
11月	

「創造都市さっぽろ」推進にあたっての基本的な考え方（概要）	

１．創造都市とは	

創造都市とは	  

文化芸術の多様な表現に代表される創造性を活かし、
産業振興や地域の活性化などの、	 
さまざまな都市課題を解決する取組み	 
（参考：文化庁定義）	 

２．これまでの創造都市さっぽろの取組み	

３．世界に向けた新たな取組み	

４．ユネスコ創造都市ネットワーク加盟に向けたプロセス	

５．スケジュール	

平成23年度	 平成24年度	

実
行
委
設
立	  

創造都市さっぽろ	  
の目的	  

○市民・企業の創造性を活用した魅力資源の再生	 
○既存資源の効果的活用による交流人口の増加	 
○多様な交流により生まれる新たな創造性	 

創造都市さっぽろ（sapporo	 ideas	 city）宣言	 
創造性に富む市民の力で、国内外との交流により新
しい産業や文化を生み出す街	 

平成18年3月	

平成20年11月	 創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会	 
の設立（平成24年7月）	 
・会長　　市長	 
・委員　　商工会議所会頭、学識経験者、芸術	 
　　　　　関係者、民間企業、メディアの代表、	 
　　　　　観光、産業、芸術系財団代表など	 

現状	 
・創造都市さっぽろの取組が着実に進み、	 
　国内で一定の評価を得た	 
・新たな創造活動の場である都心部で整備が進展	 

ユネスコ創造都市	 
ネットワークへの加盟	 

・世界の創造都市との知の交流	 
・新たな都市ブランドによる街の価値向上	 

国際芸術祭の開催	 
・文化芸術による国際的な経済交流	 
・文化芸術関連産業の振興	 

新たな国際会議・	 
国際イベントの展開	 

・ネットワーク加盟、国際芸術祭開催の効果に
より新たな会議やイベントの展開へ	 

創造都市さっぽろ	 
推進関連事業	 

主な事業	 
・（仮称）市民交流複合施設の整備	 
・500ｍ美術館の整備・運営　	 
・パシフィックミュージックフェスティバル	 
・地下歩北2条広場創造的空間の運営	 
・札幌コンテンツ特区の推進	 

文化庁長官表彰「文化芸術創造都市部門」	 
　①大規模な文化芸術施設整備、文化イベント開催	 
　②コンテンツ産業の担い手育成支援	 
　③教育研究（市立大学）による人材育成を評価	 

創造都市、芸術祭を
一体的、効率的に進
めるための産学官に
よる推進体制	 

次の	  
ステップへ	

魅力資源の再生	 

交流人口の増加	 

多様な交流による	 
新たな創造性	 

創造都市
の取組み	 

○ユネスコ創造都市ネットワーク(Creative	 Cities	 Network)とは	 
ユネスコが創設した、創造的、文化的な世界の都市の交流を支援する枠組みで、
申請分野には７分野（文学、映画、音楽、クラフト＆フォークアート、デザイ
ン、メディアアーツ、ガストロノミー（食文化））がある。	 

○申請分野はメディアアーツ	 
メディアアーツ（デジタル技術と芸術を融合した新しい芸術表現）を活用する
ことで、札幌市の取組み（コンテンツ産業支援、文化芸術施設整備、イベント
開催）を活かし、食、観光など幅広い分野への波及効果を及ぼすことができる	 
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平成25年12月　札幌市政策企画部プロジェクト担当	

7月	

申
請
書
提
出	  

メディアアーツ部会設置	 
(札幌メディアアーツラボ)	 

・創造都市研究者が集う拠点の設置	 
・創造都市さっぽろの情報発信・研究など実施	 
・創造都市さっぽろ推進のドライビングフォース	 

	  
ー

	  設立	  

平成25年度	
7月	

創造都市さっぽろ推進会議（市民会議）より「創造都
市さっぽろ」への提言	 

平成21年3月	

創造都市さっぽろ市民会議（官民連携組織）を設立し、
ユネスコ登録分野を検討	 

平成22年8月	

創造都市さっぽろ実行委員会（産学官携組織）をユネ
スコ登録申請母体として設立し、ユネスコ登録分野
（メディアアーツ）決定	 

平成23年11月	

雪
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ユネスコ創造都市ネットワークの加盟決定について	

　札幌市は、ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）創造都市ネットワークのメディアアーツ分野での加盟を目指してきましたが、このたび、世界で2都市目、アジアで

