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令和４年度芸術文化振興基金  

助成対象活動の決定について 

 

 

令和４年３月３１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  河村潤子）では、  

芸術文化振興基金による令和４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１，２５６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４２６件、助成金交付予定額は７億５，７３０万

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、令和４年５月下旬に第２回目の募

集を予定しております。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



令 和 ４ 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）

553                    169                  408,500               

133                    38                    124,500               

76                     20                    48,000                 

344                    111                  236,000               

伝統芸能の公開活動 69                     16                    38,000                 

美術の創造普及活動 39                     7                     9,500                   

多分野共同等芸術創造活動 39                     12                    14,000                 

国内映画祭等の活動 32                     24                    34,600                 

22                     18                    31,900                 

10                     6                     2,700                   

732                    228                  504,600               

地域文化施設公演・展示活動 264                    99                    169,500               

文化会館公演 121                    54                    75,500                 

 美術館等展示 143                    45                    94,000                 

11                     6                     4,700                   

28                     13                    9,300                   

303                    118                  183,500               

〔文化振興普及団体活動〕   

アマチュア等の文化団体活動 210                    73                    59,700                 

11                     7                     9,500                   

221                    80                    69,200                 

1,256                 426                  757,300               

映画祭

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

令和４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





現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計38件・124,500千円）

助成対象活動名 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・ニッポニカ設立20周年記念連続演奏会I、II、III 芥川也寸志メモリアル オーケストラ・ニッポニカ 東京都 5,000

オーケストラ・リベラ・クラシカ第46回定期演奏会 オーケストラ・リベラ・クラシカ 埼玉県 2,000

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 5,000

京都市交響楽団　みんなのコンサート2022 公益財団法人　京都市音楽芸術文化振興財団 京都府 5,000

群馬交響楽団　高校音楽教室（5月〜7月公演） 公益財団法人　群馬交響楽団 群馬県 5,000

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 5,000

第37回定期演奏会・第38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 2,000

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！」2022 公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団 宮城県 2,000

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 5,000

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 3,000

長崎OMURA室内合奏団　定期演奏会 認定特定非営利活動法人　長崎OMURA室内合奏団 長崎県 5,000

広島交響楽団 令和4年度 オーケストラ音楽鑑賞室 公益社団法人　広島交響楽協会 広島県 5,000

琉球交響楽団 第43回、第44回、第45回 定期演奏会 特定非営利活動法人　琉球交響楽団 沖縄県 3,000

＜オペラ・フレスカ８＞　ルイ−ジ・ロッシ作曲　歌劇「オルフェオ」 アントネッロ　合同会社 埼玉県 3,000

オペラ彩第39回定期公演　オペラ「秩父晩鐘」 特定非営利活動法人オペラ彩 埼玉県 5,000

NISSAY OPERA 2022/ニッセイ名作シリーズ2022 オペラ「ランメルモールのルチア」 公益財団法人　ニッセイ文化振興財団 東京都 5,000

藤沢市民オペラ2022-2024シーズン『ラ・ボエーム』 公益財団法人　藤沢市みらい創造財団 神奈川県 5,000

北海道二期会　令和4年度オペラ公演「皇帝ティトの慈悲」 一般社団法人　北海道二期会 北海道 5,000

第２回芦屋国際音楽祭 芦屋国際音楽祭実行委員会 兵庫県 1,000

アンサンブル九条山コンサート vol.13 アンサンブル九条山 京都府 500

アンサンブル コンテンポラリーα 2023　エクレクティック・アルファ—ルイ・アン
ドリーセンに捧ぐ—

Ensemble　Contemporary　α 埼玉県 500

東京現音計画#17、#18 東京現音計画 東京都 1,000

ムズカシイはおもしろい!!  ベートーヴェンの時代 2022 その5・その6 古典四重奏団 埼玉県 1,000

Shogirls響会Ｘ Shogirls 東京都 500

spac-e コンサートシリーズ 2022 spac-e 東京都 500

東京シンフォニエッタ　第51・52回定期演奏会 一般社団法人　東京シンフォニエッタ 東京都 3,000

世界に開く窓　欧州のアンサンブル（仮） 特定非営利活動法人　日本現代音楽協会 東京都 500

ル・ポン国際音楽祭2022　赤穂・姫路 姫路国際音楽祭実行委員会 兵庫県 5,000

Music Dialogue ディスカバリー・シリーズ2022-23 一般社団法人　MusicDialogue 東京都 1,000

エクス・ノーヴォvol.15 & vol.16 古楽アンサンブル　エクス・ノーヴォ 東京都 2,000

広島ウインドオーケストラ定期演奏会 広島ウインドオーケストラ 広島県 3,000

2022年度定期演奏会シリーズ
特定非営利活動法人　フィルハーモニック・ウイ
ンズ 大阪

大阪府 3,000

第42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 5,000

第43回霧島国際音楽祭2022 公益財団法人　ジェスク音楽文化振興会 東京都 5,000

武生国際音楽祭2022 武生国際音楽祭推進会議 福井県 5,000

コンポージアム2022 公益財団法人 東京オペラシティ文化財団 東京都 5,000

第18回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン　世俗的オラトリオ《セメレ》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 2,000

横濱 JAZZ PROMENADE 2022 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会 神奈川県 5,000
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現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計20件・48,000千円）

助成対象活動名 団体名
団体

所在地
助成金交付予定額

(単位：千円)

ARCHITANZ 2023 株式会社　アーキタンツ 東京都 5,000

2022年　地主薫バレエ団公演 「未来に繋がるダブル・ビル」 地主薫バレエ団 大阪府 5,000

40周年記念テアトル・ド・バレエ　カンパニー メモリアル公演深川秀夫版「ドン・
キホーテ」全幕

テアトル・ド・バレエ　カンパニー 愛知県 5,000

野間バレエ団創立30周年記念公演「眠れる森の美女」（全幕） 有限会社　野間バレエ団 大阪府 3,000

堀内元BALLET FUTURE2022 BALLET FUTURE公演実行委員会 東京都 3,000

想像 × 創造 vol 3『 続 日本の怪談 』 大和シティー・バレエ　株式会社 神奈川県 3,000

岩渕貞太 身体地図　新作ダンス2023 「ALIEN  MIRROR BALLISM／エイリアン ミ
ラーボーリズム」

岩渕貞太　身体地図 東京都 1,000

「フーガの技法」を踊る 笠井瑞丈×上村なおか 東京都 500

インテグレイテッド・ダンス・カンパニー響-Kyo第10回公演 クリエイティブ・アート実行委員会 東京都 2,000

ケイタケイLIGHTシリーズ2022
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 2,000

SEWOL（仮） ケダゴロ 東京都 2,000

ヘッダ・ガーブレル　ツアー2022 Co. Ruri Mito 東京都 3,000

水中めがね∞ 新作公演　タイトル未定 水中めがね∞ 東京都 1,000

ダンスブリッジ2022 セッションハウス企画室 東京都 2,000

DANCE PJ REVO『窪地』金沢・京都公演 DANCE　PJ　REVO 神奈川県 1,000

関かおりPUNCTUMUN公演（タイトル未定） 団体せきかおり 東京都 2,000

neji&co.『Sign』『Cue』京都公演 neji&co. 京都府 500

続 音で観るダンスのワークインプログレス　京都公演 ペーハー 京都府 1,000

「刻の花」／「moments」（仮） YUKIO SUZUKI projects 山梨県 1,000

平富恵スペイン舞踊団公演「The Flamenco ザ・フラメンコ～フラメンコの粋と情熱
～（仮）」

有限会社　マジェスティック 東京都 5,000
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計111件・236,000千円）

