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平成３１年度芸術文化振興基金  

助成対象活動の決定について 

 

 

平成３１年３月２９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平成３１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１，１２４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６１５件、助成金交付予定額は９億８，８３０万

１千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、平成３１年５月下旬に第２回目の

募集を予定しております。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



平 成 31 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）

506                    264                  518,149               

101                    56                    160,358               

81                     36                    60,864                 

324                    172                  296,927               

伝統芸能の公開活動 58                     26                    48,938                 

美術の創造普及活動 11                     6                     9,750                   

多分野共同等芸術創造活動 38                     16                    17,339                 

国内映画祭等の活動 34                     23                    51,880                 

7                       5                     37,543                 

19                     14                    11,596                 

8                       4                     2,741                   

647                    335                  646,056               

地域文化施設公演・展示活動 262                    151                  222,344               

文化会館公演 130                    78                    103,022               

 美術館等展示 132                    73                    119,322               

4                       4                     4,812                   

31                     25                    23,446                 

297                    180                  250,602               

〔文化振興普及団体活動〕   

アマチュア等の文化団体活動 161                    91                    77,121                 

19                     9                     14,522                 

180                    100                  91,643                 

1,124                 615                  988,301               合　　　計

小      計

平成３１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

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



現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計56件・160,358千円）

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35回演奏会　第36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)

1,493

オーケストラ・アンサンブル金沢　特別支援学校オーケストラコンサート
（ふれあいコンサート）

公益財団法人石川県音楽文化振興事業団（オー
ケストラ・アンサンブル金沢） (石川県)

1,174

Music Tomorrow 2019 公益財団法人NHK交響楽団 (東京都) 2,841

オーケストラ・プロジェクト2019 オーケストラ・プロジェクト (東京都) 701

オーケストラ・リベラ・クラシカ定期演奏会 オーケストラ・リベラ・クラシカ (埼玉県) 2,335

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ　第124回、第125回、第126
回、第127回、第128回、第129回定期演奏会

公益社団法人大阪市音楽団 (大阪府) 5,836

子どもたちの音楽芸術体験事業「ゆめコンサート」
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)

1,367

第14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)

640

京都市交響楽団　みんなのコンサート2019　～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
都市交響楽団 (京都府)

5,426

はじめてのクラシックコンサートシリーズVol.22～Vol.24
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)

541

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) 15,049

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) 5,731

静岡交響楽団　定期演奏会（第86、87、88、89、90、91、92回は2公演、93
回）

特定非営利活動法人静岡交響楽団 (静岡県) 9,023

第31回定期演奏会・第32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)

1,535

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.16

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団
(宮城県)

730

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)

989

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) 1,418

中部フィルハーモニー交響楽団定期演奏会
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)

4,713

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)

3,952

第12回長崎定期演奏会、第27回大村定期演奏会
特定非営利活動法人長崎OMURA室内合奏団 (長崎
県)

601

第13回長崎定期演奏会、第28回大村定期演奏会
特定非営利活動法人長崎OMURA室内合奏団 (長崎
県)

523

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) 1,016

Hiroshima Happy New Ear「次世代の作曲家たちⅥ」 ひろしまオペラ・音楽推進委員会 (広島県) 707

広島交響楽団　平成31年度　オーケストラ音楽鑑賞教室 公益社団法人広島交響楽協会 (広島県) 13,675

琉球交響楽団第36回、第37回定期演奏会 特定非営利活動法人琉球交響楽団 (沖縄県) 1,282

レオナルド・ダ・ヴィンチ没後500年記念オペラ「オルフェオ物語」（本邦
初演）

アントネッロ合同会社 (埼玉県) 1,683

第45回四国二期会オペラ公演　歌劇「椿姫」 四国二期会 (香川県) 1,922

2019仙台オペラ協会第44回公演「メリー・ウィドウ」 一般社団法人仙台オペラ協会 (宮城県) 3,479

NISSAY OPERA 2019/ニッセイ名作シリーズ2019　オペラ「ヘンゼルとグレー
テル」

公益財団法人ニッセイ文化振興財団 (東京都) 7,889

NISSAY OPERA 2019/ニッセイ名作シリーズ2019　オペラ「トスカ」 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 (東京都) 9,277

藤沢市民オペラ2018-2020シーズン　演奏会形式G.ロッシーニ『湖上の美
人』

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 (神奈川県) 1,662

教文オペラプログラム　北海道二期会創立55周年記念公演　オペラガラコン
サート＆歌劇「道化師」

一般社団法人北海道二期会 (北海道) 3,027

ル・ポン国際音楽祭2019　赤穂・姫路 赤穂国際音楽祭実行委員会 (兵庫県) 4,945

アンサンブル九条山コンサート　vol.8、vol.9、vol.10 アンサンブル九条山 (京都府) 439

アンサンブル・コンテンポラリーα　定期公演2020（2019年度定期公演） Ensemble Contemporary α (埼玉県) 251
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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)

アンサンブル・ノマド定期演奏会第66～68回「出会い　vol.1～3」 一般社団法人アンサンブル・ノマド (東京都) 2,544

川島素晴　works vol.3 by　双子座三重奏団 川島素晴　works　実行委員会 (東京都) 382

ムズカシイはおもしろい!!　バルトークの時代　その5・その6 古典四重奏団 (埼玉県) 449

東京現音計画#12、#13 東京現音計画 (東京都) 538

東京シンフォニエッタ2019年度定期演奏会（第45回、第46回） 一般社団法人東京シンフォニエッタ (東京都) 1,004

室内合唱団　日唱　特別演奏会　池内友次郎とその門下 一般社団法人日本合唱協会 (千葉県) 256

harmonia ensemble創立10周年記念定期演奏会シリーズ～日本人作曲家個展
～

一般社団法人ハルモニア・アンサンブル (東京
都)

408

合唱団フォンス・フローリス　第12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) 351

アフィニス夏の音楽祭2019長岡 公益財団法人アフィニス文化財団 (東京都) 2,375

岡崎ジャズストリート2019
特定非営利活動法人岡崎ジャズストリート (愛
知県)

2,249

第40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) 6,461

第40回霧島国際音楽祭2019 公益財団法人ジェスク音楽文化振興会 (東京都) 6,171

武生国際音楽祭2019 武生国際音楽祭推進会議 (福井県) 2,160

BAY SIDE JAZZ 2019 CHIBA 公益財団法人千葉市文化振興財団 (千葉県) 799

角田健一ビッグバンド　2019　定期公演 角田健一ビッグバンド事務所 (東京都) 1,288

コンポージアム2019
公益財団法人東京オペラシティ文化財団 (東京
都)

3,640

公益社団法人日本演奏連盟＜演奏家と邦人作曲家シリーズ2019 in KANSAI＞ 公益社団法人日本演奏連盟 (東京都) 922

アジア・パシフィック・チェロコングレス2020 一般財団法人日本チェロ協会 (東京都) 1,160

第17回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン　オラトリオ《ヨシュア》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)

727

守屋純子オーケストラ2019年度定期公演 守屋純子オーケストラ (東京都) 474

横濱　JAZZ PROMENADE 2019 横濱　JAZZ PROMENADE　実行委員会 (神奈川県) 8,128
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現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計36件・60,864千円）

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)

金澤志保バレエスタジオ20周年記念公演 金澤志保バレエスタジオ (愛知県) 1,935

川口節子バレエ団創立40周年記念特別公演「ジゼル」全幕 川口節子バレエ団 (愛知県) 2,459

2019年　地主薫バレエ団公演「人魚姫」 地主薫バレエ団 (大阪府) 4,849

白鳥バレエ創立70周年記念公演「平家物語」全三幕 白鳥バレエ (鹿児島県) 3,184

篠原聖一バレエ・リサイタル　DANCE for Life 2019 DANCE for Life　実行委員会 (東京都) 1,536

2019 Yoko Tsukamoto　テアトル・ド・バレエ　カンパニー公演 テアトル・ド・バレエ　カンパニー (愛知県) 2,344

野間バレエ団第27回定期公演「ジゼル」（全幕） 有限会社野間バレエ団 (大阪府) 2,034

越智インターナショナルバレエ　創立70周年記念公演「ロミオとジュリエッ
ト」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)

4,117

堀内充Ballet Collection 2019 堀内充バレエプロジェクト (東京都) 1,715

ダンス公演「Song of Innocence　無垢なるうた」（仮称） アンサンブル・ゾネ (兵庫県) 753

ANTIBODIES Collective　京都－犬島公演&インスタレーション 一般社団法人ANTIBODIES Collective (京都府) 2,406

Somatic Field Project 2019年度公演（仮） 合同会社S20 (東京都) 1,323

OrganWorks　新作公演「HOMO」（仮） OrganWorks (東京都) 1,273

「住処」ツアー Co. Ruri Mito (東京都) 658

mami dance world「未来ノ水」 北村真実ダンススペース (東京都) 1,136

インテグレイテッド・ダンス・カンパニー響-Kyo　第7回公演（仮称） クリエイティブ・アート実行委員会 (東京都) 2,565

ケイタケイLIGHT津々浦々シリーズ2019
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)

1,420

ダンスブリッジ　プロジェクト　2019 セッションハウス企画室 (東京都) 1,009

リンゴ企画　近藤良平「神楽坂とさか計画」
セッションハウス企画室リンゴ企画実行委員会
(東京都)

