
法人名：独立行政法人日本芸術文化振興会

公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益財団法人　サント
リー芸術財団

6010405008235
劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「サントリーホール主催公
演」に対して)

45,563,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　札幌市芸
術文化財団

2430005001304

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「地域の中核劇場・音楽堂
等活性化事業　札幌市教育文
化会館」に対して)

4,217,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　札幌市芸
術文化財団

2430005001304

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「地域の中核劇場・音楽堂
等活性化事業　札幌芸術の森」
に対して)

3,799,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　札幌市芸
術文化財団

2430005001304

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「地域の中核劇場・音楽堂
等活性化事業　札幌コンサート
ホール」に対して)

10,769,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　ニッセイ
文化振興財団

3010005014504

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「地域の中核劇場・音楽堂
等活性化事業　日生劇場」に対
して)

28,297,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益社団法人　宝生会 2010005003490

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「地域の中核劇場・音楽堂
等活性化事業　宝生能楽堂」に
対して)

2,924,000 2018年4月1日 公社 国所管

公益法人の場合

(平成30年度上半期分）

公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく
独立行政法人から公益法人への契約以外の支出についての情報の公開

交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

様式４

1



公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益法人の場合交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益財団法人　十四世六
平太記念財団

9010705001647

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「地域の中核劇場・音楽堂
等活性化事業　十四世喜多六
平太記念能楽堂」に対して)

25,365,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　山本能楽
堂

8120005014439

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「地域の中核劇場・音楽堂
等活性化事業　山本能楽堂」に
対して)

12,736,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　ニッセイ
文化振興財団

3010005014504
劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「オペラ「魔笛」」に対して)

44,940,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　ニッセイ
文化振興財団

3010005014504

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「物語付きクラシックコン
サート「アラジンと魔法のラン
プ」」に対して)

32,931,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　日本フィ
ルハーモニー交響楽団

8011305000040

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「日本フィルハーモニー交
響楽団第44回九州公演」に対し
て)

27,677,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　日本舞台
芸術振興会

7013205001722
劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「東京バレエ団「海賊」全3
幕」に対して)

12,661,000 2018年4月1日 公財 国所管

公益財団法人　現代人形
劇センター

7020005009680
劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「2018年 河の童 西日本・
北信越ツアー」に対して)

4,579,000 2018年4月1日 公財 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益法人の場合交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益社団法人　教育演劇
研究協会/劇団たんぽぽ

7080405000580

劇場・音楽堂等機能強化推進事
業　（「劇団たんぽぽ北海道・宮
城県・長野県・静岡県巡回公演
「ゆずり葉の季節（はる）」」に対
して)

5,070,000 2018年4月1日 公社 国所管

公益財団法人　日本舞台
芸術振興会

7013205001722
芸術文化振興基金助成金
（「東京バレエ団公演「白鳥の
湖」」に対して)

38,230,000 2018年5月31日 公財 国所管

公益財団法人　日本舞台
芸術振興会

7013205001722
芸術文化振興基金助成金
（「東京バレエ団公演「ドン・キ
ホーテ」」に対して)

13,688,000 2018年5月31日 公財 国所管

公益財団法人　日本舞台
芸術振興会

7013205001722

芸術文化振興基金助成金
（「東京バレエ団公演　プティパ
生誕200年記念「夏祭りガラ」・子
どものためのバレエ「ドン・キ
ホーテの夢」」に対して)

24,307,000 2018年5月31日 公財 国所管

公益財団法人　日本舞台
芸術振興会

7013205001722
芸術文化振興基金助成金
（「東京バレエ団公演「四大巨匠
の夕べ」（仮題）」に対して)

23,775,000 2018年5月31日 公財 国所管

公益財団法人　泉屋博古
館

7130005012161

芸術文化振興基金助成金
（「狩野芳崖と四天王－近代日
本画、もうひとつの水脈」に対し
て)

1,378,000 2018年6月15日 公財 国所管

公益財団法人　NHK交響
楽団

2010405008750
芸術文化振興基金助成金
（「Music Tomorrow 2018」に対し
て)

2,369,000 2018年6月27日 公財 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益法人の場合交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益財団法人　ニッセイ
文化振興財団

3010005014504

芸術文化振興基金助成金
（「日生劇場開場55周年記念公
演　NISSAY OPERA 2018「モー
ツァルト・シリーズ」／ニッセイ名
作シリーズ2018　オペラ「魔笛」」
に対して)

