
資料4-1

音楽 舞踊 演劇 伝統芸能 大衆芸能 海外公演 国際共同制作公演（海外・国内公演） 国際フェスティバル

＜伝統芸能＞
【公演本番に係
る出演費等を計
上する場合】
出演費、会場
費、舞台費、運
搬費、配信経費

【公演本番前日
以前の創造活動
経費を計上する
場合】
稽古費、音楽
費、文芸費、会
場費、舞台費

＜大衆芸能＞
【公演本番に係
る出演費等を計
上する場合】
出演費、旅費、
配信経費

【公演本番前日
以前の創造活動
経費を計上する
場合】
稽古費、音楽
費、文芸費、会
場費、舞台費

舞台費、旅費 文芸費、旅費 出演費、音楽費、文芸費、会場費、舞
台費、運搬費、謝金、旅費、通信費、
宣伝費、印刷費、記録費

＜音楽＞
オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、室内楽、等（※合唱、室内楽には古楽を含む。）

＜舞踊＞
バレエ、現代舞踊、舞踏、民族舞踊、等

＜演劇＞
現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュージカル、等

＜伝統芸能＞
古典演劇（歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽等）、邦楽、邦舞、雅楽、声明、等

＜大衆芸能＞
落語、講談、浪曲、漫才、奇術、太神楽、等

＜音楽＞
オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、室内楽
等
（※合唱、室内楽には古楽を含む。）

＜舞踊＞
バレエ、現代舞踊、舞踏、民族舞踊等

＜演劇＞
現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュージカル
等

＜伝統芸能＞
古典演劇（歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽等）、
邦楽、邦舞、雅楽、声明等

＜大衆芸能＞
落語、講談、浪曲、漫才、奇術、太神楽等

＜多分野共同等＞
上記５つの分野に縛られない以下の公演

①異なる分野の芸術団体等が共同して行う
公演

②特定の芸術分野に分類することが困難な
公演

③新しい芸術分野を切り開くような独創性に
富んだ新作等の公演

（注）独創性に富んだ新作等の公演であって
も、特定の芸術分野の領域に留まるような公
演の場合は、助成の対象となりませんので御
注意ください。

＜音楽＞
オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、室内楽
等
（※合唱、室内楽には古楽を含む。）

＜舞踊＞
バレエ、現代舞踊、舞踏、民族舞踊等

＜演劇＞
現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュージカル等

＜伝統芸能＞
古典演劇（歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽等）、邦
楽、邦舞、雅楽、声明等

＜大衆芸能＞落語、講談、浪曲、漫才、奇
術、太神楽等

＜音楽＞
オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、
室内楽等
（※合唱、室内楽には古楽を含む。）

＜舞踊＞
バレエ、現代舞踊、舞踏、民族舞踊 等

＜演劇＞
現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュー
ジカル 等

＜伝統芸能＞
古典演劇（歌舞伎、人形浄瑠璃、能楽
等）、邦楽、邦舞、雅楽、声明 等

＜大衆芸能＞
落語、講談、浪曲、漫才、奇術、太神
楽 等

○ 下記の要件を全て充たす必要があり
ます。

① 我が国で開催される、実演芸術の
フェスティバルであること。

② フェスティバル期間中に公演の行わ
れる日が７日以上あること。

③ 広く国内外の芸術団体が参加できる
環境が整えられていること。

④ 我が国を含む３か国以上の芸術団
体が参加して行われること。

国際芸術交流支援事業とは、国からの補助金（文化芸術振興費補助金）を財源として、我が国の芸術団体の芸術水準向上と国際発
信力の強化を図り、我が国の国際的なプレゼンスの向上と「文化芸術立国」の推進に寄与するため、国内外で実施する実演芸術の公
演活動を助成するものです。

舞台芸術創造活動活性化事業とは、国からの補助金（文化芸術振興費補助金）を財源として、我が国の舞台芸術の水準を向上させ
るとともに、より多くの国民に対する優れた舞台芸術鑑賞機会の提供を図るため、国内で実施する舞台芸術の創造活動を助成するも
のです。

