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Ⅳ サポーター                                   
 「共につくる、参加する芸術祭」を掲げた「さいたまトリエンナーレ２０１６」を継承し、多くのサ

ポーターが国際芸術祭を応援し、盛り上げるだけではなく、各プロジェクトへの参加や自主企画活動等

により、国際芸術祭を共につくりあげる役割を担った。 

１ サポーターの構成 
  登録者数 １，４８１名（令和３（２０２１）年１月３１日時点）

＜内訳＞ 
〇男女比 

登録者数 割合 
女 性 678 45.78％ 

男 性 369 24.92％ 

不 明 434 29.30％ 

合計 1,481 100.00% 

〇年代別 
人数 割合 

10 代以下 32 2.16% 

20 代 517 34.91% 

30 代 268 18.10% 

40 代 253 17.08% 

50 代 208 14.04% 

60 代 142 9.59% 

70 代 49 3.31% 

80 代 5 0.34% 

不明 7 0.47％ 

合計 1,481 100.00％ 

〇職業別 
人数 割合 

学 生 324 21.88% 

勤労者 427 28.83% 

主婦・主夫 112 7.56% 

パート・アルバイト 82 5.54% 

退職者 66 4.46% 

その他・不明 470 31.73% 

合計 1,481 100.00% 

２ 活動実績 
 令和２（２０２０）年３月まで 

 ＜ミーティング・ワークショップ＞ 
名称 開催日 内容 参加人数 

サポーターミーティング 
H29(2017)/4/21
R2(2020)/2/21 
期間中31回開催 

サポーター同士の交流や最新情報の共有、アー
ティストとの出会いの場として開催 

860 

サポーターワークショップ 
H30(2018)/2/23・3/7・
4/14 

開催計画策定に当たり、サポーターの意見を計画
に反映させることを目的としたワークショップ 

73 

全国芸術祭サポーターズ
ミーティング 

H30(2018)/8/25・26 
全国の芸術祭のサポーターが集い、水と土の芸術
祭会期中に新潟で開催された第4回目の全国芸術
祭サポーターズミーティングに参加 

15 
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名称 開催日 内容 参加人数 

アーティストトーク R1(2019)/6/28 参加作家によるアーティストトーク 27 

SNS活用講座 
R1(2019)/6/28・7/26・
8/24 

芸術祭の魅力をサポーター目線で情報発信するた
めのワークショップ 

43 

合計 1,018 

＜サポーター自主企画＞ 
名称 開催日 内容 参加人数 

未来トークさいたま H29(2017)/5/19・6/10 
ゲストを招き、さいたま市での活動等を聞く
トークイベント 

20 

さいたま触れ太鼓隊 H29(2017)/10/8 岩槻と相撲と音楽 ワークショップ・トーク 39 

明後日さいたま H30(2018)/2/25 
日比野克彦氏のプロジェクトを継続し、朝顔の
種を収穫することを通じて、全国各地で同じ取
組を実施している団体と交流を図るもの 

16 

さいたまトリエンナーレ
ハーモニー 

- 
「新しい音楽」をテーマにした各種ワーク
ショップ及び発表展示 

139 

明後日さいたま H30(2018)/5/27 ほか 
明後日朝顔会議 2018 in さいたまに向けた準備・
開催 

85 

さいたま B発掘キャラバン H30(2018)/10/27・28 
アーティスト川埜龍三氏とともに作品制作（写
真撮影）活動 

57 

映画上映会 H31(2019)/2/23 映画上映及びトークショー 82 

サポーター活動展 H31(2019)/3/29 31 
サポーターの活動を報告する展覧会及びトーク
イベント 

440 

全国芸術祭サポーターズ
ミーティング交流イベント 

R1(2019)/5/18・19・9/15・
16 

全国の芸術祭サポーターが見学に集う遠足・散
歩企画への参加 

7 

サポーターカード制作 R1(2019)/6/21 11/29 サポーター募集のための広報物作成 16 

合計 901 
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＜制作活動等への参加＞ 
内容 参加人数 

