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都市 の形成期 と高度成長期 に、都市 の公共空間にアー ト

ベー スを活用 し、アー テ ィス トの表現 の場所 を提供 してい

作品が設置 されるようになって、以降市民 にパ ブリックアー

ます。 山重氏 におけるパ ブリックアー トとは、地元の人 と

トとしてその存在が慣 れ親 しまれて きました。 しか し、都

それを取 り巻 く制度 をどの よ うに取 り込 んでい くかがテー

市 と市民社会 の成熟期 に入 り、今 一度そ の存在理 由 と設置

マ である と述 べ ます。温泉街や養蚕作業所、 シャッター の

に至 るプ ロセス を再考すべ き時が来て いるよ うに思われま

降 りた商店街 などにスペース を借 りる とと もに、アー ティ

す。果 た してパ ブリックアー トが真 に市民 の社会資産 とな

ス ト・ レジデ ンス を確保 し、滞在 しなが ら地域 の 中で作品

り得 てい るのか。一方社会資産 としてのパ ブリックアー ト

制作 を行 っています。 また、子 どもたちなど町民 を巻 き込

をどの よ うに作 れば良 いのか。 どの よ うに価値 を維持 し、
さらに街 づ くりのベー ス として い くのか。広 い視点 でアー

んでの創作イベ ン トは、アーティス トとの交流 によってアー
トヘ の障壁 を低 くする方向に活動は展開 してい ます。

トをより市民 に寄 り添 った ものにす るために、今 回あえて

横浜市都市 デザイ ン室 の桂有生氏 は行政 における都市デ

「パ ブリックアー トの現在 ]と い う題 目を掲げ、講演者 とし

ザイナ ー の立場 か ら、街 づ くりとアー トについ て紹介 を行

て現役 のアー ト行政 に携 わる行政 官、アー ト制作 のプロセ

い ました。歴史的には横浜 市 の 3つ の基本戦略の一つ とし

ス を管理す るアー ト・ デ ィ レクター、そ してアー ティス ト

て、都市デザイ ンー都市 の個性 を作 るとい う目的 のために

の三者 を招聘 し、今 日の公共空間におけるアー ト活動 の、

都 市 デザ イナ ー を擁 す る都 市 デザ イ ン室が設立 され まし

現場か らの意見 を聴取することを目的 としました。

た。歴 史的資産 を活か して都 市 の記憶 を守 り育 てる、公共

アー テイス トの浅見俊哉氏 は、公共空 間でのアー トの現

空間に外部 のアーティス ト等を導入 し新 しい資産を作 る

(ク

場 に身 を置 くことは、 よ り作家 としての「覚悟」が必要 だ

リエ イティブシティ)、 イ ンナーハーバー構想 などの施策が

と言います。 また、従来 のパ ブリックアー トが「永久的、

あ ります。80年 代か らは街 にアー トを導入す る一方、最近

固い、限定的」であるのに対 し、現在 のパ ブリックアー ト

は路上 フェスゃォー プ ンウェデ ィ ングな ど公共空間におけ

には「仮設で、柔 らか く、参加可能」 なものが求め られて

るアー トイベ ン トも実施 されて い ます。桂氏個人 としては

い るので はないか。 そ の 中で「 さい た ま トリエ ンナ ー レ

公 と私がそれぞれを内包す る「公私混同」 をマ イ ン ドとし

2016」

にお け る「場 を捨て よ、街 に出 よ う」 をキ ャッチ フ

て街 の活性化 に望みたいとしました。
パ ネル デ ィスカッシ ョンでは、 パ ブリックとアー トの関

レーズに、サ ン ドイ ッチ マ ンアー ト (美 術館 の壁 を切 り取
り街 に出る)と い う「おせっけいな」アー トイベ ン トによっ

係性 につい て討議 しました。山重氏 は古 来 の祭 りについて

て市民 の 日常生活 に進入 してい く活動や、
「かが わ 。山なみ

総合的な文化活動 として再発 見 させ られたこと、桂氏 は市

芸術祭 2016」 のアー テイス トの倉1造 力 と地域の創造力 を交

民 には公 共が変 わることへ の待望があ るのではないか、浅

換する芸術祭通貨「LIFE」 を通 じて、地域 と共 にアー トの

見氏 は公 共 の場 での無形のアー ト (文 化 )活 動 の実践 につ

場 を継続的に育てて い く実践 な どが紹介 されました。そ こ

いて言及 しました。次 いで「協働」をキー ヮー ドとして、アー

でアー テイス トが どの よ うに地域で生 きてい くかが重要で

トに関 して市民 を主役 とす る関係者が充分な会話 を通 して

あるとの認識が示 されます。

理解 を深 めてい くことの重要性 を確認 し、 さらに講師の現

アー ト・ ディ レクターの 山重徹夫氏 は、2006年 か らの中
之条 ビエ ンナ ー レ活動 を通 じて、廃校 な どのパ ブリックス

場か らの声 を聴取 して閉会 としました。
(委 員長 :南 三一郎)
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