助成区分

舞台芸術創造活動活性化事業 国際芸術交流支援事業

文化芸術振興費補助金 文化芸術振興費補助金

事業名

複数年計画支援 公演事業支援
（ステップアップ枠）

助成対象となる活動

公演事業支援
（一般枠）

対象経費

助成の趣旨

活動区分

活動名

＜音楽＞
稽古費、音楽費、文芸費、会場費、舞台
費

＜音楽＞
稽古費、音楽費、文芸費、会場費、舞台費

＜舞踊＞
稽古費、音楽費、文芸費、会場費、舞台費

＜演劇＞
稽古費、音楽費、文芸費、会場費、舞台費

＜伝統芸能＞
【公演本番に係る出演費等を計上する場合】
出演費、会場費、舞台費、運搬費、配信経費

【公演本番前日以前の創造活動経費を計上する場
合】
稽古費、音楽費、文芸費、会場費、舞台費

＜大衆芸能＞
【公演本番に係る出演費等を計上する場合】
出演費、配信経費

【公演本番前日以前の創造活動経費を計上する場
合】
稽古費、音楽費、文芸費、会場費、舞台費

1



資料4-1

助成区分

事業名

助成対象となる活動

対象経費

助成の趣旨

活動区分

活動名 劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業 地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業 共同制作支援事業 劇場・音楽堂等間ネットワーク強化事業

劇映画 記録映画 アニメーション映画

我が国のトップレベルの劇場・音楽堂等が自ら
の強み・特色を活かし、我が国の実演芸術の水
準向上、並びに地域コミュニティの創造及び再
生をはじめとする様々な社会的課題の解決を
目指す戦略的な事業計画（５年間）に対して支
援します。

地域の中核的役割を担う劇場・音楽堂等が、
地域の特性・ニーズを踏まえ、地域の文化拠点
としての機能を最大限発揮する取組（公演事
業、人材養成事業、普及啓発事業）に対して活
動別に支援します。

実演芸術の創造発信力を高めることを目的とし
て、複数の劇場・音楽堂等が複数又は単一の
実演芸術団体等と共同して行う実演芸術の新
たな創造活動（新作、新演出、新振付、翻訳初
演等の公演事業）に対して支援します。

劇場・音楽堂等相互の連携・協力の促進とともに、国民及び外国人がそ
の居住する地域等にかかわらず等しく実演芸術を鑑賞できるよう、劇場・
音楽堂等又は実演芸術団体が企画制作する実演芸術の巡回公演に対
して支援します。

運搬費、旅費、委託費 製作企画費、スタッフ費・キャスト費、製作費出演費、音楽費、文芸費、舞台費、運搬費、会場費（応募者自ら設置し又は運営する会場施設に係る経費は対象外）、旅費（事務打合せに係る
経費は、助成対象事業に係る旅費であることが確認できる場合に限り、助成対象とし、 国外における航空運賃、交通費、宿泊費、日当等の旅費
は、対象外）、謝金、宣伝費、印刷費、諸経費、委託費

映画製作への支援

①及び②の要件を充たす者とします。

①主催者要件
ア　劇場・音楽堂等を設置する者又は運営する
者であって（以下、前者を「設置者」、後者を
「運営者」といいます。）、次のいずれかの要件
を充たす者。
（ア）地方公共団体（イ）法人格を有する者
※指定管理者制度を導入している劇場・音楽
堂等は、設置者及び指定管理者の連名により
応募してください。指定管理者制度を導入して
いない公立の劇場・音楽堂等については、設置
者と運営者は同じとしてください。

イ　会計責任者を置くとともに、これとは別に、本
助成事業に係る会計関係書類をチェックする
監査責任者を置き、会計処理を適正、かつ、正
確に行える体制を有していること。

②実績要件
ア　過去３年間で、自主企画・制作による公演
事業（再演を含みます。）をおおむね６件以上、
人材養成事業と普及啓発事業を合わせておお
むね12件以上の実演芸術に関する事業を実
施していること。

イ　主催事業の芸術的内容に関する責任者
（芸術監督、プロデューサー等）を配置している
こと。

ウ　アートマネジメント人材及び舞台技術スタッ
フを専任で配置していること。エ施設の利用者
数がおおむね年間10万人以上であること。

①又は②のいずれかに該当し、③の要件を充
たす者とします。

①劇場・音楽堂等を設置する者又は運営する
者であって（以下、前者を「設置者」、後者を
「運営者」といいます。）、次のいずれかの要件
を充たす者。
ア　地方公共団体
イ　法人格を有する者

※指定管理者制度を導入している劇場・音楽
堂等については、設置者及び指定管理者の連
名により応募してください。指定管理者制度を
導入していない公立の劇場・音楽堂等について
は、設置者と運営者は同じとしてください。

②設置者、運営者、地方公共団体、実演芸術
団体（実演芸術に関する活動を行う団体及び
芸術家）等、地域住民の代表者等で構成され
た実行委員会（設置者又は運営者が実行委員
会の中核団体となっていることが必須です。）。

③会計責任者を置くとともに、これとは別に、本
助成事業に係る会計関係書類をチェックする
監査責任者を置き、会計処理を適正かつ正確
に行える体制を有していること。

複数の劇場・音楽堂等と複数又は単一の実演
芸術団体が共同して行う公演（P５「助成の対象
となる事業」参照）を企画・制作し、かつ、経理
事務を代表する劇場・音楽堂等であって、以下
の要件を全て充たす者とします。