フランク・ブラジガンド 作品制作補助（R2(2020)/1/9 2/7） 74 

碓井ゆい 
作品素材（布）提供（R2(2020)/1/27 2/7）13 人 
作品制作補助（R2(2020)/3/5 12）6 人 

19 

風景と食設計室 ホー 作品素材（日記）制作・提供（R2(2020)/8/30 9/30） 21 

最果タヒ 作品制作補助（R2(2020)/3/6・7） 12 

ミヤケマイ 作品制作補助（R2(2020)/2/26・3/4） 4 

合計 130 
※上記のほか、アートプロジェクト招へいアーティスト「最果タヒ」、「ミヤケマイ」等の作品制作へ参加 

 ２０２０年（令和２年）９月以降（レガシー事業） 
＜ミーティング・ワークショップ等＞ 

名称 開催日 内容 参加人数 

サポーターミーティング 
R2(2020)/9/18 11/20 
期間中 4 回開催 

サポーター同士の交流や最新情報の共有の場と
して開催 

76 

レポーター養成講座 R2(2020)/10/22・25・11/1 
作品の魅力を伝えるための文章の書き方や写真
の撮り方を基礎から学ぶ講座を開催 

42 

（仮想）全国芸術祭サポー
ターズミーティング 

R2(2020)/9/19 
第 5 回全国芸術祭サポーターズミーティングに
向けたキックオフをオンラインで開催 

37 

全国芸術祭サポーターズ
ミーティング 

R2(2020)/11/14 
全国各地の芸術祭で活動するサポーターが集ま
り、サポーター活動の役割や意義を共有 

79 

合計 234 

＜サポーター自主企画＞ 
名称 開催日 内容 参加人数 

お手紙プロジェクト R2(2020)/11/10 15 
作品の感想等を書いた手紙をアーティストあてに
お届けするプロジェクト 

147 



Ⅴ 会場整備・運営                                   
１ 会場整備 
  メイン会場のひとつである旧大宮区役所は、昭和４１（１９６６）年に建築、令和元（２０１９）年

５月に供用停止となり、令和３（２０２１）年度以降に解体が予定されている。 

旧大宮区役所をさいたま国際芸術祭２０２０の会場として使用するに当たり、建築基準法に係る用

途変更の手続き及びこれに伴う修繕が必要であったことから、令和元（２０１９）年１１月から令和２

（２０２０）年３月にかけて、地下２階から３階において、排煙及び防火設備等の修繕を実施した。 

会場整備の様子 

＜会場整備工程＞ 

２ 会場運営 
 受付 
旧大宮区役所及び旧大宮図書館の両会場に受付を設置し、事前予約の確認及び場内における注意事

項の案内等を行った。また、来場者には場内のガイドマップ及び各種イベントのチラシ等を配布した。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

平成31・令和元（2019）年 令和2（2020）年

事前調査
修繕実施設計

修繕実施
内装整備

作品制作・設置
当初会期（3/13-5/17）

主な配布物 
①ガイドマップ 
② シラバス 
③やじるしえんチラシ 
④ 「大宮三十三観音めぐりマップ」 
⑤飯田将成「 」チラシ 

旧大宮図書館受付 旧大宮区役所受付 



 会場内サイン 
旧大宮区役所及び旧大宮図書館では、会場全体で一つの体験となるよう推奨動線を設定し、来場者

が作品をくまなく鑑賞できるように策定したサイン計画に基づいて、会場内に各種サインを設置した。 

入口総合案内 フロアマップ エレベーター前案内 順路案内 

 会場ファサードサイン 
大宮駅から会場又は会場間のアクセシビリティを考慮し、旧大宮区役所及び旧大宮図書館の入口に

デザインを統一した視認性の高い看板を設置した。 

旧大宮区役所入口 旧大宮図書館入口 旧大宮図書館看板 

 コールセンター 
さいたま国際芸術祭２０２０に関する問い合わせに対応するため、コールセンターを設置した。 

対応期間 令和２（２０２０）年１月２９日～５月２９日 ※開催見送りに伴い一時中断 

令和２（２０２０）年９月１日～１１月２０日 

 新型コロナウイルス感染症対策 
会場での作品公開に当たっては「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

等の各業種別ガイドラインや保健所の指導を基に以下の感染症対策を実施した。 

① 事前予約制 
旧大宮区役所については、イベント管理、チケット販売及び集客が行えるウェブサービス・モバイ

ルアプリ「Peatix」を利用し、日時指定の事前申込みによる入場とした。 

旧大宮図書館については、旧大宮区役所の予約当日に限り入場可能とした。 

＜予約受付上限数＞ 

１日当たりの入館者数
平日［ 日間］ 土日祝［ 日間］ 

名 名 

期間合計 
名 名 

名 



② 入館・受付 
入館時に非接触型体温計による検温を行い、マスクの着用、手指消毒をお願いの上、入館とした。 

検温の様子 手指消毒薬の設置 注意喚起サイン 

③ 館内・各展示室及び展示 
会場内の共用部や各展示室及び展示に伴うリスク評価を行う「感染予防一覧表」を作成し、リスク

評価に基づく感染予防対策を行った。 

＜展示室又は展示ごとの感染予防対策一覧表（抜粋）＞

④ 関係者・スタッフ 
入館する関係者、スタッフは、会場内に滞在する時間が長く、人や物との接触機会が多いことか

ら、検温の実施、マスクの着用、手指消毒を徹底するとともに、各部屋や場所のリスク評価を行う

「感染予防対策一覧表」を作成し、リスク評価に伴う感染防止対策を行った。 

＜スタッフの感染予防対策一覧表（抜粋）＞ 
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Ⅵ 広報・PR                                    
さいたま国際芸術祭２０２０の広報活動については、平成３０（２０１８）年６月に広報プロモーショ

