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平成２９年度芸術文化振興基金  

助成対象活動の決定について 

 

 

平成２９年３月２９日  

                  独立行政法人  日本芸術文化振興会   

 

 

 独立行政法人日本芸術文化振興会（理事長  茂木七左衞門）では、 

芸術文化振興基金による平成２９年度の助成対象活動を決定しました。  

 芸術文化振興基金による助成事業は、基金の運用収入を財源として、我が

国の芸術家及び文化芸術団体が行う芸術の創造、普及を図るための活動や地

域の文化活動などに対し助成を行うものです。  

 応募のあった活動１，２９７件について、助成金の交付の適否を芸術文化

振興基金運営委員会に諮り、そのもとに置かれた４部会、１０専門委員会に

おいて審査が行われました。  

 審査の結果、採択件数は７１６件、助成金交付予定額は１０億４，８１５

万５千円とする旨の答申を受け、これを踏まえ別添のとおり決定しました。 

 なお、国内映画祭等の活動については、平成２９年５月下旬に第２回目の

募集を予定しております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平 成 29 年 度 芸 術 文 化 振 興 基 金

独立行政法人　日本芸術文化振興会

助 成 対 象 活 動 の 決 定 に つ い て



　

応募件数 採択件数 助成金交付予定額

（件） （件） （千円）

580                    306                  539,976               

129                    65                    161,216               

84                     45                    61,909                 

367                    196                  316,851               

伝統芸能の公開活動 74                     31                    51,290                 

美術の創造普及活動 19                     9                     15,283                 

多分野共同等芸術創造活動 51                     24                    20,185                 

国内映画祭等の活動 37                     26                    60,211                 

23                     18                    53,712                 

14                     8                     6,499                   

761                    396                  686,945               

地域文化施設公演・展示活動 319                    181                  239,612               

文化会館公演 183                    106                  114,846               

 美術館等展示 136                    75                    124,766               

11                     7                     6,276                   

30                     18                    15,598                 

360                    206                  261,486               

〔文化振興普及団体活動〕   

アマチュア等の文化団体活動 165                    104                  80,720                 

11                     10                    19,004                 

176                    114                  99,724                 

1,297                 716                  1,048,155             

伝統工芸技術・文化財保存技術の
保存伝承等活動

小      計

合　　　計

小      計

平成２９年度芸術文化振興基金
助成対象分野別採択状況

〔芸術創造普及活動〕

助成対象分野

現代舞台芸術創造普及活動

音  楽

舞  踊

民俗文化財の保存活用活動

演  劇

小      計

〔地域文化振興活動〕

歴史的集落・町並み、文化的景観保
存活用活動

国内映画祭

日本映画上映活動



現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計65件・161,216千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

愛知室内オーケストラ第19回定期演奏会 一般社団法人愛知室内オーケストラ (愛知県)               229

オーケストラ・ニッポニカ第31回演奏会≪鈴木秀美が振る 20世紀の三章
≫、第32回演奏会≪コラージュ・秋山邦晴≫

芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニ
カ (東京都)

            1,305

Music Tomorrow 2017 公益財団法人NHK交響楽団 (東京都)             2,454

オーケストラ・プロジェクト2017 オーケストラ・プロジェクト (神奈川県)             1,073

オーケストラ・リベラ・クラシカ定期演奏会 オーケストラ・リベラ・クラシカ (埼玉県)             1,477

第117回・118回・119回定期演奏会 一般社団法人大阪市音楽団 (大阪府)             2,341

子どもたちの音楽芸術体験事業「夢コンサート」
公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団
(神奈川県)

            1,349

京都市交響楽団みんなのコンサート2017 ～さあ、クラシックファンをは
じめよう～

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団 京都
市交響楽団 (京都府)

            6,663

群馬交響楽団 高校音楽教室 公益財団法人群馬交響楽団 (群馬県)             9,127

札幌交響楽団 道内地方公演 公益財団法人札幌交響楽団 (北海道)             5,405

サントリー芸術財団コンサート 作曲家の個展Ⅱ 2017 公益財団法人サントリー芸術財団 (東京都)             1,209

静岡交響楽団 定期演奏会（第71,72,73,74,75,77回） 特定非営利活動法人静岡交響楽団 (静岡県)             3,105

シエナ・ウインド・オーケストラ第44回定期演奏会
一般社団法人ジャパン・シンフォニック・ウイ
ンズ (東京都)

              633

シンフォニエッタ静岡 第48回～52回定期公演 一般社団法人シンフォニエッタ静岡 (静岡県)             1,318

第28回定期演奏会
公益社団法人瀬戸フィルハーモニー交響楽団
(香川県)

              316

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会「オーケストラと遊んじゃおう
vol.14」

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団
(宮城県)

              607

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会「マイタウンコンサート」
公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団
(宮城県)

            1,199

千葉交響楽団定期演奏会 公益財団法人千葉交響楽団 (千葉県)             1,577

中部フィルハーモニー交響楽団 定期演奏会
特定非営利活動法人中部フィルハーモニー交響
楽団 (愛知県)

            1,968

中部フィルハーモニー交響楽団 特別演奏会
特定非営利活動法人中部フィルハーモニー交響
楽団 (愛知県)

            1,584

パシフィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）2017
公益財団法人パシフィック・ミュージック・
フェスティバル組織委員会 (北海道)

            6,597

広島ウインドオーケストラ第47回定期演奏会 広島ウインドオーケストラ (広島県)               817

広島ウインドオーケストラ第48回定期演奏会 広島ウインドオーケストラ (広島県)               449

広島交響楽団 平成29年度 オーケストラ音楽鑑賞教室 公益社団法人広島交響楽協会 (広島県)             6,886

琉球交響楽団第32回、第33回定期演奏会 特定非営利活動法人琉球交響楽団 (沖縄県)             1,345

C.モンテヴェルディ生誕450周年記念公演② 歌劇「ポッペアの戴冠」 アントネッロ (埼玉県)             1,204

北九州シティオペラ 2017年度公演 オペラ「ラ・ボエーム」
特定非営利活動法人北九州シティオペラ (福岡
県)

            1,402

クオーレ・ド・オペラ プロジェクト公演 ケイ・アーツ・オフィス有限会社 (千葉県)               882

第43回四国二期会オペラ公演 オペラ「扇の的」 四国二期会 (香川県)             2,074

ペルゴレージ 歌劇「オリンピーアデ」 公益財団法人新日鉄住金文化財団 (東京都)             1,462

2017仙台オペラ協会第42回公演「フィガロの結婚」 一般社団法人仙台オペラ協会 (宮城県)             3,191

NISSAY OPERA 2017／ニッセイ名作シリーズ2017 オペラ「ラ・ボエーム」 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 (東京都)            11,383

NISSAY OPERA 2017／ニッセイ名作シリーズ2017 オペラ「ルサルカ」 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 (東京都)             7,395

さっぽろオペラ祭2017 北海道二期会平成29年度オペラ公演「不思議の国
のアリス」

一般社団法人北海道二期会 (北海道)               798

「秋吉台の夏2017」現代音楽セミナー・コンサート 秋吉台現代音楽研究会 (山口県)               319
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

ル・ポン国際音楽祭2017 赤穂・姫路 赤穂国際音楽祭実行委員会 (兵庫県)             2,887

Ensemble Kujoyama Concert vol.4、vol.5 アンサンブル九条山 (京都府)               525

アンサンブル・ノマド結成20周年記念定期演奏会 饗宴Vol.1～4 アンサンブル・ノマド (東京都)             3,967

inc.percussion days 2017 in 相模湖・in 福島 kuniko kato arts project (東京都)               872

神戸市室内合奏団 開港150周年 神戸発！ CLASSIC PLUS 公益財団法人神戸市民文化振興財団 (兵庫県)               487

ムズカシイはおもしろい！！ バルトークの時代 その3・その4 古典四重奏団 (埼玉県)               260

東京現音計画＃09～コンポーザーズセレクション4：近藤譲 東京現音計画 (東京都)               574

東京シンフォニエッタ 2017年度定期演奏会（第41・42回） 一般社団法人東京シンフォニエッタ (東京都)             1,502

ラッヘンマンの肖像 公益財団法人水戸市芸術振興財団 (茨城県)               671

Music Dialogue ディスカバリー・シリーズ2017-18（第1回～5回） 一般社団法人Music Dialogue (東京都)               191

第3回両国アートフェスティバル2017 一般社団法人もんてん (東京都)               473

ヴォクスマーナ第38～39回定期演奏会 ヴォクスマーナ (東京都)               261

室内合唱団 日唱 第18回定期演奏会（1公演） 一般社団法人日本合唱協会 (千葉県)               314

harmonia ensemble第12回定期演奏会 －間宮芳生作品個展 エチュードと
インヴェンション－

一般社団法人ハルモニア・アンサンブル (東京
都)

              224

合唱団フォンス・フローリス第10回コンセール・スピリテュエル 株式会社フォンス・フローリス (東京都)               228

アフィニス夏の音楽祭2017広島 公益財団法人アフィニス文化財団 (東京都)             3,593

C.モンテヴェルディ生誕450周年記念公演①「聖母マリアの夕べの祈り」 アントネッロ (埼玉県)               733

岡崎ジャズストリート2017
特定非営利活動法人岡崎ジャズストリート (愛
知県)

            1,906

第38回草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァル 公益財団法人関信越音楽協会 (群馬県)            10,875

2017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 公益財団法人サイトウ・キネン財団 (長野県)             5,068

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2017 公益財団法人サントリー芸術財団 (東京都)             6,199

第38回霧島国際音楽祭2017 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会 (東京都)             5,216

武生国際音楽祭2017 武生国際音楽祭推進会議 (福井県)             3,548

BAY SIDE JAZZ 2017 CHIBA 公益財団法人千葉市文化振興財団 (千葉県)             1,496

角田健一ビッグバンド 2017定期公演 角田健一ビッグバンド事務所 (東京都)             1,555

コンポージアム2017
公益財団法人東京オペラシティ文化財団 (東京
都)

            7,231

ビッグバンド・フェスティバル 2017 VOL.19 一般社団法人日本ポピュラー音楽協会 (東京都)             1,116

第15回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン オラトリオ《テオドーラ》
全曲公演

ヘンデル・フェスティバル・ジャパン実行委員
会 (茨城県)

              754

守屋純子オーケストラ 2017年度定期公演 守屋純子オーケストラ (東京都)               553

横濱 JAZZ PROMENADE 2017 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会 (神奈川県)             6,794
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

川口節子バレエ団創作公演「舞浪漫 My Roman 2017」 川口節子バレエ団 (愛知県)                950

有馬龍子記念 京都バレエ団公演“ダンス・クラシックの至宝 伝説のバレ
エ”

一般社団法人京都バレエ団 (京都府) 2,166             

'17佐々木美智子バレエ団公演 佐々木美智子バレエ団 (大阪府) 1,660             

2017年 地主薫バレエ団公演 歌劇 イーゴリ公より「韃靼人の踊り」他 地主薫バレエ団 (大阪府) 2,640             

篠原聖一 バレエ・リサイタル DANCE for Life 2017 DANCE for Life実行委員会 (東京都) 2,386             

2017 Yoko Tsukamoto テアトル・ド・バレエ カンパニー公演 テアトル・ド・バレエカンパニー (愛知県) 1,722             

野間バレエスクール創立50周年記念 野間バレエ団第25回定期公演 野間景振
付「ドン・キホーテ」（全幕）

有限会社野間バレエ団 (大阪府) 1,265             

越智インターナショナルバレエ「新 白鳥の湖」全幕
パブロワ・ニジンスキー記念越智インターナショ
ナルバレエ (愛知県)

3,029             

夏休みスペシャル公演「ドン・キホーテ」「白鳥の湖」第2幕 公益財団法人松山バレエ団 (東京都) 1,732             

第41回宮下靖子バレエ団公演｢音楽で観る美術館｣ 有限会社宮下靖子バレエ団 (京都府) 2,155             

ARCHITANZ2018 株式会社アーキタンツ (東京都) 1,914             

平山素子×加藤訓子 STAMINA 女神の縦糸プロジェクト（仮称） 特定非営利活動法人アルファルファ (東京都) 1,454             

アンサンブル・ゾネ ダンス公演『眩暈-Dizziness』『迷い』 アンサンブル・ゾネ (兵庫県) 834               

北村明子アジア共同制作第2弾『Cross Transit 最終章』 Office A/LB (東京都) 2,309             

Opto「optofile 4」 Opto (群馬県) 1,034             

ダンスインアジア2017in大阪 オフ・ニブロール (神奈川県)              1,082

OrganWorks公演「Leviathan(仮）」 OrganWorks (東京都) 813               

OrganWorks×Carmen Werner「Time of Conversation」 OrganWorks (東京都) 751               

笠井瑞丈×上村なおか ダンス公演「奇跡の星」 笠井瑞丈×上村なおか (東京都) 563               

インテグレイティッド・ダンス・カンパニー響-Kyo第5回公演（仮称） クリエイティブ・アート実行委員会 (東京都) 1,928             

東京ELECTROCK STAIRS 新作公演 一般社団法人KENTAROCKERS (東京都) 718               

福岡ダンスフリンジフェスティバルvol.11 特定非営利活動法人コデックス (福岡県) 1,312             

Co.山田うん「モナカ」3都市公演 一般社団法人Co.山田うん (東京都) 1,839             

C/Ompany「忘れろ・ボレロ」ツアー C/Ompany (千葉県) 567               

「街角」再演プロジェクト じゅんじゅんSCIENCE (東京都) 848               

東京発ダンスブリッジ・インターナショナル2017 セッションハウス企画室 (東京都) 1,225             

リンゴ企画 近藤良平「神楽坂とさか計画」
セッションハウス企画室リンゴ企画実行委員会
(東京都)

