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平成２７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２７年３月２７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  茂 木 七 左 衞 門 ）で は 、 
芸術文化振興基金による平成２７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

国の芸術家及び芸術文化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１，２９２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、１０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６７６件、助成金予定額は１０億６，２１１万９

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２７年５月下旬～６月上旬に

第２回目の募集を予定しております。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



平 成 ２ ７ 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）

551 243 541,446

121 48 176,756

73 43 60,646

357 152 304,044

伝統芸能の公開活動 90 41 49,102

美術の創造普及活動 13 8 17,496

多分野共同等芸術創造活動 41 16 18,752

国内映画祭等の活動 46 28 69,000

741 336 695,796

地域文化施設公演・展示活動 310 185 237,000

文化会館公演活動 190 110 114,647

 美術館等展示活動 120 75 122,353

アマチュア等の文化団体活動 190 110 86,423

500 295 323,423

  

11 11 8,800

28 24 17,500

12 10 16,600

51 45 42,900

1,292 676 1,062,119

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

平成２７年度芸術文化振興基金
助成対象分野別採択状況

〔舞台芸術等の活動〕

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

〔地域文化関係の活動〕

小      計

〔文化財関係の活動〕
歴史的集落・町並み、文化的景観保
存活用活動



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)

アール・レスピラン第30回定期演奏会　「結成30周年記念シリーズⅠ」 アール・レスピラン(東京都) 522

第15回定期演奏会　2015ノルディックイヤー　メモリアルコンポーザー
の遺したもの

一般社団法人　愛知室内オーケストラ(愛知
県)

222

オーケストラ・ニッポニカ　第27回演奏会、第28回演奏会
芥川也寸志メモリアル　オーケストラ・ニッ
ポニカ(東京都)

2,222

ル・ポン国際音楽祭2015　赤穂・姫路 赤穂国際音楽祭実行委員会(兵庫県) 5,522

アフィニス夏の音楽祭2015広島 公益財団法人　アフィニス文化財団(東京都) 6,522

アンサンブル・ノマド定期演奏会第53～55回「ドイツ語文化圏　Vol.1
～3」

アンサンブル・ノマド(東京都) 3,022

<オペラ・フレスカ>　G.カッチーニ作曲　歌劇「エウリディーチェ」
（本邦初演）

アントネッロ(埼玉県) 1,122

ヴォクスマーナ第33～34回定期演奏会 ヴォクスマーナ(東京都) 822

Music Tomorrow 2015 公益財団法人　ＮＨＫ交響楽団(東京都) 4,522

オーケストラ・トリプティーク第四回演奏会 オーケストラ・トリプティーク(神奈川県) 522

オーケストラ・プロジェクト2015 オーケストラ・プロジェクト(東京都) 1,222

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) 2,622

岡崎ジャズストリート2015
特定非営利活動法人　岡崎ジャズストリート
(愛知県)

4,522

琉球交響楽団第28、29回定期演奏会
特定非営利活動法人　沖縄音楽文化交流機構
(沖縄県)

1,622

第36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　関信越音楽協会(群馬県) 8,522

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) 10,022

ムズカシイはおもしろい!!　古典四重奏団2015の1 古典四重奏団(埼玉県) 122

2015セイジ・オザワ　松本フェスティバル　若手音楽家・青少年育成事
業

公益財団法人　サイトウ・キネン財団(東京
都)

6,522

札幌交響楽団　道内地方公演 公益財団法人　札幌交響楽団(北海道) 4,022

サントリー芸術財団コンサート　作曲家の個展2015　原田敬子 公益財団法人　サントリー芸術財団(東京都) 1,622

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2015 公益財団法人　サントリー芸術財団(東京都) 13,022

第36回霧島国際音楽祭2015
公益財団法人　ジェスク音楽文化振興会(東
京都)

9,522

第41回四国二期会オペラ公演　喜歌劇「こうもり」 四国二期会(香川県) 2,622

静岡交響楽団定期演奏会(59回60回61回62回） 特定非営利活動法人　静岡交響楽団(静岡県) 4,522

シエナ・ウインド・オーケストラ第40回定期演奏会
一般社団法人　ジャパン・シンフォニック・
ウインズ(東京都)

622

シエナ・ウインド・オーケストラ第41回定期演奏会
一般社団法人　ジャパン・シンフォニック・
ウインズ(東京都)

622

首都オペラ　第24回公演「トゥーランドット」 首都オペラ(神奈川県) 5,022

2015仙台オペラ協会創立40周年記念公演「カルメン」 一般社団法人　仙台オペラ協会(宮城県) 2,622

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.12」

公益財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽
団(宮城県)

1,322

武生国際音楽祭2015 武生国際音楽祭推進会議(福井県) 2,622

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)

