
4月下旬

○選考結果発表

5月20日（日）

○キックオフミーティング
　全参加団体の担当者が一堂に会し、それぞれの活動と横浜アートサイトの一年について話を交わす機会です。
　会場は、ヨコハマ創造都市センター（馬車道）を予定しています。

6～7月

○キックオフパーティー
　参加団体間のネットワーキングを目的としたパーティーを行います。
　また、研修会の内容についても全体で検討を行います。
○事前ヒアリング
　応募申請書の内容に沿って、事務局と個別にプロジェクトの進捗や目標設定、相談事項についてお話をうかがう
機会です。

○広報プロモーション
　横浜アートサイト2012全体の広報物制作（チラシ、ウェブサイト、プレスリリース等）に必要なデータを所定の書式
にてご提出いただきます。

　※共通チラシ発行部数：1万部（予定） 原稿提出目安：6月中旬

○研修会
　キックオフパーティーにて検討した内容に合わせた研修を行います。（平成23年度実績：広報研修を開催）

7月～12月　「横浜アートサイト」実施期間

○事後ヒアリング

　報告書提出後、事務局と個別に実施されたプロジェクトの事前ヒアリング時およびプロジェクト実施時にお伺いし
た内容について、目標達成や今後についての検証・フィードバックを行なう機会です。

2月　横浜アートサイト シンポジウム

横浜アートサイトの成果を一般に開いて報告する機会です。
各アートプロジェクトの総括、また今後の横浜アートサイトのあり方など、意見交換を行ないます。

横浜アートサイト2012
04 横浜アートサイト2012スケジュール

募 集 要 項「横浜で地域と共に活動するアートプロジェクト」を募集します

Y O K O H A M A  A R T S I T E  2 0 1 2

http://www.yaf.or.jp/artsite/

お問い合わせ
（応募に際しては、お気軽にご相談ください）

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団  
協働推進グループ  「横浜アートサイト2012」担当

〒231-8315
横浜市中区本町6-50-1 ヨコハマ創造都市センター
TEL: 045-221-0325
FAX: 045-221-0215
E-mail:  artsite@yaf.or. jp
URL: http://www.yaf.or. jp/artsite
主催 :  公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
 （横浜市「文化芸術による地域づくり事業」）

※横浜アートサイトは、これまで2006～2009年度「文化芸術の創造
性を活かした地域づくり事業」、2008年度～「横浜アートサイト連携
事業」として実施された事業が、2011年度より「文化芸術による地域
づくり事業『横浜アートサイト』」として統合された事業名です。

※「横浜アートサイト2012」の事業は、横浜市の平成24年度予算が
横浜市会において議決されることを停止条件として募集しています。

スタートアップ
支援
はじめました！

2012年度は、横浜アートサイトとして

未開催区における新規企画を別枠で審査します。

皆様のご応募をお待ちしております。

4月下旬

○選考結果発表

5月月20日（（日））

○キックオフミーティング
全参加団体の担当者が一堂に会し、それぞれの活動と横浜アートサイトの一年について話を交わす機会です。
会場は、ヨコハマ創造都市センター（馬車道）を予定しています。

6～7月

○キックオフパーティー
参加団体間のネットワーキングを目的としたパーティーを行います。
また、研修会の内容についても全体で検討を行います。

○事前ヒアリング
応募申請書の内容に沿って、事務局と個別にプロジェクトの進捗や目標設定、相談事項についてお話をうかがう
機会です。

○広報プロモーション
横浜アートサイト2012全体の広報物制作（チラシ、ウェブサイト、プレスリリース等）に必要なデータを所定の書式
にてご提出いただきます。
※共通チラシ発行部数：1万部（予定）原稿提出目安：6月中旬

○研修会
キックオフパーティーにて検討した内容に合わせた研修を行います。（平成23年度実績：広報研修を開催）

7月～12月 「「横浜アートサイト」」実施期期間

○事後ヒアリング

報告書提出後、事務局と個別に実施されたプロジェクトの事前ヒアリング時およびプロジェクト実施時にお伺いし
た内容について、目標達成や今後についての検証・フィードバックを行なう機会です。

2月 横浜アートサイト シンポポジウム

横浜アートサイトの成果を一般に開いて報告する機会です。
各アートプロジェクトの総括、また今後の横浜アートサイトのあり方など、意見交換を行ないます。
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Y O K O H A M A  A R T S I T E  2 0 1 2

http://www.yaf.or.jp/artsite/

お問い合わせ
（応募に際しては、お気軽にご相談ください）

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団
協働推進グループ「横浜アートサイト2012」担当

〒231-8315
横浜市中区本町6-50-1 ヨコハマ創造都市センター
TEL: 045-221-0325
FAX: 045-221-0215
E-mail: artsite@yaf.or. jp
URL: http://www.yaf.or. jp/artsite
主催 : 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

（横浜市「文化芸術による地域づくり事業」）

※横浜アートサイトは、これまで2006～2009年度「文化芸術の創造
性を活かした地域づくり事業」、2008年度～「横浜アートサイト連携
事業」として実施された事業が、2011年度より「文化芸術による地域
づくり事業『横浜アートサイト』」として統合された事業名です。