初めて、「メディアアーツ都市」として同ネットワークの加盟が認定されました。	 

平成25年12月　札幌市市長政策室プロジェクト担当	

申請分野 世界 アジア 日本

文学

エジンバラ（イギリス）	 
メルボルン（オーストラリア）	 
アイオワシティ（アメリカ）	 
ダブリン（アイルランド）	 
レイキャビク（アイスランド）	 
ノリッチ（イギリス）	 
クラクフ（ポーランド）	 

映画
ブラッドフォード（イギリス）	 
シドニー（オーストラリア）	 

音楽

セビリア（スペイン）	 
ボローニャ（イタリア）	 
グラスゴー（イギリス）	 
ゲント（ベルギー）	 
ボゴタ（コロンビア）	 
ブラザヴィル（コンゴ）	 

クラフト
＆

フォークアート

サンタフェ（アメリカ）	 
アスワン（エジプト）	 
ファブリアーノ（イタリア）	 
パデューカ（アメリカ）	 

イチョン（韓国）	 
杭州（中国）	 金沢市	 

デザイン

ブエノスアイレス（アルゼンチン）
ベルリン（ドイツ）	 
モントリオール（カナダ）	 
サンティエンヌ（フランス）	 
グラーツ（オーストリア）	 

深圳（中国）	 
上海（中国）	 
ソウル（韓国）	 
北京（中国）	 

名古屋市	 
神戸市	 

メディアアーツ
リヨン（フランス）	 
アンギャン・レ・バン（フランス）	 札幌市	 

ガストロノミー
（食文化）

ポパヤン（コロンビア）	 
エステルスンド（スウェーデン）
ザーレ（レバノン）	 

成都（中国）	 
チョンジュ（韓国）	 

※下線は今回加盟した都市	 

１　加盟認定年月日	 

　　平成25年11月11日（月）	 
	 

２　分野	 

　　「メディアアーツ都市」	 
　　　・デジタル技術等を用いた新しい文化的、クリエイティブ産業の発展を目指す都市	 

　　　・都市生活の改善に結び付くメディア芸術の振興、文化多様性の理解や市民参加を	 

　　　　促す電子芸術の成長を牽引する都市	 
	 

３　これまでの経過	 

　　	 平成18年	 3月　創造都市さっぽろ（sapporo	 ideas	 city）宣言	 

　　	 平成21年	 3月　創造都市さっぽろ推進会議からネットワーク加盟、象徴的イベント　	 

　　　　　　　　　	 国際芸術祭開催などについて提言	 

　　	 平成22年	 8月　創造都市さっぽろ市民会議を設立	 

　　	 平成23年11月　創造都市さっぽろ実行委員会をネットワーク加盟申請母体として設	 

　　　　　　　　　	 立、加盟分野をメディアアーツに決定	 

　　	 平成23年11月　ユネスコ創造都市ネットワーク年次総会（ソウル）にて、メディア	 

　　　　　　　　　	 アーツ都市として正式に立候補。申請書（概要版）を提出	 

　　	 平成23年12月	 	 ユネスコの財政難から申請受付・審査が中断	 

　　	 平成24年	 8月	 	 創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会に組織改編	 

　　	 平成25年	 7月	 	 ユネスコの申請受付・審査業務が再開。正式申請書を提出	 

　　	 平成25年11月	 	 ネットワーク加盟認定	 

	 

４　加盟の意義	 

　　世界の創造都市との交流や、新たな都市ブランドによる都市イメージの向上により、	 
　人材の育成や集積が図られ、文化芸術を生かした産業振興・まちづくりに生かしていく	 