2,622

角田健一ビッグバンド　2015　定期公演 角田健一ビッグバンド事務所(東京都) 1,622

コンポージアム2015
公益財団法人　東京オペラシティ文化財団
(東京都)

8,522

東京シンフォニエッタ2015年度定期演奏会（第37・38回）
一般社団法人　東京シンフォニエッタ(東京
都)

2,122

ニッセイ名作シリーズ　ニッセイ名作鑑賞教室2015/NISSAY OPERA 2015
オペラ「ドン・ジョヴァンニ」

公益財団法人　ニッセイ文化振興財団(東京
都)

14,022

公益社団法人日本演奏連盟創立50周年記念事業<演奏家と邦人作曲家シ
リーズ>

公益社団法人　日本演奏連盟(東京都) 5,522

日本ヘンデル協会　コンサートシリーズVol.18　ヘンデル　オペラ
『フラーヴィオ』

日本ヘンデル協会(東京都) 622

ビッグバンド・フェスティバル　2015　VOL.17
一般社団法人　日本ポピュラー音楽協会(東
京都)

1,322

現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計48件・176,756千円）
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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)

ニューフィル千葉定期演奏会（財団創立30周年記念事業）
公益財団法人　ニューフィルハーモニーオー
ケストラ千葉(千葉県)

2,122

harmonia ensemble　第7回定期演奏会　―F.プーランク無伴奏宗教曲全
曲演奏会―

harmonia ensemble(東京都) 322

パシフィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）2015
公益財団法人　パシフィック・ミュージッ
ク・フェスティバル組織委員会(北海道)

9,522

広島ウインドオーケストラ第43回定期演奏会　《生誕80年記念・兼田敏
プロジェクト》

広島ウインドオーケストラ(広島県) 722

広島交響楽団　平成27年度　移動音楽教室 公益社団法人　広島交響楽協会(広島県) 8,022

第13回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン　オラトリオ《イェフタ》
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)

1,022

さっぽろオペラ祭2015・北海道二期会平成27年度オペラ公演「日本昔ば
なし」

北海道二期会(北海道) 722

間宮芳生の肖像 公益財団法人　水戸市芸術振興財団(茨城県) 822

守屋純子オーケストラ2015年度定期公演 守屋純子オーケストラ(東京都) 722

横濱　JAZZ PROMENADE 2015
横濱　JAZZ　PROMENADE　実行委員会(神奈川
県)

8,022
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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)

(ARCHITANZ 2015)ストラヴィンスキー　トリプル・ビル　“Stravinsky
Triple Bill”～現代バレエで見る、ストラヴィンスキーの音楽～（仮
題）