495

Tarinof dance company 2019　新作公演『花の牙』 Tarinof dance company (東京都) 340

ダンスがみたい！21　サムルノリ「三道能楽カラク」 「ダンスがみたい！」実行委員会 (東京都) 2,569

新作ダンス公演「復活」 ダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI (京都府) 950

関かおり　PUNCTUMUN　新作公演 団体せきかおり (東京都) 1,545

踊る小説『桜の森の満開の下（仮）』 CHAiroiPLIN (神奈川県) 1,148

イデビアン・クルー新作公演「キャッスル」（仮題） 特定非営利活動法人days (東京都) 2,158

Baobab第12回公演『ジャングル・コクリート・ジャングル』（仮） Baobab (東京都) 1,106

大沼由紀舞踏公演「Magnetismo」 ブレーニャ (東京都) 643

北海道舞踏フェスティバル2019
北海道コンテンポラリーダンス普及委員会 (北海
道)

625

マグナム☆マダム　東京公演（仮） マグナム☆マダム (東京都) 580

「ベートーヴェン交響曲第9番　全楽章を踊る」（仮題） 森下企画 (東京都) 779

鈴木ユキオプロジェクト　新作公演「warp mania #2」 YUKIO SUZUKI projects (山梨県) 946

Concierto Flamenco vol.15 -Sonido de Alma-（魂の音） オフィス　マルガリータ (東京都) 1,881

カデーナフラメンカ創立25周年記念公演　鈴木敬子フラメンコリサイタル
「カルメン」

有限会社カデーナフラメンカ (東京都) 1,848

DANZARTEスペイン舞踊団公演「Poeta　～フラメンコで綴る中原中也詩集～」 谷商事株式会社 (東京都) 1,573

平富恵スペイン舞踊活動30周年記念公演「The Clasic　～ザ・クラシコ～」
（仮題）

有限会社マジェスティック (東京都) 4,500

「襲の色目」五色のゆらぎ
エギク　ジャパニーズダンスプロダクツ (神奈川
県)

462
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計172件・296,927千円）

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)

触覚の宮殿 一般社団法人アーツシード京都 (京都府) 948

茂山あきら特別公演 一般社団法人アーツシード京都 (京都府) 450

現代劇と能の連続上演「葵上」（仮）
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)

1,094

unrato#4『受取人不明　ADDRESS UNKNOWN』 株式会社アイオーン (東京都) 1,783

劇団青い鳥ショートショートシアター「普通の人々」ただいま東京！（副題
は仮題）

株式会社青い鳥創業 (東京都) 1,946

劇団あおきりみかん其の四拾壱「リンゴ、バナナ、キウイ、昨日の嘘」
（仮）

劇団あおきりみかん (愛知県) 1,029

アジア7都市共同創作公演<Unbearable Dreams11～Drifting>
特定非営利活動法人アジア・ミーツ・アジア
(東京都)

1,656

サラダボール公演「隣にいても一人」 一般社団法人アトリエ・サラダ (香川県) 359

第十一回公演「しだれ咲き　サマーストーム」 あやめ十八番 (千葉県) 1,379

KIOSK ARICA (東京都) 896

庭劇団ペニノ「笑顔の砦」横浜公演 合同会社アルシュ (東京都) 1,595

庭劇団ペニノ「蛸入道　忘却ノ儀」（再演） 合同会社アルシュ (東京都) 1,954

東京デスロック『Antihuman education』（仮） 一般社団法人unlock (東京都) 1,328

「胸の内の（仮）」 一般社団法人iaku (大阪府) 1,579

第22回公演「ゴロニャーゴ（仮）」 劇団いちびり一家 (大阪府) 1,010

「名探偵ドイル君　LGBT殺人事件」（仮題） 一般社団法人一糸座 (東京都) 2,250

「おんにょろ盛衰記」 一般社団法人一糸座 (東京都) 2,566

劇団印象-indian elephant-第24回公演「瘋癲老人日記」「すばらしい新世
界」

特定非営利活動法人劇団印象-indian elephant-
(東京都)

690

ウォーキング・スタッフ　プロデュース「三億円事件 / 2019」（仮） ウォーキング・スタッフ (東京都) 2,096

うずめ劇場　第30回記念特別公演「贋の侍女」「フェードル」in　北九州 うずめ劇場 (東京都) 912

エイチエムピー・シアターカンパニー〈現代日本演劇のルーツⅦ〉『女殺油
地獄』（仮）

一般社団法人HMP (大阪府) 845

エイチエムピー・シアターカンパニー〈現代日本演劇のルーツⅧ〉『忠臣
蔵・破』（仮）

一般社団法人HMP (大阪府) 1,131

島口説 一般社団法人エーシーオー沖縄 (沖縄県) 2,276

演劇集団ワンダーランド第47回公演「明星　与謝野鉄幹・晶子の道行き」 一般社団法人演劇集団ワンダーランド (東京都) 826

ここはカナダじゃない（名古屋公演） オイスターズ (愛知県) 604

2019年度大阪劇団協議会プロデュース公演「日の丸とカッポウ着（仮題）」 大阪劇団協議会 (大阪府) 2,080

岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』東京公演 岡崎藝術座 (東京都) 2,142

岡崎藝術座　新作『ニオノウミにて』（仮）全国ツアー 岡崎藝術座 (東京都) 2,828

オフィスコットーネレパートリーシアター「山の声－ある登山者の追想－」 有限会社オフィスコットーネ (東京都) 778

劇団鹿殺し　オリンピック歌劇「傷だらけのカバディ」 株式会社オフィス鹿 (東京都) 3,273

OFFICE SHIKA PRODUCE「罪男と罰男」 株式会社オフィス鹿 (東京都) 2,298

オレンヂスタ　第9回公演『黒い砂礫（仮）』 オレンヂスタ (愛知県) 824

人体言語プロジェクト 劇団解体社 (東京都) 834

ヨーコは茂みの中にいる（仮） KAKUTA (埼玉県) 2,262

仮想定規『The Book』岩手千厩町・東京ツアー公演（仮） 仮想定規 (東京都) 805
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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)

「こおろぎたち」 一般社団法人壁なき演劇センター (東京都) 2,025

Vol.68 ｢両面相四つ（リャンメンアイヨツリョウメンソウヨッツ）｣（仮） カムカムミニキーナ (東京都) 2,496

「鴎座」極私的演劇宣2019　独り語り二作品一挙上演 鴎座 (東京都) 1,079

「俺が代」公演ツアー（仮） かもめマシーン (東京都) 1,008

劇団唐ゼミ☆第29回公演『ジョン・シルバー　三部作　一挙上演』（仮） 劇団唐ゼミ☆ (神奈川県) 1,634

空晴第18回公演「明日の遠まわり」 空晴 (大阪府) 2,068

空晴プロデュース「ボクのサンキュウ（仮）」 空晴 (大阪府) 2,376

第8回公演　再演『マインドファクトリー～丸める者たち～』 かわいいコンビニ店員飯田さん (神奈川県) 624

関西芸術座　第253回公演「大阪城の虎」 株式会社関西芸術座 (大阪府) 1,304

壁ノ花団第14回公演『スマイリースマイル』 有限会社キューカンバー (京都府) 1,265

ジャンクション（仮） 極東退屈道場 (大阪府) 1,616

レパートリーシアターVol.44「ウーマン・イン・マインド」 一般社団法人劇団キンダースペース (埼玉県) 1,025

KUNIO15『グリークス』 合同会社KUNIO,Inc. (京都府) 5,868

NPO法人劇空間夢幻工房 PLANNING STAGE vol.15 特定非営利活動法人劇空間夢幻工房 (長野県) 801

虚空旅団　第32回公演『Voice Training2019』 虚空旅団 (大阪府) 649

コンブリ団with三毛猫倶楽部「東の海の彼方」 コンブリ団 (京都府) 480

小池博史プロデュース公演「Fools on the hill」 株式会社サイ (東京都) 839

イントレランス（仮題） サスペンデッズ (東京都) 983

劇団しし座第79回公演「科学の時間」 劇団しし座 (大阪府) 1,016

下鴨車窓『微熱ガーデン』 下鴨車窓 (京都府) 570

下鴨車窓『散乱マリン』 下鴨車窓 (京都府) 1,369

JACROW#26「ざくろのような」 JACROW (東京都) 736

JACROW#27「華火のあと（仮）」 JACROW (東京都) 1,278

鮭スペアレ本公演「リア王」（TPAM in Yokohama2020参加作品） 鮭スペアレ (東京都) 558

第60回記念公演「ランチタイムセミナー　～検証1997年・ペルー日本大使公
邸人質事件～」

劇団ジャブジャブサーキット (岐阜県) 1,082

第61回公演「小刻みに戸惑う神様」 劇団ジャブジャブサーキット (岐阜県) 1,688

少女都市第5回公演「光の祭典　東京版」 少女都市 (東京都) 676

情熱のフラミンゴ第7回公演「ふるまい」 情熱のフラミンゴ (東京都) 438

劇団しようよ『ひかりかがやく無関心（仮）』 劇団しようよ (京都府) 266

劇団ショーマンシップ25周年記念公演　ロック版唐人歌舞伎　THE NIWAKA～
博多の町の芸処～

有限会社ショーマンシップ (福岡県) 2,159

新宿梁山泊第66回公演「楽屋　流れさるものはやがてなつかしき」 一般社団法人新宿梁山泊 (東京都) 1,306

巡回公演『人や銀河や修羅や海胆は』 劇団新人類人猿 (石川県) 402

サファリ・P第6回公演『怪人二十面相』 合同会社stamp (京都府) 1,182

ストアハウスコレクション 有限会社ストアハウス (東京都) 2,953

贅沢貧乏『ニューヒューマン（仮）』 一般社団法人贅沢貧乏 (東京都) 2,329

清流劇場2019年7月公演『Alcestis -a strange episode アルケスティス異
聞』

清流劇場 (兵庫県) 1,178
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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)

