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令和３年度文化芸術振興費補助金「舞台芸術創造活動活性化事業」募集概要 

 

日本芸術文化振興会基金部 

１．助成制度の仕組み 

（１）助成の主旨 

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支援する。 

 

（２）助成の対象となる活動 

一年度の期間内に、自らが主催して日本国内で行われる、以下に掲げる活動 

○ 音楽・・・・オーケストラ、オペラ、合唱、吹奏楽、室内楽等の公演 

  （合唱、室内楽には古楽を含む。） 

○ 舞踊・・・・バレエ、現代舞踊、舞踏、民族舞踊等の公演 

○ 演劇・・・・現代演劇、児童演劇、人形劇、ミュージカル等の公演 

○ 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 

 

【対象期間】 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日 

 

（３）助成の対象となる者 

以下の要件を満たす者とする。 

① 我が国の芸術団体であること（伝統芸能分野については、伝統の保持・継続・発展等を目的

として活動している団体であること）。 

② 主催公演の開催実績について、分野ごとに定められた実績要件を満たしていること。 

③ 監事、監査役等による監査を実施していること。 

④ スタッフ・キャスト等に当該分野について高い専門性があること。 

⑤ 法人格を有する団体であること。 

⑥ 実演家を擁すること（伝統芸能分野・大衆芸能分野については実演家により構成されている

こと）。 

なお、「複数年計画支援」及び「公演事業支援（ステップアップ枠）」においては、上記に加え

て以下の要件を満たす者とする。 

【複数年計画支援】 

① 本事業の同一分野において２活動以上応募すること。 

② 監査を行う者のうち１名は外部の者であること。ただし、監査法人等による外部監査を受け
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ている団体はこの限りではない。 

③ 財務諸表等について、ウェブサイト等で公開していること。 

【公演事業支援（ステップアップ枠）】 

① 応募時（令和２年１１月）において法人設立後、１０年以内であること（ステップアップ枠

で採択実績のある団体を除く）。 

② 「舞台芸術創造活動活性化事業（ステップアップ枠については３回以上）」又は旧「トップ

レベルの舞台芸術創造事業」での採択実績がないこと。 

 

（４）支援区分及び助成金の算定方式 

① 支援区分 

公演本番に必要な経費は入場料収入等の自己収入で賄うものとし、公演本番日の前日以前の

活動の創造部分（※）に対して助成を行う。支援区分としては、以下の３つがある。 

※ 伝統芸能・大衆芸能分野は、分野の性質上、本番の出演費の１/２を選択することも可。 

○ 複数年計画支援 … 複数の活動を含む活動計画全体に対して助成 

３年間の継続助成で、採択した団体については、２年目、３年目の審査は行わない。ただ

し、２年目、３年目の交付要望書の提出は求め、その要望書に基づき、助成金の支払いは年

度ごとに行う（２、３年目の助成金の額は、１年目の助成金内定額が上限。）。１年間の複数

の活動全体の中で助成金を柔軟に使うことが可能であり、かつ、活動の規模を問わず概算払

を受けることができる。 

なお、芸術団体の運営基盤の強化を図るため、分野の状況に応じて、有料入場者の増加、

観客層の拡大、寄付金収入等の増加に向けた努力を促す助成の仕組みを音楽、舞踊、演劇、

大衆芸能の分野において導入している。 

○ 公演事業支援（一般枠） … 活動ごとの助成 

１活動に対して助成を行う。期間、規模について一定の条件を満たせば概算払を受けるこ

とができる。 

○ 公演事業支援（ステップアップ枠） … 活動ごとの助成 

上記一般枠同様、１活動に対して助成を行うが、助成対象となるのは、法人設立からの期

間が１０年以内の団体。期間、規模について一定の条件を満たせば概算払を受けることがで

きる。 

 

② 助成金の額の算定方式 

支援区分・分野に応じて下記のとおり。なお、助成対象経費とは、稽古費、音楽費、文芸費、

会場費、舞台費を指す（複数年計画支援は、左記の費目の合計額の５%を上限として計上でき

る活動計画推進業務費も助成対象。）。また、令和３年度助成においては、新型コロナウイルス

の影響を考慮して、上記の文芸費、舞台費にネット配信に係る経費を計上できることとし、ま

た、助成対象経費の 10%を上限として感染症対策経費を計上できることとした。 
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○ 複数年計画支援 

