
業 務 説 明 資 料 

 

１ 件名    

Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 横浜・リヨン姉妹都市 PR業務委託 

 

２ 履行期間 

  平成 30年５月 28日（月）から平成 30年 10月５日（金）まで 

 

３ 履行場所 

  ランドマークプラザ３Ｆイベントスペースおよび提案内容の必要に応じて横浜市内 

 

４ 業務目的 

  平成 30年（2018年）８月４日（土）～９月 30日（日）に横浜で開催される３年に一度のダンス

フェスティバル「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」（以下「フェスティバル」という。別紙１

「開催概要」参照）の特徴は、リヨン・ダンス・ビエンナーレの芸術監督であるドミニク・エルヴ

ュ氏をディレクターとして迎えることによる、リヨンのダンスフェスティバルとの連携である。ま

た、2018年は横浜市とリヨン市の姉妹都市連携 60周年のプレ・イヤーであり、日仏交流 160周年

の年でもある。 

本業務では、横浜市とリヨン市の関係を紹介し、フェスティバル及び姉妹都市 60 周年を広く周

知する PRブースについて検討・企画をし、効果的な本市 PRを行うことを目的とする。 

 

５ 業務概要 

 (1) PRブース概要 

ア 設置期間  平成 30年８月１日（水）～９月 30日（日） 

  イ 場所    ランドマークプラザ３Ｆイベントスペース 

 ウ ブースサイズ ９m×３m 

 エ ターゲット  ランドマークプラザを通行する市民・来街者（フェスティバルやリヨン市

との姉妹都市連携について知らない人） 

 オ 見学料 無料 

  

(2) 委託内容 

PRブースの企画・展示デザイン、各種準備、設営・撤去、運営管理等を行う。 

ア 想定する PRブースの内容 

 ・フェスティバル及び姉妹都市を説明する以下のパネル（６種）のデザイン・制作 

  ＜フェスティバル関連＞ 

① フェスティバルの概要 

② 主なフェスティバルプログラム紹介（リヨン連携プログラムを中心に） 

③ その他、市民参加等プログラム 

     ＜姉妹都市連携関連＞ 

④ リヨンの紹介（基本情報、姉妹都市連携の歴史） 

⑤ リヨン・ダンス・ビエンナーレ紹介 

⑥ リヨンの見どころや観光・特産品情報 

 ・動画（モニター等）を使った PR・案内 

  ・リーフレット等（約 10種）の配布 

・その他、ターゲットへの PR・案内 

・ブース運営に関し必要とされる照明・動画放映用機器等電気製品の電源入り切り等管理 

 