　ことができる。	 
	 

５　今後の取り組みについて	 

　　①ネットワークを生かした交流・発信に加えて、都市ブランドの向上や産業振興・人	 

　　　材育成などの推進　	 

　　②雪まつり時期に合わせた、加盟記念プレイベントとなるメディアアーツイベントや	 

　　　国際会議の開催	 

　　③来年度開催の「札幌国際芸術祭2014」とも連携した、さらに大規模なシンボルイ	 

　　　ベントや国際会議の開催	 

H25年11月現在	 
加盟都市一覧（41都市）	 

参考）ユネスコ創造都市ネットワークの概要	 
	 

ユネスコが平成16年に創設。創造的・文化的な産業の育成、強化によって都市の活性化

を目指す世界の都市が、国際的な連携・相互交流を行うことを支援する枠組みで、文

学・映画・音楽・クラフト＆フォークアート・デザイン・メディアアーツ・ガストロノ

ミー（食文化）の7分野。	 



札幌国際芸術祭2014 
Sapporo International Art Festival 2014 

創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会 
http://www.sapporo-internationalartfestival.jp/ 

札幌市は、市民一人ひとりが創造力を発揮し、生活、文化、産業など様々な分野
で創造的活動が展開されていく、「創造都市さっぽろ」の取り組みを進めており、 
2013年11月には、ユネスコ創造都市ネットワーク加盟都市として認定されまし
た。 
この「創造都市さっぽろ」の象徴的な事業として、国際芸術祭を3年ごとに定期
的に開催します。本芸術祭は、文化芸術がより一層市民に親しまれ、心豊かな暮
らしを支えるとともに、札幌の様々な資源を活かした次代の新たなライフスタイ
ルやクリエイティブ産業を創出する機会であり、その都市の魅力を世界へ力強く
発信していきます。 

開催概要 
 
■名称　札幌国際芸術祭2014 
■テーマ・サブテーマ 
《テーマ》「都市と自然」 
《サブテーマ》「自然」「都市」「経済・地域・ライフ」 
歴史文化・風土、都市機能、地域経済や産業、暮し方をアートの視点で見つめ直すことで都
市と自然との共生のあり方を問い、市民自らが未来を展望する機会を創出する、従来の展覧
会の枠組みを超えた新しい形の芸術祭を目指しています。 
 
■特徴 
・札幌国際芸術祭2014は、現代アートの展覧会に加え、パフォーマンス／ライブやプロジェ
クトなど　複合的な体験型アート・イべントです。 
・総合芸術監督は、ゲストディレクター制を導入し、ゲストディレクターが熟慮した開催テー
マに従い、地域がホストとなって、共に国際芸術祭を作り上げていきます。 
 
■ゲストディレクター（総合芸術監督）　坂本 龍一 
 
■開催期間 
　　2014年7月19日（土）～9月28日（日）＜72日間＞ 
 
■主な会場 
・北海道立近代美術館 
・札幌芸術の森美術館 
・札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） 
・札幌大通地下ギャラリー500m美術館 
・モエレ沼公園 
・札幌市資料館 
・北海道庁赤れんが庁舎　ほか 
 
■主催　創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会 
 
■事業数 
　　主催事業26事業 
　　（エキシビション…4事業、パフォーマンス／ライブ…3事業、プロジェクト…19事業） 

事業概要／主催事業 
■エキシビション（ミュージアム及び特別展示会場） 

企画展示：札幌国際芸術祭2014「都市と自然」 
日程 ：2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
会場 ：北海道立近代美術館、札幌芸術の森美術
館 

SIAF2014 招待作品 
「あなたの都市の上に草は生える」（ドキュメンタリー映画） 
原題 ：Over Your Cities Grass Will Grow 
会場： 北海道立近代美術館及び市内各所 

■アーティスト関連イベント 

北海道立近代美術館 札幌芸術の森美術館 

アンゼルム・キーファーとソフィー・ファインズ 

企画展示：センシング・ストリームズ (Sensing Streams) 
日程 ：2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
会場 ：札幌駅前通地下歩行空間及び周辺地区 