【音楽】 

助成対象経費の合計額と助成対象活動の入場料収入、寄付金等収入にそれぞれ下記の係

数を乗じた額の合計額のいずれか低い金額に感染症対策経費を加えた額が助成金の額の算

定基準額となる。 

・ 入場料収入の係数：０．６（基準値） ※ 

※ 専門委員会の審議において、普及的な活動、意欲的な活動と判断された活動は、基準

値以外の係数（０．４～１．１の範囲内）を適用します。 

・ 寄付金等収入の係数：１．０ 

 

ただし、令和３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から客席数を減じて使

用席数を設定する場合には、客席数を使用席数で除した割合（以下、「使用席数考慮割合」

と言う。）を入場料収入の積算式に乗じることとする。 

例：客席数：1,500人、使用席数：1,200人 使用席数考慮割合 1,500/1,200 

 

【例１】助成対象経費＜入場料収入×係数×使用席数考慮割合＋寄付金等収入×係数の場合 

助成対象経費：100,000千円  入場料収入：130,000千円 

客席数：1,500人 使用席数：1,200人  

寄付金等収入：10,000千円 

①入場料収入×係数×使用席数考慮割合  

130,000千円×0.6×1,500/1,200＝97,500千円 

②寄付金等収入×係数  

10,000千円×1.0＝10,000千円 

①＋②＝107,500千円が、助成対象経費を上回るため、 

助成対象経費が助成金の額となる。 

➝ 助成金額：100,000千円 

 

【例２】助成対象経費≧入場料収入×係数×使用席数考慮割合＋寄付金等収入×係数の場合 

助成対象経費：90,000千円  入場料収入：70,000千円 

客席数：1,500人 使用席数：1,050人 

寄付金等収入： 20,000千円 

①入場料収入×係数×使用席数考慮割合 

70,000千円×0.6×1,500/1,050＝60,000千円 

②寄付金等収入×係数   

20,000千円×1.0＝20,000千円 

①＋②＝80,000千円が助成対象経費を下回るため、 

収入×係数の計（①＋②）が助成金額となる。 

➝ 助成金額：80,000千円 

助成対象経費 
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【舞踊・演劇】 

採択内定時においては、助成対象経費の合計額に感染症対策経費を加えた額が助成金の額の算

定基準額になるが、活動終了後、交付予定額に有料入場率の結果に応じた下表に示す割合（％）を

乗じて、助成金の額が変動する。なお、有料入場率は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か

ら客席を減じた実際の使用席数に対して、何％の入場率であったかで判断する。 

以上により、有料入場率の状況によっては、交付予定の助成金の額が減額されることもあるが、寄

付金等収入を得た場合には、得た額と同額を減額分に補うことができる。 

《舞 踊》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《演 劇》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 有料入場率の結果により助成金が減額となった場合の補填制度 

寄付金等収入を得た場合には、得た額と同額を減額分に補うことができる。 

 

 

 

 

 

 

総キャパ 
有料入場率 

（実績値） 

助成金額 

（交付予定額

に対する％） 

10,000 

未満 

（A） 

75％以上 100％ 

65％以上75％未満  95％ 

65％未満  90％ 

10,000 

以上 

（B） 

70％以上 100％ 

60％以上70％未満  95％ 

60％未満  90％ 

総キャパ 
有料入場率 

（実績値） 

助成金額 

（交付予定額

に対する％） 

5,000 

未満 

（A） 

80％以上 100％ 

70％以上80％未満 95％ 

70％未満 90％ 

5,000以上 

10,000未満 

（B） 

75％以上 100％ 

65％以上75％未満 95％ 

65％未満 90％ 

10,000 

以上 

（C） 

70％以上 100％ 

60％以上70％未満 95％ 

60％未満 90％ 

（例）上記の演劇の例の場合 

 助成金交付予定額： 30,000千円 

 助成金額： 28,500千円 

 減額： 1,500千円 

 寄付金等収入： 1,500千円 

 減額分補填後の助成金額： 30,000千円 

 

（例）上記の舞踊の例の場合 

 助成金交付予定額： 60,000千円 

 助成金額： 57,000千円 

 減額： 3,000千円 

 寄付金等収入： 3,000千円 

 減額分補填後の助成金額： 60,000千円 

 

【算定例】 

助成金交付予定額： 60,000千円 

総キャパ： 12,000人 

有料入場率（実績値）： 68％ 

助成金額： 60,000千円×0.95＝57,000千円 

 

【算定例】 

助成金交付予定額： 30,000千円 

総キャパ： 9,000人 

有料入場率（実績値）： 73％ 

助成金額：30,000千円×0.95＝28,500千円 
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【伝統芸能】 