株式会社　アーキタンツ（東京都） 1,422

アネックスシアター　～次世代への架け橋　vol.3 公益財団法人　井上バレエ団（東京都） 1,522

STスポット舞台芸術フェスティバル2015
特定非営利活動法人　STスポット横浜（神奈川
県）

1,422

大橋可也&ダンサーズ新作公演　「テンペスト」
一般社団法人　大橋可也＆ダンサーズ（東京
都）

1,022

Opto　「Opto File　3」 Opto（東京都） 1,022

OrganWorks 公演　「TSURA（仮）」 OrganWorks（東京都） 822

上村なおかソロダンス2016 「solo」 笠井瑞丈×上村なおか（東京都） 522

加藤みや子ダンススペース公演2016 加藤みや子ダンススペース（東京都） 1,322

勅使川原三郎　シアターΧ（カイ）における連続公演
有限会社　カラス（勅使川原三郎 / KARAS）
（東京都）

1,722

川口節子バレエ団創作公演　「舞浪漫　My Roman 2015」 川口節子バレエ団（愛知県） 1,222

有馬龍子記念　京都バレエ団特別公演　「ロミオとジュリエット」　全幕 一般社団法人　京都バレエ団（京都府） 4,022

インテグレイティッド・ダンス・カンパニー響-Kyo 委嘱公演　「Open
State」　(仮題）

クリエイティブ・アート実行委員会（東京都） 2,222

インテグレイティッド・ダンス・カンパニー響-Kyo 新作公演
「Border」　（仮題）

クリエイティブ・アート実行委員会（東京都） 1,822

ケイタケイ　LIGHT 津々浦々シリーズ2015
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）

1,522

東京　ELECTROCK STAIRS 新作公演 KENTAROCKERS（東京都） 1,022

福岡ダンスフリンジフェスティバルvol.9 特定非営利活動法人　コデックス（福岡県） 1,222

「春の祭典」ツアー Co.山田うん（東京都） 1,722

Co.山田うん　新作2015 Co.山田うん（東京都） 1,522

'15 佐々木美智子バレエ団公演 佐々木美智子バレエ団（大阪府） 1,822

関かおり　PUNCTUMUN 新作公演　（タイトル未定） 団体せきかおり（東京都） 1,122

東京発　ダンスブリッジ・インターナショナル セッションハウス企画室（東京都） 622

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）

322

ダンスがみたい！17～ストラヴィンスキー「春の祭典」～ 「ダンスがみたい！」実行委員会（東京都） 1,822

Dance Theatre LUDENS 新作公演　「Trifles」（仮題） Dance Theatre LUDENS（埼玉県） 822

2015年　地主薫バレエ団公演　「ワルプルギスの夜」　他 地主薫バレエ団（大阪府） 3,522

若手演出家コンクール2013最優秀賞受賞作品　3都市ツアー「FRIEND～踊
る戯曲1～」

CHAiroiPLIN（東京都） 622

テアトル・ド・バレエ　カンパニー公演　「コッペリア」（全幕） テアトル・ド・バレエ　カンパニー（愛知県） 2,122

イデビアン・クルー新作公演　「ハウリング」（仮題） 特定非営利活動法人　days（東京都） 1,822

冬の旅（仮） 一般社団法人　天使館（東京都） 822

森田志保フラメンコ公演　はな8 トルニージョ（東京都） 1,022

『リアルリアリティ』　愛知公演 ニブロール（東京都） 1,422

野間バレエ団第23回定期公演　山本隆之版「くるみ割り人形」（全幕） 有限会社　野間バレエ団（大阪府） 1,822

野間バレエ団プレゼンツ　「バレエを楽しもう　in 堺」 有限会社　野間バレエ団（大阪府） 622

Baobab ディレクション企画公演 Baobab（東京都） 422

波と暮らして（仮） BATIK（東京都） 522

越智インターナショナルバレエ　「ジゼル」　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）

3,522

黒沢美香　ソロダンス 薔薇ノ人クラブ（東京都） 722

藤田佳代舞踊研究所モダンダンス公演　創作実験劇場 藤田佳代舞踊研究所（兵庫県） 722

現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計43件・60,646千円）
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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)

+81 新作ダンス公演　「晴れトキドキ曇り・コレドキドキ踊り」（仮） ＋81（東京都） 822

まことクラヴ新作公演　『断片集』（仮） まことクラヴ（東京都） 922

平富恵スペイン舞踊団公演　「A Midsummer Night's Dream～真夏の夜の
夢～」

有限会社　マジェスティック（東京都） 2,622

創立60周年記念　第40回宮下靖子バレエ団公演　「コッペリア」 有限会社　宮下靖子バレエ団（京都府） 2,222

鈴木ユキオプロジェクト　新作公演　「2（仮）」 YUKIO SUZUKI Projects（神奈川県） 722

4



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)

