
 
 
 
 

（公表資料）  

 
 

平成３０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３０年３月３０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３０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１，１９８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、１１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６３１件、助成金交付予定額は９億６，２１３万

８千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３０年５月下旬に第２回目の

募集を予定しております。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



平 成 30 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）

546                    264                  504,703               

115                    61                    152,208               

89                     38                    59,467                 

342                    165                  293,028               

伝統芸能の公開活動 64                     28                    47,797                 

美術の創造普及活動 16                     8                     9,587                   

多分野共同等芸術創造活動 54                     15                    19,371                 

国内映画祭等の活動 42                     24                    49,029                 

11                     5                     34,830                 

21                     12                    8,105                   

10                     7                     6,094                   

722                    339                  630,487               

地域文化施設公演・展示活動 280                    161                  217,951               

文化会館公演 145                    90                    101,724               

 美術館等展示 135                    71                    116,227               

8                       8                     5,797                   

19                     18                    15,458                 

307                    187                  239,206               

〔文化振興普及団体活動〕   

アマチュア等の文化団体活動 157                    97                    75,217                 

12                     8                     17,228                 

169                    105                  92,445                 

1,198                 631                  962,138               

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

映画祭Ｂ

映画祭Ａ

平成３０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

日本映画上映活動

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



現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計61件・152,208千円）

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)

オーケストラ・ニッポニカ　第33回演奏会《アカデミズムの系譜》　第34回
演奏会《間宮芳生90歳記念》

芥川也寸志メモリアル　オーケストラ・ニッポ
ニカ (東京都)

2,162

Music Tomorrow 2018 公益財団法人NHK交響楽団 (東京都) 2,369

オーケストラ・プロジェクト2018 オーケストラ・プロジェクト (埼玉県) 516

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) 1,738

第120回・121回・122回・123回定期演奏会 一般社団法人大阪市音楽団 (大阪府) 4,634

OMURA室内合奏団第11回長崎定期演奏会
認定特定非営利活動法人OMURA室内合奏団 (長崎
県)

446

子どもたちの音楽芸術体験事業
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)

1,714

第13回フレッシュ・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)

408

京都市交響楽団みんなのコンサート2018～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)

5,975

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) 10,349

札幌交響楽団　北海道内公演 公益財団法人札幌交響楽団 (北海道) 7,157

サントリーホールコンサート　作曲家の個展Ⅱ　2018 公益財団法人サントリー芸術財団 (東京都) 1,130

静岡交響楽団　定期演奏会（第78、79、80、81、82、83、84、85回は2公
演）

特定非営利活動法人静岡交響楽団 (静岡県) 6,296

瀬戸フィルハーモニー交響楽団第29回定期演奏会・第30回記念定期演奏会
公益社団法人瀬戸フィルハーモニー交響楽団
(香川県)

1,198

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.15」

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団
(宮城県)

779

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) 1,159

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)

2,526

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)

2,411

広島ウインドオーケストラ結成25周年記念公演 広島ウインドオーケストラ (広島県) 1,009

広島交響楽団　平成30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) 9,752

わくわく芸術体験事業「音楽の架け橋コンサート」 特定非営利活動法人琉球交響楽団 (沖縄県) 626

琉球交響楽団第35回定期演奏会 特定非営利活動法人琉球交響楽団 (沖縄県) 618

北九州シティオペラ　2018年公演　オペラ「ランメルモールのルチア」
特定非営利活動法人北九州シティオペラ (福岡
県)

2,723

2018仙台オペラ協会第43回公演「修道女アンジェリカ / カヴァレリア・ル
スティカーナ」

一般社団法人仙台オペラ協会 (宮城県) 2,634

オペレッタ「こうもり」（セミ・ステージ形式 / 日本語上演） 中国二期会 (岡山県) 716

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）

公益財団法人東京交響楽団 (東京都) 2,478

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」

公益財団法人ニッセイ文化振興財団 (東京都) 11,754

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」

公益財団法人ニッセイ文化振興財団 (東京都) 5,922

日本ヘンデル協会　コンサートシリーズ　Vol.20　オペラ《アリオダンテ》 日本ヘンデル協会 (東京都) 362

「秋吉台の夏2018」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) 280

アンサンブル九条山コンサート　vol.6、vol.7 アンサンブル九条山 (京都府) 419

アンサンブル・ノマド定期演奏会　第63～65回「超える vol.1～3」 一般社団法人アンサンブル・ノマド (東京都) 2,907

ジューリオ・カッチーニ没後400年記念コンサート『新音楽＆新書法　1614
年』

アントネッロ (埼玉県) 476

レオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年記念コンサート『レオナルド・ダ・
ヴィンチと音楽』

アントネッロ (埼玉県) 424

inc.percussion days 2018 kuniko kato arts project (東京都) 742
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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)

「三善晃　マリンバの世界」（仮） kuniko kato arts project (東京都) 524

酒井健治プロデュース公演#02　帰国記念巡回個展～日欧の万華鏡 K's Blue Production (東京都) 326

ショスタコーヴィチの自画像Ⅴ 古典四重奏団 (埼玉県) 108

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) 191

東京シンフォニエッタ2018年度定期演奏会（第43・44回） 一般社団法人東京シンフォニエッタ (東京都) 1,103

パシフィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）2018
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)

1,930

ル・ポン国際音楽祭2018　赤穂・姫路 姫路国際音楽祭実行委員会 (兵庫県) 4,727

Music Dialogue　ディスカバリー・シリーズ　2018-19（第1回～5回） 一般社団法人Music Dialogue (東京都) 182

室内合唱団　日唱　特別演奏会　團伊玖磨個展 一般社団法人日本合唱協会 (千葉県) 205

harmonia ensemble　第15回定期演奏会　三善晃作品個展［第2回―1970年代
―]

一般社団法人ハルモニア・アンサンブル (東京
都)

184

合唱団フォンス・フローリス第11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) 279

アフィニス夏の音楽祭2018山形 公益財団法人アフィニス文化財団 (東京都) 3,003

岡崎ジャズストリート2018
特定非営利活動法人岡崎ジャズストリート (愛
知県)

1,767

第39回草津夏期国際音楽アカデミー&フェスティヴァル 公益財団法人群馬草津国際音楽協会 (群馬県) 10,397

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 公益財団法人サイトウ・キネン財団 (長野県) 1,634

サントリーホール　サマーフェスティバル2018 公益財団法人サントリー芸術財団 (東京都) 6,035

第39回霧島国際音楽祭2018 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会 (東京都) 4,381

武生国際音楽祭2018 武生国際音楽祭推進会議 (福井県) 3,690

BAY SIDE JAZZ 2018 CHIBA 公益財団法人千葉市文化振興財団 (千葉県) 753

角田健一ビッグバンド　2018　定期公演 角田健一ビッグバンド事務所 (東京都) 1,188

コンポージアム2018
公益財団法人東京オペラシティ文化財団 (東京
都)

2,965

ビッグバンド・フェスティバル　2018 VOL.20 一般社団法人日本ポピュラー音楽協会 (東京都) 939

ヴォーカル・アンサンブル　カペラ定期公演 株式会社フォンス・フローリス (東京都) 426

第16回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン　オラトリオ《ソロモン》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)

697

守屋純子オーケストラ2018年度定期公演 守屋純子オーケストラ (東京都) 508

横濱　JAZZ PROMENADE 2018 横濱　JAZZ PROMENADE　実行委員会 (神奈川県) 7,257
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現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計38件・59,467千円）

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)

～京都・パリ姉妹都市提携60周年記念～　トリプルビル"LE REVE","パキータ
より","ラ・バヤデール第2幕"

一般社団法人京都バレエ団 (京都府) 2,912

バレエ×声優　東京シティ・バレエ団　"セリフ付き"バレエ「白鳥の湖」
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 (東京
都)

696

'18　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) 2,424

地主薫バレエ団創立30周年記念公演「眠れる森の美女」全幕 地主薫バレエ団 (大阪府) 4,124

篠原聖一バレエ・リサイタル　DANCE for Life 2018 DANCE for Life 実行委員会 (東京都) 2,398

2018 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) 1,713

第39回全道バレエフェスティバル・イン・サッポロ 公益社団法人日本バレエ協会 (東京都) 2,103

野間バレエ団第26回定期公演「白鳥の湖」（全幕） 有限会社野間バレエ団 (大阪府) 1,568

牧阿佐美バレヱ団「ライモンダ」（全幕） 一般財団法人牧阿佐美バレヱ団 (東京都) 3,944

アーティスト・サポート・プログラム「シーバンス　ア・モール」 株式会社アーキタンツ (東京都) 1,565

「POISON」リ・クリエイション（仮称） 特定非営利活動法人アルファルファ (東京都) 1,503

ANTIBODIES Collective　横浜－犬島公演 ANTIBODIES Collective (京都府) 2,166

[岩渕貞太　身体地図]ダンス公演2019『残照 / 曙光』 岩渕貞太　身体地図 (東京都) 674

北村明子　国際ダンス交流プロジェクト『Cross Transit 2』横浜・松本公演 一般社団法人オフィスアルブ (東京都) 2,481

国際共同製作『RE / PLAY Dance Edit』東京公演
特定非営利活動法人Offsite Dance Project (神
奈川県)