11,754,000 2018年6月27日 公財 国所管

公益財団法人　ニッセイ
文化振興財団

3010005014504

芸術文化振興基金助成金
（「日生劇場開場55周年記念公
演　NISSAY OPERA 2018「モー
ツァルト・シリーズ」／ニッセイ名
作シリーズ2018　オペラ「コジ・
ファン・トゥッテ」」に対して)

5,922,000 2018年6月27日 公財 国所管

公益財団法人　すぎのこ
芸術文化振興会

9013305001760
芸術文化振興基金助成金
（「「このつぎなあに」全国巡回公
演」に対して)

3,602,000 2018年6月27日 公財 国所管

公益社団法人　能楽協会 1011105004454
芸術文化振興基金助成金
（「能楽大解剖」に対して)

212,000 2018年6月27日 公社 国所管

公益社団法人　当道音楽
会

5120005014540
芸術文化振興基金助成金
（「第137回　定期演奏会」に対し
て)

498,000 2018年6月27日 公社 国所管

公益社団法人　大阪フィ
ルハーモニー協会

3120005015292
芸術文化振興基金助成金
（「大阪フィルハーモニー交響楽
団　定期演奏会」に対して)

57,033,000 2018年6月30日 公社 国所管

公益社団法人　大阪フィ
ルハーモニー協会

3120005015292

芸術文化振興基金助成金
（「大阪フィルハーモニー交響楽
団　ベートーヴェン交響曲全曲
演奏会」に対して)

22,923,000 2018年6月30日 公社 国所管

4



公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益法人の場合交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益社団法人　大阪フィ
ルハーモニー協会

3120005015292
芸術文化振興基金助成金
（「大阪フィルハーモニー交響楽
団　名曲シリーズ」に対して)

9,447,000 2018年6月30日 公社 国所管

公益社団法人　関西二期
会

3120005012199

芸術文化振興基金助成金
（「関西二期会第89回オペラ公
演「カヴァレリア・ルスティカー
ナ」「パリアッチ（道化師）」」に対
して)

10,789,000 2018年6月30日 公社 国所管

公益社団法人　関西二期
会

3120005012199

芸術文化振興基金助成金
（「関西二期会第90回オペラ公
演「サルタン王の物語」」に対し
て)

8,055,000 2018年6月30日 公社 国所管

公益財団法人　新日鉄住
金文化財団

2010005015908

芸術文化振興基金助成金
（「紀尾井ホール室内管弦楽団
第111回～第115回定期演奏会」
に対して)

9,095,000 2018年6月30日 公財 国所管

公益財団法人　スターダ
ンサーズ・バレエ団

4010405010382

芸術文化振興基金助成金　（「ス
ターダンサーズ・バレエ団公演
バレエ「ドラゴンクエスト」全2幕」
に対して)

20,642,000 2018年6月30日 公財 国所管

公益財団法人　スターダ
ンサーズ・バレエ団

4010405010382

芸術文化振興基金助成金　（「ス
ターダンサーズ・バレエ団公演
「くるみ割り人形」全2幕」に対し
て)

15,738,000 2018年6月30日 公財 国所管

公益財団法人　スターダ
ンサーズ・バレエ団

4010405010382
芸術文化振興基金助成金　（「ス
ターダンサーズ・バレエ団公演
ダブルビル（仮称）」に対して)

15,407,000 2018年6月30日 公財 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益法人の場合交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益社団法人　観世九皐
会

4011105005409
芸術文化振興基金助成金
（「観世九皐会別会」に対して)

861,000 2018年6月30日 公社 国所管

公益社団法人　日本奇術
協会

6011105005415
芸術文化振興基金助成金
（「Magic of MAGIC定例公演」に
対して)

657,000 2018年6月30日 公社 国所管

公益財団法人　サイトウ・
キネン財団

3011105004510

芸術文化振興基金助成金
（「2018セイジ・オザワ　松本フェ
スティバル　若手音楽家・青少
年育成事業」に対して)

1,634,000 2018年7月10日 公財 国所管

公益財団法人　東京オペ
ラシティ文化財団

8011105004448
芸術文化振興基金助成金　（「コ
ンポージアム2018」に対して)

2,965,000 2018年7月10日 公財 国所管

公益財団法人　文楽協会 2120005015211
芸術文化振興基金助成金
（「文楽地方公演10月・3月（全
国）」に対して)