助成対象経費の合計額に感染症対策経費を加えた額又は本番当日の出演費、会場費、舞台費、運

搬費の合計額の１/２（※）と配信経費の合算額に感染症対策経費を加えた額を助成金の額の算定

基準額とする。 

※ 重要無形文化財保持団体又は重要無形文化財（各個認定・総合認定）保持者が半数以上出演し

ている公演については２/３。 

 

【大衆芸能】 

助成対象経費の合計額に感染症対策経費を加えた額又は本番当日の出演費の１/２と配信経費の

合計額に感染症対策経費を加えた額を助成金の額の算定基準額とする。ただし、応募する活動計画

に申請団体の本拠地所在の都道府県以外での公演を含むことが申請の必須条件となる。 

 

○ 公演事業支援（一般枠・ステップアップ枠共通） 

助成対象経費の合計額に感染症対策経費を加えた額を助成金の算定基準額とする。 

なお、分野の性質上、伝統芸能については、本番当日の出演費、会場費、舞台費、運搬費の合計

額の１/２（※）と配信経費の合算額に感染症対策経費を加えた額、大衆芸能については、本番当日

の出演費の１/２と配信経費の合計額に感染症対策経費を加えた額を選択することも可とする。 

※ 重要無形文化財保持団体又は重要無形文化財（各個認定・総合認定）保持者が半数以上出演し

ている公演については２/３。 

 

（複数年計画支援の音楽分野以外の収入・支出の考え方） 
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２．概要（主な変更点） 

（１）応募方法の電子化及び電子化に伴う提出様式の変更 

応募については、従来、紙媒体による書類提出としていたところ、令和３年度募集から、

「助成金交付要望受付システム」を通じた電子申請とした。また、システムに合致した仕

様となるよう提出様式の一部変更を行った。（記載事項は変更なし。） 

 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績要件の特例措置 

令和２年２月～１１月２０日の間に公演実施を計画していたものの、新型コロナウイル

ス感染症の影響により、中止を余儀なくされた公演について、実績要件に算入できること

とした。 

 

（３）新型コロナウイルス感染症対策に係る経費及びネット配信経費の助成対象経費化 

新型コロナウイルス感染症の影響を想定し、公演会場内（舞台上、客席、ロビー等）に

係る感染症対策経費及び PCR・抗原検査料を助成対象経費とした。なお、感染症対策経費

の金額は、それ以外の助成対象経費の合計の 10％を上限とし、別枠助成とした。 

また、ネット配信に係る経費（録音録画編集費、機材借料、著作権料、配信サイト利用

料等）についても、助成対象経費とした。 

 

（４）新型コロナウイルス感染症対策に係る入場券販売数制限について  

新型コロナウイルス感染症対策として、会場の定員よりも販売数を制限するなどの措置

を行う場合は、その旨を収支予算書の入場料収入の欄に記載を求めることとした。 

 

（５）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた審査基準の改定 

新型コロナウイルス感染症の影響により、観客数の増加等を図ることが困難な状況にある

ことから、観客層の拡充・増加等に係る審査基準を一時的に改定した。 

【改定前】 

公演等の対象（観客等）が社会的に開かれたものであり、観客層の拡充や観客数の増加

及び観客の育成を図る活動計画であること。 

【改定後】 

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。 

 

（６）公演事業支援（ステップアップ枠）の説明文の明確化 

公演事業支援（ステップアップ枠）の助成対象団体が、若手を中心に構成され、今後の発

展性が期待できる活動であることを明確化するため、概要説明にその旨の記載を追加した。 

 

（７）助成対象経費の細目の追加 

○ 通訳料（文芸費） 

公演制作（稽古時）における芸術表現や技術的な通訳を行う人材を雇用する経費を助成
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対象経費とした。ただし、1名かつ 10日間を上限。 

 

○ 歌唱指導料（文芸費） 

これまでも歌唱指導に係る経費は助成対象として認めており、合唱指導料に含めて計上

するようにしていたが、経費の内容を明確にするため、合唱指導料とは別に歌唱指導料を

認めることとした。 

 

○ 映像スタッフ費（舞台費） 

他の舞台費（道具、照明、音響など）についてはスタッフ費を認めていたが、映像費の

みスタッフ費を認めていなかったため、他の経費と合わせるため、映像スタッフ費を認め

ることとした。 

 

（８）演劇分野の上演予定時間の記入の削除 

演劇分野については、個表の本活動の内容欄で記入を求めていた、再演作品の場合の上

演予定時間の記載を削除した。 
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令和３年度文化芸術振興費補助金「国際芸術交流支援事業」募集概要 

 

日本芸術文化振興会基金部 

１．令和３年度の助成制度の仕組み 

（１）助成の主旨 

我が国の芸術団体の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、国内外で実施される実演芸術の公演や国際フェステ

