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令和３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３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３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１，１２１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５５５件、助成金交付予定額は８億８，９１１万

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３年５月下旬に第２回目の募

集を予定しております。  

 

 

 

 

 

 

 

  



 



令 和 ３ 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）

529                    251                  479,938               

100                    54                    146,064               

82                     34                    56,306                 

347                    163                  277,568               

伝統芸能の公開活動 49                     26                    44,602                 

美術の創造普及活動 29                     7                     10,598                 

多分野共同等芸術創造活動 48                     16                    16,588                 

国内映画祭等の活動 29                     20                    39,635                 

6                       5                     26,400                 

15                     11                    10,503                 

8                       4                     2,732                   

684                    320                  591,361               

地域文化施設公演・展示活動 240                    127                  199,698               

文化会館公演 116                    62                    89,205                 

 美術館等展示 124                    65                    110,493               

12                     10                    5,346                   

26                     18                    11,384                 

278                    155                  216,428               

〔文化振興普及団体活動〕   

アマチュア等の文化団体活動 151                    74                    70,221                 

8                       6                     11,100                 

159                    80                    81,321                 

1,121                 555                  889,110               

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３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

映画祭Ｂ

映画祭Ａ





現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計54件・146,064千円）

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38回演奏会、第39回演奏会 芥川也寸志メモリアル　オーケストラ・ニッポニカ 東京都 2,457

Music Tomorrow 2021 公益財団法人NHK交響楽団 東京都 3,455

オーケストラ・リベラ・クラシカ第45回定期演奏会 オーケストラ・リベラ・クラシカ 埼玉県 222

第16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 850

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 1,434

京都市交響楽団　みんなのコンサート2021　～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 京都府 5,250

はじめてのクラシックコンサートシリーズVol.28～はじめてのクラシックコンサート
シリーズVol.30

特定非営利活動法人京都フィルハーモニー室内合奏
団

京都府 1,206

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 14,544

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 4,054

静岡交響楽団 定期演奏会（第102、103、104、105回は2公演、106、107、108、109回
は2公演）

特定非営利活動法人静岡交響楽団 静岡県 13,684

創立20周年記念第35回定期演奏会・第36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 2,644

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.17 公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団 宮城県 1,299

仙台フィルハーモニー管弦楽団特別演奏会「マイタウンコンサート」 公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団 宮城県 1,522

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 2,239

中部フィルハーモニー交響楽団特別演奏会
認定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 782

長崎OMURA室内合奏団　定期演奏会、北九州特別演奏会 認定特定非営利活動法人長崎OMURA室内合奏団 長崎県 3,412

琉球交響楽団　第40回、第41回、第42回 定期演奏会 特定非営利活動法人琉球交響楽団 沖縄県 2,808

オペラ・フレスカ７　G.F.ヘンデル作曲　オペラ「ジュリオ・チェーザレ」（原語上
演・字幕付き）

アントネッロ合同会社 埼玉県 1,317

オペラ彩第38回定期公演　オペラ「カルメン」 特定非営利活動法人オペラ彩 埼玉県 3,760

2021仙台オペラ協会第45回記念公演「魔笛」 一般社団法人仙台オペラ協会 宮城県 1,996

NISSAY OPERA 2021／ニッセイ名作シリーズ2021　オペラ「ラ・ボエーム」 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 東京都 12,641

NISSAY OPERA 2021／ニッセイ名作シリーズ2021　オペラ「カプレーティとモンテッ
キ」

公益財団法人ニッセイ文化振興財団 東京都 7,178

創作オペラ「千姫」 公益財団法人姫路市文化国際交流財団 兵庫県 5,820

La Storia GALA Concerto　北海道二期会　オペラ・ガラ・コンサート 一般社団法人北海道二期会 北海道 1,205

ル・ポン国際音楽祭2021　赤穂・姫路 赤穂国際音楽祭実行委員会 兵庫県 6,301

アンサンブル九条山コンサート vol.11 アンサンブル九条山 京都府 271

能声楽家・青木涼子　新曲委嘱世界初演シリーズ「現代音楽×能」Vol.9 ensemble-no 東京都 913

第14回定期公演「El Siglo de Oro～スペイン黄金世紀の音楽～」 アントネッロ合同会社 埼玉県 312

川島素晴 works vol.5 by ROSCO 川島素晴 works 実行委員会 東京都 314

音楽が見える! 第27回、第28回演奏会 古典四重奏団 埼玉県 360

ムズカシイはおもしろい!!　ベートーヴェンの時代 2021　その3・その4 古典四重奏団 埼玉県 676

Shogirls響会IX Shogirls 東京都 335

東京現音計画#14、#16 東京現音計画 東京都 383

東京シンフォニエッタ　第49・50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 1,116

アジア音楽祭2022inKawasaki　オープニングコンサート 一般社団法人日本作曲家協議会 東京都 395

松平敬バリトン・リサイタル～声×打楽器×エレクトロニクス 松平敬＆工藤あかね 東京都 276
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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)

ヴォクスマーナ第46～47回定期演奏会 ヴォクスマーナ 東京都 461

室内合唱団日唱　特別演奏会　「3人の会 2021」 一般社団法人日本合唱協会 千葉県 253

合唱団フォンス・フローリス第13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 461

九州管楽合奏団演奏会2021 特定非営利活動法人九州管楽合奏団 福岡県 757

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 1,724

2021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 1,386

アフィニス・セミナー＆音楽会2021 公益財団法人アフィニス文化財団 東京都 3,071

KAC Performing Arts Program 2021/ Music 公益財団法人京都市芸術文化協会 京都府 1,546

第41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 7,033

一噌幸弘の能楽堂へ行こう2021　日本古代音楽プロジェクト 国際能プロジェクト実行委員会 東京都 223

第42回霧島国際音楽祭2021 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会 東京都 7,200

武生国際音楽祭2021 武生国際音楽祭推進会議 福井県 1,951

角田健一ビッグバンド　2021定期公演 角田健一ビッグバンド事務所 東京都 1,182

コンポージアム2021 公益財団法人東京オペラシティ文化財団 東京都 5,697

東京塩麹『ジャーニー 目黒→横浜→金沢』 東京塩麹 東京都 552

第2回那須クラシック音楽祭　コンサート＆アカデミー 那須クラシック音楽祭実行委員会 栃木県 362

守屋純子オーケストラ 2021年度定期公演 守屋純子オーケストラ 東京都 680

横濱JAZZ PROMENADE 2021 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会 神奈川県 4,094
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現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計34件・56,306千円）

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)

DANCE for Life 2021　篠原聖一 バレエ・リサイタル DANCE for Life　実行委員会 東京都 3,365

創立40周年記念　テアトル・ド・バレエ　カンパニー　深川秀夫追悼公演「白鳥の
湖」全幕

テアトル・ド・バレエ　カンパニー 愛知県 2,175

野間バレエ団第29 回定期公演「Progressive Dance Part７」 有限会社野間バレエ団 大阪府 1,810

越智インターナショナルバレエ「海賊」全幕
パブロワ・ニジンスキー記念　越智インターナショ
ナルバレエ

愛知県 3,434

Ballet Company West Japan　第三回公演　～Third　Extension～ 一般社団法人　Ballet Company West Japan 兵庫県 4,401

堀内充 Ballet Collection 2021 堀内充バレエプロジェクト 東京都 1,693

想像×創造 vol 2 『 追う者 と 追われる者 』 大和シティー・バレエ株式会社 神奈川県 3,194

平山素子×本條秀慈郎×床絵美『鷹の井戸』 特定非営利活動法人アルファルファ 東京都 1,636

アンサンブル・ゾネダンス公演『空　そこはかとなく　刻々に』（仮） アンサンブル・ゾネ 兵庫県 783

ANTIBODIES Collective Solo Series 東野祥子ソロダンス『抗体』公演　2都市ツアー 一般社団法人ANTIBODIES Collective 京都府 1,584

vibrance 合同会社S20 東京都 866

かえるP『スーパースーハー×2』2都市ツアー かえるP 東京都 850

tomorrow never knows（仮） 笠井瑞丈×上村なおか 東京都 452

MIYAKO KATO DANCE SPACE 2022『帰点 -KITEN-』（改訂再演） 加藤みや子ダンススペース 東京都 659

Co. Ruri Mito新作公演「TOUCH　ふれる」（仮） Co. Ruri Mito 東京都 1,988

インテグレイテッド・ダンス・カンパニー響-Kyo第9回公演(仮称） クリエイティブ・アート実行委員会 東京都 1,609

ケイ タケイ・ソロ・ダンス LIGHT, Part 52「39本の小径II」
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 502