982

Opto on Tour「optofile_touch」 Opto (群馬県) 2,337

2018-2019「聖獣」[live with a sun]　ツアー OrganWorks (東京都) 1,219

笠井端丈×上村なおかダンス公演「2×3」(仮） 笠井瑞丈×上村なおか (東京都) 423

CAT-A-TAC Presents　怪談ダンス「ゆきおんなの男（仮）」 CAT-A-TAC (東京都) 327

インテグレイティッド・ダンス・カンパニー響－Kyo　第6回公演（仮称） クリエイティブ・アート実行委員会 (東京都) 2,023

ケイタケイ LIGHT津々浦々シリーズ2018
ケイ・タケイ's　ムービングアース・オリエント
スフィア (東京都)

1,193

福岡ダンスフリンジフェスティバル　vol.12 特定非営利活動法人コデックス (福岡県) 1,331

「いきのね」改訂版　横浜公演 一般社団法人Co.山田うん (東京都) 1,406

東京発　ダンスブリッジ・インターナショナル　2018 セッションハウス企画室 (東京都) 868

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)

398

ダンスがみたい！20「病める舞姫」を上演する 「ダンスがみたい！」実行委員会 (東京都) 1,697

Dance Theatre LUDENS×イニャーキ　アズピラーガ国際共同プロジェクト Dance Theatre LUDENS (東京都) 975

関かおり　PUNCTUMUN　新作公演 団体せきかおり (東京都) 1,186

『ハムレット～踊るシェイクスピアⅡ～』(仮） CHAiroiPLIN (東京都) 1,000

小野寺修二　新作公演『見立て（仮）』 株式会社デラシネラ (東京都) 1,091

ナチュラルダンステアトル・ステージアーツ 2018　日本インドネシア共同制
作プロジェクト　現代版・眠りの森の美女～ヤコブスとフランソワの森～
（新作）

株式会社ナチュラルダンステアトル (東京都) 1,184

ニブロール最新作『悲劇のヒロイン（仮）』東京・大阪公演 ニブロール (東京都) 2,723

BATIK　レパートリーズ BATIK (東京都) 1,129

「家族という名のゲーム」国内ツアー フィジカルシアターカンパニー GERO (神奈川県) 932

子ども劇場・青年劇場「透明な体育館」オープン記念公演のための新作創
作・公演

特定非営利活動法人MIYAZAKI C-DANCE CENTER
(宮崎県)

608
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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)

「可能性の獣たち　2019」 ROCKSTAR有限会社 (東京都) 501

平富恵スペイン舞踊団10周年記念公演「愛の賛歌～フラメンコで奏でる愛の
組曲～（仮題）」

有限会社マジェスティック (東京都) 3,464

シリーズ花子さん日記「初めて！の海外旅行」
エギク　ジャパニーズダンスプロダクツ (神奈川
県)

199
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計165件・293,028千円）

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)

非・売れ線系ビーナス「関門オペラ」
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)

870

unrato#3『Wonder』 株式会社アイオーン (東京都) 889

劇団あおきりみかん其の参拾九「距離あるいは境界線」（仮） 劇団あおきりみかん (愛知県) 1,670

劇団あおきりみかん其の四拾「ボクの不思議と間のアナタ」（仮） 劇団あおきりみかん (愛知県) 2,094

アジア6都市共同創作2作品連続公演＜千夜一夜物語2 / Walking＞
特定非営利活動法人アジア・ミーツ・アジア
(東京都)

1,405

あやめ十八番　第十回公演「ゲイシャパラソル」 あやめ十八番 (千葉県) 1,439

「孤島=女　ISLAND-WOMAN」 ARICA (東京都) 816

庭劇団ペニノ「江戸拷輪寺　転生ノ行」 合同会社アルシュ (東京都) 2,628

庭劇団ペニノ「笑顔の砦」 合同会社アルシュ (東京都) 934

iaku　演劇作品集 iaku (大阪府) 1,612

第21回公演『さてと、雨月物語（仮）』 劇団いちびり一家 (大阪府) 1,446

泣いた赤鬼 一般社団法人一糸座 (東京都) 2,629

アンソロジー宮澤賢治「銀河の彼方へ」（仮）
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)

961

劇団印象-indian elephant-第23回公演「ヴィテブスクの空飛ぶ恋人たち」
特定非営利活動法人劇団印象-indian elephant-
(東京都)

515

ウォーキング・スタッフ　プロデュース「D51-651」 ウォーキング・スタッフ (東京都) 2,522

うずめ劇場　第29回公演「フェードル」 うずめ劇場 (東京都) 1,423

エイチエムピー・シアターカンパニー＜現代日本演劇のルーツⅥ＞『忠臣
蔵』（仮）

一般社団法人HMP (大阪府) 1,167

エイチエムピー・シアターカンパニー＜狂想的身体論Ⅰ＞『高野聖』（仮） 一般社団法人HMP (大阪府) 698

海のこどもたち 一般社団法人エーシーオー沖縄 (沖縄県) 2,228

演劇集団非常口第19回公演「鱗の宿」 演劇集団非常口 (鹿児島県) 866

演劇集団ワンダーランド第45回公演「漫画の祖、ふたり　－楽天と一平－」
（仮）

一般社団法人演劇集団ワンダーランド (東京都) 1,291

探偵物語～The Detective Story～ 大阪劇団協議会 (大阪府) 1,520

神里雄大 / 岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』東京公演 岡崎藝術座 (東京都) 2,920

オフィス3〇〇　40周年記念公演「塔と重力」（仮） 有限会社おふぃすさんじゅうまる (東京都) 6,882

劇団鹿殺し2018本公演「俺の骨をあげる」 株式会社オフィス鹿 (東京都) 2,742

オレンヂスタ　第8回公演『2011（仮）』 オレンヂスタ (愛知県) 880

温泉ドラゴン　第12回公演『闇は囁く』（仮） 劇団温泉ドラゴン (東京都) 1,489

On7『その頬、熱線に焼かれ』東京・広島公演 On7 (神奈川県) 1,873

Chekhov Renaissance「ワーニャ伯父さん」 一般社団法人壁なき演劇センター (東京都) 1,776

Vol.66「蝶つがい」 カムカムミニキーナ (東京都) 2,280

Vol.67「偽顔虫（ぎがんちゅう）47～名探偵浅草小五郎と演劇探偵団～」
（仮）

カムカムミニキーナ (東京都) 2,440

極私的演劇宣言2018-1『火曜日はスーパーへ』 鴎座 (東京都) 872

烏丸ストロークロック　新作リクリエイション『まほろばの景』（仮） 烏丸ストロークロック (滋賀県) 642

劇団唐ゼミ☆　第28回公演『ジョン・シルバー』 劇団唐ゼミ☆ (神奈川県) 1,170

Kawai Project vol.5「お気に召すまま」 Kawai Project (東京都) 2,504
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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)

関西芸術座公演「トミーの夕陽」 株式会社関西芸術座 (大阪府) 1,341

Q『毛美子不毛話』京都公演 Q (東京都) 520

壁ノ花団第十三回公演『ニューヘアスタイルイズグッド』 有限会社キューカンバー (京都府) 1,575

808ダイエット（仮） 極東退屈道場 (大阪府) 1,683

空宙空地　2018ツアー公演「轟音、つぶやくよう　うたう、うたう彼女は」 空宙空地 (愛知県) 734

燐光群　ReMemory [1]　生きのこった森の石松 / あい子の東京日記（仮） 有限会社グッドフェローズ (東京都) 1,689

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10第18回公演「ふるえて眠れ」
（仮題）

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10
(大阪府)

1,498

KUNIO14『水の駅』 合同会社KUNIO,Inc. (京都府) 2,996

NPO法人劇空間夢幻工房　PLANNING STAGE vol.14 特定非営利活動法人劇空間夢幻工房 (長野県) 958

ゴジゲン「君が君で君だ」 有限会社ゴーチ・ブラザーズ (東京都) 1,798

劇団五期会第71回公演「せをはやみ（仮題）～ロミオとジュリエット～よ
り」

劇団五期会 (大阪府) 1,804

虚空旅団　第30回公演『アトリエのある背中』 虚空旅団 (大阪府) 410

虚空旅団　第31回公演『きつねのかみそり』（仮） 虚空旅団 (大阪府) 493

しずかミラクル コトリ会議 (大阪府) 1,324

劇団こふく劇場　第15回公演「ただいま」全国ツアー 合同会社こふく劇場 (宮崎県) 3,352

コンブリ団その10「ムイカ」再び　西へ東へ コンブリ団 (京都府) 1,760

風姿花伝プロデュース　vol.5「女中たち」 シアター風姿花伝 (東京都) 2,858

第2回プロデュース公演「笑ってよゲロ子ちゃん」殉情編 特定非営利活動法人C,A,ワークス (愛知県) 1,187

劇団しし座第78回公演「家族会議はテレビの中で（仮題）」 劇団しし座 (大阪府) 992

下鴨車窓『微熱ガーデン』 下鴨車窓 (京都府) 1,342

JACROW#25｢夕闇、街に昇る　～"山を越える"とともに～（仮）」 JACROW (東京都) 1,165

劇団ジャブジャブサーキット第58回公演「ビシバシと　叩いて渡る　イシバ
シ君」

劇団ジャブジャブサーキット (岐阜県) 1,615

街ノ麦（仮） 少年王者舘 (愛知県) 1,161

劇団しようよ『パフ』 劇団しようよ (京都府) 800

創作　現代博多仁和加「選挙でGO!～この村を今一度センタクするバイ～」 有限会社ショーマンシップ (福岡県) 1,680

埋める女 城山羊の会 (東京都) 1,968

サファリ・P第4回公演「財産没収」 合同会社stamp (京都府) 1,128

サファリ・P第5回公演「悪童日記」 合同会社stamp (京都府) 1,120

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) 3,174

清流劇場2018年10月公演『MEDEA　メデイア』 清流劇場 (兵庫県) 1,386

清流劇場2019年3月公演『壁の向こうのダントン　-Dantons Tod』 清流劇場 (兵庫県) 1,347

渡部ギュウの東北物語Vol.10「税務署長の冒険」～酒蔵のある街、旅公演～ 一般社団法人SENDAI座プロジェクト (宮城県) 950

コーカサスの白墨の輪 有限会社総合劇集団俳優館 (愛知県) 2,382

空の驛舎第23回公演『ムスウノヒモ』 空の驛舎 (大阪府) 644

第七劇場　ツアー2018　小さな大人と大きな大人のための名作シリーズ「赤
ずきん」

合同会社第七劇場 (三重県) 261

劇団態変『ニライカナイ』東京公演 劇団態変 (大阪府) 1,294
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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)