①劇場・音楽堂等を設置する者又は運営する
者であって（以下、前者を「設置者」、後者を
「運営者」といいます。）、次のいずれかの要件
を充たす者。
ア　地方公共団体
イ　法人格を有する者

②主催公演の芸術的内容に関する責任者（芸
術監督等）を配置していること。

③実演芸術に関する企画・制作について相当
の実績を有すること。

④会計責任者を置くとともに、これとは別に、本
助成事業に係る会計関係書類をチェックする
監査責任者を置き、会計処理を適正かつ正確
に行える体制を有していること。

劇場・音楽堂等又は実演芸術団体が主体となって実施する巡回公演（P
４「助成の対象となる事業」参照。）を企画・制作し、かつ、経理事務を代
表する劇場・音楽堂等又は実演芸術団体であって、以下の要件を全て
充たす者とします。

（１）劇場・音楽堂等
①劇場・音楽堂等を設置する者又は運営する者であって（以下、前者を
「設置者」、後者を「運営者」といいます。）、次のいずれかの要件を充た
す者。
ア　地方公共団体
イ　法人格を有する者

②実演芸術に関する企画・制作について相当の実績を有すること。

③会計責任者を置くとともに、これとは別に、本助成事業に係る会計関係
書類をチェックする監査責任者を置き、会計処理を適正かつ正確に行え
る体制を有していること。

（２）実演芸術団体
①我が国の実演芸術団体であり、その実演芸術団体を構成する出演
者・スタッフ等に高い専門性があり、以下のいずれかに該当する者。
ア　法人格を有する者であって、原則として自ら一定数以上の実演家を
擁する者
イ　法人格を有しないが、次の要件を全て充たしている者

（ア）主たる構成員が芸術家又は実演芸術団体であること。

（イ）定款に類する規約等を有し、次の３点について明記されていること。
・団体の意志を決定し、執行する組織が確立されていること。
・自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
・団体活動の本拠としての事務所を有すること。

（ウ）令和３年４月１日現在において、団体設立後３年以上の実演芸術活
動実績を有すること。②会計責任者を置くとともに、これとは別に、本助成
事業に係る会計関係書類をチェックする監査責任者を置き、会計処理を
適正かつ正確に行える体制を有していること。※（１）と（２）のいずれか又
は両者を構成団体とする場合であっても、実行委員会名義等による応募
はできません。

日本映画（日本国民、日本に永住を許可された者又
は日本の法令により設立された法人により製作された
映画（テレビ用アニメーションを除く）とします。ただし、
外国の製作者と共同で製作する映画については、専
門委員会の審査等において主要なスタッフ、キャス
ト、経費の負担状況等について総合的に検討を行
い、日本映画として認められるかどうかを判断）の企
画から完成までの製作活動で、国内において、原則
として完成後１年以内に一般に広く公開されるものと
します。

国からの補助金（文化芸術振興費補助金）を財源と
して、我が国における映像芸術の普及・振興を図るた
め、優れた日本映画の製作活動に対して助成を行う
ものです。

文化芸術振興費補助金 文化芸術振興費補助金

劇場・音楽堂等機能強化推進事業 映画創造活動支援事業
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資料4-1

公演事業支援（一般枠） 公演事業支援（ステップアップ枠）
音楽 舞踊 演劇 伝統芸能 大衆芸能 海外公演 国際共同制作公演（海外・国内公演） 国際フェスティバル

【企画内容】 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

【運営】

（団体に対する評価）
８．団体の組織運営体制（意思
決定や監査の体制を含む。）及
び運営状況が適正かつ透明で
あること。

（３年間の活動計画に対する評
価）
９．予算積算等が適切であるこ
と。

10．団体の運営基盤強化につ
ながる活動計画であると認めら
れること。

（団体に対する評価）
キ　団体の組織運営体制（意思決定や監査の体
制を含む。）及び運営状況が適正かつ透明である
こと。

（公演計画に対する評価）
ク　予算積算等が適切であること。

（団体に対する評価）
カ　団体の組織運営体制（意思決定や監査の体
制を含む。）及び運営状況が適正かつ透明である
こと。

（公演計画に対する評価）
キ　予算積算等が適切であること。

（団体に対する評価）
オ　芸術団体の組織運営体制（意思決定
や監査の体制を含む。）が適正、かつ、透
明であること

（公演計画に対する評価）
カ　経費の積算（出演者・スタッフ等の人
数、活動に係る日数を含む）や相手方団体
等（海外フェスティバル主催者・受入団体
等）との経費分担が適切であり、かつ、収入
計画（入場料収入、寄付金、協賛金収入
等）が適切であること