助成対象活動名 団体名
団体

所在地
助成金交付予定額

(単位：千円)

アーティスト･イン･スクール　廃校プール公演『ドン･キホーテ』 特定非営利活動法人　アートファーム 岡山県 2,000

サラダボール公演『葵上』『班女』『弱法師』ー近代能楽集よりー 一般社団法人　アトリエ・サラダ 香川県 1,000

第十四回公演『春眠(仮)』 あやめ十八番 千葉県 2,000

庭劇団ペニノ「笑顔の砦」国内3都市公演 合同会社　アルシュ 東京都 4,000

安住の地『異郷を羽織る-Drape the Strange land-』 安住の地 京都府 1,000

諫早独楽劇場10周年記念公演『大陸軍（グランダルメ）の寵児』（仮） 諫早独楽劇場 長崎県 1,000

劇団印象-indian elephant-第28回公演 特定非営利活動法人　劇団　印象indian elephant 東京都 2,000

ウォーキング・スタッフ　プロデュース「リターン」 ウォーキング・スタッフ 東京都 1,000

エイチエムピー・シアターカンパニー〈シェイクスピアシリーズⅡ〉『リチャード
三世』(仮）

一般社団法人　HMP 大阪府 4,000

青年団『ソウル市民』 一般社団法人　江原河畔劇場 兵庫県 1,000

「小泉八雲 と Lafcadio Hearn」 株式会社　演劇企画JOKO 東京都 1,000

さなぎになりたい子どもたち 演劇集団Ring-Bong 東京都 2,000

第15回公演「バロック【再演】」 演劇ユニット鵺的 東京都 1,000

仮想的な失調（仮） 円盤に乗る派 東京都 2,000

オイスターズプロデュース『劇玉Ⅴ』 オイスターズ 愛知県 2,000

岡崎藝術座 演劇公演『イミグレ怪談（仮）』東京公演 岡崎藝術座 東京都 2,000

復帰50年記念公演「9人の迷える沖縄人〜after'72〜」 一般社団法人　おきなわ芸術文化の箱 沖縄県 2,000

お寿司　『ヘレンとgesuidou』 お寿司 京都府 1,000

空箱の階公演『パノラマビールの夜』 階 大阪府 1,000

「ガラスの動物園」 一般社団法人　壁なき演劇センター 東京都 4,000

果報プロデュース「あゆみ」 果報プロデュース 埼玉県 1,000

vol.72「ときじく」（仮） カムカムミニキーナ 東京都 4,000

関西芸術座公演「たこ焼きの岸本」 株式会社　関西芸術座 大阪府 2,000

LG21/22クロニクル（仮） 極東退屈道場 大阪府 2,000

吉祥寺GORILLA第5回公演「茶の間が水浸し」 吉祥寺GORILLA 東京都 1,000

公演NO.4「モナ美」 キノG-7 京都府 1,000

第44回本公演「報われし者のために」 一般社団法人　劇団　キンダースペース 埼玉県 2,000

義庵　2nd ACT 「審判」 義庵 東京都 1,000

名作劇場シリーズ「宝島」 空間再生事業劇団GIGA 福岡県 1,000

内田百閒没後50年記念公演「サラサーテの盤」 くじら企画 大阪府 2,000

くちびるの会　第7弾『3-サン-(仮)』 くちびるの会 東京都 1,000

工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10第22回公演「和解」（仮） 工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10 大阪府 1,000

ニットキャップシアター『カレーと村民』 一般社団法人　毛帽子事務所 京都府 4,000

劇団献身第16回本公演「最悪な大人」 劇団　献身 東京都 2,000
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計111件・236,000千円）

助成対象活動名 団体名
団体

所在地
助成金交付予定額

(単位：千円)

ゲッコーパレード出張公演　劇場Ⅱ　『少女仮面』 ゲッコーパレード 埼玉県 1,000

イエローヘルメッツ　第1回本公演『ヴェニスの商人』 GMBH 東京都 4,000

劇壇ガルバ　第4回公演 劇壇ガルバ 東京都 1,000

『DADA』 幻灯劇場 京都府 2,000

虚空旅団第37回公演『フローレンスの庭』 虚空旅団 大阪府 2,000

2022年ツアー公演『全部あったかいものは』 コトリ会議 大阪府 1,000

左手と右手 小松台東 東京都 2,000

サスペンデッズ番外公演　『ベランダ』 サスペンデッズ 東京都 1,000

サルメカンパニー第7回公演『真夜中のタクシー』 サルメカンパニー 東京都 2,000

劇団ショーマンシップ公演「The Red Monster Cried」 有限会社　ショーマンシップ 福岡県 1,000

シアターねこカンパニー公演ー劇場文化と地域社会をつなぐリサーチ型クリエイ
ションー

特定非営利活動法人　シアターネットワークえひ
め

愛媛県 1,000

TPT THEATRE WORKSHOP コレクション2022『CLOUD 9』 有限会社　シアタープロジェクト・東京 東京都 1,000

『透明な山羊』東京・長崎公演 下鴨車窓 京都府 1,000

#32『ある晩（仮）』 合同会社　JACROW 東京都 2,000

ドキドキしていた 情熱のフラミンゴ 東京都 1,000

第9回公演「刺繍」 西瓜糖 東京都 2,000

松原俊太郎とスペースノットブランクによる新作 スペースノットブランク 東京都 2,000

ひとよひとよに呱々の声 世界劇団 愛媛県 2,000

BOH to Z Produce　『背くらべ』『続・背くらべ 〜親ガチャ編』2本立て Z system 大阪府 2,000

風景によせて2022（仮） ソノノチ 京都府 1,000

鎹（仮） TAAC 東京都 1,000

劇団態変2022年度新作公演 劇団　態変 大阪府 1,000

群羊 劇団　太陽族 大阪府 2,000

タカハ劇団「ヒトラーを画家にする話（仮）」 タカハ　劇団 東京都 4,000

タテヨコ企画第42回公演『ゾウとパンダと見えない虹のはなし（仮）』 劇団　タテヨコ企画 東京都 1,000

芸劇eyes plus 玉田企画『イドゥン』（仮） 玉田企画 東京都 2,000

玉造小劇店配給芝居vol.32「長い長い恋の物語」 玉造小劇店 大阪府 4,000

10周年記念公演「水曜日の男」 大体2mm 福岡県 1,000

劇団チャリT企画 #34「パワハラだのセクハラだの」（仮） 劇団　チャリT企画 東京都 2,000

カンパニーデラシネラ『気配（仮）』 株式会社　デラシネラ 東京都 2,000

せたがやこどもプロジェクト2022ステージ編「注文の多い料理店」 to R mansion 東京都 2,000

カクシンハン・プロデュース vol.1　シン・タイタス（仮） 株式会社　トゥービー 神奈川 2,000

第13回公演「春夏秋冬」 一般社団法人　tokyo　sisters 東京都 2,000

TOKYOハンバーグ合同企画 Vol，4+演劇ネットワーク＠丸尾『青空から遠くはなれて
（仮）』

劇団　TOKYOハンバーグ 神奈川 2,000
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計111件・236,000千円）