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）では、「Sensing Streams」に加え、
会期中様々な市民参加型プログラムを開催いたします。 
●市民写真公募プログラム　●ライブ　●学生などによるインスタレーション 

札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ） 
 

赤れんが特別展示「伊福部昭・掛川源一郎」展 
日程 ：2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
会場 ：北海道庁赤れんが庁舎 

北海道庁赤れんが庁舎 
札幌国際芸術祭2014「都市と自然」 
北海道、札幌ゆかりのアーティ ストによる展示 
日程 ：2014年7月19日（土）～ 9月28日（日） 
会場 ：札幌大通地下ギャラリー500m美術館 

札幌大通ギャラリー500ｍ美術館 

高谷 史郎「CHROMA」 
日程 ：2014年7月26日（土）、7月27日
（日） 
会場 ：札幌市教育文化会館 大ホール     CHROMA 

Sidi Larbi Cherkaoui + Damien Jalet 
「BABEL (words)」 
日程 ：2014年8月22日（金） 
会場 ：さっぽろ芸術文化の館 ニトリ文化ホール 大ホール Babel(words) © Koen Broos 

Alva Noto ＋ Ryuichi Sakamoto 
日程 ：2014年9月27日（土） 
会場 ：札幌市教育文化会館 大ホール 



事業概要／連携事業 

札幌国際芸術祭2014 サウンドプロジェクト 

都市空間のサウンドコンペティション 
日程 ：2014年2月1日（土）～9月28日（日） 
会場 ：札幌国際芸術祭2014の拠点となる公共空間 

坂本 龍一　ウェルカムサウン
ド 
日程 ：2014年7月（予定）～ 
会場 ：新千歳空港 

歴史的建造物を再考するプロジェクト 

札幌市資料館リノベーションアイデアコンペティション 
日程 ：登録期間：2013年12月１日（日）～2014年3月31日（月） 
　　　　 作品募集期間：2014年3月1日（土）～4月30日（水） 
会場 ：札幌市資料館 

SIAF2014 アクティビティ拠点プロジェクト 
日程 ：2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
会場 ：札幌市資料館 

●インフォメーションセンター 
●市民交流サロン 
●情報発信基地となる編集局 
　（瓦版などの発行予定） 
●芸術祭ドキュメント、アーカイブ展示 
●地域プロジェクト開発事業 
　（都市農業とアート、エネルギーとアートなどをテーマとするワークショップ） 
●資料館リノベーションアイデアコンペティション展示 
●札幌コミュニティーシネマ「子ども映画制作プロジェクト」 

札幌市資料館 

中谷 芙二子 「 FOGSCAPE #47412 」 
日程　2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
会場 　 ：札幌芸術の森美術館 

■プロジェクト 
坂本 龍一＋YCAM InterLab 
「Forest Symphony（フォレスト・シンフォニー） in モエレ沼」 
日程：2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
会場：モエレ沼公園 ガラスのピラミッド「HIDAMARI」ほか（予定） 

コロガル公園 in さっぽろ 
日程　  ：2014年7月初旬（予定）～9月28日（日） 
会場 　 ：札幌市資料館敷地内 
作品原案 ：山口情報芸術センター [YCAM] 

アート×ライフ／ART x LIFE 
日程　  ：2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
　　　　　　※2014年春よりプレ活動を展開予定 
会場 　 ：札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）を含む市内
各所 

暮らしかた冒険家 

「島袋 道浩」プロジェクト 

芸術祭的視点の旅プロジェクト 

●特別連携事業 
札幌国際芸術祭2014のテーマ＆メッセージとの親和性が高く、企画や広報で相互に協力を行うことが可
能な事業 
・対象期間：2013年11月4日（月）～2014年9月28日（日） 
 

●連携事業 
札幌国際芸術祭2014のテーマ＆メッセージとの親和性があり、企画や広報で連携を図ることが可能な事
業 
・対象期間：2013年11月4日（月）～2014年9月28日（日） 
 