ン計画を策定し、当初会期の１００日前である年令和元（２０１９）年１２月から重点的に実施した。 

＜広報プロモーション計画（概要）＞ 

●広報活動の目標（当初目標） 
市内、国内、海外での認知向上と集客促進 

・さいたま市内外で、さいたま国際芸術祭の話題を創出すること 

●広報活動基本方針（当初方針）
 広報活動の効果を最大化するため、情報発信の山場を創出する（開催１００日前から重点的に PR活動を開始） 

各地で芸術祭が林立し、情報が発信されては消えていく状況を踏まえ、広報活動の効果を最大化させるため、

メディア展開・ポスター掲示など広報活動の重点タイミングを開催１００日前に設定する。「さいたま国際芸術

祭２０２０」の情報露出の山場を１００日前という、芸術祭の具体的なコンテンツ（作品制作の開始・公式WEB

サイトの開設）が揃い始める時期に創り出し、一気に情報を拡散させることで、チケット販売の促進につなげる

を行う。 

 WEB サイトを活用した広報活動を展開する 

公式WEB サイトを芸術祭の情報発信のハブとして位置づけ、利用者が「さいたま国際芸術祭２０２０」に関

連する情報を容易に取得することができる仕組みを取り入れる。また、公式 WEB サイト利用者による SNS で

の発信を通じて情報が外部へ拡散されていく仕組みを取り入れるとともに、チケット販売と連動させるなど、機

能や利便性を向上させることにより、参加・来場意欲を創出する広報活動を行う。

 メディアからの発信に加え、SNS での拡散を狙った多層的な広報活動を通じて地域ブランドの構築に寄与する 

SNS、Facebook での拡散を狙った継続的

かつ多層的な広報活動を展開する。芸術祭の情報発信を契機に地域ブランドの構築に寄与するような広報活動を

行う。 

生活都市さいたま市で展開される「さいたま国際芸術祭２０２０」の特徴を活かし、開催期間前、期間中とも

し、自分たちの住むまちの新たな魅力や価値を再発見できるような広報活動を行う。
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●広報コミュニケーション・ターゲットMAP（当初設定）
さいたま国際芸術祭２０２０の開催までの期間を３つのフェイズに区切り、それぞれの時期の重点的なコミュニ

ケーションの方針、ターゲットメディアを整理し、戦略的な広報展開を行うこととした。 

Phase1 
 開催 100 日前まで  

Phase2 
 開催 100 日前  

Phase3 
 開催期間中  

新しい芸術祭の 
ストーリーを語る

詳細情報を発信する 話題を創出する

平成 31・令和元（2019）年 令和 2（2020）年 

 ７ ８ ９ 10 11 12 1 2 3 4 5 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ

シ
ョ
ン

の
方
針 して、新しい芸術祭のストー

リーを発信し、芸術祭に対する
興味関心を拡大させる。 

アーティストの詳細、各プロジェ
クトの詳細など、芸術祭の詳細情
報を発信し、期待感を醸成すると
ともに、開催１００日前から、開
催に向けて芸術祭の露出を増大さ
せる。 

芸術祭の体験談、芸術祭の速報性の高
い話題など露出を最大化させ参加・来
場を促進する。 

タ

ゲ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア

・地元メディアを中心とした芸
術祭の目的や意義をしっかり
と語れるメディア 

・さいたま市が芸術祭によって
魅力的に生まれ変わる様子を
継続的に発信していけるメ
ディア 

・イベント情報（おでかけ情報等）
を主に紹介するメディア 

・速報性の高いメディア 

・拡散力の高いWEBメディア 
・インフルエンサーの SNS での期間
中作品、イベント情報 

・WEB で展開する体験記事 

※海外での認知向上や集客を目的とした、ツーリズムとの連動や海外メディア・インフルエンサーへのアプローチなどについては、新
型コロナウイルス感染症感染拡大により実施することができなかった。 

＜広報体制＞ 
国際芸術祭の認知度向上に当たっては、一貫したビジュアルイメージのもとで、チラシ・ポスター・

ウェブサイト等の媒体を管理しながら、メッセージを繰り返し発信し、統一的なイメージ形成を図り

ながら戦略的に広報活動を展開するため、イメージの統一的な管理を担うビジュアルディレクター

を設置した。 

ビジュアルディレクター 
田中 偉一郎（たなか いいちろう） 
クリエーティブ・ディレクター／現代美術作家。２０００年より、数々の企業のブ
ランディングからアウトプットまで手がける一方で、ノーメッセージを旗印に数々
の作品を発表。日経広告賞、広告電通賞、日本パッケージデザイン大賞、六本木ク
ロッシングオーディエンス賞など受賞多数。著書に「やっつけメーキング（美術出
版社）」「スーパーふろくブック（コクヨ）」など。Eテレ「シャキーン！」にて出演
中。 
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１ パブリシティ活動 
 メディアへの情報提供 
① プレスリリースの配信 