※「横浜アートサイト2012」の事業は、横浜市の平成24年度予算が
横浜市会において議決されることを停止条件として募集しています。

スタートアップ
支援
はじめました！

2012年度は、横浜アートサイトとして

未開催区における新規企画を別枠で審査します。

皆様のご応募をお待ちしております。皆様 ご応募をお待ちし おります

スタートアップ
支
はじめました！

年度



応募資格

芸術の創造または文化水準の向上を図る、市民団体・NPOまたこれに準ずる任意団体
・営利を目的としない芸術文化活動を行なう組織であれば、法人格の有無は問いません
・企画の活動拠点が横浜市内であれば、所在地は問いません
・政党・政治的団体としての活動、宗教の布教を目的としていない団体とします
・年間を通じた、横浜アートサイトの活動に主体的に参加していただける企画を歓迎します

実施時期

2012年7月1日（日）～12月31日（月）

対象となるアートプロジェクト

美術、映像、音楽、舞台芸術などアートにかかわるものであればジャンルは問いませんが、各部門の2つの項目を満

たすものとします。

❶フェスティバル部門
・開催地域外からも含めた集客を見込めるフェスティバル性を有するもの
・地域の歴史や自然、景観などを活用し、アートを通じてその魅力を引き出し、地域に寄与するもの

❷コミュニティ部門
・福祉・環境・街づくり等に取り組む地域やコミュニティの活動において、アートを通じて課題解決や活性化を目指
すもの

・アートに触れる機会を広げ、参加者間におけるコミュニケーションの醸成や感性を育むことを目的としたもの

（評価のポイント）
○【PR活動の工夫】参加者の広がりを意識したPR活動や連携
○【参加機会の創出】ボランティアなど参加意欲のある市民が参画できる仕組み
○【協働】市民やプロフェショナルなアーティストをはじめ、多様な主体による協働
○【独創性】アートの社会的価値を波及・更新する独創的な表現や手法
○【資金調達】本助成外での自己資金充実（入場料・参加料、協賛金、助成金）への取り組み

応募方法

「横浜アートサイト」ホームページから応募用紙をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、下記宛先まで郵送
にてお送りください。
http://www.yaf.or.jp/artsite/

○提出部数：2部（参加応募用紙、添付書類共）
○添付書類がある場合：参加応募用紙と左上を留めてください
※本応募に要した費用は、応募者の負担とします。
※申請書類、資料等は返却いたしません。

応募宛先

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団  協働推進グループ  「横浜アートサイト2012」担当
〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1 ヨコハマ創造都市センター（YCC）
TEL：045-221-0325

応募締切

2012年3月30日（金） ※当日必着・持込不可

選考方法

○第1次選考／応募書類による書類選考
○第2次選考／ヒアリング  ※対象団体には、第1次選考後ご連絡いたします。
　・2012年4月22日（日）を予定
　・会場：ヨコハマ創造都市センター

予定採択数

❶フェスティバル部門5～7団体程度　❷コミュニティ部門5～7団体程度

選考結果

選考結果発表：2012年4月下旬予定
※「横浜アートサイト」選考委員会にて選考します。
※選考結果については、全応募団体に通知します。
※採択団体及び企画については、記者発表やプレスリリース・WEBサイト等での告知を予定しています。

横浜アートサイト2012

募集要項

「横浜で地域と共に活動するアートプロジェクト」を募集します。

横浜アートサイトは、横浜が魅力的なまちになることを目指し、

それぞれの地域で活動するアートプロジェクトの

発展と成長をサポートする場です。

そのために、一年を通じて参加者間のネットワーキングや研修、

情報の交換や共有に取り組んでいきます。

横浜アートサイト2012では、横浜アートサイトとして

未開催区における企画を新たに支援します。

これまで活動されてきた企画はもちろん、

これから活動しようとする企画も、

ぜひ横浜アートサイトにご応募ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

募集内容01

サポート内容02
助成内容

❶フェスティバル部門  1件につき上限50万円
❷コミュニティ部門  1件につき上限25万円

スタートアップ支援（アートサイト未開催区における新規企画）
【対象区】磯子区・神奈川区・港南区・瀬谷区・鶴見区・戸塚区・西区
❶・❷の部門に問わず、上記区での新規開催提案に対しては、別枠で審査します。

助成以外の支援内容

○「横浜アートサイト2012」としての広範囲なプロモーションを展開
　（共通チラシ、プレスリリース、WEBサイトでの紹介を予定）
○各団体の課題を基にした研修の開催（平成23年度は広報研修を実施）
○参加団体間のネットワーク構築・交流の場を創出
○各団体の事業展開で必要なサポートの実施
　（所管官庁への申請補助・調整／アーティストや事業実施に関する情報提供など）
○参加団体の取組み紹介（シンポジウムの開催、実施レポート作成・配布等）

助成条件

○キックオフミーティング（5/20）および、事前・事後ヒアリング等への参加
○2013年2月開催予定のシンポジウムへの参加
○報告書、収支決算書等の書類提出（事業終了後1ヵ月以内）
○事業にかかわる画像や資料等の提出、公開
○本事業連携広報活動への協力
○広報宣伝物（チラシ・ポスター等）への指定クレジット等記載
○安全への配慮と対策、緊急事態発生に備えた連絡体制の確保、危機管理
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応募募資格格