（団体に対する評価）
キ　芸術団体の組織運営体制（意思決定
や監査の体制を含む。）が適正、かつ、透
明であること。

（公演計画に対する評価）
ク　経費の積算（出演者・スタッフ等の人
数、活動に係る日数を含む。）や共同制作
の相手方団体との経費分担が適切であり、
かつ、収入計画（入場料収入、寄付金、協
賛金収入等）が適切であること。

（団体に対する評価）
キ　主催団体等の組織運営体制（意思決
定や監査の体制を含む。）が適正、かつ、
透明であること。

（公演計画に対する評価）
ク　経費の積算（出演者・スタッフ等の人
数、活動に係る日数を含む。）や参加団体
との経費分担が適切であり、かつ、収入計
画（入場料収入、寄付金、協賛金収入等）
が適切であること。

国際芸術交流支援事業

助成区分 文化芸術振興費補助金 文化芸術振興費補助金

活動名 複数年計画支援
活動区分

事業名 舞台芸術創造活動活性化事業

審査基準

（団体に対する評価）
７．団体の組織運営体制（意思決
定や監査の体制を含む。）及び運
営状況が適正かつ透明であるこ
と。

（３年間の活動計画に対する評価）
８．予算積算等が適切であること。

９．団体の運営基盤強化につなが
る活動計画であると認められるこ
と。

（団体に対する評価）
７．団体の組織運営体制（意思決
定や監査の体制を含む。）及び運
営状況が適正かつ透明であるこ
と。

（３年間の活動計画に対する評
価）
８．予算積算等が適切であること。

９．団体の運営基盤強化につなが
る活動計画であると認められるこ
と。

【芸術性・創造性】

（団体に対する評価）
ア　主催団体等の構成員及び参加団体の
スタッフ・キャスト等に高い専門性が認めら
れ、かつ、十分な実績が認められること。

イ　参加団体に十分な国際発信力が認め
られること。

（公演計画に対する評価）
ウ　当該フェスティバルの企画意図が明確
であり、本助成事業の目的に貢献すると認
められるものであること。

エ　参加団体及び我が国の当該分野の芸
術水準の向上が期待できる優れた公演計
画であること。

オ　当該フェスティバルや参加団体の国際
発信力の強化につながる公演計画であるこ
と。

カ参加団体の選定方針が明確であること。

（団体に対する評価）
１．相当程度の規模と高度な専門
性を有する構成員を擁し、高い芸
術水準において相当規模以上の
公演活動等を継続的に実施し得る
団体であること。

２．団体の掲げるミッション・ビジョン
や過去の実績等から、高度な企画
性、創造性及び発展性又は基礎と
なるべき伝統性が認められ、当該
芸術分野を牽引することが期待で
きる団体であること。

（３年間の活動計画に対する評価）
３．活動方針は、団体の掲げるミッ
ション・ビジョンに沿った明確なもの
であり、本助成事業の目的の達成
に貢献すると認められるものである
こと。

４．我が国の芸術水準向上の直接
的な牽引力となることが期待できる
高度な企画性が認められること。

５．高い芸術水準において実現可
能性が認められる活動計画である
こと。

６．新たな創造活動（新作、新演
出等）やレパートリーの充実に資す
る優れた作品の再演等を含む意
欲的な活動計画であること。

（団体に対する評価）
１．相当程度の規模と高度な専門
性を有する構成員を擁し、高い芸
術水準において相当規模以上の
公演活動等を継続的に実施し得
る団体であること。

２．団体の掲げるミッション・ビジョン
や過去の実績等から、基礎となる
べき伝統性又は伝統性を踏まえ
た高度な企画性、創造性及び発
展性が認められ、当該芸術分野を
牽引することが期待できる団体で
あること。

（３年間の活動計画に対する評
価）
３．活動方針は、団体の掲げるミッ
ション・ビジョンに沿った明確なもの
であり、本助成事業の目的の達成
に貢献すると認められるものである
こと。

４．我が国の芸術水準向上の直接
的な牽引力となることが期待でき
る高度な企画性が認められるこ
と。

５．高い芸術水準において実現可
能性が認められる活動計画である
こと。

６．伝統性を基礎にして行われる
優れた作品の再演や新たな創造
活動（新作、新演出等）等レパート
リーの確保・充実又は伝統的技法
の継承を図る意欲的な活動計画
であること。

（団体に対する評価）
ア　＜音楽、舞踊＞団体の掲げるミッション・ビジョ
ンや過去の実績等から、高度な企画性、創造性
及び発展性又は基礎となるべき伝統性が認めら
れ、当該芸術分野を牽引することが期待できる団
体であること。