20,338,000 2018年7月10日 公財 国所管

公益財団法人　日本セン
チュリー交響楽団

6120905004557
芸術文化振興基金助成金
（「第224回～第233回定期演奏
会」に対して)

25,029,000 2018年7月10日 公財 国所管

公益財団法人　日本セン
チュリー交響楽団

6120905004557
芸術文化振興基金助成金
（「豊中名曲シリーズVOL.6～
VOL.9」に対して)

6,266,000 2018年7月10日 公財 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益法人の場合交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益財団法人　日本セン
チュリー交響楽団

6120905004557
芸術文化振興基金助成金
（「三重特別演奏会、びわ湖定
期公演Vol.11」に対して)

4,440,000 2018年7月10日 公財 国所管

公益財団法人　日本セン
チュリー交響楽団

6120905004557
芸術文化振興基金助成金
（「いずみ定期演奏会NO.39～
NO.40」に対して)

3,643,000 2018年7月10日 公財 国所管

公益財団法人　武田太加
志記念能楽振興財団

9011205002136
芸術文化振興基金助成金
（「第43回　花影会」に対して)

1,249,000 2018年7月10日 公財 国所管

公益財団法人　サント
リー芸術財団

6010405008235
芸術文化振興基金助成金
（「「琉球　美の宝庫」展」に対し
て)

3,826,000 2018年7月13日 公財 国所管

公益財団法人　サント
リー芸術財団

6010405008235

芸術文化振興基金助成金
（「サントリーホールコンサート
作曲家の個展Ⅱ　2018」に対し
て)

1,130,000 2018年7月27日 公財 国所管

公益財団法人　東京交響
楽団

8011105004811

芸術文化振興基金助成金
（「ジョナサン・ノット指揮東京交
響楽団　モーツァルト：歌劇「フィ
ガロの結婚」（演奏会形式）」に
対して)

2,478,000 2018年7月27日 公財 国所管

公益財団法人　サント
リー芸術財団

6010405008235
芸術文化振興基金助成金
（「サントリーホール　サマーフェ
スティバル2018」に対して)

6,035,000 2018年7月27日 公財 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益法人の場合交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益社団法人　日本劇団
協議会

7011105005414
芸術文化振興基金助成金
（「「高校生のための巡回公演」」
に対して)

12,732,000 2018年7月27日 公社 国所管

公益社団法人　日本アマ
チュアオーケストラ連盟

3180305002299

芸術文化振興基金助成金
（「第46回全国アマチュアオーケ
ストラフェスティバル高知大会」
に対して)

1,342,000 2018年7月27日 公社 国所管

公益財団法人　日本フィ
ルハーモニー交響楽団

8011305000040
芸術文化振興基金助成金
（「横浜定期演奏会第336回～第
345回」に対して)

30,366,000 2018年7月30日 公財 国所管

公益財団法人　日本フィ
ルハーモニー交響楽団

8011305000040
芸術文化振興基金助成金
（「東京定期演奏会第699回～第
708回」に対して)

69,634,000 2018年7月30日 公財 国所管

公益財団法人　関西フィ
ルハーモニー管弦楽団

1120005019428

芸術文化振興基金助成金
（「関西フィルハーモニー管弦楽
団　Meet the Classic　シリーズ
（いずみホール　外　8会場）（全
10公演）」に対して)

11,897,000 2018年7月30日 公財 国所管

公益財団法人　関西フィ
ルハーモニー管弦楽団

1120005019428

芸術文化振興基金助成金
（「関西フィルハーモニー管弦楽
団　定期・特別演奏会“ニュー・
ディメンション”（第291回～第299
回，「第九」）（全10回）」に対し
て)

20,474,000 2018年7月30日 公財 国所管

公益財団法人　新日本
フィルハーモニー交響楽
団

6010605002541

芸術文化振興基金助成金
（「定期演奏会　ルビー＜アフタ
ヌーン　コンサート・シリーズ＞
（全14回）」に対して)

23,396,000 2018年8月1日 公財 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分

公益法人の場合交付又は支出先法人名
称

法人番号 名目・趣旨等
交付又は支出額

（単位：円）

（会費の場合）
支出先法人が定める会
費一口当たりの金額、も

しくは最低限の金額
（単位：円）

交付又は支出日等
（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益財団法人　新日本
フィルハーモニー交響楽
団