助成対象活動名 団体名
団体

所在地
助成金交付予定額

(単位：千円)

TOHOKU Roots Project Vol.4『私の青空〜My Blue Heaven〜』 一般社団法人　東北ルーツプロジェクト 東京都 4,000

飛ぶ劇場　Vol.44『meeting of the livingdead』 飛ぶ劇場 福岡県 2,000

第28回公演「梶山太郎氏の憂鬱と微笑」 劇団　道学先生 東京都 2,000

dracom 演劇会　『東之淵』 dracom 大阪府 1,000

ばがすまぬばがぬ物語〜はなしごえ（仮） 南船北馬 沖縄県 1,000

「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 10,000

ヌトミック『SUPERHUMAN 2022(OUT SIDE EDITION)』（仮） ヌトミック 東京都 2,000

コノマチノナマエハ？(仮) ノアノオモチャバコ 神奈川l県 1,000

劇団俳小公演「マギーの博物館」 株式会社　劇団　俳小 東京都 1,000

『城崎温泉、最後の芸者たち（仮題）』 ハイドロブラスト 埼玉県 1,000

『ディグ・ディグ・フレイミング！』 合同会社　範宙遊泳 東京都 2,000

Pカンパニー第37回公演『いかけしごむ』『トイレはこちら』2本立て 株式会社　Pカンパニー 東京都 1,000

風姿花伝プロデュースvol.9「おやすみ、母さん」（仮題） 合同会社　風姿花伝プロデュース 東京都 4,000

地域間芸術交流普及促進事業2022「かのじょは、夏」（仮） 一般社団法人　舞台芸術制作室無色透明 広島県 2,000

10周年記念公演『新作』 ブルーエゴナク 福岡県 2,000

Project Nyx第25回公演　「初級革命講座　飛龍伝」 株式会社　Project Nyx 東京都 2,000

Myrtle Arts Vol.4　ひとつオノレのツルハシで 一般社団法人　Myrtle Arts 東京都 1,000

第38回公演「プラズマ　2022」大阪・東京二都市公演 無名　劇団 大阪府 1,000

ももちの世界 #8『指が散る（仮）』 ももちの世界 京都府 2,000

芸劇eyes 青年団リンク　やしゃご「きゃんと、すたんどみー、なう。」 やしゃご 東京都 1,000

遊劇体#65『灯灯ふらふら』 遊劇体 京都府 1,000

ゆうめい『ブロマンス(仮)』 ゆうめい 神奈川県 2,000

トリガー 一般社団法人　ユニークポイント 静岡県 2,000

ラッパ屋第47回公演「君に贈るゲーム（仮）」 ラッパ屋　合同会社 東京都 4,000

vol.9「WORK OF LIFE（仮）」 ルドルフ 京都府 1,000

『ロマンティックコメディ』 合同会社　ロロ 東京都 4,000

連結の子 ONEOR8 東京都 2,000

「わたしとわたし、ぼくとぼく」全国ツアー 株式会社　うりんこ 愛知県 2,000

第34回鹿児島県子ども芸術祭典離島及び県内5月コース 鹿児島県子ども芸術祭典実行委員会 鹿児島県 4,000

鹿児島県内「舞台芸術との感動ふれあい巡回事業2022」
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 2,000

「スクラム☆ガッシン〜準備完了！第2号計画’」新潟市小学校巡回公演 有限会社　劇団　風の子 東京都 4,000

みんなのふるさとこどものげきじょう2022 企業組合　劇団　風の子九州 福岡県 2,000

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 4,000

子どもと舞台芸術大博覧会2022 子どもと舞台芸術大博覧会実行委員会 東京都 4,000
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計111件・236,000千円）

助成対象活動名 団体名
団体

所在地
助成金交付予定額

(単位：千円)

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 10,000

2022年第50回夏休み児童・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 4,000

あかちゃんとおとなのための演劇ベイビーシアター「水の駅」 BEBERICA theatre company 京都府 1,000

みんなで人形劇〜多世代鑑賞の人形劇公演〜 一般社団法人　全国専門人形劇団協議会 東京都 2,000

人形劇団クラルテ第99回公演こどもの劇場『ペンギンたんけんたい』 有限会社　人形劇団クラルテ 大阪府 4,000

ひもルンぱ♪・まほうねずみのシュッポ 株式会社　人形劇団むすび座 愛知県 2,000

人形劇「9月0日大冒険」沖縄公演 有限会社　ひとみ座 神奈川県 4,000

エルマーのぼうけん　ファイナル 有限会社　劇団　プーク 東京都 2,000

第42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 4,000
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伝統芸能の公開活動（合計16件・38,000千円）

助成対象活動名 団体名
団体

所在地
助成金交付予定額

(単位：千円)

第九回 立合狂言会 特定非営利活動法人　ACT.JT 東京都 2,000

第七回あべの歌舞伎「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 5,000

伝承の会 公益社団法人　京都観世会 京都府 500

第71回「京都薪能」 一般社団法人　京都能楽会 京都府 3,000

第12回 乙女文楽定期公演 公益財団法人　現代人形劇センター 神奈川県 2,000

第2回 野村太一郎 能楽の会〜五世野村万之丞（八世野村万蔵）十七回忌追善特別公
演〜

有限会社　コースケ事務所 東京都 2,000

喜多流青年能 公益財団法人　十四世六平太記念財団 東京都 1,000

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 10,000

第七回　翔之會 矢車会 東京都 5,000

代々木果迢会令和４年度定例公演 代々木果迢会 東京都 1,000

長唄　稀曲の試み 長唄　稀曲の試み 東京都 500

琉球舞踊 古典七踊りを踊る「七心～ナナグクル～（仮）」第一夜・第二夜・第三夜 玉城流いずみ会 沖縄県 1,000

伶楽舎雅楽コンサートno.39 一般社団法人　伶楽舎 東京都 1,000

娯楽百貨5周年記念興行 娯楽百貨 東京都 1,000

らくご＠鶴川 特定非営利活動法人　鶴川落語会 東京都 1,000

第13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 2,000
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美術の創造普及活動（合計7件・9,500千円）

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)

アジア漆の造形と祈り展 アジア漆工芸学術支援事業実行委員会 栃木県 2,000

アトリエみつしま企画展「まなざす身体」 アトリエみつしま 京都府 500

雨引の里と彫刻 2022 雨引の里と彫刻実行委員会 茨城県 2,000

Open Storage 2022 ー拡張する収蔵庫ー 一般財団法人おおさか創造千島財団 大阪府 2,000

第3回PATinKyoto京都版画トリエンナーレ2022
第3回PATinKyoto京都版画トリエンナーレ推進委員
会

京都府 500

現代美術と詩の街中コラボレーション企画（仮） - 街とアートの文化交流プロジェ
クト

一般社団法人DRIFTERS INTERNATIONAL 東京都 500

鷲見和紀郎 個展 特定非営利活動法人BankART1929 神奈川県 2,000
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多分野共同等芸術創造活動（合計12件・14,000千円）

助成対象活動名 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.0～10／リ・クリエーション（仮） アートエリアB1 大阪府 1,000