清流劇場2020年3月公演『織工たち　Die Weber』 清流劇場 (兵庫県) 1,540

「アグニの神」（仮） 世界劇団 (愛媛県) 832

戦争を語り継ぐ演劇公演　第6弾「赦し」
戦争を語り継ぐ演劇公演上演実行委員会 (愛知
県)

516

SENDAI座☆プロジェクト2019秋「罠」 一般社団法人SENDAI座プロジェクト (宮城県) 2,083

SENDAI座☆プロジェクト2020冬　鳴子温泉郷物語「タルタロスの足湯＝続
編」（仮）

一般社団法人SENDAI座プロジェクト (宮城県) 2,692

ソノノチ2019「たちまちの流」（仮） ソノノチ (京都府) 343

空の驛舎第24回公演『stained glass』 空の驛舎 (大阪府) 480

第七劇場　ツアー2019　小さな大人と大きな大人のための名作シリーズ「オ
ズの魔法使い」

合同会社第七劇場 (三重県) 406

愛知県芸術劇場　第七劇場「ムンク｜幽霊」 合同会社第七劇場 (三重県) 699

さ迷える愛　破『箱庭弁当』 劇団態変 (大阪府) 1,142

春ひさぐ島（仮） 劇団太陽族 (大阪府) 1,060

タテヨコ企画第37回公演『谷繁』 劇団タテヨコ企画 (東京都) 1,150

タテヨコ企画第38回公演『誰が為にカネは成る（仮）』 劇団タテヨコ企画 (東京都) 865

玉造小劇店配給芝居vol.25「大阪芝居～タクシー編」 玉造小劇店 (大阪府) 1,714

玉造小劇店配給芝居vol.26「体育の時間2019～2020　～全ての女性アスリー
トに捧ぐ～」

玉造小劇店 (大阪府) 2,365

DULL-COLORED POP　第19回公演　福島3部作 合同会社DULL-COLORED POP (東京都) 4,571

『リハーサルのあとで』 株式会社地人会新社 (東京都) 4,477

MamaチャリカルキVol.13「逃げ男（仮）」 劇団チャリカルキ (東京都) 739

第32回公演「それは秘密です。」 劇団チャリＴ企画 (東京都) 1,502

第31回公演「治天ノ君」 一般社団法人劇団チョコレートケーキ (東京都) 1,724

弦巻楽団#34「ユー・キャント・ハリー・ラブ！」 一般社団法人劇団弦巻楽団 (北海道) 942

現代劇作家シリーズ9：「日本国憲法」を上演する die pratze (東京都) 2,395

第16回公演『燦々』 てがみ座 (東京都) 2,970

「にんぎょひめ」（改訂再演） to R mansion (東京都) 793

カクシンハンPOCKET10 in Oita & Tokyo「ロミオとジュリエット」 株式会社トゥービー (神奈川県) 1,042

TEE東京演劇アンサンブル　青少年劇場『千年ユニコーン』（仮） 有限会社東京演劇アンサンブル (東京都) 1,398

東日本地域巡回公演『ジャンヌ・ダルク―ジャンヌと炎』 株式会社東京演劇集団風 (東京都) 2,965

劇団創立六十周年記念公演　東京芸術座公演No.104「終りに見た街」 有限会社劇団東京芸術座 (東京都) 1,740

第11回　世田谷シルク公演「青い鳥」 一般社団法人tokyo sisters (東京都) 1,198

TOHOKU Roots Project「煙が目にしみる」 一般社団法人東北ルーツプロジェクト (東京都) 3,068

フラッシュフィクション公演「大暴力（仮）」 匿名劇壇 (大阪府) 486

フラッシュフィクション公演「この恋愛は別のユーザーによって編集がロッ
クされています（仮）」

匿名劇壇 (大阪府) 937

『睡稿、銀河鉄道の夜』 飛ぶ劇場 (福岡県) 764

飛ぶ劇場Vol.41『ハッピー、ラブリー、ポリティカル』 飛ぶ劇場 (福岡県) 703

煌びやかなる美しき地獄（仮） TRASHMASTERS (東京都) 1,813

渡辺源四郎商店『背中から四十分』 なべげんわーく合同会社 (青森県) 1,595
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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)

渡辺源四郎商店『どんとゆけ』『だけど涙が出ちゃう』 なべげんわーく合同会社 (青森県) 1,583

南船北馬「これ　から　の町（仮）」 南船北馬 (大阪府) 1,071

第39回公演『チェーホフの夢』（仮） ニットキャップシアター (京都府) 1,288

二兎社公演43『私たちは何も知らない』 株式会社二兎社 (東京都) 7,271

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) 12,602

2都市ツアー「ノア版　ワーニャ伯父さん」（仮） ノアノオモチャバコ (東京都) 902

劇団俳小公演「リタ・ジョーのよろこび」 株式会社劇団俳小 (東京都) 1,873

ハイリンド第20回公演「グロリア」 劇団ハイリンド (東京都) 1,279

万能グローブガラパゴスダイナモスプロデュース「ナイス・コントロール」
（仮）

万能グローブガラパゴスダイナモス (福岡県) 732

第26回公演「甘　い　手　」（仮） 万能グローブガラパゴスダイナモス (福岡県) 1,691

大竹野正典没後10年記念公演　万博設計09「リボルバー」 万博設計 (大阪府) 624

BRDG vol.6『フレル（仮）』 BRDG (京都府) 755

日穏-bion-第12回公演「みそっかつ」（仮） 日穏-bion- (東京都) 1,739

快快（FAIFAI）新作公演『2119 MEMORIES』（仮） 快快 (東京都) 2,687

風姿花伝プロデュース vol.6「最後の晩餐」（仮） 合同会社風姿花伝プロデュース (東京都) 3,087

五色劇場本公演「新平和」（仮） 舞台芸術制作室　無色透明 (広島県) 231

地域新進演劇人育成事業クリエイティブ・レジデンス2019【三重 / 広島】
「鉄輪」（仮）

舞台芸術制作室　無色透明 (広島県) 182

世襲戦隊カゾクマンⅢ 株式会社プリエール (東京都) 3,350

Project Nyx　第20回公演「売春捜査官」 Project Nyx (東京都) 1,303

Project Nyx　第21回公演「新　雪之丞変化」 Project Nyx (東京都) 2,752

アリスを待ちながら プロジェクト・ムー (神奈川県) 1,244

ぬいぐるみたちがなんだか変だよと囁いている引っ越しの夜 合同会社マームとジプシー (東京都) 869

ミクニヤナイハラプロジェクト　吉祥寺シアター公演 ミクニヤナイハラプロジェクト (神奈川県) 1,931

モダンスイマーズ結成20周年記念公演 モダンスイマーズ (埼玉県) 2,623

劇団桃唄309公演『アミとナミ』 劇団桃唄309 (東京都) 1,590

4 fish 一般社団法人ユニークポイント (静岡県) 436

第十三回本公演「掬う（仮）」 □字ック (東京都) 4,173

ロロvol.15新作本公演 ロロ (東京都) 2,030

ロロvol.16『四角い2つのさみしい窓』 ロロ (東京都) 1,577

41st PLAY「青春したい！」 yhs (北海道) 968

第27次笑の内閣「東京ご臨終（仮）」 笑の内閣 (京都府) 842

恋と暴動の悪い芝居15周年記念新作二本立て本公演（仮）「恋がさめないう
ちに愛しはじめてしまったの」（仮）「ライオット」（仮）2都市ツアー

悪い芝居 (京都府) 2,511

悪い芝居vol.24「アイスとけるとヤバイ」4都市ツアー 悪い芝居 (京都府) 2,242

誕生の日（仮） ONEOR8 (東京都) 3,180

wonder×works　企画製作公演「カルナバル・デ・フェーロ（仮）」 wonder×works (東京都) 1,636

劇団印象-indian elephant-　音楽劇「メリークリスマスハッピーバース
デー」

特定非営利活動法人劇団印象-indian elephant-
(東京都)

222
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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)

劇団うりんこ「風を見たかい？」愛知巡回公演 株式会社劇団うりんこ (愛知県) 543

レ・ミゼラブル 一般社団法人エーシーオー沖縄 (沖縄県) 1,676

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2019」
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)

534

「小さい劇場　まるさんかくしかく」中国地方幼稚園保育園巡回公演 有限会社劇団風の子 (東京都) 1,108

こどもは宝だ！！みんなのふるさとファミリー劇場 企業組合劇団風の子九州 (福岡県) 1,382

「みんなの家（おうち）」小規模小学校巡回公演 企業組合劇団風の子九州 (福岡県) 1,140

「ぱらりっとせ」東北地域小規模小学校巡回公演 株式会社劇団風の子中部 (岐阜県) 731

北海道の幼児のための集合公演～大型作品との出会い 有限会社劇団風の子北海道 (北海道) 830

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)