ィバルに対して助成する。 

 

（２）助成の対象となる活動 

一年度の期間内に行われる、以下の募集区分に掲げる活動 

① 海外公演 

○ 海外で開催されるフェティバルへの参加等、我が国の芸術団体が行う実演芸術の海外公演。 

○ 分野は、音楽・舞踊・演劇・伝統芸能・大衆芸能・多分野共同等(*)の６つ。 

＊ 多分野共同等は、芸術団体と異業種の事業者の連携を促しつつ、新たな文化の創造につ

なげるため、音楽、舞踊、演劇、伝統芸能、大衆芸能といった分野にしばられない公演を

支援する。 

② 国際共同制作公演（海外公演・国内公演） 

○ 我が国の芸術団体と外国の芸術団体とが、企画段階から共同して制作する実演芸術の海外

公演又は国内公演。 

○ 分野は、音楽・舞踊・演劇・伝統芸能・大衆芸能の５つ。 

③ 国際フェスティバル 

○ 我が国で開催される、国際的な実演芸術のフェスティバルの公演。 

○ 分野は、音楽・舞踊・演劇・伝統芸能・大衆芸能の５つ。 

 

【対象期間】 

新型コロナウイルスの影響を考慮して、海外公演、国際共同制作（海外公演、国内公演）につ

いては、２度に分けて公募することとした。国際フェスティバルについては、規模も大きく、参

加団体等との調整等も必要になり、より先を見通した計画が必要となるため、通年での公募を行

うこととした。 

○ 海外公演、国際共同制作（海外公演、国内公演） 

令和３年４月１日～９月３０日 

※ 令和３年１０月１日～令和４年３月３１日に実施される活動については、令和３年５
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月中旬頃別途公募を行う予定。 

○ 国際フェスティバル 

令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

（３）助成の対象となる者 

以下の要件を満たす者とする。 

① 我が国の芸術団体であること。 

② スタッフ・キャスト等に当該分野について高い専門性があること。 

③ 法人格を有する団体であること。また、実行委員会を組織する場合は、法人格を有する団体

を中核として、主たる構成員が実演家又は芸術団体であること等、定められた要件を充たして

いること。 

 

（４）助成の形態 

① 海外公演 

助成対象経費は「舞台費」、「旅費」及び「感染症対策経費」（舞台費、旅費の合計額の１０％

が上限）とし、助成金の額は助成対象経費の合計額とする。 

収入       支出 

助成金収入    

  

助成対象経費 

舞台費、旅費 

+ 感染症対策経費 

自己負担金  
助成対象と 

ならない経費   

出演費、音楽費等 
入場料収入等   

  
事業収支計画書に記入 

できない経費 

 

② 国際共同制作公演（海外公演・国内公演） 

助成対象経費は「文芸費」、「旅費」及び「感染症対策経費」（舞台費、旅費の合計額の１０％

が上限）とし、助成金の額は助成対象経費の合計額とする。 

収入       支出 

助成金収入    

  

助成対象経費 

文芸費、旅費 

+ 感染症対策経費 

自己負担金  助成対象と 

活動の支出は以下の二つに区分 

「助成対象経費」 

「助成対象とならない経費」 

活動の支出は以下の二つに区分 

「助成対象経費」 

「助成対象とならない経費」 
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入場料収入等   

ならない経費   

出演費、音楽費等 

  
事業収支計画書に記入 

できない経費 

③ 国際フェスティバル 

助成対象経費は「出演費」「音楽費」「文芸費」「会場費」「舞台費」「運搬費（国内運搬費）」

「謝金」「通信費」「宣伝費」「印刷費」「記録費」「旅費」及び「感染症対策経費」（左記の経費

の合計額の１０％が上限）とし、助成金の額は助成対象経費の合計額、かつ、自己負担金の範

囲内とする。 

収入  支出 

助成金収入 
 

助成対象経費 

自己負担金 

入場料収入等  

助成対象外経費 

  
収支予算書に記入 

できない経費 

 

２．概要（主な変更点） 

（１）応募方法の電子化及び電子化に伴う提出様式の変更 

応募については、従来、紙媒体による書類提出としていたところ、令和３年度募集から、

「助成金交付要望受付システム」を通じた電子申請とした。また、システムに合致した仕

様となるよう提出様式の一部変更を行った。（記載事項は変更なし。） 

 