＜演劇＞団体の掲げるミッション・ビジョンや過去
の実績等から、高度な企画性、創造性及び発展
性が認められ、当該芸術分野を牽引することが期
待できる団体であること。

＜伝統芸能・大衆芸能＞団体の掲げるミッション・
ビジョンや過去の実績等から、基礎となるべき伝
統性又は伝統性を踏まえた高度な企画性、創造
性及び発展性が認められ、当該芸術分野を牽引
することが期待できる団体であること。

（公演計画に対する評価）
イ　公演計画の企画意図は、団体の掲げるミッ
ション・ビジョンに沿った明確なものであり、本助成
事業の目的の達成に貢献すると認められるもので
あること。

ウ　我が国の芸術水準向上の直接的な牽引力と
なることが期待できる優れた公演計画であること。

エ　過去の実績に照らして高い芸術水準において
実現可能な公演計画であること。

オ　＜音楽＞新たな創造活動（新作、新演出、新
振付等）や優れた作品の再演等レパートリーの充
実を図るなど、公演内容の充実を図る等の意欲
的な公演計画であること。

＜舞踊＞新たな創造活動（新作、新演出、新振
付等）やレパートリーの充実に資する優れた作品
の再演等を含む意欲的な公演計画であること。

＜演劇＞新たな創造活動（創作初演、翻訳初
演、翻案初演等）や公演内容の質的向上を目指
した優れた作品の再演等、意欲的な公演計画で
あること。

＜伝統芸能・大衆芸能＞伝統性を基礎にして行
われる優れた作品の再演や新たな創造活動（新
作、新演出等）等レパートリーの確保・充実又は伝
統的技法の継承を図る意欲的な公演計画である
こと。

カ　公演計画を構成するスタッフ・キャスト等に高
い専門性が認められること。

（団体に対する評価）
ア　＜音楽、舞踊＞団体の活動方針・計画や過
去の実績等から、企画性、創造性及び発展性又
は基礎となるべき伝統性が認められ、将来、当該
芸術分野を牽引することが期待できる団体である
こと。

＜演劇＞団体の活動方針・計画や過去の実績等
から、企画性、創造性及び発展性が認められ、将
来において当該芸術分野を牽引することが期待
できる団体であること。

＜伝統芸能・大衆芸能＞団体の活動方針・計画
や過去の実績等から、基礎となるべき伝統性又
は伝統性を踏まえた企画性、創造性及び発展性
が認められ、将来において当該芸術分野（又は
ジャンル）を牽引することが期待できる団体である
こと。

（公演計画に対する評価）
イ　公演計画の企画意図が明確で、本助成事業
の目的の達成に貢献すると認められるものである
こと。

ウ　過去の実績に照らして高い芸術水準において
実現可能な優れた公演計画であること。

エ　＜音楽＞新たな創造活動（新作、新演出、新
振付等）や優れた作品の再演等レパートリーの充
実を図るなど、公演内容の充実を図る等の意欲
的な公演計画であること。

＜舞踊＞新たな創造活動（新作、新演出、新振
付等）やレパートリーの充実に資する優れた作品
の再演等を含む意欲的な公演計画であること。

＜演劇＞新たな創造活動（創作初演、翻訳初
演、翻案初演等）や公演内容の質的向上を目指
した優れた作品の再演等、意欲的な公演計画で
あること。

＜伝統芸能・大衆芸能＞伝統性を基礎にして行
われる優れた作品の再演や新たな創造活動（新
作、新演出等）等レパートリーの確保・充実又は伝
統的技法の継承を図る意欲的な公演計画である
こと。

オ　公演計画を構成するスタッフ・キャスト等に高
い専門性が認められること。

（団体に対する評価）
ア　芸術団体を構成するスタッフ・キャスト
等に高い専門性が認められ、かつ、我が国
を代表するにふさわしい実績又は高い将来
性が期待される実績が認められること。

イ　共同制作の相手方団体のスタッフ・
キャスト等に高い専門性が認められ、かつ、
十分な実績が認められること。

（公演計画に対する評価）
ウ　公演の企画意図が明確であり、本助成
事業の目的の達成に貢献すると認められる
ものであること。

エ　芸術団体の芸術水準の向上が期待で
きる優れた公演計画であること。

オ　芸術団体の国際発信力の強化につな
がる公演計画であること。

カ　共同制作の相手方団体の選定理由が
明確であること。

（団体に対する評価）
ア　芸術団体を構成するスタッフ・キャスト
等に高い専門性が認められ、かつ、我が国
を代表するにふさわしい実績又は高い将来
性が期待される実績が認められること.。