6010605002541

芸術文化振興基金助成金
（「定期演奏会　ジェイド＜サント
リーホール・シリーズ＞（全8
回）」に対して)

14,965,000 2018年8月1日 公財 国所管

公益財団法人　新日本
フィルハーモニー交響楽
団

6010605002541

芸術文化振興基金助成金
（「特別演奏会　サファイア＜横
浜みなとみらいシリーズ＞（全3
回）」に対して)

7,701,000 2018年8月1日 公財 国所管

公益財団法人　新日本
フィルハーモニー交響楽
団

6010605002541

芸術文化振興基金助成金
（「定期演奏会　トパーズ＜トリ
フォニー・シリーズ＞（全15回）」
に対して)

45,370,000 2018年8月1日 公財 国所管

公益財団法人　東京二期
会

6011005003254
芸術文化振興基金助成金
（「二期会ニューウェーブ・オペラ
劇場　『アルチーナ』」に対して)

6,501,000 2018年8月1日 公財 国所管

公益財団法人　東京二期
会

6011005003254
芸術文化振興基金助成金
（「東京二期会オペラ劇場　プッ
チーニ　「三部作」」に対して)

49,775,000 2018年8月1日 公財 国所管

公益財団法人　東京二期
会

6011005003254
芸術文化振興基金助成金
（「東京二期会オペラ劇場　『後
宮からの逃走』」に対して)

16,810,000 2018年8月1日 公財 国所管

公益財団法人　東京二期
会

6011005003254
芸術文化振興基金助成金
（「東京二期会オペラ劇場　『金
閣寺』」に対して)

46,914,000 2018年8月1日 公財 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分
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（支出決定日）

（会費の場合）
支出の理由等

公益財団法人　井上バレ
エ団

8010905002289

芸術文化振興基金助成金
（「井上バレエ団7月公演バレエ
団創立50周年財団設立35周年
「白鳥の湖」全四幕」に対して)

8,038,000 2018年8月1日 公財 国所管

公益社団法人　日本舞踊
協会

1010005018787

芸術文化振興基金助成金
（「第2回日本舞踊　未来座=裁
（SAI）=　「カルメン 2018」」に対し
て)

6,281,000 2018年8月1日 公社 国所管

公益社団法人　能楽協会 1011105004454
芸術文化振興基金助成金
（「第41回納涼能」に対して)

1,151,000 2018年8月1日 公社 国所管

公益社団法人　能楽協会 1011105004454
芸術文化振興基金助成金
（「第15回ユネスコ記念能」に対
して)

599,000 2018年8月1日 公社 国所管

公益社団法人　能楽協会 1011105004454
芸術文化振興基金助成金
（「神能殿・新春のお祝い」に対
して)

719,000 2018年8月1日 公社 国所管

公益社団法人　能楽協会 1011105004454
芸術文化振興基金助成金
（「第11回神戸能」に対して)

813,000 2018年8月1日 公社 国所管

公益社団法人　宝生会 2010005003490
芸術文化振興基金助成金
（「宝生会　月並能」に対して)

4,372,000 2018年8月1日 公社 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分
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（支出決定日）

（会費の場合）
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公益社団法人　宝生会 2010005003490
芸術文化振興基金助成金
（「宝生会　別会能」に対して)

2,225,000 2018年8月1日 公社 国所管

公益社団法人　日本三曲
協会

6010405009002
芸術文化振興基金助成金
（「日本三曲協会定期公演　第5
回「日本の響」」に対して)

1,066,000 2018年8月7日 公社 国所管

公益財団法人　札幌市芸
術文化財団

2430005001304
芸術文化振興基金助成金
（「札幌美術展　五十嵐威暢の
世界」に対して)

2,390,000 2018年8月13日 公財 国所管

公益財団法人　東京交響
楽団

8011105004811
芸術文化振興基金助成金
（「東京交響楽団　定期演奏会」
に対して)

38,929,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　東京交響
楽団

8011105004811
芸術文化振興基金助成金
（「東京交響楽団　川崎定期演
奏会」に対して)

20,090,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　東京交響
楽団

8011105004811

芸術文化振興基金助成金
（「東京交響楽団「こども定期演
奏会」2018シーズン第65回～第
68回」に対して)

9,483,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　東京交響
楽団

8011105004811

芸術文化振興基金助成金
（「ミューザ川崎シンフォニーホー
ル&東京交響楽団　名曲全集」
に対して)

