動及びその方針」について理解し、何らかの形で参画できる方と

入居契約を行っている。 

 契約内容の特徴として、次の３点が挙げられる。 

（１） 契約期間は１〜３年とし、更新のない定期賃貸借契約としている。（再契約を認

めている） 

（２） 利用目的は、公募時に記載された入居目的と同一とし、目的の変更や単なる居住

は認めていない。 

（３） 提供している施設の大半は、横浜市が建物所有者から借上げたもので、黄金町エ

リアマネジメントセンターが公募事務等を行い、賃貸借契約を締結している。 

・ 今後の方針 

 この地区での事業目的が、安全安心なまちづくりの推進であることから、目的達成のた

めの施設管理をする必要がある。そのためには、入居者に対し 

（１） 入居目的の早期実現 

（２） まちづくりへの参加意識の醸成と定着度の向上 

（３） 入居者の経済的自立性の向上 

 を図ることにより目的が達成されることとなり、且つこの地区全体の活性化向上に連な

ることとなる。したがって、施設貸出しにあたっては、 

（１） 家賃の適正化 

（２） 活動内容の評価 

（３） 貸出し期間の有限化 

を方針として、具体的にこの地区の状況に合わせた運用を図るものとする。 
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5.運営・実施体制 

5-1.組織 

1）NPO の構成 

2009 年の 3 月 24 日に承認され、同年 4 月から活動を開始している NPO は、地域住民を

はじめ、アートやまちづくりの専門家、建築家等によって組織化された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2）総会、理事会の開催 

A．総会 

総会は NPO の定款第 25 条に則り、毎事業年度１回開催するとあり、毎年 5 月に実施し

ている。今年度は、平成 23 年 5 月 30 日（月）に実施した。 

・内容【第 3 回総会】 

 平成 22 年度事業報告について 

 平成 22 年度決算報告について 

 平成 23 年度事業計画案について 

 平成 23 年度収支予算案について 

 役員人事について 

 賛助会員入会金の取り扱いについて 

 定款の変更について 

B．理事会 

理事会は、NPO の定款第 34 条に則り、理事長が必要と認めた時に開催している。黄金

町バザール等の繁忙期を除き、概ねひと月に１回のペースで開催され、事業の進捗状況に

ついての報告や、今後の事業計画について、承認を得る場として機能している。 

役員（理事）構成 

地域  9 名 

建築家 2 名 

まちづくり 

専門家 3 名 

アート 

専門家 1 名 

事務局構成 

計：15 名 

事務局長 

事務局次長 2 名 

常勤職員 6 名 

Kogane-X Lab. 1 名 

アルバイト 12 名 

※アルバイトは 

平成 24 年１月現在の総数 

+ 

図 5-1-1.NPO 組織図 
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表 5-1-1.理事会開催状況 

・今年度理事会開催状況とその内容について 

※回数については、去年度からの通しの回数を表示 

 

3）正会員・賛助会員の状況 

NPO の正会員は、他の正会員 2 名以上の推薦が必要となっており、また、総会時に議決

権を有することから、会員数の大幅な増大を目指してはいない。平成 21 年の設立年は 21

名であり、今年度は 23 名となっている。また、賛助会員に関しては、来年度以降認定 NPO

法人として認められるよう、拡充を目指している。認定 NPO 法人化すれば NPO へ寄付し

た場合、寄付金の一割を個人住民税から控除するという寄付する側、される側の双方にメ

リットが生じる。平成 21 年度当初は 55 名の賛助会員数であったが、今年度１月現在で 105

名となっており、2 年間で 2 倍に増加している。今後もより活動に対する支援を多く受け入

れられるよう会員の獲得を進めていく。 

 

 