●同時期開催事業 
札幌国際芸術祭2014の開催期間中に、共に札幌を盛り上げるため、文化芸術団体などが市内で開催する
事業 
・対象期間：2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
 

●創造都市さっぽろ推進プログラム事業 
札幌市が主催又は関連する事業で、札幌国際芸術祭2014の開催目的に賛同し、アート又は創造性の視点
を取り入れた事業 
・対象期間：2013年11月4日（月）～2014年9月28日（日） 

〈参考画像〉 
中谷芙二子 
Fog Sculpture #47636　"風の記憶" 
2013年 
霧 
豊田市美術館での展示風景 

〈参考画像〉 
坂本龍一＋YCAM InterLab 
Forest Symphony（フォレスト・シン
フォニー） 
2013年 
 

〈参考画像〉 
コロガル公園 
2012 

〈参考画像〉 
 深澤孝史「とくいの銀行 山口」 

札幌国際芸術祭2014全体としての取り組み 
 
●環境負荷低減の取り組み 
札幌国際芸術祭2014は、都市と自然の共生を目指して環境に関わる活動を行いま
す。 
開催によって排出されるCO₂・ゴミを抑制し、それでも排出されてしまったCO₂
の一部は、北海道産のオフセットクレジットなどによって相殺し、北海道の森林
保全と地球温暖化対策としてのCO₂削減を世界中に発信、推進していきます。
（環境省のカーボンオフセット認証ラベル取得を目指しています。） 
その他、環境意識の向上のための啓発を行い、市民と共に環境について考え行動
するためのきっかけになることを目指します。 
 
●ボランティアスタッフの募集と育成 
札幌国際芸術祭2014の様々な運営業務をお手伝いいただけるボランティアスタッ
フを募集します。本開催までに数回の説明会、ミーティング、研修会を行うほか、
実際にワークショップの運営をお手伝いいただくなど、育成プログラムも順次展
開していきます。 
 
●国際芸術祭交流施設（仮称）の活用 
本開催までに滞在制作型のスタジオを持つ施設として国際芸術祭交流施設（仮
称）を開設し、札幌国際芸術祭2014に携わるアーティストやボランティアスタッ
フなどの滞在施設として活用していきます。 
・場所：国際芸術祭交流施設（仮称）札幌市豊平区平岸2条17丁目1-80天神山緑
地内 
 
●ミュージアム及び地域間ネットワーク 
札幌国際芸術祭2014の開催テーマやサブテーマと親和性がある北海道内の施設・
地域・場所をガイドブックなどで紹介します。日本の近代化におけるエネルギー
の歴史を知ることが出来る施設や地域、自然を体感できる施設や地域などをピッ
クアップして紹介し、参加者が現地へ赴き体感していただくことで、芸術祭の開
催テーマをより多角的に感じていただくことを目的としています。 
 
●その他 
札幌市の姉妹都市である韓国 大田市との交流により、アーティストを招聘する予
定です。 

創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会 
http://www.sapporo-internationalartfestival.jp/ 

事業概要／主催事業 

札幌国際芸術祭2014開催の機運を高め、主催事業に留まらない広がりのある展開を図る
ため、 
色々な団体などが実施する事業との連携を図ります。 

都市空間における音環境のあり方に問題意識を持ち、公共空間にふさ
わしい音環境を模索するため、国内外の参加者と共に、様々なプロ
ジェクトを展開していきます。 

アートの視点による歴史的建造物のあり方を再考し、国内外の参加者
と共に札幌市資料館の未来に向けた活用の方向性を探ります。 

■アーティスト関連イベント 

中谷 芙二子の霧をめぐるシンポジウム（仮） 

市内各所で実施するプロジェクト 

日程　  ：2014年7月19日（土）～9月28日（日） 
※プレフェスティバルイベント第3弾「札幌国際芸術祭にもっと関わろう！」 
の一環として取り組むワークショッププログラムは、2014年1月26日（日）　　 
から開始します。 

新千歳空港 