14,065,000 2018年8月14日 公財 国所管
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公益法人の区
分

国認定、都道府
県認定の区分
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（会費の場合）
支出の理由等

公益財団法人　東京交響
楽団

8011105004811
芸術文化振興基金助成金
（「東京交響楽団　東京オペラシ
ティシリーズ」に対して)

17,433,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　東京フィ
ルハーモニー交響楽団

9011105005412

芸術文化振興基金助成金
（「東京フィルハーモニー交響楽
団　オーチャード定期演奏会」に
対して)

27,168,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　東京フィ
ルハーモニー交響楽団

9011105005412

芸術文化振興基金助成金
（「東京フィルハーモニー交響楽
団　サントリー定期シリーズ」に
対して)

34,039,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　東京フィ
ルハーモニー交響楽団

9011105005412

芸術文化振興基金助成金
（「東京フィルハーモニー交響楽
団　東京オペラシティ定期シリー
ズ」に対して)

30,693,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　東京フィ
ルハーモニー交響楽団

9011105005412

芸術文化振興基金助成金
（「東京フィルハーモニー交響楽
団　平日の午後のコンサート
2018」に対して)

4,348,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　東京フィ
ルハーモニー交響楽団

9011105005412

芸術文化振興基金助成金
（「東京フィルハーモニー交響楽
団　午後のコンサート2018」に対
して)

3,752,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　日本オペ
ラ振興会

9011005003763
芸術文化振興基金助成金
（「藤原歌劇団公演　オペラ「ラ・
チェネレントラ」」に対して)

15,598,000 2018年8月14日 公財 国所管
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公益法人の区
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公益財団法人　日本オペ
ラ振興会

9011005003763
芸術文化振興基金助成金
（「藤原歌劇団公演　オペラ「ド
ン・ジョヴァンニ」」に対して)

31,925,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　日本オペ
ラ振興会

9011005003763
芸術文化振興基金助成金
（「藤原歌劇団公演　オペラ「ラ・
トラヴィアータ」」に対して)

47,461,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　日本オペ
ラ振興会

9011005003763
芸術文化振興基金助成金
（「日本オペラ協会公演　オペラ
「静と義経」」に対して)

25,016,000 2018年8月14日 公財 国所管

公益財団法人　岡田茂吉
美術文化財団

2080105003863

芸術文化振興基金助成金　（「リ
ニューアル記念特別展　信長と
クアトロ・ラガッツィ　桃山の夢と
幻　+杉本博司と天正少年使節
が見たヨーロッパ」に対して)

2,045,000 2018年9月5日 公財 国所管

公益財団法人　ジェスク
音楽文化振興会

7011005003369
芸術文化振興基金助成金
（「第39回霧島国際音楽祭2018」
に対して)

4,381,000 2018年9月10日 公財 国所管

公益社団法人　教育演劇
研究協会

7080405000580
芸術文化振興基金助成金
（「小規模小学校巡回公演」に対
して)

4,450,000 2018年9月10日 公社 国所管

公益社団法人　観世九皐
会

4011105005409
芸術文化振興基金助成金
（「観世九皐会定例会」に対して)

2,550,000 2018年9月10日 公社 国所管
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公益法人の区
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公益社団法人　浪曲親友
協会

3120005014773
芸術文化振興基金助成金
（「一心寺門前浪曲寄席」に対し
て)

4,464,000 2018年9月10日 公社 国所管

公益社団法人　浪曲親友
協会

3120005014773
芸術文化振興基金助成金
（「初夢で「見たよ．聞いたよ」浪
花節」に対して)

250,000 2018年9月10日 公社 国所管

公益社団法人　日本バレ
エ協会

8010705001648
芸術文化振興基金助成金
（「第39回全道バレエフェスティ
バル・イン・サッポロ」に対して)

2,103,000 2018年9月19日 公社 国所管

公益財団法人　大槻能楽
堂

3120005014550
芸術文化振興基金助成金
（「大槻能楽堂自主公演能　夏
休みおやこ教室」に対して)

797,000 2018年9月19日 公財 国所管

【記載要領】

（注１）「公益法人等」には、特例民法法人、公益社団・財団法人が含まれる。

（注２）「名目・趣旨等」には、その詳細を簡潔に記載すること。

（注３）「会費一口当たりの金額、もしくは最低限の金額」の欄は支出先法人が定める会費一口当たりの金額もしくは最低限の額を記載すること。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。
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