494               

第一部「天目山 曜変の舞い」―櫻と松のファンタジー― 第二部 フラメンコ
その神秘と情熱

株式会社ソル・デ・エスパーニャ (東京都) 2,635             

ダンスアーカイヴプロジェクト作品4都市巡回公演 ダンスアーカイヴ構想 (東京都) 1,078             

ダンスがみたい！19 白鳥の湖 「ダンスがみたい！」実行委員会 (東京都)              1,814

新作ダンス公演「悲劇的」巡回公演 ダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI (京都府) 668               

現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計45件・61,909千円）
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

Dance Theatre LUDENS「Trifles」(仮題） Dance Theatre LUDENS (埼玉県) 644               

関かおりPUNCTUMUN新作公演 団体せきかおり (東京都) 1,106             

「ロミオとジュリエット～踊る戯曲Ⅳ～」 CHAiroiPLIN (東京都) 970               

イデビアン・クルー新作公演『城』（仮題） 特定非営利活動法人days (東京都) 1,979             

『花粉革命』 一般社団法人天使館 (東京都) 1,120             

Baobabディレクション公演『DANCE×Scrum!!!2』 Baobab (東京都) 622               

ANOTHER BATIK:「a children's song」／「海と暮らして」（仮タイトル） バティック (東京都) 1,298             

平多正於舞踊研究所70周年 平多正於先生生誕100年記念 平多舞踊公演 平多正於舞踊研究所 (東京都) 1,841             

プロジェクト大山 ツアー公演「オオヤマップ 2017」(仮） プロジェクト大山 (東京都)              1,173

近代文学演舞「地獄変」
北海道コンテンポラリーダンス普及委員会 (北海
道)

               635

フェス2017(仮） ROCKSTAR有限会社 (東京都) 686               

KIZUNA 絆 Estudio LA FUENTE (東京都) 1,254             

森田志保フラメンコ公演 はな9 トルニージョ (東京都) 490               

平富恵スペイン舞踊団公演「Hokusai Fantasy～葛飾北斎の夢世界～（仮
題）」

有限会社マジェスティック (東京都) 2,506             
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

AMCFプロデュース 劇団HIT!STAGE×劇団ヒロシ軍「花の棲む街」
特定非営利活動法人アートマネージメントセン
ター福岡 (福岡県)

1,034            

劇団青い鳥ショートショートシアター「普通の人々」 株式会社青い鳥創業 (東京都) 1,404            

劇団あおきりみかん其の参拾七「あなたのことば」（仮） 劇団あおきりみかん (愛知県) 1,878            

劇団あおきりみかん其の参拾八「くるり、と回る」（仮） 劇団あおきりみかん (愛知県) 1,532            

第24回公演「グランパと赤い塔（仮）」 青☆組 (東京都) 616              

劇団山の手事情社公演「班女」 有限会社アップタウンプロダクション (東京都) 586              

あやめ十八番 第九回公演「江戸系 煙夕空（仮）」 あやめ十八番 (東京都) 858              

東京デスロック『ARE YOU HAPPY ??? ～幸せの3本立て～』（仮） 一般社団法人unlock (東京都) 1,690            

「粛々と運針（仮）」 iaku (大阪府) 1,220            

「ハイツブリが飛ぶのを（仮）」 iaku (大阪府) 1,456            

第20回公演『案内人（仮）』 劇団いちびり一家 (大阪府) 803              

「新版 長寿庵啄木」
特定非営利活動法人いわてアートサポートセン
ター (岩手県)

1,541            

劇団印象-indian elephant-第22回公演「子象のポボンとお月様」
特定非営利活動法人劇団印象－indian elephant
－ (東京都)

462              

ウォーキング・スタッフ プロデュース「怪人21面相」 ウォーキング・スタッフ (東京都) 2,607            

第14回本公演「新青年（仮）」 VOGA (京都府) 2,816            

A級MissingLink第24回公演『罪だったり罰だったり』 A級MissingLink (大阪府) 644              

エイチエムピー・シアターカンパニー新作公演<現代日本演劇のルーツ4>
新・四谷怪談（仮）

一般社団法人HMP (大阪府) 1,283            

エイチエムピー・シアターカンパニー新作公演<現代日本演劇のルーツ5>盟
三五大切（仮）

一般社団法人HMP (大阪府) 723              

第45回名作劇場『ことづけ』『喜寿万歳』 演劇企画制作「オフィス樹」 (群馬県) 773              

第46回名作劇場『長女』『木曽節お六』 演劇企画制作「オフィス樹」 (群馬県) 739              

オイスターズ第20回公演『お前の靴はどれだ』 オイスターズ (愛知県) 915              

平和祈念劇団往来プロデュース公演 音楽劇 チンチン電車と女学生 株式会社劇団往来 (大阪府) 3,170            

劇団大阪第81回本公演「スケッチブックと洞窟」 劇団大阪 (大阪府) 703              

大阪劇団協議会フェスティバル45周年記念合同公演「築地に響く銅鑼（仮
題）」

大阪劇団協議会 (大阪府) 2,076            

大阪現代舞台芸術協会プロデュース公演『大阪シアターフェスティバル』
（仮）

特定非営利活動法人大阪現代舞台芸術協会 (大
阪府)

1,849            

劇艶おとな団第12回公演「ゴーストライター」 一般社団法人おきなわ芸術文化の箱 (沖縄県) 470              

オフィス3○○番外公演「川を渡る夏」 有限会社おふぃすさんじゅうまる (東京都) 2,294            

オフィス3○○公演「深夜特急 ―めざめれば別の国―」 有限会社おふぃすさんじゅうまる (東京都) 2,390            

オフィスワンダーランド第43回公演「からくり儀右衛門」（仮） 有限会社オフィスワンダーランド (東京都) 1,159            

温泉ドラゴン第10回公演 「百年の幸福（仮）」 劇団温泉ドラゴン (東京都) 1,957            

匣の階公演「パノラマビールの夜」 階 (大阪府) 651              

人体言語／虐殺のためのバガテル 劇団解体社 (東京都) 1,291            

札幌での二作品同時上演（テーマ「閉塞した大都市の貧しい心」） 開幕ペナントレース (東京都) 1,376            

二人の演出家による小山内薫『息子』とハロルド・チャピン『Augustus in
search of a father』の同時上演

開幕ペナントレース (東京都) 1,289            

演劇集団ア・ラ・プラス 第14回公演「ビザール～奇妙な午後～」 一般社団法人壁なき演劇センター (東京都) 1,356            

カムカムミニキーナ2017年度公演「狼狽」 カムカムミニキーナ (東京都) 2,538            

劇団カムカムミニキーナ2017年公演「＞（ダイナリィ）～大稲荷・狐色に
なるまで入魂～」

カムカムミニキーナ (東京都) 2,272            

現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計196件・316,851千円）
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

2017年鴎座公演『Happy Days』 鴎座 (東京都) 710              

第60回公演『動物園が消える日』 一般社団法人劇団唐組 (東京都) 1,570            

烏丸ストロークロック 新作ツアー2018『凪の城（仮題）』 烏丸ストロークロック (滋賀県) 1,146            

劇団唐ゼミ☆ 第27回公演『あれからのジョン・シルバー』 劇団唐ゼミ☆ (神奈川県) 1,634            

第16回公演「遠くの花火」（仮）／「もう一回の、乾杯。」 空晴 (大阪府) 2,142            

関西芸術座公演「徘徊」 株式会社関西芸術座 (大阪府) 1,204            

木ノ下歌舞伎『東海道四谷怪談-通し上演-』 木ノ下歌舞伎 (京都府) 2,646            

木ノ下歌舞伎『心中天の網島』 木ノ下歌舞伎 (京都府) 2,928            

土田英生セレクションvol.4『きゅうりの花』 有限会社キューカンバー (京都府) 2,116            

壁ノ花団第十二回公演『ウィークエンダー』 有限会社キューカンバー (京都府) 1,351            

キューブ（仮） 極東退屈道場 (大阪府) 2,145            

第39回公演 「転生の夢」 ～ラフカディオ・ハーンの面影～ 一般社団法人劇団キンダースペース (埼玉県) 1,962            

燐光群 アジア共同プロジェクト 日本・タイ・フィリピン合作 『ブランク
（BLANK）―空白を埋める人々の物語』（仮題）

有限会社グッドフェローズ (東京都) 1,628            

工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10第17回公演 「死んだと思って
生きてみる」～財団法人親父倶楽部～（仮題）

工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10
(大阪府)

1,775            

KUNIO13『夏の夜の夢』 合同会社KUNIO,Inc. (京都府) 3,046            

劇団 黒テント第77回公演「浮かれるぺリクァン」 一般社団法人劇団黒テント (東京都) 708              

劇空間夢幻工房 PLANNING STAGE vol.13 特定非営利活動法人劇空間夢幻工房 (長野県) 488              

ゴジゲン「残念とオレンジ」 有限会社ゴーチ・ブラザーズ (東京都) 1,329            

劇団五期会第70回公演「君の光は、今（仮題）」 劇団五期会 (大阪府) 1,405            

虚空旅団 第27回公演 深津演劇祭～深津篤史コレクション舞台編 参加作品
『飛ぶ夢、アルベルト・キシュカについての短いお話』

虚空旅団 (大阪府) 479              

虚空旅団 第28回公演 ナビロフト×想流私塾 交流企画「Visitors」参加作
品『Voice Training（仮）』

虚空旅団 (大阪府) 742              

お礼してまわるツアー「あっ、カッコンの竹」 コトリ会議 (大阪府) 796              

「残夏-1945-」
サイン アート プロジェクト．アジアン (東京
都)

1,228            

第19回公演『おせん』 サスペンデッズ (東京都) 825              

風姿花伝プロデュース「ビューティークイーン オブ リーナン」 シアター風姿花伝 (東京都) 2,236            

プワープワー・ガーデン（仮） The end of company ジエン社 (東京都) 1,154            

劇団しし座 第77回公演「かみさまのみた夢（仮題）」 劇団しし座 (大阪府) 1,125            

下鴨車窓#15『渇いた蜃気楼』 下鴨車窓 (京都府) 812              

下鴨車窓#16『冬雷』 下鴨車窓 (京都府) 1,520            

JACROW#23「骨肉（仮）」 JACROW (東京都) 745              

劇団ジャブジャブサーキット第57回公演「『月読み右近』の副業」 劇団ジャブジャブサーキット (岐阜県) 1,864            

『神戸海軍操練所』～海の彼方に若者達が見たものは～（仮題） 一般社団法人劇団自由人会 (兵庫県) 1,327            

少年王者舘 第39回本公演「シアンガーデン」 少年王者舘 (愛知県) 2,383            

劇団しようよ『TATAMI』『あゆみ』 劇団しようよ (京都府) 478              

劇団しようよ『VSだんたらぼっち』 劇団しようよ (京都府) 235              

ギンギラ太陽's×劇団ショーマンシップ公演「奪われた手紙～民間検閲局
～」2017

有限会社ショーマンシップ (福岡県) 906              

新宿梁山泊第61回公演 満天星シェイクスピアシリーズVol.4 「オセロー」 一般社団法人新宿梁山泊 (東京都) 1,127            
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