4,326

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) 4,177

2019子ども演劇祭in岸和田 子ども演劇祭in岸和田実行委員会 (大阪府) 1,673

子どもと舞台芸術大博覧会2019 子どもと舞台芸術大博覧会実行委員会 (東京都) 3,350

劇団さんぽ5周年記念　離島・小規模小学校等巡回公演 一般社団法人劇団さんぽ (福岡県) 575

巡回学校公演 株式会社すわらじ劇園 (京都府) 1,557

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) 13,300

2019年・夏‐児演協　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) 5,009

うた芝居　ないたあかおに　北信越地区巡回公演 山の音楽舎 (神奈川県) 922

「はだかの王様」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) 4,066

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) 602

創立70周年企画Ⅲ『あっちこっちサバンナ』お披露目巡回公演 有限会社人形劇団京芸 (京都府) 2,214

人形劇団クラルテ第117回公演『はてしない物語』 有限会社人形劇団クラルテ (大阪府) 1,698

人形劇団クラルテ地方巡回公演 有限会社人形劇団クラルテ (大阪府) 365

「グリーンマン」東京・香川公演 人形劇団望ノ社 (埼玉県) 678

人形劇「ズッコケ時間漂流記」ファイナルツアー 有限会社ひとみ座 (神奈川県) 2,010

ミュージカル「ナミヤ雑貨店の奇蹟」 株式会社オールスタッフ (東京都) 3,950

ミュージカル「カレーライス物語」 有限会社総合劇集団俳優館 (愛知県) 2,012

劇団子供鉅人　本公演ニューカウントvol.10『SF・家族』 劇団子供鉅人 (東京都) 563

カンパニーデラシネラ『どこまでも世界（仮）』 株式会社デラシネラ (東京都) 1,905

～東京オリンピック・パラリンピックを寿ぐ～　手話で楽しむ能・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)

2,594
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伝統芸能の公開活動（合計26件・48,938千円）

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)

「立合狂言会」東京2020 特定非営利活動法人ACT.JT (東京都) 793

第五回あべの歌舞伎「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) 3,990

伝承の会 公益社団法人京都観世会 (京都府) 303

第70回「京都薪能」 一般社団法人京都能楽会 (京都府) 2,498

金剛流復曲能「薄」 公益財団法人金剛能楽堂財団 (京都府) 670

第3回青山実験工房 一般社団法人ステージサポート沖縄 (沖縄県) 943

前進座初春特別公演『人間万事金世中』 一般社団法人劇団前進座 (東京都) 8,077

名曲鑑賞会、綾鼓 公益社団法人能楽協会 (東京都) 187

神能殿・新春のお祝い 公益社団法人能楽協会 (東京都) 574

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) 19,939

代々木果迢会2019年度定例公演 代々木果迢会 (東京都) 775

第40回　轍の会 轍の会 (東京都) 191

創邦21　第16回作品演奏会 創邦21 (東京都) 506

第138回　定期演奏会 公益社団法人当道音楽会 (大阪府) 515

第十回　長唄伝承曲の研究会 長唄伝承曲の研究会 (東京都) 537

日本三曲協会定期公演　第6回「日本の響」 公益社団法人日本三曲協会 (東京都) 1,072

邦楽ぐるーぷ　翔の会　2019 邦楽ぐるーぷ　翔の会 (東京都) 240

第35回　真しほ会 真しほ会 (東京都) 517

大阪楽所第37回雅楽演奏会 大阪楽所 (大阪府) 726

音輪会第20回雅楽演奏会 音輪会 (京都府) 440

伶楽舎　自主公演2019 一般社団法人伶楽舎 (東京都) 1,682

伶楽舎　子どものための雅楽コンサート2019 一般社団法人伶楽舎 (東京都) 1,031

寄席定期公演 一般社団法人大須演芸場 (愛知県) 1,132

露の新治落語会 特定非営利活動法人東北笑生会 (千葉県) 371

第10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) 1,048

笑えない会　Legacy 笑えない会 (京都府) 181
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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)

U-35 Under 35 Architects exhibition 2019 35歳以下の若手建築家による
建築の展覧会2019

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

2,947           

YCC Temporary 髙橋匡太（現代美術展覧会） 特定非営利活動法人YCC 1,846           

ヒロシマ　アート　ドキュメント2019展 CREATIVE UNION HIROSHIMA 796             

ロイス・ワインバーガー展－見える自然 / 見えない自然－ ブルーノ・タウト展実行委員会 2,539           

アートアイランズTOKYO2019　第9回　国際現代美術展 東京の島々を結ぶアート航路開発委員会 1,126           

Structure and Sound  -Perception of structure by sound 　－音による
構造の知覚－

Obsession Conception Possession 実行委員会 496             

美術の創造普及活動（合計6件・9,750千円）
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多分野共同等芸術創造活動（合計16件・17,339千円）

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.9「都市と身体のIN / OUTSIDE」（仮） アートエリアB1 (大阪府) 3,000

アンサンブル室町による「日本むかし話」 一般社団法人アンサンブル室町 (東京都) 724

MiAの縁日～アーケード商店街で現代音楽を演奏したら～ MiA (愛知県) 309

ザ・ワールド2019 一般社団法人大橋可也&ダンサーズ (東京都) 1,150

「THE　鍵　KEY」 「鍵」プロジェクト実行委員会 (東京都) 261

多様性を拓くアート・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) 1,910

チェルフィッチュの〈映像演劇〉滞在制作・展示　札幌芸術劇場（仮） 一般社団法人チェルフィッチュ (東京都) 2,682

シネマの再創造・パフォーマンス チャーム・ポイント (東京都) 979

飛生芸術祭2019「まち×ひと×アート」 飛生アートコミュニティー (北海道) 610

第25回日本国際パフォーマンス・アート・フェスティバル（ニパフ'20）
日本国際パフォーマンス・アート・フェスティ
バル実行委員会 (長野県)

1,165

ガムラン曼荼羅　～　響きの回廊へ 藤枝  守 (東京都) 486

PARADISE AIR CREATION PROGRAM 一般社団法人PAIR (千葉県) 1,523

女人往生環Ⅱ「韋提希」 メメントC (神奈川県) 612

第5回両国アートフェスティバル2019 一般社団法人もんてん (東京都) 680

ひととせプロジェクト 山田企画 (石川県) 924

ラウドヒル計画エイトビート公演（仮） ROCKSTAR有限会社 (東京都) 324
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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)

アジアフォーカス・福岡国際映画祭2019
アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員
会 (福岡県)

7,812

第28回しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会 (島根県) 1,692

第20回東京フィルメックス/TOKYO FILMeX 2019
特定非営利活動法人東京フィルメックス実行
委員会 (東京都)

9,196

第二回東京国際ろう映画祭 東京ろう映画祭実行委員会 (東京都) 1,910

山形国際ドキュメンタリー映画祭 2019
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)

16,933

国内映画祭等の活動：映画祭Ａ（合計5件・37,543千円）
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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)

第22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)

1,012

イメージフォーラム・フェスティバル 2019 イメージフォーラム (東京都) 1,107

カナザワ映画祭 2019 「期待の新人監督」 一般社団法人映画の会 (石川県) 334

第25回 KAWASAKI しんゆり映画祭 2019
特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ (神奈川
県)

986

Kisssh-Kissssssh 映画祭 2019
Kisssh-Kissssssh 映画祭実行委員会 (和歌
山県)

350

第25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)

686

第7回グリーンイメージ国際環境映像祭
グリーンイメージ国際環境映像祭実行委員会
(東京都)

1,028

神戸発掘映画祭 2019 神戸映像アーカイブ実行委員会 (兵庫県) 498

第24回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡 (新潟県) 254

ショートピース！仙台短篇映画祭 2019 仙台短篇映画祭実行委員会 (宮城県) 482

第13回田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会 (和歌山県) 1,242

第25回函館港イルミナシオン映画祭2019
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会 (北
海道)

1,053

第25回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会 (宮崎県) 976

第44回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会 (大分県) 1,588

国内映画祭等の活動：映画祭Ｂ（合計14件・11,596千円）
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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)

Fシネマ・ツアー 「浪曲でたどる日本映画の再発見」 Fシネマ・ツアー実行委員会 (大分県) 1,062

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) 165

米寿記念　映画監督　篠田正浩 日本映画大回顧展上映実行委員会 (大阪府) 758

特集上映：喜劇と悲劇を漂う男　岡本喜八（仮） 公益財団法人山口市文化振興財団 (山口県) 756

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計4件・2,741千円）
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都道府県
指定都市

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 異色のコラボ「みらいSHOW学校」
特定非営利活動法人深川市舞台芸術交流協会
（深川市文化交流ホール（み・らい））

1,150           

札幌市 North JAM Session 2019
公益財団法人札幌市芸術文化財団 （札幌芸術
の森）

7,000           

札幌市 歌舞伎舞踊『伊達娘恋緋鹿子』火の見櫓の段
公益財団法人札幌市芸術文化財団 （札幌市教
育文化会館）

1,093           

岩手県 アルフィート・ガスト　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）

216             

岩手県 アンバーホール　開館20周年　ガラコンサート
久慈市 （久慈市文化会館（アンバーホー
ル））

2,396           

山形県 「能・狂言」フェスティバル
「文化都市酒田」発信事業実行委員会 （酒田
市民会館（希望ホール））

721             

山形県
ベルリン・バロック・ゾリステン　with　樫本大進＆ジョナサン・
ケリー

一般財団法人山形市都市振興公社 （山形テル
サ）

1,994           

福島県 国見町クラシックフェスティバル 国見町 （国見町観月台文化センター） 533             

茨城県 こぱんだウインドアンサンブルコンサート
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）

681             

埼玉県 日本の響・・・草加の陣2019
公益財団法人草加市文化協会 （草加市文化会
館）

2,007           

千葉県 （県民芸術劇場公演）20回記念「東総の第九2020」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）