金滿里ソロ『ウリ・オモニ』東京公演 劇団態変 (大阪府) 741

Sumako 劇団太陽族 (大阪府) 985

トリビュート 劇団太陽族 (大阪府) 1,471

タテヨコ企画第35回公演『美しい村（仮）』 劇団タテヨコ企画 (東京都) 1,010

タテヨコ企画第36回公演『三人の姉妹たち（仮）』 劇団タテヨコ企画 (東京都) 1,448

玉造小劇店配給芝居　vol.23「（仮）月白の荒野にて」 玉造小劇店 (大阪府) 2,826

玉造小劇店配給芝居　vol.24「お正月」 玉造小劇店 (大阪府) 3,386

DA・M 日印共同創作『すべては突然やってくる2』 劇団DA・M (東京都) 1,266

DULL-COLORED POP　第18回本公演　演劇・福島3部作　第1部先行上演『夜ノ
森の火（仮）』

合同会社DULL-COLORED POP (東京都) 1,540

チェルフィッチュ『スーパープレミアムソフトWバニラリッチ』リクリエー
ション

一般社団法人チェルフィッチュ (東京都) 2,927

第8回公演『金魚鉢のなかの少女』 株式会社地人会新社 (東京都) 2,942

第31回公演「パパは死刑囚」 劇団チャリT企画 (東京都) 1,462

企画公演『ドキュメンタリー』（仮） 一般社団法人劇団チョコレートケーキ (東京都) 1,346

第30回公演『我が祖父、老医師Iの遺産』（仮） 一般社団法人劇団チョコレートケーキ (東京都) 2,386

弦巻楽団#30「歌は自由を目指す」（仮） 一般社団法人劇団弦巻楽団 (北海道) 580

弦巻楽団#31「センチメンタル」大阪公演 一般社団法人劇団弦巻楽団 (北海道) 671

現代劇作家シリーズ8:「ハムレットマシーン」フェスティバル die pratze (東京都) 2,172

第15回公演『ライシャム・シアター（仮）』 てがみ座 (東京都) 3,048

東京芸術座公演No.103　いぐねの庭 有限会社劇団東京芸術座 (東京都) 2,290

TOHOKU Roots Project『星の祭に吹く風』 一般社団法人東北ルーツプロジェクト (東京都) 2,704

本公演「言訳ニュアンスシャワータイム（仮）」 匿名劇壇 (大阪府) 739

武士道ノ心（しん）　SOUL OF JAPAN
社会福祉法人トット基金　日本ろう者劇団 (東
京都)

998

飛ぶ劇場Vol.40『わたしの黒い電話』 飛ぶ劇場 (福岡県) 825

池袋モンパルナス 有限会社劇団銅鑼 (東京都) 2,138

dracom『ソコナイ図』 dracom (大阪府) 938

TRASHMASTERS第30回公演「オルタリティ」（仮） TRASHMASTERS (東京都) 2,948

渡辺源四郎商店　第1回なべげんイタコ演劇祭 なべげんわーく合同会社 (青森県) 1,694

渡辺源四郎商店『シェアハウス』 なべげんわーく合同会社 (青森県) 1,725

南船北馬「リセットボタン（仮）」 南船北馬 (大阪府) 1,129

二兎社公演42『ザ・空気　ver.2』 株式会社二兎社 (東京都) 7,323

「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) 12,732

2都市ツアー「エネミー（仮）」 ノアノオモチャバコ (東京都) 1,058

劇団俳小公演「群盗」 株式会社劇団俳小 (東京都) 1,702

ハイリンド第19回公演『エダニク』 劇団ハイリンド (東京都) 1,424

第31回公演「だれかれさん」 はえぎわ (東京都) 1,822

第二十六楽章「或る人の人生の話」（仮） 箱庭円舞曲 (東京都) 952
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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)

範宙遊泳新作公演（「フィジカルシアター・フェスティバル吉祥寺」参加作
品）

範宙遊泳 (東京都) 1,182

第25回公演「溺れる鯨」（仮称） 万能グローブガラパゴスダイナモス (福岡県) 1,372

日穏-bion-第10回公演「月の海」 日穏-bion- (東京都) 1,588

F' s Company PRESENTS　親子でも楽しめる『観る童話』 一般社団法人F's Company ARTE (長崎県) 1,090

F' s Company PRESENTS　芸術の町　丸山ポケットシアターまつり「はじま
り」（仮）

一般社団法人F's Company ARTE (長崎県) 1,417

風煉ダンス演劇公演「まつろわぬ民2018」 風煉ダンス (東京都) 1,838

第15回公演「マンシュウまで15分」 FOURTEEN PLUS (福岡県) 430

第23回公演『40歳』（仮） FUKAIPRODUCE羽衣 (東京都) 1,138

第13回演劇公演『地球ブルース』 不思議少年 (熊本県) 846

霧の城 冨士山アネット (東京都) 1,488

広域クリエーション若手交換企画「A Round Artripple vol.1～三重・広島
編～」（仮）

舞台芸術制作室無色透明 (広島県) 184

広島アクターズラボ第2回試演会「新平和～第2章～」（仮） 舞台芸術制作室無色透明 (広島県) 193

Plant M No.14『凛然グッドバイ』 Plant M (大阪府) 1,129

アマヤドリ「天国への登り方（仮）」 合同会社プランプル (東京都) 1,579

「ふくしゅうげき」北九州公演 ブルーエゴナク (福岡県) 257

Project Nyx公演「霧野仙子」ツアー Project Nyx (東京都) 1,527

私たちはどこから来たの？どこへ行くの？ プロジェクト・ムー (神奈川県) 1,152

ままごとの短々とした仕事と短々とした全国ツアー『ツアー』（仮） 一般社団法人mamagoto (東京都) 1,560

mizhen新作公演『あららぎ』（仮） mizhen (東京都) 1,013

モダンスイマーズ句読点三部作連続上演 モダンスイマーズ (埼玉県) 5,294

利賀演劇人コンクール2017　優秀演出家賞一席受賞記念凱旋公演『青い鳥』
完全版

モメラス (東京都) 685

トリガー 一般社団法人ユニークポイント (静岡県) 334

ユニット舞白兎公演 劇団ユニット・ラビッツ (福島県) 1,188

バタイユのバスローブ　LA ROBE DE CHAMBRE DE GEORGES BATAILLE 一般社団法人指輪ホテル (東京都) 2,104

「さらば、アメリカ！」 横浜ボートシアター (東京都) 1,645

あのひあのとき亜希子は リブレセン合同会社 (東京都) 2,243

yhs結成20周年記念公演其の弐「きつい旅だぜ」ツアー yhs (北海道) 1,741

第26次笑の内閣「アイドル契約地獄」 笑の内閣 (京都府) 528

悪い芝居vol.20「ラストナイトエンドファーストモーニング（仮）」2都市
ツアー

悪い芝居 (京都府) 1,706

ゼブラ ONEOR8 (東京都) 2,777

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) 708

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2018」
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)

534

海外作品特別公演「バンウルの昼寝旅行」
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)

780

「おはなしちんどん」中国地方幼稚園保育園巡回公演 有限会社劇団風の子 (東京都) 922

「ホタルの夜のファミリー劇場」（仮） 企業組合劇団風の子九州 (福岡県) 1,238

「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) 1,745
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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)

北海道の幼児のための集合公演～大型作品との出会い 有限会社劇団風の子北海道 (北海道) 825

第4回company ma　公演「かばんの中の記憶」
特定非営利活動法人KAWASAKI アーツ (神奈川
県)

920

「マグナとふしぎの少女」 一般社団法人KIO (大阪府) 1,482

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)

5,124

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) 4,450

2018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) 1,451

子どもと舞台芸術大博覧会2018（旧称　子どもと舞台芸術-出会いのフォー
ラム）

子どもと舞台芸術大博覧会実行委員会 (東京都) 2,963

巡回学校公演 株式会社すわらじ劇園 (京都府) 1,557

ミュージカル「あらしのよるに」福井県福井市、鯖江市内小学校巡回公演 有限会社総合劇集団俳優館 (愛知県) 1,240

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) 13,272

2018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) 4,795

うた芝居　ないたあかおに　北海道東北地区巡回公演 山の音楽舎 (神奈川県) 827

「このつぎなあに」全国巡回公演 公益財団法人すぎのこ芸術文化振興会 (東京都) 3,602

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) 526

創立70周年記念企画Ⅱ『とどろヶ淵のメッケ』お披露目巡回公演 有限会社人形劇団京芸 (京都府) 2,630

ハリネズミと雪の花 人形劇団ひぽぽたあむ (東京都) 715

かくれ山の大冒険 株式会社人形劇団むすび座 (愛知県) 1,783

人形劇「岸辺のヤービ」全国巡回公演2018 有限会社ひとみ座 (神奈川県) 1,603

ミュージカル「ソレイル　太陽の王様」 株式会社オールスタッフ (東京都) 1,532

生きろ！　～十五少年漂流記より～ 有限会社ショーマンシップ (福岡県) 1,471

「I DO!I DO!」 有限会社タチ・ワールド (東京都) 1,734

第38回手話狂言・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)