新宿梁山泊第62回公演 少女都市からの呼び声 一般社団法人新宿梁山泊 (東京都) 1,278            

ストアハウスコレクション 有限会社ストアハウス (東京都) 6,431            

SPIRAL MOON the 36th session『おんわたし』 SPIRAL MOON  (東京都) 1,370            

劇団昴 Page2『ふくろう』 劇団昴一般社団法人 (東京都) 641              

子供のためのミュージカル 男装音楽劇「宝島」 青蛾館 (東京都) 1,482            

贅沢貧乏『ニッポン教（仮）』芸劇eyes公演 贅沢貧乏 (東京都) 1,419            

清流劇場2018年3月公演「ANDORRA アンドラ」 清流劇場 (兵庫県) 1,636            

SENDAI座☆プロジェクト2017 結成10周年記念公演「白墨の輪」 SENDAI座☆プロジェクト (宮城県) 2,472            

空の驛舎 第22回公演『遠雷』 空の驛舎 (大阪府) 750              

第七劇場 ツアー2017 人形の家 第七劇場 (三重県) 386              

『寿ぎの宇宙』東京公演 劇団態変 (大阪府) 750              

かえるでんち 劇団太陽族 (大阪府) 1,140            

タテヨコ企画第33回公演『あるサラリーマンの死』 劇団タテヨコ企画 (東京都) 1,034            

玉造小劇店配給芝居 vol.21「おもてなし」 玉造小劇店 (大阪府) 2,393            

玉造小劇店配給芝居 vol.22 お芝居～その壱「（仮）カラサワギ」 玉造小劇店 (大阪府) 2,245            

チェルフィッチュ 最新作『部屋に流れる時間の旅』東京公演 チェルフィッチュ (東京都) 2,257            

チェルフィッチュ20周年記念 『三月の5日間』リ・クリエーション全国ツ
アー（愛知、佐賀、長野）

チェルフィッチュ (東京都) 3,472            

第7回公演 『これはあなたのもの』（仮題） 株式会社地人会新社 (東京都) 3,810            

第28回公演「60'sエレジー（仮）」 劇団チョコレートケーキ (東京都) 1,759            

第29回公演「熱狂 あの記憶の記録」 劇団チョコレートケーキ (東京都) 1,718            

#28「ナイトスイミング」 一般社団法人劇団弦巻楽団 (北海道) 514              

「サウンズ・オブ・サイレンシーズ」再演ツアー 一般社団法人劇団弦巻楽団 (北海道) 601              

現代劇作家シリーズ7: 別役実「正午の伝説」フェスティバル die pratze (東京都) 1,481            

青のはて てがみ座 (東京都) 2,554            

デラシネラ コレクション「椿姫」「分身」二本立て公演 株式会社デラシネラ (東京都) 2,333            

カクシンハンPOCKET07「ロミオとジュリエット」 株式会社トゥービー (神奈川県) 962              

桃園会第50回公演『深海魚』 桃園会 (大阪府) 626              

梶山太郎氏の憂鬱 劇団道学先生 (東京都) 2,745            

西日本地域巡回公演『ヘレン・ケラー ～ひびき合うものたち』 株式会社東京演劇集団風 (東京都) 1,823            

東京芸術座公演No,102「父を騙す-72年目の遺言-」 有限会社劇団東京芸術座 (東京都) 2,451            

飛ぶ劇場Vol.38『生態系カズクン』 飛ぶ劇場 (福岡県) 732              

飛ぶ劇場Vol.39『どたんがたんぐすん』 飛ぶ劇場 (福岡県) 662              

dracom祭典『空腹者の弁』 dracom (大阪府) 583              

TRASHMASTERS第27回公演「日本人の敵」（仮） TRASHMASTERS (東京都) 2,238            

TRASHMASTERS第28回公演「BORDERLESS NATION～国境なき種族」（仮） TRASHMASTERS (東京都) 2,489            

トランス☆プロジェクト20年記念公演「MTF」（仮） トランス☆プロジェクト (東京都) 1,869            

「すがれる」連作公演 鳥公園 (東京都) 1,226            
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

サファリ・P第三回公演「財産没収」 トリコ・Ａプロデュース (京都府) 875              

トリコ・Aプロデュース演劇公演2017「私の家族」 トリコ・Ａプロデュース (京都府) 1,425            

ナッポスプロデュース「BLOODY POETRY」（仮） 株式会社ナッポスユナイテッド (東京都) 1,408            

現代カナダ演劇・最新作連続公演「ベルリンの東」 有限会社名取事務所 (東京都) 1,232            

第17回「てん、てこ、まい。～芸人長屋は春爛漫～」 浪花人情紙風船団 (大阪府) 1,694            

渡辺源四郎商店『鰤がどーん！』 なべげんわーく合同会社 (青森県) 1,797            

渡辺源四郎商店×（社）おきなわ芸術文化の箱『ハイサイせば ～Hello-
Goodbye～（仮）』

なべげんわーく合同会社 (青森県) 2,236            

南船北馬「さらば、わがまち（仮）」 南船北馬 (大阪府) 1,122            

第38回公演 ニットキャップシアター (京都府) 668              

「高校生のための巡回公演」 公益社団法人日本劇団協議会 (東京都) 12,214           

ノアノオモチャバコ 2都市ツアー「双顔（仮）」 ノアノオモチャバコ (東京都) 1,088            

劇団俳小公演「イェローフィーバー」 株式会社劇団俳小 (東京都) 1,433            

俳優座劇場プロデュースNo.102「十二人の怒れる男たち」 株式会社俳優座劇場 (東京都) 1,557            

ハイリンド第18回公演「あたま山心中 散ル散ル、満チル」 劇団ハイリンド (東京都) 956              

第二十四楽章「インテリぶる世界」 箱庭円舞曲 (東京都) 1,043            

第二十五楽章「嫌だから逃げない（仮）」 箱庭円舞曲 (東京都) 925              

ハット企画第四回公演『シェフェレ 女主人たち』 ハット企画 (東京都) 1,063            

津あけぼの座クリエーション vol.3「おとこしばいおんなしばい―2本立
て」チェーホフ「熊」・ブラッドベリ「霧笛」

特定非営利活動法人パフォーミングアーツネッ
トワークみえ (三重県)

422              

雷ストレンジャーズ 演劇ジェット紀行 スウェーデン編「父」 有限会社パレナージュ (東京都) 1,148            

劇団犯罪友の会 野外演劇公演「ことの葉こよみ」（仮称） 劇団犯罪友の会 (大阪府) 2,949            

範宙遊泳第21回公演 範宙遊泳 (東京都) 789              

第23回公演「ハダシの足音」（仮称） 万能グローブガラパゴスダイナモス (福岡県) 1,383            

万博設計08「骨壺はアマゾンで（仮称）」 万博設計 (大阪府) 782              

Pカンパニー第21回公演 「別役実の男と女の二人芝居日替3本立て」 株式会社Ｐカンパニー (東京都) 932              

劇団B級遊撃隊公演 「朝顔」 劇団B級遊撃隊 (愛知県) 794              

劇団B級遊撃隊公演 「不都合な真実」 劇団B級遊撃隊 (愛知県) 1,263            

劇団こふく劇場、劇団HIT!STAGE合同公演 境目 劇団HIT！STAGE (長崎県) 1,226            

百景社『銀河鉄道の夜』ツアー（仮） 百景社 (茨城県) 552              

F's company 20周年記念公演「けしてきえないひ」 一般社団法人F's Company ARTE (長崎県) 1,103            

風煉ダンス演劇公演「まつろわぬ民2017」（仮） 風煉ダンス (東京都) 1,480            

笛井事務所公演「愛の眼鏡は色ガラス」 笛井事務所 (東京都) 1,268            

第21回公演「愛死に」 FUKAIPRODUCE羽衣 (東京都) 1,636            

第22回公演（新作/タイトル未定） FUKAIPRODUCE羽衣 (東京都) 1,274            

冨士山アネットproduceかいぶつ[かいぶつ君]（仮） 冨士山アネット (東京都) 892              

Plant M No.12『凛然グッドバイ』 Plant M (大阪府) 1,088            

アマヤドリ ツアー2017『非常の階段』 合同会社プランプル (東京都) 1,644            

アマヤドリ 新作二本立て・ロングラン公演『崩れる（仮）』/『青いポス
ト（仮）』

合同会社プランプル (東京都) 976              
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

世襲戦隊カゾクマンⅡ 株式会社プリエール (東京都) 2,130            

ザ・フルーツⅡ 株式会社プリエール (東京都) 1,792            

Project Nyx第17回公演「犬狼都市－キュノポリス－」 Project Nyx (東京都) 1,201            

Project Nyx第18回公演「奴婢訓」 Project Nyx (東京都) 2,024            

川上未映子×マームとジプシー「まえのひ」ツアー 合同会社マームとジプシー (東京都) 1,839            

ミクニヤナイハラプロジェクト最新作『曖昧な犬（仮）』吉祥寺シアター
公演

ミクニヤナイハラプロジェクト (東京都) 1,868            

みつわ会 第20回記念公演 久保田万太郎作「あきくさばなし」「釣堀に
て」

みつわ会 (東京都) 1,898            

Ten Commandments ミナモザ (東京都) 908              

遊戯空間公演「詩×劇2018 つぶやきと叫び―礫による礫ふたたび―」 一般社団法人遊戯空間 (東京都) 948              

遊劇体#60『ふたりの蜜月』 遊劇体 (京都府) 550              

遊劇体#61『のたり、のたり、』 遊劇体 (京都府) 820              

ラッパ屋 第44回公演「父の黒歴史（仮）」 ラッパ屋 (東京都) 3,463            

龍昇企画公演『あの星のモグラ』 龍昇企画 (東京都) 998              

□字ック第十二回本公演「滅びの国（仮）」 □字ック (東京都) 2,712            

ロロvol.13新作ツアー公演 ロロ (東京都) 828              

yhs「忘れたいのに思い出せない」大阪公演 yhs (北海道) 812              

第24次笑の内閣「春のツレウヨまつり」 笑の内閣 (京都府) 448              

第25次笑の内閣「名誉男性鈴子」 笑の内閣 (京都府) 712              

悪い芝居vol.19「罠々」2都市ツアー 悪い芝居 (京都府) 1,906            

世界は嘘で出来ている ONEOR8 (東京都) 1,694            

悪者（仮） ONEOR8 (東京都) 2,138            

かめきちのたてこもり大作戦 株式会社劇団うりんこ (愛知県) 1,186            

わたしとわたし、ぼくとぼく 株式会社劇団うりんこ (愛知県) 955              

鹿児島県内離島・小人口地域「舞台芸術との感動ふれあい巡回事業2017」
特定非営利活動法人かごしま子ども芸術セン
ター (鹿児島県)

582              

「風の一座」沖縄九州地方幼稚園保育園巡回公演 有限会社劇団風の子 (東京都) 1,181            

「ぱらりっとせ」東北地域、幼稚園保育園巡回公演 有限会社劇団風の子 (東京都) 1,048            

「バンバンとトラ」小規模小学校巡回公演 企業組合劇団風の子九州 (福岡県) 2,006            

第3回company ma公演「wonder（ワンダー）」 特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ (神奈川県) 1,257            

九州沖縄子どもと舞台芸術出会いの広場
九州沖縄子どもと舞台芸術出会いの広場実行委
員会 (熊本県)

5,424            

小規模小学校巡回公演 公益社団法人教育演劇研究協会 (静岡県) 4,377            

2017 子ども演劇祭 in 岸和田 子ども演劇祭in岸和田実行委員会 (大阪府) 1,615            

子どもと舞台芸術―出会いのフォーラム2017
子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム実行委
員会 (東京都)

2,042            

巡回学校公演 株式会社すわらじ劇園 (京都府) 2,011            

ミュージカル『あらしのよるに』 有限会社総合劇集団俳優館 (愛知県) 1,292            

児童青少年演劇地方巡回公演 公益社団法人日本児童青少年演劇協会 (東京都) 12,852           

2017年・夏-児演協 児童・青少年演劇フェスティバル 日本児童・青少年演劇劇団協同組合 (東京都) 5,340            

Shadow Kingdom～影の王国～ 人形劇団望ノ社 (埼玉県) 362              

9



助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

うた芝居 ないたあかおに 関東地区巡回公演 山の音楽舎 (神奈川県) 893              

一年一組パペットシアター 一般社団法人全国専門人形劇団協議会 (東京都) 521              

劇団創立70周年記念企画パート1「うみぼうやとうみぼうず」お披露目公演 有限会社人形劇団京芸 (京都府) 2,068            

人形劇団クラルテ第115回公演こどもの劇場『11ぴきのねことへんなねこ』 有限会社人形劇団クラルテ (大阪府) 3,644            

ふたりのお話 人形劇団ひぽぽたあむ (東京都) 352              

人形劇「ひょっこりひょうたん島 オンステージ」神奈川・静岡ツアー 有限会社ひとみ座 (神奈川県) 1,411            

怪談 牡丹燈籠 夏の特別公演 有限会社劇団プーク (東京都) 1,064            

劇団企画ミュージカル「ナミヤ雑貨店の奇蹟」 株式会社オールスタッフ (東京都) 1,951            

「アレグロ」 有限会社タチ・ワールド (東京都) 2,264            

音楽劇『組曲』
舞台芸術創造団体ワンダーラーファクトリー
(京都府)

729              

手話狂言・初春の会
社会福祉法人トット基金日本ろう者劇団 (東京
都)

1,730            
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伝統芸能の公開活動（合計31件・51,290千円）

