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令和２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２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２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１，０７１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６０８件、助成金交付予定額は９億８，８５５万

２千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、令和２年５月下旬に第２回目の募

集を予定しております。  

 
 
 
 
 
 
 
 



令 和 ２ 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）

456                    263                  518,598               

96                     57                    160,637               

66                     34                    60,403                 

294                    172                  297,558               

伝統芸能の公開活動 49                     28                    49,052                 

美術の創造普及活動 29                     7                     11,655                 

多分野共同等芸術創造活動 41                     16                    18,243                 

国内映画祭等の活動 37                     27                    54,325                 

9                       6                     32,600                 

19                     14                    17,430                 

9                       7                     4,295                   

612                    341                  651,873               

地域文化施設公演・展示活動 256                    150                  227,409               

文化会館公演 138                    89                    108,949               

 美術館等展示 118                    61                    118,460               

9                       7                     5,878                   

21                     17                    11,571                 

286                    174                  244,858               

〔文化振興普及団体活動〕   

アマチュア等の文化団体活動 160                    84                    77,227                 

13                     9                     14,594                 

173                    93                    91,821                 

1,071                 608                  988,552               

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２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



現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計57件・160,637千円）

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）

愛知室内オーケストラ特別演奏会　ゲルハルト・オピッツ　ベートーヴェン
ピアノ協奏曲全曲演奏会

一般社団法人愛知室内オーケストラ（愛知県） 1,312

オーケストラ・ニッポニカ　第37回演奏会　第38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）

1,992

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）

976

Music Tomorrow 2020 公益財団法人NHK交響楽団（東京都） 2,875

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）

1,456

第15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）

726

京都市交響楽団　みんなのコンサート2020　～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）

5,599

はじめてのクラシックコンサートシリーズVol.25～Vol.27
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）

621

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） 13,851

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） 6,502

静岡交響楽団　定期演奏会（第94、95、96、97、98、99、100回は3公演、
103回）

特定非営利活動法人静岡交響楽団（静岡県） 11,695

第33回定期演奏会・第34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）

2,117

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）

1,454

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）

1,230

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） 2,027

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）

1,854

第14回長崎定期演奏会、第29回大村定期演奏会
認定特定非営利活動法人長崎OMURA室内合奏団
（長崎県）

627

第15回長崎定期演奏会、第30回大村定期演奏会
認定特定非営利活動法人長崎OMURA室内合奏団
（長崎県）

824

広島交響楽団　令和2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） 12,056

琉球交響楽団第38回、第39回定期演奏会 特定非営利活動法人琉球交響楽団（沖縄県） 1,330

オペラ・フレスカ7　G.F.ヘンデル作曲　オペラ<ジュリアス・シーザー>
（原語上演　字幕付き）

アントネッロ合同会社（埼玉県） 958

芸術監督プロジェクト　オペラ「モモ」　全三幕 公益財団法人神奈川芸術文化財団（神奈川県） 3,176

北九州シティオペラ　2020年度公演　オペラ「トゥーランドット」
特定非営利活動法人北九州シティオペラ（福岡
県）

1,333

2020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） 1,848

オペラ「セヴィリアの理髪師の結婚」 田尾下哲シアターカンパニー（東京都） 369

NISSAY OPERA 2020/ニッセイ名作シリーズ2020　オペラ「セビリアの理髪
師」

公益財団法人ニッセイ文化振興財団（東京都） 13,544

NISSAY OPERA 2020/ニッセイ名作シリーズ2020　オペラ「ランメルモールの
ルチア」

公益財団法人ニッセイ文化振興財団（東京都） 6,505

藤沢市民オペラ2018-2020シーズン　第24回藤沢市民オペラ『ナブッコ』
公益財団法人藤沢市みらい創造財団（神奈川
県）

2,840

hitaruオペラプロジェクト『蝶々夫人』 一般社団法人北海道二期会（北海道） 4,138

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） 302

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） 286

川島素晴　works vol.4 by　木ノ脇道元 川島素晴 works 実行委員会（東京都） 225
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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）

小倉貴久子と巡るクラシックの旅vol.3「ベートーヴェンとフォルテピアノ
革新の時代」

公益財団法人北区文化振興財団（東京都） 408

ムズカシイはおもしろい！！　ベートーヴェンの時代　その1・その2 古典四重奏団（埼玉県） 498

高橋悠治作品演奏会Ⅲ 高橋悠治作品演奏会実行委員会（東京都） 295

東京現音計画#14、#15 東京現音計画（東京都） 525

東京シンフォニエッタ　第47・48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） 910

ル・ポン国際音楽祭2020　赤穂・姫路 姫路国際音楽祭実行委員会（兵庫県） 5,049

第6回両国アートフェスティバル2020 一般社団法人もんてん（東京都） 282

未来に受け継ぐピアノ音楽の実験コンサート 一般社団法人もんてん（東京都） 237

ヴォクスマーナ第44～45回定期演奏会 ヴォクスマーナ（東京都） 296

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） 390

第130回、第131回、第132回、第133回、第134回、第135回定期演奏会 公益社団法人大阪市音楽団（大阪府） 7,191

九州管楽合奏団演奏会2020 特定非営利活動法人九州管楽合奏団（福岡県） 285

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） 1,542

令和2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）

1,135

アフィニス夏の音楽祭2020長岡 公益財団法人アフィニス文化財団（東京都） 2,315

岡崎ジャズストリート2020
特定非営利活動法人岡崎ジャズストリート（愛
知県）

3,485

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） 6,739

第41回霧島国際音楽祭2020
公益財団法人ジェスク音楽文化振興会（東京
都）

7,274

武生国際音楽祭2020 武生国際音楽祭推進会議（福井県） 2,441

BAY SIDE JAZZ 2020 CHIBA 公益財団法人千葉市文化振興財団（千葉県） 893

角田健一ビッグバンド　結成30周年記念公演 角田健一ビッグバンド事務所（東京都） 1,597

コンポージアム2020
公益財団法人東京オペラシティ文化財団（東京
都）

4,857

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

ヘンデル・フェスティバル・ジャパン実行委員
会（茨城県）

930

守屋純子オーケストラ2020年度定期公演 守屋純子オーケストラ（東京都） 576

横濱　JAZZ PROMENADE 2020 横濱 JAZZ PROMENADE 実行委員会（神奈川県） 3,839
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現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計34件・60,403千円）

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）

川口節子バレエ団創作公演「舞浪漫MyRoman2020」 川口節子バレエ団（愛知県） 1,422

SUMMER PERFORMANCE 2020 佐々木美智子バレエ団（大阪府） 1,819

2020年　地主薫バレエ団公演「トリプル・ビル」 地主薫バレエ団（大阪府） 6,386

DANCE for Life 2020　篠原聖一　バレエ・リサイタル DANCE for Life　実行委員会（東京都） 2,883

2020 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） 1,652

公益社団法人日本バレエ協会北海道支部40周年記念公演　全道バレエフェス
ティバル・イン・サッポロ

公益社団法人日本バレエ協会（東京都） 4,271

野間バレエ団第28回定期公演「ロミオとジュリエット」「パキータ」 有限会社野間バレエ団（大阪府） 3,000

～野間バレエ団プレゼンツ～「バレエを楽しもう in フェニーチェ堺2021」 有限会社野間バレエ団（大阪府） 1,175

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）

3,756

Ballet Company West Japan　第二回公演　～Second Progress～ Ballet Company West Japan（兵庫県） 1,999