（２）審査基準の改定 

○ 海外公演、国際共同制作（国内公演、海外公演） 

審査基準アについて、今後の将来性が期待できる芸術団体についても積極的に評価でき

るよう、以下のとおり改定した。 

【改定前】 

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が認められること。 

【改定後】 

活動の支出は以下の三つに区分 

「助成対象経費」 

「助成対象外経費」 

「収支予算書に記入できない経費」 

自己負担金の範囲 
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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。 
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○ 国際フェスティバル 

審査基準アについて、現状、参加団体のスタッフ・キャストの専門性及び実績を評価す

る項目となっているが、主催団体等の構成員の専門性及び実績についても評価する項目と

なるよう、以下のとおり改訂した。 

また、審査基準エについて、国際フェスティバルが我が国の当該芸術分野に影響を与え

るものであることについても評価する項目となるよう、以下のとおり改訂した。 

【改定前】 

ア 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。 

【改定後】 

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。 

 

【改定前】 

エ 参加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 

【改定後】 

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 

 

（２）新型コロナウイルス感染症対策に係る経費の助成対象経費化 

新型コロナウイルスの影響を想定し、全事業について、公演会場内（舞台上、客席、ロビ

ー等）に係る感染症対策経費及び PCR・抗原検査料を助成対象経費とする。なお、感染症対

策経費は、それ以外の助成対象経費の 10%を上限とする。 

 

（３）国際フェスティバルに係る助成対象経費の細目の追加 

○ 人形製作費（舞台費） 

文芸費において、人形美術デザイン料を助成対象経費として認めており、舞台費におい

ても人形製作費を認めることがふさわしいと考えられるため追加する。 

 

○ 映像スタッフ費（舞台費） 

他の舞台費（道具、照明、音響など）についてはスタッフ費を認めていたが、映像費の

みスタッフ費を認めていなかったため、他の経費と合わせるため、映像スタッフ費を認め

ることとする。 
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（４）個表様式の「本活動の企画意図、目標等」欄の改定 

全支援メニューの個表様式の「本活動の企画意図、目標等」欄について、審査基準の【芸

術性・創造性】（公演計画に対する評価）の各項目に係る内容を明確に記載できるように、下

記のとおり改定した。 

 

○ 海外公演 

【改定前】                   【改訂後】 

 

 

 

 

 

 

○ 国際共同制作（海外公演、国内公演） 

【改定前】                   【改訂後】 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国際フェスティバル 

【改定前】                   【改訂後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本活動の企画意図、目標等） 

 〔芸術水準向上の観点における企画意図及び目標等〕 

〔国際発信力強化の観点における企画意図及び目標等〕 

〔上記以外の企画意図及び目標等〕 

（本活動の企画意図及び目標等） 

〔活動全体の企画意図、目標等〕 

 〔芸術水準向上に係る目標等〕 

〔国際発信力強化に係る目標等〕 

（本活動の企画意図、目標等） 

 〔芸術水準向上の観点における企画意図及び目標等〕 

〔共同制作の相手方団体の選定理由と期待される効果〕 

〔国際発信力強化の観点における企画意図及び目標等〕 

〔上記以外の企画意図及び目標等〕 

（本活動の企画意図及び目標等） 

〔活動全体の企画意図、目標等〕 

 〔芸術水準向上に係る目標等〕 

〔国際発信力強化に係る目標等〕 

〔共同制作団体の選定理由と期待する効果〕 

（本活動の企画意図、目標等） 

 〔芸術水準向上の観点における企画意図及び目標等〕 

〔国際発信力強化の観点における企画意図及び目標等〕 

〔参加団体の選定方針と期待される効果〕 

〔上記以外の企画意図及び目標等〕 

（本活動の企画意図及び目標等） 

〔活動全体の企画意図、目標等〕 

 〔芸術水準向上に係る目標等〕 

〔国際発信力強化に係る目標等〕 

〔参加団体の選定方針と期待する効果〕 
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令和 3年度「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」募集概要 

 

日本芸術文化振興会基金部 

１．令和３年度の助成制度の仕組み 

我が国の文化拠点である劇場、音楽堂等が行う、音楽、舞踊、演劇等の実演芸術の創造発

信や、専門的人材の養成、普及啓発のための事業、劇場・音楽堂等間のネットワーク形成に

資する事業を支援することで、我が国の劇場、音楽堂等の活性化と実演芸術の水準向上を図

るとともに、地域コミュニティの創造と再生を推進することを目的とする。 

 

（１）劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業  

① 助成の趣旨 

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）に対して支援する。 

 