助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

立合狂言会 特定非営利活動法人ACT.JT (東京都) 614              

大槻能楽堂自主公演能 ナイトシアター「能って難しい？いえ、決
してそんなことはありません」

公益財団法人大槻能楽堂 (大阪府) 563              

平成29年 第1回 大島能楽堂定期公演 喜多流能の会 (広島県) 739              

伝承の会 公益社団法人京都観世会 (京都府) 253              

第68回京都薪能 一般社団法人京都能楽会 (京都府) 2,723            

第六十三回 同明会能 一般社団法人京都能楽囃子方同明会 (京都府) 821              

新作能「女と影」 公益財団法人金剛能楽堂財団 (京都府) 711              

座・SQUARE 第20回記念公演 座・SQUARE (東京都) 217              

燦ノ会 定期公演 燦ノ会 (東京都) 551              

前進座名古屋特別公演―中日劇場さよなら公演― 劇団前進座株式会社 (東京都) 4,022            

文楽地方公演10月・3月（全国） 公益財団法人文楽協会 (大阪府) 21,595           

第3回 双蝶会 燿の会 (東京都) 1,851            

代々木果迢会平成29年度定例公演 代々木果迢会 (東京都) 706              

第25回 鸞ノ会 鸞ノ会 (神奈川県) 429              

第77回公演会 一般社団法人関西常磐津協会 (大阪府) 364              

創邦21 第15回作品演奏会 創邦21 (東京都) 507              

筑前琵琶連合会全国演奏大会 特定非営利活動法人筑前琵琶連合会 (神奈川県) 192              

第136回 定期演奏会 公益社団法人当道音楽会 (大阪府) 432              

第八回 長唄伝承曲の研究会 長唄伝承曲の研究会 (東京都) 487              

第15回 長唄・囃子 樂明會 長唄・囃子　樂明會 (東京都) 327              

邦楽ぐるーぷ 翔の会2017 邦楽ぐるーぷ翔の会 (東京都) 261              

第33回 真しほ会 真しほ会 (東京都) 487              

大阪楽所第35回雅楽演奏会 大阪楽所 (大阪府) 772              

音輪会第18回雅楽演奏会 音輪会 (京都府) 413              

京都国立博物館120周年記念 琉球古典・たまゆらの世界（仮） 一般社団法人ステージサポート沖縄 (沖縄県) 1,418            

伶楽舎自主公演2017-2018 一般社団法人伶楽舎 (東京都) 2,052            

伶楽舎子どものための雅楽コンサート2017 一般社団法人伶楽舎 (東京都) 844              

寄席定期公演 一般社団法人大須演芸場 (愛知県) 1,952            

お笑い浅草21世紀 株式会社浅草二十一世紀 (東京都) 2,768            

太鼓芸能集団 鼓童『打男』東京公演 株式会社北前船 (新潟県) 1,283            

第8回高円寺演芸まつり 高円寺演芸まつり実行委員会 (東京都) 936              

11



助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

U-35 Under 35 Architects exhibition 2017 35歳以下の若手建築家による
建築の展覧会2017

特定非営利活動法人アートアンドアーキテクト
フェスタ (大阪府)

2,090            

マイク・ケリー展 ポップと狂気のはざまで未来をみる ブルーノ・タウト展実行委員会 (東京都) 2,968            

アートアイランズTOKYO2017 第7回 国際現代美術展
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会 (東京
都)

1,094            

YCC テンポラリー（大巻伸嗣・山川冬樹・鬼頭健吾 現代美術展覧会） 特定非営利活動法人YCC (神奈川県) 870              

ヒロシマ アート ドキュメント 2017展 CREATIVE UNION HIROSHIMA (広島県) 830              

Open Storage 2017～大型美術作品の「見せる収蔵庫」[メインアーティス
ト:金氏徹平]

一般財団法人おおさか創造千島財団 (大阪府) 2,522            

BankART Life 5～観光 特定非営利活動法人BankART1929 (神奈川県) 3,714            

平成29年度 エイブル・アート展
公益財団法人可児市文化芸術振興財団 (岐阜
県)

375              

TERATOTERA祭り 2017 一般社団法人Ongoing (東京都) 820              

美術の創造普及活動（合計9件・15,283千円）
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

鉄道芸術祭vol.7「身体・知覚・行動と鉄道」（仮） アートエリアB1 (大阪府) 1,714            

リチャード三世－ある王の身体－ 吾郷 賢 (京都府) 394              

アンサンブル室町結成10周年祝賀公演 一般社団法人アンサンブル室町 (東京都) 800              

マウリシオ・カーゲル《ACUSTICA》 太田真紀＆山田岳 (大阪府) 682              

ザ・ワールド2017 一般社団法人大橋可也＆ダンサーズ (東京都) 1,076            

石見銀山世界遺産登録10周年記念事業「オペラ石見銀山」 オペラ石見銀山実行委員会 (島根県) 1,939            

影の色彩ワヤンプロジェクト 新作影絵芝居「海人（あま）」 影の色彩ワヤンプロジェクト (石川県) 292              

メディアアートパフォーマンス新作公演 GRINDER-MAN (東京都) 974              

2017サマー・アート・スクール・パフォーマンス＆展覧会 クリエイティブ・アート実行委員会 (東京都) 986              

篠﨑史子ハープの個展ⅩⅣ 篠﨑 史子 (東京都) 633              

下町芸術祭2017「境界の民」（仮） 新長田アートコモンズ実行委員会 (兵庫県) 1,709            

「新しい古楽器アンサンブル、ダブルトリオ」 鈴木 俊哉 (神奈川県) 211              

「ESPRIT 憑リクルモノ～失われた場所～」公演
一般社団法人瀬戸内サーカスファクトリー (香
川県)

1,930            

Dance Archive Project 2018 ダンスアーカイヴ構想 (東京都) 785              

「サロメの娘／パフォーマンス2」 チャーム・ポイント (東京都) 488              

義足のファッションショー2017
特定非営利活動法人DRIFTERS INTERNATIONAL
(神奈川県)

888              

名倉誠人マリンバ・リサイタル2017「現代によみがえる古典－枕草子
とバッハ」

名倉 誠人 (兵庫県) 245              

第23回日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル（ニパフ
'18）

日本国際パフォーマンス・アート・フェスティ
バル（ニパフ）実行委員会 (長野県)

1,078            

キビるフェス～福岡きびる舞台芸術祭～2018（仮） 福岡舞台芸術施設運営共同事業体 (福岡県) 690              

ガムランが織る～博多織サウンド・プロジェクト 藤枝 守 (東京都) 458              

ローテーション～松平頼暁をめぐって～ 松平敬＆工藤あかね (東京都) 313              

「女人往生環」―女性を廻る救済と芸能の曼陀羅― メメントC (神奈川県) 960              

(仮称）門天シネマ・ウィーク～創作の舞台裏特集～ 一般社団法人もんてん (東京都) 508              

ダンス王国Shizuoka2017（仮） ROCKSTAR有限会社 (東京都) 432              

多分野共同等芸術創造活動（合計24件・20,185千円）
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

あいち国際女性映画祭2017
公益財団法人あいち男女共同参画財団 (愛知
県)

3,149            

アジアフォーカス・福岡国際映画祭2017
アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員
会 (福岡県)

8,203            

イメージフォーラム・フェスティバル2017 イメージフォーラム (東京都) 1,177            

カナザワ映画祭2017 かなざわ映画の会 (石川県) 1,112            

第23回KAWASAKIしんゆり映画祭2017
特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ (神奈川
県)

1,133            

第23回京都国際子ども映画祭
特定非営利活動法人キンダーフィルムフェス
ト・きょうと (京都府)

574              

第5回グリーンイメージ国際環境映像祭
グリーンイメージ国際環境映像祭実行委員会
(東京都)

869              

第22回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡 (新潟県) 228              

第26回しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会 (島根県) 2,146            

ショートピース！仙台短篇映画祭2017 仙台短篇映画祭実行委員会 (宮城県) 540              

第20回京都国際学生映画祭
公益財団法人大学コンソーシアム京都 (京都
府)

1,118            

第11回田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会 (和歌山県) 1,128            

第27回映画祭 TAMA CINEMA FORUM
ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会 (東京
都)

1,663            

第18回東京フィルメックス／TOKYO FILMeX 2017
特定非営利活動法人東京フィルメックス実行
委員会 (東京都)

11,418           

第23回函館港イルミナシオン映画祭2017
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会 (北
海道)

1,067            

第23回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会 (宮崎県) 656              

山形国際ドキュメンタリー映画祭2017
認定特定非営利活動法人山形国際ドキュメン
タリー映画祭 (宮城県)

15,750           

第42回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会 (大分県) 1,781            

国内映画祭等の活動：国内映画祭（合計18件・53,712千円）
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助成対象活動名 助成対象団体名（団体所在地）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

Playback～三宅唱監督特集上映 有限会社アイリス (北海道) 277              

青森県立美術館 映画上映「特集・たむらまさきの眼」
青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行
委員会 (青森県)

1,084            

開館25周年記念事業 懐かしの無声映画 忠臣蔵名画鑑賞会 公益財団法人赤穂市文化とみどり財団 (兵庫県) 320              

映画タイムマシン 公益財団法人川崎市文化財団 (神奈川県) 200              

第11回江東シネマフェスティバル 映画のまち深川 －小津安二郎の生
まれたところ－

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 (東
京都)

1,050            

三陸映画上映ネットワーク事業（シネマエール2017）
一般社団法人コミュニティシネマセンター (東
京都)

1,500            

第29回すかがわ国際短編映画祭 すかがわ国際短編映画祭実行委員会 (福島県) 360              

生誕90年 映画監督・蔵原惟繕 日本映画大回顧展上映実行委員会 (大阪府) 1,708            

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計8件・6,499千円）
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
 助成金交付予定額
（単位：千円）

北海道 ふるさとアーティストフェスティバル Vol.3 2017 IN 網走
北海道網走市 (オホーツク・文化交流セン
ター)

646              

北海道 体験版 芝居で遊びましょ♪ Vol.15 ARCHあさひ (あさひサンライズホール) 752              

北海道
釧路ジュニアジャズオーケストラ with 椎名豊クィンテット スペ
シャル ジャズ コンサート 2017

釧路市生涯学習センター・釧路市立美術館・
釧路市民文化会館指定管理者業務釧路市民文
化振興財団、北海道共立コンソーシアム (釧
路市生涯学習センター)

270              

北海道 ひのき屋・ライブツアー『旅するぼうし』
特定非営利活動法人深川市舞台芸術交流協会
(深川市文化交流ホールみ・らい)

339              

札幌市 North JAM Session 2017
公益財団法人札幌市芸術文化財団 (札幌芸術
の森)

3,458            

札幌市 文楽セミナー
公益財団法人札幌市芸術文化財団 (札幌市教
育文化会館)

774              

青森県
中高生による演劇公演 青森市ものがたり ～わたしがねぶたをハ
ネるまで

青森市文化スポーツ振興公社・創芸企画グ
ループ (青森市民ホール(リンクモア平安閣
市民ホール))

171              

岩手県
第1回宮古市民音楽劇「（仮称）拓け、いのちの道を～鞭牛和尚の
挑戦～」

特定非営利活動法人いわてアートサポートセ
ンター (宮古市民文化会館)

1,101            

岩手県 いわてJAZZ 2017
公益財団法人岩手県文化振興事業団 (岩手県
民会館)

1,695            

岩手県 奥州市文化会館開館25周年記念事業オペラ「ラ・ボエーム」
一般財団法人奥州市文化振興財団 (奥州市文
化会館)

2,037            

岩手県 フランソワ・エスピナス パイプオルガン・リサイタル
公益財団法人盛岡市文化振興事業団 (盛岡市
民文化ホール)

182              

宮城県 七ヶ浜国際村パフォーマンスカンパニーNaNa5931 公演 七ヶ浜町 (七ヶ浜国際村) 1,153            

宮城県 劇団ドリーム☆キッズ 第15回記念ミュージカル公演
公益財団法人登米文化振興財団 (登米祝祭劇
場)

1,097            

秋田県 （仮称）だいせんあたらしい音楽祭 大仙市 (大仙市大曲市民会館) 1,696            

山形県 山田和樹 指揮 横浜シンフォニエッタ with 樫本大進
一般財団法人山形市都市振興公社 (山形テル
サ)

1,480            

福島県
～コミネスが夏休みに親子に贈る～「オーケストラと遊んじゃお
う！＆アトリエ自遊学校」

特定非営利活動法人カルチャーネットワーク
(白河文化交流館(コミネス))

1,982            

福島県 福島市市制施行110年記念事業 オペラ「乙和の椿」公演
福島市市制施行110年記念事業オペラ「乙和
の椿」公演実行委員会 (福島市音楽堂)

1,576            

茨城県
APIOS STREETDANCE FESTIVAL ONE 2017 ～ひとりひとりが主役の
フィールドへ～

小川文化センター活性化委員会 (小美玉市小
川文化センター(アピオス))

846              

茨城県 第9回子どもオペラ学校成果発表公演 オペラ≪魔笛≫
公益財団法人日立市民科学文化財団 (日立シ
ビックセンター)

825              

埼玉県
秩父宮記念市民会館開館記念公演 NBAバレエ団公演「ドン・キ
ホーテ」

埼玉県秩父市 (秩父市秩父宮記念市民会館) 3,168            

埼玉県 リリア・エッセンシャル・クラシック みんな大好きモーツァルト
公益財団法人川口総合文化センター (川口総
合文化センター・リリア)

831              

千葉県
平成29年度県民芸術劇場公演 NANSO舞台芸術創造プロジェクト第
19弾 開館20周年記念公演『みんなで歌おう！歓喜の歌ベートー
ヴェン 南総の第九 2017』

株式会社ケイミックス (千葉県南総文化ホー
ル)

1,201            

千葉県 地域まるごと発見フェスタ in 東総 ～魅力の発信～
公益財団法人千葉県文化振興財団 (千葉県東
総文化会館)

241              

千葉県 創作狂言「里見八犬伝 其ノ壱」
公益財団法人千葉県文化振興財団 (千葉県文
化会館)