（公演計画に対する評価）
イ　公演の企画意図が明確であり、本助成
事業の目的の達成に貢献すると認められる
ものであること。

ウ　芸術団体の芸術水準の向上が期待で
きる優れた公演計画であること。
 
エ　芸術団体の国際発信力の強化につな
がる公演計画であること 。

（団体に対する評価）
１．高度な専門性を有する構成
員を擁し、高い芸術水準におい
て相当規模以上の公演活動等
を継続的に実施し得る団体であ
ること。

２．団体の掲げるミッション・ビジョ
ンや過去の実績等から、高度な
企画性、創造性及び発展性が
認められ、当該芸術分野を牽引
することが期待できる団体である
こと。

３．将来の当該団体及び当該芸
術分野を支える人材育成に取り
組んでいる団体であること。（３年
間の活動計画に対する評価）

４．活動方針は、団体の掲げる
ミッション・ビジョンに沿った明確
なものであり、本助成事業の目
的の達成に貢献すると認められ
るものであること。

５．我が国の芸術水準向上の直
接的な牽引力となることが期待
できる高度な企画性が認められ
ること。

６．高い芸術水準において実現
可能性が認められる活動計画で
あること。

７．新たな創造活動（創作初演、
翻訳初演、翻案初演等）や公演
内容の質的向上を目指した優れ
た作品の再演等を含む意欲的
な活動計画であること。
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資料4-1

公演事業支援（一般枠） 公演事業支援（ステップアップ枠）
音楽 舞踊 演劇 伝統芸能 大衆芸能 海外公演 国際共同制作公演（海外・国内公演） 国際フェスティバル

国際芸術交流支援事業

助成区分 文化芸術振興費補助金 文化芸術振興費補助金

活動名 複数年計画支援
活動区分

事業名 舞台芸術創造活動活性化事業

【社会性】

（団体に対する評価）
11．当該芸術分野に関する教
育・普及への取組が認められる
団体であること。

12．団体が社会に対する幅広い
分野※との関連性を念頭におい
た活動を行っており、周辺領域
へ波及効果を及ぼすことが期待
できること（※分野の例：教育、
福祉、まちづくり、観光・産業
等）。

（３年間の活動計画に対する評
価）
13．公演等の対象（観客等）が
社会的に開かれたものであり、観
客の維持、育成に努める活動計
画であること。

（団体に対する評価）
ケ　団体が社会に対する幅広い分野※との関連
性を念頭においた活動を行っており、周辺領域へ
波及効果を及ぼすことが期待できること（※分野
の例：教育、福祉、まちづくり、観光・産業等）。

（公演計画に対する評価）
コ　公演等の対象（観客等）が社会的に開かれた
ものであり、観客の維持、育成に努める公演計画
であること。

（団体に対する評価）
ク　団体が社会に対する幅広い分野※との関連
性を念頭においた活動を行っており、周辺領域へ
波及効果を及ぼすことが期待できること（※分野
の例：教育、福祉、まちづくり、観光・産業等）。

（公演計画に対する評価）
ケ　公演等の対象（観客等）が社会的に開かれた
ものであり、観客の維持、育成に努める公演計画
であること。

（公演計画に対する評価）
キ　我が国の国際的なプレゼンスの向上、
文化芸術を通じた相互理解に資することが
期待できる公演計画であること。

ク　公演等の対象（観客等）が社会的に開
かれたものであること 。

（公演計画に対する評価）
ケ　＜海外公演＞我が国の国際的なプレ
ゼンスの向上、文化芸術を通じた相互理解
に資することが期待できる公演計画である
こと。

＜国内公演＞芸術団体が社会における幅
広い分野との関連性を念頭に置き、それら
周辺領域への波及効果を及ぼすことが期
待できるものであること（例：我が国の国際
プレゼンスの向上、国際相互理解の促進、
観光・産業への寄与、地域の活性化、社
会包摂等）。

コ　公演等の対象（観客等）が社会的に開
かれたものであり、観客の確保に努める公
演計画であること。

（公演計画に対する評価）
ケ　主催団体等が社会における幅広い分
野との関連性を念頭に置き、それら周辺領
域への波及効果を及ぼすことが期待できる
ものであること（例：我が国の国際プレゼン
スの向上、国際相互理解の促進、観光・産
業への寄与、地域の活性化、社会包摂
等）。