AMCF　プロデュース「血の家」国内ツアー
特定非営利活動法人　アートマネージメント
センター福岡（福岡県）

2,222

劇団AUN第22回公演「黒鉄さんの方位磁石」 合同会社　劇団AUN（東京都） 1,222

劇団青い鳥40周年パラダイスvol.2　Comedie-aoitori（コメディ・アオ
イトリ）「わからなければ、モモエさんに聞け！」 （仮題）

株式会社　青い鳥創業（東京都） 1,922

劇団青い鳥SEASON’S SPECIAL　おりめ文庫　「ショートショート・タ
イム」（仮題）

株式会社　青い鳥創業（東京都） 822

劇団あおきりみかん其の参拾参「大気圏の⇔外側から」 劇団　あおきりみかん（愛知県） 2,222

劇団あおきりみかん其の参拾四「会話する人」 劇団　あおきりみかん（愛知県） 1,822

ARICA 公演「NE ANTA （仮題）」 ARICA（東京都） 1,322

東京デスロック 『Peace,at any cost?』（仮） 一般社団法人　unlock（東京都） 2,222

iaku「クローゼット（仮）」 iaku（大阪府） 1,822

神々の戯れ（仮題） 維新派（大阪府） 6,522

身体詩「金色の魚～2015～with 谷川賢作」～南相馬（福島）とテヘラ
ン（イラン）を結んで～

特定非営利活動法人　祈りの芸術TAICHI-
KIKAKU（東京都）

822

劇団印象-indian elephant-第21回公演　「グローバル・ベイビー・
ファクトリーⅡ」

特定非営利活動法人　劇団　印象－indian
elephant－（東京都）

922

2都市ツアー「食卓全景」 intro（北海道） 822

ウォーキング・スタッフ　プロデュース「嫌われる勇気」 ウォーキング・スタッフ（東京都） 3,022

Lobby. VOGA（京都府） 922

第22回公演　「くらげなす、流体力学の基礎知識」 A級MissingLink（大阪府） 522

エイチエムピー・シアターカンパニー新作公演＜現代日本演劇のルーツ
2＞櫻姫　浪速文章（仮）

エイチエムピー・シアターカンパニー（大阪
府）

1,422

沖縄燦燦 一般社団法人　エーシーオー沖縄（沖縄県） 1,522

泣いた赤鬼 株式会社　江戸糸あやつり人形座（東京都） 3,522

第41回名作劇場『邪宗門』『空気はぜひ必要です』 演劇企画制作「オフィス樹」（群馬県） 822

この声 オイスターズ（愛知県） 822

終戦70周年記念　劇団往来プロデュース公演　音楽劇「チンチン電車と
女学生」

株式会社　劇団往来（大阪府） 3,022

大阪現代舞台芸術協会プロデュース公演　『演劇エキスポtheatrical
expo』

特定非営利活動法人　大阪現代舞台芸術協会
（大阪府）

1,922

『文明等（Islands of Civilization）』新作ツアー 岡崎藝術座（神奈川県） 3,522

劇団鹿殺し　本公演「前略、兄上様」 株式会社　オフィス鹿（東京都） 4,522

オフィスワンダーランド第40回公演 「OKINAWA1947」
有限会社　オフィスワンダーランド（東京
都）

1,222

ヨーロッパ企画イエティ＃10「最後の七不思議（仮）」 株式会社　オポス（京都府） 822

劇団企画イッツフォーリーズ公演　ミュージカル「あさはなび」 株式会社　オールスタッフ（東京都） 2,222

Theatre Celine ―セリーヌの世紀　三部作― 劇団　解体社（東京都） 1,522

劇団かかし座2015横浜公演　劇場版「宝島」 有限会社　劇団かかし座（神奈川県） 822

KAKUTA 公演　「ひとよ」 KAKUTA（東京都） 1,722

KAKUTA 公演　「凍えるアンヨ（仮）」 KAKUTA（東京都） 1,822

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」
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）

422

「バンバンとトラ」（仮題）小規模小学校巡回公演 企業組合　劇団風の子九州（福岡県） 2,222

北海道の過疎化・少子化がすすむ地域の子どものための巡回公演 有限会社　劇団風の子北海道（北海道） 1,622

現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計152件・304,044千円）
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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)