平成３０（２０１８）年４月から令和２（２０２０）年

１１月までに６５回のプレスリリースを行った。 

【配信先】 

さいたま市役所市政記者クラブ、美術記者会、 

文化芸術関係メディア等 

② 記者レクチャー及びメディアキャラバンの実施 
芸術祭のコンセプトや招聘アーティストなどについて、ディレクターが市政記者クラブへ説明を

行う記者レクチャーを平成３０（２０１８）年１０月、令和元（２０１９）年９月に実施した。ま

た、市内フリーペーパー事業者２社を訪問して事業説明を行い記事掲出の打診をしたほか、市内の

美術教室・学校２０箇所へ訪問等での事業紹介を行い広報協力等の依頼を行った。 

③ 記者会見等（一部中止） 
施策 時期 会場 概要 

記者発表会 令和元（2019）年 
12 月 10 日（火） 

ソニックシティホール 
４F 国際会議室 

全参加アーティストの発表、招聘アーティストに
よるコメントなど 
＊参加メディア数：25 社

プレスプレビュー 令和 2（2020）年 
10 月 14 日（金） 

メインサイト 
アネックスサイト 

各会場を自由に鑑賞していただく方法で、メディ
ア等を対象としたプレビューを実施 
＊参加メディア数：33 社

※令和 2（2020）年 3月 11 日（水）に芸術祭関係者やメディア関係者等を対象とした内覧会、開幕直前の記者発表会
及び開幕レセプションを実施する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い中止となった。 
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④ 作家出身地メディアに対するアプローチ 
作家等の地元メディアへアプローチし、新聞、テレビで７件が掲出された。 

作家等 媒体 時期 報道タイトル 

1 
平川 恒太 
（さいたま市在住） 

NHK総合「ちかさと」 令和2（2020）年10月 
さいたま市・延期の国際芸術祭・公開始
まる 

2 

川井 昭夫 
（富山県出身） 

北陸中日新聞（県版） 
富山版 

令和2（2020）年3月 
深堀りTOYAMA BBT 連動企画 
「アガベ」アートで魅せる 

3 
北陸中日新聞（県版） 
富山版 

令和2（2020）年3月 
深堀りTOYAMA BBT 連動企画 
巨大多肉植物 国際芸術祭に 

4 北日本新聞（富山） 令和2（2020）年4月 
美術作家 川井昭夫さん（富山） 
さいたま国際芸術祭に出品 

5 
仲田 恵利花 

 令和2（2020）年11月 現代によみがえる祈り 

6 
遠山 昇司 
（熊本県出身） 

 令和元（2019）年8月 
文化 「情の時代」問う 
肝いり企画が挫折 

7 熊本日日新聞（熊本） 令和元（2019）年11月 手紙の循環 インフラ担った 

 パブリシティ実績 
平成３０（２０１９）年１月から令和３（２０２１）年２月までの間に、埼玉県内を中心として、

新聞、雑誌、テレビ及びウェブなどの各種メディアにて、１，６７１件の掲載及び放送があった。 

そのうち、算出可能な１，４５５件を広告費換算すると、約９億円の効果があった。 

※さいたま国際芸術祭実行委員会にて、掲載・放送が確認できたもののみ掲載 
※広告換算額は、掲載・放送された同じ分量を広告出稿した場合の料金であり、（株）サーベイリサーチセンターによ 
る推計 

媒体 報道／露出件数 算出可能件数 広告換算額 備考（対象期間）
新聞 156 156  82,803,697 2018年1月 2020年11月
雑誌 69 58  7,794,788 2018年1月 2020年11月
WEB 1382 1176  523,657,820 2018年1月 2021年1月
テレビ 46 46  268,767,546 2018年1月 2021年2月
ラジオ 14 14  5,329,700 2019年12月 2020年11月
サイネージ 4 4  6,910,000 2019年9月 2020年5月
合計 1671 1454  895,263,552
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２ 広報物による広報 
当初会期の１００日前から広報の露出を増大させていく方針に則り、令和元（２０１９）年１２月か