ケダゴロ第三回公演「ビコーズカズコーズ Bcause Kazcause」 ケダゴロ 東京都 703

水中めがね∞プロデュース「しき」 水中めがね∞ 東京都 848

ダンスブリッジ２０２１ セッションハウス企画室 東京都 2,479

リンゴ企画　近藤良平「100年大作戦」 セッションハウス企画室リンゴ企画実行委員会 東京都 485

Tarinof dance company 2022 『Giselle』 Tarinof dance company 東京都 453

3 LAYERS 一般社団法人ダンスアンドエンヴァイロメント 京都府 514

ダンスがみたい！23　新人シリーズ受賞者の現在地 「ダンスがみたい！」実行委員会 東京都 2,094

「棲家」 ダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI 京都府 1,033

関かおりPUNCTUMUN公演（タイトル未定） 団体せきかおり 東京都 1,637

イデビアン・クルー新作公演「変身」(仮題) 特定非営利活動法人days 東京都 1,687

Baobab 第14回本公演『UMU -うむ-』future edit./『笑う額縁』(仮) Baobab 東京都 1,471

ブッシュマン新作公演「触覚時代」（仮） ブッシュマン 東京都 979

マグナム☆マダム 東京公演２０２１「令和に生きるマダムたちへ」 マグナム☆マダム 東京都 978

コンドルズ福岡公演　イムズファイナルスペシャル ROCKSTAR　有限会社 東京都 679

北海道舞踏フェスティバル2021 北海道コンテンポラリーダンス普及委員会 北海道 859

フラメンコ　過去、現在、そして、、、 株式会社ソル・デ・エスパーニャ 東京都 4,502

平富恵スペイン舞踊団公演「～Songs to Make the Dust Dance～梁塵秘抄の世界」
（仮）

有限会社マジェスティック 東京都 3,904
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計163件・277,568千円）

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)

THEATRE E9 KYOTO ×　京都舞台芸術協会　ショーケース企画　Continue　2021 一般社団法人アーツシード京都 京都府 673

スロー･シアター･プロジェクト公演 『春と修羅』 特定非営利活動法人アートファーム 岡山県 717

『水の駅』
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 2,214

劇団青い鳥ショートショートシアター「普通の人々」～新たなる旅の始まり～（仮） 株式会社青い鳥創業 東京都 2,756

アジア9都市共同創作公演＜Unbearable Dreams 12～漂流者2 / Still Drifting＞ 特定非営利活動法人アジア・ミーツ・アジア 東京都 1,511

第17回公演『蜃気楼を抱け！』 アトリエ・センターフォワード 東京都 925

第十三回公演『音楽劇 百夜車』 あやめ十八番 千葉県 1,814

新作公演「終わるときがきた」 ARICA 東京都 1,030

アル☆カンパニー・ラボ「POPPY!!!」 アル☆カンパニー 神奈川県 1,768

安住の地　第7回公演『僕らはとってもいい父だ（仮）』 安住の地 京都府 230

安住の地　ツアー公演『ⅰplay！』 安住の地 京都府 677

逢いにいくの、雨だけど 一般社団法人iaku 大阪府 1,479

池の下　海外作品シリーズ『いわばアラスカ』 池の下 東京都 288

ELEVEN NINES公演「ひかりごけ」 ELEVEN NINES 北海道 1,293

劇団印象-indian elephant-第27回公演 特定非営利活動法人劇団印象 -indian elephant- 東京都 1,188

最強の一人芝居フェスティバル「INDEPENDENT:4thSeasonSelection / JAPAN TOUR」
（大阪・東京・仙台・福岡・名古屋・札幌・沖縄　巡回公演）

株式会社INDEPENDENT 大阪府 3,577

うずめ劇場第35回公演「砂女」シビウVersion うずめ劇場 東京都 842

うずめ劇場第36回公演「がん患者だもの、みつを」 うずめ劇場 東京都 1,716

ウルトラマンション本公演vol.15「浅草いちご座物語/笑わせないでよ、あふれるか
ら。」

劇団ウルトラマンション 東京都 908

エイチエムピー・シアターカンパニー〈仮想劇場Ⅰ〉『夜、ナク、鳥』（仮） 一般社団法人HMP 大阪府 555

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Ⅰ〉『マクベス』
（仮）

一般社団法人HMP 大阪府 770

EPOCH MAN「オーレリアンの兄妹」 EPOCH MAN 東京都 1,496

演劇集団ワンダーランド第49回公演「気骨の判決」 一般社団法人演劇集団ワンダーランド 東京都 1,348

演劇ユニット多々ら第3回公演　『girl』 演劇ユニット多々ら 沖縄県 349

第14回公演「夜会（仮）」 演劇ユニット鵺的 東京都 1,026

オイスターズ第25回公演「日本語おじさん辞典」 オイスターズ 愛知県 1,166

OM-2×柴田恵美『椅子に座る(仮)』 OM-2 東京都 1,692

2021大阪劇団協議会プロデュース公演「民衆の敵」 大阪劇団協議会 大阪府 1,897

日本劇作家協会プログラム OFFICE SHIKA PRODUCE「水中は苦しいか」 株式会社オフィス鹿 東京都 3,748

オレンヂスタ　第10回公演　『女々しい森（仮）』 オレンヂスタ 愛知県 812

点々の階公演『点転』 階 大阪府 560

ポゼッション――「私」演劇2022 合同会社解体社 東京都 504

Vol.71 「さなぎ」（仮） カムカムミニキーナ 東京都 2,934

烏丸ストロークロックと祭『祝・祝日～但東舞堂めぐり～（仮）』 烏丸ストロークロック 京都府 519

第6回company ma公演「わたしの中の青春の風景」（仮題） 特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ 神奈川県 1,739
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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)