② 助成の対象となる事業計画 

我が国の実演芸術水準の向上、国際的水準の実演芸術の創造発信、専門的人材の養成・確保及び

各自の能力を十分に発揮し得る組織力の向上、利用者等の社会参加の機会の拡充する観点を踏まえ

た普及啓発の実施など、劇場・音楽堂等を取り巻く固有の課題や我が国の社会的課題の解決に資す

ると認められる５年間の事業計画を助成対象とする。なお、事業計画を構成する事業とは、劇場・

音楽堂等が自ら主催し、経費を負担して行うもの（令和３年度から５年間の採択を行うものについ

て、要望額のないもの（いわゆる「０円要望」）は不可）とする。 

また、障害者や外国人が、文化芸術に触れられる環境の整備を図るため、バリアフリー・多言語

対応の取組に対して、上記とは別枠で支援する。 

 

③ 助成の対象となる者 

以下の(1)及び(2)の要件を充たす者とする。 

(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」という。）、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

募すること。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

運営者は同じとすること。 

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。 
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(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（再演を含む。）をおおむね６件以上（※１）、

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(※２)がおおむね年間１０万人以上であること。 

※１ 主催者自らが企画・制作から上演等まで全てを行い、プロデュースする公演のことを指す。 

※２ 劇場・音楽堂等において実演芸術の公演等を鑑賞する者、劇場・音楽堂等の事業に参加す

る者、その他の劇場・音楽堂等を利用する者をいい、劇場・音楽堂等のスタッフや、併設施設

（美術館、図書館等）のみへの入場者は除く。なお、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮

し、年間利用者数は平成 29年度又は平成 30年度のいずれかを基準とする。 

 

④ 助成の形態 

 （1）事業計画に対する助成金の額 

本体事業（バリアフリー・多言語対応を除く）の助成金の額は、助成対象経費（※１）の２分の 

１以内、かつ、自己負担金（※２）の範囲内とする。 

  助成金の額は、年度ごとに、上限を７，０００万円とする。 

※１ 課税事業者の場合は、消費税等仕入控除税額を控除した額。 

※２ 自己負担金とは、助成対象経費から自己収入額（入場料、他の助成金等）を除いたもの。 

 

（2）バリアフリー・多言語対応の助成金の額 

   バリアフリー・多言語対応については、助成対象経費の範囲内（課税事業者については、消費税

等仕入控除税額を控除した額）とし、（1）とは別に、年間２００万円を上限として、実費で助成す

る。 

 

（２）地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業  

① 助成の趣旨 

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

する。 

 

② 助成の対象となる事業 

劇場・音楽堂等が自ら主催し、経費を負担して行うもの（要望額のないもの（いわゆる「０円要

望」）は不可）で、それぞれの目標の達成に向けて地域住民や実演家団体等とともに取り組む、特色

ある優れた実演芸術に関する「公演事業」、「人材養成事業」、「普及啓発事業」を助成対象とする。 

また、障害者や外国人が、文化芸術に触れられる環境の整備を図るため、バリアフリー・多言語

対応の取組に対して、上記とは別枠で支援する。 
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③ 助成の対象となる者 

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当し、(3)の要件を充たす者とする。 

(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」という。）、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

より応募すること。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すること。 

(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。）。 

(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。 

 

④ 助成の形態 

(1) 助成金の額 

本体事業（バリアフリー・多言語対応を除く）の助成金の額は、助成対象経費の２分の１以内、か

つ、自己負担金の範囲内とする。 

  助成金の額は、上限を４，０００万円とする。 

  交付を受けようとする要望額の下限額及び上限額は、下記のとおりとする。 

事業の種類 要望額の範囲 

（下限額）（※２） （上限額）（※１） 

①公演事業 ５００万円以上   

４，０００万円以下 
②人材養成事業 １００万円以上 

③普及啓発事業 １００万円以上 

※１ 「「公演事業」に加え、「人材養成事業」若しくは「「普及啓発事業」にも応募する場合、又は、３事

業全てに応募する場合であっても、要望総額の上限は４，０００万円とする。 

※２ 要望額が上記の下限額を下回る場合には応募できない。ただし、複数の事業に応募する場合に応

募する各事業の下限額の合計額よりも要望総額が大きいときは、応募可能とする。 

 

（2）バリアフリー・多言語対応の助成金の額 

バリアフリー・多言語対応については、助成対象経費の範囲内（課税事業者については、消費税等

仕入控除税額を控除した額）とし、（1）とは別に、「公演事業」、「人材養成事業」、「普及啓発事業」を

合わせて年間５０万円を上限として、実費で助成する。 

 

（３）共同制作支援事業  
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① 助成の趣旨 

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）に対して支援する。 

 