441              

千葉県
東金文化会館 開館30周年記念事業 千葉県少年少女オーケストラ
とアキラさんの大発見コンサート2017 東金公演

公益財団法人東金文化・スポーツ振興財団
(東金文化会館)

481              

東京都 稲城市ゆかりの音楽家によるコンサート“iMUSICA”
いなぎ文化センターサービス株式会社 (稲城
市立iプラザ)

473              

東京都 かめいどらぼ2018
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
(江東区亀戸文化センター)

237              

東京都
東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会「第32回くるみ
割り人形」

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
(江東区江東公会堂(ティアラこうとう))

2,346            

東京都
調布音楽祭2017 Chofu Music Festival「フェスティバル・オーケ
ストラ」

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興
財団 (調布市グリーンホール)

1,014            

東京都
日本の響き、世界の調べ ～ 第2回 琵琶とシルクロード ～東京
2020オリンピック・パラリンピックに向けて～

公益財団法人文京アカデミー (響きの森文京
公会堂(文京シビックホール))

402              

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演（合計106件・114,846千円）
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
 助成金交付予定額
（単位：千円）

東京都
小学校訪問アーティストによるニューイヤー・ファミリーコン
サート2018

公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 (三
鷹市芸術文化センター）

1,050            

東京都 英語で楽しむ伝統芸能
公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康
財団 （港区立赤坂区民センター）

1,257            

東京都 第31回武蔵野シティバレエ定期公演
公益財団法人武蔵野文化事業団 (武蔵野市立
武蔵野市民文化会館)

821              

東京都 めぐろパーシモンホール開館15周年記念公演 めぐろで第九2017
公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 (目黒
区めぐろパーシモンホール)

1,685            

東京都
伝統文化交流事業 in ゆとろぎ「熊本・岩手復興支援公演 山鹿灯
籠・中野七頭舞公演」

羽村市 (羽村市生涯学習センターゆとろぎ) 434              

神奈川県
フレッシュ・アーティスツ from ヨコスカ50回記念演奏会「三大
協奏曲」（仮）

公益財団法人横須賀芸術文化財団 (横須賀芸
術劇場)

567              

神奈川県
おだわらリボーン・シアター（劇場文化の継承事業）おだわら市
民ミュージカル公演

おだわら文化事業実行委員会 (小田原市民会
館)

1,486            

横浜市 能の魅力発信プロジェクト 能「猩々乱」
株式会社シグマコミュニケーションズ (横浜
市能楽堂(久良岐能舞台))

281              

横浜市 池坊555周年 横浜能楽堂企画公演「能の花 能を彩る花」
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 (横浜
能楽堂)

3,578            

相模原市 相模原ジュニア・オーケストラ
公益財団法人相模原市民文化財団 (相模原市
文化会館(相模女子大学グリーンホール))

770              

新潟県
中越沖地震10周年復興祈念／柏崎市文化会館アルフォーレ5周年記
念 柏崎第九演奏会

かしわざき振興財団・新潟照明技研共同事業
体 (柏崎市文化会館アルフォーレ)

689              

新潟市 第5回 北区うたの祭典
NKS・ハピスカとよさか・コンベンションリ
ンケージ共同事業体 (新潟市北区文化会館)

599              

富山県
大伴家持生誕1300年記念事業／未来クリエーション「MANYO-
ARPEGGIO」

公益財団法人高岡市民文化振興事業団 (高岡
市民会館)

1,244            

富山県
『庵唄のふるさと…江戸芸能の風景1』～城端ゆかりの端唄を車人
形・落語とともに～

一般社団法人じょうはな伝統芸能・文化を護
る会 (南砺市城端伝統芸能会館(じょうはな
座))

780              

富山県 みんなで楽しもうクラシック！音楽と絵本コンサート
公益財団法人入善町文化振興財団 (入善町民
会館(コスモホール))

353              

石川県 BIG APPLE in NONOICHI 2017
公益財団法人野々市市情報文化振興財団
(野々市市文化会館)

1,022            

石川県 金沢ティーンズミュージカル 第8回公演
公益財団法人金沢芸術創造財団 (金沢市文化
ホール)

975              

石川県 ジュニアクラブ第7回発表公演
金沢市民芸術村アクションプラン実行委員会
(金沢市民芸術村)

273              

福井県 初夏の子どもコンサート「シンドバッドのぼうけん」
公益財団法人福井県文化振興事業団 (福井県
立音楽堂(ハーモニーホールふくい))

699              

山梨県 やまなしジュニアオーケストラ育成プロジェクト
アドブレーン・共立・NTTファシリティーズ
共同事業体 (山梨県立県民文化ホール）

385              

山梨県
古楽の真夏の祭典 第31回都留音楽祭～Tsuru Early Music
Festival～

一般財団法人都留楽友協会 (都の杜うぐいす
ホール)

1,199            

長野県 第27回 信州安曇野能楽鑑賞会
信州安曇野薪能実行委員会 (安曇野市豊科公
民館)

2,137            

長野県 第43回木曽音楽祭 木曽音楽祭実行委員会 (木曽文化公園） 2,046            

岐阜県 子どものためのオペラ「森は生きている」
ふれあいファシリティズ （岐阜県県民ふれ
あい会館(サラマンカホール))

893              

岐阜県 夏休みファミリーコンサート「ぜーんぶジブリ」
公益財団法人大垣市文化事業団 （大垣市ス
イトピアセンター）

199              

岐阜県 みんなでつくる市民劇
公益財団法人多治見市文化振興事業団 (多治
見市文化会館）

457              

岐阜県 五耀會公演 高山市 （高山市民文化会館） 1,325            

静岡県 平成29年度前進座公演「怒る富士」 小山町 (小山町総合文化会館） 809              

静岡市 オリジナル舞台作品「Birdmen（仮題）」公演
静岡市文化振興財団共同事業体 (静岡市民文
化会館）

1,256            

愛知県
東海市ひとづくりパートナーシップシリーズ 名フィル・夏のファ
ミリーコンサート

東海市 (東海市芸術劇場) 549              

名古屋市
ニューイヤー・コンサート「人生はフルコーラス！！～合唱の魅
力をあなたに」

名古屋市文化振興事業団・日本管財グループ
(名古屋市青少年文化センター)

1,982            
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
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（単位：千円）

名古屋市 芥川龍之介没後90年記念 朗読劇「蜘蛛の糸」「藪の中」
公益財団法人名古屋市文化振興事業団 (名古
屋市東文化小劇場)

1,236            

三重県 受け継がれし音と技が魅せる －悠久の平安絵巻『斎 王』－
公益財団法人伊賀市文化都市協会 (伊賀市文
化会館）

579              

滋賀県 「音楽の扉」（仮）
公益財団法人守山市文化体育振興事業団 (守
山市市民文化会館)

180              

滋賀県 大津市伝統芸能会館 主催能楽公演
大津PAC＆KLPグループ (大津市伝統芸能会
館)

665              

滋賀県 メシアン作曲 歌劇「アッシジの聖フランチェスコ」
公益財団法人びわ湖ホール・公益財団法人滋
賀県文化振興事業団共同体 (滋賀県立芸術劇
場びわ湖ホール)

5,597            

京都府 クリスチャン・レオッタ シューベルト・チクルス 1st stage 創 (京都府立府民ホール(アルティ)) 493              

京都市
＜京都市東部文化会館 伝統音楽・伝統芸能シリーズ＞地域のみん
なの雅楽鑑賞会

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
(京都市東部文化会館)

121              

京都市 若い世代の日本音楽
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
(京都市呉竹文化センター)

105              

京都市 いにしえの都へいざなう雅楽と語り部
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
(京都市西文化会館ウエスティ)

108              

京都市
未来へつなぐ伝統芸能－国指定重要無形民俗文化財 嵯峨大念佛狂
言

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
(京都市右京ふれあい文化会館）

114              

大阪府
死と乙女～和から発信する 打・躍・奏～林英哲×新垣隆×NBAバ
レエ団

南海・TVKグループ (岸和田市立浪切ホール) 2,389            

大阪府 すばるオリジナルミュージカル2017
公益財団法人富田林市文化振興事業団 (すば
るホール)

1,184            

大阪府
文化振興×生涯学習＝創客プロジェクト 身近なホールのクラシッ
ク ピアノとヴァイオリンと楽都ウィーン

公益財団法人箕面市メイプル文化財団 (箕面
市立メイプルホール）

430              

大阪府 河内長野マイタウンオペラ vol.15「ホフマン物語」
公益財団法人河内長野市文化振興財団 (河内
長野市立文化会館(ラブリーホール))

1,413            

兵庫県 永楽館歌舞伎 豊岡市 (豊岡市立出石永楽館) 2,376            

兵庫県 第35回 明石第九演奏会
共立・NTTファシリティーズ共同事業体 (明
石市立市民会館)

614              

兵庫県 みき演劇セミナー第二十二発「わがまちシリーズ第15弾」
公益財団法人三木市文化振興財団 (三木市文
化会館)

764              

兵庫県 演劇「坂の上の家」
特定非営利活動法人北播磨市民活動支援セン
ター (小野市うるおい交流館(エクラ))

743              

兵庫県 たからづか能
公益財団法人宝塚市文化財団 (宝塚市立文化
施設ソリオホール)

351              

兵庫県
第26回みつなかオペラ プッチーニ：歌劇「妖精ヴィッリ」＆「外
套」

公益財団法人川西市文化・スポーツ振興財団
(川西市みつなかホール)

5,366            

奈良県
劇団いかるが第十九回公演～斑鳩物語パート19～『いかるがホー
ル、二十歳です』

公益財団法人斑鳩町文化振興財団 (斑鳩町文
化振興センター(いかるがホール))

149              

鳥取県 プロデュース創作公演第3弾 舞踊公演（仮称）
公益財団法人鳥取県文化振興財団 (鳥取県立
倉吉未来中心)

2,659            

島根県 隠岐乃国伝統芸能祭
公益財団法人隠岐の島町教育文化振興財団
(隠岐の島町立隠岐島文化会館)

213              

広島県
さくらぴあ開館20周年記念事業 ウルトラマンオンブラス×広島
ウィンドオーケストラ

公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業
団 (はつかいち文化ホール(さくらぴあ))

942              

広島市 演劇引力廣島 第15回 プロデュース公演
公益財団法人広島市文化財団 (広島市文化創
造センター (アステールプラザ))

2,867            

山口県 宇部市渡辺翁記念会館 開館80周年記念事業 寺井尚子カルテット
一般財団法人宇部市文化創造財団 (宇部市渡
辺翁記念会館）

162              

山口県 第17回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート2018＞
公益財団法人防府市文化振興財団 （防府市
地域交流センター(アスピラート))

1,698            

山口県 みんなでミュージッキング10周年記念コンサート
サントリーパブリシティサービスグループ
（山口県民文化ホールいわくに(シンフォニ
ア岩国))

505              

山口県 ながと近松文楽
公益財団法人長門市文化振興財団 （山口県
民芸術文化ホールながと(ルネッサながと))

2,140            

徳島県 和太鼓×阿波踊り（仮称）
公益財団法人徳島県文化振興財団 （徳島県
郷土文化会館）

435              

香川県 みき少年少女ミュージカルスクール第20回定期公演
公益財団法人三木町文化振興財団 （三木町
文化交流プラザ）

371              
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
 助成金交付予定額
（単位：千円）

香川県
人形劇場とらまる座開館25周年記念行事・とらまる人形劇カーニ
バル2017

とらまる人形劇カーニバル実行委員会 (東か
がわ市とらまるパペットランド)

772              

香川県 高校演劇フェスティバル
公益財団法人高松市文化芸術財団 （高松市
文化芸術ホール(サンポートホール高松))

584              

愛媛県 内子座文楽公演 内子座文楽公演実行委員会 (内子座) 1,837            

愛媛県 伊予万歳特別公演 ～伝統と現代の出会い～
株式会社レスパスコーポレーション (愛媛県
生涯学習センター)

759              

福岡県
アクロスちびっこコンサート こどものためのオペラ イソップオ
ペラ三部作「北風と太陽」「金の斧・銀の斧」「羊飼いと狼」

公益財団法人アクロス福岡 (福岡県国際文化
情報センター(アクロス福岡))

1,485            

福岡県 第32回名曲コンサート
公益財団法人筑紫野市文化振興財団 (筑紫野
市文化会館)

565              

福岡県
サザンクス筑後ミュージカル制作15周年記念・筑後市平和事業30
周年記念 サザンクスミュージカルVol.8公演「パラダイス・オ
ブ・ギンザ ～筑後編～」

公益財団法人筑後市文化振興公社 (サザンク
ス筑後)

537              

福岡県 西新・ももちモノ語り（仮称）
JTB九州・ファビルス共同事業体 (福岡県立
ももち文化センター)

997              

佐賀県 ～九州管楽合奏団を迎えて～ 唐津に響け吹奏楽の風2017
公益財団法人唐津市文化事業団 (唐津市民会
館)

543              

長崎県 OMURA室内合奏団第23回大村定期演奏会
一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団
(大村市体育文化センター)

