平成３０年度各都道府県、各指定都市の問合せ先及び提出締切日
※ 提出先は、団体の所在地の市町村となる場合があり、その場合は都道府県ごとの提出締切日より早い締切日
が設定されていることがありますので、各都道府県の担当部局に必ずお問い合わせください。
都道府県
指定都市

担

当 部 局（活 動 区 分）

電話番号

提出締切日
（必着）

北海道

環境生活部文化・スポーツ局文化振興課文化グループ

011-231-4111

札幌市

市民文化局文化部文化振興課（公演・展示・アマ）
市民文化局文化部文化財課（文化財）

011-211-2261
011-211-2312
017-734-9208

青森県

環境生活部県民生活文化課文化・NPO 活動支援グループ
（公演・展示・アマ）
教育庁文化財保護課文化財グループ（文化財）

岩手県

文化スポーツ部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局生涯学習文化課（文化財）

019-629-6485
019-629-6282

１０月２７日

宮城県

教育庁生涯学習課（公演・展示・アマ）
〃 文化財保護課（文化財）

022-211-3653
022-211-3683

１１月１日

文化観光局文化スポーツ部文化振興課（公演・展示・アマ）

022-214-6156

１１月１日

教育委員会生涯学習部文化財課（文化財）

022-214-8892

１０月３１日

観光文化スポーツ部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育庁生涯学習課文化財保護室（文化財）

018-860-1530
018-860-5192

１１月２日

観光文化スポーツ部県民文化スポーツ課（公演・展示・アマ）

教育庁文化財・生涯学習課（文化財）

023-630-2306
023-630-2880

１１月２日

福島県

文化スポーツ局文化振興課

024-521-7154

１０月２７日

茨城県

生活環境部生活文化課文化振興担当（公演・アマ）
教育庁総務企画部文化課芸術文化担当（展示）
〃
文化財担当（文化財）

029-301-2824
029-301-5445
029-301-5449

１０月２７日

栃木県

県民生活部県民文化課 (公演・展示・アマ)
教育委員会事務局文化財課（文化財）

028-623-2153
028-623-3424

１０月２７日

群馬県

生活文化スポーツ部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局文化財保護課（文化財）

027-226-2593
027-226-4686

１０月３１日

埼玉県

教育局市町村支援部生涯学習文化財課芸術文化推進担当
(公演・展示・アマ)
教育局市町村支援部生涯学習文化財課指定文化財保護担当
(文化財）

仙台市
秋田県
山形県

(内線 24-406)

１０月２７日
１０月２７日

１０月２７日
017-734-9920

048-830-6921
１０月２７日
048-830-6981

スポーツ文化局文化部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課（文化財）

048-829-1226
048-829-1723

１０月３１日

千葉県

環境生活部県民生活・文化課（公演・アマ）
教育庁教育振興部文化財課（展示・文化財）

043-223-2406
043-223-4082

１０月２７日

千葉市

市民局生活文化スポーツ部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局生涯学習部文化財課（文化財）

043-245-5961
043-245-5962

１０月２７日

さいたま市

公
展
ア

演：文化会館公演
示：美術館等展示
マ：アマチュア等の文化団体活動

文化財：歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
民俗文化財の保存活用活動
伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動

都道府県
指定都市

電話番号

提出締切日
（必着）

生活文化局文化振興部文化事業課(公演・展示・アマ)
教育庁地域教育支援部管理課（文化財）

03-5388-3154
03-5320-6862

１０月２７日

県民局くらし県民部文化課（公演・展示・アマ）
教育局生涯学習部文化遺産課（文化財）

045-210-3808
045-210-8351

１０月３１日

横浜市

文化観光局文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課（文化財）

045-671-3715
045-671-3284

１０月３１日

川崎市

市民文化局市民文化振興室（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局生涯学習部文化財課（文化財）

044-200-2029
044-200-3305

１０月２７日

市民局文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会生涯学習部文化財保護課（文化財）

042-769-8202
042-769-8371

１０月３１日

新潟県

県民生活・環境部文化振興課

025-280-5138

１０月２７日

新潟市

文化スポーツ部文化政策課（公演・展示・アマ）
文化スポーツ部歴史文化課（文化財）

025-226-2560
025-226-2575

１１月１日

富山県

生活環境文化部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会生涯学習・文化財室（文化財）

076-444-3455
076-444-3456

１０月２７日

石川県

県民文化スポーツ部文化振興課

076-225-1372

１０月２７日

福井県

観光営業部文化振興課

0776-20-0582

１０月３１日

山梨県

県民生活部生涯学習文化課（公演・アマ）
教育庁学術文化財課企画担当（展示）
〃
文化財保護担当（文化財）

055-223-1797
055-223-1790
055-223-1792

１０月２７日

長野県

県民文化部文化政策課芸術文化係 (公演・展示・アマ)
教育委員会事務局文化財・生涯学習課文化財係(文化財)

026-235-7282
026-235-7441

１０月２７日

岐阜県

環境生活部県民文化局文化創造課（公演・展示・アマ）
〃
文化伝承課（文化財）

058-272-8378
058-272-8754

１０月２７日

静岡県

文化・観光部文化局文化政策課

054-221-2252

１０月２７日

静岡市

観光交流文化局文化振興課

054-221-1040

１０月３１日

浜松市

市民部創造都市・文化振興課

053-457-2417

１１月２日

愛知県

県民生活部文化芸術課

052-954-6184

１０月２７日

観光文化交流局文化振興室（公演・展示・アマ）

教育委員会文化財保護室（文化財）

052-972-3172
052-972-3268

１０月３１日

環境生活部文化振興課

059-224-2233

１０月２７日

東京都
神奈川県

相模原市

名古屋市
三重県
公
展
ア

担 当 部 局（活 動 区 分）

演：文化会館公演
示：美術館等展示
マ：アマチュア等の文化団体活動

文化財：歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
民俗文化財の保存活用活動
伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動