 イ その他留意事項 

  ・当該ブースの設置場所の確保及び会場使用料の負担は横浜アーツフェスティバル実行委員

会が行う。 

  ・フェスティバルやリヨン市との姉妹都市連携について知らない人でも思わず足を止め、ブ

ースを見学するような、またフェスティバルへの期待を高めるような内容とすること。 

  ・PRブース及びそれに関連する PR手法の検討から行い、そのデザイン案を作成すること。

媒体の言語は日本語とする。 

  ・フェスティバル及び姉妹都市連携を説明する上記パネルのうち、①～⑤については横浜ア

ーツフェスティバル実行委員会が説明文及び写真素材等のデータを支給する。⑥について

は、説明文内容や写真素材等も含め、受託者で準備すること。 

  ・フェスティバル及び姉妹都市連携を説明する上記パネルのうち、④～⑥については、PR

ブース終了後も姉妹都市 PR に使用するため、撤去後に横浜アーツフェスティバル実行委

員会に納品すること。また、パネルは簡易に設置や持ち運びができる重量・仕様とするこ

と。 

・動画（モニター等）を使った PRは必須で行うものとする。PR用動画は DVD 記録メディア

で、横浜アーツフェスティバル実行委員会が支給する。放映用機材は受託者が準備するも

のとする。ディスプレイ用モニターやプロジェクターなど、形式は問わないが、最小でも

45インチ以上の大きさの画面とすること。DVDプレイヤーは規格や製造業者等を問わない

が、展示時間中にループ再生ができるものを準備すること。 

・ブースで配布するリーフレット等（約 10 種）は横浜アーツフェスティバル実行委員会が

支給する。 

・ブース運営に関し必要とされる照明・動画放映用機器等電気製品は、期間中毎日、午前 11

時までに電源を入れ、午後７時 30 分～午後８時の間に電源を完全に切ること。電源の入

り切りについては、手動やタイマーなど形式を問わない。電源は会場施設管理者が指定す

るものを使うこととし、ブース運営にかかり発生する電気使用料は横浜アーツフェスティ

バル実行委員会が負担する。 

・期間中のブース運営に関する、機器や備品の持ち去り、故障、破損、汚損等損害について

は受託者がその責を負うものとする。 

    ・期間中のブース運営について、横浜アーツフェスティバル実行委員会は人員配置を行わな

い。企画の提案内容により警備等が必要とされる場合、それに係る費用は受託者の負担と

する。PRのために人員を配置し、期間限定でキャンペーンを行うなどの提案も可能である

が、その際に係る費用についても受託者の負担とする。 

  ・飲食物の提供は不可とする。 

  ・当該ブース及びそれに関連する PR において事故・トラブル等、実行委員会への報告が必

要と思われる事案が発生した際には、速やかに横浜アーツフェスティバル実行委員会へ報

告し、経過・経緯・対応策等をまとめた報告書を提出すること。 

 

６ 成果品 

 (1) 提出物 

ア 企画書 

５(2)の企画内容（PR ブースのデザインイメージ、ブースで実施する内容等）について、

横浜アーツフェスティバル実行委員会と協議の上、企画書にまとめ、書面３部とデータ（CD

又は DVD等）を平成 30年７月２日（月）までに提出すること。 

   イ PRブースにかかる制作物 

      ５(2)アの PR媒体（パネル）について、①～⑥のデザインデータ（ai、PDF）を平成 30年

７月 31日（火）までに提出すること。また④～⑥のパネルをブース展開終了後、平成 30年

10月５日（金）までに納品すること。 



   ウ 業務報告書 

      事業完了後に、書面３部を平成 30年 10月５日（金）までに提出すること。 

 

(2) 提出場所 

横浜アーツフェスティバル実行委員会（横浜市文化観光局文化プログラム推進課内） 

〒231-0015 横浜市中区尾上町１－８ 関内新井ビル６階  

電話 045-671-3682 ／ FAX 045-663-1928 

E-mail bk-dance@city.yokohama.jp 

 

７ 留意事項 

(1) 本業務の実施に際しては、横浜アーツフェスティバル実行委員会と十分な協議を行いながら進

めることとし、本業務説明資料に記載のない事項及び疑義のある場合は、別途協議の上、決定す

るものとする。 

 

(2) 本業務の検討内容及び進行状況等について、横浜アーツフェスティバル実行委員会が報告等を

求めた場合、特段の理由なくこれを拒んではならない。また、横浜アーツフェスティバル実行委

員会が公表している又は横浜アーツフェスティバル実行委員会が認めた情報以外の情報を第三

者に漏らしてはならない。 

 

(3) 本業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることは認めない。また、委託業務の一部を

第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ横浜アーツフェスティバル実行

委員会の承諾を得なければならない。 

 

(4) 本業務の実施のために創作した著作物に係る使用権及び著作権（著作権法（昭和 45 年法律第

48号）第 21条から第 28条までに規定する権利をいう）は、写真・イラスト等を含め、全て横浜

アーツフェスティバル実行委員会に帰属し、受託者はその成果を自ら利用し、又は第三者に帰属

してはならない。また、横浜アーツフェスティバル実行委員会が二次利用を含めて、これを自由

に使用できるものとする。これにより受託者に生じた、いかなる損害についても横浜アーツフェ

スティバル実行委員会は責任を負わないものとする。 

 

８ その他 

フェスティバルは、平成 30 年度横浜市各会計予算が横浜市会において議決されることを停止条

件とする事業のため、予算の議決がなされないときは、事業として成立しない。 

また、平成 30 年度事業計画と予算案が横浜アーツフェスティバル実行委員会において承認され

ることも停止条件とする事業のため、承認がなされないときは、事業として成立しない。 



Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018 
開催概要 

横浜市文化観光局 
2018年３月13日現在 
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横浜トリエンナーレ 