平成 23 年 

第 8 回理事会 

平成 23 年 

5 月 18 日（水）

・ 平成 23 年度ＮＰＯ総会について 

・ 就業規則について 

・ コンシェルジュ事業について 

・ その他 

平成 23 年 

第 9 回理事会 

平成 23 年 

6 月 24 日（金）

・ 黄金町バザール 2011 について 

・ その他 

平成 23 年 

第 10 回理事会 

平成 23 年 

7 月 20 日（水）

・ バザールにおける理事の役割について 

・ 石巻連携事業について 

・ 文化庁補助金申請について 

・ 神奈川県補助金申請について 

平成 23 年 

第 11 回理事会 

平成 23 年 

10 月 21 日

（金） 

・ 資金の借入について 

・ 寄付金の取扱いについて 

・ 京急高架下新スタジオ利用規程及び使用料 

について 

・ その他 

平成 23 年 

第 12 回理事会 

平成 23 年 

12 月 11 日

（日） 

・ バザール開催結果について 

・ 平成２３年度１１月末執行状況について 

・ 海外アーティスト調査結果について 

・ 施設利用公募について 

・ その他 
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表 5-1-2.正会員・賛助会員入会状況 

 
年度 人数 前年比 

正会員数 平成 21 年度 21   

  同 22 年度 21   

  同 23 年度 23 2 名 増 

   

賛助会員 平成 21 年度 55   

  同 22 年度 70 15 名 増 

  同 23 年度 105 35 名 増 

※平成 24 年１月現在 

 

4）サポーター制度 

NPO が実施する様々な活動において、それをサポートする役割を担うボランティアスタ

ッフの存在は、重要度を増している。特に、黄金町バザールなどのイベントにおいて、ア

ーティストの制作を補助する作業や、広報活動への協力、ツアーなどにおけるコンダクト

等、その活動は多岐にわたる。現在 NPO のサポーターに登録している人数は 242 名となっ

ており、その半数は黄金町バザール 2008 の時に登録していたサポーターである。3 年間で

2 倍以上増加し、今年度も、文化庁助成プログラムにおいて募集し、新たなサポーターも獲

得している。 

表 5-1-3.サポーター登録状況 

年度 登録人数 増加率（前年度比） 

平成 20 年度 103   

同 21 年度 24 23％増 

同 22 年度 55 43％増 

同 23 年度 60 32％増 

合計 242   
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5）事務局構成 

A．スタッフ構成 

NPO の事務局は前出の通り、事務局長 1 名、事務局次長 2 名、常勤スタッフ 6 名、

Kogane-XLab.スタッフ１名に加え、多数のアルバイトスタッフによって構成されている。

事務局長は事務局全体の統治を行うと共にアートの専門家として、黄金町バザールのディ

レクターを務める。事務局次長はそれぞれ、まちづくり・建築の専門家として実績を持ち、

実務において、常勤スタッフをまとめる。また、常勤スタッフに関しては、それぞれの能

力や特徴に応じて仕事の内容が振り分けられ、各自の専門性を活かした配置となっている。 

（現在、常勤スタッフ 6 名のうち、2009 年度からいるスタッフは 4 名） 

・主な分担 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-2.NPO 事務局スタッフ職能と分担 

それぞれの能力をさらに伸ばすために、海外を含め視察等を実施している。 

・例 1：アートマネジメント 

 文化庁助成プログラムにおいて招致するアーティストのリサーチ 

 －行先： インドネシア（ジョグジャカルタ）、フィリピン（マニラ） 

 －日程： 平成 23 年 11 月 23 日～11 月 30 日 

・例 2：まちづくり（予定） 

 墨田区で展開している「すみだモダン」について、商店主の会の勉強会の一環として「す

みだブランド推進協議会」へのヒアリングと見学会の実施。（2 月中を予定） 

B．各種保険の整備 

常勤スタッフに対して、下表の通り各種保険や年金について整備を行っている。 

表 5-1-4.各種保険加入状況 

種別 加入日 労働保険番号 

労働保険 平成 21 年 12 月 1 日 14-1-01-31565

労働者災害補償保険 平成 21 年 12 月 1 日 14-1-01-31565

雇用保険 平成 21 年 12 月 1 日 1401-620399-7

健康保険 平成 23 年 7 月 1日 1140011

厚生年金 平成 23 年 7 月 1日 1140011
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C．勤務体制 

NPO の常勤職員は月毎にシフトを組み、事務所に誰もいない日を設けない仕組みとして

いる。年末年始の冬季休暇時のみ、残務を行っている者以外は出勤しないが、休暇中に起

こる不測の事態に備えて、地域、警察、行政との連絡網を作成し、事前に各部署へ周知し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1-3.冬季休暇中における緊急連絡網 