ら広報物による広報が増大するようタイミングを戦略的に設定した。統一的なイメージを保持しなが

ら効果を発揮できるよう広報物は種類を絞り展開した。 

 チラシ 
主な配布先：市内外美術館・市内外ギャラリー、市内外芸術系学校、公共施設、一部鉄道駅（JR 駅・ 

東武鉄道駅）、市内企業、商店街、各種イベント、市内世帯 など 

なお、リーフレットについては、上記のほか、市報さいたま令和元年度３月号に折り込み、市内全

約６０万世帯への配布を実施した。 

印刷物 展開時期 仕様等 

１ 
ティザーチラシ 
（当初会期） 

令和元年
（2019 年） 
12 月 

A4/両面/4C/20,000 部 
表紙撮影：テリ・ワイフェンバック（招聘アーティスト） 

A4/両面/4C/20,000 部 
表紙撮影：テリ・ワイフェンバック（招聘アーティスト） 
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印刷物 展開時期 仕様等 

２ 
リーフレット 
（当初会期） 

令和 2 年 
（2020 年） 
2 月 

A3/両面二つ折り/４C/655,000 部

３ 
チラシ 
（代替プラン） 

令和 2 年 
（2020 年） 
9 月 

A4/両面/４C/30,000 部 

 ポスター 
漫画家３名を起用してポスター3種類を作成し、市内各所に配布し掲出依頼を行った。 

   主な配布先：市内外美術館・ギャラリー、市内外芸術系学校、公共施設、一部鉄道駅（JR 駅・ 

東武鉄道駅）、市内企業、商店街 など 
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印刷物 展開時期 仕様等 

ポスター 
令和元年 
（2019 年） 
12 月 

B2/片面/4C/6,000 部（各 2,000 部） 
（左） イラスト：五十嵐大介 
（中央）イラスト：しりあがり寿 
（右） イラスト：北沢楽天

 ガイドマップ 
メインサイト、アネックスサイトの会場案内図やスプラッシュサイトの地図を網羅したガイドマッ

プを各会場に設置した。 

印刷物 展開時期 仕様等 

ガイドマップ 
令和 2 年 
（2020 年） 
10 月 

A3/両面二つ折り/2C/15,000 部 

 公式カタログ 
作品やイベントなどを網羅的に記録した資料として公式カタログを作成した。 

印刷物 展開時期 仕様等 

公式カタログ 
令和 3 年 
（2021 年） 
1 月 

B5/112P/4C/3,000 部 
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 その他
種別 展開時期 仕様等 

ネックストラッ
プ 

平成 30 年 
（2018 年） 
11 月 

500 個 

クリアファイル 
平成 30 年 
（2018 年） 
年 11 月 

A4/両面/当初 5,000 部・2 回目 6,400 部  

ビニールバッグ 
平成 30 年 
（2018 年） 
年 11 月 

A4 手提げサイズ/片面/当初 1,000 部・2回目 500 部 

バックパネル 
平成 30 年 
（2018 年） 
年 11 月 

市松模様 2 枚 H1800W1800 
大ロゴ  1 枚  H1800W1800 
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種別 展開時期 仕様等 