音楽劇『想稿・銀河鉄道の夜』 有限会社　華のん企画（埼玉県） 2,622

番外公演「山の声―ある登山者の追想」 カムヰヤッセン（東京都） 1,022

カムカムミニキーナ25周年記念公演第一弾 IN 本多劇場「スワン・ダイ
ブ」

カムカムミニキーナ（東京都） 2,822

かもねぎショット公演『ペルセポリス』 かもねぎショット（東京都） 1,822

劇団唐ゼミ☆×望月六郎　合同公演　『きみのわな（仮題）』 劇団　唐ゼミ☆（神奈川県） 1,922

空晴第14回公演「せんたくの日和」（仮題） 空晴（大阪府） 1,522

GUMBO+Hatch 日本・シンガポール共同制作公演「Supper Happy Land
（仮題）」大阪公演

劇団 GUMBO（兵庫県） 622

デンマーク・日本国際共同制作公演　「BAKU」 一般社団法人　KIO（大阪府） 1,922

木ノ下歌舞伎『心中天の網島』 木ノ下歌舞伎（京都府） 3,022

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（福岡県）

6,522

壁ノ花団第十回公演『サイドカー』 有限会社　キューカンバー（京都府） 1,322

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） 3,522

第20回OMS戯曲賞特別賞受賞記念公演「タイムズ」 極東退屈道場（大阪府） 2,222

第37回公演「創立30周年記念公演　フェードル～あるいは崩れゆく人々
～」

劇団　キンダースペース（埼玉県） 2,022

工藤俊作プロデュース　プロジェクトＫＵＴＯ―10　第15回公演『骨か
ら星へ』

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-
10（大阪府）

1,122

KUNIO12「新作（タイトル未定）」 KUNIO（京都府） 2,422

Yへ～茨木のり子の日記～（仮） グループる・ばる（埼玉県） 2,822

アトリエ劇研スプリングフェス 特定非営利活動法人　劇研（京都府） 622

テアトル・ド・アナール『従軍中のウィトゲンシュタインが・・・
（略）』

有限会社　ゴーチ・ブラザーズ（東京都） 1,022

劇団go to 全国ツアー公演「タンバリン」 劇団　go to（福岡県） 2,722

2015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） 1,522

劇団子供鉅人結成10周年記念公演「ヒッチハイク!!!」 劇団子供鉅人（東京都） 622

子どもと舞台芸術―出会いのフォーラム2015
子どもと舞台芸術－出会いのフォーラム実行
委員会（東京都）

1,922

劇団こふく劇場25周年全国ツアー　第14回公演『ただいま』 劇団　こふく劇場（宮崎県） 2,622

コンブリ団その8　「ブラックホールのそこ」 コンブリ団（京都府） 1,022

小池博史ブリッジプロジェクト「注文の多い料理店」全国ツアー公演
2015

株式会社　サイ（東京都） 3,022

サンプル「新作（未定）」 サンプル　（東京都） 822

シアター風姿花伝プロデュース　「サンゲ・サブール」（仮題） シアター風姿花伝（東京都） 722

下鴨車窓＃12『漂着（island）』 下鴨車窓（京都府） 1,522

劇団ジャブジャブサーキット第54回公演「さよならウィキペディア」 劇団　ジャブジャブサーキット（岐阜県） 1,922

劇団ジャブジャブサーキット30周年記念公演・第２弾「しずかなごは
ん」

劇団　ジャブジャブサーキット（岐阜県） 1,322

“inochi”2015
genre:Gray　利己的物体と奉仕的肉体による
グロテスク（東京都）

322

阪神・淡路大震災20周年メモリアル舞台劇「カーリーの青春」 一般社団法人　劇団自由人会（兵庫県） 1,522

少年王者舘　第38回本公演「思い出し未来（仮）」 少年王者舘（愛知県） 2,522

戦後70年プロジェクト　ギンギラ太陽’s×劇団ショーマンシップ公演
「奪われた手紙～福岡民間検閲局～」

有限会社　ショーマンシッフﾟ（福岡県） 3,022

仲直りするために果物を 城山羊の会（東京都） 2,222

6



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)