582             

千葉県
千葉県少年少女オーケストラとアキラさんの大発見コンサート2019
東金公演

公益財団法人東金文化・スポーツ振興財団
（東金文化会館）

530             

東京都 伝統文化交流事業　in　ゆとろぎ　「鬼剣舞・鹿踊り」公演 羽村市 （羽村市生涯学習センターゆとろぎ） 437             

東京都 第33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）

840             

東京都 FOCUSこがねい　みんなのオペラ～歌劇「ドン・ジョヴァンニ」
こがねいしてぃ共同事業体 （小金井市民交流
センター）

1,585           

東京都 クリスマスファミリーコンサート2019「小学生からのクラシック」
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団 （三
鷹市芸術文化センター）

872             

東京都 日本の響き、世界の調べ　第4回　さまざまな声、さまざまな歌
公益財団法人文京アカデミー （響きの森文京
公会堂（文京シビックホール））

350             

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）

715             

東京都 吉祥寺ダンスLAB.vol.2
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）

595             

東京都 調布能楽　odyssey　破　狂言×ミライ×能　（仮）
公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興
財団 （調布市文化会館たづくり）

554             

東京都
調布国際音楽祭2019　Chofu International Music Festival
「フェスティバル・オーケストラ」

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）

973             

東京都 江東・和の伝統芸能体験プロジェクト「お江戸深川大講談まつり」
公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
（江東区文化センター）

1,032           

神奈川県 市民公募　青少年ダンサーズ×鈴木ユキオ　ダンス公演
やまとみらい （大和市文化創造拠点（シリウ
ス）やまと芸術文化ホール）

1,517           

神奈川県 山田和樹アンセム・プロジェクト　Road to 2020　秦野公演 秦野市 （秦野市文化会館） 1,193           

神奈川県 日本舞踊家集団「弧の会」小田原公演
おだわら文化事業実行委員会 （小田原市民会
館）

1,472           

神奈川県
【鎌倉芸術館大ホール　リニューアル記念公演】日本語で歌う「第
九」2020

サントリーパブリシティサービスグループ
（鎌倉芸術館）

634             

横浜市 ラボ20#22
特定非営利活動法人STスポット横浜 （STス
ポット）

527             

横浜市 糸あやつり人形　結城座公演＆写し絵ワークショップ（仮称）
神奈川共立・相鉄企業共同事業体 （横浜市泉
区民文化センター（テアトルフォンテ））

303             

相模原市 相模原ジュニア・オーケストラ
公益財団法人相模原市民文化財団 （相模原市
文化会館（相模女子大学グリーンホール））

644             

富山県 新しき伝統芸能の風　弧の会×若獅子会　富山公演　（仮題）
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））

1,902           

富山県 コンドルズ黒部スペシャル公演2019（仮）
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）

1,093           

富山県
コスモホール地域交流音楽プロジェクト　ラデク・バボラーク
with　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））

1,058           

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演（合計78件・103,022千円）
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都道府県
指定都市

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）

富山県
城端・庵唄のふるさと…江戸芸能の風景3　～加賀絹あまた取りそ
ろえ～

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））

1,392           

石川県 金沢ティーンズミュージカル第10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）

1,213           

福井県
能×能オペラ　NoperaAOI　－若狭の伝統と最先端クリエーション
との出会い－

若狭町 （パレア若狭生きがい施設） 392             

山梨県 第22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）

1,131           

長野県 第45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））

2,400           

長野県 カノラホール開館30周年記念ミュージカル「ONLY ONE」
公益財団法人おかや文化振興事業団 （岡谷市
文化会館）

1,451           

長野県 信州の伝統芸能公演
一般財団法人長野県文化振興事業団 （長野県
県民文化会館（ホクト文化ホール））

175             

長野県 第29回　信州安曇野能楽鑑賞会
信州安曇野薪能実行委員会 （安曇野市豊科公
民館）

1,900           

岐阜県 サラマンカホール開館25周年記念　ガラ・コンサート
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））

1,944           

静岡市 オリジナル舞台作品「BEAT IT!!　～新今川物語～　（仮）」公演
静岡市文化振興財団共同事業体 （静岡市民文
化会館）

795             

静岡市 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））

1,503           

愛知県 ひとのけしき-OKAZAKI　（ダンス・映像・音楽の競演）
一般社団法人岡崎パブリックサービス （岡崎
市民会館（あおいホール））

985             

愛知県
クローズアップおかざき　山中惇史＆住谷美帆　デュオ・リサイタ
ル

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）

102             

名古屋市 名古屋の演劇人が贈る名作劇場「煙が目にしみる」
公益財団法人名古屋市文化振興事業団 （名古
屋市東文化小劇場）

2,408           

名古屋市
オー・ヘンリー没後110年記念　市民参加の朗読劇　オー・ヘン
リー「賢者の贈り物」～ニューヨークストーリーを添えて

公益財団法人名古屋市文化振興事業団 （名古
屋市瑞穂文化小劇場）

1,120           

滋賀県 能楽にみる自然　～人を超えた“いのち”の世界～
大津PAC＆KLPグループ （大津市伝統芸能会
館）

466             

滋賀県 第53回　彦根城能 彦根市 （彦根城博物館） 1,192           

京都府 プロ・アマ合同創造人形劇「チコ－アニミズム会議の記録」 創 （京都府立文化芸術会館） 1,598           

京都府
～19世紀ウィーン黄金期のピアノで紡ぐ～　ベートーヴェン　チェ
ロ・ソナタ全曲演奏会（仮）

創 （京都府立府民ホール） 608             

京都市
地域の伝統文化との出会い「藤森神社　藤森雅楽会による雅楽鑑賞
会」

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
（京都市呉竹文化センター）

106             

京都市 未来へつなぐ伝統芸能－はじめての能　その2　（仮称）
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）

164             

大阪府 河内長野マイタウンオペラ2019「メリー・ウィドウ」
公益財団法人河内長野市文化振興財団 （河内
長野市立文化会館（ラブリーホール））

1,422           

兵庫県
地域のチカラ・フェスティバル　新緑の宴　～伝統文化　meets
DANCE～

公益財団法人加東文化振興財団 （加東市やし
ろ国際学習塾）

450             

兵庫県 第12回永楽館歌舞伎 豊岡市 （豊岡市立出石永楽館） 3,658           

兵庫県 オーケストラと合唱の楽しみ2019
公益財団法人赤穂市文化とみどり財団 （赤穂
市文化会館）

1,068           

兵庫県 第34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））

3,190           

兵庫県 市民創作オペラ「イワイさまおじゃったか」
共立・NTTファシリティーズ共同事業体 （明
石市立市民会館）

2,365           

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）

434             

兵庫県 第28回みつなかオペラ　チマローザ：歌劇「秘密の結婚」
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）

5,317           

鳥取県
京都市交響楽団　倉吉スペシャル演奏会　～未来への道程～
（仮）

公益財団法人鳥取県文化振興財団 （鳥取県立
倉吉未来中心）

1,300           

島根県
浜田開府400年記念・住民参加創作ミュージカル『群青～浜田誕
生、そして明日へ～』

公益財団法人浜田市教育文化振興事業団 （石
央文化ホール）

1,439           

広島県 はつかいち平和コンサート2019
はつかいち平和の祭典実行委員会 （はつかい
ち文化ホール（さくらぴあ））

853             

広島市 演劇引力廣島　第17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（アステールプラザ））

3,431           
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都道府県
指定都市

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）

広島市 いきいきクラシック
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）

598             

山口県 第19回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート2020＞
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）

1,970           

香川県 開催35回記念行事・とらまる人形劇カーニバル2019
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）

1,285           

愛媛県 伊豫之國松山水軍太鼓特別公演　～過去、現代。そして未来へ～
株式会社レスパスコーポレーション （愛媛県
生涯学習センター）

996             

愛媛県 内子座文楽第23回公演 内子座文楽公演実行委員会 （内子座） 3,208           

福岡県 ガルシア・ロルカ悲劇三部作　第二章　「イェルマ」
ガルシア・ロルカ悲劇三部作上演実行委員会
（福岡県立ももち文化センター）

648             

佐賀県 ～九州管楽合奏団を迎えて～　唐津に響け吹奏楽の風2019
公益財団法人唐津市文化事業団 （唐津市民会
館）

604             

長崎県 オーケストラで聴く「映画＆ミュージカル」の名曲たち
一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団
（大村市体育文化センター）

1,326           

熊本県 ステージ☆キッズ　第2回公演「猫宮ものがたり」
中央設備　ステージ・ラボ共同体 （荒尾総合
文化センター）

360             

大分県
第21回　別府アルゲリッチ音楽祭　関連コンサート　ミシャ・マイ
スキー　チェロリサイタル

竹田市 （竹田市総合文化ホール） 1,369           

大分県 プレミアム・ガラ・コンサート　2019
ホルトホール大分みらい共同事業体 （ホルト
ホール大分）

471             

宮崎県 ひむかオペラ　歌劇「ラ・ボエーム」
公益財団法人のべおか文化事業団 （田園都市
中核施設　延岡総合文化センター）

1,849           

大学 第55回オペラ公演「カプレーティとモンテッキ」
学校法人大阪音楽大学 （ザ・カレッジ・オペ
ラハウス）

3,167           

※　大学が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「大学」と表記している。
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都道府県
指定都市