堀内充Ballet Collection 2020 堀内充バレエプロジェクト（東京都） 1,974

LE SPECTACLE 2020 大和シティーバレエ（神奈川県） 2,293

ダンス公演『Song of Innocence　無垢なるうた』 アンサンブル・ゾネ（兵庫県） 888

岩渕貞太　身体地図ダンス公演2020‘Gold Experience’ 岩渕貞太　身体地図（東京都） 652

OrganWorksOrganize 2020「えんえん」（仮） OrganWorks（東京都） 991

笠井叡ソロ連続公演（仮） 笠井瑞丈×上村なおか（東京都） 653

Co. Ruri Mito新作公演「Where we were born」 Co. Ruri Mito（東京都） 989

インテグレイテッド・ダンス・カンパニー響－Kyo第8回公演（仮称） クリエイティブ・アート実行委員会（東京都） 1,977

ケイタケイ　LIGHT　津々浦々シリーズ　2020
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）

1,513

ダンスブリッジ2020 セッションハウス企画室（東京都） 1,433

リンゴ企画　近藤良平「百年作戦」
セッションハウス企画室リンゴ企画実行委員会
（東京都）

483

SHARE
一般社団法人ダンスアンドエンヴァイロメント
（京都府）

548

ダンスがみたい！22　日本国憲法を上演する 「ダンスがみたい！」実行委員会（東京都） 2,309

「老花夜想」 ダンスカンパニーKIKIKIKIKIKI（京都府） 1,026

関かおり　PUNCTUMUN　新作公演 団体せきかおり（東京都） 1,552

イデビアン・クルー新作公演「メルヘン義務」（仮題） 特定非営利活動法人days（東京都） 2,017

ニブロール　シアタートラム公演 一般社団法人ニブロール（神奈川県） 1,865

BATIK　新作公演 BATIK（東京都） 833

プロジェクト大山「すばらしきあいまいな世界」宮崎・熊本公演 プロジェクト大山（東京都） 498

康本雅子「全自動煩悩ずいずい図」東京・北九州公演 ペーハー（京都府） 1,293

北海道舞踏フェスティバル2020
北海道コンテンポラリーダンス普及委員会（北
海道）

780

マグナム☆マダム東京公演2020（仮） マグナム☆マダム　（東京都） 733
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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）

CHAiroiPLIN NewYear Fes「GOTTANI!!!!!!」（仮） 合同会社モダンタイムス（神奈川県） 503

平富恵スペイン舞踊団公演「Capricious Bolero　カプリシャス・ボレロ～
空想的ボレロ～」

有限会社マジェスティック（東京都） 4,237
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現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計172件・297,558千円）

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）

ペンテジレーア 一般社団法人アーツシード京都（京都府） 1,120

時間制作プロデュース「どうせ死んでいく」（仮） 株式会社アイオーン（東京都） 2,131

其の四拾壱「十一人の、ハムレット」（仮） 劇団あおきりみかん（愛知県） 1,072

サラダボール公演「三人姉妹　monologue」 一般社団法人アトリエ・サラダ（香川県） 616

第十二回公演「江戸系　宵蛍」 あやめ十八番（千葉県） 1,472

新作公演「ミメーシス（仮題）」 ARICA（東京都） 1,086

東京デスロック　日韓合作『三人姉妹』（仮） 一般社団法人unlock（東京都） 2,601

あたしら葉桜 一般社団法人iaku（大阪府） 854

第23回公演「風紋（仮）」 劇団いちびり一家（大阪府） 1,075

「名もなく貧しく美しくもなく」 ELEVEN NINES（北海道） 1,169

「太陽系第三惑星異常なし」 ELEVEN NINES（北海道） 478

劇団印象-indian elephant-第26回公演
特定非営利活動法人劇団印象-indian elephant-
（東京都）

818

ウォーキング・スタッフ　プロデュース「岸辺の亀とクラゲ」（仮） ウォーキング・スタッフ（東京都） 1,817

エイチエムピー・シアターカンパニー＜狂想的身体論Ⅱ＞『死者の書』
（仮）

一般社団法人HMP（大阪府） 719

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Ⅸ＞「忠臣蔵
3部作」（仮）

一般社団法人HMP（大阪府） 842

『想像体』（仮） 円盤に乗る派（東京都） 905

2020大阪劇団協議会プロデュース公演「トロイアの女たち」 大阪劇団協議会（大阪府） 1,927

9人の迷える沖縄人（うちなーんちゅ）～ 50 years since then ～ 一般社団法人おきなわ芸術文化の箱（沖縄県） 423

オフィス3○○公演「鯨よ！私の手に乗れ」 有限会社おふいすさんじゅうまる（東京都） 3,966

温泉ドラゴン十周年記念公演　日韓三部作第三弾「SCRAP」 劇団温泉ドラゴン（東京都） 2,772

点々の階公演『点転』 階（大阪府） 575

人体言語プロジェクト　vol.2 合同会社解体社（東京都） 634

「ひとよ」 KAKUTA（埼玉県） 2,442

「ヘッダ・ガーブレル」 一般社団法人壁なき演劇センター（東京都） 1,962

Vol.69　劇団旗揚げ三十周年　第一弾公演「サルメ」 カムカムミニキーナ（東京都） 1,935

Vol.70　劇団旗揚げ三十周年記念公演「だるたにやん物語」（仮） カムカムミニキーナ（東京都） 2,286

烏丸ストロークロックと祭『祝・祝日2020（仮）』 烏丸ストロークロック（京都府） 598

空晴第19回公演「タイトル未定」 空晴（大阪府） 2,142

第9回公演　再演『位置について』 かわいいコンビニ店員飯田さん（神奈川県） 777

関西芸術座公演「ブンヤ、走れ!～阪神・淡路大震災、地域ジャーナリズム
の戦い～」

株式会社関西芸術座（大阪府） 1,578

関西芸術座公演「みんな我が子」 株式会社関西芸術座（大阪府） 1,104

『バッコスの信女‐ホルスタインの雌』豊岡公演 一般社団法人Q（東京都） 1,775
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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『ウルトラマリン』 有限会社キューカンバー（京都府） 1,145

LG21　クロニクル（仮） 極東退屈道場（大阪府） 1,057

レパートリーシアターVol.46「手紙」 一般社団法人劇団キンダースペース（埼玉県） 1,054

第42回本公演「ポー、大鴉の夜、あるいは私達の犯罪」 一般社団法人劇団キンダースペース（埼玉県） 1,943

名作劇場シリーズ「裸の王様」 空間再生事業　劇団GIGA（福岡県） 680

空宙空地20-21ツアー公演「その鱗　夜にこぼれて」 空宙空地（愛知県） 1,020

くちびるの会『くちびるの展会2』 くちびるの会（東京都） 343

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10　第20回公演『かもめごっ
こ』

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10
（大阪府）

1,113

劇団芸優座第8回春の公演「あなたの声が聞きたい」（仮） 株式会社劇団芸優座（東京都） 680

毛皮族創立20周年公演『フェミとアンダーグラウンド（仮）』 毛皮族（東京都） 2,091

NPO法人劇空間夢幻工房　PLANNING STAGE vol.16 特定非営利活動法人劇空間夢幻工房（長野県） 824

高取英代表作上演企画・第三弾（最終章）『陰陽師 安倍晴明－最終決戦
－』

月蝕歌劇団（東京都） 1,103

劇団　go to 2020　ツアー公演「愛の讃歌」 劇団go to（福岡県） 757

劇団五期会第73回公演「どですか・でん・でんでん!（仮題）」 劇団五期会（大阪府） 1,716

虚空旅団　第35回公演『春はやて』 虚空旅団（大阪府） 651

『晴れがわ』（仮） コトリ会議（大阪府） 1,515

劇団こふく劇場　プロデュース公演＃26「昏睡」 合同会社こふく劇場（宮崎県） 1,312

「注文の多い料理店」北海道ツアー 株式会社サイ（東京都） 792

創立45周年記念公演第一弾「リア王」 有限会社シェイクスピアシアター（東京都） 1,549

創立45周年記念公演第二弾「冬物語」 有限会社シェイクスピアシアター（東京都） 1,617

劇団しし座50周年記念　第80回公演「フォーティンブラス」 劇団しし座（大阪府） 667

下鴨車窓『微熱ガーデン』 下鴨車窓（京都府） 662

JACROW#28「鶏口と牛後（仮）」 JACROW（東京都） 821

JACROW#29「闇の将軍シリーズ第3弾」 JACROW（東京都） 1,738

劇団創立35周年記念公演「桜ゾンビ」 劇団ジャブジャブサーキット（岐阜県） 1,657

木ノ下歌舞伎『義経千本桜ー渡海屋・大物浦ー』 一般社団法人樹来舎（京都府） 4,546

むげん（仮） 少年王者舘（愛知県） 1,729

石橋けいの『あたしに触らないで！』 城山羊の会（東京都） 2,525

第38回公演「夏をあきらめない」 菅間馬鈴薯堂（東京都） 882

トリコ・A　演劇公演2020『へそで、嗅ぐ』 合同会社stamp（京都府） 923

サファリ・P　第7回公演『砕かれた四月』-プロトタイプ- 合同会社stamp（京都府） 968

ストアハウスコレクション・Excellent Work Vol.1 有限会社ストアハウス（東京都） 727

劇団昴　ザ・サード・ステージLABO公演vol.8『プカプカ漂流記』 劇団昴一般社団法人（東京都） 1,074
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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）