コ　公演等の対象（観客等）が社会的に開
かれたものであり、観客の確保に努める公
演計画であること。

【その他】 ー ー ー ー ー

（公演計画に対する評価）
サ　助成の緊要度について認められること。

（公演計画に対する評価）
コ　助成の緊要度について認められること。

（公演計画に対する評価）
コ　助成の緊要度について認められること。

（公演計画に対する評価）
サ　助成の緊要度についても認められるこ
と。

（公演計画に対する評価）
サ　助成の緊要度についても認められるこ
と。

【上記以外】 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

年間活動支援
１今後の活動方針及び活動計
画に高度な企画性、創造性及
び発展性が認められたか。

２高い芸術水準を有する構成員
を擁し、相当規模以上の公演活
動等を継続的に実施しうる芸術
団体であったか。

１．高い専門性を有するスタッフ・キャスト等
を擁し、十分な国際発信力を持った団体の
参加が認められたか、我が国の（音楽、舞
踊、舞踊、伝統芸能・大衆芸能）分野に影
響を与えうるフェスティバルであったか、ま
た、フェスティバル全体を通して、高度な企
画性、芸術性及び発展性が認められた
か。

２．相当規模の国際的なフェスティバルを
実施する組織・運営基盤を有し、安定的か
つ継続的に実施されうる国際フェスティバ
ルであったか。

審査基準

評価基準

年間活動支援
１今後の活動方針及び活動計画
に高度な企画性、創造性及び発
展性又は基礎となるべき伝統性が
認められたか。

２相当程度の規模と高い芸術水準
を有する構成員を擁し、相当規模
以上の公演活動等を継続的に実
施しうる芸術団体であったか。

年間活動支援
１今後の活動方針及び活動計画
に基礎となるべき伝統性又は伝統
性を踏まえた高度な企画性、創造
性及び発展性が認められたか。

２相当程度の規模と高い芸術水
準を有する構成員を擁し、相当規
模以上の公演活動等を継続的に
実施しうる芸術団体であったか。

（団体に対する評価）
10．当該芸術分野に関する教育・
普及への取組が認められる団体で
あること。

11．団体が社会に対する幅広い
分野※との関連性を念頭においた
活動を行っており、周辺領域へ波
及効果を及ぼすことが期待できる
こと（※分野の例：教育、福祉、ま
ちづくり、観光・産業等）。

（３年間の活動計画に対する評価）
12．公演等の対象（観客等）が社
会的に開かれたものであり、観客の
維持、育成に努める活動計画であ
ること。

（団体に対する評価）
10．当該芸術分野に関する教育・
普及への取組が認められる団体
であること。

11．団体が社会に対する幅広い
分野※との関連性を念頭においた
活動を行っており、周辺領域へ波
及効果を及ぼすことが期待できる
こと（※分野の例：教育、福祉、ま
ちづくり、観光・産業等）。

（３年間の活動計画に対する評
価）
12．公演等の対象（観客等）が社
会的に開かれたものであり、観客
の維持、育成に努める活動計画で
あること。
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資料4-1

劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業 地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業 共同制作支援事業 劇場・音楽堂等間ネットワーク強化事業
劇映画 記録映画 アニメーション映画