横浜市の成長戦略として実施する文化芸術イベント 

横浜音祭り Dance Dance Dance @ 
YOKOHAMA 

音楽フェスティバル 現代アートの国際展 ダンスフェスティバル 

2001年   第１回展を開催 
・ 

2014年   第５回展を開催 
2017年   第６回展を開催 
2020年   第７回展を開催予定 

 
2013年 第１回を開催 
2016年 第２回を開催 
2019年 第３回を開催予定 

2012年 第１回を開催 
2015年 第２回を開催 

横浜市は、「文化芸術創造都市」として、３つの文化芸術によるまちづくり事業を実施しています。 

  2018年   第３回を開催 

©oono ryusuke ©bozzo 
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横浜市は文化プログラムを強力に推進します 

2018
年 

2020 
年 

アジアの 
 文化ハブとして 
  のプレゼンス 
   向上へ 

東京2020オリンピック・パラリンピック 
「文化プログラム」のモデルとなる 
“芸術フェスティバル” 

ダンス 

音楽 

現代アート 

文化プログラム開始 

東京2020オリンピック・パラリンピック開催 
2019 
年 

ラグビーワールドカップ2019™開催 

16 
Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018開催 
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http://www.bunka.go.jp/index.html


※横浜市会等の議決により、今後変更する可能性があります。 

「Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2018」開催概要 
にーまるいちはち 
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2018年 8月4日（土）～9月30日（日） ＜58日間＞ 
 

開催期間 

横浜市内全域（横浜の「街」そのものが舞台） 

横浜アーツフェスティバル実行委員会 

横浜市、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 

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 

会場 

ジャンル 

主催 

共催 



「Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2018」開催概要 
ディレクター 

 
ドミニク・エルヴュ Dominique Hervieu 
・リヨン・ダンス・ビエンナーレ芸術監督（現） 
・メゾン・ド・ラ・ダンス（リヨン）芸術監督（現） 
・国立シャイヨー劇場（パリ）芸術監督（元） 
・ダンスカンパニー「カンパニー モンタルヴォ-エルヴュ」設立 
 

 

近藤 良平 
・主宰を務める「コンドルズ」は、世界約30ヶ国で公演 
・Dance Dance Dance @ YOKOHAMA「横浜ダンスパレード」、 
  「横浜大盆ダンス」に参加 
・平成28年度文化庁芸術選奨（舞踊部門）文部科学大臣賞受賞 
・「2014年東アジア文化都市」の一環として、横浜市で開催された 
 「日中韓芸術祭2014～ダンスで交信～」に参加 
・「第68回国民体育大会（東京）」総合開会式 式典演技の演出・振付を担当 

©Fabrice Schiff 
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横浜の「街」そのものが舞台 

photo:Kiyonori Hasegawa 

リヨン・ダンス・ビエンナーレとの連携 

クリエイティブ・インクルージョン 

クリエイティブ・チルドレン 

©bozzo 

©bozzo 

「Dance Dance Dance ＠ YOKOHAMA 2018」の特徴 
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2018年は日仏交流160周年の年であり、横浜市の姉妹都市であるフランス・リヨ
ンのダンス・ビエンナーレと連携します。 
 
 
 
 

 リヨン・ダンス・ビエンナーレとの連携 

1984年に始まり、2016年の開催で17回目を迎えた。2016年は、世界初演作品とフランス初演作品を含む37作品・166公演の他、 

数多くの一般参加型イベントが繰り広げられた。次回開催は2018年9月を予定。 

 

※「リヨン・ダンス・ビエンナーレ」とは 

7 

※写真はイメージです 



資料（参考）：これまでの開催実績 
開催年 2015年 2016年 

ジャンル ダンス 音楽 

イベント名称 Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2015  
～横浜が、踊りだす。～ 横浜音祭り２０１６～街に音楽があふれだす～ 

テーマ ― スーパーユニバーサル・次世代育成(クリエイティブチルド
レン)・アジアを始め、世界へ・市民参加 

ディレクター 佐藤 まいみ 新井 鷗子 

会期 8月1日（土）～10月4日（日） 
プレ期間：5/1～7/31 ポスト期間10/5～11/30 

9月22日（木・祝）～11月27日（日） 
プレ期間：5/1～9/21 

会場 横浜市内全域（横浜の「街」そのものが舞台） 横浜市内全域（横浜の「街」そのものが舞台） 

総プログラム数 216プログラム 
（主催24、共催64、パートナー事業128） 

456プログラム 
（主催65、共催109、パートナー事業282） 

総来場者数 約3,710,000人 約6,230,000人 

経済波及効果 53億5700万円 35億3100万円 

市民認知率 41.3％ 47.4％ 

※来場者数は、「観客者数」と「参加者数（出演者含む）」を合計した人数 
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