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 北海道151年のヴンダーカンマー 北海道（北海道立近代美術館）              838

北海道
「陶磁器界の三天才　小森忍・河井寛次郎・濱田庄司～研究・挑戦
そして創造へ」展

江別市（江別市陶芸の里江別市セラミック
アートセンター）

           1,301

札幌市 札幌美術展　砂澤ビッキ－風－
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））

           2,099

札幌市 鈴木康広展
公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌市民
交流プラザ（札幌文化芸術交流センター
（SCARTS）））

           2,890

青森県
【青森県立美術館平成31年度コレクション展第4期】「特別企画:
ローカルカラーは何の色？　－写真家・向井弘とその時代－」（仮
称）展

青森県（青森県立美術館）            1,034

秋田県 没後130年　平福穗庵展 秋田県（秋田県立近代美術館）              703

福島県 「クリストファー・ドレッサーと正倉院宝物」展 郡山市（郡山市立美術館）            2,188

福島県 「やなぎみわ－Myth Machines 神話機械」展 福島県（福島県立美術館）            2,160

茨城県 特別展　佐竹氏－800年の歴史と文化－
公益財団法人茨城県教育財団（茨城県立歴史
館）

           2,804

茨城県 アートセンターをひらく　第Ⅱ期
公益財団法人水戸市芸術振興財団（水戸芸術
館）

           3,575

栃木県 山田耕筰と美術 栃木県（栃木県立美術館）            2,937

栃木県
（仮称）竹工芸　飯塚琅玕齋のエッセンス－斎藤文石から勝城蒼鳳
へ

栃木市（とちぎ蔵の街美術館）              807

栃木県
小山市制65周年記念・小山市立車屋美術館開館10周年記念「塚原哲
夫　日本画展」

小山市（小山市立車屋美術館）              355

群馬県 みつめる－見ることの不思議に向き合う作家たち－展（仮称） 群馬県（群馬県立館林美術館）            2,592

群馬県
大川美術館開館30周年・松本竣介没後70年「松本竣介－子どもの時
間」

公益財団法人大川美術館（大川美術館）              762

埼玉県 特別展「子ども」（仮称） 埼玉県（埼玉県立歴史と民俗の博物館）            1,334

埼玉県 森田恒友展 埼玉県（埼玉県立近代美術館）            2,424

埼玉県 ゆかた・浴衣・YUKATA 川越市（川越市立美術館）            1,449

千葉県
平成31年度特別展「絵のみち・祈りのこころ－日本画家　後藤純男
の全貌－」（仮称）

千葉県（千葉県立美術館）            1,220

千葉県 平成31年度企画展「オビシャの造形と美」 千葉県（千葉県立関宿城博物館）              254

千葉市 目　－非常にはっきりと、わからない
公益財団法人千葉市教育振興財団（千葉市美
術館）

           5,422

東京都 日本の新進作家　Vol.16　至近距離の宇宙
公益財団法人東京都歴史文化財団（東京都写
真美術館）

           2,201

東京都
東京ステーションギャラリー　辰野金吾没後100年記念特別企画展
（仮称）

公益財団法人東日本鉄道文化財団（東京ス
テーションギャラリー）

           1,580

東京都 奈良原一高のスペイン――約束の旅（仮称）
公益財団法人せたがや文化財団（世田谷区立
世田谷美術館）

           3,669

東京都
町田浮世絵プログラム2019　浮世絵黄金時代の美人画－春信から歌
麿、そして清方へ

町田市（町田市立国際版画美術館）            2,287

東京都 吉田穂高展（仮称）
公益財団法人三鷹市スポーツと文化財団（三
鷹市美術ギャラリー）

           1,997

東京都 生誕100年　佐藤多持展
公益財団法人たましん地域文化財団（たまし
ん歴史・美術館）

           1,117

東京都 「遊びの流儀　遊楽図の系譜」展（仮称）
公益財団法人サントリー芸術財団（サント
リー美術館）

           2,973

東京都
調布能楽odyssey　破「能のかたち～過去・現在・未来～」（仮
称）

公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興
財団（調布市文化会館たづくり）

             442

神奈川県 やなぎみわ展　神話機械 / MIWA YANAGI:Myth Machines
公益財団法人神奈川芸術文化財団（神奈川県
立県民ホール（神奈川県民ホールギャラ
リー））

           2,098

地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示（合計73件・119,322千円）
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都道府県
指定都市

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)

横浜市
開館30周年記念「Meet the Collection　出会い:アートと人と、美
術館」

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団（横浜
美術館）

           5,141

横浜市
横浜開港160周年記念展示　大和和紀『ヨコハマ物語』×大佛次郎
の開化小説

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団（横浜
市港の見える丘公園の教養施設（横浜市大佛
次郎記念館））

             281

横浜市 新・今日の作家展2019　対話のあとさき（仮）
公益財団法人横浜市芸術文化振興財団／西田
装美株式会社共同事業体（横浜市民ギャラ
リー）

           1,384

横浜市 あざみ野コンテンポラリーvol.10「しかくのなかのリアリティ」
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）

           1,272

新潟市
バウハウス開校100年　きたれ、バウハウス　－アート / デザイン
の原点－

新潟市（新潟市美術館）            1,349

富山県 黒部市美術館開館25周年　風間サチコ展
公益財団法人黒部市国際文化センター（黒部
市美術館）

             836

石川県 悠久の扉をひらく『いしかわ　神々の遺宝』 石川県（石川県立歴史博物館）            1,967

石川県 珠洲古陶の美展 珠洲市（珠洲市立珠洲焼資料館）            1,047

石川県 名和晃平　Foam（仮）
公益財団法人金沢芸術創造財団（金沢21世紀
美術館）

           2,903

福井県
平成31年度秋季特別展「将軍家茂と皇女和宮～行列にみる幕末日本
と福井藩～」（仮称）

福井市（福井市立郷土歴史博物館）            1,048

福井県 アートドキュメント2019　八田豊展（仮称）
公益財団法人金津創作の森財団（金津創作の
森）

           1,178

長野県 中林忠良展（仮）
株式会社地域文化創造（茅野市民館・茅野市
美術館）

           1,204

長野県 千田泰広展
公益財団法人安曇野文化財団（安曇野市豊科
近代美術館）

             646

長野県 没後100年記念　天才少年・スゴいぞ！村山槐多展 上田市（上田市立美術館(サントミューゼ））            1,756

静岡県 リニューアル3周年記念特別展　仁清　金と銀
公益財団法人岡田茂吉美術文化財団（MOA美術
館）

           1,878

浜松市 古代東海道駅伝展（仮称） 浜松市（浜松市博物館）            1,681

愛知県
特別企画展　愛知やきものセレクション－県指定文化財の陶磁器－
(仮称）

愛知県（愛知県陶磁美術館）            1,840

愛知県 生誕120年記念　佐藤一英展 一宮市（一宮市博物館）            1,319

愛知県
「陶磁器界の三天才　小森忍・河井寛次郎・濱田庄司～研究・挑戦
そして創造へ」展

公益財団法人瀬戸市文化振興財団（瀬戸市美
術館）

           1,371

三重県 開館5周年記念　企画展「三重の仏像」 三重県（三重県総合博物館）            1,438

三重県 関根正二展 三重県（三重県立美術館）            1,076

三重県
斎宮歴史博物館開館30周年記念・史跡斎宮跡指定40周年記念特別展
「東雲の斎宮　大来皇女と壬申の乱」

三重県（斎宮歴史博物館）            1,593

京都府
ICOM京都大会開催記念　京都の歴史をつなぐ－博物館からみる未来
－（仮称）

公益財団法人京都文化財団（京都府京都文化
博物館）

           1,089

兵庫県 特別展「お城ができる前の姫路」（仮称） 兵庫県（兵庫県立歴史博物館）            1,037

兵庫県 柿衞文庫　開館35周年記念特別展　蕪村の手紙
公益財団法人柿衞文庫（公益財団法人柿衞文
庫）

             703

奈良県
ふるさと知事ネットワーク美術館交流　企画展「富本憲吉入門－彼
はなぜ日本近代工芸の巨匠なのか」（仮称）

奈良県（奈良県立美術館）              928

奈良県 特別展　聖域の美　中世寺社境内の風景 公益財団法人大和文華館（大和文華館）            1,732

岡山県 坂田一男展 岡山県（岡山県立美術館）              960

岡山県 －明日を拓く－ 浪崎文彰 ライムアートの世界(仮称)
公益財団法人新見美術振興財団（新見美術
館）

             302

岡山県 近代花鳥画の名手　菊池芳文 笠岡市（笠岡市立竹喬美術館）              821

広島県 第23回平和美術展　被爆樹木－もの言わぬ物たちの記憶
公益財団法人廿日市市芸術文化振興事業団
（はつかいち美術ギャラリー）

             267

徳島県 特別展「王手！－将棋の日本史－」 徳島市（徳島市立徳島城博物館）              803
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都道府県
指定都市

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)