1,541
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伝統芸能の公開活動（合計28件・47,797千円）

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)

第5回「立合狂言会」 特定非営利活動法人ACT.JT (東京都) 606

第四回あべの歌舞伎「晴の会（そらのかい）」公演 あべの歌舞伎上演実行委員会 (大阪府) 2,815

大槻能楽堂自主公演能　夏休みおやこ教室 公益財団法人大槻能楽堂 (大阪府) 797

伝承の会 公益社団法人京都観世会 (京都府) 284

第69回　京都薪能 一般社団法人京都能楽会 (京都府) 2,211

第六十四回　同明会能 一般社団法人京都能楽囃子方同明会 (京都府) 736

金剛能楽堂開館15周年記念公演 公益財団法人金剛能楽堂財団 (京都府) 425

燦ノ会　定期公演 燦ノ会 (東京都) 674

第4回　双蝶会 双蝶会 (東京都) 1,543

TTR能プロジェクト企画公演「和魂Ⅴ」 一般社団法人TTR能プロジェクト (兵庫県) 397

能楽大解剖 公益社団法人能楽協会 (東京都) 212

阪神能楽囃子連盟調和会主催公演　第9回和の調べ 一般社団法人阪神能楽囃子連盟調和会 (大阪府) 472

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) 20,338

代々木果迢会平成30年度記念公演付き定例公演 代々木果迢会 (東京都) 928

第137回　定期演奏会 公益社団法人当道音楽会 (大阪府) 498

第九回　長唄伝承曲の研究会 長唄伝承曲の研究会 (東京都) 502

長唄東音会　定期公演 長唄東音会 (神奈川県) 1,248

日本三曲協会定期公演　第5回「日本の響」 公益社団法人日本三曲協会 (東京都) 1,066

邦楽ぐるーぷ　翔の会　2018 邦楽ぐるーぷ　翔の会 (東京都) 220

第34回　真しほ会 真しほ会 (東京都) 506

法人設立15周年記念公演　伝承を現今へ 特定非営利活動法人集団日本舞踊21 (東京都) 1,373

大阪楽所第36回雅楽演奏会 大阪楽所 (大阪府) 732

伶楽舎自主公演2018 一般社団法人伶楽舎 (東京都) 1,747

伶楽舎子どものための雅楽コンサート2018 一般社団法人伶楽舎 (東京都) 803

寄席定期公演 一般社団法人大須演芸場 (愛知県) 2,215

お笑い浅草21世紀 株式会社浅草二十一世紀 (東京都) 3,255

第9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) 1,005

笑えない会　Legacy 「笑えない会」 (京都府) 189
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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)

U-35 Under 35 Architects exhibition 2018 35歳以下の若手建築家による
建築の展覧会2018

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)

2,616           

ヒロシマ　アート　ドキュメント　2018展 CREATIVE UNION HIROSHIMA (広島県) 792             

YCC　テンポラリー　北澤潤（現代美術展覧会） 特定非営利活動法人YCC (神奈川県) 1,770           

Open Storage 2018～大型美術作品の「見せる収蔵庫」[一般公開・シンポジ
ウム・リサーチ＆パネル展示]

一般財団法人おおさか創造千島財団 (大阪府) 1,110           

蝶の羽ばたきTime Difference　時差　vol.3 New York-Seattle-London-
Tokyo

ART BEASTIES (東京都) 620             

アートアイランズTOKYO2018　第8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)

1,070           

福島ビエンナーレ2018  重陽の芸術祭 重陽の芸術祭実行委員会 (福島県) 914             

下町芸術祭2019プレ企画「下町物語プロジェクト2017～2019」 新長田アートコモンズ実行委員会 (兵庫県) 695             

美術の創造普及活動（合計8件・9,587千円）
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多分野共同等芸術創造活動（合計15件・19,371千円）

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)

開館10周年記念　鉄道芸術祭vol.8『「超・都市計画」』（仮） アートエリアB1 (大阪府) 3,000

アンサンブル室町による「日本むかし話」 一般社団法人アンサンブル室町 (東京都) 680

渚・瞼・カーテン　チェルフィッチュの＜映像演劇＞ 公益財団法人熊本市美術文化振興財団 (熊本県) 4,622

皿の歌　ボロレスコ『サロ人』 特定非営利活動法人劇研 (京都府) 142

前田英一演出作品『Everyday is a new beginning』 ゴーダ企画 (京都府) 692

打打打団　天鼓　和太鼓コンサート　演劇する和太鼓「カルメン」 有限会社児雷也 (大阪府) 1,096

舞禅 鉄秀 (大阪府) 800

伝統の身体・創造の呼吸vol.2　島唄継承の未来　①了知と情熱～踊る喜界
島～

伝統の身体・創造の呼吸 (東京都) 554

古事変奏プロジェクト2018『蓑笠の客人』 東保 光 (東京都) 201

大人ディスコあけみプレゼンツ～風が吹く～ 株式会社ナチュラルダンステアトル (東京都) 260

第24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’19）
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)

1,140

山尾三省生誕80周年記念　屋久島で　アニミズムの詩人　山尾三省を　謡う
パフォーマンス　イン　ミュージアム実行委員
会 (奈良県)

267

ランドマークプロジェクトvol.7～BankART studio under the railroad 特定非営利活動法人BankART1929 (神奈川県) 3,542

雅歌（仮題） 一般社団法人マルタス〇＋ (東京都) 2,081

ラウドヒル計画エイトビート公演（仮） ROCKSTAR有限会社 (東京都) 294
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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)

アジアフォーカス・福岡国際映画祭2018
アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員
会 (福岡県)

8,707

第14回大阪アジアン映画祭 大阪映像文化振興事業実行委員会 (大阪府) 7,494

第27回しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会 (島根県) 2,675

第19回東京フィルメックス / TOKYO FILMeX 2018
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)

9,618

なら国際映画祭2018
特定非営利活動法人なら国際映画祭実行委員
会 (奈良県)

6,336

国内映画祭等の活動：映画祭Ａ（合計5件・34,830千円）
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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)

イメージフォーラム・フェスティバル2018 イメージフォーラム (東京都) 1,224

第24回KAWASAKIしんゆり映画祭2018
特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ (神奈川
県)

652

第24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)

671

第6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)

625

神戸発掘映画祭2018 神戸映像アーカイブ実行委員会 (兵庫県) 490

第23回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡 (新潟県) 248

ドキュメンタリー・ドリーム・ショー　山形 in 東京 2018 シネマトリックス (東京都) 816

ショートピース！仙台短篇映画祭2018 仙台短篇映画祭実行委員会 (宮城県) 481

第21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)

744

第12回田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会 (和歌山県) 793

第24回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会 (宮崎県) 419

第43回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会 (大分県) 942

国内映画祭等の活動：映画祭Ｂ（合計12件・8,105千円）
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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)

青森県立美術館　映画上映「特集・わたしの中の樹木希林」
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)

1,015

ＩＳＨＩＮＯＭＡＫＩ金曜映画館特別上映会「愛と希望の映画たち！」
(仮)

ＩＳＨＩＮＯＭＡＫＩ金曜映画館運営委員会
(宮城県)

300

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) 333

第12回江東シネマフェスティバル　映画のまち　－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)

991

日本映画戦後黄金時代　脚本家　橋本忍の全体像 せんだい映画村 (宮城県) 823

ＡＴＧ大全集　時代を挑発し続けたＡＴＧ映画一挙上映！ 日本映画大回顧展上映実行委員会 (大阪府) 1,355

特集上映:相米慎二　映画を生きる俳優たち(仮) 公益財団法人山口市文化振興財団 (山口県) 1,277

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計7件・6,094千円）
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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 体験版　芝居で遊びましょ♪　Vol.16 ARCHあさひ (あさひサンライズホール) 780             

北海道 五嶋龍ヴァイオリン・リサイタル2018
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）)

656             

札幌市 North JAM Session 2018
公益財団法人札幌市芸術文化財団 (札幌芸術
の森)

5,104           

札幌市 寺山修司没後35年記念　書を捨てよ町へ出よう
公益財団法人札幌市芸術文化財団 (札幌市教
育文化会館)

1,461           

岩手県
盛岡市民文化ホール開館20周年記念事業「バッハ－ヘンデル　輝
くバロックの2大巨匠シリーズ」

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)

1,094           

岩手県 宮川彬良&アンサンブル・ベガ大船渡公演 大船渡市 (大船渡市民文化会館) 820             

宮城県
登米文化振興財団設立25周年記念　劇団ドリーム☆キッズ　第16
回ミュージカル公演

公益財団法人登米文化振興財団 (登米祝祭劇
場)

1,399           

山形県 新庄市第九を歌う会
特定非営利活動法人芸術文化振興市民ネット
新庄 (新庄市民文化会館)