芸術の創造または文化水準の向上を図る、市民団体・NPOまたこれに準ずる任意団体
・営利を目的としない芸術文化活動を行なう組織であれば、法人格の有無は問いません
・企画の活動拠点が横浜市内であれば、所在地は問いません
・政党・政治的団体としての活動、宗教の布教を目的としていない団体とします
・年間を通じた、横浜アートサイトの活動に主体的に参加していただける企画を歓迎します

実施時期期

2012年7月1日（日）～12月31日（月）

対象となるアートププロジェクト

美術、映像、音楽、舞台芸術などアートにかかわるものであればジャンルは問いませんが、各部門の2つの項目を満

たすものとします。

❶フェスティバル部門
・開催地域外からも含めた集客を見込めるフェスティバル性を有するもの
・地域の歴史や自然、景観などを活用し、アートを通じてその魅力を引き出し、地域に寄与するもの

❷コミュニティ部門
・福祉・環境・街づくり等に取り組む地域やコミュニティの活動において、アートを通じて課題解決や活性化を目指
すもの

・アートに触れる機会を広げ、参加者間におけるコミュニケーションの醸成や感性を育むことを目的としたもの

（評価のポイント）
○【PR活動の工夫】参加者の広がりを意識したPR活動や連携
○【参加機会の創出】ボランティアなど参加意欲のある市民が参画できる仕組み
○【協働】市民やプロフェショナルなアーティストをはじめ、多様な主体による協働
○【独創性】アートの社会的価値を波及・更新する独創的な表現や手法
○【資金調達】本助成外での自己資金充実（入場料・参加料、協賛金、助成金）への取り組み

応募方法

「横浜アートサイト」ホームページから応募用紙をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、下記宛先まで郵送
にてお送りください。
http://www.yaf.or.jp/artsite/

○提出部数：2部（参加応募用紙、添付書類共）
○添付書類がある場合：参加応募用紙と左上を留めてください
※本応募に要した費用は、応募者の負担とします。
※申請書類、資料等は返却いたしません。

応募宛先

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 協働推進グループ「横浜アートサイト2012」担当
〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1 ヨコハマ創造都市センター（YCC）
TEL：045-221-0325

応募締切

2012年3月30日（金）※当日必着・持込不可

選考方法

○第1次選考／応募書類による書類選考
○第2次選考／ヒアリング ※対象団体には、第1次選考後ご連絡いたします。
・2012年4月22日（日）を予定
・会場：ヨコハマ創造都市センター

予定採択数

❶フェスティバル部門5～7団体程度 ❷コミュニティ部門5～7団体程度

選考結果

選考結果発表：2012年4月下旬予定
※「横浜アートサイト」選考委員会にて選考します。
※選考結果については、全応募団体に通知します。
※採択団体及び企画については、記者発表やプレスリリース・WEBサイト等での告知を予定しています。

横浜アートサイト2012

募集要項

「横浜で地域と共に活動するアートプロジェクト」を募募集します。

横浜アートサイトは、横浜が魅力的なまちになることをを目指し、

それぞれの地域で活動するアートプロジェクトの

発展と成長をサポートする場です。

そのために、一年を通じて参加者間のネットワーキンングや研修、

情報の交換や共有に取り組んでいきます。

横浜アートサイト2012では、横浜アートサイトとしてて

未開催区における企画を新たに支援します。

これまで活動されてきた企画はもちろん、

これから活動しようとする企画も、

ぜひ横浜アートサイトにご応募ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

募集内容01

サポート内容02
助成内容

❶フェスティバル部門 1件につき上限50万円
❷コミュニティ部門 1件につき上限25万円

スタートアップ支援（アートサイト未開催区における新規企画）
【対象区】磯子区・神奈川区・港南区・瀬谷区・鶴見区・戸塚区・西区
❶・❷の部門に問わず、上記区での新規開催提案に対しては、別枠で審査します。

助成以外の支援内容

○「横浜アートサイト2012」としての広範囲なプロモーションを展開
（共通チラシ、プレスリリース、WEBサイトでの紹介を予定）
○各団体の課題を基にした研修の開催（平成23年度は広報研修を実施）
○参加団体間のネットワーク構築・交流の場を創出
○各団体の事業展開で必要なサポートの実施
（所管官庁への申請補助・調整／アーティストや事業実施に関する情報提供など）
○参加団体の取組み紹介（シンポジウムの開催、実施レポート作成・配布等）

助成条件

○キックオフミーティング（5/20）および、事前・事後ヒアリング等への参加
○2013年2月開催予定のシンポジウムへの参加
○報告書、収支決算書等の書類提出（事業終了後1ヵ月以内）
○事業にかかわる画像や資料等の提出、公開
○本事業連携広報活動への協力
○広報宣伝物（チラシ・ポスター等）への指定クレジット等記載
○安全への配慮と対策、緊急事態発生に備えた連絡体制の確保、危機管理
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