楽市楽座（第二回） 特定非営利活動法人　ACT.JT 東京都 1,000

現代芸能「獅子と仁人」劇場公演およびライブストリーミング配信公演 株式会社　イッカク 東京都 2,000

「椅子」（仮題）上演 Utervision Company Japan 東京都 1,000

ひびのこづえ展 公益財団法人　熊本市美術文化振興財団 熊本県 2,000

2022年クリエイティブ・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 2,000

『大東京・映像と音楽と挿画の一九三一年型モダン昭和』立体化再現創作公演 ぐらもくらぶ 千葉県 500

東京ビエンナーレ2023プレイベント−アート×産業×コミュニティ− 一般社団法人　東京ビエンナーレ 東京都 2,000

現代神楽「玉垂」 藤枝　守 福岡県 500

人文社会連携プログラム「アート＆サイエンス・プロジェクト」 森脇　裕之 東京都 500

近藤良平百年大作戦『日本文化の新発見』 リンゴ企画実行委員会 東京都 500

ラウドヒル計画ハイポジション公演「Walk on the Wild Side」(仮) ROCKSTAR　有限会社 東京都 1,000
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国内映画祭等の活動　映画祭（合計18件・31,900千円）

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)

あいち国際女性映画祭２０２２ 公益財団法人あいち男女共同参画財団 愛知県 2,000

イメージフォーラム・フェスティバル2022 イメージフォーラム 東京都 1,200

カナザワ映画祭２０２２ 一般社団法人映画の会 石川県 600

第6回 尾道映画祭 2023 尾道映画祭実行委員会 広島県 1,200

第28回KAWASAKIしんゆり映画祭2022 特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ 神奈川県 1,200

第28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 600

神戸発掘映画祭2022 神戸映像アーカイブ実行委員会 兵庫県 600

第２７回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡 新潟県 300

ドキュメンタリー・ドリーム・ショーー山形in東京2022 シネマトリックス 東京都 1,200

第31回しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会 島根県 2,000

第25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 1,200

第16回 田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会 和歌山県 1,200

第23回東京フィルメックス/ TOKYO FILMeX 2022 認定特定非営利活動法人東京フィルメックス 東京都 5,000

なら国際映画祭2022 特定非営利活動法人なら国際映画祭 奈良県 5,000

第２８回函館港イルミナシオン映画祭２０２２ 函館港イルミナシオン映画祭実行委員会 北海道 1,200

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2022 特定非営利活動法人ゆうばりファンタ 北海道 5,000

第４７回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会 大分県 1,200

ヨコハマ・フットボール映画祭２０２２
特定非営利活動法人横浜スポーツコミュニケーショ
ンズ

神奈川県 1,200

国内映画祭等の活動　日本映画上映活動（合計6件・2,700千円）

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)

つながる・つなげるシネマフェスティバル2022 有限会社イメージ・サテライト 東京都 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 300

福岡バリアフリーシアター2022 有限会社九州シネマ・アルチ 福岡県 600

「お終活」長崎県島めぐり上映会 有限会社長崎県映画センター製作普及部 長崎県 300

生誕90年　映画監督　大島渚 日本映画大回顧展上映実行委員会 大阪府 600

キャメラマン　木村大作特集 公益財団法人山口市文化振興財団 山口県 600
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地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演（合計54件・75,500千円）

都道府県 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.20 一般社団法人舞藝舎 あさひサンライズホール 1,000

北海道 North JAM Session 2022 公益財団法人札幌市芸術文化財団 札幌芸術の森 3,000

福島県
開館5周年記念　N 響メンバー「ALL STAR STRING ENSEMBLE
CONCERT」ラッピング事業

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) 2,000

福島県 第九回市民参加のてづくり舞台
公益財団法人会津若松文化振興財
団

會津風雅堂 1,000

福島県 住民参加型タップダンス公演
公益財団法人会津若松文化振興財
団

会津若松市文化センター 500

茨城県
ひたち市民オペラ２５周年記念公演 歌劇トゥーランドットハイライ
ト＆オペラガラコンサート

公益財団法人日立市民科学文化財
団

日立市日立市民会館 3,000

栃木県
小山市立文化センター×アーティストと創るプロジェクト「バロッ
ク音楽で辿る室内楽とオペラの世界（仮）」

小山市立文化センター運営共同事
業体

小山市立文化センター 500

埼玉県
秩父宮記念市民会館主催公演／新国立劇場ダンス「森山開次　新
版・NINJA」

秩父市 秩父宮記念市民会館 2,000

千葉県 見る、知る、伝える千葉〜創作狂言　ちば笑い（仮）〜 公益財団法人千葉県文化振興財団 青葉の森公園芸術文化ホール 500

千葉県 開館２５周年記念　南総の第九2022 公益財団法人千葉県文化振興財団 千葉県南総文化ホール 1,000

千葉県 TOSO DANCE FESTIVAL RISE2 公益財団法人千葉県文化振興財団 千葉県東総文化会館 500

東京都 めぐろパーシモンホール開館20周年記念イベント
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 2,000

東京都 第35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 1,000

東京都 吉祥寺ダンスリライトvol.3 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 1,000

東京都 生で聴く"のだめカンタービレ"の音楽会 vol.6　吹奏楽公演
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 1,000

神奈川県 KIDS DAY! 株式会社横浜メディアアド
横浜市神奈川区民文化センター(かなっ
くホール)

500

神奈川県
オペラ宅配便シリーズ　番外編　「オペラ作曲家たちの歌曲のひみ
つ」（仮）

公益財団法人横須賀芸術文化財団
横須賀芸術劇場(ヨコスカ・ベイサイ
ド・ポケット)

500

新潟県
新潟県中越沖地震15周年復興記念／柏崎市文化会館アルフォーレ10
周年記念　未来へつなぐコンサート

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 1,000

富山県
トルヴェール・クヮルテットwithコスモホール・フレンズ　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(入善コスモホール) 500

富山県 山田和樹指揮　読売日本交響楽団　富山公演 公益財団法人富山市民文化事業団
富山市芸術文化ホール(オーバード・
ホール)

3,000

石川県 金沢ティーンズミュージカル第13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 1,000

石川県 BIG APPLE in NONOICHI 2022
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(フォルテ) 1,000

福井県 開館25周年記念事業　ミュージカル「雪の女王」
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)

3,000

長野県 オペラ『御柱』
公益財団法人おかや文化振興事業
団

岡谷市文化会館(カノラホール) 3,000

岐阜県 大阪フィルハーモニー交響楽団　第46回岐阜定期演奏会 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)

2,000

静岡県 市民吹奏楽団マリナート・ウインズ 清水文化事業サポート株式会社 静岡市清水文化会館(マリナート) 2,000

静岡県 オリジナル舞台作品「FLASH! 〜アベハナネヴァーエンド〜」公演 静岡市文化振興財団共同事業体 静岡市民文化会館 2,000

愛知県 Special Dancers’ Gifts　〜親愛なる Mother Earth〜
公益財団法人名古屋市文化振興事
業団

名古屋市千種文化小劇場(ちくさ座) 500

愛知県 子どもアートピア2022
公益財団法人名古屋市文化振興事
業団

名古屋市青少年文化センター(アートピ
ア)

