
 1 

2015 年７月 15 日	 

	 

韓日アートマネジメント＆文化政策学術大会	 

	 
■	 学術大会の概要	 

○	 テーマ:	 韓日	 公立文化芸術団体の芸術経営と文化行政	 

○	 時期	 	 ：	 2015 年	 9 月 11 日(金)	 ～12 日(土)	 

○	 場所	 	 ：	 韓国（釜山）	 釜山市立美術館	 

○	 主催	 	 ：	 釜山文化財団、市道文化財団代表者会議、韓国文化芸術経営学会、日本文化政策学

会	 

○	 開催趣旨：	 

日韓国交正常化 50 周年の節目の年にあたる 2015 年に、韓国と日本の文化政策担当者やアート

マネジメント担当者がお互いに直面する課題を共有し、解決策を模索するために、実質的な研

究交流を行う。	 

○	 使用言語：韓国語・日本語（同時通訳）	 

	 

■	 学術大会セッション別テーマ	 

	 

○	 Session	 1:	 文化政策、公共性の課題	 

○	 Session	 2:	 公立文化施設におけるアートマネジメント	 

○	 Session	 3：第 3 セクターとしての地域文化財団	 

○	 Session	 4：アートマネジメント·文化政策の担当職員の専門性の課題	 

	 

■	 セッション・スケジュールおよび発表者	 

	 

セッション概要	 韓国側発表者案	 日本側発表者案	 

セッション１	 

（9 月 11 日 14:10-15:10）	 

文化政策、公共性の課題	 

→財政悪化に伴い発生する文化政策における

公共性の危機	 

→官民ガバナンスの文化政策	 

キム・セフン	 

（淑明女子大学）	 

伊藤裕夫（日本文化政

策学会会長）	 

セッション２	 

（9 月 11 日 15:10-16:10）	 

公立文化施設におけるアートマネジメント	 

→公立文化施設における環境（財政自立性に対

する制約）	 

→公立文化施設の役割と課題	 

イ・ヨンカン	 

(韓国文化芸術経営学会

会長、前 Daejeon	 Arts	 

Center	 館長	 ）	 

片山泰輔（静岡文化芸

術大学教授、日本文化

政策学会副会長）	 

指定討論と総合討論	 

（9 月 11 日 16:30-17:30）	 

	 	 

セッション３	 

（9 月 12 日	 14:00-15:00）	 

第 3 セクターとしての地域文化財団	 

→地域文化振興の核心主体、第 3 セクターとし

ての地域文化財団の新たな役割	 

→アーツ・カウンシルとしての役割の可能性	 

ヤン・ヒェンミ	 

(ソウル市文化体育企画

官、前	 韓国文化芸術経

営学会会長、祥明大学）	 

杉浦幹男（（公財）沖

縄県文化振興会	 文化

芸術推進課	 プログラ

ムディレクター）	 
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セッション４	 

（9 月 12 日	 15:00-16:00）	 

アートマネジメント・文化政策の担当職員の専

門性の課題	 

→芸術文化を分からない行政、行政をわからな

いアートマネジメント	 

→文化政策担当職員のガバナンス	 

キム・ドンヒェン	 

(慶熙大学）	 

鬼木和浩	 

（横浜市役所文化観光

局文化振興課主任調査

員）	 

指定討論と総合討論	 

（9 月 12 日 16:20-17:50）	 	 

	 	 

	 

■	 イベント	 

	 

○文化芸術を通じた都市再生事例視察ツアー(甘川文化村、トタトカなど)	 9 月 12 日午

前中	 

○韓日芸術経営・文化政策関係者ネットワークパーティー	 9 月 11 日夜	 

	 

■	 参加費：無料（ツアー、パーティも含む）	 

	 

■	 参加申し込み先、問い合わせ	 

	 

本件に関するお問い合わせ、また日本からの参加者に関しての申し込みは、日本文

化政策学会事務局に８月 31 日までにメールでお申し込みください。なお学会事務局

では、航空券、宿泊のための斡旋は行いません。申し込みのご連絡をいただきまし

たら、１〜２日の間に受付のご連絡をいたします。返信がない場合は、再度ご連絡

いただきたくお願い申し上げます。	 

日本文化政策学会事務局	 jacpr_office2013@yahoo.co.jp	 

	 

n 会場へのアクセス	 
会場：釜山市立美術館（http://art.busan.go.kr/jap/02_infor/info01.jsp）	 

	 
1988 年開館した釜山市立美術館は、釜山の観光スポットの一つである海雲台にあります。

美術館の周辺は、公園と BEXCO（Busan	 Exhibition	 &	 Convention	 Center）、映画の殿堂
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（釜山国際映画祭メイン場所）、新世界デパート（世界一の規模）、近くは海があり、文

