
 
 

横浜アーツフェスティバル実行委員会 

平成 30 年度事業報告 
 

１  ダンス部門 

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 を、次の通り開催しました。 

 

（1）開催概要 

ア 事 業 名 Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 

イ 開 催 期 間 平成 30 年８月４日（土）～９月 30 日（日）（コア期間 58 日間） 

（プレ期間５月１日（火）～８月３日（金）、ポスト期間10月１日（月）～11月30日（金）） 

ウ 主 催 横浜アーツフェスティバル実行委員会 

エ 共 催 横浜市、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 

オ 後 援 観光庁、神奈川県、公益財団法人神奈川芸術文化財団、 

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー、横浜商工会議所、 

一般社団法人横浜青年会議所、神奈川新聞社、ＮＨＫ横浜放送局、 

tvk（テレビ神奈川）、アール・エフ・ラジオ日本、ＦＭヨコハマ、 

横浜市ケーブルテレビ協議会 

カ 協 賛  ＜ＧＯＬＤ ＳＰＯＮＳＯＲ＞ 

               すてきナイスグループ株式会社、日産自動車株式会社、 

三井不動産グループ、三菱地所グループ 

               ＜ＳＩＬＶＥＲ ＳＰＯＮＳＯＲ＞ 

               コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、 

株式会社 JVC ケンウッド、スターツグループ、 

株式会社そごう・西武 そごう横浜店、株式会社髙島屋 横浜店、 

横浜銀行 

＜ＢＲＯＮＺＥ ＳＰＯＮＳＯＲ＞ 

         上野トランステック株式会社、株式会社キタムラ、株式会社崎陽軒、 

               クイーンズスクエア横浜、株式会社サカタのタネ、 

株式会社スタージュエリー、チャコット株式会社、凸版印刷株式会社、NEC、原鉄

道模型博物館、NTT 東日本、富士ゼロックス株式会社 

キ 助 成 平成 30 年度 文化庁 国際文化芸術発信拠点形成事業、一般財団法人地域創

造、損保ジャパン日本興亜「ＳＯＭＰＯ アート・ファンド」（企業メセナ協議会

2021Arts Fund）、アンスティチュ・フランセパリ本部、在日フランス大使館／アンス

ティチュ・フランセ日本、ブリティッシュ・カウンシル 

ク ジャンル コンテンポラリー、ストリート、ソシアル、チア、日本舞踊、   

バレエ、フラ・ポリネシアン、盆踊りなどオールジャンル 

ケ 会 場 横浜市内全域(横浜の「街」そのものが舞台) 

コ プログラム数 260 プログラム(うち主催 72、共催 72、パートナー事業 116) 

サ デ ィ レ ク タ ー ドミニク・エルヴュ、近藤良平 



 
 
（2）開催結果 

  ア 来 場 者 数 

 

 

 

 

 

※パートナー事業を含めた全 260 プログラムの総来場者数は 529 万人 

 

イ 市民認知率 40.7％  

 

ウ 経済波及効果（主・共催事業のみ） 50 億 8,500 万円 

 

エ パブリシティ効果（12 月末まで）    33 億 7,000 万円 

※メディア露出件数  

総計 テレビ・CATV ラジオ 新聞・雑誌 WEB 

4,006 445 138 330 3,093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プログラム数 来場者数 

主催 72 125,709 人 

共催 72 891,493 人 

合計 144 1,017,202 人 
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２ 音楽部門 

  横浜みなとみらいホールを中心に、クリエイティブ・インクルージョン及びクリエイティブ・

チルドレンに資する事業を実施しました。 

（※横浜アーツフェスティバル実行委員会予算外で実施） 

 

（1）クリエイティブ・インクルージョン 

＜障害のある方やご高齢の方、子育て支援施設に通う保護者と未就学のこどもたちを対象とし

た「ヤクブ・フルシャ指揮 バンベルク交響楽団 弦楽アンサンブルによるコンサート」＞ 

 実施日：平成 30 年６月 27 日（水）  

場所：横浜みなとみらいホール 大ホール 

 来場者数：562 人 

＜発達障害支援ワークショップ in 横浜「音と光の動物園」＞ 

 実施日：平成 30 年７月７日（土）  

場所：横浜みなとみらいホール リハーサル室 

 参加者数：33 人 

＜市民参加吹奏楽公演「わくわくブラス in みなとみらい」＞ 

実施日：平成 30 年 11 月 25 日（日）  

場所：横浜みなとみらいホール 大ホール 

 参加者数：681 人 

＜聴覚障害支援ワークショップ「からだできくオペラ」＞ 

 実施日：平成 30 年 12 月 26 日（木）  

場所：横浜みなとみらいホール リハーサル室 

 参加者数：22 人 

＜指一本で演奏できるピアノ等を活用した「だれでもピアニスト だれでもアーティスト」＞ 

 実施日：平成 31 年３月２日（土）  

場所：横浜みなとみらいホール 小ホール 

 来場者数：334 人 

 