松原俊太郎とスペースノットブランクによる新作 スペースノットブランク（東京都） 639

清流劇場2020年10月公演『逃げるヘレネ』 一般社団法人清流劇場（兵庫県） 1,397

清流劇場2021年3月公演『クレーヴィンケル市の自由』 一般社団法人清流劇場（兵庫県） 1,574

「天は蒼く燃えているか」 世界劇団（愛媛県） 280

戦後75年企画～ヒロシマ、ひろしま、広島～「はだしのゲン」、「父と暮ら
せば」、「夢千代日記」

有限会社総合劇集団俳優館（愛知県） 1,292

ソノノチ2021 / 風景の演劇シリーズvol.2『おわれずの言(こと)（仮題）』 ソノノチ（京都府） 571

空の驛舎第25回公演『ghost notes』 空の驛舎（大阪府） 521

第0楽章プロデュース　中年の歩み『とぼしい星（仮）』 第０楽章（神奈川県） 670

第七劇場　ツアー2020「ワーニャ伯父さん」 合同会社第七劇場（三重県） 711

劇団態変2020年度新作公演 劇団態変（大阪府） 1,290

『箱庭弁当』東京公演 劇団態変（大阪府） 1,414

囚われの女たち（仮） 劇団太陽族（大阪府） 911

タテヨコ企画第40回公演『誰かの町（仮）』 劇団タテヨコ企画（東京都） 1,463

わ芝居～その弐「サヨウナラバ」 玉造小劇店（大阪府） 3,308

玉造小劇店配給芝居vol.28「長い長い恋の物語」 玉造小劇店（大阪府） 2,818

T Crossroad　短編戯曲祭（仮） 株式会社ティーファクトリー（東京都） 2,319

第17回公演『空のハモニカ』 てがみ座（東京都） 2,959

第9回本公演「ヘリカル～家族の肖像～」 劇団天動虫（東京都） 807

カクシンハン第14回公演「夏の夜の夢」 株式会社トゥービー（神奈川県） 1,720

カクシンハンPOCKET11「ロミオとジュリエット」東京・九州巡回公演 株式会社トゥービー（神奈川県） 1,007

おとうふ 劇団道学先生（東京都） 1,042

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） 2,848

東京芸術座公演　No.106「さまようヒロの声-14歳といじめとオジサン-」 有限会社劇団東京芸術座（東京都） 2,200

須永克彦追悼公演「母の肖像」 一般社団法人劇団道化座（兵庫県） 814

TOHOKU Roots Project「題名未定」
一般社団法人東北ルーツプロジェクト（東京
都）

4,476

いつかほんとのあたしたち（仮） 匿名劇壇（大阪府） 520

飛ぶ劇場　Vol.42『ガキグゲゲ妖怪大洗浄』 飛ぶ劇場（福岡県） 751

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） 1,656

渡辺源四郎商店『大きな鉞の下で』『コーラないんですけど』 なべげんわーく合同会社（青森県） 1,658

渡辺源四郎商店『洞爺丸ものがたり』 なべげんわーく合同会社（青森県） 1,359

二兎社公演44『ザ・空気　ver.3』 株式会社二兎社（東京都） 9,496

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） 11,203

2都市ツアー「ノガモカモ（仮）」 ノアノオモチャバコ（神奈川県） 1,154
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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）

劇団俳小公演「ホテル・ニューワールド」 株式会社劇団俳小（東京都） 1,166

範宙遊泳『ディグ・ディグ・フレイミング！　Dig Dig Flaming!』 範宙遊泳（東京都） 2,796

第27回公演「ほとんどの夜に名前はない」（仮） 万能グローブガラパゴスダイナモス（福岡県） 1,520

神里雄大『sweet drunk potato map』（仮）沖縄・那覇公演 一般社団法人P（東京都） 2,040

非・売れ線系ビーナス　レパートリーツアー「捜索は終了しました」 非・売れ線系ビーナス（福岡県） 696

第11回公演「さよなら、サンカク」 ヒカリノオト（福岡県） 527

風姿花伝プロデュースvol.7「Mrs.クライン」 合同会社風姿花伝プロデュース（東京都） 2,734

第25回公演『スモール　アニマル　キッス　キッス』 FUKAIPRODUCE羽衣（東京都） 903

第26回公演『四季者』（仮） FUKAIPRODUCE羽衣（東京都） 1,880

国際共同制作[Invasion Body] 冨士山アネット（東京都） 893

地域新進演劇人育成事業　クリエイティブ・レジデンス2020「回る」（仮）
一般社団法人舞台芸術制作室無色透明（広島
県）

476

プラズマみかん　第11回演劇公演『ワーニャのパンツと洗えない』（仮） プラズマみかん（大阪府） 520

アマヤドリ本公演『ねむれぬ夜に熟睡（仮）』 合同会社プランプル（東京都） 3,401

アマヤドリ雨天決行season.6『ぬれぎぬ』 合同会社プランプル（東京都） 1,869

サンセットメン（仮） 株式会社プリエール（東京都） 2,332

これからの噺（仮） 株式会社プリエール（東京都） 1,572

「眺め（sad case3）」北九州・京都公演 ブルーエゴナク（福岡県） 526

Project Nyx　東北Tour　2020「霧野仙子」 Project Nyx（東京都） 1,380

Project Nyx　第22回公演「ストリッパー物語」 Project Nyx（東京都） 1,462

犬とかかしと運動会 ホエイ（東京都） 943

マームとジプシー「BEACH BOOTS DINER」（仮）新潟公演 合同会社マームとジプシー（東京都） 1,265

「私の心にそっとふれて」 メメントC（神奈川県） 1,005

日本劇作家協会プログラム「明治百五十年異聞『太平洋食堂』『彼の僧の娘
－高代覚書』」

メメントC（神奈川県） 1,821

道産子男闘呼倶楽部「五月、忘れ去られた庭の片隅に花が咲く」 モダンスイマーズ（埼玉県） 1,224

「しがらみ紋次郎（仮）」 モダンスイマーズ（埼玉県） 5,151

詩×劇　フクシマの屈折率 一般社団法人遊戯空間（埼玉県） 676

夕暮れ社　弱男ユニット　初夏の青春謳歌劇Ⅱ「若者グラフティ」(仮) 夕暮れ社　弱男ユニット（京都府） 382

遊劇体＃63『われわれは遠くから来た、そしてまた遠くへ行くのだ』 遊劇体（京都府） 661

遊劇舞台二月病本公演『sandglass』 遊劇舞台二月病（大阪府） 546

石原吉郎エッセイ集「望郷と海」より『白い影絵』（仮） 横浜ボートシアター（東京都） 959

横浜夢座20周年事業　横浜夢座第15回公演「歌ってよ、ムーンライト(仮)」 一般社団法人横浜夢座（神奈川県） 3,125

方丈の海2021プロジェクト「方丈の海」東京公演 ヨネザワギュウ事務所（宮城県） 1,884

ラッパ屋第46回公演「コメンテーターズ（仮）」 ラッパ屋（東京都） 3,920
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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）

10周年記念公演　第十四回本公演「タイトル、拒絶」 □字ック（東京都） 4,615

ロロ新作本公演 ロロ（東京都） 2,771

「ヘリクツイレブン」大阪公演 yhs（北海道） 827

悪い芝居vol.26『愛走る』（仮）2都市ツアー 悪い芝居（京都府） 1,817

悪い芝居vol.27『アガリ』（仮）2都市ツアー 悪い芝居（京都府） 2,480

グレーのこと ONEOR8（東京都） 2,744

「アカメ」 wonder×works（東京都） 1,517

「音楽劇　モチモチの木　～箏の演奏にのせて～」改作再演
特定非営利活動法人アートインAsibina（東京
都）

1,008

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）

246

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2020」
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）

580

「ポロロンシアター　げんきかーい」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） 645

令和2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） 1,376

第6回company ma公演「カバンの中の記憶」
特定非営利活動法人KAWASAKI　アーツ（神奈川
県）

1,094

カナダ・日本国際共同制作公演「the Little Red KAWAII Riding Hood」(仮
称)