壁ノ花団 第15回公演『ランナウェイ』 有限会社キューカンバー 京都府 1,202

KAC Performing Arts Program 2021 / Theater 「戯曲創作＋上演(？)」 公益財団法人京都市芸術文化協会 京都府 381

LG21クロニクル(仮） 極東退屈道場 大阪府 1,713

レパートリーシアターVol.48「女たちの自負」テネシー・ウィリアムズ一幕劇・二本
同時上演

一般社団法人劇団キンダースペース 埼玉県 1,120

第43回本公演「野鴨」「小さなエイヨルフ」連続上演　小さきものの目線 一般社団法人劇団キンダースペース 埼玉県 2,144

ガルシア・ロルカ悲劇三部作プロジェクト　野外劇「血の婚礼」 空間再生事業　劇団GIGA 福岡県 805

くちびるの展会2 くちびるの会 東京都 867

工藤俊作プロデュース プロジェクトKUTO-10第21回公演「三大劇作家、逮捕され
る！」（仮）

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10 大阪府 2,337

NPO法人 劇空間夢幻工房　PLANNING STAGE VOL.17 特定非営利活動法人劇空間夢幻工房 長野県 1,071

ニットキャップシアター『チェーホフも鳥の名前』東京公演 一般社団法人毛帽子事務所 京都府 1,541

『盲年』 幻灯劇場 京都府 553

『全自動戦争の朝(仮)』 幻灯劇場 京都府 459

虚空旅団第36回公演　『落選の神様（仮）』 虚空旅団 大阪府 794

ゴジゲン「朱春」 ゴジゲン 東京都 2,035

演劇公演20回め『スーパーポチ』 コトリ会議 大阪府 966

劇団こふく劇場 第16回公演　ロマンス 合同会社こふく劇場 宮崎県 1,898

デンギョー！ 小松台東 東京都 1,226

段差インザダーク 劇団コメディアス 千葉県 440

さかいものがたり 堺国際市民劇団 大阪府 683

Living サスペンデッズ 東京都 984

犀の角プロデュース地域でつながる劇場2021『新釈・島崎藤村～夜明け前より～
（仮）』

一般社団法人シアター＆アーツうえだ 長野県 416

『山神トワイライト』(仮)京都＋松山公演 下鴨車窓 京都府 618

『微熱ガーデン』京都＋津公演 下鴨車窓 京都府 368

JACROW＃30『鋼の糸』 合同会社JACROW 東京都 1,435

JACROW＃31『紫煙くゆらす男（仮）』 合同会社JACROW 東京都 892

鮭スペアレ版・リチャード三世 鮭スペアレ 東京都 351

サワ氏の仕業・番外編 劇団ジャブジャブサーキット 岐阜県 1,051

夏休みファミリー劇場「うちへ帰ろう」 一般社団法人劇団自由人会 兵庫県 662

劇場へ行こう第6弾「ヴェニスの商人」 一般社団法人劇団自由人会 兵庫県 634

情熱のフラミンゴ第8回公演「ちょっとまって」 情熱のフラミンゴ 東京都 647

サファリ・P 第8回公演『砕かれた四月』 合同会社stamp 京都府 1,312

スペースノットブランク「ささやかなさ」三鷹・金沢公演 スペースノットブランク 東京都 1,029

スペースノットブランク「ウエア」「ハワワ」 スペースノットブランク 東京都 1,004

 贅沢貧乏「『フィクション・シティー』リクリエーション2022」 一般社団法人贅沢貧乏 東京都 2,942

清流劇場2021年10月公演『弱虫オレステス』 一般社団法人清流劇場 兵庫県 1,610

清流劇場2022年3月公演『綱引き』 一般社団法人清流劇場 兵庫県 1,675

「天は蒼く燃えているか」 世界劇団 愛媛県 1,016
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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)

劇団唐ゼミ☆第30回特別公演　延長戦『唐版 風の又三郎』 センターフィールドカンパニー　合同会社 神奈川県 1,034

oroche presents 002『オイディプス王』（再演） せんだい卸町アートマルシェ実行委員会 宮城県 364

夏休みファミリー劇場2021　ミュージカル「雪の女王」 有限会社総合劇集団俳優館 愛知県 2,967

風景によせて2021～このしたの旅人～（仮） ソノノチ 京都府 610

第七劇場 ツアー2021「桜の園」 合同会社第七劇場 三重県 858

劇団態変2021年度新作公演 劇団態変 大阪府 1,161

イエロースプリングス 劇団太陽族 大阪府 666

神戸世界ホテル 劇団太陽族 大阪府 983

タテヨコ企画第４１回公演『団地の人々(仮)』 劇団タテヨコ企画 東京都 1,548

玉造小劇店配給芝居vol.29　「大阪芝居」～街編2 玉造小劇店 大阪府 1,278

わ芝居～その弐「サヨウナラバ」 玉造小劇店 大阪府 2,705

DULL-COLORED POP vol.23『出産（仮）』 合同会社DULL-COLORED POP 東京都 3,622

チェルフィッチュ×金氏徹平「消しゴム畑」 一般社団法人チェルフィッチュ 東京都 2,394

第10回公演　『二番街の囚人』 株式会社地人会新社 東京都 4,670

劇団チャリＴ企画 #33「うちの母が事故って･･･」 劇団チャリＴ企画 東京都 2,425

第10回本公演「お父さんゲーム～人魚の見た夢篇～」 劇団天動虫 東京都 798

西日本地域巡回公演『Touch ～孤独から愛へ』 株式会社東京演劇集団風 東京都 4,938

第13回 世田谷シルク公演「春夏秋冬」 一般社団法人tokyo sisters 東京都 970

わが家の客 一般社団法人劇団道化座 兵庫県 863

10周年記念公演「短編集（仮）」 匿名劇壇 大阪府 1,000

飛ぶ劇場　Vol.43『ジ エンド オブ エイジア』 飛ぶ劇場 福岡県 760

長野県中信地区巡回公演「容疑者χの献身」 株式会社ナッポスユナイテッド 東京都 3,354

渡辺源四郎商店　第35回公演 なべげんわーく合同会社 青森県 2,018

「ここはワタシの島（仮）」 南船北馬 沖縄県 829

二兎社公演45「鴎外の怪談」 株式会社二兎社 東京都 5,633

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 11,585

ヌトミック『blue』 ヌトミック 東京都 1,695

2都市ツアー　アンダーグラウンド（仮） ノアノオモチャバコ 神奈川県 1,216

劇団俳小公演「チーチコフ－死せる魂より－」 株式会社劇団俳小 東京都 1,492

第二十八楽章『やらなくていいわけさがし』（仮） 箱庭円舞曲 東京都 1,363

Cultural Mapping & the figure of Hang Tuah in Okinawa(仮） 一般社団法人P 東京都 2,411

Pカンパニー第33回公演『雨が空から降れば』 株式会社Pカンパニー 東京都 1,217

Pカンパニー第34回公演『三文オペラ JAPON1947』 株式会社Pカンパニー 東京都 1,297

日穏-bion-第15回公演「いのち」(仮） 日穏-bion- 東京都 3,111

風姿花伝プロデュースvol.8「ダウト」 合同会社風姿花伝プロデュース 東京都 3,368

烏丸ストロークロック×五色劇場「新平和」国内ツアー2021 一般社団法人舞台芸術制作室無色透明 広島県 1,216

アマヤドリ　20周年記念新作公演『純愛、不倫、あるいは単一性の中にあるダイバー
シティについて』（仮）

合同会社プランプル 東京都 2,688
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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)

マミィ！ 株式会社プリエール 東京都 3,538

葉隠れ旅館物語(仮) 株式会社プリエール 東京都 3,710

True Colors DIALOGUE ママリアン・ダイビング・リフレックス／ダレン・オドネル
『私がこれまでに体験したセックスのすべて』

株式会社precog 東京都 1,216

飴屋法水×倉田翠　2021年新作 株式会社precog 東京都 3,629

『眺め』（仮） ブルーエゴナク 福岡県 1,177

Project Nyx第23回公演「さんせう太夫」 Project Nyx 東京都 3,161

劇団文化座創立80年　沖縄返還50年　特別公演「命どぅ宝」 有限会社劇団文化座 東京都 3,977

劇団朋友アトリエvol.19『あん』 有限会社劇団朋友 東京都 1,162

路上　on the street 合同会社マームとジプシー 東京都 1,833

マレビトの会『グッドモーニング』 一般社団法人マレビト 東京都 1,904

「私の心にそっと触れて」 合同会社メメントC 神奈川県 1,425

KAKUTA第30回公演「のけもの」 Monkey Biz 合同会社 東京都 2,914

遊劇体#64〈遊劇体×泉鏡花オリジナル戯曲全作品上演シリーズ11〉『深沙大王』 遊劇体 京都府 818

遊劇舞台二月病本公演『sandglass』 遊劇舞台二月病 大阪府 555

創作影絵人形芝居「極楽金魚」ツアー 横浜ボートシアター 東京都 780

甘い傷 一般社団法人横浜若葉町計画 神奈川県 1,190

大人のための演劇クラブ第4回公演「こんにちは、母さん」 ヨネザワギュウ事務所 宮城県 627

理性的な変人たちvol.2『オロイカソング』 理性的な変人たち 東京都 485

夏の夜の夢～嗚呼！大正浪漫編～ 一般社団法人流山児カンパニー 東京都 1,895

vol.8「8 million」 ルドルフ 京都府 541

ロロいつ高シリーズvol.9＋vol.10 合同会社ロロ 東京都 2,362

yhs「14歳の国」 yhs 北海道 650

悪い芝居vol.28『爆発と太陽（仮）』 悪い芝居 東京都 3,540

「わが花」 wonder x works 東京都 1,477

コロナ禍に対応したへき地・小規模小学校巡回公演 株式会社劇団うりんこ 愛知県 965

「スクラム・ガッシン準備完了！第2号計画´」福井県鯖江市小学校巡回公演 有限会社劇団風の子 東京都 2,449

「ないしょないしょのしっぽがぽん」茅野市幼稚園保育園巡回公演 有限会社劇団風の子 東京都 1,221

令和3年度劇団風の子九州幼稚園保育園巡回公演 企業組合劇団風の子九州 福岡県 1,039

ティーンズ　シアター　そらへ！from 2021（仮） 企業組合劇団風の子九州 福岡県 1,253

「ぱらりっとせ」中国地方幼稚園保育園等施設巡回公演 株式会社劇団風の子中部 岐阜県 662

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 1,851

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 4,371

2021子どもえんげき祭inきしわだ 子ども演劇祭in岸和田実行委員会 大阪府 1,346

子どもと舞台芸術大博覧会2021 子どもと舞台芸術大博覧会実行委員会 東京都 2,467

ミュージカルシアター「ぐりむ♪りむりぐ♫むりぐ♬りむ」 有限会社総合劇集団俳優館 愛知県 1,423

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 12,246

2021年　第49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 4,823
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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)