スクエア第36回公演『湿原ラジオ』 スクエア（大阪府） 922

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） 6,022

寺山修司生誕80年記念公演　男装音楽劇「くるみ割り人形」 青蛾館（東京都） 2,022

清流劇場2016年3月公演　「賢者ナータンNathan der Weise」 清流劇場（兵庫県） 1,022

SENDAI座☆プロジェクト2015「洗い屋稼業」 SENDAI座☆プロジェクト（宮城県） 2,222

空の驛舎　第19回公演『一握の夢』 空の驛舎（大阪府） 622

劇団態変　第63回新作公演『鵺（ぬえ）』 劇団　態変（大阪府） 1,522

劇団態変『ルンタ（風の馬）～いい風よ吹け～』東京 劇団　態変（大阪府） 1,922

劇論～ヨネダを待ちながら～ 劇団　太陽族（大阪府） 1,122

玉造小劇店　配給芝居vol.16 リリパットアーミーⅡ『ひとり、独りの
遊戯』

玉造小劇店（大阪府） 3,522

DA・M新作公演（日韓共同創作2）『すべては突然やってくる』 劇団　DA・M（東京都） 1,822

チェルフィッチュ「女優の魂」公演＆ワークショップ　九州・中国地方
ツアー

チェルフィッチュ（東京都） 2,222

第4回公演『クライムス・オブ・ザ・ハート』 株式会社　地人会新社（東京都） 3,022

第5回公演『ジンゲーム』 株式会社　地人会新社（東京都） 2,422

『かもめ』 合同会社　地点（京都府） 1,422

MamaチャリカルキVol.10「12010g（仮）」 劇団　チャリカルキ（東京都） 722

第28回公演「1995」 劇団　チャリＴ企画（東京都） 1,322

跳び跳びロングラン「三人でシェイクスピア」 有限会社　劇団　鳥獣戯画（埼玉県） 1,522

第25回公演「追憶のアリラン」 劇団　チョコレートケーキ（東京都） 2,122

「ジャパニーズ&ジャパニーズinイデオロギー（仮）」 劇団　チョコレートケーキ（東京都） 3,522

＜現代劇作家シリーズ vol.5＞J=P・サルトル「出口なし」フェスティ
バル

die pratze（東京都） 1,722

「地を渡る舟―1945/アチック・ミューゼアムと記述者たち―」 てがみ座（東京都） 2,522

「ここ/彼方―架空都市案内パンフレット―」 てがみ座（東京都） 2,622

白い劇場シリーズ第2回公演『タイトル未定』 株式会社　デラシネラ（東京都） 1,922

劇団東京乾電池　別役実2本立て公演　眠れる森の美女＆会議 株式会社　劇団東京乾電池（東京都） 1,322

劇団東京乾電池　創立40周年記念プレ公演　十一人の少年 株式会社　劇団東京乾電池（東京都） 1,322

劇団道化創立50周年記念巡回公演　「やもめ～父はシベリア抑留者～」 特定非営利活動法人　劇団道化（福岡県） 1,122

新・カスパー
社会福祉法人　トット基金  日本ろう者劇団
（東京都）

1,722

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）

2,122

門司港×飛ぶ劇場『百年の港』 飛ぶ劇場（福岡県） 822

dracom Gala『たんじょうかい　＃3』 dracom（大阪府） 722

TRASHMASTERS 第23回公演　「そぞろの民」（仮） TRASHMASTERS（東京都） 3,522

TRASHMASTERS 第24回公演　「翹望」（仮） TRASHMASTERS（東京都） 2,422

トリコ・A演劇公演2015vol.2「つきのないよる」 トリコ・Ａプロデュース（京都府） 1,722

『ナカフラ演劇展2』　（①『らぶこめ』②『つながらない点と点、そ
の間に、私たちは生きています』③『皆区々』）

中野成樹＋フランケンズ（東京都） 622

渡辺源四郎商店『海峡の7姉妹～青函連絡船物語～』 なべげんわーく　合同会社（青森県） 2,322
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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『クリスマス解放戦線』 なべげんわーく　合同会社（青森県） 1,822

南船北馬　「もうかいたくありません（仮）」 南船北馬（大阪府） 1,222

第36回公演『ノクターンだった弟』（仮）京都・東京公演 ニットキャップシアター（京都府） 1,822

二兎社公演40 『書く女』 株式会社　二兎社（東京都） 6,022

「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） 16,022

児童青少年演劇地方巡回公演
公益社団法人　日本児童青少年演劇協会（東
京都）

10,022

2015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）

6,522

庭劇団ペニノ新作公演「タイトル未定」 庭劇団　ペニノ（東京都） 1,122

第99回公演こどもの劇場『ペンギンたんけんたい』 有限会社　人形劇団クラルテ（大阪府） 3,022

冬休み人形げきじょう2015　ヤンチャ　メッチャ　ブー/こぎつねコン
とこだぬきポン

株式会社　人形劇団むすび座（愛知県） 1,522

キャラメルボックス30th vol.2『カレッジ・オブ・ザ・ウィンド』 株式会社　ネビュラプロジェクト（東京都） 2,022

ノアノオモチャバコ　二都市ツアー　『GOOD MORNING ミサイル』 ノアノオモチャバコ（東京都） 1,122

第28回公演「飛ぶひと」 はえぎわ（東京都） 1,222

第29回公演「偉大なる叡智に向かう道筋（仮）」 はえぎわ（東京都） 1,222

第19回公演「それぞれ」 劇団　ハートランド（東京都） 1,122

範宙遊泳「幼女Xの人生で一番楽しい数時間」（仮）国内ツアー 範宙遊泳（東京都） 622

劇団結成10周年記念シリーズvol.2 第21回公演「西のメリーゴーラン
ド」（仮称）

万能グローブガラパゴスダイナモス（福岡
県）

1,322

劇団B級遊撃隊公演『間抜けのから』 劇団　Ｂ級遊撃隊（愛知県） 1,222

人形劇「賢治のカバン」 有限会社　ひとみ座（神奈川県） 2,422

百景社　秋公演（仮） 百景社（茨城県） 322

岩井秀人×快快　「再生」（仮） 快快（東京都） 1,522

伏兵コード　vol.8「遠浅」 伏兵コード（大阪府） 622

おとなが観たい人形劇　リレー公演 有限会社　劇団プーク人形劇場（東京都） 422

ダンスホール 冨士山アネット（東京都） 822

「私は太田、広島の川」
フランス演劇クレアシオン実行委員会（東京
都）

1,022

ゆびきりの花嫁（仮） 株式会社　プリエール（東京都） 2,522

現代演劇×現代文学シリーズ『Project1:西尾佳織（鳥公演）』（仮） 株式会社　precog（東京都） 1,322

Project Nyx 第15回公演「霧野仙子」 Project Nyx（東京都） 1,322

劇団文化座公演143「幽霊さん」 有限会社　劇団文化座（東京都） 1,522

『東京ヘテロトピア』拡大上演 一般社団法人　Port B（東京都） 1,422

マームとジプシー新作公演「ヒダリメノヒダ（仮）」 合同会社　マームとジプシー（神奈川県） 1,922

マームとジプシー×原田郁子　リーディング公演「cocoon」 合同会社　マームとジプシー（神奈川県） 1,222

マレビトの会　「日独国際共同事業　成果発表公演」（仮） マレビトの会（東京都） 2,222

ミクニヤナイハラプロジェクト×吉祥寺シアター10周年記念公演 ミクニヤナイハラ・プロジェクト（東京都） 2,022

第19回みつわ会公演 みつわ会（東京都） 2,522

第17回公演　『彼らの敵』 ミナモザ（東京都） 1,122
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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)