一般社団法人KIO（大阪府） 935

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）

3,982

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） 5,040

2020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） 1,111

子どもと舞台芸術大博覧会2020
子どもと舞台芸術大博覧会実行委員会（東京
都）

7,920

巡回学校公演 株式会社すわらじ劇園（京都府） 1,799

ブンナよ、木からおりてこい 有限会社総合劇集団俳優館（愛知県） 2,689

東京演劇アンサンブルこどもの劇場 入江洋佑追悼公演 おじいちゃんの口笛 有限会社東京演劇アンサンブル（埼玉県） 1,450

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）

9,440

児演協ラボ　春のフェスティバル（仮） 日本児童・青少年演劇劇団協同組合（東京都） 2,257

2020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） 5,367

第1回公演「Own Eyes　～キミの心で見る世界～」再演 Mina Watoto（東京都） 301

第2回公演「True Colors　～キミだけが持つ力～（仮）」 Mina Watoto（東京都） 377

うた芝居ないたあかおに関東地区巡回公演 山の音楽舎（神奈川県） 754

人形たちとの「星の王子さま」（仮称）
公益財団法人江戸糸あやつり人形　結城座（東
京都）

1,870

「おむすびころりん」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）

4,393

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）

582

人形劇団クラルテ第119回公演こどもの劇場『11ぴきのねことぶた』 有限会社人形劇団クラルテ（大阪府） 2,985

夏休みこども劇場2020　金のガチョウ / せんたくかあちゃん 株式会社人形劇団むすび座（愛知県） 1,581

人形劇「9月0日大冒険」神奈川・静岡ツアー 有限会社ひとみ座（神奈川県） 1,052
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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）

にんぎょう祭りばやし・八郎 有限会社劇団プーク（東京都） 1,110

スロー・シアター・プロジェクト 特定非営利活動法人アートファーム（岡山県） 711

カンパニーデラシネラ『はだかの王様』 株式会社デラシネラ（東京都） 1,575

日本×スウェーデン国際共同創作「Creation For Baby」巡回公演（仮） to R mansion（東京都） 666

全ての世代が想像力で楽しむ！遊ぶ！「フィジカルアートフェスティバル」
（仮）

to R mansion（東京都） 946

～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）

2,452

第40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）

2,414

張君秋　生誕100周年記念京劇公演 一般財団法人日本京劇振興協会（東京都） 3,424
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伝統芸能の公開活動（合計28件・49,052千円）

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7回「立合狂言会」東京2021 特定非営利活動法人ACT.JT（東京都） 606

第六回あべの歌舞伎「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） 2,825

第4回　照の会　神戸公演 有限会社瓦照苑（兵庫県） 481

伝承の会 公益社団法人京都観世会（京都府） 392

第71回「京都薪能」 一般社団法人京都能楽会（京都府） 2,933

第10回　乙女文楽定期公演 公益財団法人現代人形劇センター（神奈川県） 973

前進座初春特別公演『佐倉義民伝』 一般社団法人劇団前進座（東京都） 8,857

「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） 756

名曲鑑賞会　ローソク能 公益社団法人能楽協会（東京都） 230

神能殿・新春のお祝い 公益社団法人能楽協会（東京都） 608

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）

916

ようこそ！能の世界へ2020 福井で能を楽しむ会（福井県） 203

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） 19,444

代々木果迢会　令和2年度定例公演 代々木果迢会（東京都） 1,166

お囃子プロジェクトvol.16 お囃子プロジェクト（東京都） 228

第2回　現代邦楽“考” 現代邦楽“考”（東京都） 443

第4回　古典の会 古典の会（東京都） 241

創邦21　第17回作品演奏会 創邦21（東京都） 388

第139回　定期演奏会 公益社団法人当道音楽会（大阪府） 575

第4回　翔の会 邦楽ぐるーぷ　翔の会（東京都） 194

第36回　真しほ会 真しほ会（東京都） 753

伶楽舎　雅楽コンサートno.37　芝祐靖作品集3 一般社団法人伶楽舎（東京都） 1,266

伶楽舎　第15回雅楽演奏会 一般社団法人伶楽舎（東京都） 1,338

寄席定期公演 一般社団法人大須演芸場（愛知県） 1,188

講談まつり 講談協会（東京都） 166

KYOTO HARVEST FES 2020「大田楽」 特定非営利活動法人ACT.JT（東京都） 640

第11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） 971

笑えない会　Legacy 笑えない会（京都府） 271
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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 2020 35歳以下の若手建築家による建
築の展覧会2020

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）

2,252          

アートアイランズ　TOKYO 2020　第10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（東
京都）

765            

HIROSHIMA ART DOCUMENT 2020 CREATIVE UNION HIROSHIMA（広島県） 524            

世界のうるし－装飾と造形－展覧会及びシンポジウム
アジア漆工芸学術支援事業実行委員会（栃木
県）

812            

Open Storage 2020－拡張する収蔵庫－（仮）[一般公開・新規収蔵作品発表]
一般財団法人おおさか創造千島財団（大阪
府）

1,417          

信州・アート・リングス　～文化でつながる。文化を創る。そして美しい未来
へ～「シンビズム4－信州ミュージアム・ネットワークが選んだ作家たち」展

一般財団法人長野県文化振興事業団（長野
県）

1,873          

ライフ　生きることは、表現すること展
公益財団法人熊本市美術文化振興財団（熊本
県）

4,012          

美術の創造普及活動（合計7件・11,655千円）
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多分野共同等芸術創造活動（合計16件・18,243千円）

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「普遍的経済学考（仮）」 アートエリアB1 （大阪府） 600

『日の化身』（仮称）沖縄の伝統芸能「獅子舞」にメディア・アート表現を
融合するプロジェクト

株式会社イッカク （東京都） 1,305

馬込文士村演劇祭 公益財団法人大田区文化振興協会 （東京都） 3,098

谷川俊太郎展
公益財団法人熊本市美術文化振興財団 （熊本
県）

3,314

『映像とレコードの明治・大正・昭和』立体化再現公演と展示 ぐらもくらぶ （千葉県） 199

コンテンポラリーダンサーとドラァグ・クイーンによる新作公演「MARIAGE
｜ マリアージュ」

ゴーダ企画 （京都府） 1,344

Jazz-Bunraku　涅槃に行った猫
「Jazz-Bunraku　涅槃に行った猫」実行委員会
（神奈川県）

1,320

チェルフィッチュ×S/ 新作パフォーマンス（タイトル未定） 一般社団法人チェルフィッチュ （東京都） 2,062

「川の宴　海の宴　高梁川流域楽芸会　～奏　KANADE～」（仮） 特定非営利活動法人ちんじゅの森 （東京都） 550

伝統の身体・創造の呼吸Vol.2　島唄継承の未来②　喜界島と奄美大島　音
文化比較プロジェクト（了知と情熱～踊る喜界島～VS結いと深情～奄美の唄
心～）

伝統の身体・創造の呼吸 （東京都） 551

飛生芸術祭　2020「まち×ひと×アート」 飛生アートコミュニティー （北海道） 714

9+1　個展 9+1 （東京都） 143

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） 904

OSAMU TEZUKA ZEROMDISTANCE （手塚治虫生誕100周年記念プロジェクト） HAT（Human Art Theater） （東京都） 977

創作能「ニライカナイ」～アマミキヨと日秀上人の伝説～ ライフアートユニオン （神奈川県） 800

ラウドヒル計画ダンス公演（仮） ROCKSTAR有限会社 （東京都） 362
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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)

あいち国際女性映画祭 2020
公益財団法人あいち男女共同参画財団 (愛知
県)

1,204

アジアフォーカス・福岡国際映画祭2020
アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員
会 (福岡県)

8,480

第２９回　しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会 (島根県) 2,578

第21回東京フィルメックス/TOKYO FILMeX 2020 認定NPO法人東京フィルメックス (東京都) 10,176

なら国際映画祭2020
特定非営利活動法人なら国際映画祭 (奈良
県)

6,784

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2020
特定非営利活動法人ゆうばりファンタ (北海
道)

3,378

国内映画祭等の活動：映画祭Ａ（合計6件・32,600千円）
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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)

イメージフォーラム・フェスティバル2020 イメージフォーラム (東京都) 1,696

カナザワ映画祭 2020 一般社団法人映画の会 (石川県) 1,615

第26回KAWASAKIしんゆり映画祭 2020
特定非営利活動法人KAWASAKIアーツ (神奈川
県)

1,492

第26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)

543

第８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)

1,608

神戸発掘映画祭2020 神戸映像アーカイブ実行委員会 (兵庫県) 704

第２５回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡 (新潟県) 300

ドキュメンタリー・ドリーム・ショー　山形 in 東京 2020 シネマトリックス (東京都) 1,500

ショートピース！仙台短篇映画祭2020 仙台短篇映画祭実行委員会 (宮城県) 740

第23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)

1,457

第14回　田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会 (和歌山県) 1,357

第２６回函館港イルミナシオン映画祭２０２０
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会 (北
海道)