劇団飛行船マスクプレイミュージカル「７ひきのこやぎと狼」 株式会社劇団飛行船 神奈川県 1,804

山の音楽舎保育園幼稚園児童館等巡回公演 合同会社山の音楽舎 神奈川県 864

第33回鹿児島県子ども芸術祭典　奄美群島公演コース 鹿児島県子ども芸術祭典実行委員会 鹿児島県 787

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2021」 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 484

人形劇「トン吉とカラス」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 3,675

人形劇「そっくりのくりのき」 公益財団法人すぎのこ芸術文化振興会 東京都 887

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 585

人形劇団京芸2021年地域巡回公演「ぶんぶく茶釜」 有限会社人形劇団京芸 京都府 666

人形劇団クラルテ第98回公演こどもの劇場『11ぴきのねこふくろのなか』 有限会社人形劇団クラルテ 大阪府 3,317

大江戸人形喜劇「弥次さん喜多さんトンちんカン珍道中」 有限会社ひとみ座 神奈川県 1,674

オッペルと象 有限会社劇団プーク 東京都 1,150

ミュージカル「おれたちは天使じゃない」 株式会社オールスタッフ 東京都 3,209

演歌ミュージカル「TO・U・HYO・U」（仮題） 株式会社スーパーエキセントリックシアター 東京都 2,190

TOHOKU Roots Project　音楽の時間「イーハトーヴの途中2021」 一般社団法人東北ルーツプロジェクト 東京都 1,096

～インクルーシブNIPPON～　手話狂言・特別公演 社会福祉法人トット基金　日本ろう者劇団 東京都 2,485

第41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 2,638

日本京劇芸術祭 一般財団法人日本京劇振興協会 東京都 666
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伝統芸能の公開活動（合計26件・44,602千円）

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8回「立合狂言会～対立の行方～」 特定非営利活動法人ACT.JT 東京都 770

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 4,143

第5回　照の会　神戸公演 有限会社瓦照苑 兵庫県 412

伝承の会 公益社団法人京都観世会 京都府 329

第71回「京都薪能」 一般社団法人京都能楽会 京都府 3,451

乙女文楽 第11回定期公演 公益財団法人現代人形劇センター 神奈川県 1,298

第二回　千五郎の会 有限会社茂山狂言会 京都府 183

新作能「長崎の聖母」「ヤコブの井戸」 公益社団法人銕仙会 東京都 4,727

「出世景清」素浄瑠璃 通し公演 一般社団法人日本の伝統芸能 大阪府 511

名曲鑑賞会「ローソク能」 公益社団法人能楽協会 東京都 296

神能殿・新春のお祝い 公益社団法人能楽協会 東京都 498

阪神能楽囃子連盟調和会主催公演　第10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 738

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 19,018

第四回　狂言このあたり乃会 株式会社万作の会 東京都 401

第十六回　狂言ざゞん座 株式会社万作の会 東京都 605

第二回みよしや一門会 みよしや一門会 東京都 1,203

代々木果迢会令和3年度定例公演 代々木果迢会 東京都 1,023

新春LIVE! 2022 お囃子プロジェクト in かなっくホール お囃子プロジェクト 東京都 275

創邦21　第18回作品演奏会 創邦21 東京都 464

長唄　稀曲の試み 長唄　稀曲の試み 東京都 346

伶楽舎雅楽コンサートno.38 王昭君の時代 一般社団法人伶楽舎 東京都 1,405

笑えない会 笑えない会 京都府 286

講談まつり 講談協会 東京都 155

KYOUTO HARVEST FES 2021  大田楽 特定非営利活動法人ACT.JT 東京都 736

関西演芸協会まつり 関西演芸協会 大阪府 269

第12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 1,060
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美術の創造普及活動（合計7件・10,598千円）

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)

「ファイバーアートの15人展」 ファイバーアートの15人展実行委員会 京都府 613

U-35 Under 35 Architects exhibition 2021 35歳以下の若手建築家による建築の
展覧会2021

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 860

谷保玲奈個展 谷保　玲奈 神奈川県 987

HIROSHIMA ART DOCUMENT 2021 CREATIVE UNION HIROSHIMA 広島県 758

野村 在 展 野村　在 兵庫県 2,093

Open Storage 2021 －拡張する収蔵庫－（仮） 一般財団法人おおさか創造千島財団 大阪府 2,248

「オルタナティブ！  小池一子展」アートとデザインのやわらかな文化創造に向
けて

合同会社コマンドA 東京都 3,039
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多分野共同等芸術創造活動（合計16件・16,588千円）

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)

鉄道芸術祭vol.10「GDP（Gonzo dot party）スペシャル～経済の創造的実験性に
まつわる考察～（仮）」

アートエリアB1 大阪府 1,235

をてらをどりをちゃ Session 3 Agaxart 東京都 356

DENTO ARTIST NET 「楽市楽座」 特定非営利活動法人ACT.JT 東京都 1,149

アンサンブル室町による「暗闇の聖務2021/ Lecons de Tenebres 2021」 一般社団法人アンサンブル室町 東京都 734

「サーカス・浮彫」上演 Utervision Company Japan 東京都 687

「鏡のなかの鏡」公演/配信用映像制作実行事業 一般社団法人オブジェ・アー 山梨県 1,376

きわプロジェクト きわプロジェクト実行委員会 東京都 1,242

『映像とレコードの明治・大正・昭和』立体化再現創作公演と展示 ぐらもくらぶ 千葉県 247

クリエイティブ・アート・スクール　「サウンド・スカルプチャー展覧会＆コン
サート＆ワークショップ」（仮称）

クリエイティブ・アート実行委員会 東京都 1,942

ライヒ85’ 究極のドラミング（仮） 特定非営利活動法人芸術文化ワークス 東京都 997

「能リ・イマジンドx Nature Unwrapped:花の精」 国際能プロジェクト実行委員会 東京都 669

堺フリンジ国際演劇芸術祭 堺国際市民劇団 大阪府 1,423

飛生芸術祭2021「住民劇場」（仮） 飛生アートコミュニティー 北海道 888

覇王別姫～能楽と京劇　日中ユネスコ無形文化遺産の融合～ 一般財団法人日本京劇振興協会 東京都 1,410

マッピング DE シェイクスピア　The Tempest プロジェクトSANFA 愛知県 1,561

ラウドヒル計画ハイポジション公演(仮) ROCKSTAR有限会社 東京都 672
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国内映画祭等の活動：映画祭Ａ（合計5件・26,400千円）

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２０２１ 公益財団法人あいち男女共同参画財団 愛知県 1,594

第30回　しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会 島根県 2,131

なら国際映画祭２０２２プレイベント 特定非営利活動法人なら国際映画祭 奈良県 3,475

山形国際ドキュメンタリー映画祭 2021
認定特定非営利活動法人山形国際ドキュメンタ
リー映画祭

山形県 16,359

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭２０２１ 特定非営利活動法人ゆうばりファンタ 北海道 2,841