メメントC第12回公演「安全区/Nanjing」 メメントC（神奈川県） 1,022

あなたに会ったことがある　Vol.4 ･･････チェーホフ短編小説よ
り･･････

有限会社　モード（東京都） 2,522

うた芝居　ないたあかおに　九州地区小学校児童館幼稚園巡回公演 山の音楽舎（神奈川県） 622

遊劇体＃58〈遊劇体×泉鏡花オリジナル戯曲全作品上演シリーズ⑩〉
『公孫樹下』『鳥笛』

遊劇体（京都府） 822

包丁～LUCY 一般社団法人　指輪ホテル（東京都） 1,922

横浜ボートシアター公演　説経「愛護の若」より“恋に狂ひて候”2015
ツアー

横浜ボートシアター（東京都） 2,322

Summer House After Wedding（仮題）
燐光群／有限会社 グッドフェローズ（東京
都）

1,222

悪い芝居vol.17「ナチュラルボーンクラーズ（仮）」2都市ツアー 悪い芝居（京都府） 1,722

第28回公演「そして母はキレイになった」 ＯＮＥＯＲ８（東京都） 2,022
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伝統芸能の公開活動（合計41件・49,102千円）

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 特定非営利活動法人　ACT.JT（東京都） 522

お笑い浅草21世紀 株式会社　浅草２１世紀（東京都） 3,022

第13回　善竹兄弟狂言会 大蔵流狂言善竹会（兵庫県） 122

平成27年度　善竹狂言会 大蔵流狂言善竹会（兵庫県） 122

大阪楽所第33回雅楽演奏会 大阪楽所（大阪府） 722

音輪会第16回雅楽演奏会 音輪会（京都府） 422

第25回狂言づくしの会 帯広狂言づくしの会（北海道） 522

時空を越える虚無僧尺八の世界　～虚無僧尺八の最古の寺・和歌山興国
寺の虚無僧を迎えて～　ー中村明一尺八リサイタルー

有限会社　オフィス・サウンド・ポット（東
京都）

1,222

拓の会別会「園喜輔創る躍る・常磐津の魅力」 有限会社　オフィス拓（東京都） 1,122

県民のための能を知る会 公益財団法人　鎌倉能舞台（神奈川県） 822

鵜澤久の会　第四回研究公演 有限会社　雅友会（東京都） 622

第76回常磐津節公演会 一般社団法人　関西常磐津協会（大阪府） 422

第66回　京都薪能　平安神宮御創建120周年記念　鎮魂ー祈りの風ー 京都能楽会（京都府） 2,322

第六十一回　同明会能
一般社団法人　京都能楽囃子方同明会（京都
府）

522

第13回　金剛流普及能 金剛会（京都府） 322

第13回 大文字送り火能　～蝋燭能～ 公益財団法人　金剛能楽堂財団（京都府） 122

文之助・九雀・吉弥の神戸らくごビレッジ（その78～83） さかいひろこworks（大阪府） 622

座・SQUARE　第18回公演 座・SQUARE（東京都） 322

燦ノ会　定期公演 燦ノ会（東京都） 522

声明の会・千年の聲　声明公演「千年の聲」 声明の会・千年の聲（東京都） 1,022

新世紀落語の会 「新世紀落語の会」実行委員会（大阪府） 522

奏心会ー2015ー ～「今」を語る古典～ 奏心会（東京都） 122

創邦21　第13回作品演奏会 創邦21（東京都） 422

筑前琵琶連合会　全国演奏大会
特定非営利活動法人　筑前琵琶連合会（神奈
川県）

222

TTR能プロジェクト企画公演『和魂Ⅲ』 ＴＴＲ能プロジェクト（兵庫県） 322

第134回　定期演奏会　当道音楽会創立110年記念 公益社団法人　当道音楽会（大阪府） 422

第六回長唄伝承曲の研究会 長唄伝承曲の研究会（東京都） 222

長唄東音会　定期公演 長唄東音会（神奈川県） 2,522

第13回　長唄・囃子　樂明會 長唄・囃子　樂明會（東京都） 222

日本演芸若手研精会 日本演芸若手研精会（東京都） 222

のうのう能 有限会社　KNOW-NOH（東京都） 1,422

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） 20,022

邦楽囃子　新の会 邦楽囃子　新の会（東京都） 522

第31回　真しほ会 真しほ会（東京都） 522

研箏会創立百周年記念特別演奏会 株式会社　米川敏子音楽事務所（東京都） 922

代々木果迢会平成27年度定例公演 代々木果迢会（東京都） 722

第23回　鸞ノ会 鸞の会（神奈川県） 422

第16回　佐藤太圭子の会 琉球舞踊　太圭流（沖縄県） 1,722

伶楽舎創立30周年記念シリーズ　（伶楽舎雅楽コンサートno.30/伶楽舎
第十二回雅楽演奏会）

一般社団法人　伶楽舎（東京都） 1,522

若手囃子演奏会　若獅子会 若獅子会（東京都） 222

第3回　和久荘太郎　演能空間 和久荘太郎　演能空間（東京都） 422
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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 2015　35歳以下の若手建築家に
よる建築の展覧会2015