徳島県 開館30周年記念　和紙現代アート展
一般財団法人阿波和紙伝統産業会館（阿波和
紙伝統産業会館）

           1,244

香川県 「香川・瀬戸内祭礼百態－「風流」の軌跡と展望－（仮）」展 香川県（香川県立ミュージアム）            3,416

高知県 企画展「吸江寺」
公益財団法人高知県文化財団（高知県立歴史
民俗資料館）

             818

福岡市 梅田哲也　展（仮称） 福岡市（福岡市美術館）              869

長崎県 「奇蹟の芸術都市バルセロナ」展
公益財団法人長崎ミュージアム振興財団（長
崎県美術館）

           3,811

熊本市 大竹伸朗　ビル景　1978-2019
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）

           3,573

大分県 平成31年度特別展「おおいたイメージ－○○がみた大分－」 大分県（大分県立歴史博物館）            1,094

沖縄県
平成31年度　沖縄県立博物館・美術館　博物館特別展「グスク・ぐ
すく・城－動乱の時代に生み出された遺産－」

沖縄県（沖縄県立博物館・美術館）            1,313

大学 「コドモノミライ－現代演劇とこどもたち」展
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）

           1,168

大学 佐賀の近代日本画 国立大学法人佐賀大学（佐賀大学美術館）              720

大学 ジェン・ボー個展（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）

             934

※　大学が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「大学」と表記している。
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都道府県
指定都市

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)

埼玉県 重要伝統的建造物群保存地区選定20周年記念行事 川越市 422             

岐阜県
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 2,234           

広島県 廿日市市宮島町歴史的町並み保存啓発活動 廿日市市 1,724           

宮崎県 椎葉村十根川地区山村集落の町並み保存報告書作成 椎葉村 432             

歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計4件・4,812千円）
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都道府県
指定都市

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)

岩手県
八幡平市無形民俗文化財電子映像記録事業（小屋の畑田植踊り並
びに南部手踊り、曲田先祓い、田頭田植踊）

岩手県八幡平市 934             

仙台市 れきみん秋祭り　2019 公益財団法人仙台市市民文化事業団 1,393           

秋田県 横手の送り盆まつりの記録作成による保存活用活動 一般社団法人横手市観光協会 610             

秋田県
民俗芸能後継者育成事業・横手市増田民俗芸能フェスティバル開
催

横手市増田地区交流センター運営協議会 358             

福島県 ふるさとの祭り2019 ふるさとの祭り実行委員会 352             

茨城県 風流物（山車）の運行 平磯町三社祭（潮祭）保存会 167             

埼玉県 秩父市民俗芸能大会 埼玉県秩父市 366             

埼玉県 八甫の獅子舞の獅子頭の修繕及び衣装の復元製作事業 八甫獅子舞保存会 1,510           

千葉県 房総の郷土芸能2019 房総の郷土芸能2019実行委員会 550             

東京都
江戸糸あやつり人形結城座　次世代継承・普及のためのアーカイ
ブ事業（仮称）

公益財団法人江戸糸あやつり人形　結城座 550             

神奈川県 第47回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 300             

神奈川県 平成31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             

神奈川県 海老名市民文化祭　郷土芸能部門 海老名市 450             

新潟県
重要無形民俗文化財　村上祭りの屋台行事　上片町屋台保存活用
活動

村上まつり保存会 200             

新潟県 金峯神社例大祭での流鏑馬神事奉納 蔵王流鏑馬保存会 136             

富山県 福野神明社祭礼における横町曳山巡行及び保存伝承活動 横町曳山保存会 6,120           

静岡県 磐田市指定無形民俗文化財　池田やかた祭り 磐田市 428             

静岡市 無形民俗文化財公開事業　大神楽祭2019 静岡市 727             

愛知県 三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊橋大会 三遠南信ふるさと歌舞伎交流実行委員会 1,500           

名古屋市 若宮祭の福禄寿車の山車囃子の広報、伝承、公開 若宮八幡社福禄寿車山車保存会（囃子方） 1,196           

滋賀県 大溝祭400周年記念事業の開催 大溝祭保存会 499             

京都市
大原勝手神社の祭礼復興およびそれに伴う地域における伝統芸能
振興

特定非営利活動法人京都大原里づくり協会 540             

徳島県 第4回　ジュニア浄瑠璃フェスティバル 徳島県 1,607           

福岡県 八女津媛神社の浮立の伝承・公開 八女津媛神社浮立保存会 566             

宮崎県 みやざきの神楽映像記録・魅力発信事業 宮崎県 2,187           

民俗文化財の保存活用活動（合計25件・23,446千円）
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都道府県
指定都市

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 第12回　函館子ども歌舞伎公演 函館子ども歌舞伎を育てる会 1,000           

札幌市
北海道ダンスプロジェクト公演「新たなる挑戦～NEXT ONE～
2020」

一般社団法人北海道ダンスプロジェクト 436             

札幌市 人形劇フェスティバル2020年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 643             

札幌市
人形浄瑠璃2020～さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座二十五周年記
念公演～

さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 1,357           

青森県 第5回青森BUTOHフェスティバル～台湾編 青森ダンスエクスペリエンスの会 1,080           

青森県 第60回定期演奏会 青森市民交響楽団 406             

青森県 弘前オペラ第48回定期公演 弘前オペラ 1,723           

青森県 弘前バッハアンサンブル創立35年記念演奏会 弘前バッハアンサンブル 842             

岩手県
旗上げ40周年記念公演「（仮題）みちのく奇譚～星降る丘～」
「奴婢訓」

劇団赤い風 330             

宮城県 創作舞踊「心の伏流水～拈華微笑～」 佐取純子モダンバレエスタジオ 1,149           

秋田県 秋田の身體2019&雪雄子舞踏公演 特定非営利活動法人土方巽記念秋田舞踏会 313             

秋田県 プッチーニ　オペラ「ラ・ボエーム」全4幕　原語上演 能代オペラ音楽祭 818             

秋田県
秋田県演劇団体連盟創立50周年記念事業「あきた演劇フェスティ
バル」

秋田県演劇団体連盟 557             

群馬県 TACT（Takasaki Community Theater） 特定非営利活動法人Ballet Noah 649             

埼玉県 劇団アミーゴ公演
特定非営利活動法人入間市文化創造ネット
ワーク

173             

埼玉県 ちちぶオペラ公演オペレッタ「メリーウィドウ」 ちちぶオペラ実行委員会 238             

埼玉県 設立20周年記念　第20回狭山市民芸術祭 狭山市文化団体連合会 692             

さいたま市 17世紀スペイン音楽の華 古楽金管アンサンブル「アンジェリコ」 166             

さいたま市 松本商店街　芝居始めました 特定非営利活動法人劇団サードクォーター 264             

千葉県 チャレンジド・ミュージカル　第12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

684             

千葉県 柏少年少女合唱団第16回定期演奏会～新たなスタート～ 柏少年少女合唱団 659             

東京都 都民交響楽団　新島演奏会 都民交響楽団 423             

東京都 荒川区民オペラ第20回記念公演「仮面舞踏会」 荒川区民オペラ 1,501           

東京都 邦楽合奏団　織座　第30回定期演奏会 邦楽合奏団　織座 184             

東京都 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 767             

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 323             

東京都 武蔵野市民合唱団創立40周年記念　第45回定期演奏会 武蔵野市民合唱団 535             

東京都 第28回定期演奏会 東久留米交響楽団 194             

東京都 東京ジュニアオーケストラソサエティ　第20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

412             

東京都 中央区交響楽団　創立25周年記念演奏会 中央区交響楽団 331             

東京都
第11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）

ジャパン・インターナショナル・ユース・バ
レエ

880             

東京都 渋谷混声合唱団　第25回定期演奏会（創立35周年記念演奏会） 渋谷混声合唱団 967             

アマチュア等の文化団体活動（合計91件・77,121千円）
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都道府県
指定都市

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)

東京都 町田市民ミュージカル2019 町田市民ミュージカルの会 1,507           

東京都 第10回子どものためのジャズコンサート 特定非営利活動法人キッズファン 991             

神奈川県 第45回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 140             

神奈川県 第31回公演　遊行かぶき「しんとく丸」 遊行舎 771             

川崎市 川崎郷土・市民劇「日本民家園ものがたり」 川崎郷土・市民劇上演実行委員会 852             

川崎市 第8回なかはらミュージカル公演 なかはらミュージカル実行委員会 851             

新潟県 第16回里山アート展 特定非営利活動法人コスモ夢舞台 161             

新潟県 バレエ「ドン・キホーテ」全3幕（オーケストラ付）公演
特定非営利活動法人県央地域に舞台芸術を育
む会

1,800           

富山県 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2019 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会 2,568           