国内映画祭等の活動：映画祭Ｂ（合計11件・10,503千円）

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)

イメージフォーラム・フェスティバル2021 イメージフォーラム 東京都 1,571

第4回小布施短編映画祭 小布施短編映画祭 実行委員会 東京都 269

第27回KAWASAKIしんゆり映画祭2021 特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ 神奈川県 1,497

第27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 775

第２６回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡 新潟県 288

「戦争の記憶と記録を語り継ぐ映画祭」 一般社団法人昭和文化アーカイブス 東京都 475

ショートピース！仙台短篇映画祭2021 仙台短篇映画祭実行委員会 宮城県 412

第15回 田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会 和歌山県 1,925

第２７回函館港イルミナシオン映画祭２０２１ 函館港イルミナシオン映画祭実行委員会 北海道 979

第２７回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会 宮崎県 546

第４６回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会 大分県 1,766

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計4件・2,732千円）

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)

日本映画と語り芸文化の競演 F・シネマツアー実行委員会 大分県 1,129

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 236

追悼特集 映画監督・森﨑東 日本映画大回顧展上映実行委員会 大阪府 937

降旗康男監督特集 公益財団法人山口市文化振興財団 山口県 430
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地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演（合計62件・89,205千円）

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 North JAM Session 2021 公益財団法人札幌市芸術文化財団 札幌芸術の森 6,031

岩手県 ミシェル・ブヴァール　パイプオルガン・リサイタル
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 265

宮城県
石巻市複合文化施設オープニング事業「東京都交響楽団石
巻公演」

公益財団法人石巻市芸術文化振興
財団

石巻市複合文化施設（石巻市芸術
文化センター）

2,708

山形県
佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ≪ブラスの祭
典≫

一般財団法人山形市都市振興公社 山形テルサ 1,367

茨城県 創立40周年ツアー 第一弾 鼓童ワン・アース・ツアー～鼓
公益財団法人ひたちなか市生活・
文化・スポーツ公社

ひたちなか市文化会館 595

茨城県 みんなで繋げるいばらきMINWAの輪  プロジェクト
公益財団法人いばらき文化振興財
団

茨城県立県民文化センター（ザ・
ヒロサワ・シティ会館）

542

群馬県 古澤巌ヴァイオリンの夜 in 文化むら　第30期シリーズ
公益財団法人大泉町スポーツ文化
振興事業団

大泉町文化むら 1,140

千葉県
開館30周年記念　震災復興祈念事業「東総の第九2022」演
奏会

公益財団法人千葉県文化振興財団 千葉県東総文化会館 824

東京都 第34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 743

東京都 東京吹奏楽団コンサート 公益財団法人小平市文化振興財団 小平市民文化会館 561

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 1,362

東京都 めぐろで第九2020＋1
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 2,731

東京都 かめいどらぼ2022
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 459

東京都 吉祥寺ダンスLAB. vol.4 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 962

東京都
【FOCUSこがねい】こがねいガラ・コンサート 2021　（第
9回こがねい市民文化祭特別公演）

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）

1,088

東京都 能・狂言～解説・字幕（日本語・英語）付き～ 公益財団法人府中文化振興財団
府中市立府中の森芸術劇場（ふる
さとホール）

519

神奈川県 かながわ伝統文化こども歳時記 神奈川県 神奈川県立青少年センター 2,084

新潟県 子育て応援企画　「Concert for KIDS　0才からの鼓童」
特定非営利活動法人魚沼交流ネッ
トワーク

魚沼市小出郷文化会館 482

新潟県 フンパーディンク：オペラ「ヘンゼルとグレーテル」 アルカディア事業体 見附市文化ホール 2,588

富山県 ヒャクマンベン＋マリコウジ 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 1,356

富山県 城端に生きる江戸芸能②
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）

522

富山県 演劇「川」
公益財団法人黒部市国際文化セン
ター

黒部市国際文化センター（コラー
レ）

812

富山県
コスモホール開館35周年記念　室内楽プロジェクト～ピア
ソラへのオマージュ

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）

1,112

石川県 金沢ティーンズミュージカル第12回公演「SET ON」 公益財団法人金沢芸術創造財団 金沢市文化ホール 1,085

石川県
子どもたちと金子三勇士が奏でる未来へつなぐピアノコン
サート～金沢市アートホールリニューアル記念公演～

公益財団法人金沢芸術創造財団 金沢市アートホール 294

山梨県 第23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 1,176

長野県 第47回木曽音楽祭 木曽音楽祭実行委員会 木曽文化公園（文化ホール） 2,247

岐阜県 大阪フィルハーモニー交響楽団　第45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）

1,826

静岡県 ROSE THEATRE MUSICAL「THE MUSICAL TIME2021」 公益財団法人富士市文化振興財団 富士市文化会館（ロゼシアター） 579

静岡県 オリジナル舞台作品「BIRDMEN」公演 静岡市文化振興財団共同事業体 静岡市民文化会館 629

静岡県 弥次喜多オペレッタ「江尻宿～情の往来～」 清水文化事業サポート株式会社 静岡市清水文化会館 3,249

愛知県
シビックセンター開館20周年記念事業　アンサンブルコン
サート　～ハーモニーでつなぐ音楽のバトン～　(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 574

三重県
伊賀市文化会館開館30周年記念「花音のうたげ」－花が語
り 音が伝える－

公益財団法人伊賀市文化都市協会 伊賀市文化会館 725

滋賀県 和太鼓　倭-YAMATO THE DRUMMERS OF JAPAN 長浜公演 株式会社ロハス長浜 浅井文化ホール 264

滋賀県 能　『望月　古式』
株式会社コンベンションリンケー
ジ

大津市伝統芸能会館 223
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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)

滋賀県 さきらジュニアオーケストラ第12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） 771

京都府
宇治市文化センター「宇治っ子朗読劇団☆Genji」10周年
記念公演

公益財団法人宇治市文化センター 宇治市文化会館 382

京都府
京の三大念佛狂言　～壬生大念佛狂言・嵯峨大念佛狂言・
千本ゑんま堂大念佛狂言～

公益財団法人京都市音楽芸術文化
振興財団

京都市右京ふれあい文化会館 437

大阪府 SHOW劇場vol.14 「12人の怒れる男」
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） 1,502

大阪府 DANCE FESTIVAL vol.5
一般財団法人貝塚市文化振興事業
団

貝塚市民文化会館（コスモスシア
ター ）

400

兵庫県 第36回 伊丹市民オペラ定期公演『アイーダ』 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）

4,173

兵庫県 第36回童謡の祭典
公益財団法人童謡の里龍野文化振
興財団

たつの市総合文化会館赤とんぼ文
化ホール

70

兵庫県 第13回永楽館歌舞伎 豊岡市 豊岡市立出石永楽館 4,419

兵庫県
第30回みつなかオペラ モーツァルト：歌劇「ドン・ジョ
ヴァンニ」

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 6,221

兵庫県
アクアホール開館20周年記念　第10回アクアきらめきコン
サート

公益財団法人童謡の里龍野文化振
興財団

たつの市総合文化会館アクアホー
ル

241

奈良県
開館20周年記念事業　大和郡山市民劇団「古事語り部座」
公演　歌劇 古事記～ふることぶみ～

一般財団法人大和郡山市文化体育
振興公社

やまと郡山城ホール（DMG MORIや
まと郡山城ホール）

2,001

奈良県
劇団いかるが第二十一回公演　～斑鳩物語パート21～「人
情芝居  十七条憲法」

公益財団法人斑鳩町文化振興財団
斑鳩町文化振興センター（いかる
がホール）

154

島根県 オルガンコンサート　クリスマスの贈りものSpecial 2021 特定非営利活動法人松江音楽協会
松江市総合文化センター（プラバ
ホール）

120

広島県
カルテット・アマービレ＆小林愛実　ジョイントコンサー
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 665

広島県 演劇引力廣島 第19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（JMSア
ステールプラザ）

3,980

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
りの森の美女）」

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 844

広島県 はつかいち室内合奏団“SA･KU･RA”特別演奏会
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）