2,000

愛知県 NAGOYA GROOVIN' SUMMER 2022
公益財団法人名古屋市文化振興事
業団

名古屋市芸術創造センター 500

愛知県
ようこそコロネットシリーズ　Just 2 Hours!!〜120分で知る名曲コ
ンサート〜（仮）

SPS・トーエネック・ピーアンド
ピー共同事業体

岡崎市シビックセンター 500

滋賀県 さきらジュニアオーケストラ第13回定期演奏会
株式会社ケイミックスパブリック
ビジネス

栗東芸術文化会館(さきら) 1,000

滋賀県 山海塾『かがみの隠喩の彼方へ−かげみ』 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) 2,000

京都府 府民参加型 子どものための完全オリジナル音楽劇（タイトル未定） 創 京都府立府民ホール(アルティ) 1,000

大阪府 SHOW劇場vol.15 「天守物語」
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) 1,000

兵庫県 第37回 伊丹市民オペラ定期公演『蝶々夫人』 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) 3,000

兵庫県 第19回西宮太鼓フェスティバル 公益財団法人西宮市文化振興財団
西宮市民会館(アミティ・ベイコムホー
ル)

500
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地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演（合計54件・75,500千円）

都道府県 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)

兵庫県 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(アワーズホール) 1,000

兵庫県 神戸アートビレッジセンター 演劇事業 プロデュース公演
公益財団法人神戸市民文化振興財
団

神戸アートビレッジセンター(KAVC（か
ぶっく）)

1,000

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 500

兵庫県
第31回みつなかオペラ　モーツァルト：歌劇「コジ・ファン・
トゥッテ」

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 3,000

鳥取県 境港市民交流センター開館記念　演劇集団　円　「河童の三平」 きさらぎ・さんびる共同企業体 境港市民交流センター(みなとテラス) 1,000

島根県 しまね県民オペラ2023　オペラ『ラ・ボエーム』 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県民会館 3,000

広島県 人気ソリスト達によるスーパーピアノトリオコンサート 公益財団法人広島市文化財団 広島市東区民文化センター 1,000

広島県
いきいきクラシック　おはなしオペレッタ「いばら姫（眠れる森の
美女）」

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 500

広島県 はつかいち　ニューイヤー・ガラ・コンサート2023
公益財団法人廿日市市芸術文化振
興事業団

はつかいち文化ホール(ウッドワンさく
らぴあ)

1,000

広島県 呉信用金庫ホールオープンデイVol.3
呉信用金庫ホールオープンデイ実
行委員会

呉市文化ホール(呉信用金庫ホール) 1,000

山口県 第２２回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート2023＞ 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)

2,000

山口県 長門文楽 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)

2,000

徳島県 The NEXT from Tokushima〜徳島ゆかりのアーティスト応援事業〜 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) 1,000

香川県
人形劇場とらまる座開館30周年記念行事・とらまる人形劇カーニバ
ル2022

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 1,000

鹿児島県 新指宿市民会館オープニングイベント 指宿市 指宿市民会館 1,000

鹿児島県
奄美パーク開園20周年記念奄美群島伝統芸能の祭典　“島々の饗
宴”

奄美群島広域事務組合 鹿児島県奄美パーク 3,000

大学
ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団第61回定期演奏会　コンサー
トオペラ公演「無人島」

学校法人大阪音楽大学 ザ・カレッジ・オペラハウス 1,000
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地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示（合計45件・94,000千円）

都道府県 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 札幌美術展　昨日の名残　明日の気配 公益財団法人札幌市芸術文化財団 札幌芸術の森（札幌芸術の森美術館） 3,000

北海道 生誕100年　藤川叢三展 公益財団法人札幌市芸術文化財団 本郷新記念札幌彫刻美術館 500

福島県 亀井至一、竹二郎兄弟をめぐる人々展 郡山市 郡山市立美術館 3,000

茨城県 齋藤隆三と日本美術院の画家たち（仮称） 茨城県
茨城県近代美術館天心記念五浦分館
(茨城県天心記念五浦美術館)

2,000

茨城県 速水御舟展 茨城県 茨城県近代美術館 2,000

茨城県 欲しいがみつかるうつわ展Ⅱ（仮称） 茨城県 茨城県陶芸美術館 2,000

茨城県 立花文穂展（仮称） 公益財団法人水戸市芸術振興財団 水戸芸術館(現代美術ギャラリー) 3,000

栃木県
栃木県立博物館開館40周年記念特別企画展 「鑑真和上と下野薬師
寺 〜天下三戒壇でつながる信仰の場〜 」

栃木県 栃木県立博物館 3,000

栃木県 川島理一郎展 足利市 足利市立美術館 2,000

埼玉県 市制施行100周年・開館20周年記念特別展　小茂田青樹展 川越市 川越市立美術館 3,000

埼玉県 桃源郷通行許可証 埼玉県 埼玉県立近代美術館 3,000

千葉県
令和4年度企画展「船橋小学校創立150周年記念　アーティストと
子供たちアート体験プロジェクト／船橋小学校×笠木絵津子＆船
橋市所蔵作品展 磯田長秋－船橋市本町に暮らした日本画家」

公益財団法人船橋市文化・スポー
ツ公社

船橋市民ギャラリー 500

東京都 西行—語り継がれる漂泊の歌詠み— 公益財団法人五島美術館 公益財団法人五島美術館 3,000

東京都 日本の新進作家　vol.19 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館 3,000

東京都 彫刻刀が刻む戦後日本—２つの民衆版画運動 町田市 町田市立国際版画美術館 3,000

東京都 朔太郎大全2022　萩原朔太郎展（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 2,000

神奈川県 あざみ野コンテンポラリーvol.13 CLOTH ×OVER
公益財団法人横浜市芸術文化振興
財団

横浜市民ギャラリーあざみ野 1,000

神奈川県 播磨みどり個展（仮） 藤沢市
藤沢市アートスペース(FAS（エファー
ス）)

1,000

神奈川県 特別展「地図最前線—紙の地図からデジタルマップへ—」 神奈川県 神奈川県立歴史博物館 3,000

長野県 小林紀晴展　縄文の庭（仮） 株式会社地域文化創造 茅野市民館（茅野市美術館） 2,000

静岡県 東海道の美　駿河への旅 公益財団法人静岡市文化振興財団 静岡市美術館 3,000

愛知県 加藤民吉の真実—天草における九州修業—（仮称） 公益財団法人瀬戸市文化振興財団 瀬戸市美術館 2,000

愛知県
藤島武二　スケッチ百花  -大川美術館コレクションと名品の彩り
-

稲沢市 稲沢市荻須記念美術館 2,000

三重県
開館40周年／県名「三重県」誕生150周年　岡田米山人・半江展
（仮称）

三重県 三重県立美術館 3,000

三重県 第32回企画展「三重の円空」 三重県 三重県総合博物館(MieMu) 2,000

滋賀県 企画展「（仮称）上田道三−彦根の歴史風景を描く−」 彦根市 彦根城博物館 500

京都府
生誕100年記念ドナルド・キーン　ドナルド・キーンと画家・井澤
元一

公益財団法人京都文化財団 京都府京都文化博物館 1,000

大阪府 豊中ゆかりの画家5人展（仮） 豊中市 豊中市立文化芸術センター 500

兵庫県
西宮市大谷記念美術館開館50周年記念特別展　Back to the 1972
50年前の現代美術へ

公益財団法人西宮市大谷記念美術
館

西宮市大谷記念美術館 3,000

兵庫県 リニューアル・オープン記念「信長と戦った武将・荒木村重展」 伊丹ミュージアム運営共同事業体
市立伊丹ミュージアム(I / M（アイ
ム）)