② 助成の対象となる事業 

複数の劇場・音楽堂等が複数又は単一の実演芸術団体（国内に限る。）と共同して行う、実演芸術

（音楽、舞踊、演劇）の新たな創造活動（新作、新演出、新振付、翻訳初演等）による公演を助成

対象とする。 

また、障害者や外国人が、文化芸術に触れられる環境の整備を図るため、バリアフリー・多言語

対応の取組に対して、上記とは別枠で支援する。 

 

③ 助成の対象となる者 

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する。 

(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」という。）、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。 

 

④ 助成の形態 

（1）助成金の額 

本体事業（バリアフリー・多言語対応を除く）の助成金の額は、助成対象経費の２分の１以内、

かつ、自己負担金の範囲内とする。 

 

（2）バリアフリー・多言語対応の助成金の額 

  バリアフリー・多言語対応については、助成対象経費の範囲内（課税事業者については、消費税等

仕入控除税額を控除した額）とし、（1）とは別に、年間２５０万円を上限として、実費で助成する。 

 

 

 

 

 

 

（４）劇場・音楽堂等間ネットワーク強化事業  
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① 助成の趣旨 

劇場・音楽堂等相互の連携・協力の促進とともに、あらゆる人々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する。 

 

② 助成の対象となる事業 

劇場・音楽堂等又は実演芸術団体が主体となって企画・制作する質の高い実演芸術の公演を、複

数の都道府県内の劇場・音楽堂等を巡回して実施する場合、当該巡回公演に要する旅費及び運搬費

を助成対象とする。 

また、障害者や外国人が、文化芸術に触れられる環境の整備を図るため、バリアフリー・多言語

対応の取組に対して、上記とは別枠で支援する。 

 

③ 助成の対象となる者 

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する。 

(1) 劇場・音楽堂等 

(a) 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」という。）、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 

(b) 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。 

(c) 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 

(a) 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。 

(b) 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

はできない。 
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④ 助成の形態 

（1）助成金の額 

 本体事業（バリアフリー・多言語対応を除く。）の助成金の額は、助成の対象となる事業に要する旅

費、運搬費の合計額（課税事業者については、消費税等仕入控除税額を控除した額）を上限とする。（※） 

（2）バリアフリー・多言語対応の助成金の額 

 バリアフリー・多言語対応については、助成対象経費の範囲内（課税事業者については、消費税等

仕入控除税額を控除した額）とし、（1）とは別に、年間５０万円を上限として、実費で助成する。 

 

※ 本助成事業においては、巡回先の劇場・音楽堂等に移動する上で必要となる費目に限定して 

助成するものとし、巡回公演を構成する個々の公演に必要な出演費や舞台費、会場費等について

は、チケット収入や巡回先の劇場・音楽堂等の分担金収入等の自己収入で賄うものとする。 

 

２．概要（主な変更点） 

（１）「劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業」の取扱い（新規枠・４館程度）  

「劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業」については、平成３０年度の募集において、１６施設が

３年又は５年の期間で採択を受けているが、３年採択館４館は令和２年度で助成期間が終了するため、

来年度に向けて、これまでと同様の助成対象団体枠４館程度を設け、募集を行った。 

現在、５年間で採択されている１２館については、令和３年度の計画について書類の提出を求めた。 

 

（２）提出書類の追加について  

「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」において、芸術

監督等の経歴を把握するため、「略歴」を提出書類として加えた。 

「劇場・音楽堂等機能強化総合支援事業」において、面接審査の質問材料を収集するため「調査票

その１」を、平成３０年度から令和２年度に総合支援の助成を受けている劇場・音楽堂等がＰＤＣＡ

サイクルによる機能強化を図っているか確認するため「調査票その２」を、提出資料として加えた。 

 

（３）全区分共通  

① 要望書の電子申請による受付開始 

令和３年度募集より、要望書の提出方法として、これまでの郵送から「電子申請」による受付を

導入し、申請方法を変更した。 

 

以 上 
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令和３年度「映画製作への支援」募集概要 

 

日本芸術文化振興会基金部 

１．令和３年度の助成制度の仕組み 

（１）助成の主旨 

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。 

 

（２）助成の対象となる活動 

下記の期間に日本国内で行われる、下記の活動区分に該当する日本映画の企画から完成までの

製作活動で、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。 

【対象期間（単年度助成、及び２か年度助成の１年目）】 

第１回募集分：令和３年４月１日から令和４年３月３１日 

第２回募集分：令和３年１０月１日から令和４年３月３１日 

【対象期間（２か年度助成の２年目）】 

第１回・第２回募集分共通：令和４年４月１日から令和５年３月３１日 

【活動区分】 

劇映画、記録映画、アニメーション映画 

   【２か年度助成の対象となる活動区分】 

     助成金１，０００万円以上の劇映画（特別、Ａ）、記録映画（特別）、アニメーション映画（長編） 

 