封筒 
令和元年 
（2019 年） 
6 月 

角２封筒/表裏/4C/500 部 
3/表裏/4C/2000 部 

ステッカー 
令和元年 
（2019 年） 
6 月 

130×80 サイズ（9カット）/1,000 枚 

のぼり 
令和元年 
（2019 年） 
6 月 

H1800W600/表裏別デザイン/30 枚 

レターヘッド 
令和元年 
（2019 年） 
8 月 

A4/4 種 

トートバッグ 
令和元年 
（2019 年） 
12 月 

A4 手提げ/200 個 



52 

種別 展開時期 仕様等 

開催概要 
令和元年 
（2019 年） 
12 月 

A4/4C/28P/2,000 部 

商店街等街路灯
バナー 

令和元年 
（2019 年） 
12 月 

H900W600/片面/4C/355 箇所 

旧大宮区役所 
壁面バナー 

①令和元年 
（2019 年） 
12 月 

②令和 2 年 
（2020 年） 
10 月 

①１種（北沢楽天） ②2 種（五十嵐大介・北沢楽天） 

タペストリー 
令和 2 年 
（2020 年） 
2 月 

H430W380/片面/4C/80 部 



３ ウェブサイト・
  公式ウェブサイトに情報を集約することで、関連する情報を容易に取得できるようにするとともに、

SNS との連携機能により外部への情報拡散を図った。また、SNS（Facebook、Twitter、Instagram）を

用いて外部への拡散を狙った情報発信を継続的に行った。 

 公式ウェブサイト 
・サイト立ち上げから閉鎖までの期間（令和元（２０１９）年１２月１０日から令和２（２０２０）

年１１月３０日）で、１０８の国と地域からアクセスがあり、閲覧数は１，２３２，５４５回であっ

た。 

・会期中（令和２（２０２０）年１０月１７日から１１月１５日）には、４８の国と地域からアクセ

スがあり、閲覧数は２８７，７９１回であった。 

・掲載コンテンツ数は１８３件（ニュース：９４件、プロジェクト情報：４７件、アーティスト情報：

４２件）であった。 

◯トップページ（日本語版：左、英語版：右） 

◯閲覧数 
全期間：１，２３２，４５４回［令和元（２０１９）１２月１０日～令和２（２０２０）年１１月３０日］

会期中：２８７，７９１回［令和２（２０２０）１０月１７日～１１月１５日］



 公式
・さいたまトリエンナーレ２０１６の際に取得したアカウントを継続利用し、最新情報やイベント情

報などを随時発信した。 

・平成３０（２０１８）年１月１８日からさいたま国際芸術祭２０２０に関する投稿を開始し、投稿

数２７５件、フォロワー数３，７９６件、いいね！数３，６２６件（令和２（２０２０）年１１月

１５日時点）であった。 

公式
・さいたまトリエンナーレ２０１６の際に取得したアカウントを継続利用し、最新情報やイベント情

報などを随時発信した。 

・平成３０（２０１８）年１月１８日からさいたま国際芸術祭２０２０に関する投稿を開始し、投稿

数３４３件、フォロワー数１，７３９件（令和２（２０２０）年１１月１５日時点）であった。 

・会期中における「さいたま国際芸術祭」が含まれる投稿数は１，２４０件であった。また、そのう

ち約７割がポジティブな投稿であった。（出展：Yahoo!JAPAN リアルタイム検索 感情の割合［集計

期間：令和２（２０２０）年１１月１日～１５日］） 



 公式
・さいたま国際芸術祭２０２０のアカウントを新たに取得し、イベントや作品写真等を随時投稿した。 

・平成３１（２０１９）年３月２９日から投稿を開始し、投稿数１４９件、フォロワー数６４９件（令

和２（２０２０）年１１月１５日時点）であった。 

４ 広告 
 タイアップ記事 
美術専門系、カルチャー系ウェブメディアにタイアップ記事を３回掲出した。

媒体 時期 内容 掲載状況 

（シンラ
ネット） 

平成 年 
（ 年） 

月 

「遠山昇司×影山裕樹 さいたまに魔法
をかける。想像力が変える風景」 



媒体 時期 内容 掲載状況 

美術手帖  
版 

平成 年 
（ 年） 

月 

「地域はアートに何をもたらすのか？
さいたま国際

芸術祭２０２０」が目指すもの」 

美術手帖  
版 

令和 年 
（ 年） 

月 

「虫のように、鳥のように。橋本麻里が見
た「さいたま国際芸術祭２０２０」」 

 交通機関等を活用した広報
会場への玄関口である大宮駅内及び周辺のバスやタクシーを活用した広報を展開した。 

広告物 展開時期 仕様等 

両面ステッカー 
（バス・タクシー等） 

平成 年 
（ 年） 

月 

はがきサイズ 両面ステッカー 枚 
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広告物 展開時期 仕様等 

駅横断幕（３箇所） 
（JR

平成 31 年 
（2019 年） 
12 月 

H800W4000 両面/4C/3 枚 3 種 

デジタルサイネージ 
（JR 大宮駅東口周辺） 

令和 2 年 
（2020 年） 
3 月 

4 柱 15 面/3 種 

大型フラッグ 
（JR 大宮駅豆の木付近） 

令和 2 年 
（2020 年） 
3 月 

H4750W6000/両面/4C 
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５ イベント・プロジェクトを通じた広報 
 PRイベント 