621             

福島県 航空自衛隊中央音楽隊&山形交響楽団南相馬演奏会
公益財団法人南相馬市文化振興事業団 (南相
馬市民文化会館)

405             

福島県 郡山市民俗芸能大会
公益財団法人郡山市文化・学び振興公社 (郡
山市民文化センター)

340             

福島県
第八回市民参加のてづくり舞台「（仮題）雷鳴とどろく～会津
人・郡寛四郎～」

公益財団法人会津若松文化振興財団 (會津風
雅堂)

876             

福島県 地域の映像と巡る　昭和歌謡コンサート
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）)

1,150           

福島県 喜多方発21世紀シアター2018
喜多方発21世紀シアター実行委員会 (喜多方
市喜多方プラザ文化センター)

1,804           

茨城県
APIOS STREETDANCE FESTIVAL ONE 2018～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）)

954             

栃木県
市民参加型ミュージカル劇場　足利　ミュージカル「オズの魔法
使い」　in　那須野が原

公益財団法人那須野が原文化振興財団 (那須
野が原ハーモニーホール)

507             

栃木県 市制65周年記念　市民能「小山安犬」 小山市 (小山市立文化センター) 1,421           

埼玉県
埼玉会館ファミリー・クラシック　「夏休みオーケストラン
ド！」

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団 (埼玉
会館)

1,614           

埼玉県
ジャズフェスティバル　in　けんかつ～本多俊之バーニング・
ウェイブ・カルテット　with　渡辺香津美

公益財団法人いきいき埼玉 (埼玉県県民活動
総合センター)

167             

埼玉県 秩父宮記念市民会館公演　NBAバレエ団「くるみ割り人形」 埼玉県秩父市 (秩父市秩父宮記念市民会館) 898             

千葉県 東総オペラ・ガラコンサート2018
公益財団法人千葉県文化振興財団 (千葉県東
総文化会館)

302             

千葉市 若手日本舞踊家による創作舞踊劇～グリム童話より～
ちばアートウインド運営企業体 (千葉市美浜
文化ホール)

537             

東京都
調布国際音楽祭2018 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)

590             

東京都 調布能楽　odyssey　・序　キネマ能楽
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)

418             

東京都 日本の響き、世界の調べ～第3回　ダブルリードの魅力
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）)

372             

東京都 inc. percussion days 2019　くにたち市民芸術小ホール
公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財
団 (くにたち市民芸術小ホール)

337             

東京都
伝統文化交流事業　in　ゆとろぎ「阿蘇大分復興支援　御嶽神楽
公演」

羽村市 (羽村市生涯学習センターゆとろぎ) 473             

東京都 吉祥寺ダンスLAB. Vol.1
公益財団法人武蔵野文化事業団 (武蔵野市立
吉祥寺シアター)

500             

東京都 「声明」とジャズ音楽の夕べ～「忘れない、和、明日」への祈り
株式会社日野市企業公社 (日野市民会館(ひ
の煉瓦ホール）)

503             

東京都 ファミリーコンサート2019「小学生からのクラシック」
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)

680             

東京都
小金井市制施行60周年記念事業　こがねいニューイヤーコンサー
ト 東京楽所「雅楽」コンサート

こがねいしてぃ共同事業体 (小金井市民交流
センター(小金井宮地楽器ホール）)

531             

東京都 "Born Creative" Festival 2018
公益財団法人東京都歴史文化財団 (東京芸術
劇場)

3,725           

東京都 江東・和の伝統芸能体験プロジェクト「歌舞伎を楽しもう」
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
(江東区文化センター)

1,096           

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演（合計90件・101,724千円）
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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 かめいどらぼ2019
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)

199             

東京都 みんなのミュージカル　ホンク！～みにくいアヒルの子～
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
(江東区豊洲文化センター)

620             

東京都 第32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)

748             

東京都 ぱんだウインドオーケストラ
公益財団法人小平市文化振興財団 (小平市民
文化会館)

625             

神奈川県 よこすか能　観世喜正プロデュース　蝋燭能「鞍馬天狗」
公益財団法人横須賀芸術文化財団 (横須賀芸
術劇場)

695             

神奈川県
【開館25周年記念事業】バレエの祭典　東京バレエ団「白鳥の
湖」

サントリーパブリシティサービスグループ
(鎌倉芸術館)

684             

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）)

717             

相模原市 Concert for KIDS 0さいからの鼓童
公益財団法人相模原市民文化財団 (杜のホー
ルはしもと)

436             

新潟市 第6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)

551             

富山県
～ふるさと富山～家持の歌・とやまのうたコンサート（大伴家持
生誕1300年記念事業）

公益財団法人富山県文化振興財団 (富山県民
会館)

1,532           

富山県
ホールからのメッセージ / TAKAOKA未来クリエーション / オーケ
ストラ×吹奏楽の祭典（仮）

公益財団法人高岡市民文化振興事業団 (高岡
市民会館)

918             

富山県
『庵唄のふるさと…江戸芸能の風景2』～邦楽ドラマ『松廼家おけ
い』～

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）)

1,588           

石川県 BIG APPLE in NONOICHI 2018
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)

908             

石川県 金沢ティーンズミュージカル第9回公演
公益財団法人金沢芸術創造財団 (金沢歌劇
座)

908             

山梨県 第21回笛吹薪能
公益財団法人ふえふき文化・スポーツ振興財
団 (笛吹市スコレーセンター)

1,054           

長野県 第7回大きな輪となれジョイントコンサート
大きな輪となれジョイントコンサート実行委
員会 (長野県佐久創造館)

1,075           

長野県 第28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)

2,002           

長野県 第44回木曽音楽祭 木曽音楽祭実行委員会 (木曽文化公園) 1,951           

岐阜県 子どものためのオペラ「セロ弾きのゴーシュ」
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）)

348             

静岡県 蝋燭能
公益財団法人沼津市振興公社 (沼津市民文化
センター)

575             

静岡県 開館25周年記念ミュージカル「I Live Here」
公益財団法人富士市文化振興財団 (富士市文
化会館)

679             

静岡市 オリジナル舞台作品「今川物語ゼロ（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)

1,310           

愛知県 ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ公演 東海市 (東海市芸術劇場) 862             

名古屋市 市民参加の朗読劇　宮沢賢治「風の又三郎」
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)

1,068           

名古屋市
Ballet Around The World!!～民族音楽で魅せる名古屋のバレエダ
ンサー～

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)

1,765           

滋賀県
びわ湖ホール開館20周年記念公演　マーラー作曲　交響曲第8番
「千人の交響曲」

公益財団法人びわ湖芸術文化財団 (滋賀県立
芸術劇場びわ湖ホール)

3,646           

滋賀県 平成30年度　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)

404             

京都府
アルティ・アーティスト・プロジェクト　音響彫刻と身体表現
（仮）

創 (京都府立府民ホール) 1,065           

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)

119             

京都市
「京都と落語」～総本山　誓願寺僧侶が語る落語の祖「安楽庵策
伝上人」

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)

104             

大阪府 「左手のアーカイブ」コンサート
左手のピアノ国際コンクール実行委員会 (箕
面市立メイプルホール)

467             
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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）

大阪府 阪南市立文化センター開館30周年記念事業　第29回　皿田能 皿田能実行委員会 (阪南市立文化センター) 555             

大阪府
ラブリーホール・オリジナル・ミュージカルVol.9「ヤエクの森」
（仮題）

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）)

1,549           

大阪府 SHOW劇場vol.12「少年王國記」
公益財団法人吹田市文化振興事業団 (吹田市
文化会館(メイシアター）)

962             

大阪市
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ夏休みファミリーコ
ンサート

クレオ大阪西・こども文化センター共同事業
体 (大阪市立こども文化センター)

174             

兵庫県 永楽館歌舞伎 豊岡市 (豊岡市立出石永楽館) 4,253           

兵庫県 みき演劇セミナー第二十三発「わがまちシリーズ第16弾」
公益財団法人三木市文化振興財団 (三木市文
化会館)

763             

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)

354             

兵庫県
第33回　伊丹市民オペラ定期公演『カヴァレリア・ルスティカー
ナ』『道化師』

伊丹市民オペラ公演実行委員会 (伊丹市立文
化会館(東リいたみホール）)

2,565           

兵庫県 第27回みつなかオペラ　プッチーニ:歌劇「トスカ」
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)

4,718           

神戸市 大駱駝艦　天賦典式「パラダイス」
公益財団法人神戸市民文化振興財団 (神戸文
化ホール)

1,449           

和歌山県 東京芸術大学特別公演　オペラへの招待状～魔笛～
一般財団法人和歌山県文化振興財団 (和歌山
県民文化会館)

2,256           

鳥取県 とりぎん文化会館開館25周年記念「パリ管弦楽団　鳥取公演」
公益財団法人鳥取県文化振興財団 (鳥取県立
県民文化会館 (とりぎん文化会館）)

1,339           

鳥取県 米子市公会堂開館60周年記念事業　オペラコンサート
一般財団法人米子市文化財団 (米子市公会
堂)

425             

広島県
廿日市市市制施行30周年記念事業　はつかいち・ガラ・コンサー
ト

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）)

790             

広島市 演劇引力廣島　第16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）)

2,820           

広島市 こどものためのクラシック「おんがくのおもちゃ箱」
公益財団法人広島市文化財団 (広島市安芸区
民文化センター)

436             

山口県 第18回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート2019＞
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)

1,741           

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）)