579

山口県 第21回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート2022＞ 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）

1,765

山口県
宇部市制施行100周年記念事業「市民ミュージカル『君と
いた夏～うべ～』」

一般財団法人宇部市文化創造財団 宇部市渡辺翁記念会館 3,437

香川県 とらまる人形劇カーニバル2021
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

1,128

愛媛県 内子座文楽第24回公演 内子座文楽公演実行委員会 内子座 3,119

福岡県 久留米入城400年記念　東京楽所　雅楽公演 久留米市 久留米シティプラザ 1,902

福岡県 演劇公演「未開の議場」 公益財団法人筑後市文化振興公社 サザンクス筑後 1,274

福岡県 交声曲「海道東征」合唱組曲「筑後川」演奏会 柳川市
柳川市民文化会館（水都やなが
わ）

1,511

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 2,242

沖縄県
ホップ！ステップ！ジャンプ！てだこ宇宙★舞台芸術フェ
スティバル事業

浦添市てだこホール指定管理共同
企業体ティダ・コミュニケーショ
ンズ＆リレーションズ

浦添市てだこホール（アイム・ユ
ニバース てだこホール）

1,341

大学 群読音楽劇　銀河鉄道の夜2021 学校法人桜美林学園 桜美林大学プルヌスホール 803
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地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示（合計65件・110,493千円）

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 舞踏と美術―田仲ハルと舞踏に魅せられた美術家たち<小樽晩夏光> 小樽市 市立小樽美術館 226

北海道 神田一明と日勝展（仮称） 北海道 北海道立旭川美術館 836

北海道 国松　登展 北海道 北海道立函館美術館 632

北海道 道東アートファイル2022 北海道 北海道立帯広美術館 1,298

北海道 札幌美術展　佐藤武 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）

2,111

岩手県 特別企画展「棟方志功展」（仮題） 一関市 一関市博物館 2,635

宮城県 ナラティブの修復
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 3,440

山形県 開館20周年記念特別展「狩野派～永徳の周辺」
公益財団法人米沢上杉文化振興財
団

米沢市上杉博物館 2,099

茨城県 佐藤雅晴　尾行　存在の不在／不在の存在（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）

3,440

茨城県 笠間陶芸大賞展 笠間陶芸大賞展実行委員会 茨城県陶芸美術館 4,398

群馬県 関東南画のゆくえ　江戸と上毛を彩る画人たち（仮称） 群馬県 群馬県立近代美術館 3,842

群馬県 「潜在景色ー写真がとらえる見えない風景」（仮称） 前橋市 アーツ前橋 2,500

埼玉県 特別展「埼玉考古50選」 埼玉県 埼玉県立歴史と民俗の博物館 2,099

埼玉県 “大”タイガー立石展 埼玉県 埼玉県立近代美術館 2,268

千葉県 漆黒のモダン　佐治賢使展（仮称） 千葉県 千葉県立美術館 1,000

千葉県
「荒井恵子 個展　－船橋三部作／宝成寺・三番瀬・玉川旅館」
（仮）

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 573

東京都
開館15周年・ZARD30周年YEAR「ZARD／坂井泉水　心に響くことば」
展

町田市 町田市民文学館ことばらんど 500

東京都 浮世絵風景画　広重・清親・巴水　三世代の眼 町田市 町田市立国際版画美術館 1,184

東京都 展覧会「未来に伝えるせたがや今ばなし」（仮） 公益財団法人せたがや文化財団
世田谷区立世田谷文化生活情報セ
ンター（生活工房）

319

東京都 日本の新進作家　vol.18 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館 4,484

神奈川県 開基500年記念　早雲寺　―戦国大名北条氏の遺産と系譜― 神奈川県 神奈川県立歴史博物館 1,079

神奈川県 「国際デザインコミッティーとグッドデザイン展」（仮称） 川崎市 川崎市岡本太郎美術館 1,364

神奈川県
「町田市立博物館所蔵－ 岩田色ガラスの世界展―岩田藤七・久利・
糸子」展

神奈川県
神奈川県立近代美術館（鎌倉別
館）

1,330

神奈川県 生誕100年 谷内六郎展 横須賀市 横須賀美術館 3,087

富山県 山下麻衣＋小林直人展
公益財団法人黒部市国際文化セン
ター

黒部市美術館 1,163

石川県
白山市立松任中川一政記念美術館開館35周年記念　没後30年 中川一
政展

白山市 白山市立松任中川一政記念美術館 1,479

福井県 令和3年秋季特別展「帰ってきた平家物語絵巻（仮称）」 福井市 福井市立郷土歴史博物館 1,423

岐阜県 企画展「藤森照信とタイルの館」（仮称）
一般財団法人たじみ・笠原タイル
館

多治見市モザイクタイルミュージ
アム

894

岐阜県 高畠純の「絵本原画展」 山県市 山県市美術館 104

愛知県 特別展　華×花－四季の花と中国陶磁史－ 愛知県 愛知県陶磁美術館 2,125

愛知県 生誕120年記念　荻須高徳展　－私のパリ、パリの私－ 愛知県稲沢市 稲沢市荻須記念美術館 3,617

愛知県 ホー・ツーニェン展 豊田市 豊田市美術館 3,000

三重県
三重とこわか国体・三重とこわか大会記念特別展「斎宮平安五種競
技－弓・馬・鞠・鷹・相撲－」

三重県 斎宮歴史博物館 1,577

三重県 第29回企画展「戦国武将と仏の世界～北畠氏とその周辺～」 三重県 三重県総合博物館 1,190

滋賀県 湖国の情景に魅せられて～中路融人記念館開館5周年記念展～(仮題) 東近江市
東近江市近江商人博物館（東近江
市近江商人博物館・中路融人記念
館）

912

滋賀県 （仮称）特別展「日本の刀装－刀を飾る技と美－」 彦根市 彦根城博物館 1,454

京都府 特別展「日本画家・六人部暉峰の世界」 向日市 向日市文化資料館 637
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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)