（2）クリエイティブ・チルドレン（次世代育成事業） 

＜こどもたちを対象にしたオーケストラ鑑賞公演「こどもの日コンサート 2018」＞ 

 実施日：平成 30 年５月５日（土・祝）  

場所：横浜みなとみらいホール 大ホール 

 参加者数：3,557 人 

＜次世代を担う若いヴァイオリニストを見出し育成する「金の卵見つけました」＞ 

実施日：平成 30 年６月 17 日（日）  

場所：横浜みなとみらいホール 小ホール 

 参加者数：455 人 

＜こどもに親しみやすいオペラを題材とした参加型コンサート「おやこオペラ教室 2018」＞ 

 実施日：平成 30 年８月 11 日（土・祝）  

場所：横浜みなとみらいホール 大ホール 

 参加者数：478 人 

＜「フォーレ四重奏団による中高生のためのスペシャルコンサート」＞ 

 実施日：平成 30 年 10 月３日（水）  

場所：横浜みなとみらいホール 小ホール 

 参加者数：75 人 

＜新進作曲家に新曲を委嘱し創造の機会を提供する「Just Composed 2019 in Yokohama」＞ 

 実施日：平成 31 年３月 23 日（土）  

場所：横浜みなとみらいホール 小ホール 

 参加者数：300 人（見込） 

 

 

 



 
 
（3）Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 参加事業 

＜「ヤング・アメリカンズ・ジャパンツアー2018 夏  in 横浜」＞ 

 実施日：平成 30 年８月 21 日（火）～23 日（木）  

場所：横浜みなとみらいホール 大ホールほか 

 来場者数：1,308 人 

＜横浜美術館企画展「モネ それからの 100 年」によせて「音楽と舞踊の小品集」＞ 

 実施日：平成 30 年８月 30 日（木）  

場所：横浜みなとみらいホール 大ホール 

 参加者数：1,427 人 

＜ピアノ・サロン・コンサート「ノスタルジー巴里」＞ 

 実施日：平成 31 年９月７日（金）ほか 

 場所：横浜みなとみらいホール 大ホールほか 

 来場者数：521 人 

 

（4）市内で開催される音楽イベントへの広報協力（２事業） 

ア 公式ウェブサイト、SNS での音楽イベント紹介 

【参考】twitter フォロワー数：1,175／facebook フォロワー数：559 

イ 横浜アーツフェスティバル実行委員会による後援 

＜N.U. presents ヨコハマアコースティックフェスティバル vol.9〜Song For Smile〜＞ 

 実施日：平成 30 年９月 16 日（日）  

場所：山下公園 おまつり広場 

 来場者数：4,600 人 

＜第 31 回ヨコハマ・ワーグナー祭＞ 

 実施日：平成 31 年１月 18 日（金） 

場所：横浜みなとみらいホール 小ホール 

来場者数：420 人 

 

 



＜収入の部＞ （単位：円）

当初予算 補正額(1月) 現計予算(A) 決算額(B) 増減（B-A） 摘要

409,820,000 ▲ 41,620,000 368,200,000 368,200,000 0 横浜市

26,000,000 1,800,000 27,800,000 27,800,000 0

6,800,000 ▲ 2,000,000 4,800,000 4,775,081 ▲ 24,919

24,000,000 4,200,000 28,200,000 24,131,231 ▲ 4,068,769
チケット・参加料収
入等

466,620,000 ▲ 37,620,000 429,000,000 424,906,312 ▲ 4,093,688

＜支出の部＞ （単位：円）

予算(A) 補正額(1月) 現計予算(A) 決算額(B) 増減（A-B） 摘要

（ダンス部門）

391,720,000 ▲ 31,720,000 360,000,000 353,564,324 6,435,676

231,720,000 ▲ 27,620,000 204,100,000 201,063,791 3,036,209

トップアーティスト 85,500,000 2,200,000 87,700,000 86,075,058 1,624,942

市民参加事業 102,720,000 ▲ 25,120,000 77,600,000 76,225,285 1,374,715

次世代育成事業 29,500,000 ▲ 1,500,000 28,000,000 28,036,848 ▲ 36,848

18区連携事業 8,000,000 ▲ 200,000 7,800,000 7,761,000 39,000

商業施設等連携事業等 6,000,000 ▲ 3,000,000 3,000,000 2,965,600 34,400

95,000,000 ▲ 9,700,000 85,300,000 85,276,909 23,091

65,000,000 5,600,000 70,600,000 67,223,624 3,376,376

（音楽・ダンス部門共通）

74,900,000 ▲ 5,900,000 69,000,000 64,832,651 4,167,349

466,620,000 ▲ 37,620,000 429,000,000 418,396,975 10,603,025

0 0 0 6,509,337 令和元年度に繰越し

※繰越金額は令和元年度に横浜市に返還します。

以上のとおり、ご報告申し上げます。

令和元年５月21日

横浜横浜アーツフェスティバル実行委員会

委員長　近　藤　誠　一

収支差引

その他収入

合　計

科　目

ダンス事業

主共催事業

野外舞台設置運営費

プロモーション費

事務局運営費

合　計

助成金収入

科　目

横浜市負担金

協賛金収入

横浜アーツフェスティバル実行委員会

平成30年度　決算