3,018           

徳島県 「能・狂言」公演　in　マチ★アソビ
公益財団法人徳島県文化振興財団 (徳島県郷
土文化会館(あわぎんホール）)

894             

徳島県
市制60周年記念事業　阿南竹プロジェクト～「竹の楽団」創設に
よる地域活性化事業

夢・コスモホール運営共同事業体 (阿南市文
化会館(夢ホール）)

240             

香川県 とらまる人形劇カーニバル2018
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)

768             

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) 2,937           

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「泣いた赤
鬼」

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）)

1,010           

福岡県 People Dance（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)

518             

佐賀県 宝石箱コンサート　Vol.22 武雄市 (武雄市北方公民館) 626             

鹿児島県 島民創作ミュージカル『えらぶ百合物語』
知名町 (おきえらぶ文化ホールあしびの郷・
ちな)

709             

大学 第54回オペラ公演「テレフォン」「泥棒とオールドミス」
学校法人大阪音楽大学 (ザ・カレッジ・オペ
ラハウス)

2,097           

※　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（文化施設名）
助成金交付予定額

(単位：千円)

北海道 NATURE&ART　木をめぐる美術 北海道 (北海道立旭川美術館)            1,330

北海道
特別所蔵品展「文字と記号セレクション」（仮称）展における大
学と連携した展示

北海道 (北海道立函館美術館)              329

札幌市 札幌美術展　五十嵐威暢の世界
公益財団法人札幌市芸術文化財団 (札幌芸術
の森)

           2,390

宮城県 特別展「伊達綱村」 宮城県 (東北歴史博物館)            1,035

仙台市 ヒスロム展（仮称）
公益財団法人仙台市市民文化事業団 (せんだ
いメディアテーク)

           3,330

福島県 今泉西病院コレクション展（仮称） 郡山市 (郡山市立美術館)            1,712

茨城県 使いたい・うつわ（仮称） 茨城県 (茨城県陶芸美術館)            1,152

茨城県 中谷芙二子　霧の彫刻とビデオ・アート（仮）
公益財団法人水戸市芸術振興財団 (水戸芸術
館)

           3,436

栃木県 工芸の教科書展 栃木県 (栃木県立美術館)            1,214

群馬県
抑圧の絵画史　板橋区立美術館コレクションによる大正・昭和の
アヴァンギャルド美術（仮称）

群馬県 (群馬県立館林美術館)            1,991

埼玉県 辰野登恵子展 埼玉県 (埼玉県立近代美術館)            1,704

埼玉県 生誕100年・没後20年　相原求一朗展（仮） 川越市 (川越市立美術館)            1,105

千葉県 （仮題）松戸ゆかりの美術展－その潜在力－ 松戸市 (松戸市立博物館)            1,696

千葉市 百花繚乱列島　諸国絵師めぐり展
公益財団法人千葉市教育振興財団 (千葉市美
術館)

           3,484

東京都 明治150年記念特別展『明治の彫刻』 小平市 (小平市平櫛田中彫刻美術館)            1,451

東京都 横山操展～アトリエより～（仮称）
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 (三
鷹市美術ギャラリー)

           2,135

東京都 信藤三雄展（仮称）
公益財団法人せたがや文化財団 (世田谷区立
世田谷文学館)

           1,418

東京都 「琉球王国の美」展
公益財団法人サントリー芸術財団 (サント
リー美術館)

           3,826

東京都 戦後美術の現在形　池田龍雄展
公益財団法人練馬区文化振興協会 (練馬区立
美術館)

           1,589

東京都 王羲之書法の残影－唐時代への道程－（仮称）
公益財団法人台東区芸術文化財団 (東京都台
東区立書道博物館)

           1,183

東京都 日本の新進作家　Vol.15　小さいながらもたしかなこと
公益財団法人東京都歴史文化財団 (東京都写
真美術館)

           3,119

東京都 狩野芳崖と四天王－近代日本画、もうひとつの水脈 公益財団法人泉屋博古館 (泉屋博古館分館)            1,378

東京都 人間・髙山辰雄展
公益財団法人せたがや文化財団 (世田谷区立
世田谷美術館)

           2,753

東京都
市制60周年・開館30周年記念　浮世絵モダーン　新しさ！を求め
て、新版画へ

町田市 (町田市立国際版画美術館)            2,390

神奈川県 特別展　鎌倉文化－国宝金沢文庫文書からみた京と鎌倉－ 神奈川県 (神奈川県立金沢文庫)              734

神奈川県 さわひらき展　潜像の語り手（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))

           1,794

横浜市 駒井哲郎－煌めく紙上の宇宙
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 (横浜
美術館)

           2,786

横浜市 新・今日の作家展2018　スクラッチ＆ビルド（仮）
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)

           1,434

新潟県 八色の森の美術展＋八色の森の子ども絵画展2018
公益財団法人池田記念スポーツ文化財団 (南
魚沼市文化資料展示館(池田記念美術館))

             715

新潟市 「阿部展也－あくなき越境者」展 新潟市 (新潟市美術館)            1,714

富山県 開館20周年記念　没後50年　人間国宝　石黒宗麿展（仮称） 射水市 (射水市新湊博物館)              849

富山県 河口龍夫展
公益財団法人黒部市国際文化センター (黒部
市美術館)

             756

地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示（合計71件・116,227千円）
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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
石川県立美術館開館35周年・金沢美術倶楽部創立100周年記念特別
展「美の力」（仮称）

石川県 (石川県立美術館)            1,469

石川県 生誕125年　中川一政展 白山市 (白山市立松任中川一政記念美術館)            1,131

福井県
福井しあわせ元気国体・明治150年記念企画展「皇室と越前松平家
の至宝～明治美術のきらめき～」（仮称）

福井市 (福井市立郷土歴史博物館)            1,446

山梨県 （仮称）生誕300年　木喰展－ふるさとに還る、微笑み。－ 身延町 (身延町なかとみ現代工芸美術館)            2,786

長野県 （仮称）太田南海展 松本市 (松本市美術館)            1,791

長野県
茅野市市制施行60周年記念事業　信濃美術をみつめる「描くこと
－情景の諏訪（仮）」

株式会社地域文化創造 (茅野市民館・茅野市
美術館)

           1,382

静岡県 特別展　信長＋杉本博司「クワトロ・ラガッツィ」
公益財団法人岡田茂吉美術文化財団 (MOA美術
館)

           2,045

静岡市 1980年代の日本美術（仮称）
公益財団法人静岡市文化振興財団 (静岡市美
術館)

           2,226

浜松市 浜松の染色の型紙－機械染色の型紙を中心として－ 浜松市 (浜松市博物館)            1,794

愛知県
愛知県陶磁美術館　開館40周年特別企画展「知られざる古代の名
陶　猿投窯」（仮称）

愛知県 (愛知県陶磁美術館)            1,582

愛知県
市制60周年開館35周年記念特別展　山形美術館の名品と荻須が見
たパリ画壇（仮）

稲沢市 (稲沢市荻須記念美術館)            1,631

三重県 企画展「生誕200年　旅と好奇心の巨人　松浦武四郎」 三重県 (三重県総合博物館)            1,299

三重県
生誕140年記念特別展　川喜田半泥子と乾比根会－豊蔵・休和・陶
陽　陶友たちとの桃山復興－

公益財団法人石水博物館 (石水博物館)            1,107

京都府 人見少華没後50年・平成30年度秋季企画展「人見少華展」 南丹市 (南丹市立文化博物館)              287

京都府 特別展「向日神社」（仮） 向日市 (向日市文化資料館)              470

大阪市 平成30年度特別展「はにわ大行進－長原古墳群と長原遺跡－」
公益財団法人大阪市博物館協会 (大阪歴史博
物館)

           1,732

大阪市 大工頭中井家伝来の重要文化財「茶室起こし絵図」展（仮）
大阪市住宅供給公社・アクティオ共同事業体
(大阪市立住まいのミュージアム(大阪くらし
の今昔館))

             440

兵庫県 「ひょうごのやきもの150年」展
「ひょうごのやきもの150年」展実行委員会
(兵庫陶芸美術館)

           1,612

兵庫県 兵庫県政150周年記念事業「横尾忠則　画家の肖像展」（仮称）
「横尾忠則　画家の肖像展」実行委員会 (兵
庫県立美術館王子分館(横尾忠則現代美術館))

           1,413

兵庫県
近代生野鉱山開坑150年記念特別展　鉄の国・銀の国～金属が彩る
但馬の歴史～

兵庫県朝来市 (朝来市埋蔵文化財センター(古
代あさご館))

             594

兵庫県 柿衞文庫秋季特別展　芭蕉の手紙
公益財団法人柿衞文庫 (公益財団法人柿衞文
庫)

           1,157

奈良県 特別展　建国1100年　高麗－金属工芸の輝きと信仰－ 公益財団法人大和文華館 (大和文華館)            1,991

島根県 江戸の粋・デザインの遊び　ゆかた展 島根県 (島根県立石見美術館)            2,963

島根県 平成30年度企画展「出雲国府から出雲府中へ」
公益財団法人しまね文化振興財団 (島根県立
八雲立つ風土記の丘)

             530

島根県 没後200年　松平不昧－茶と人となり－
公益財団法人出雲市芸術文化振興財団 (出雲
文化伝承館)

           1,713

岡山県 幸野楳嶺が伝えたこと 笠岡市 (笠岡市立竹喬美術館)              616

広島県
廿日市市市制施行30周年記念事業　第22回平和美術展　絵本原画
展－未来につなぐ平和（仮称）

公益財団法人廿日市市文化スポーツ振興事業
団 (はつかいち美術ギャラリー)