764              

大分県 出会いの場～2017室内楽シリーズ～ Vol.1～3
公益財団法人アルゲリッチ芸術振興財団
（しいきアルゲリッチハウス）

394              

宮崎県 ひむかオペラ 歌劇「魔笛」全2幕（日本語字幕付き）
公益財団法人延岡総合文化センター (延岡総
合文化センター)

2,564            

鹿児島県
平成29年度宝山ホール自主文化事業「ちびっ子集まれ！クラシッ
クっていいな～ファミリーコンサート」

公益財団法人鹿児島県文化振興財団 (鹿児島
県文化センター(宝山ホール))

568              

鹿児島県 Power of Voice ～声力（こえぢから）・唄力（うたぢから）～
公益財団法人鹿児島県文化振興財団 (霧島国
際音楽ホール(みやまコンセール))

793              
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

北海道 アルテピアッツァ美唄25周年 安田侃ブロンズ展
特定非営利活動法人アルテピアッツァびばい
(安田侃彫刻美術館　アルテピアッツァ美唄)

              719

北海道 北海道博物館第3回特別展「北海道と野球」 北海道 (北海道博物館)             1,348

岩手県 没後90年 萬鐵五郎展 岩手県 (岩手県立美術館)             1,078

岩手県 MACHIYART2017 町家のアート動物園
特定非営利活動法人いわてアートサポートセ
ンター (もりおか町家物語館)

              208

宮城県 特別展 狼と熊 宮城県 (東北歴史博物館)             1,714

秋田県 生誕100年 千葉禎介写真展 秋田県 (秋田県立近代美術館)               596

秋田県
秋田県立博物館平成29年度特別展「妖怪博覧会～秋田にモノノケ
大集合！～」

秋田県 (秋田県立博物館)               974

茨城県 いばらき工芸大全Ⅲ 染織の巻 茨城県 (茨城県陶芸美術館)             1,507

茨城県 特別展Ⅰ「志士のすがた―茨城の幕末維新―」
公益財団法人茨城県教育財団 (茨城県立歴史
館)

            3,514

茨城県
秋田市・仙北市・常陸太田市3市連携交流10周年記念企画展「秋
田・仙北の歴史と美と技」

常陸太田市 (常陸太田市郷土資料館)               477

栃木県
栃木県立博物館開館35周年記念特別企画展「中世宇都宮氏―頼
朝・尊氏・秀吉を支えた名族―」

特別企画展「中世宇都宮氏―頼朝・尊氏・秀
吉を支えた名族―」実行委員会 (栃木県立博
物館)

            2,882

栃木県 2Dプリンターズ 栃木県 (栃木県立美術館)             2,106

栃木県 （仮称）生誕145年記念 近代竹工芸家・二代飯塚鳳齋 栃木市 (とちぎ蔵の街美術館)             1,145

群馬県 親子で楽しむ展覧会 カミナリとアート（仮称） 群馬県 (群馬県立館林美術館)             2,308

埼玉県
〈小江戸文化シリーズ〉4 生誕130年 小村雪岱―「雪岱調」ので
きるまで―

川越市 (川越市立美術館)             1,985

埼玉県 特別展「氷川神社行幸への軌跡」 埼玉県 (埼玉県立歴史と民俗の博物館)             1,778

埼玉県 展覧会「遠藤利克展」（仮称） 埼玉県 (埼玉県立近代美術館)             2,657

東京都 典雅と奇想―明末清初の中国名画展 公益財団法人泉屋博古館 (泉屋博古館分館)             1,666

東京都 「玉手箱」展
公益財団法人サントリー芸術財団 (サント
リー美術館)

            2,509

東京都 ムットーニ・パラダイス
公益財団法人せたがや文化財団 (世田谷文学
館)

            1,753

東京都 呉昌碩 没後90年展（仮称）
公益財団法人台東区芸術文化財団 (台東区立
書道博物館)

            1,199

東京都
クリエイティブリユースでアート！―市内の端材や廃材をアート
な目線で見直そう―

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興
財団 (調布市文化会館たづくり)

              373

東京都 「長島有里枝」展
公益財団法人東京都歴史文化財団 (東京都写
真美術館)

            3,337

神奈川県 1937―日本の前衛美術の様相 神奈川県 (神奈川県立近代美術館)               343

神奈川県
オープンシアター＆突然ミュージアム2017「詩情の森」語り語ら
れる空間（仮称）

公益財団法人神奈川芸術文化財団 (神奈川芸
術劇場(KAAT))

            1,313

横浜市 石内 都 肌理と写真
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 (横浜
美術館)

            2,706

横浜市 新・今日の作家展2017 レター・フロム・ザ・パスト（仮称）
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団/西田装
美株式会社共同事業体 (横浜市民ギャラリー)

            1,572

横浜市
横浜市歴史博物館 平成29年度企画展「横浜市指定・登録文化財
展」（仮称）

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団 (横浜
市歴史博物館)

              236

新潟県 どうぐのおばけMINGOOをみつけよう❤ 新潟県 (新潟県立歴史博物館)               864

富山県 佐々木愛 展
公益財団法人黒部市国際文化センター (黒部
市美術館)

              667

石川県 森羅万象をまとう―友禅 人間国宝 木村雨山・二塚長生の仕事― 石川県 (石川県立美術館)             2,126

地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示（合計75件・124,766千円）
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

石川県 「禅の心とかたち―總持寺の至宝―」 石川県 (石川県立歴史博物館)             2,017

石川県 泉太郎展（仮称）
公益財団法人金沢芸術創造財団 (金沢21世紀
美術館)

            1,422

石川県 「魯山人と初代須田菁華展」 加賀市 (石川県九谷焼美術館)               497

福井県 アートドキュメント2017河口龍夫展（仮称）
公益財団法人金津創作の森財団 (金津創作の
森)

              974

長野県 クロージング―新たなはじまり展（仮題）
一般財団法人長野県文化振興事業団 (長野県
信濃美術館)

            3,092

岐阜県 清流の国ぎふ芸術祭 Art Award IN THE CUBE 2017 岐阜県 (岐阜県美術館)             3,559

静岡市 白隠禅師250年御遠諱記念展 駿河の白隠さん
公益財団法人静岡市文化振興財団 (静岡市美
術館)

            3,375

三重県 本居宣長展（仮称） 三重県 (三重県立美術館)             2,626

京都府
松花堂美術館開館15年記念 特別展 松花堂の書画のたのしみ（仮
称）

公益財団法人やわた市民文化事業団 (八幡市
立松花堂美術館)

              731

京都府 特別展「乙訓郡の歴史と文化（仮）」 向日市 (向日市文化資料館)               615

大阪府 平成29年度特別展「ピカソと日本美術 線描の魅力」
一般財団法人和泉市文化振興財団 (和泉市久
保惣記念美術館)

            3,071

大阪市 特別陳列「土佐光起生誕400年 近世やまと絵の開花」（仮称）
公益財団法人大阪市博物館協会 (大阪市立美
術館)

            1,160

兵庫県 揖保川流域の藩主たち たつの市 (たつの市立龍野歴史文化資料館)             1,855

兵庫県 古代但馬の王都～茶すり山王たちが見た風景～
兵庫県朝来市 (朝来市埋蔵文化財センター
「古代あさご館」)

              432

兵庫県 まちの中の時間プロジェクト 田中健作個展
尼崎市 (旧小田公民館城北分館(あまらぶアー
トラボ　A-Lab))

              211

兵庫県 鬩 OJUN×棚田康司
公益財団法人伊丹市文化振興財団 (伊丹市立
美術館)

            2,285

奈良県 特別展 没後300年 画僧 古磵 公益財団法人大和文華館 (大和文華館)             2,077

島根県 没後20年 喜多村知の風景（仮称） 島根県 (島根県立美術館)               460

岡山県 春星館コレクション―ある美術史家の視点― 笠岡市 (笠岡市立竹喬美術館)               599

岡山県
こどもとおやのための展覧会 絵本作家 いせひでこの世界 ここ
ろの木

勝央町 (勝央美術文学館)               838

徳島県 広島晃甫回顧展―近代日本画のもう一つの可能性（仮称） 徳島県 (徳島県立近代美術館)             2,625

徳島県 特別展「幽霊―美と醜の物語―」 徳島市 (徳島市立徳島城博物館)               900

徳島県
Awagami International  Miniature Print Exhibition（AIMPE）
2017

一般財団法人阿波和紙伝統産業会館 (阿波和
紙伝統産業会館)

            1,391

香川県 特別展「古代の讃岐」（仮称） 香川県 (香川県立ミュージアム)             2,626

香川県 志賀理江子展（仮称）
公益財団法人ミモカ美術振興財団 (丸亀市猪
熊弦一郎現代美術館)

            3,068

愛媛県 2017年度自主企画展「Crossover」（仮称） 久万高原町 (町立久万美術館)               875

高知県 平成29年度特別展 今を生きる禅文化―伝播から維新を越えて―
公益財団法人高知県文化財団 (高知県立歴史
民俗資料館)

            2,776

高知県 岡上淑子コラージュ展
公益財団法人高知県文化財団 (高知県立美術
館)

            2,580

高知県 第10回高知国際版画トリエンナーレ展
土佐和紙国際化実行委員会 (土佐和紙伝統産
業会館(いの町紙の博物館))

              875

福岡県 没後50年 中村研一展 福岡県 (福岡県立美術館)             1,336

福岡県 九州絞り大全―甘木絞りと博多絞りを中心に― 朝倉市 (甘木歴史資料館)               393

福岡市 「唐物と鴻臚館～鴻臚館跡発掘30周年記念特別展～（仮）」
「鴻臚館跡発掘30周年記念特別展」実行委員
会 (福岡市博物館)

            4,314

佐賀県 平成29年度唐津の歴史文化企画展「弥生のキッチン」
公益財団法人唐津市文化事業団 (唐津市末盧
館)

              306
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名）
 助成金交付予定額

(単位：千円)

熊本市 開館15周年記念展 誉のくまもと 展
公益財団法人熊本市美術文化振興財団 (熊本
市現代美術館)

            3,226

大分県 平成29年度特別展「仁聞」 大分県 (大分県立歴史博物館)             1,504

宮崎県 平成29年度特別展「日州刀の世界―日本刀の美と技―」 宮崎県 (宮崎県総合博物館)             1,728

宮崎県 メッセージ2017「南九州の現代作家たち」展
都城市立美術館特別展実行委員会 (都城市立
美術館)

            2,943

鹿児島県 生誕150年記念 藤島武二展 鹿児島市 (鹿児島市立美術館)             2,489

鹿児島県 平成29年度企画展「向田邦子と日々の器」
公益財団法人かごしま教育文化振興財団 (か
ごしま近代文学館)

              367

沖縄県 彷徨の海―旅する画家・南風原朝光と台湾、沖縄 沖縄県 (沖縄県立博物館・美術館)             3,191

大学 身体0ベース運用法「0（ゼロ）Gym」（仮）
公立大学法人京都市立芸術大学 (京都市立芸
術大学ギャラリー＠KCUA)

              959

大学
特別展「佐賀の染色文化―鈴田照次・滋人から城秀男と佐賀県染
織作家協会の今」

国立大学法人佐賀大学 (佐賀大学美術館)             1,130

大学 たほりつこ退任記念展「小さな光の森」（仮）
国立大学法人東京藝術大学 (東京藝術大学大
学美術館)

            2,188

大学 「テレビドラマ再考―創成期から未来へ」展（仮称）
学校法人早稲田大学 (早稲田大学坪内博士記
念演劇博物館)

            1,420

（注）大学が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「大学」と表記している。
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名
 助成金交付予定額

(単位：千円)

群馬県 フィールドワーク桐生プロジェクト ファッションタウン桐生推進協議会 1,000            

長野県 蚕業遺産としての風穴と集落・町並みをいかした地域おこし事業 「全国風穴サミット信州小諸」実行委員会 923              

宮崎県 日南市飫肥重要伝統的建造物群保存地区選定40周年記念事業 日南市 1,022            

全国
歴史的景観都市協議会紹介リーフレット作成及び歴史的景観都市
普及啓発活動

歴史的景観都市協議会 400              

全国 全国町並みゼミ 40回記念映像作成事業 特定非営利活動法人全国町並み保存連盟 250              

全国
重要伝統的建造物群保存地区紹介パンフレット作成及びパネル展
示並びに伝統的建造物群保存活用啓発事業

全国伝統的建造物群保存地区協議会 2,073            

全国 全国文化的景観地区連絡協議会岐阜大会 全国文化的景観地区連絡協議会 608              

歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計7件・6,276千円）

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「全国」と表記している。
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名
 助成金交付予定額

(単位：千円)