1,547

第26回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会 (宮崎県) 685

第45回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会 (大分県) 2,186

国内映画祭等の活動：映画祭Ｂ（合計14件・17,430千円）
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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)

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) 360

第１４回江東シネマフェスティバル  ～日本映画特集・平成の名作と小
津安二郎～

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団
(東京都)

604

KAVCシネマ８月特集上映「女優　杉村春子～文学座と映画の中の芝居
～」

公益財団法人神戸市民文化振興財団 (兵庫
県)

528

次世代映画ショーケース2020
次世代映画ショーケース実行委員会 (京都
府)

1,050

市川崑監督との二人三脚　脚本家　和田夏十の仕事 せんだい映画村 (宮城県) 576

没後50年　映画監督・内田吐夢 日本映画大回顧展上映実行委員会 (大阪府) 977

北海道ロケ代表作上映と北海道映画文化会議
特定非営利活動法人北海道コミュニティシネ
マ・札幌 (北海道)

200

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計7件・4,295千円）
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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
オホーツク・文化交流センター開館20周年記念ふるさとアーティ
ストフェスティバル2020

網走市（オホーツク・文化交流センター） 1,050           

札幌市 North JAM Session 2020
公益財団法人札幌市芸術文化財団（札幌芸術
の森）

3,920           

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）

236             

岩手県 3軒茶屋婦人会　第7回公演　「アユタヤの堕天使」
公益財団法人盛岡市文化振興事業団（盛岡劇
場）

1,229           

岩手県
郷土の先人顕彰第四弾　奥州市民劇　大風呂敷と呼ばれた男　－
後藤新平伯爵物語－（仮題）

一般財団法人奥州市文化振興財団（奥州市文
化会館）

1,633           

岩手県 名取裕子みちのく巡礼話芸劇場「津軽世去れ節」 釜石まちづくり株式会社（釜石市民ホール） 607             

山形県 聲明　鎮魂の祈り　～東日本大震災10年によせて～
みんぐるやまがた（山形県総合文化芸術館
（やまぎん県民ホール））

958             

山形県 第18回ショパン国際ピアノ・コンクール入賞者ガラ・コンサート
一般財団法人山形市都市振興公社（山形テル
サ）

2,668           

福島県 郡山市民俗芸能大会
公益財団法人郡山市文化・学び振興公社（郡
山市民文化センター）

395             

福島県 「夏にkiku！　楽器屋台」
特定非営利活動法人カルチャーネットワーク
（白河文化交流館（コミネス））

2,084           

茨城県 いのちの花
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）

506             

栃木県
栃木市制10周年記念事業　市民ミュージカル「（仮称）忘れがた
き　ふるさと　とちぎ」

栃木市（栃木市栃木文化会館） 1,849           

群馬県
NIPPONを楽しむ2020　大蔵流山本会　狂言公演　～狂言とスポー
ツ～

公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団（桐
生市市民文化会館）

501             

埼玉県 秩父宮記念市民会館主催公演　NBAバレエ団「リトルマーメイド」 秩父市（秩父宮記念市民会館） 602             

埼玉県 日本の響…草加の陣2020
公益財団法人草加市文化協会（草加市文化会
館）

1,930           

東京都 めぐろで第九2020
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）

1,870           

東京都 能・狂言～解説・字幕付き（日本語・英語）～
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）

511             

東京都
江東和の伝統芸能体験プロジェクト　～江戸から東京へ～江東・
邦楽いまむかし

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）

1,226           

東京都 調布能楽odyssey　急　新作能　月魄
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）

1,141           

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）

844             

東京都
クリスマスファミリーコンサート2020「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）

792             

東京都 吉祥寺ダンスLAB. vol.3
公益財団法人武蔵野文化事業団（武蔵野市立
吉祥寺シアター）

858             

東京都 日本の響き、世界の調べ　第5回　リズムと打楽器
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））

402             

東京都 かめいどらぼ2021
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）

413             

神奈川県
スクランブル・ダンスプロジェクト公演「ひかりのすあし
（仮）」

おだわら文化事業実行委員会（小田原市民会
館）

1,360           

神奈川県 能「隅田川」×オペラ「カーリュー・リバー」連続上演（仮）
公益財団法人横須賀芸術文化財団（横須賀芸
術劇場）

4,646           

神奈川県
かまくらサマー・キッズ～　竹に触れ、作り、奏でる「ありっ竹
コンサート」

サントリーパブリシティサービスグループ
（鎌倉芸術館）

520             

横浜市 蝋燭能「六浦」（半能）
株式会社シグマコミュニケーションズ（久良
岐能舞台）

293             

横浜市 PLAY MAP CITY 2020（仮）
特定非営利活動法人STスポット横浜（STス
ポット）

365             

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））

1,004           

新潟県 柏崎市制施行80周年記念　未来へつなぐコンサート
かしわざき振興財団・新潟照明技研共同事業
体（柏崎市文化会館アルフォーレ）

903             

新潟市
アキハ・ミュージカル・プロジェクト「走れ！ロコモーション」
（仮称）

秋葉区文化会館共同事業体（新潟市秋葉区文
化会館）

2,852           

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演（合計89件・108,949千円）
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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 タニノクロウ×オール富山　「笑顔の砦、富山」
公益財団法人富山市民文化事業団（富山市芸
術文化ホール（オーバード・ホール））

3,327           

富山県 開館25周年記念　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））

846             

富山県 城端に生きる江戸芸能①
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））

778             

石川県 BIG APPLE in NONOICHI 2020
公益財団法人野々市市情報文化振興財団
（野々市市文化会館）

1,108           

石川県
金沢ティーンズミュージカル第11回公演「MISSING YOU～そして誰
もいなくなった～」

公益財団法人金沢芸術創造財団（金沢市文化
ホール）

1,044           

福井県 能楽の里池田　民俗芸能・能楽交流鑑賞会 池田町（能楽の里文化交流会館） 911             

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）

951             

長野県 第46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））

1,877           

長野県 佐久のハーモニーコンサート
創ろう！広げよう！佐久のハーモニー！実行
委員会（長野県佐久創造館）

1,177           

静岡県
ROSE THEATRE MUSICAL2020「新説・竹取物語～THE TAKETORI
STORY～」

公益財団法人富士市文化振興財団（富士市文
化会館）

519             

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））

1,573           

愛知県 映音舞（はのんぶ）-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）

1,216           

愛知県 古関裕而コンサート　～「わがまち春日井」～
公益財団法人かすがい市民文化財団（春日井
市民会館）

1,376           

名古屋市 オーケストラと歌でめぐる五大陸の旅
名古屋市文化振興事業団・日本管財グループ
（名古屋市青少年文化センター）

1,850           

名古屋市 市民参加の朗読劇　モリエール風刺コメディ「病は気から」
公益財団法人名古屋市文化振興事業団（名古
屋市昭和文化小劇場）

1,178           

三重県
百花繚乱　－「和」の饗宴－　津軽三味線×舞踊×和太鼓×IGA伝
統美コレクション

公益財団法人伊賀市文化都市協会（伊賀市文
化会館）

628             

滋賀県 スライド・モンスターズ公演を中心とした地域の音楽振興事業
公益財団法人びわ湖芸術文化財団（滋賀県立
芸術劇場びわ湖ホール）

606             

滋賀県 彦根城表御殿狂言の集い 彦根市（彦根城博物館） 412             

京都府 あうるの森の音楽会　バロック音楽の魅力
一般財団法人京都ゼミナールハウス（京都府
立ゼミナールハウス）

306             

京都府 つくもがみ　～ぼくらも、ものらも、生きている！ 創（京都府立府民ホール） 686             

京都府 宇治市文化センター「宇治っ子朗読劇団☆Genji」第9回定例公演
公益財団法人宇治市文化センター（宇治市文
化会館）

326             

京都市
＜京都市東部文化会館伝統音楽・伝統芸能シリーズ＞　地域のみ
んなの狂言鑑賞会

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
（京都市東部文化会館）

217             

京都市 地域の伝統文化との出会い「淀川三十石船唄伏見継承会」
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）

165             

京都市 伝統芸能シリーズ　ウエスティ寄席
公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団
（京都市西文化会館ウエスティ）