施策 時期 会場 概要 

オープンミーティ
ング 

平成 30 年 
（2018 年） 
11 月 23 日 

ユナイテッド・シネマ
浦 和  ス ク リ ー ン
NO.3 

ディレクターから芸術祭コンセプトの説明、キュレー
ターチームの紹介など 

100 日前イベント 
令和元年 
（2019 年） 
12 月 10 日 

旧大宮区役所エントラ
ンス 

招聘アーティストによるパフォーマンス、ワークショッ
プ、前売り券販売など 

 プロジェクトを通じた広報 
企業によるさいたま国際芸術祭２０２０応援プロジェクトやオリジナルムービーの制作・配信を通

じて広報活動を行ったもの。 

施策 時期 会場等 概要 

大丸東京店プロジェ
クト「あらゆるところ
に花束を」 

令和元年 
（2019 年） 

6 月 12 27 日 
大丸東京店 

東京駅でのデジタルサイネージでのさいたま国際芸
術祭２０２０オリジナルムービーの放映、大丸東京店
内での芸術祭のパネル展示など 



施策 時期 会場等 概要 

オリジナルムービー 

出演：玉井夕海 
撮影：新津保建秀  
音楽：高木正勝 

令和元年 
（ 年） 

月 
【春編】 

ほか 

令和元年 
（ 年） 

月 
【夏編】 

ほか 

令和元年 
（ 年） 

月 
【秋編】 

ほか 

令和 年 
（ 年） 

月 
【総集編】 

ほか 

６ 庁内連携による広報・
番組の放映 

・さいたま市のテレビ広報番組「のびのびシティさいたま市」においてさいたま国際芸術祭２０２０

を取り上げ、ディレクターやアーティストへのインタビューなどを通して芸術祭の魅力を紹介した。

放映日 内容 
令和元（ ）年 月 ・ 日 みんなが参加できるアート！さいたま国際芸術祭２０２０ 
令和 （ ）年 月 ・ 日 さいたま国際芸術祭２０２０ 
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・FM NACK5「Smile SUMMIT」において、２日間にわたりビジュアルディレクターとキュレーターによ

るロゴマークや壁画、広報物などのデザイン及びみどころに関する対談を放送し、芸術祭の PR を

行った。 

放送日 内容 
令和 2（2020）年 2月 17・19 日 特集番組「SMILE LEARNING スペシャル Art Sightama」 
令和 2（2020）年 2月 18・20 日 さいたま国際芸術祭２０２０会期・会場等の PR 

・そのほか、テレビ埼玉「マチコミ」や City FM さいたまにて PR を行った。 

【J:com（さいたま）：１件、テレビ埼玉：３件、City FM さいたま:５件】 

 大型映画館・鉄道広告・サイネージでのオリジナルムービーの放映 
TOHO シネマズ渋谷及び MOVIX さいたまにおけるシネアドや、埼京線及び京

浜東北・根岸線でのトレインチャンネル、大宮駅西口アルシェビルのデジタル

サイネージなどで、さいたま国際芸術祭２０２０のオリジナルムービーを放

映した。 

カテゴリ 媒体名 放映期間 内容 

シネアド 
MOVIXさいたま 

令和元（2019）年12月27日
令和2（2020）年3月26日 オリジナルムービー春編（15秒） 

※3/13からは会期無バージョン 
TOHOシネマズ渋谷 令和2（2020）年2月28日 3月26日 

トレイン
チャンネル 

埼京線 
令和2（2020）年3月23日 29日 

オリジナルムービー春編（15秒） 
※会期無バージョン 京浜東北・根岸線 

サイネージ 

催事情報システム 令和元（2019）年7月 12月 
オリジナルムービー春編（15秒） 

令和元（2019）年9月3日 30日 
令和2（2020）年3月3日 4月6日 PR画像（会期無し） 
令和2（2020）年4月7日 5月4日 PR画像（会期あり） 

さいたま新都心大型映像装置 
令和元（2019）年11月
令和2（2020）年3月 

オリジナルムービー春編（15秒） 
タッチパネル式多言語対応型
デジタルサイネージ（10区） 

令和元（2019）年7月
令和2（2020）年3月 
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 関東・中部・東北自治宝くじの図柄でのPR 
令和元（２０１９）年４月２２日（水）発売「第２５３１回関

東・中部・東北自治宝くじ」の図柄に、ロゴとオリジナルムービー

「春編」に登場する旧民俗文化センターのピアノに玉井夕海氏が

腰掛け、後ろを振り返るシーンをイラスト化して掲載した。 

 市報さいたまへの掲載 
市報さいたま（市内全戸約６０万部配布）令和元（２０１９）年度３月号にリーフレットを折り込

み市民へ周知した。また、情報掲示板などでイベント情報等を継続的に掲載するとともに、令和元（２

０１９）年度１２月号から特集ページやクローズアップページにて大々的に PRした。 

号数 コーナー タイトル 

平
成
３
０ (

２
０
１
８) 
年
度

8月号 クローズアップ 
開催計画決定！さいたま国際芸術祭２０２０

9月号 情報掲示板 相撲フィットネス＆ちゃんこ鍋ワークショップ 

11月号 情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ Art Sightamaオープンミーティング 

12月号 情報掲示板 ドラムサークルワークショップ 

1月号 クローズアップ さいたま国際芸術祭２０２０ Art Sightama始動！ 
3月号 トピックス 

3月号 情報掲示板 「さいたま国際芸術祭２０２０

平
成
３
１
・
令
和
元 (

２
０
１
９) 

年
度

8月号 情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ アートセンターの催し 

9月号 トピックス さいたま国際芸術祭２０２０ 公募プログラムを募集しています 

10月号 

トピックス さいたま国際芸術祭２０２０ 応援プロジェクト 

情報掲示板 
・さいたま国際芸術祭２０２０連携プロジェクト 
・花のある暮らし講座 花育冬のお花あそび 
・親子クリスマスリース作り講座 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ アートセンターの催し 