             342

徳島県 特別展「討入りとその周辺－赤穂義士と徳島藩－」 徳島市 (徳島市立徳島城博物館)              685

香川県 「20世紀の総合芸術家イサム・ノグチ－彫刻から身体・庭へ」展 香川県 (香川県立ミュージアム)            3,186

愛媛県
町立久万美術館2018年度自主企画展「開館30周年記念　久万美の
軌跡」（仮称）

久万高原町 (町立久万美術館)              956

愛媛県 没後50年　中村研一展 愛媛県新居浜市 (新居浜市美術館)            1,720

長崎県 特別企画展「長崎の女流画家・栗原玉葉～美人画との格闘」 株式会社乃村工藝社 (長崎歴史文化博物館)            1,702
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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)

長崎県 青木野枝　存在とかたち（仮称）
公益財団法人長崎ミュージアム振興財団 (長
崎県美術館)

           2,933

熊本市 魔都の誘惑　上海当代芸術展
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)

           3,927

大学 特別展「ガウランドと日本の古墳研究」 学校法人明治大学 (明治大学博物館)            1,982

大学 伴走する劇評家　扇田昭彦　展
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)

             454

大学 台湾写真表現の今　Inside and outside（仮称）
国立大学法人東京藝術大学 (東京藝術大学大
学美術館　陳列館)

           1,474

大学 クリスチャン・ヤンコフスキー個展（タイトル未定）
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)

             869

大学 「佐賀藩10代藩主鍋島直正展」 国立大学法人佐賀大学 (佐賀大学美術館)              858

※　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)

青森県 弘前市仲町伝統的建造物群保存地区選定40周年記念事業 弘前市 351             

長野県 北国街道小諸宿・建物&まち再生プロジェクト 城下町にぎわい協議会 717             

長野県
海野宿重要伝統的建造物群保存地区「伝統的建造物群等保存の記
録Ⅲ」作成活動

東御市 302             

滋賀県 五個荘金堂重要伝統的建造物群保存地区選定20年記念事業 東近江市 680             

大分県 城下町杵築観月祭 城下町杵築観月祭実行委員会 854             

全国 全国文化的景観地区連絡協議会平戸大会 全国文化的景観地区連絡協議会 758             

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 337             

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 1,798           

歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計8件・5,797千円）

※　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)

岩手県
八幡平市無形民俗文化財電子映像記録事業（岩手山神社山伏神
楽・野口鹿踊り・横間虫追い祭り）

岩手県八幡平市 1,090           

仙台市 れきみん秋まつり2018 公益財団法人仙台市市民文化事業団 1,247           

山形県
松例祭並び松例祭「大松明引き行事」（国指定重要無形民俗文化
財）の保存伝承育成事業

松例祭保存会 680             

福島県 ふるさとの祭り2018 ふるさとの祭り実行委員会 1,446           

埼玉県 秩父市民俗芸能大会 埼玉県秩父市 231             

千葉県 房総の郷土芸能2018 房総の郷土芸能2018実行委員会 534             

東京都 日本の民俗舞踊 公益財団法人としま未来文化財団 1,500           

東京都 成増里神楽の伝承公開 成増里神楽保存会 354             

神奈川県 平成30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 194             

神奈川県 第46回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 291             

静岡県 静岡県民俗芸能フェスティバル 熱海市 450             

静岡県 磐田市指定民俗文化財　加茂大念仏映像記録作成業務 磐田市 853             

愛知県 阿久比谷虫供養の伝承 阿久比谷虫供養高岡実行委員会 255             

山口県 第27回中四国文化の集い　中四国郷土芸能フェスタ2018in山口 公益財団法人長門市文化振興財団 707             

徳島県 あわ文化次世代継承・活性化事業 徳島県 2,187           

香川県 第26回だんじり子供歌舞伎 東かがわだんじり子供歌舞伎保存会 437             

宮崎県 みやざきの神楽映像記録・魅力発信事業 宮崎県 2,073           

鹿児島県 市制施行60周年記念　郷土芸能フェスティバル 西之表市 929             

民俗文化財の保存活用活動（合計18件・15,458千円）
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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)

北海道
LCアルモーニカ　15周年記念オペラ公演「ホフマン物語」（北海道
初演）

LCアルモーニカ 2,091           

北海道 夢公演　2018 特定非営利活動法人アートステージ空知 464             

札幌市 人形劇フェスティバル2019年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 494             

札幌市 北海道短編エンゲキ祭 '18明日あの子が会いに来る 劇団fireworks 157             

札幌市 人形浄瑠璃2019 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 1,221           

青森県 第59回定期演奏会 青森市民交響楽団 394             

青森県 弘前オペラ第47回定期公演 弘前オペラ 1,567           

青森県 弘前バッハアンサンブル定期演奏会 弘前バッハアンサンブル 925             

岩手県 寺山修司演劇祭 寺山修司演劇祭実行委員会 177             

宮城県 名取市市制施行60周年記念市民ミュージカル公演 名取こどもミュージカル実行委員会 1,062           

宮城県 創作舞踊「心の伏流水」 佐取純子モダンバレエスタジオ 1,052           

仙台市 SCSミュージカル研究所公演　ミュージカル『伊達政宗（仮題）』 SCSミュージカル研究所 951             

秋田県 土方巽生誕90年記念　自主舞踏公演「秋田の身體　2018」 特定非営利活動法人土方巽記念秋田舞踏会 511             

秋田県
プッチーニのオペラを知っていますか？（プッチーニ名曲コンサー
ト）

能代オペラ音楽祭 405             

山形県 鶴岡怪談～異界なる鶴岡へのいざない2～ 特定非営利活動法人公益のふるさと創り鶴岡 428             

茨城県 水戸の風2018 水戸の風2018実行委員会 581             

群馬県 第50回ぐんま女流美術協会記念展 ぐんま女流美術協会 162             

埼玉県 第9回ソウカ　パイン　オペラコンサート「こうもり」 一般社団法人East Music Association 840             

さいたま市
～地元で気軽に気兼ねなく～ 0歳児からの音楽劇VOL2「めっきら
もっきらどおんどん」

特定非営利活動法人劇団サードクォーター 189             

千葉県 流山子どもミュージカル　第15回公演「ロビンソン＊ロビンソン」 流山子どもミュージカル 761             

千葉県 千葉県民芸術祭参加「第44回現代バレエ合同公演」 千葉県芸術舞踊協会 652             

千葉県 いちかわ市民ミュージカル　第9回公演 いちかわ市民ミュージカル実行委員会 1,185           

千葉市 ドルチェ邦楽合奏団創立20周年記念演奏会 特定非営利活動法人ドルチェ邦楽合奏団 823             

東京都 東京ジュニアオーケストラソサエティ　第19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

391             

東京都 町田市民ミュージカル2018 町田市民ミュージカルの会 1,285           

東京都 新富座こども歌舞伎　例大祭公演 「新富座こども歌舞伎」の会 251             

東京都 渋谷混声合唱団　第24回定期演奏会 渋谷混声合唱団 1,107           

東京都 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 696             

東京都
第10回記念ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ国際交
流公演（日本＆英国）

ジャパン・インターナショナル・ユース・バ
レエ

1,234           

東京都 第9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 1,211           

神奈川県 第44回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 114             

神奈川県
小田原少年少女合唱隊55周年、マルベリー・チェンバークワイア20
周年記念演奏会

小田原少年少女合唱隊 354             

アマチュア等の文化団体活動（合計97件・75,217千円）
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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)

神奈川県
第30回公演　遊行かぶき「一遍聖絵－我が屍は野に捨て、獣に施す
べし」

遊行舎 695             

横浜市 第9回公演「なんなんとうに雪がふる」 あおば子どもミュージカル 687             

横浜市
港北区民ミュージカルVOL.16『アナザー・ワールド』（Another
world）

港北区民ミュージカル実行委員会 848             

新潟県 第15回里山アート展 特定非営利活動法人コスモ夢舞台 148             

新潟県 バレエ「くるみ割り人形」全2幕（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

1,713           

新潟県 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団　第5回演奏会 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団 439             