3,000

兵庫県 関西の80年代展（仮称） 兵庫県 兵庫県立美術館 3,000

兵庫県 2022年度企画展Ⅱ　中辻悦子展(仮称)
株式会社シマブンコーポレーショ
ン

BBプラザ美術館 1,000

奈良県 こもりくの初瀬　祈りのかたち 奈良県 奈良県立万葉文化館 2,000

島根県 平川紀道・野村康生展（仮称） 島根県 島根県立石見美術館 3,000

広島県 呉市制120周年・開館40周年記念　呉の美術　激動の時代を越えて 公益財団法人呉市文化振興財団 呉市立美術館 3,000

香川県
高松市歴史資料館第80回企画展「お話・描く・物語る〜絵空事の
愉しみ〜」(仮)

高松市 高松市歴史資料館 500
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地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示（合計45件・94,000千円）

都道府県 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 今井俊介展（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(MIMOCA) 3,000

香川県
特別展　「風景が物語る瀬戸内の力 —自然・歴史・人の共鳴—
（仮）」

香川県 香川県立ミュージアム 3,000

高知県 合田佐和子展 公益財団法人高知県文化財団 高知県立美術館 3,000

福岡県 ホワイトウォールプロジェクト　田中千智展 福岡市 福岡市美術館 1,000

熊本県 Paper: かみと現代美術（仮）
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 3,000

大学 ギャラリーリニューアル記念企画展「越境」(仮称) 学校法人京都精華大学 京都精華大学ギャラリー（仮称） 1,000

大学 ファムケ・ヘルグラーブ個展（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 1,000

大学 近松半二 — 奇才の浄瑠璃作者 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 1,000

大学
ヴィジョン・オブ・アオモリ vol.18 西川©友美展「ちょもらん
ま」

公立大学法人青森公立大学 国際芸術センター青森(ACAC) 500
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歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計6件・4,700千円）

都道府県 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)

秋田県 仙北市角館町割400年記念　シンポジウム及び記録報告書作成活動 仙北市 500

群馬県 後藤プロジェクト ファッションタウン桐生推進協議会 1,000

石川県 寺町台地区伝統的建造物群保存地区「伝統的建造物群保存の記録」作成活動 寺町台まちづくり協議会 200

石川県 重要文化的景観普及啓発パンフレット作成 加賀市 500

兵庫県 丹波篠山市福住重要伝統的建造物群保存地区選定10周年記念事業 丹波篠山市 500

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 2,000
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民俗文化財の保存活用活動（合計13件・9,300千円）

都道府県 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 松前町郷土芸能伝承事業 松前町 200

岩手県 八幡平市無形民俗文化財電子映像記録事業 八幡平市 500

埼玉県 秩父市民俗芸能大会 秩父市 200

千葉県 房総の郷土芸能２０２２ 房総の郷土芸能２０２２実行委員会 1,000

千葉県 第１０回九十九里町郷土芸能まつり 九十九里町 1,000

神奈川県 第50回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 500

神奈川県 令和４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

長野県 柱松柴燈神事手引書作成・出版 小菅柱松柴燈神事保存会 500

静岡県 大神楽祭2023 静岡市 1,000

京都府 京都の六斎念仏に関する過去の記録映像資料の活用事業 学校法人佛教教育学園 200

兵庫県 丹波篠山秋祭りの鉾山、110年振りの鉾復活事業 河原町通り無電柱化完成記念・鉾復活実行委員会 1,000

徳島県 第7回ジュニア浄瑠璃フェスティバル 徳島県 2,000

宮崎県 みやざきの神楽映像記録・魅力発信事業 宮崎県 1,000
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アマチュア等の文化団体活動（合計73件・59,700千円）

都道府県 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 創立25周年たきかわ車人形ひろみ座公演「この地に生きて」〜滝川開拓物語 特定非営利活動法人アートステージ空知 500

北海道 人形劇フェスティバル２０２３年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 1,000

北海道 人形浄瑠璃2022　さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座公演 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 1,000

青森県 劇団やませ　令和4年本公演「十三夜」 劇団やませ 500

青森県 第61回定期演奏会 青森市民交響楽団 500

青森県 弘前オペラ第50回記念公演　喜歌劇「こうもり」全3幕 弘前オペラ 2,000

青森県 リーディングライブ卍の城物語4 一般社団法人弘前芸術鑑賞会 1,000

岩手県
劇団ゆう設立30周年記念公演　ひよこ組子ども組合同公演「プリンセス・マーメイ
ド」劇団ゆうミュージカルダンスナンバーステージ　劇団ゆう旗揚げ公演復刻版「ボ
ク、天使をみたよ…（復刻版）」

特定非営利活動法人劇団ゆう 200

宮城県 佐取純子モダンバレエスタジオ　創作舞踊「洽く光〜東北のこころ2022〜」 佐取純子モダンバレエスタジオ 1,000

宮城県
ＳＣＳミュージカル研究所公演　オリジナルミュージカル『鬼っ子村の座敷わらし』
（仮称）

一般財団法人SCSミュージカル研究所 2,000

山形県 北村山吹奏楽団創立20周年記念　第20回秋のコンサート 北村山吹奏楽団 200

山形県 酒田吹奏楽団　創立５０周年記念　第５０回定期演奏会 酒田吹奏楽団 200

福島県 復興祈念　新春の第九　みんなで歌う第九の会　第10回特別演奏会 みんなで歌う第九の会 2,000

福島県 しらかわ演劇塾　第７回公演「（仮題）青い目の人形」 しらかわ演劇塾 1,000

栃木県
OYAMAオペラアンサンブル第30回記念公演　ヨハン・シュトラウス作曲　喜歌劇「こ
うもり」全三幕

OYAMAオペラアンサンブル 1,000

埼玉県 ちちぶオペラ公演創作オペラ「くるみ割り人形」 ちちぶオペラ 1,000

埼玉県 女声合唱団　翠声会Ⅱ組　第１０回演奏会　ー創立３０周年記念ー 女声合唱団翠声会Ⅱ組 500

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 200

東京都 第１３回ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ国際交流公演 ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ 1,000