化・観光・買い物が同時に出来ます。	 

	 

１．地下鉄を利用する場合：	 

地下鉄 2 号線「市立美術館駅」下車、⑤番出口、釜山市立美術館まで約 100m。	 	 

	 
＊釜山金海空港から直接会場へお越しの場合：	 

軽電鉄「空港駅」からお乗り、終着駅である「砂上駅」で下車、	 

地下鉄 2 号線（西面、海雲台方面）に乗り換え、「市立美術館駅」	 

下車（所要時間：53 分、交通費：1,500 ウォン）	 

	 

＊釜山駅から会場へお越しの場合：	 

地下鉄 1 号線（西面方面）「釜山駅」で乗り、「西面駅」にて地下鉄	 

2 号線（海雲台方面）に乗り換え。「市立美術館駅」下車。	 	 

（所要時間：39 分、交通費：1,500 ウォン）	 

	 

２．タクシーを利用する場合：	 

日本語：「釜山市立美術館、お願いします」	 

韓国語：「부산시립미술관,	 부탁합니다（ブサンシリ p ミスルガン、ブタカ m ニダ）」	 

	 

＊釜山金海空港からは、所要時間：1 時間 10 分程度、	 

交通費：20,000 ウォン～25,000 ウォン程度	 

	 ＊釜山駅からは、所要時間：約 1 時間、交通費：20,000 ウォン程度	 

	 

＊バスもありますが、地下鉄かタクシーをお勧めします。	 

	 

n 釜山までのアクセス	 
韓国釜山行きの直行便は、成田空港、関西空港、福岡空港から出ています。なお、羽

田空港から釜山金海空港までの直行便はありませんので、東京から来られる方は、東京

成田⇔釜山金海空港をお勧めします。	 

（釜山金海空港から会場へのアクセスは、会場へのアクセスを参照）	 

	 

＊羽田空港を利用する場合：	 

	 羽田空港をご利用の場合は、釜山金海空港までの直行便はありませんので、ソウル金

浦空港かソウル仁川空港を経由して、釜山まで来ていただくことになります。	 
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①  金浦空港着から釜山までの移動：	 
・	 KTX（韓国の新幹線）を利用する場合：（1 時間に 3 本の運行）	 

金浦空港から空港鉄道を利用「ソウル駅」（約 21 分所要）へ移動。ソウル駅から

KTX に乗り、釜山駅へ。（ソウル駅からの所要時間：約 2 時間 44 分～3 時間 15 分、

交通費：47,800 ウォン～58,800 ウォン）	 

	 

・	 飛行機を利用する場合：（1 時間に 4 本の運行）	 

金浦空港から国内線を利用、金海空港（約 55 分所要）へ。（大韓航空、アシアナ

航空、エアプサン（LCC））の 3 社）（出発時間代により交通費が異なる：77,400

ウォン～147,400 ウォン）	 

	 

②  仁川（インチョン）空港着から釜山までの移動：	 
・KTX（韓国の新幹線）を利用する場合：	 

インチョン空港から KTX に乗り、釜山駅へ。（所要時間：約 3 時間 45 分、交通費：

71,100 ウォン）	 

	 
＊注意：インチョン空港から飛行機を利用して金海空港へ移動する場合は、日本で

インチョン空港経由、釜山金海空港行きを購入しないといけません。	 

	 

n 宿泊施設	 
釜山各地にホテルやゲストハウスは充分にあります。海辺で会場からも近い海雲台や

廣岸里エリアーをお勧めしますが、観光地でもあることから割りと高めかもしれませ

ん。また週末ということもあるので、予約はお早めに。その以外にも西面や釜山駅近

所も沢山の宿泊施設があります。	 

	 

	 

	 

お問い合わせ、参加申し込み先	 

日本文化政策学会事務局	 

113-0033	 東京都文京区本郷７−３−１	 

東京大学大学院人文社会系研究科	 文化資源学研究専攻内	 

TEL/FAX	 ０３−５８４１−１２５１	 

メールアドレス	 jacpr_office2013@yahoo.co.jp	 

＊事務局員は非常勤ですので、メールでのお問い合わせをお願いします	 