富山県 第8回富山国際現代美術展　2018 ART / X / TOYAMA 富山国際現代美術展実行委員会 666             

石川県
音文協創立45周年イタリア公演記念　音楽文化国際交流　2018'　第
56回音文協年末公演「第九交響曲・千鳥の曲」・「モーツアルト
レクイエム」公演

音文協年末公演実行委員会 2,398           

石川県
第47回「オーケストラと少年少女・子どもの歌フェスティバル
2018」

オーケストラと少年少女実行委員会 631             

石川県 白山国際太鼓エクスタジア2018 白山国際太鼓エクスタジア実行委員会 3,008           

石川県 小松シティ・フィルハーモニック　第20回定期演奏会 小松シティ・フィルハーモニック 267             

石川県
【子どもたちの世界を広げよう】キッズ☆クルー　第21回公演「オ
ズの魔法使い」

キッズ☆クルー 475             

福井県 第30回記念今立現代美術紙展　1300展
IMADATE ART FIELD（今立現代美術紙展実行委
員会）

607             

福井県 第26回国際丹南アートフェスティバル2018 丹南アートフェスティバル実行委員会 1,508           

山梨県 第12回八ヶ岳音楽祭　in Yamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 705             

山梨県 南アルプス市民ミュージカル2018
南アルプス市民ミュージカル「プレミアム・
ドリーム」

869             

長野県 第31回長野県芸術文化総合フェスティバル 長野県芸術文化協会 742             

長野県 第23回まつもと演劇祭 まつもと演劇祭実行委員会 917             

静岡県 第20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 1,785           

静岡県 第3回公演「ロンの花園」 三島長泉子どもミュージカル 475             

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 244             

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　第二夜「ジークフリート」

愛知祝祭管弦楽団 1,888           

三重県 飛龍東員太鼓創立30周年　記念演奏会～つなげようみんなの想い～ 飛龍東員太鼓 485             

滋賀県
あふみヴォーカルアンサンブル創立20周年記念第7回演奏会「ドイ
ツ合唱音楽の深遠なる森」

あふみヴォーカルアンサンブル 123             

京都市 第4回全国学生演劇祭 全国学生演劇祭実行委員会 486             

大阪府
＜島本音楽協会40周年記念＞祝祭コンサート「オペラ座の怪人」
（演奏会形式）

島本音楽協会 424             

大阪府 第8回わが町門真　市民ミュージカル「かどまの歴史」（仮題） 門真市民ミュージカル実行委員会 773             

大阪府 チーム銀河鉄道「銀河鉄道の夜」 チーム銀河鉄道 540             

大阪府 劇団つつじ満開座　結成28周年　出石　永楽館公演 劇団つつじ満開座 379             

大阪府 第6回公演「つぐむ」（仮題） 高槻シニア劇団恍惚（うっとり）一座 372             

大阪府 A・SO・BO塾大阪公演「銀杏の樹の下で～大空の記憶2018」 A・SO・BO塾大阪 201             

兵庫県 カプリチオ吹奏楽団　第30回定期演奏会 カプリチオ吹奏楽団 136             
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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)

兵庫県
第23回ぐるっぽユーモア定期演奏会  ぐるっぽユーモア風オペレッ
タ｢フィガロの結婚｣

ぐるっぽユーモア 367             

兵庫県 宝塚市交響楽団　第63回定期演奏会 宝塚市交響楽団 224             

神戸市 KOBEスティールパンカーニバル2018 アスタ新長田スティールパン振興会 345             

神戸市
和太鼓と尺八、津軽三味線でつづる　阿弖流為　まつろわぬ民・蝦
夷

太鼓衆団輪田鼓 464             

奈良県 第43回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 1,903           

和歌山県
第3回紀州の民話をオペラに公演　音楽劇「恋小袖の瀧～龍神村伝
説～」

紀州の民話をオペラに実行委員会 882             

和歌山県 劇団ZERO公演 劇団ZERO 447             

和歌山県 Ensemble Mikanier　第11回定期演奏会～ちはらふる～ Ensemble Mikanier 349             

和歌山県 第20回万葉薪能 特定非営利活動法人和歌の浦万葉薪能の会 1,380           

島根県 雲の劇団雨蛙創立5周年記念事業　市民オペラ『サロメ』（仮題） 雲の劇団雨蛙 702             

島根県 なかうみ交響楽団　第15回演奏会 なかうみ交響楽団 347             

山口県 音楽劇「KAZUKI～ここが私の地球　2019」（仮題） 宇部市舞台芸術フェスティバル実行委員会 1,995           

徳島県 第56回野外彫刻展 徳島彫刻集団 335             

香川県 2018「かがわ第九」演奏会 香川第九実行委員会 1,298           

香川県 第30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 371             

香川県
サラダボール公演『髪をかきあげる』『川底にはみどりの魚がい
る』

サラダボール 605             

福岡県
災害復興支援「大地の鼓響」in　朝倉　（副題）三善晃　日本太鼓
と合唱の世界

あさくら讃歌合唱団 1,024           

佐賀県 第16回キッズミュージカルTOSU公演 特定非営利活動法人鳥栖子どもミュージカル 1,127           

長崎県 ミュージカル「赤い花の記憶　天主堂物語」長崎公演
ミュージカル「赤い花の記憶　天主堂物語」
実行委員会

1,304           

長崎県 ひよこの会童謡合唱団コンサート　“赤い鳥”からのおくりもの♪ ひよこの会童謡合唱団 495             

宮崎県
～唯一、舞台制作上演権が許可されたオリジナルオペラの本邦初演
～　オペラ『赤毛のアン』（全二幕）

宮崎県オペラ協会 368             

宮崎県 劇団ゼロQ　第18回公演「まほろば」 劇団ゼロQ 600             

宮崎県
みやざき100人のチェリストたち（みやざきチェロ協会創立5周年記
念）

みやざきチェロ協会 380             

宮崎県 宮崎コール・フロイント第41回定期演奏会 宮崎コール・フロイント 133             

鹿児島県 市民参加ミュージカル「八月の紅い雲」公演 特定非営利活動法人きりしま創造舞台 1,385           

鹿児島県
かごしまの子どもたちが創った音楽（第34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 154             

鹿児島県 鹿児島県子ども芸術祭典30周年記念「第2回子ども演劇祭」 鹿児島県子ども劇場協議会 395             

沖縄県 第24回しまくとぅば語やびら大会 沖縄県文化協会 224             

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 2018こどもコーラス・フェスティバル　in　きょうと 一般社団法人全日本合唱連盟 805             

全国 第38回全日本少年少女合唱祭全国大会「栗東大会」 全日本少年少女合唱連盟 601             

全国 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
公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連
盟

1,342           

全国 第5回「全国邦楽合奏フェスティバル」 特定非営利活動法人全国邦楽合奏協会 1,297           

※　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)

茨城県 漆文化継承活動 特定非営利活動法人麗潤館 926             

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 418             

京都市 染織祭衣装復元活動 公益社団法人京都染織文化協会 2,075           

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（漆工）

一般社団法人伝統技術伝承者協会 1,500           

岡山県 寒風古窯跡群「須恵器制作・焼成プロジェクト2018」 公益財団法人寒風陶芸の里 1,239           

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 4,701           

福岡県 全国削ろう会久留米大会 全国削ろう会久留米大会実行委員会 2,975           

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 3,394           

伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計8件・17,228千円）

※　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 30 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 観客層拡充等の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 観客層拡充等の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 観客層拡充等の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 観客層拡充等の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 「映画祭Ａ」、「映画祭Ｂ」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〕（文化施設公演活動等専門委員会（第 2 分科会）） 
（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 観客層拡充等の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〕（文化施設展示活動専門委員会） 
（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 観客層拡充等の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 観客層拡充等の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）
堀  内　    修 （音楽専門委員会主査）
小　野　晋　司 （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）
浅  野　秀  剛 （美術専門委員会主査）
古　城　十　忍 （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）

地域文化活動部会（7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）

尾  﨑　正  明 （運営委員会運営委員）
枝  川  明  敬 （文化施設公演活動等専門委員会第1分科会主査）
大　橋　敏　博 （文化施設公演活動等専門委員会第2分科会主査）
浅　野　秀　剛 （文化施設展示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）

鵜  島　三  壽 （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

井  上　さつき ◎ 小  野  晋  司 安  宅  りさ子
大  田  美佐子 木佐貫　邦  子 大  堀  久美子
香  取　良  彦 佐々木  三重子 古  城　十  忍

○ 柴  田　俊  一 ○ 佐  藤　まいみ  　　　  伊　達　なつめ
柴  　純  子 菘    　あつこ    　　　　   坂  東　亜矢子
田  辺　秀  樹 関　    典  子 ○ 広  瀬　依  子
十  亀　正  司 立  木　燁  子 吉　村　温　子
平  野　    昭 濱  口  久仁子 ◎ 渡  辺   　 弘
舩  木　篤  也 林      愛  子

◎ 堀  内　    修 渡  辺  真  弓
　 　

 　

阿　部　さとみ ◎ 浅  野　秀  剛 阿　部　さとみ
石　井　徹　也 井　口　壽　乃 井　口　壽　乃
小  田  幸  子 柏　木　智　雄 柏　木　智　雄
竹　本　幹　夫 児　島　　　薫 ○ 香　取　良　彦
布  目　英  一 並　木　誠　士 ◎ 古　城　十　忍
野  川　美穂子 〇 村　上　博　哉 佐　藤　まいみ
林　　　公　子  村　田　眞　宏 柴　田　俊　一

○ 林　    尚  之 菘　　　あつこ
◎ 松　本　　　雍 林　　　尚　之

矢　内　賢　二 広　瀬　依　子

◎ 大　橋　敏　博 ◎ 浅　野　秀　剛 伊　東　信　宏
岡　野　亜紀子 井　口　壽　乃 上  野　房  子
佐　藤　典　雄 柏　木　智　雄 〇 垣  内　恵美子
志賀野　桂　一 児　島　　　薫 古  賀　弥  生

〇 永  井　聡  子 並　木　誠　士 ◎ 児  玉　    信
奈良部　和　美 〇 村　上　博　哉 中　川　幾　郎
沼　野　雄　司  村　田　眞　宏 畑　　　律　江
花　崎　　　薫 前　山　裕　司
村  山  久美子 山　本　祐ノ介

◎ 鵜  島　三  壽
小野寺  節  子
片　山　ま　び
黒　田　乃　生
関　沢　まゆみ
段　上　達　雄

〇 溝　口　正　人
             ◎主査
             ○主査代理
            （五十音順）

伝統芸能・大衆芸能
専門委員会(１０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）

美術専門委員会（７名）

文化施設公演活動等専門
委員会　 第２分科会（９名）

文化施設展示活動　　　　
専門委員会（７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）

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