東京都 荒川区民オペラ　夏のヴェルディ祭 荒川区民オペラ 500

東京都 キッズパフォーマンス集団ほしかぜ第三回公演「異世界ア・ラ・モード」 一般社団法人ほしかぜ 1,000

東京都 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 1,000

東京都 第27回定期演奏会 渋谷混声合唱団 500

東京都 町田市民ミュージカル2022 町田市民ミュージカルの会 1,000

東京都 東京ジュニアオーケストラソサエティ　第22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

1,000

神奈川県 第48回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 200

神奈川県 第8回川崎郷土・市民劇「おーい！煙突男よ　— 天空百三十尺の風 — 」 川崎郷土・市民劇上演実行委員会 1,000

神奈川県 遊行かぶき公演「小栗判官と照手姫─愛の奇蹟」 遊行舎 1,000

神奈川県 第２８回ヴィサン《人生百歳》ジョイント・コーラスフェスティバル 神奈川県合唱連盟 200

新潟県 第１９回里山アート展 特定非営利活動法人コスモ夢舞台 200

富山県 ALEGRIA 20周年記念フラメンコ公演 ALEGRIA 2,000

富山県 第38回高岡薪能　国宝瑞龍寺薪能 高岡能楽会 1,000

富山県 第４回とやま世界こども舞台芸術祭（PAT2022） とやま世界こども舞台芸術祭実行委員会 2,000

石川県 【演劇は生きる力・希望】キッズ☆クルー第25回公演「銀河鉄道の夜」 キッズ☆クルー 1,000

石川県 【珠洲から発信するオペラの力】創作オペラ「海翔る龍」銭屋五兵衛と北前船　公演 一般社団法人金澤芸術文化交流ネットサルーテ 1,000

福井県 第18回まるおか子供歌舞伎 まるおか子供歌舞伎を支える会 2,000

長野県 第２５回まつもと演劇祭 まつもと演劇祭実行委員会 1,000
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アマチュア等の文化団体活動（合計73件・59,700千円）

都道府県 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)

岐阜県 可児市民第九合唱団　第９回定期演奏会 可児市民第九合唱団 1,000

愛知県 クール・ジョワイエ　創立50周年記念演奏会 クール・ジョワイエ 500

愛知県 日中国交正常化50周年記念　愛・地球発　二胡のふるさと　第17回桜二胡音楽会2022 特定非営利活動法人チャン・ビン二胡演奏団 500

愛知県 愛知祝祭管弦楽団　ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」 愛知祝祭管弦楽団 1,000

京都府 吹奏楽団ベリーズけいはんな　第１０回記念演奏会 吹奏楽団ベリーズけいはんな 500

京都府 第8回全国学生演劇祭 日本学生演劇プラットフォーム 1,000

京都府 第30回東九条マダン 東九条マダン実行委員会 500

大阪府 河内長野吹奏楽団ブルーウインズ創団３０周年記念演奏会 河内長野吹奏楽団ブルーウインズ 500

大阪府
＜世界的名作　ブロードウェイ・ミュージカルの華＞ミュージカル「サウンド オブ
ミュージック」（全二幕／日本語上演）

島本音楽協会 500

大阪府 第２６回全国学生邦楽フェスティバル 全国学生邦楽フェスティバル実行委員会 200

大阪府 合唱団かえで　第11回演奏会 合唱団かえで 200

大阪府 男声合唱団　銀河第１１回定期演奏会 男声合唱団銀河 200

兵庫県 宝塚市交響楽団　第70回記念定期演奏会 宝塚市交響楽団 200

兵庫県 大石輝一没後50年展 アートシティさんだ研究会 500

兵庫県 KOBEスティールパンカーニバル2022 アスタ新長田スティールパン振興会 500

兵庫県 神戸フィルハーモニック第84回定期演奏会 一般社団法人神戸フィルハーモニック協会 500

兵庫県 志童和太鼓フェスティバル2022（仮） 志童サポートクラブ 200

奈良県 第47回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 2,000

和歌山県 第２３回　万葉薪能 特定非営利活動法人和歌の浦万葉薪能の会 1,000

和歌山県 第6回　紀州の民話をオペラに公演「川合小梅とその周辺」 紀州の民話をオペラに実行委員会 200

和歌山県 Ensemble Mikanier 第15回定期演奏会 - Fusion - Ensemble Mikanier 500

和歌山県 劇団ZERO公演 劇団ZERO 500

島根県 第３１回　県民手づくり第九コンサートｉｎ島根 島根第九をうたう会 1,000

岡山県 第15回記念公演　和太鼓フェスティバル 備中温羅太鼓 500

徳島県 ６０周年記念野外彫刻展 徳島彫刻集団 500

徳島県 第５回　阿波の国子ども歌舞伎公演　〜感動を広げよう〜 特定非営利活動法人阿波の国子ども歌舞伎 1,000

香川県 第３２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 200

福岡県 ５０回記念定期演奏会 久留米児童合唱団 500

福岡県 交声曲「海道東征」合唱組曲「筑後川」演奏会 海道東征演奏会実行委員会 2,000

福岡県 レクイエムin北九州2022　長野力哉追悼演奏会 レクイエムin北九州実行委員会 500

鹿児島県
かごしまの子どもたちが創った音楽（第３７回鹿児島県児童生徒作曲コンクール受賞
作品演奏会）

特定非営利活動法人鹿児島作曲協会 200

鹿児島県 島民創作ミュージカル「えらぶ百合物語」 百合の会 1,000

鹿児島県 鹿児島県子ども劇場50周年記念　第11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 2,000

全国
第２２回全国中学校総合文化祭福岡大会　兼　第２０回福岡県中学校総合文化祭北九
州・京築地区大会

全国中学校文化連盟 200

全国 第42回全日本少年少女合唱祭全国大会「高槻大会」 全日本少年少女合唱連盟 1,000

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 2,000
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伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計7件・9,500千円）

都道府県 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 2,000

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 1,000

京都府 京鹿子娘道成寺の衣装の復元をし京絞りの技術を残す 日本茜伝承プロジェクトチーム 2,000

京都府
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（掛軸の修理に使用する裏打紙〜美濃紙・美栖紙・宇陀紙）

一般社団法人伝統技術伝承者協会 1,000

鳥取県 伯耆しあわせの郷　織物教室　３０周年展 伯耆しあわせの郷織物教室 500

岡山県 ノリウツギ樹皮の採取および栽培技術伝承活動４ 合同会社伝統工芸木炭生産技術保存会 1,000

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 2,000

19



 



令和４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」及び募集案内等で定め

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 企画意図及び目標、内容が具体的であり、優れた企画性や創造性を

有していること 

イ 企画意図及び目標、内容に沿って、芸術的成果を上げることが期待

できること 

ウ 団体及び活動の今後の発展に期待が持てること 

 

【運営・その他】 

エ 活動の予算積算が明確かつ適切であること 

オ 団体の運営が適正であること 

カ 観客層拡充等に努める活動計画であること 

キ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

○４段階で評価する項目（ア～ウ） 

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段階で評価する項目（エ～キ） 

評価区分 内     容 

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 企画意図及び目標、内容が具体的であり、優れた企画性や創造性を

有していること 

イ 企画意図及び目標、内容に沿って、芸術的成果を上げることが期待

できること 

ウ 団体及び活動の今後の発展に期待が持てること 

 

【運営・その他】 

エ 観客層拡充等に努める活動計画であること 

オ 活動の予算積算が明確かつ適切であること 

カ 団体の運営が適正であること 

キ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

○４段階で評価する項目（ア～オ、キ） 

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段階で評価する項目（カ） 

評価区分 内 容 

Ｂ 適正    

Ｃ やや不適正 

Ｄ 不適正   

 

 

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 企画意図及び目標、内容が具体的であり、優れた企画性や創造性を

有していること 

イ 企画意図及び目標、内容に沿って、芸術的成果を上げることが期待

できること 

ウ 特定の芸術分野を超えた独創性や先駆性が認められること 



エ 団体及び活動の今後の発展に期待が持てること 

 