北海道 江差郷土芸能伝承事業 江差町 430              

福島県 ふるさとの祭り2017 ふるさとの祭り実行委員会 916              

千葉県 房総の郷土芸能2017 房総の郷土芸能2017実行委員会 423              

千葉県 第9回九十九里町郷土芸能大会 九十九里町 768              

神奈川県 海老名市民文化祭 郷土芸能部門 海老名市 308              

神奈川県 第45回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 300              

神奈川県 平成29年度小田原民俗芸能保存協会後継者育成発表会 小田原民俗芸能保存協会 200              

横浜市 お馬流しの護持運営と後世への伝承と公開 本牧お馬流し保存会 313              

静岡県 一之宮神社奉納三番叟 柏久保三番叟保存会 300              

静岡市 静岡市無形民俗文化財 大祭2017～交流と伝承～ 静岡市 816              

愛知県 豊田市の花のとう（おためし）の映像記録作成と活用 豊田市 851              

滋賀県 近江のケンケト祭り・長刀振り 下新川神社神事保存会 328              

滋賀県 長浜曳山祭東京公演 公益財団法人長浜曳山文化協会 2,300            

鳥取県 第20回因幡の傘踊りの祭典 国府町因幡の傘踊り保存会 647              

徳島県 あわ文化次世代継承・活性化事業 徳島県 2,250            

高知県 根木屋太刀踊りの復元及び公開活動 香美市 336              

宮崎県 みやざきの神楽映像記録・魅力発信事業 宮崎県 1,867            

全国
石風呂習俗の記録作成事業（重要有形民俗文化財と無形の民俗文
化の連環構築）

一般社団法人文化財共働 2,245            

民俗文化財の保存活用活動（合計18件・15,598千円）

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「全国」と表記している。
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名
 助成金交付予定額

(単位：千円)

北海道
LCアルモーニカ オペラ公演「おこんじょうるり」「あまんじゃく
とうりこひめ」林 光 作曲（北海道初演）

LCアルモーニカ 1,627            

北海道 夢公演part2 特定非営利活動法人アートステージ空知 420              

札幌市
北海道ダンスプロジェクト公演「新たなる挑戦（New Challenge）
Ⅶ」

一般社団法人北海道ダンスプロジェクト 509              

札幌市 人形劇フェスティバル2018年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 653              

札幌市 人形浄瑠璃2018 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 916              

青森県 第58回定期演奏会 青森市民交響楽団 417              

青森県 弘前バッハアンサンブル東京公演30回記念演奏会 弘前バッハアンサンブル 1,069            

青森県 弘前オペラ第46回定期公演 弘前オペラ 1,652            

青森県 青函演劇交流推進事業 AOHAKOシアター 183              

宮城県 名取こどもミュージカル2017公演 名取こどもミュージカル実行委員会 753              

宮城県 創作舞踊「ひいづるくに」 佐取純子モダンバレエスタジオ 770              

秋田県 ベートーヴェン作曲交響曲「第九」とオペラ名曲ガラ 能代オペラ音楽祭 1,219            

秋田県
土方巽メモリアル30  土方巽、大野一雄の舞踏の原点を探る「病
める舞姫」の里、秋田から世界へ・・

特定非営利活動法人土方巽記念秋田舞踏会 914              

山形県 南陽市制50周年記念演奏会 南陽市合唱協会 642              

山形県 創立65周年記念第57回定期演奏会 山形フィルハーモニー交響楽団 352              

山形県 アートキャンパス2017～異界なる鶴岡へのいざない～ 特定非営利活動法人公益のふるさと創り鶴岡 551              

福島県 相馬ながれやま踊りJuniorの会 関西公演事業 相馬ながれやま踊りJuniorの会 774              

福島県 創立70周年記念 福島市民オーケストラ第62回定期演奏会 福島市民オーケストラ 678              

福島県 福島を発信！「愛と死を抱きしめて」いわき＆東京公演 ITPいわき演劇プロジェクト 936              

茨城県
ひたちオペラ合唱団 創立20周年記念 第5回「OPERA NOSTRA」公演
オペレッタ《こうもり》

ひたちオペラ合唱団 1,198            

栃木県
第27回OYAMAオペラアンサンブル公演 モーツァルト作曲 オペラ
「ドン・ジョバンニ」全二幕

OYAMAオペラアンサンブル 1,113            

埼玉県 第八回演奏会―創立二十五周年記念― 女声合唱団翠声会Ⅱ組 348              

埼玉県 第18回狭山市民芸術祭 狭山市文化団体連合会 651              

埼玉県 第8回 ソウカ パイン オペラ コンサート「カルメン」 一般社団法人East Music Association 927              

さいたま市 さいたまスーパーシニアバンド10周年記念演奏会 さいたまスーパーシニアバンド 387              

千葉県 八千代少年少女合唱団 創立40周年記念演奏会 八千代少年少女合唱団 525              

千葉県 第20回我孫子国際野外美術展 我孫子野外美術展実行委員会 633              

千葉県 柏少年少女合唱団第15回定期演奏会 創立30周年記念公演 柏少年少女合唱団 573              

東京都 玉すだれ博覧会～日本人の知らないニッポンの芸能～ 一般社団法人大江戸玉すだれ 689              

東京都 第13回公演 歌劇「コジ ファン トゥッテ」 オペラ　リリカ　八王子 740              

東京都
第9回ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ公演（日本
＆英国国際交流公演）

ジャパン・インターナショナル・ユース・バ
レエ

909              

東京都 新富座こども歌舞伎 10周年公演 「新富座こども歌舞伎」の会 761              

アマチュア等の文化団体活動（合計104件・80,720千円）
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名
 助成金交付予定額

(単位：千円)

東京都 多摩ユースオーケストラ第40回記念公演「管弦楽入門2017」 多摩ユースオーケストラ 377              

東京都 中央区交響楽団2017冬のコンサート 中央区交響楽団 344              

東京都 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 437              

東京都 第8回子どものためのジャズコンサート 特定非営利活動法人キッズファン 1,008            

東京都 都民交響楽団 大島演奏会 都民交響楽団 333              

東京都 町田市民ミュージカル2017 町田市民ミュージカルの会 1,100            

東京都 第18回定期演奏会
特定非営利活動法人東京ジュニアオーケスト
ラソサエティ

449              

神奈川県 第2回いわて民話まつり in 北上 いわて民話まつり実行委員会 122              

神奈川県
SUKAミュー2017公演「Here's your World!！～横須賀美術館の夜
～」

横須賀市民ミュージカルを作る会(SUKA
ミュー)

616              

神奈川県 第43回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 130              

横浜市 第8回公演「ロビンソン＊ロビンソン」 あおば子どもミュージカル 577              

川崎市 川崎郷土・市民劇「南武線誕生物語」 川崎郷土・市民劇上演実行委員会 821              

新潟県 新潟県洋舞踊協会設立50周年記念公演 新潟県洋舞踊協会 1,175            

新潟県 第14回里山アート展 特定非営利活動法人コスモ夢舞台 167              

新潟県 バレエ「眠れる森の美女」（オーケストラ付）公演
特定非営利活動法人県央地域に舞台芸術を育
む会

832              

新潟県 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団 第4回演奏会 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団 531              

石川県
音楽文化国際交流2017’  音文協年末公演第55回記念「第九交響
曲・千鳥の曲」・「荘厳ミサ曲」公演

音文協年末公演実行委員会 2,429            

石川県
第46回「オーケストラと少年少女・子どもの歌フェスティバル
2017」

オーケストラと少年少女実行委員会 710              

石川県 白山国際太鼓エクスタジア2017 白山国際太鼓エクスタジア実行委員会 2,458            

石川県
【子どもたちの明日のために】キッズ☆クルー第20回公演「仮
題・虹色ほたる」

キッズ☆クルー 523              

石川県 HOKURIKU DANCE FESTIVAL（北陸ダンスフェスティバル）vol.2 「北陸つなげて広げるプロジェクト」 392              

福井県 沃土のアーティスト 素材と表現 さばえをアートなまちにする会 1,331            

福井県 第25回国際丹南アートフェスティバル2017 丹南アートフェスティバル実行委員会 1,801            

福井県 第25回 若狭小浜第九演奏会 小浜第九実行委員会 391              

福井県 第2回・命を繋ぐ3ヶ国美術交流展 in 敦賀2018 特定非営利活動法人地球と握手 225              

山梨県 第11回八ヶ岳音楽祭 in Yamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 607              

長野県 合唱オペラ「えほん」（新作委嘱初演） アンサンブル・デル・クオーレ 753              

岐阜県
アーラ開館15周年記念 第7回定期演奏会 ヴィヴァルディ「グロリ
ア」

可児市民第九合唱団 369              

静岡県 第19回「水上薪能」 特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会 1,826            

静岡県 静岡県オペラ協会創立50周年記念公演 喜歌劇「天国と地獄」 静岡県オペラ協会 1,799            

静岡県 伊東市少年少女合唱団第40回記念発表会 伊東市少年少女合唱団 547              

静岡市 興津地区文化ふれあい事業 特定非営利活動法人AYUドリーム 305              

愛知県
愛知祝祭管弦楽団 2016-2019 ワーグナー「ニーベルングの指環」
4部作 第一夜「ワルキューレ」

愛知祝祭管弦楽団 1,116            
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名
 助成金交付予定額

(単位：千円)

滋賀県 「能装束着付実演と能公演」 滋賀能楽文化を育てる会 289              

京都府 やましろドラマティックシアター『ここに生きる』 特定非営利活動法人山城こみねっと 234              

大阪府 20周年 特別公演 幣原喜重郎物語（仮題） 門真市民劇団‟いっぽ” 573              

大阪府 A・SO・BO塾大阪公演「便利屋のお仕事～喧噪のboléroたち～」 A・SO・BO塾大阪 265              

神戸市 神戸開港150年記念 KOBEスティールパンカーニバル2017 アスタ新長田スティールパン振興会 348              

神戸市 創立40周年記念 第20回定期演奏会 西神戸混声合唱団 317              

奈良県
第17回全国障害者芸術・文化祭なら大会協賛事業 第42回わたぼう
し音楽祭

奈良たんぽぽの会 1,959            

和歌山県 Ensemble Mikanier 第10回定期演奏会～ちはらふる～ Ensemble Mikanier 310              

和歌山県 劇団ZERO 公演 劇団ZERO 490              

和歌山県 第19回万葉薪能 特定非営利活動法人和歌の浦万葉薪能の会 1,400            

和歌山県 熊野古道・万葉ウオークと公演「Musical有間皇子」 海南・万葉の会 296              

島根県 掛合太鼓結成40周年記念フェスティバル 掛合太鼓保存会 1,268            

山口県 音楽劇「沈黙の海峡 2018」（仮題） 宇部市舞台芸術フェスティバル実行委員会 2,087            

徳島県 55周年記念野外彫刻展 徳島彫刻集団 465              

香川県 2017「かがわ第九」演奏会 香川第九実行委員会 1,716            

香川県 公演「糸より姫・降臨」 「糸より姫・降臨」実行委員会 776              

香川県 第29回 日本フルートフェスティヴァル in かがわ 香川フルート友の会 347              

香川県 サラダボール公演『廃墟』 サラダボール 673              

愛媛県 鬼城太鼓30周年記念コンサート 松野町鬼城太鼓保存会 651              

福岡県
久留米シティプラザ開館1周年記念「混声合唱団くるめ市民コール
第10回記念定期演奏会」

混声合唱団くるめ市民コール 551              

福岡市 壱鼓館和太鼓普及活動20周年記念コンサート 壱鼓祭 壱鼓館 525              

福岡市 第25回定期演奏会 福岡フルートオーケストラ 362              

福岡市 第2回公演 日本舞踊と朗読劇 吉楽会 534              

佐賀県 キッズミュージカルTOSU15周年記念公演 特定非営利活動法人鳥栖子どもミュージカル 1,069            

佐賀県 第100回記念佐賀美術協会展 佐賀美術協会 824              

宮崎県
芸術国際交流特別演奏会「さらなるウィーンの響き」～ウィーン
の会20周年記念演奏会～

ウィーンの会 299              

宮崎県 劇団ゼロQ 第15回公演「風琴の駅」 劇団ゼロQ 582              

宮崎県 第32回 のべおか「第九」演奏会 のべおか「第九」を歌う会 1,464            

鹿児島県
鹿児島県子ども劇場45周年記念 第9回ティーンズアートフェス
ティバル

鹿児島県子ども劇場協議会 1,312            

鹿児島県
市民参加型ミュージカル「宇宙に願いを～沙羅と星たちの物語
～」2017公演

特定非営利活動法人きりしま創造舞台 879              

鹿児島県
かごしまの子どもたちが創った音楽（第33回鹿児島県児童生徒作
曲コンクール授賞式と受賞作品演奏会／作曲ワークショップ）

特定非営利活動法人鹿児島作曲協会 138              

沖縄県 第4回みやこじま青少年国際音楽祭 みやこじま青少年国際音楽祭実行委員会 916              

沖縄県 第23回しまくとぅば語やびら大会 沖縄県文化協会 216              
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名
 助成金交付予定額

(単位：千円)

全国 2017 LDM 全国大会 特定非営利活動法人全日本障害者音楽連盟 624              

全国 2017こどもコーラス・フェスティバル 一般社団法人全日本合唱連盟 792              

全国 全国高等学校演劇協議会 ブロック大会 全国高等学校演劇協議会 2,200            

全国 第37回 全日本少年少女合唱祭全国大会「泉佐野大会」 全日本少年少女合唱連盟 916              

全国 第17回 全国中学校総合文化祭 神奈川大会 全国中学校文化連盟 489              

全国 エイパ2017年度室内楽コンサート
特定非営利活動法人日本アマチュア演奏家協
会

474              

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「全国」と表記している。

28



都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名
 助成金交付予定額

(単位：千円)