268             

京都市 未来へつなぐ伝統芸能　－京都三大念佛狂言（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）

346             

大阪府 SHOW劇場vol.13「銀河鉄道の夜」
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））

1,213           

大阪府 第16回箕面芸術祭「グリーンホールフェアウェル第九」
公益財団法人箕面市メイプル文化財団（箕面
市立市民会館（グリーンホール））

2,026           

大阪府 奥河内音絵巻2020
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））

1,404           

兵庫県 第13回永楽館歌舞伎 豊岡市（豊岡市立出石永楽館） 5,000           

兵庫県
地域のチカラ・フェスティバル　新緑の宴2020～体感する伝統芸
能

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）

426             

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）

172             

兵庫県
たつの市音楽協会設立10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）

185             
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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）

兵庫県 第35回　伊丹市民オペラ定期公演『ナブッコ』
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））

3,458           

兵庫県
第29回みつなかオペラ　景山伸夫：創作オペラ「満仲～美女丸の
廻心」

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）

4,757           

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）

433             

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））

150             

鳥取県
～親・子・孫、3世代におくる、歌のきずな～　みんなのうた　コ
ンサート

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）

1,548           

鳥取県 第2回「いなば人形芝居三座合同公演」
公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館（鳥取県
立童謡館（わらべ館））

193             

島根県
雲南市演劇によるまちづくりプロジェクト10周年記念「だるたに
やん物語」雲南スペシャル公演（仮題）

株式会社キラキラ雲南（雲南市木次経済文化
会館）

981             

広島県 はつかいち室内合奏団　ニュー・イヤー・コンサート
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））

746             

広島県
第29回中四国文化の集い　中四国郷土芸能フェスティバル　in
ひろしま

RCCホールマネジメントグループ（広島県立
文化芸術ホール（上野学園ホール））

1,636           

広島市 演劇引力廣島　第18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））

3,449           

広島市 いきいきクラシック「おはなしオペレッタ」
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）

386             

広島市
アーサー・ビナードが語る紙芝居「ちっちゃい　こえ」＆ヒロシ
マの心コンサート

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）

509             

山口県
第20回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート2021＞「ファ
イナルコンサート」

公益財団法人防府市文化振興財団（防府市公
会堂）

1,238           

徳島県 コンドルズ　徳島公演
公益財団法人徳島県文化振興財団（徳島県郷
土文化会館（あわぎんホール））

1,186           

徳島県 阿波人形浄瑠璃小屋掛け公演Inアエルワ
メディアエルワ（阿波市交流防災拠点施設
（アエルワ））

980             

香川県
プロの演奏家が届ける0歳からのコンサート　「子どもといっしょ
にクラシック」

穴吹エンタープライズ株式会社（香川県県民
ホール（レクザムホール））

141             

香川県 とらまる人形劇カーニバル2020
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）

1,023           

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） 3,052           

福岡県
ギンギラ太陽's×劇団ショーマンシップ　Peace Hill　天狗と呼
ばれた男　～岡部平太物語～

公益財団法人直方文化青少年協会（ユメニ
ティのおがた）

377             

佐賀県
開館50周年記念　熱帯JAZZ楽団　ラテンジャズフェスティバル
唐津

公益財団法人唐津市文化事業団（唐津市民会
館）

1,220           

長崎県
2020年東京オリンピック・諫早文化会館開館40周年記念「ドラマ
ティック古事記」公演事業

2020年東京オリンピック・諫早文化会館開館
40周年記念「ドラマティック古事記」公演実
行委員会（諫早文化会館）

1,765           

長崎県
ジャズ＆ストリングス　コンサート　NOCE meets AMG featuring
TOKU

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）

1,057           

熊本県
わらび座ミュージカル「ジパング青春記～慶長遣欧使節団出帆
～」公演

一般社団法人天草市芸術文化協会（天草市民
センター）

730             

大分県
グランツたけたでジャズを楽しむ！　3つのジャズナイト（仮題）
①小曽根真　②スガダイロー　③jaja

竹田市（竹田市総合文化ホール） 841             

大学 第56回オペラ公演「鬼娘恋首引」「カーリュー・リヴァー」
学校法人大阪音楽大学（ザ・カレッジ・オペ
ラハウス）

2,808           

※　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 北前船の華－北海道に渡った九谷焼（小樽・後志編） 小樽市（市立小樽美術館）              485

北海道 没後50年記念　神田日勝－大地への筆触 鹿追町（神田日勝記念美術館）            1,894

青森県
展覧会「いのちの裂け目－アジアを生きる女性による、青森市文化
財へのアプローチ」（仮）

公立大学法人青森公立大学（青森公立大学国
際芸術センター青森）

             342

岩手県 特別企画展「棟方志功展」（仮題） 一関市（一関市博物館）            3,620

仙台市 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）

           3,066

秋田県 大野源二郎写真展 秋田県（秋田県立近代美術館）              627

秋田県 没後50年「革新をめざした日本画家　福田豊四郎」 小坂町（小坂町立総合博物館郷土館）            1,146

福島県 「芸術と日常のはざまで－藤七・鑛三　そして潤四郎」展（仮称） 郡山市（郡山市立美術館）            2,146

茨城県 道草　展
公益財団法人水戸市芸術振興財団（水戸芸術
館）

           3,577

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）

           3,440

茨城県
特別展Ⅰ　Jomon Period －茨城にもたらされたヒスイ・火炎土器
－（仮）

公益財団法人茨城県教育財団（茨城県立歴史
館）

           2,778

栃木県 栃木が生んだ竹工芸の至宝「勝城蒼鳳と藤沼昇」展 栃木県（栃木県立美術館）            2,519

栃木県
描かれた水神展～「間々田のじゃがまいた」重要無形民俗文化財指
定記念～

小山市（小山市立車屋美術館）              737

埼玉県 秩父銘仙と歩んだ暮らしの中の流行（仮） 埼玉県（埼玉県立歴史と民俗の博物館）            2,250

千葉市 千葉市美術館開館25周年記念　宮島達男展
公益財団法人千葉市教育振興財団（千葉市美
術館）

           4,829

東京都
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会文化プログラム
THE LANDSCAPE　広重・清親・巴水展

町田市（町田市立国際版画美術館）            2,453

東京都
日本の新進作家　Vol.17　光のむこうがわへ　Through the
Daylight（仮称）

公益財団法人東京都歴史文化財団（東京都写
真美術館）

           2,862

東京都 あしたのために　あしたのジョー！展（仮称）
公益財団法人せたがや文化財団（世田谷区立
世田谷文学館）

           1,554

東京都
驚異の三人!! 高松次郎・若林奮・李禹煥　版画展――版という場
所で

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）

           3,577

東京都 特別展『近代日本彫刻の現在地』 小平市（小平市平櫛田中彫刻美術館）            2,134

神奈川県 修理完成記念　十王図 神奈川県（神奈川県立歴史博物館）            1,912

神奈川県 町田市立博物館所蔵　岩田藤七展 神奈川県（神奈川県立近代美術館）              335

横浜市 特別展「しられざる横浜の仏像」（仮称）
公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団（横浜
市歴史博物館）

           3,676

川崎市 （仮称）「クルト・セリグマンと岡本太郎」展 川崎市（川崎市岡本太郎美術館）            1,272

新潟市
みなとぴあ歴史発見プロジェクト企画展　「生誕320年　五十嵐浚
明」展

公益財団法人新潟市芸術文化振興財団（新潟
市歴史博物館）

           1,328

新潟市 「式場隆三郎　脳室反射鏡」展 新潟市（新潟市美術館）            2,317

富山県 風景と食設計室ホー　展
公益財団法人黒部市国際文化センター（黒部
市美術館）

           1,134

石川県 加賀藩の江戸屋敷 石川県（石川県立歴史博物館）            2,916

福井県 造形作家　玉田多紀展　～ダンボールの森でかくれんぼ～
公益財団法人金津創作の森財団（金津創作の
森）

             773

長野県 ここに在るもの（仮）
株式会社地域文化創造（茅野市民館・茅野市
美術館）

             859

地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示（合計61件・118,460千円）
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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)