11月号 

トピックス さいたま国際芸術祭２０２０連携プロジェクト 大宮の昭和の風景写真 

トピックス 
さいたま国際芸術祭２０２０連携プロジェクト「Looking For Love In SAITAMAアー
ト」の作品 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ アートセンターの催し 

12月号 
クローズアップ 

・共につくる、参加する芸術祭   
・芸術祭が分かる！１００日前イベントを開催 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０アートセンターの催し 
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号数 コーナー タイトル 

平
成
３
１
・
令
和
元 (

２
０
１
９) 

年
度

1月号 
クローズアップ 

・参加アーティスト決定  
・PRショートムービー公開中 
・イベント情報 スリバチ×さいたま百景 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０アートセンターの催し 

2月号 
クローズアップ 

・会場周辺が芸術祭仕様に模様替え 
・旧大宮図書館が大変身 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０アートセンターの催し 

3月号 

表紙 春、さいたまの見かたが変わる さいたま国際芸術祭２０２０ 

特集 

・街の見かたを変える 絵筆の花束 
・遠山さんとフランクさんに聞いた現代アートを楽しむコツ 
・国際芸術祭２０２０オススメスポットマップ 
・美術と街巡りにも注目！ 
・さいたま国際芸術祭２０２０ 見どころ、概要、チケット情報 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ アートセンターの催し 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０連携プロジェクト 市の美術家展さいたま・花・Flower 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ アーツさいたま・きたまちフェスタ 

令
和
２ (

２
０
２
０) 

年
度

4月号 

クローズアップ 各会場で多彩なアートを鑑賞できます 
情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ アートセンターの催し 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ イベント・ワークショップ 

情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０ 文化フェスティバル 

5月号 クローズアップ 
・開催を延期します 

9月号 情報掲示板 さいたまアートセンタープロジェクトの催し 

10月号 
情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０の作品公開 

情報掲示板 さいたまアートセンタープロジェクトの催し 

11月号 
情報掲示板 さいたま国際芸術祭２０２０の作品公開 

情報掲示板 さいたまアートセンタープロジェクトの催し 
12月号 さいたまフォト日記 さいたま国際芸術祭２０２０の作品公開 

 まちなかへのバナー掲出 
・令和元（２０１９）年１２月から令和２（２０２０）年５月まで、芸術祭

の会場周辺商店街に設置されている街路灯へ芸術祭のロゴを掲載したバ

ナーフラッグの掲出を行い、当初予定していた会期に向けて気運醸成を

図った。 

・「住みたい街ランキング２０２０関東版」に大宮が第４位にランクインし

たことを記念して大宮駅西口ペデストリアンデッキに掲出されるバナー

に、ヌゥと芸術祭のポスタービジュアルを掲載し、令和２（２０２０）年

３月２７日（金）から６月２日（火）まで掲出した。 
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 その他 
時期 内容 

平成30（2018）年11月 
令和元（2019）年11月 

さいたま国際マラソン参加者へ配布する公式プログラムへロゴ、会期及び公式ウェブサ
イトのQRコードなどを掲載した。 

平成31（2019）年2月 
市内全域の郵便ポスト（766基）及び郵便局（100局）入口にロゴ等を掲載したステッ
カーを貼り出した。 

令和元（2019）年6
令和2（2020）年7月 

さいたま市役所４階のテレビモニターにおいてPR短編映画の放映を行った。 

令和元（2019）年7月 令和元年度大宮夏まつり前夜祭にてチラシ配布を行った。 

令和元（2019）年7月 9月 大宮図書館１階氷川の杜ひろばへ大型のロゴパネル2枚を設置した。 

令和元（2019）年7月 
令和2（2020）年4月 

うらわ美術館が発行する情報誌「こどもニュースうらびぃ」にロゴ及び開催概要を掲載
した。 

令和元（2019）年8月 埼玉県人会において特設ブースを設け、チラシ配布や事業説明などを行った。 

令和元（2019）年10月 
アーバンデザインセンター大宮主催のまちなか活性化事業「おおみやストリートテラ
ス」でのチラシへのロゴ掲載や会場での配布など相互協力を行った。 

令和元（2019）年11月 
ビジット・ジャパン事業にてミス・インターナショナル世界大会２０１９出場者がさい
たま市を訪問した際にチラシやクリアファイル等のグッズを配布した。 

令和元（2019）年12
令和2（2020）年3月 

さいたま市公式フェイスブック、ツイッター、ブログで芸術祭の情報発信を行った。 

令和2（2020）年2月 3月 
Yahoo!ディスプレイアドネットワークを利用し、ヤフージャパン関連ウェブページへバ
ナー広告を掲載した。 

令和2（2020）年2・9月 
首都圏、北陸、上信越、東北、北海道に所在する東日本連携自治体24団体へチラシ及び
ポスターの配架依頼を行った。 