（３）助成の対象となる者 

映画の製作活動を行うことを主たる目的とする我が国の団体で、定められた実績要件を満たす

もの。 

※ 製作委員会を組織している場合は、総製作費を管理し、製作に係る経理事務や活動を統括

する中核団体が応募すること。 

 

（４）助成の形態 

○ 映画の製作活動に対して助成を行う。 

○ 映画の完成年度に助成金を交付する「単年度助成」と、映画の完成の前年度と完成年度の２

か年にわたって助成金を交付する「２か年度助成」があり、下表のとおり、製作する映画の上

映時間と製作に要する予算総額によって、応募できる活動区分及び助成金額が決まる。 

○ 助成対象経費は「製作企画費」「スタッフ・キャスト費」「製作費」とし、定められた期間内

に支払いが完了する経費が、助成金の対象となる。 
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【単年度助成】 

 

【２か年度助成】 

 

  

活動区分 
助「成「条「件 

助成金の額 完成形式等 
上映時間 予算総額 

劇映画「 

特別 １時間以上   1億円以上 ２，１４０万円 35mm以上のポジフィ

ルム又はDCP（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

ｼﾈﾏﾊﾟｯｹｰｼﾞ）による

もの「 

Ａ １時間以上 「5,000万円以上 １，０７０万円 

Ｂ １時間以上 「1,500万円以上   ５３５万円 

記録映画「 

特別 １時間以上 「5,000万円以上 １，６０５万円 16㎜以上のポジフィ

ルム又はDCP（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

ｼﾈﾏﾊﾟｯｹｰｼﾞ）、ビデ

オテープ等「 

Ａ １時間以上 「2,000万円以上   ５３５万円 

Ｂ ２０分以上  「600万円以上   ２１４万円 

アニメーション 

映画「 

長編 １時間以上 「8,000万円以上 ２，１４０万円 
アニメーション技法

によって製作された

作品「 

短編Ａ １時間未満 「1,000万円以上   ３２１万円 

短編Ｂ １時間未満  「300万円以上   １０７万円 

活動区分「 

助「成「条「件 ２か年の 

助成金の額 

 

完成形式等 
上映時間 予算総額 

劇映画「 

特別 １時間以上   1億円以上 ２，１４０万円 35mm以上のポジフィ

ルム又はDCP（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

ｼﾈﾏﾊﾟｯｹｰｼﾞ）による

もの「 

Ａ １時間以上 「5,000万円以上 １，０７０万円 

記録映画 特別 １時間以上 「5,000万円以上 １，６０５万円 

16㎜以上のポジフィ

ルム又はDCP（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ

ｼﾈﾏﾊﾟｯｹｰｼﾞ）、ビデ

オテープ等「 

アニメーション 

映画 
長編 １時間以上 「8,000万円以上 ２，１４０万円 

アニメーション技法

によって製作された

作品 
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２．昨年度からの主な変更点 

［分野共通］ 

（１）要望書の電子申請による受付開始 

令和３年度募集より、要望書の提出方法として、これまでの郵送から「電子申請」による受付を

導入することから、申請方法や様式の変更について改訂を行った。 

（２）新型コロナウイルス感染症対策経費の計上について 

新型コロナウイルス感染症対策に関する経費を、助成対象経費として計上可能とした。 

具体的な計上可能項目としては、撮影現場でのマスク、消毒液、アルコール液、消毒設備（除菌剤

の噴射装置、オゾン発生装置、紫外線照射器）、ゴーグル、フェイスシールド、ヘアネット、アクリ

ル板、透明ビニールシート、防護スクリーン、フロアマーカー、非接触型検温器等の消耗品費の他、

サーモカメラ等のリース料や、衛生管理のための専門家人件費など。 

 

［劇映画分野］ 

（３）提出書類のシナリオについて、監督名及び脚本名をつけることを明記 

劇映画の提出書類のシナリオに関し、監督名及び脚本名の表記がないシナリオが見受けられるた

め、改めて、監督名及び脚本名をシナリオの巻頭に挿入することを以下のとおり明記する。 

 

（参考）募集案内記載例 

    表紙に作品名、団体名を明記し、監督名、脚本名及び登場人物表を巻頭に挿入の上（登場人物

のうち、読みにくい人名については、ふりがなを振ること）、Ｂ５版またはＡ５版タテ、右綴じ、

印字は縦書きで、必ず印刷製本されたものを提出してください。 

 

 

以 上 
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