京都府 戦時下・占領期の前衛絵画と写真 公益財団法人京都文化財団 京都府京都文化博物館 2,335

大阪府 上方界隈、絵師済々Ⅱ 公益財団法人香雪美術館 中之島香雪美術館 2,808

兵庫県
ガーデン・ガーデンⅠ　大久保英治 ―山と川のはざま・宝塚の時間
を求めて

宝塚みらい創造ファクトリー 宝塚市立文化芸術センター 504

奈良県 うま酒の国　大和 奈良県 奈良県立万葉文化館 1,022

奈良県 特別展　天之美禄　酒の美術 公益財団法人大和文華館 大和文華館 2,021

和歌山県 和歌山の近現代美術の精華 和歌山県 和歌山県立近代美術館 3,120

島根県 「柚木沙弥郎の色と形」展
公益財団法人浜田市教育文化振興
事業団

浜田市世界こども美術館創作活動
館（浜田市世界こども美術館）

1,338

島根県 開館10周年記念特別展「戦国の世を馳せた武将　堀尾吉晴」 松江市 松江歴史館 1,586

岡山県 歴史を旅する　谷口香嶠 笠岡市 笠岡市立竹喬美術館 2,208

岡山県 もっと伝統工芸　備中漆展2021 公益財団法人新見美術振興財団 新見美術館 369

広島県 追悼　其阿弥赫土  展 公益財団法人呉市文化振興財団 呉市立美術館 1,957

広島県 須田国太郎　in Spain 公益財団法人蘭島文化振興財団 三之瀬御本陣芸術文化館 439

山口県 特別展「野村佐紀子“GO WEST”」 下関市 下関市立美術館 995

徳島県 特別展「ぼくらはみんなこども」 徳島県 徳島県立近代美術館 1,070

徳島県 特別展「住吉派の興隆と阿波徳島の画人たち」 徳島市 徳島市立徳島城博物館 894

香川県 地方都市の現在　丸亀の場合（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 4,116

香川県
高松市歴史資料館  第80回企画展「お話・描く・物語る　～絵空言
の愉しみ～」（仮）

高松市 高松市歴史資料館 558

香川県 特別展「近代香川を生み出したまち　多度津ものがたり」 香川県 香川県立ミュージアム 2,200

愛媛県 生誕200年　三輪田米山展 愛媛県 愛媛県美術館 2,067

福岡県 田部光子展 福岡市 福岡市美術館 792

福岡県
町制施行130周年記念特別展「重要文化財指定芦屋釜新収蔵記念～芦
屋からはじまる茶の湯釜、600年の系譜～」(仮称）

芦屋町 芦屋釜の里 307

佐賀県 特別展「白馬、翔びたつ ―黒田清輝と岡田三郎助―」（仮題） 佐賀県 佐賀県立美術館 3,641

熊本県 海老原美術研究所設立70周年記念　エビハラがいた時代 エビハラがいた時代展実行委員会 熊本県立美術館 2,474

大分県 開館40周年記念令和3年度特別展「大古墳展」 大分県 大分県立歴史博物館 1,038

宮崎県 開館40周年記念特別展「雪舟から都城（仮）」 都城市立美術館特別展実行委員会 都城市立美術館 2,920

宮崎県 島嵜清史　抽象画の風景 高鍋町 高鍋町美術館 287

大学
2021年法隆寺金堂壁画模写秋季展　愛芸模写ことはじめ　―法隆寺
金堂壁画模写と高松塚古墳壁画模写―

愛知県公立大学法人
愛知県立芸術大学芸術資料館（法
隆寺金堂壁画模写展示館）

266

大学 新派 SHIMPA―アヴァンギャルド演劇の水脈― 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

842

16



歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計10件・5,346千円）

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 540

群馬県 フィールドワーク桐生プロジェクト ファッションタウン桐生推進協議会 283

東京都 歴史的町並み「台東区谷中」の保存に向けた基礎調査 特定非営利活動法人たいとう歴史都市研究会 392

石川県 卯辰山麓伝統的建造物群保存地区「伝統的建造物群等保存の記録」作成活動 卯辰山麓地区まちづくり協議会 328

石川県 「加賀東谷」重要伝統的建造物群保存地区選定10周年記念事業 加賀市 470

福井県 若狭町熊川宿重要伝統的建造物群保存地区修理事業報告書作成 若狭町 257

長野県 長野市戸隠 重伝建選定5周年記念　歴史まちづくりシンポジウム 長野市 328

岐阜県 高山市下二之町大新町伝統的建造物群保存地区　町並み保存啓発事業 公益財団法人日下部民芸館 476

全国 全国文化的景観地区連絡協議会飯山大会 全国文化的景観地区連絡協議会 732

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 1,540
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民俗文化財の保存活用活動（合計18件・11,384千円）

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 329

岩手県 八幡平市無形民俗文化財電子映像記録事業 岩手県八幡平市 599

宮城県 れきみん秋祭り2021 公益財団法人仙台市市民文化事業団 686

埼玉県 秩父市民俗芸能大会 秩父市 221

千葉県 房総の郷土芸能2021 房総の郷土芸能2021実行委員会 696

千葉県 第10回九十九里町郷土芸能まつり 九十九里町 751

神奈川県 海老名市民文化祭　郷土芸能部門 海老名市 395

神奈川県 令和3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 241

神奈川県 第49回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 453

新潟県 重要無形民俗文化財　村上祭の屋台行事保存活用活動 村上まつり保存会 753

岐阜県 美濃歌舞伎保存会50周年記念誌作成 美濃歌舞伎保存会 648

岐阜県 飛騨市美術館企画展「山と生きるひだびと展（仮称）」 飛騨市 325

静岡県 磐田市指定無形民俗文化財「中野白山神社　十日祭・例祭」映像撮影業務 磐田市 948

静岡県 大神楽祭2022 静岡市 991

滋賀県 滋賀県選択無形民俗文化財「火まつり」の継承・公開
守山市文化遺産を活かした地域活性化事業実行委
員会

492

徳島県 第6回ジュニア浄瑠璃フェスティバル 徳島県 1,364

熊本県 九州人形芝居フェスティバル 一般財団法人清和文楽の里協会 719

宮崎県 みやざきの神楽映像記録・魅力発信事業 宮崎県 773
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アマチュア等の文化団体活動（合計74件・70,221千円）

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 こどもアール・ブリュット北海道みらい作品展 北海道文化団体協議会 230

北海道 ～よみがえる縄文の鼓動～　歌劇「ノンノ」 歌劇「ノンノ」実行委員会 1,272

北海道 40回記念　人形劇フェスティバル2022年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 815

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 1,740

青森県 リーディングライブ卍の城物語 一般社団法人弘前芸術鑑賞会 1,181

青森県 弘前オペラ　創立50周年記念　第49回定期公演「魔笛」(演奏会形式) 弘前オペラ 712

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 1,321

宮城県 結成20周年記念　劇団ドリーム☆キッズ　第19回ミュージカル公演
登米祝祭劇場ミュージカル劇団「ドリーム☆キッ
ズ」

1,155

山形県 第49回定期演奏会 酒田フィルハーモニー管弦楽団 554

福島県 復興祈念　新春の第九　みんなで歌う第九の会第9回特別演奏会 みんなで歌う第九の会 1,767

埼玉県 オペラ「くるみ割り人形」 ちちぶオペラ 873

埼玉県 浦和吹奏楽団　第26回定期演奏会 浦和吹奏楽団 190

千葉県 第5回四街道市民ミュージカル「ガス燈　妖精物語（仮題）」 四街道市民ミュージカル実行委員会 498

千葉県 チャレンジド・ミュージカル第13回公演
特定非営利活動法人いちかわ市民文化ネットワー
ク

848

東京都 荒川区民オペラ第21回公演「愛の妙薬」 荒川区民オペラ 867

東京都 中央区交響楽団　第27回定期演奏会 中央区交響楽団 317

東京都
キッズパフォーマンス集団ほしかぜ　第二回公演「ゴーゴー！！ツッパリ★トラベ
ラー」

一般社団法人ほしかぜ 545

東京都 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 682

東京都
第12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日本＆英国10
周年記念公演

ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ 1,251

東京都 都民交響楽団　八丈島演奏会 都民交響楽団 618

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 362

東京都 東京ジュニアオーケストラソサエティ　第21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

545

東京都 新交響吹奏楽団　創立60周年記念演奏会 新交響吹奏楽団 149

東京都 野外×アート×まちなか　トロールの森 2021 トロールの森実行委員会 703

東京都 第26回定期演奏会 渋谷混声合唱団 602

東京都 10周年記念町田市民ミュージカル2021 町田市民ミュージカルの会 2,096

東京都 仮）琉球舞団 昇龍祭太鼓 10周年記念公演　～ SHORYU A NEW TRADITION ～ 琉球舞団昇龍祭太鼓 992

神奈川県 第47回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 224

神奈川県 港北区民ミュージカルVOL.19「三代目」 港北区民ミュージカル実行委員会 1,446

神奈川県 第32回　遊行かぶき公演「小栗判官と照手姫ー愛の奇跡」 遊行舎 952

神奈川県 第30回記念公演　「小田原みなとものがたり」 演劇プロデュース『螺旋階段』 837

新潟県 第18回里山アート展 特定非営利活動法人コスモ夢舞台 179

新潟県 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団第8回演奏会 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団 718

富山県 第38回高岡薪能　国宝瑞龍寺薪能 高岡能楽会 774

石川県
第59回音文協年末公演「第九交響曲・千鳥の曲」・音楽文化国際交流  「荘厳ミサ
曲」公演

音文協年末公演実行委員会 1,537

石川県
【想像から創造へ　未来に希望を見出す舞台を】キッズ☆クルー第24回公演「ナル
ニア国物語(予定)」

キッズ☆クルー 910

石川県 キッズ　ドリーム　コンサート オーケストラと少年少女公演実行委員会 983
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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)