静岡市 東海道の美　駿河への旅
公益財団法人静岡市文化振興財団（静岡市美
術館）

           3,523

浜松市 浜松城　～築城から現代へ～（仮題） 浜松市（浜松市博物館）            2,857

愛知県 特別企画展　YAYOI・モダンデザイン－日本の美、ここに始まる－ 愛知県（愛知県陶磁美術館）            2,995

三重県
三重県総合博物館　第29回企画展「刀剣　～三重の刀剣とその刀工
～」

三重県（三重県総合博物館）            2,425

三重県
史跡斎宮跡発掘50周年記念特別展「成立期の斎宮～飛鳥・奈良時代
の斎宮を探る～」

三重県（斎宮歴史博物館）            1,355

京都市
開館60周年記念特別展　瑞獣伝来－空想動物でめぐる東アジア三千
年の旅－

公益財団法人泉屋博古館（泉屋博古館）            2,084

兵庫県 柿衞文庫　夏季特別展　蕪村の手紙Ⅱ
公益財団法人柿衞文庫（公益財団法人柿衞文
庫）

           1,689

兵庫県
兵庫県指定有形文化財　木造薬師如来坐像文化財指定50年・御開帳
記念特別展「但馬びとの祈り～そのカタチ、やおよろず～」

兵庫県朝来市（朝来市埋蔵文化財センター
（古代あさご館））

             777

兵庫県 企画展「歴史を紡ぐ・今を染める」
公益財団法人尼崎市文化振興財団（尼崎市総
合文化センター）

           1,196

兵庫県 「出石焼」展 「出石焼」展実行委員会（兵庫陶芸美術館）            3,932

鳥取県
特別企画展「生誕110周年記念展　現代彫刻の異才、辻晉堂（仮
称）」

一般財団法人米子市文化財団（米子市美術
館）

           1,308

岡山県
新見美術館開館30周年記念・災害復興特別展 ～にいみどうぶつ列
車へようこそ！～　はしもとみお　木彫動物の世界（仮称）

公益財団法人新見美術振興財団（新見美術
館）

             870

岡山県 赤松麟作展 岡山県（岡山県立美術館）            1,219

広島県 第24回平和美術展「四國五郎－シベリアとヒロシマを描いた画家」
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）

             452

山口県 特別展「自然の秘密をさぐる　－高島北海没後90年記念－」 下関市（下関市立美術館）            1,116

徳島県 特別展「四国遍路と徳島藩」 徳島市（徳島市立徳島城博物館）              961

香川県 白馬のゆくえ　小林萬吾とたどる日本洋画の50年（仮称） 香川県（香川県立ミュージアム）            2,862

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）

           2,565

愛媛県
特別展「1970⇔2020　未来への伝言　愛媛県立美術館設立50周年記
念」

愛媛県（愛媛県美術館）            1,078

愛媛県
町立久万美術館2020年度自主企画展「大正・戦前　愛媛の洋画家－
青春のうごめき」（仮称）

久万高原町（町立久万美術館）              646

高知県 生誕100周年　石元泰博写真展（仮）
公益財団法人高知県文化財団（高知県立美術
館）

           2,800

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

           1,077

福岡市 ソシエテ・イルフと福岡のアヴァンギャルド（仮称） 福岡市（福岡市美術館）              744

佐賀県 佐賀県立博物館50周年特別展「This is SAGA」 佐賀県（佐賀県立博物館）            5,833

熊本県 企画展「田代順七　生誕120年記念展」 玉名市（玉名市立歴史博物館こころピア）              222

大分県 令和2年度特別展「相撲文化の歴史と美」 大分県（大分県立歴史博物館）            1,859

宮崎県 特別展「みやざきの神楽 －神々への感謝と祈り－」 宮崎県（宮崎県総合博物館）            2,807

沖縄県
令和2年度　博物館企画展「製藍の技－自然と人と藍染料－」（仮
称）

沖縄県（沖縄県立博物館・美術館）            1,518

大学 新派　SHIMPA－アバンギャルド演劇の源流－
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）

             792

大学 美術館で身体を考える 国立大学法人佐賀大学（佐賀大学美術館）            1,014

大学 グスタフソン＆ハーポヤ 展（タイトル未定）
公立大学法人京都市立芸術大学（京都市立芸
術大学ギャラリー＠KCUA）

           1,326

※　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)

茨城県 桜川市真壁伝統的建造物群保存地区　災害復旧事業の記録（仮） 桜川市 357             

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 478             

長野県 信州　歴史的まちなみフォーラム2020の実施
「信州　歴史的まちなみフォーラム2020」実
行委員会

183             

大阪府 市制施行70周年記念事業 富田林市 630             

島根県
日本遺産の棚田を照らすライトアップイベント「たたらの灯」の
開催

一般社団法人奥出雲地域活性化プロジェクト 1,342           

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 654             

全国
重要伝統的建造物群保存地区紹介パンフレット作成及びパネル展
示並びに伝統的建造物群保存活用啓発事業

全国伝統的建造物群保存地区協議会 2,234           

歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計7件・5,878千円）

※　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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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 松前町郷土芸能伝承事業 松前町 311             

岩手県
八幡平市無形民俗文化財電子映像記録事業（浅沢神楽、折壁・日
泥先祓い）

岩手県八幡平市 486             

仙台市 れきみん秋祭り2020 公益財団法人仙台市市民文化事業団 893             

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 360             

埼玉県 秩父市民俗芸能大会 埼玉県秩父市 242             

千葉県 第10回九十九里町郷土芸能大会 九十九里町 907             

千葉県 房総の郷土芸能2020 房総の郷土芸能2020実行委員会 445             

神奈川県 第48回相模人形芝居大会 相模人形芝居連合会 197             

神奈川県 令和2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             

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 811             

静岡県
磐田市指定無形民俗文化財　「中野白山神社　十日祭」・「氏神
様の年始回り」映像撮影業務

磐田市 814             

静岡市 無形民俗文化財公開事業　大神楽祭2021 静岡市 827             

滋賀県 小津神社長刀踊りの記録作成 三宅町小津神社祭礼委員会 732             

徳島県 第5回　ジュニア浄瑠璃フェスティバル 徳島県 1,215           

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 755             

大分県 無形民俗文化財「大野楽」の保存伝承 大野樂保存会 368             

宮崎県 みやざきの神楽映像記録・魅力発信事業 宮崎県 2,008           

民俗文化財の保存活用活動（合計17件・11,571千円）
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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 旭川歴史市民劇　旭川グラフィティ　「ザ・ゴールデンエイジ」 旭川歴史市民劇実行委員会 338             

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 119             

札幌市 人形劇フェスティバル2021年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 740             

青森県 第61回定期演奏会 青森市民交響楽団 370             

青森県 弘前バッハアンサンブル創立35周年渡欧帰国記念演奏会 弘前バッハアンサンブル 1,014           

青森県 弘前オペラ　創立50周年記念　第49回　定期公演 弘前オペラ 1,637           

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 1,241           

宮城県 創作舞踊「遠い響」 佐取純子モダンバレエスタジオ 1,356           

秋田県 お寺で奏でる名曲の響き～オペラ、ミュージカル、合唱曲より～ 能代オペラ音楽祭 217             

山形県 酒田フィルハーモニー管弦楽団　第48回定期演奏会 酒田フィルハーモニー管弦楽団 604             

山形県 鶴岡アートキャンパス　2020　～祭り再興～
特定非営利活動法人　公益のふるさと創り鶴
岡

399             

福島県
劇団120○EN 10周年記念　第31回公演『歌舞伎デカ　前田刑事-
10th Anniversary ver.-』

劇団120○EN 488             

福島県 復興祈念　みんなで歌う第九の会　第8回演奏会　新春の第九 みんなで歌う第九の会 1,522           

群馬県 第2回　舞　My Takasaki Festival 特定非営利活動法人　Ballet Noah 377             

埼玉県 ちちぶオペラ公演「トゥーランドット」全3幕原語上演字幕付き ちちぶオペラ実行委員会 600             

埼玉県 第11回　ソウカパインオペラコンサート「ナブッコ」 草加オペラ協会 845             

さいたま市 チビゲキVol.4「ちょうふく山の山姥」 特定非営利活動法人　劇団サードクォーター 231             

千葉県 いちかわ市民ミュージカル第10回記念公演 いちかわ市民ミュージカル実行委員会 1,384           

千葉県
船橋フィルハーモニー管弦楽団　創立40周年記念　第70回定期演
奏会

船橋フィルハーモニー管弦楽団 248             

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
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

1,441           

東京都 調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 714             

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 290             

東京都 都民交響楽団　八丈島演奏会 都民交響楽団 555             

東京都 町田市民ミュージカル2020 町田市民ミュージカルの会 1,406           

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

738             

神奈川県
第32回　遊行かぶき公演「一遍聖絵－我が屍は野に捨て、獣に施
すべし」

遊行舎 615             

神奈川県 第10回スプリングJazzコンサート～創立10周年記念公演～ 開成ジュニアアンサンブル 367             

神奈川県
横須賀市民ミュージカル2020「ナミとチャル～黒船がやってきた
～」

横須賀市民ミュージカルを作る会（SUKA
ミュー）

409             

神奈川県 第46回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 123             

横浜市 港北区民ミュージカルVOL.18　「Bowwow」 港北区民ミュージカル実行委員会 911             

新潟県 バレエ「白鳥の湖」全4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

1,522           

新潟県 第17回里山アート展 特定非営利活動法人　コスモ夢舞台 132             

アマチュア等の文化団体活動（合計84件・77,227千円）
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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)