富山県 第37回高岡薪能 高岡能楽会 327             

石川県
第57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2020'ニューイヤー「荘厳ミサ曲」公演

音文協年末公演実行委員会 2,180           

石川県
第48回「オーケストラと少年少女・子どもの歌フェスティバル
2019」

オーケストラと少年少女実行委員会 705             

石川県 第15回記念いしかわ子ども伝統芸能音楽祭
「いしかわ子ども伝統芸能音楽祭」実行委員
会

490             

石川県 白山国際太鼓エクスタジア2019 白山国際太鼓エクスタジア実行委員会 1,431           

石川県
【子どもと大人が共に見つめる未来】キッズ☆クルー第22回公演
「ぼくらの七日間戦争」

キッズ☆クルー 626             

福井県 第31回　今立現代美術紙展　ART CAMP
IMADATE ART FIELD（今立現代美術紙展実行
委員会）

2,108           

福井県 第27回国際丹南アートフェスティバル2019 丹南アートフェスティバル実行委員会 1,534           

山梨県 第13回八ヶ岳音楽祭　in Yamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 739             

長野県 第24回まつもと演劇祭 まつもと演劇祭実行委員会 835             

岐阜県 可児市民第九合唱団　第8回定期演奏会 可児市民第九合唱団 691             

静岡県 第21回「水上薪能」 特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会 1,695           

静岡県 第5回公演「ピエロ人形の詩」 三島・長泉子どもミュージカル 772             

静岡県 源頼朝挙兵840年プレイベント　子ども創作能「伊豆の頼朝」 伊豆の国市能友の会 100             

静岡市 興津地区文化ふれあい事業 特定非営利活動法人AYUドリーム 320             

愛知県
愛知祝祭管弦楽団  2016-2019　ワーグナー「ニーべルングの指
環」4部作　第三夜「神々の黄昏」

愛知祝祭管弦楽団 850             

三重県 第29回市民コンサート「第九」 名張第九を歌う会 319             

京都府 ＜創団30周年記念＞第26回定期演奏会 大住シンフォニックバンド 312             

京都市 第5回全国学生演劇祭 全国学生演劇祭実行委員会 435             

京都市
高槻シニア劇団活性化プロジェクト　そよ風ペダル8周年特別公演
「はぐれ輪舞曲」

特定非営利活動法人劇研 506             

大阪府 チーム銀河鉄道「銀河鉄道の夜」兵庫公演 チーム銀河鉄道 576             

大阪府
表現集団A・SO・BO塾大阪公演「わからなければモモエさんに聞
け」

表現集団A・SO・BO塾大阪 229             

兵庫県 兵庫県劇団協議会50周年記念合同公演「大正七年の長い夏」 兵庫県劇団協議会 1,004           
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都道府県
指定都市

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)

神戸市 KOBEスティールパンカーニバル2019 アスタ新長田スティールパン振興会 419             

奈良県 第44回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 2,000           

和歌山県
第4回紀州の民話をオペラに公演　龍神村伝説　音楽劇「恋小袖の
瀧」

紀州の民話をオペラに実行委員会 788             

和歌山県 Ensemble Mikanier　第12回定期演奏会～新境地創造～ Ensemble Mikanier 515             

和歌山県 第21回万葉薪能 特定非営利活動法人和歌の浦万葉薪能の会 1,390           

和歌山県 劇団ZERO公演 劇団ZERO 470             

島根県 ミュージカル「あいと地球と競売人2019」 あいと地球と競売人自主企画実行委員会 2,217           

山口県 山口文化協会創立50周年記念事業　創作公演「BASARA」 山口文化協会 361             

山口県 音楽劇「KAZUKI～ここが私の地球　おもちゃ編」（仮題） 宇部市舞台芸術フェスティバル実行委員会 2,335           

徳島県 第57回野外彫刻展 徳島彫刻集団 352             

徳島県
第4回公演　阿波の国子ども歌舞伎～感動を原動力にして前進しよ
う～

特定非営利活動法人阿波の国子ども歌舞伎 1,190           

徳島県 劇団結成20周年記念公演「メモリー!」 劇団夢創 1,545           

香川県 2019「かがわ第九」演奏会 香川第九実行委員会 1,711           

香川県 第31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 370             

佐賀県 第17回キッズミュージカルTOSU公演 特定非営利活動法人鳥栖子どもミュージカル 1,304           

宮崎県
第39回九州・沖縄現代音楽祭  in  宮崎　～ウィーンの作曲家と
共に～

九州・沖縄作曲家協会 285             

宮崎県 劇団ゼロQ第22回公演「漂う（仮）」 劇団ゼロQ 649             

宮崎県 第34回のべおか「第九」演奏会 のべおか「第九」を歌う会 1,445           

鹿児島県 10周年記念　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 1,315           

鹿児島県
かごしまの子どもたちが創った音楽（第35回鹿児島県児童生徒作
曲コンクール授賞式と受賞作品演奏会 / 作曲ワークショップ）

特定非営利活動法人鹿児島作曲協会 152             

鹿児島県
霧島演劇祭　市民参加型ミュージカル「八月の紅い雲」アンコ―
ル公演

特定非営利活動法人きりしま創造舞台 1,285           

沖縄県 第25回しまくとぅば語やびら大会 沖縄県文化協会 236             

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 2,200           

全国 第47回全国アマチュアオーケストラフェスティバル久留米大会
公益社団法人日本アマチュアオーケストラ連
盟

1,401           

全国 第39回全日本少年少女合唱祭全国大会「八幡浜大会」 全日本少年少女合唱連盟 621             

全国 第19回全国中学校総合文化祭　富山大会 全国中学校文化連盟 1,000           

全国
平成31年度シボリコミュニティ合同作品展　高野山まちなか美術
館 －絞りの技・藍の美－

SHIBORI・COMMUNITY 444             

※　全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「全国」と表記している。
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都道府県
指定都市

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 900             

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 2,500           

滋賀県 伝統工芸技術青花紙保存活動「伝統文化を支える青花紙」 草津あおばな会 443             

京都府 記念展「京都の北と南の織物－丹後の藤織と相楽木綿－」の開催
丹後藤織り保存会・相楽木綿の会合同記念展
実行委員会

609             

京都市 染織祭衣装復元活動 公益社団法人京都染織文化協会 2,621           

京都市
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（用具）

一般社団法人伝統技術伝承者協会 1,600           

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」

伝統工芸木炭生産技術保存会 1,100           

香川県 有職畳技術・技能の保存伝承等活動 さぬき畳技能士会 1,249           

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 3,500           

伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計9件・14,522千円）

※　全国的又は各都道府県域を越える広域的な団体が行う活動については「都道府県・指定都市」欄に「全国」と表記している。
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平成 31 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 やや適正 ／やや認められる 
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 やや適正 ／やや認められる 

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～エ、カ、コ、サ） 

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 

 
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
植  田　克  己
尾　﨑　正　明
柏　原　寛　司
神  山　    彰
後　藤　　　治  
齊　藤　孝　正
新  藤　次  郎
西　川　信　廣
水谷内　助  義

　 森　西　真　弓
山　脇　晴　子

○ 部　　会

部会長 水谷内  助  義 （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）

植  田  克  己 （運営委員会運営委員）
尾  﨑　正  明 （運営委員会運営委員）
堀　内　　　修 （音楽専門委員会主査）
渡　辺　真　弓　　（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）
古　城　十　忍 （演劇専門委員会第2分科会主査）
竹　本　幹　夫 （伝統芸能・大衆芸能専門委員会主査）
村　田　眞　宏 （美術専門委員会主査）
香　取　良　彦 （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）
枝　川　明　敬 （文化施設公演活動等専門委員会第1分科会主査）
大　橋　敏　博 （文化施設公演活動等専門委員会第2分科会主査）
村　田　眞　宏 （文化施設展示活動専門委員会主査）
児　玉　　　信 （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）

溝　口　正　人 （文化財保存活用専門委員会主査）

舞台芸術等部会（11名）

芸術文化振興基金運営委員会委員名簿



○専門委員会

井  上　さつき 海　野　　　敏 赤羽根　哲　也
大  田  美佐子 〇 桜　井　多佳子 安  宅  りさ子
香  取　良  彦 佐々木  三重子 ◎ 古  城　十  忍
佐  藤　千　晴 佐  藤　まいみ  　　　  伊　達　なつめ
柴  田　俊  一 佐  藤　弥生子 　　　　   仲　村　和　生
柴  　純  子 菘　　　あつこ ○ 奈  木　　　隆
十  亀　正  司 馬　場　ひかり 坂　東　亜矢子

〇 平  野　    昭 濱  口  久仁子 吉　村　温　子
舩  木　篤  也 林      愛  子

◎ 堀  内　    修 ◎ 渡  辺  真  弓
　 　

 　

藍　本　結　井 井　口　壽　乃 安  宅　りさ子
石　淵　文　恵 柏　木　智　雄 井　口　壽　乃

◎ 竹　本　幹　夫 児　島　　　薫 海　野　　　敏
中　川　　　桂 田  辺　昌　子 柏　木　智　雄
野  川　美穂子 冨　田　　　章 ◎ 香　取　良　彦
林　　　公　子 〇 並　木　誠　士 佐  藤　千　晴

〇 林　    尚  之 ◎ 村　田　眞　宏 〇 佐　藤　まいみ
松　本　　　雍 伊　達　なつめ
矢　内　賢　二 林　　　公　子

林　　　尚　之

〇 池  野　    惠 井　口　壽　乃 伊　東　信　宏
◎ 大　橋　敏　博 柏　木　智　雄 〇 上  野　房  子

岡　野　亜紀子 児　島　　　薫 垣  内　恵美子
佐　藤　典　雄 田  辺　昌  子 ◎ 児  玉　    信
志賀野　桂　一 冨  田　    章 中　川　幾　郎
高　島　知佐子 〇 並　木　誠　士 畑　　　律　江
奈良部　和　美 ◎ 村　田　眞　宏 前　山　裕　司
沼　野　雄　司 山　本　祐ノ介
花　崎　　　薫 力  武  由美子

惠　谷　浩　子
片　山　ま　び
近　藤　都代子

〇 関　沢　まゆみ
髙　山　　　茂
段　上　達　雄

◎ 溝　口　正　人
             ◎主査
             ○主査代理
            （五十音順）

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（９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

伝統芸能・大衆芸能
専門委員会(９名）

多分野共同等           　　
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（８名）

美術専門委員会（７名）