地域住民である NPO の副理事長と施設の管理を統括する事務局次長とが緊密に連絡を取

り、それぞれが関係各所へ連絡を行う。緊急時の内容によって、必要とされる連絡先を選

択し、情報伝達を行えるよう、関係各所に分け個別に連絡するシステムとなっている。 

緊急連絡網 
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会費

0.94%
助成金

13.32%

横浜市

補助金

53.75%

事業収入

31.99%

平成21年度 収入内訳会費

0.52%
助成金

3.28%

横浜市

補助金

57.24%

事業

収入

38.96%

平成22年度 収入内訳

会費

0.59%
助成金

7.71%

横浜市

補助金

67.07%

事業収入

24.63%

平成23年度 収入内訳

5-2.財務 

1）収入と支出の関係 

A．収入の部 

 NPO の収入における内訳は下図が示す通り、大きく分けて、①横浜市の補助金、②事業

収入、③助成金による収入、④会費となっている。平成 21 年度から 23 年度にわたり、そ

の内訳を比較すると下記の通りとなる。 

平成 21 年度から同 22 年度にかけて 

・横浜市の助成金の割合と事業収入の割合が増加し、助成金の割合が減少している。 

 －国土交通省の助成プログラム、地方の元気モデル事業が無くなったため 

 －事業収入は、家賃収入の増加と本・アーティストグッズ等の販売が増加したため 

平成 22 年度から同 23 年度にかけて 

・横浜市の補助金の割合が増加し事業収入の割合が減少している。 

 －平成 23 年 12 月末現在の収入をもとに作成しているため、年度末にかけて事業収入の

割合が上がり、補助金の割合が減少する見通し。 

・助成金の割合が増価している 

 －平成 22 年度の助成プログラムを継続しているものと、文化庁の助成プログラムが獲得

できたため 

平成 21 年度から同 23 年度にかけて 

・大きな特徴としては、事業収入の内訳

である、家賃収入が約 1.65 倍のシェアと

なっていることが挙げられる。NPO の事

業費を構成する大きな柱として、今後も、

小規模店舗等の空き店舗活用や、高架下

文化芸術スタジオの利用率を上げていく

ことが求められている。 

 

 

図 5-2-1.平成 23 年度収入内訳 

図 5-2-3.平成 21 年度収入内訳 図 5-2-2.平成 22 年度収入内訳 
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B．支出の部 

支出の大きな柱は①事業費、②人件費、③スタジオ改修工事費の 3 費目であり、事務費

やスタジオ維持管理費の全支出に対する割合は小さい。平成 21年度から 23年度にわたり、

その内訳を比較すると、平成 21 年度から同 22 年度にかけて、スタジオ改修工事費の割合

が高くなり、それに伴い、スタジオ維持管理費等も増加している。これは、管理する施設

数の増加にともなう、改装工事の増加、並びに建築プロジェクト等の実施等による影響ト

考えられる。しかし、4-2 の１）で記述の通り、平成 22 年度末の長期入居可能施設の稼働

率が 90％を超えていることから、費用をかけて改修工事をしたことが、高い稼働率となり、

さらに収入の部でもみられるよう、平成 23 年度の家賃収入の増加に繋がっていると考えら

れる。一方、平成 22 年度から 23 年度にかけては、黄金町バザール 2011 がヨコハマトリエ

ンナーレとの特別連携プログラムとして開催されたこともあり、事業費や人件費の増加が

みられるが、スタジオ改修工事費は低く抑えられている。これは、今年の黄金町バザール

はアーティストが施設に滞在し、その空間を使って作品を制作するというスタイルを打ち

出したことにより、スタジオ改修工事費は最低限の整備を行った結果だと考えられる。 

 

 

図 5-2-4 

平成 21 年度事業費内訳 

図 5-2-5.平成 23 年度事業費内訳 
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図 5-2-6.平成 21 年度支出内訳 

図 5-2-6.平成 22 年度支出内訳 

図 5-2-6.平成 23 年度支出内訳 
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2）平成 23 年度収支実行状況（平成 23 年 12 月現在） 
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