【運営・その他】 

オ 活動の予算積算が明確かつ適切であること 

カ 団体の運営が適正であること 

キ 観客層拡充等に努める活動計画であること 

ク 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

○４段階で評価する項目（ア～エ） 

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段階で評価する項目（オ～ク） 

評価区分 内     容 

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 

《映画祭》 

【企画内容】 

ア 活動の目的及び内容が助成の趣旨に合致していること  

イ 活動計画が助成の趣旨の実現にとって適切であること 

ウ 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 

【地域振興】 

エ 開催地域との連携・協力が充分であり、映像芸術又は地域の文化の

振興に資する活動であること 

【運営】 

オ 団体の運営や活動の予算積算等が適正であること 

【社会性】 

カ 活動が、様々な人々に鑑賞や参加の機会を提供しようとするもので

あること 

【その他】 

キ 助成の緊要度が高い活動であること 

《日本映画上映活動》 

【企画内容】 

ア 活動の目的及び内容が助成の趣旨に合致していること  

イ 活動計画が助成の趣旨の実現にとって適切であること 



ウ 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 

【地域振興】 

エ 開催地域と連携・協力のもと、地域の文化の振興に資する特色のあ

る活動であること 

【運営】 

オ 団体の運営や活動の予算積算等が適正であること 

【社会性】 

カ 活動が、様々な人々に鑑賞や参加の機会を提供しようとするもので

あること 

【その他】 

キ 助成の緊要度が高い活動であること  

 

（２）評価の区分 

○４段階で評価する項目（ア～キ） 

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 活動の目的及び内容が助成の趣旨に合致していること 

イ 活動計画から助成の趣旨を実現することが可能であること 

ウ 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 

【地域振興】 

エ 地域の文化の振興に資する活動であること 

【運営】 

オ 団体の運営や活動の予算積算等が適正であること 

【社会性】 

カ 活動が様々な人々に鑑賞、参加、体験の機会を提供しようとするも

のであること 

【その他】 

       キ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

○４段階で評価する項目（ア～キ） 

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 活動の目的及び内容が助成の趣旨に合致していること 

イ 活動計画から助成の趣旨を実現することが可能であること 

ウ 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 

【地域振興】 

エ 地域の文化の振興に資する活動であること 

【運営】 

オ 団体の運営や活動の予算積算等が適正であること 

【社会性】 

カ 活動が様々な人々に鑑賞、参加、体験の機会を提供しようとするも

のであること 

【その他】 

       キ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

○４段階で評価する項目（ア～キ） 

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 活動の目的及び内容が助成の趣旨に合致していること 

イ 活動計画から助成の趣旨を実現することが可能であること 

ウ 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 

【地域振興】 

エ 地域の文化の振興に資する活動であること 

【運営】 

オ 団体の運営や活動の予算積算等が適正であること 

【社会性】 

カ 活動が様々な人々に鑑賞、参加、体験の機会を提供しようとするも

のであること 

【その他】 

       キ 助成の緊要度が高い活動であること    

 

（２）評価の区分 

○４段階で評価する項目（ア～キ） 



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 活動の目的及び内容が助成の趣旨に合致していること 

イ 活動計画から助成の趣旨を実現することが可能であること 

ウ 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 

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 

【社会性・地域振興】 

オ 活動が社会的に開かれ、地域の文化の振興に資する活動であること 

【運営】 

カ 団体の運営や活動の予算積算等が適正であること 

【その他】 

 キ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

○４段階で評価する項目（ア～キ） 

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 中　村　孝　義

　 委員長代理 衛　　　紀　生
委員長代理 霜　鳥　秋　則

猪　崎　弥　生
尾　﨑　正　明
柏　原　寛　司
児　玉　竜　一
後　藤　　　治  
齊　藤　孝　正
新  藤　次  郎
西　川　信　廣
野　平　一　郎
福　島　明　夫

　 森　西　真　弓
山　脇　晴　子

○ 部　　会

部会長 西　川　信　廣 （運営委員会運営委員）
部会長代理 猪　崎　弥　生 （運営委員会運営委員）

尾  﨑　正  明 （運営委員会運営委員）
野　平　一　郎 （運営委員会運営委員）
片　桐　卓　也 （音楽専門委員会主査）
池　野　　　惠 （舞踊専門委員会主査）
渡　辺　　　弘 （演劇専門委員会第1分科会主査）
白　川　浩　司 （演劇専門委員会第2分科会主査）
飯　島　　　満 （伝統芸能・大衆芸能専門委員会主査）
橋　本　善　八 （美術専門委員会主査）
油　井　雅　和 （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 衛  　　紀  生 （運営委員会運営委員）
部会長代理 森　西　真　弓 （運営委員会運営委員）

尾  﨑　正  明 （運営委員会運営委員）
中　川　俊　宏 （文化施設公演活動等専門委員会第1分科会主査）
渡　辺　真　弓 （文化施設公演活動等専門委員会第2分科会主査）
橋　本　善　八 （文化施設展示活動専門委員会主査）
池　田　恵　巳 （文化団体活動専門委員会主査）

文化財部会（3名）
部会長 齊　藤　孝　正 （運営委員会運営委員）
部会長代理 後　藤　　　治 （運営委員会運営委員）

上　野　勝　久 （文化財保存活用専門委員会主査）

舞台芸術・美術等部会（11名）

芸術文化振興基金運営委員会委員名簿



○専門委員会

小倉　多美子 ◎ 池野　惠 小林　由利子
小野　富士 〇 上野　房子 ◎ 白川　浩司

◎ 片桐　卓也 請川　幸子 高橋　正徳
〇 岸　純信 岡見　さえ 徳永　京子

遠山　菜穂美 木佐貫　邦子 〇 檜山　淳子
西村　理 児玉　初穂 藤田　千史
広瀬　大介 高橋　彩子 三戸　俊徳
藤野　一夫 高橋　森彦
村井　東樹 立木　燁子
室田　尚子 守山　実花

　 　
　

◎ 飯島　満 尾﨑　信一郎 上野　房子
佐藤　かんじ 小勝　禮子 岡見　さえ
佐藤　友美 小坂　智子 小林　由利子
高橋　葉子 〇 正村　美里 白川　浩司
寺田　詩麻 ◎ 橋本　善八 濱﨑　礼二
中村　真規 濱﨑　礼二 平井　章一
前川　文子 平井　章一 広瀬　大介

〇 前田　憲司 前川　文子
山中　玲子 〇 室田　尚子
油井　雅和 ◎ 油井　雅和

赤羽根　哲也 尾﨑　信一郎 ◎ 池田　恵巳
飯尾　洋一 小勝　禮子 岡田　晴久
古賀　弥生 小坂　智子 川井田　祥子
芳賀　由利子 〇 正村　美里 〇 新通　英洋
漢　幸雄 ◎ 橋本　善八 竹内　有一

〇 八反田　弘 濱﨑　礼二 田代　洋久
宮田　繁幸 平井　章一 毛利　直子
山本　宏子 和久井　彩

◎ 渡辺　真弓

◎ 上野　勝久
菊池　健策
鬼頭　秀明
黒川　廣子
佐々木　正直
姫野　由香

〇 茂木　栄
             ◎主査
             ○主査代理
            （五十音順）

国内映画祭等の活動(第２回募集分)の審査終了後発表

伝統芸能・大衆芸能
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（７名）

美術専門委員会（7名）
多分野共同等
専門委員会(１０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（８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）