都道府県
指定都市

担

当 部 局（活 動 区 分）

電話番号

提出締切日
（必着）

滋賀県

県民生活部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会文化財保護課（文化財）

077-528-3341
077-528-4672

１０月２７日

京都府

文化スポーツ部文化芸術振興課（公演・展示・アマ）
教育庁指導部文化財保護課（文化財）

075-414-4222
075-414-5896

１１月１日

文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課（公演・
展示・アマ）
文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課（文化財）

075-366-0033

京都市

大阪府

府民文化部文化・スポーツ室文化課（公演・展示・アマ）
教育庁文化財保護課（文化財）

06-6210-9323
06-6210-9900

１０月２７日

大阪市

経済戦略局文化部文化課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局総務部文化財保護課（文化財）

06-6469-5175
06-6208-9168

１０月２７日

文化観光局文化部文化課（公演・展示・アマ）
〃
文化財課（文化財）

072-228-7143
072-228-7198

１０月２７日

兵庫県

企画県民部知事室芸術文化課事業調整班（公演・アマ）
教育委員会事務局社会教育課施設・管理班（展示）
〃
文化財課文化財班（文化財）

078-362-3171
078-362-9434
078-362-3783

１０月２７日

神戸市

市民参画推進局文化交流部文化交流課（公演・アマ）
教育委員会事務局文化財課（展示・文化財）

078-322-5165
078-322-5798

１０月３１日

奈良県

地域振興部文化振興課文化振興係（公演・アマ）
〃
文化資源活用課文化資源活用係（展示）
教育委員会文化財保存課総務企画係（文化財）

0742-27-8917
0742-27-2054
0742-22-9864

１０月２７日

和歌山県

企画部企画政策局文化学術課（公演・展示・アマ）
教育庁生涯学習局文化遺産課（文化財）

073-441-2050
073-441-3730

１０月２７日

鳥取県

地域振興部文化政策課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局文化財課（文化財）

0857-26-7843
0857-26-7525

１０月３１日

島根県

環境生活部文化国際課

0852-22-5878

１０月２７日

岡山県

環境文化部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育庁文化財課（文化財）

086-226-7903
086-226-7601

１０月３１日

岡山市

市民生活局文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局文化財課（文化財）

086-803-1054
086-803-1611

１０月３１日

広島県

環境県民局文化芸術課（公演・展示・アマ）
教育委員会事務局管理部文化財課（文化財）

082-513-2719
082-513-5021

１０月２７日

市民局文化スポーツ部文化振興課文化振興係（公演・展示・
アマ）
市民局文化スポーツ部文化振興課文化財係（文化財）

082-504-2500

広島市

観光スポーツ文化部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会社会教育・文化財課（文化財）

083-933-2610
083-933-4666

堺市

山口県
公
展
ア

演：文化会館公演
示：美術館等展示
マ：アマチュア等の文化団体活動

１０月２７日
075-366-1498

１０月２７日
082-504-2501
１０月２７日

文化財：歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
民俗文化財の保存活用活動
伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動

都道府県
指定都市

担 当 部 局（活 動 区 分）

電話番号

提出締切日
（必着）

徳島県

県民環境部とくしま文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会教育文化課（文化財）

088-621-2119
088-621-3267

１０月２７日

香川県

政策部文化芸術局文化振興課

087-832-3785

１０月２７日

089-912-2972

愛媛県

企画振興部地域振興局文化・スポーツ振興課（公演・展示・
アマ）
教育委員会管理局文化財保護課（文化財）

高知県

文化生活スポーツ部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育委員会文化財課（文化財）

088-823-9793
088-821-4761

１０月２７日

福岡県

人づくり・県民生活部文化振興課

092-643-3382

１０月２７日

福岡市

経済観光文化局文化振興部文化振興課（公演・展示・アマ）
〃
文化財部文化財保護課（文化財）

092-711-4471
092-711-4862

１０月２７日

市民文化スポーツ局文化部文化企画課

093-582-2391

１０月３１日

佐賀県

文化・スポーツ交流局文化課（公演・展示・アマ）
教育庁文化財課（文化財）

0952-25-7236
0952-25-7232

１０月２５日

長崎県

文化観光国際部文化振興課（公演・展示・アマ）
教育庁学芸文化課（文化財）

095-895-2764
095-894-3382

１０月３１日

熊本県

地域・文化振興局文化企画・世界遺産推進課

096-333-2154

１０月３１日

熊本市

経済観光局文化・スポーツ交流部文化振興課

096-328-2039

１０月３１日

大分県

企画振興部芸術文化スポーツ振興課

097-506-2053

１０月３１日

宮崎県

総合政策部みやざき文化振興課（公演・アマ）
教育庁文化財課（展示・文化財）

0985-26-7117
0985-26-7250

１０月３０日

鹿児島県

県民生活局生活・文化課（公演・展示・アマ）
教育庁文化財課（文化財）

099-286-2537
099-286-5355

１０月２６日

文化観光スポーツ部文化振興課

098-866-2768

１０月２７日

電話番号

提出締切日
（消印有効）

裏表紙参照

１１月１０日

北九州市

沖縄県

提 出 先
全国団体
大学
公
展
ア

〒102－8656 東京都千代田区隼町 4－1
独立行政法人日本芸術文化振興会 基金部 地域文化助成課

演：文化会館公演
示：美術館等展示
マ：アマチュア等の文化団体活動

１０月３１日
089-912-2975

文化財：歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動
民俗文化財の保存活用活動
伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動