山梨県 甲斐の国巨摩ミュージカル2021
南アルプス市民ミュージカル「プレミアム・ド
リーム」

1,360

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 1,458

長野県
佐久市コスモホール開館30周年記念・世界かんがい施設遺産登録3周年記念市民参
加型ミュージカル『黄金の群れ　～水の調べは明日への扉～』

「こころのミュージカル」製作委員会 983

静岡県 第46回「伊東祐親まつり」 特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会 1,729

愛知県 愛知祝祭管弦楽団　ワーグナー・ガラスペシャル 愛知祝祭管弦楽団 378

京都府 アトリエ劇研シニア劇団　星組特別公演「きらきらひかる　この世の星よ」 特定非営利活動法人劇研 621

京都府 第9回定期演奏会　吹奏楽団ベリーズけいはんな　結成10周年コンサート 吹奏楽団ベリーズけいはんな 465

京都府 第7回全国学生演劇祭 日本学生演劇プラットフォーム 1,196

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 454

大阪府
チーム銀河鉄道「銀河鉄道の夜」兵庫公演 (平成31年度2020年3月26日の代替公
演）

チーム銀河鉄道 552

大阪府 第23回高槻ジャズストリート 高槻ジャズストリート実行委員会 2,320

大阪府
第9回　わがまち門真市民ミュージカル　“茨田の堤”　～三つの愛、三つの約束
～

門真市民ミュージカル実行委員会 1,418

兵庫県
第40回西日本アマチュアビッグバンド連絡会コンサート（サブタイトル）NABL BIG
BAND JAZZ FESTIVAL in 神戸ハーバーランド

西日本アマチュアビッグバンド連絡会 496

兵庫県 神戸シンフォニックバンド第40回記念定期演奏会 神戸シンフォニックバンド 244

兵庫県 KOBEスティールパンカーニバル2021 アスタ新長田スティールパン振興会 620

兵庫県 神戸フィルハーモニック第82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 294

奈良県 第46回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 2,461

和歌山県 第5回紀州の民話をオペラに公演 ミュージカル「KOUME」 紀州の民話をオペラに実行委員会 1,485

和歌山県 第22回　万葉薪能 特定非営利活動法人和歌の浦万葉薪能の会 1,659

和歌山県 劇団ZERO公演 劇団ZERO 757

和歌山県 Ensemble Mikanier 第14回定期演奏会 Ensemble Mikanier 521

広島県 劇団Tempa第13回公演「点を繋ぐ、空が白む」 劇団Tempa 226

徳島県 第59回野外彫刻展 徳島彫刻集団 467

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 1,197

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 253

福岡県
フィルム・ミュージックオーケストラ福岡「ジョン・ウィリアムズコンサート2」
（コンサート名は検討中のため仮称）

フィルム・ミュージックオーケストラ福岡 546

福岡県 JDカンパニー25周年記念公演　JD DANCE PERFORMANCE vol.2　「FREEDOM」 ジャズダンススタジオJDカンパニー 617

福岡県 冬のおやこ人形劇場 特定非営利活動法人舞台アート工房・劇列車 179

福岡県 第50回記念定期演奏会 久留米児童合唱団後援会 772

宮崎県 みやざき国際ストリート音楽祭2021 みやざき国際ストリート音楽祭実行委員会 928

鹿児島県
霧島演劇祭　市民参加型ミュージカル「パーパス！～森の王様と八人の少女～」公
演

特定非営利活動法人きりしま創造舞台 889

沖縄県 第26回　しまくとぅば語やびら大会 沖縄県文化協会 370

沖縄県 第6回みやこじま青少年国際音楽祭 みやこじま青少年国際音楽祭実行委員会 842

全国 第21回全国中学校総合文化祭岩手大会 全国中学校文化連盟 2,357

全国 第49回全国アマチュアオーケストラフェスティバル堺大会 公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連盟 1,806

全国 第41回全日本少年少女合唱祭全国大会「直方大会」 全日本少年少女合唱連盟 1,010

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 4,846

20



伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計6件・11,100千円）

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 291

石川県 笹葺き屋根2021ワークショップ 特定非営利活動法人石川県茅葺き文化研究会 1,225

京都府 染織祭衣装復元活動 公益社団法人京都染織文化協会 2,640

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（唐紙）

一般社団法人伝統技術伝承者協会 1,700

岡山県 工芸原材料研究会「ノリウツギ樹皮の採取および栽培技術伝承活動」3 伝統工芸木炭生産技術保存会 1,400

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 3,844
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令和３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 

○４段階で評価する項目（ア～エ、カ） 

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、キ～ケ） 

評価区分 内     容 

Ｂ 適正   ／認められる 

Ｃ やや不適正／やや認められる 

Ｄ 不適正  ／認められない 

 

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 

○４段階で評価する項目（ア～エ、カ） 

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、キ～コ） 

評価区分 内     容 

Ｂ 適正   ／認められる 



Ｃ やや不適正／やや認められない 

Ｄ 不適正  ／認められない 

 

 

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 

○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、ク～コ） 

評価区分 内     容 

Ｂ 適正   ／認められる 

Ｃ やや不適正／やや認められない 

Ｄ 不適正  ／認められない 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

○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、ク～コ） 

評価区分 内     容 

Ｂ 適正   ／認められる 

Ｃ やや不適正／やや認められない 

Ｄ 不適正  ／認められない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

○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、ク～コ） 

評価区分 内     容 

Ｂ 適正    ／認められる 

Ｃ やや不適正 ／やや認められる 

Ｄ 不適正   ／認められない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

○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、ク～コ） 

評価区分 内     容 

Ｂ 適正    ／認められる 

Ｃ やや不適正 ／やや認められる 

Ｄ 不適正   ／認められない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

○４段階で評価する項目（ア～カ、ク） 

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（キ、ケ～サ） 

評価区分 内     容 

Ｂ 適正    ／認められる 

Ｃ やや不適正 ／やや認められる 

Ｄ 不適正   ／認められない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

○４段階で評価する項目（ア～カ、ク） 

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（キ、ケ、コ） 

評価区分 内     容 

Ｂ 適正    ／認められる 

Ｃ やや不適正 ／やや認められる 

Ｄ 不適正   ／認められない 

 



○ 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）
佐　藤　千　晴 （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）
檜　山　淳　子 （演劇専門委員会第2分科会主査）
中　川　　桂 （伝統芸能・大衆芸能専門委員会主査）
冨　田　　章 （美術専門委員会主査）
海　野　　敏 （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）
冨　田　　章 （文化施設展示活動専門委員会主査）
川　本　統　脩 （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）

近　藤　都代子 （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 〇 赤羽根　哲也
片桐　卓也 上野　房子 小林　由利子

〇 岸　純信 海野　敏 白川　浩司
◎ 佐藤　千晴 岡見　さえ 徳永　京子

遠山　菜穂美 〇 桜井　多佳子 林　華代
西村　理 佐々木　三重子 ◎ 檜山　淳子
広瀬　大介 佐藤　弥生子 藤田　千史
村井　東樹 高橋　森彦 三戸　俊徳
室田　尚子 馬場　ひかり

守山　実花
　 　

 　

〇 飯島　満 小勝　禮子 〇 赤羽根　哲也
石淵　文恵 正村　美里 ◎ 海野　敏
佐藤　友美 〇 田辺　昌子 岡見　さえ
寺田　詩麻 ◎ 冨田　章 小勝　禮子

◎ 中川　桂 橋本　善八 小林　由利子
中村　真規 濱﨑　礼二 佐藤　千晴
前川　文子 平井　章一 中川　桂
前田　憲司 平井　章一
山中　玲子 広瀬　大介
油井　雅和 前川　文子

飯尾　洋一 小勝　禮子 池田　恵巳
古賀　弥生 正村　美里 〇 川井田　祥子
佐藤　美子 〇 田辺　昌子 ◎ 川本　統脩
芳賀　由利子 ◎ 冨田　章 新通　英洋
漢　幸雄 橋本　善八 竹内　有一

〇 八反田　弘 濱崎　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

〇 上野　勝久
惠谷　浩子
菊池　健策
鬼頭　秀明
黒川　廣子

◎ 近藤　都代子
茂木　栄

             ◎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（９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（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）
国内映画祭等の活動(第２回募集分)の審査終了後発表