富山県
2020年とやま世界こども演劇祭～第4回とやま世界こども舞台芸術
祭～

とやま世界こども舞台芸術祭実行委員会 4,000           

富山県 第38回高岡薪能 高岡能楽会 550             

石川県
音楽文化国際交流2020'　第58回音文協年末公演「第九交響曲・千
鳥の曲」・「モーツアルト　レクイエム」公演

音文協年末公演実行委員会 2,417           

石川県
第49回「オーケストラと少年少女・子どもの歌フェスティバル
2020」

オーケストラと少年少女実行委員会 835             

石川県 白山国際太鼓エクスタジア2020 白山国際太鼓エクスタジア実行委員会 1,657           

石川県
【世代をこえて、共に舞台へ】キッズ☆クルー第23回公演「ユタ
と不思議な仲間たち」

キッズ☆クルー 697             

石川県 歌いっぱい　親子で歌いつごう　県民が選んだ愛唱300選発表大会 金沢赤とんぼ童謡唱歌愛唱会 542             

福井県 第28回国際丹南アートフェスティバル2020 丹南アートフェスティバル実行委員会 1,999           

福井県 第32回今立現代美術紙展　IMADATE ART FIELD展
IMADATE ART FIELD（今立現代美術紙展実行
委員会）

1,470           

山梨県 第14回八ヶ岳音楽祭　in Yamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 740             

山梨県 南アルプス市民ミュージカル2020
南アルプス市民ミュージカル「プレミアム・
ドリーム」

880             

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 1,098           

長野県 小布施北斎ホールシアター2020 小布施町文化事業活性化実行委員会 938             

静岡県 第22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

1,763           

愛知県 第9回蒲郡市青少年国際交流音楽祭 蒲郡市ジュニア吹奏楽団 740             

愛知県 愛知祝祭管弦楽団　三澤洋史のRING2020 愛知祝祭管弦楽団 515             

京都府 宇治茶の郷の市民×劇『碧に萌えよ』 特定非営利活動法人　こみねっと 190             

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周年記念
コンサート

吹奏楽団ベリーズけいはんな 254             

京都市 京都混声合唱団　創立95周年演奏会 京都混声合唱団 215             

京都市 第6回全国学生演劇祭 全国学生演劇祭実行委員会 618             

京都市
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 505             

大阪府 第22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 1,057           

大阪府 表現集団ASOBO塾大阪公演「光がくれた時間」 表現集団ASOBO塾大阪 238             

大阪府
＜祝　町制施行80周年を記念する＞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）オスカー・ハマー
シュタイン（作詞）リチャード・ロジャース（作曲）

島本音楽協会 484             

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 JAZZFESTIVAL 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 264             

神戸市 第3回神戸わだつみ祭 太鼓衆団輪田鼓 693             

神戸市 20th KOBE　スティールパンカーニバル2020 アスタ新長田スティールパン振興会 460             

神戸市 神戸フィルハーモニック　第80回定期演奏会（創立40周年記念） 一般社団法人　神戸フィルハーモニック協会 738             

神戸市 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 504             

奈良県 45周年記念わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 1,480           

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 1,374           

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 1,332           
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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)

和歌山県 劇団ZERO公演 劇団ZERO 523             

和歌山県 Ensemble Mikanier　第13回定期演奏会 Ensemble Mikanier 540             

島根県 雲南市創作市民演劇2021
雲南市演劇によるまちづくりプロジェクト実
行委員会

1,006           

岡山県 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー　第50回定期演奏会 倉敷市民吹奏楽団グリーンハーモニー 271             

徳島県 第58回野外彫刻展 徳島彫刻集団 370             

徳島県
新音楽芸術ホールの完成を願って　オーケストラと共に　オペ
レッタ「こうもり」ハイライト　谷池重紬子と共にオペラアリア
コンサート

特定非営利活動法人　オペラ徳島 1,328           

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 333             

福岡県 交声曲「海道東征」合唱組曲「筑後川」演奏会 海道東征演奏会実行委員会 884             

北九州市 「朝鮮通信使～雨森芳洲・誠信の交わり」演劇公演 北九州文化連盟 1,701           

佐賀県 第18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

1,184           

宮崎県 G音楽たい10周年記念演奏会 G音楽たい 2,441           

宮崎県 みやざき国際ストリート音楽祭2020 みやざき国際ストリート音楽祭実行委員会 1,110           

鹿児島県
かごしまの子どもたちが創った音楽（第36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「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 1,150           

鹿児島県 アートスタートもぜ0・1・2 鹿児島県子ども劇場協議会 226             

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 211             

全国 第20回全国中学校総合文化祭　福岡大会 全国中学校文化連盟 626             

全国 第40回全日本少年少女合唱祭全国大会「赤穂大会」 全日本少年少女合唱連盟 845             

全国
2020世界アマチュアオーケストラフェスティバル　in Tokyo（第
48回全国アマチュアオーケストラフェスティバル東京大会）

公益社団法人　日本アマチュアオーケストラ
連盟

1,883           

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 6,243           

※　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 1,104           

石川県 笹葺き屋根に学ぶ里山の知恵 特定非営利活動法人石川県茅葺き文化研究会 928             

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 928             

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 329             

京都市 日本茜を使った赤糸目本友禅伝承と小忌衣復元 日本茜伝承プロジェクトチーム 2,787           

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 2,409           

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（真田紐）

一般社団法人伝統技術伝承者協会 1,487           

岡山市
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」２

伝統工芸木炭生産技術保存会 1,115           

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 3,507           

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・14,594千円）

※　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。

27



令和２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～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）
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）
福　島　明　夫 （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）
並　木　誠　士 （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）
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）
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）
並　木　誠　士 （文化施設展示活動専門委員会主査）
上　野　房　子 （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 ◎ 池　野　　　惠 ○ 赤羽根　哲　也
小　倉　多美子 海　野　　　敏 徳　永　京　子

〇 香　取　良　彦 岡　見　さ　え 仲　村　和　生
岸　　　純　信 〇 桜　井　多佳子 ◎ 福　島　明　夫

◎ 佐　藤　千　晴 佐々木　三重子 林　　　華　代
柴　 　純　子 佐　藤　まいみ  　　　  三　戸　俊　徳
十　亀　正　司 佐　藤　弥生子 吉　村　温　子
西　村　　　理 菘　　　あつこ    　　　　   
広　瀬　大　介 馬　場　ひかり
村　井　東　樹 守　山　実　花

　 　
 　

飯　島　　　満 井　口　壽　乃 赤羽根　哲　也
石　淵　文　恵 柏　木　智　雄 井　口　壽　乃

◎ 竹　本　幹　夫 田  辺　昌　子 海　野　　　敏
〇 中　川　　　桂 〇 冨　田　　　章 柏　木　智　雄

中　村　真　規 ◎ 並　木　誠　士 ◎ 香　取　良　彦
林　　　公　子 村　田　眞　宏 佐　藤　千　晴
前　川　文　子 佐　藤　まいみ
前　田　憲　司 仲　村　和　生
矢　内　賢　二 〇 林　　　公　子
油　井　雅　和 中　川　　　桂

◎ 大　橋　敏　博 井　口　壽　乃 ◎ 上  野　房  子
岡　野　亜紀子 柏　木　智　雄 川井田　祥　子
古　賀　弥　生 田  辺　昌　子 川　本　統　脩
佐　藤　美　子 〇 冨　田　　　章 竹　内　有　一
奈良部　和　美 ◎ 並　木　誠　士 中　川　幾　郎
漢　　　幸　雄 村　田　眞　宏 畑　　　律　江
八反田　　　弘 毛　利　直　子
花　崎　　　薫 山　本　祐ノ介

〇 渡　辺　真　弓 〇 力  武  由美子

〇 上　野　勝　久
惠　谷　浩　子
片　山　ま　び
鬼　頭　秀　明

◎ 近　藤　都代子
段　上　達　雄
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（１０名） 舞踊専門委員会（１０名）
演劇専門委員会　　　　　　　
　 第２分科会（7名）

美術専門委員会（６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（６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