【企画内容】 ー ー ー ー

ア　作品の企画意図が明確であるこ
と

イ　作品の内容が具体的であること

ウ　製作団体の過去の実績に照らし
て、作品の完成及び公開が実現可
能であ
ること

エ　企画意図に則した優れた内容の
作品であること

オ　シナリオにおいて登場人物等が
的確に描けていること

カ　スタッフ・キャスト等に高い専門
性、新たな創造性が認められること

キ　新進映画作家の場合、今後の
成長に期待が持てること

※キについては、「劇映画B」に限る。

【芸術性・創造性】 ー ー ー ー ー ー ー

【運営】 ー ー ー ー

ク　製作団体の運営（経理処理を含
む）が適正であること

【社会性】 ー ー ー ー

ケ　一般に広く公開される予定である
こと

【その他】 ー ー ー ー

コ　助成の緊要度が高い活動である
こと

【上記以外】

【創造性】
・事業計画の内容が、独創性、新規性、先導性等に優れていると認められるか。

・事業の実施によって、当該劇場・音楽堂等の国内外での評価の向上につながる
と認められるか。

【有効性】
・アウトカムの発現に向けた目標が適切に設定されていると認められるか。

・根拠となるデータや実績等により、効果測定が可能な指標が適切に設定されてい
ると認められるか。

【妥当性】
・事業計画に必要な構成要素が有機的に連関し、事業が適切に組み立てられて
いると認められるか。

・助成に値する文化的、社会的、経済的意義等が認められるか。

【効率性】
・アウトプットに対して、事業期間が適切であると認められるか。

・アウトプットに対して、事業費（積算経費）が適切であると認められるか。

【持続性】
・事業計画を通じて組織活動が持続的に発展すると認められるか。

・持続的なアウトカムの発現・定着が期待できるか。

【創造性】
・地域の文化拠点としての機能を最大限に発揮する優れた事業であると認められ
るか。

・地域の実演芸術の振興など、地域の文化芸術の発展につながると認められる
か。

【有効性】
・目標が適切に設定されていると認められるか。

・根拠となるデータや実績等により、効果測定が可能な指標が適切に設定されてい
ると認められるか。

【妥当性】
・社会的役割（ミッション）や地域の特性等に基づき、事業が適切に組み立てられて
いると認められるか。

・助成に値する文化的、社会的、経済的意義等が認められるか。

【効率性】
・アウトプットに対して、事業期間が適切であると認められるか。

・アウトプットに対して、事業費（積算経費）が適切であると認められるか。

【持続性】
・事業を通じて組織活動が持続的に発展すると認められるか。

【創造性】
・我が国の実演芸術水準を向上する牽引力となることが期待できる国際的水準の
公演であると認められるか。

・事業の実施により、当該劇場・音楽堂等の国内外での評価の向上につながると認
められるか。

【有効性】
・目標が適切に設定されていると認められるか。

・根拠となるデータや実績等により、効果測定が可能な指標が適切に設定されてい
ると認められるか。

【妥当性】
・共同制作の意図や役割分担など事業が適切に組み立てられていると認められる
か。

・助成に値する文化的、社会的、経済的意義等が認められるか。

【効率性】
・アウトプットに対して、事業期間が適切であると認められるか。

・アウトプットに対して、事業費（積算経費）が適切であると認められるか。

【創造性】
・事業（公演の企画内容）が優れてい
ると認められるか。

【有効性】
・事業の目標が適切に設定されてい
ると認められるか。

【妥当性】
・事業（趣旨・目的、目標、公演の概
要、実施計画、行程）が適切に組み
立てられていると認められるか。

【効率性】
・アウトプットに対して、事業期間が適
切であると認められるか。

・アウトプットに対して、事業費（積算
経費）が適切であると認められるか。

ー ー ー

【創造性】
・事業計画の内容が、独創性、新規性、先導性等に優れていた（と認められた）
か。

・事業の実施によって、当該劇場・音楽堂等の国内外での評価の向上につなげた
（と認められた）か。

【有効性】
・目標を達成し、アウトカムが発現したか。

【妥当性】
・事業計画に必要な構成要素が有機的に連関し、当初の予定通りに事業が実施で
きたか。

・助成に値する文化的、社会的、経済的意義等が継続して認められたか。

【効率性】
・アウトプットに対して、事業期間が適切で、当初の計画通りに実施できたか。

・アウトプットに対して、事業費が適切で、当初の計画通りに実施できたか。

【持続性】
・事業計画を通じて組織活動が持続的に発展する（と認められる）か。

・持続的なアウトカムの発現・定着が期待できるか。

【創造性】
・地域の文化拠点としての機能を最大限に発揮する優れた事業であった（と認めら
れる）か。

・地域の実演芸術の振興など、地域の文化芸術の発展につながった（と認められ
る）か。

【有効性】
・目標を達成したか

【妥当性】
・社会的役割（ミッション）や地域の特性等に基づき、事業が適切に組み立てられ、
当初の予定通りに事業が進められていたか。

・助成に値する文化的、社会的、経済的意義等が継続して認められたか。

【効率性】
・アウトプットに対して、事業期間が適切で、当初の計画通りに実施できたか。

・アウトプットに対して、事業費が適切で、当初の計画通りに実施できたか。

【持続性】
・事業を通じて組織活動が持続的に発展する（と認められる）か。

【創造性】
・我が国の実演芸術水準を向上する牽引力となることが期待できる国際的水準の
公演であった（と認められた）か。

・事業の実施によって、当該劇場・音楽堂等の国内外での評価の向上につながっ
た（と認められた）か。

【有効性】
・目標を達成したか。

【妥当性】
・共同制作の意図や役割分担など事業が適切に組み立てられていた（と認められ
た）か。

・助成に値する文化的、社会的、経済的意義等が継続して認められたか。

【効率性】
・アウトプットに対して、事業期間が適切で、当初の計画通りに実施できたか。

・アウトプットに対して、事業費が適切で、当初の計画通りに実施できたか。

ー

ク　助成の緊要度が高い活動であること

評価基準

カ　製作団体の運営（経理処理を含む）が適正であること

キ　一般に広く公開される予定であること

活動名 映画製作への支援
活動区分

審査基準

ア　作品の企画意図が明確であること

イ　作品の内容が具体的であること

ウ　製作団体の過去の実績に照らして、作品の完成及び公開
が実現可能であること

エ　企画意図に則した優れた内容の作品であること

オ　スタッフ・キャスト等に高い専門性、新たな創造性が認めら
れること

助成区分 文化芸術振興費補助金 文化芸術振興費補助金

事業名 劇場・音楽堂等機能強化推進事業 映画創造活動支援事業
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