宮城県 映像で残す～齋藤氏庭園土蔵 修復の軌跡 公益社団法人日本左官会議              1,725

茨城県 漆文化継承活動 特定非営利活動法人麗潤館                864

岐阜県 地歌舞伎衣裳・かつら保存継承事業 美濃歌舞伎保存会              2,205

滋賀県 伝統工芸技術青花紙保存活動「伝統文化を支える青花紙」 草津あおばな会                267

京都市
装潢修理に必要な道具・原材料の製作技術に関する伝承者養成
のための記録映像の製作（表装建具製作）

一般社団法人伝統技術伝承者協会              1,323

島根県 たたら操業方法の検証と操業技術を継承していく活動 公益財団法人鉄の歴史村地域振興事業団              1,709

岡山市 美術刀剣製作技術研修会 一般社団法人全日本刀匠会事業部              1,058

徳島県 挽物轆轤技術の保存伝承および育成研修 神山しずくプロジェクト              4,356

全国 日本の伝統美と技の世界―重要無形文化財保持団体秀作展― 全国重要無形文化財保持団体協議会              3,315

全国 葛布と日本の自然布展 全国古代織連絡会              2,182

伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計10件・19,004千円）

（注）全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「全国」と表記している。
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平成２９年度助成対象活動の専門委員会の審査方法等について 

 

 

各専門委員会は、「芸術文化振興基金助成金交付の基本方針」及び募集案内で定める

趣旨・要件等を踏まえ、審査を付託された活動について、専門的立場から、以下のとお

り審査の方法等を決定し、調査審議を行った。 

 

○ 審査方法等 

 

１ 各専門委員は、芸術団体等から提出された助成金交付要望書について、それぞれの

活動区分に係る下記の「（１）審査基準」ごとに「（２）評価の区分」により書面審査

を行う。 

 

２ 専門委員会における審査は、各専門委員の書面審査の結果をもとに、総合的に検討

の上、「採択」又は「不採択」のいずれかの評定を行う。 

 

記 

 

１ 舞台芸術等の活動（音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能の各専門委員会） 

（１）審査基準 

【企画内容】 

ア 活動内容が具体的であること 

イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であ

ること 

ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

エ 当該団体等及び当該活動の今後の発展に期待が持てること 

【運営】 

オ 芸術団体の運営（経理処理を含む）が適正であること 

カ 予算積算等が適切であること 

【社会性】 

キ 活動が社会的に開かれたものであること 

ク 観客層拡充等に努力を行っていること 

【その他】 

ケ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 大いに認められる／特に優れている 

Ｂ 認められる   ／優れている 

Ｃ やや認められる ／やや不十分である 

Ｄ 認められない  ／不十分である 

 

 

 

 



２ 美術の創造普及活動（美術専門委員会） 

（１）審査基準 

【企画内容】 

ア 活動内容が具体的であること   

イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であ

ること  

ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

エ 当該団体等及び当該活動の今後の発展に期待が持てること 

【運営】  

オ 団体の場合は、団体の運営（経理処理を含む）が適正であること 

カ 予算積算等が適切であること 

【社会性】 

キ 活動が社会的に開かれたものであること 

ク 観客層拡充等に努力を行っていること 

【その他】 

ケ 助成の緊要度が高い活動であること 

コ グループ・個人の場合は、推薦書において、推薦内容及び理由が具

体的に示されていること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 大いに認められる／特に優れている 

Ｂ 認められる   ／優れている 

Ｃ やや認められる ／やや不十分である 

Ｄ 認められない  ／不十分である 

 

 

３ 多分野共同等芸術創造活動（多分野共同等専門委員会） 

（１）審査基準 

【企画内容】 

ア 活動内容が具体的であること 

イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であ

ること 

ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

エ 当該団体等及び当該活動の今後の発展に期待が持てること 

オ 新しい試みなど独創性に富んだ活動であること 

【運営】 

カ 団体の場合は、団体の運営（経理処理を含む）が適正であること 

キ 予算積算等が適切であること 

【社会性】 

ク 活動が社会的に開かれたものであること 

ケ 観客層拡充等に努力を行っていること 

【その他】 

コ 助成の緊要度が高い活動であること 

 



（２）評価の区分 

評価区分   内  容 

Ａ 大いに認められる／特に優れている 

Ｂ 認められる   ／優れている 

Ｃ やや認められる ／やや不十分である 

Ｄ 認められない  ／不十分である 

 

 

４ 国内映画祭等の活動（映画祭等専門委員会） 

（１）審査基準 

【企画内容】 

ア 活動内容が具体的であること 

イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であ

ること 

ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

エ 当該団体等及び当該活動の今後の発展に期待が持てること 

【運営】 

オ 団体の運営（経理処理を含む）が適正であること 

カ 予算積算等が適切であること 

【社会性】 

キ 活動が社会的に開かれたものであること 

ク 観客層拡充等に努力を行っていること 

【その他】 

ケ 助成の緊要度が高い活動であること 

コ 「国内映画祭」については、開催地域との連携・協力が充分である

こと 

サ 「日本映画上映活動」については、開催地域との連携・協力のもと、

地域の文化振興に資する特色のある活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 大いに認められる／特に優れている 

Ｂ 認められる   ／優れている 

Ｃ やや認められる ／やや不十分である 

Ｄ 認められない  ／不十分である 

 

 

５ 地域文化施設公演・展示活動（文化会館公演）（地域文化活動専門委員会） 

（１）審査基準 

【企画内容】 

ア 活動内容が具体的であること 

イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であ

ること 

ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

エ 地域の文化の振興に資する特色のある活動であること 



オ 当該団体及び当該活動の今後の発展に期待が持てること 

【運営】 

カ 団体の運営（経理処理を含む）が適正であること 

キ 予算積算等が適切であること 

【社会性】 

ク 活動が社会的に開かれたものであること 

ケ 観客層拡充等に努力を行っていること 

       

【その他】 

コ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 大いに認められる／特に優れている 

Ｂ 認められる   ／優れている 

Ｃ やや認められる ／やや不十分である 

Ｄ 認められない  ／不十分である 

 

 

６ 地域文化施設公演・展示活動（美術館等展示）（美術専門委員会） 

（１）審査基準 

【企画内容】 

ア 活動内容が具体的であること  

イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であ

ること  

ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

エ 地域の文化の振興に資する特色のある活動であること 

オ 当該団体及び当該活動の今後の発展に期待が持てること 

【運営】 

カ 団体の運営（経理処理を含む）が適正であること 

キ 予算積算等が適切であること  

【社会性】 

ク 活動が社会的に開かれたものであること 

ケ 観客層拡充等に努力を行っていること  

【その他】 

コ 助成の緊要度が高い活動であること  

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 大いに認められる／特に優れている 

Ｂ 認められる   ／優れている 

Ｃ やや認められる ／やや不十分である 

Ｄ 認められない  ／不十分である 

 



 

７ アマチュア等の文化団体活動（文化団体活動専門委員会） 

（１）審査基準 

【企画内容】 

ア 活動内容が具体的であること 

イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であ

ること 

ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

エ 地域の文化の振興に資する特色のある活動であること 

オ 当該団体及び当該活動の今後の発展に期待が持てること 

カ 継続して助成を受けている場合には、継続助成の効果が認められる

活動であること 

【運営】 

キ 団体の運営（経理処理を含む）が適正であること 

ク 予算積算等が適切であること 

【社会性】 

ケ 活動が社会的に開かれたものであること 

コ 観客層拡充等に努力を行っていること 

【その他】 

サ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 大いに認められる／特に優れている 

Ｂ 認められる   ／優れている 

Ｃ やや認められる ／やや不十分である 

Ｄ 認められない  ／不十分である 

 

 

８ 文化財関係の活動（文化財保存活用専門委員会） 

（１）審査基準 

【企画内容】 

ア 活動内容が具体的であること 

イ 活動計画が当該団体等の過去の実績等から推測して実現可能であ

ること 

ウ 活動の目的及び内容が優れていること 

エ  文化財の継続的な保存活用が期待できる活動であること 

オ 地域の文化の振興に資する特色のある活動であること 

      カ 継続して助成を受けている場合には、継続助成の効果が認められる

活動であること 

【運営】 

キ  団体の運営（経理処理を含む）が適正であること 

ク 予算積算等が適切であること 

 



【社会性】 

ケ 活動が社会的に開かれたものであること 

【その他】 

コ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 大いに認められる／特に優れている 

Ｂ 認められる   ／優れている 

Ｃ やや認められる ／やや不十分である 

Ｄ 認められない  ／不十分である 

 



○ 運営委員会
委員長 三  輪  嘉  六

　 委員長代理 霜　鳥　秋　則
植  田  克  己
衛　　　紀　生
尾　﨑　正　明
柏　原　寛　司
神  山      彰
亀　井　伸　雄
見  城  美枝子  
新  藤　次  郎
中　村　孝　義
三  浦　雅  士
水谷内  助  義

　 三  林　京  子
みなもとごろう

○ 部　　会

部会長 水谷内  助  義 （運営委員会運営委員）
部会長代理 三  浦　雅  士 （運営委員会運営委員）

植  田  克  己 （運営委員会運営委員）
尾  﨑　正  明 （運営委員会運営委員）
東  條  碩  夫 （音楽専門委員会主査）
楫  屋  一  之 （舞踊専門委員会主査）
西  川　信  廣 （演劇専門委員会第1分科会主査）
渡  辺　　  弘 （演劇専門委員会第2分科会主査）
松  本  　  雍 （伝統芸能・大衆芸能専門委員会主査）
内  田　篤  呉 （美術専門委員会主査）
岡  部  あおみ （多分野共同等専門委員会主査）

映像芸術部会（6名）
（国内映画祭等の活動(第２回募集分)の審査終了後発表）

地域文化・文化団体活動部会（4名）
部会長 見  城  美枝子 （運営委員会運営委員）
部会長代理 衛　　　紀　生 （運営委員会運営委員）

枝  川  明  敬 （地域文化活動専門委員会主査）
児　玉　　　信  （文化団体活動専門委員会主査）

文化財部会（3名）
部会長 亀　井  伸　雄 （運営委員会運営委員）
部会長代理 三  輪  嘉  六 （運営委員会運営委員）

神  野　善  治 （文化財保存活用専門委員会主査）

舞台芸術等部会（11名）

芸術文化振興基金運営委員会委員名簿



○専門委員会

大  田  美佐子 猪  崎  弥  生 安  宅  りさ子
柴  田　俊  一 小  野  晋  司 大  堀  久美子
白  石　美  雪 ◎ 楫  屋  一  之 古  城　十  忍
田  辺　秀  樹 杉  山　千  鶴 徳  永  京  子

◎ 東  條　碩  夫 関　    典  子 ○ 花  輪　　　充
舩  木　篤  也 立  木　燁  子 坂  東　亜矢子

○ 堀  内　    修 ○ 長  野  由  紀 広  瀬　依  子
前  澤　    均 濱  口  久仁子 ◎ 渡  辺   　 弘
水  野  みか子 林      愛  子
悠　    雅  彦 渡  辺  真  弓

　 　
 　

今  岡  謙太郎 ○ 浅  野　秀  剛 今  岡  謙太郎
大  谷　節  子 ◎ 内  田　篤  呉 ◎ 岡  部  あおみ
小  田  幸  子 岡  部  あおみ ○ 小  田  幸  子

○ 布  目　英  一 野  地　耕一郎 小  野  晋  司
野  川　美穂子  村  上　博  哉 白  石　美  雪
林　    尚  之 森  山　朋  絵 徳  永  京  子
平  野  英  俊  柳  沢　秀  行 花  輪　　　充

◎ 松  本   　 雍 森  山　朋  絵
宮  辻  政  夫 悠　    雅  彦
茂手木  潔  子 渡  辺　真  弓

◎ 枝　川　明　敬 上  田    　順 ○ 鵜  島　三  壽
荻  田　    清 上  野　房  子 小野寺  節  子
佐　藤　典　雄 垣  内　恵美子 ◎ 神  野　善  治
志賀野　桂　一 古  賀　弥  生 黒  田　乃  生
田  窪　桜  子 ◎ 児  玉　    信 関  沢　まゆみ

○ 永  井　聡  子 中  川　幾  郎 坪  井  則  子
沼  野　雄  司 ○ 中  村　晃  也 溝  口　正  人
松  本　玲  子         能  祖　將  夫
村  山  久美子 前  山　裕  司

国内映画祭等専門委員会（６名）
（国内映画祭等の活動(第２回募集分)の審査終了後発表）

             ◎主査
             ○主査代理
            （五十音順）

地域文化活動
専門委員会（９名）

文化団体活動
専門委員会（９名）

文化財保存活用
専門委員会（７名）

伝統芸能・大衆芸能
専門委員会(１０名）

美術専門委員会（７名）
多分野共同等
専門委員会(１０名）

音楽専門委員会（１０名） 舞踊専門委員会（１０名）
演劇専門委員会
　　第２分科会（８名）