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)

2,137

アートプログラム青梅2015 アートプログラム青梅実行委員会(東京都) 1,337

アジア・ネットワーク・ビヨンド・デザイン2015東京展
アジアネットワークビヨンドデザイン協会
(北海道)

1,137

ヒロシマ　アート　ドキュメント2015（被爆70年に向けて）展 CREATIVE UNION HIROSHIMA(広島県) 1,137

2015アートアイランズTOKYO・国際現代美術展大島＆新島
東京の島々を結ぶ20アート航路開発委員会
(東京都)

1,137

アートと都市を巡る台北と横浜　展
特定非営利活動法人　BankART1929(神奈川
県)

4,537

百島2015「ART　BASE　百島、日章館、Ｆ邸アートハウス」 広島アートプロジェクト実行委員会(広島県) 2,737

日本ブラジル外交関係樹立120周年記念　リナ・ボ・バルディ（1914～
1992年）建築展

ブルーノ・タウト展実行委員会(東京都) 3,337

美術の創造普及活動（合計8件・17,496千円）
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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)

鉄道芸術祭　vol.5 「The third view～新しく多様な視界（仮）」 アートエリアB1運営委員会（大阪府） 3,022

「純粋言語を巡る物語-バベルの塔Ⅱ-」 あごう　さとし（京都府） 822

Eenen 延年　vol.8　身体で遊ぼう　新・狂言vsフレンチ・バーレスク
コメディ

Ａｔｅｌｉｅｒ　OGA（大阪府） 2,022

アンサンブル室町による　『エドガー・ヴァレーズのテクノ／墓』 一般社団法人　アンサンブル室町（東京都） 522

MatchAtria-extended 巡回公演 有限会社　石橋プロダクション（京都府） 1,322

『Cross/Transit（仮タイトル）』 Office　A/LB（東京都） 1,422

Touch of the other 川口　隆夫（東京都） 922

2015 サマー・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）

1,322

少年王者舘・パスカルズ　合同公演　「キュウケイ（仮）」 少年王者舘（愛知県） 1,122

細川俊夫　「作曲の軌跡」　60歳記念コンサート 鈴木　俊哉（神奈川県） 522

明和電機　メカニカルミュージカル　「ヒゲ博士とナンセンス★マシー
ン」

株式会社　TASKO（東京都） 822

第18回ニパフ・アジア・パフォーマンス・アート連続展
日本国際パフォーマンス・アート・フェス
ティバル（ニパフ）実行委員会（長野県）

822

第21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’
15)

日本国際パフォーマンス・アート・フェス
ティバル（ニパフ）実行委員会（長野県）

1,122

ウェン・ウェア・フェスティバル2015 Body Arts Laboratory（東京都） 822

放浪の系譜…瞽女唄とアジアの遊行文化 一般社団法人　もんてん（東京都） 622

55:Music and Dance in Wood 国内ツアー YUKIO SUZUKI Projects（神奈川県） 1,522

多分野共同等芸術創造活動（合計16件・18,752千円）
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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)

あいち国際女性映画祭2015
公益財団法人　あいち男女共同参画財団（愛
知県）

2,900

アジアフォーカス・福岡国際映画祭2015
アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員
会（福岡県）

13,100

イメージフォーラム・フェスティバル2015 イメージフォーラム（東京都） 1,100

カナザワ映画祭2015 かなざわ映画の会（石川県） 1,200

第21回KAWASAKIしんゆり映画祭2015
特定非営利活動法人　ＫＡＷＡＳＡＫＩアー
ツ（神奈川県）

1,200

Kisssh-Kissssssh映画祭2015
Kisssh-Kissssssh映画祭実行委員会（和歌山
県）

700

第37回ぎふアジア映画祭 ぎふアジア映画祭実行委員会（岐阜県） 400

第7回京都ヒストリカ国際映画祭
京都ヒストリカ国際映画祭実行委員会（京都
府）

2,000

第21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）

500

第3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）

800

第7回神戸ドキュメンタリー映画祭
神戸ドキュメンタリー映画祭実行委員会（兵
庫県）

400

第20回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡（新潟県） 200

第19回水戸短編映像祭
特定非営利活動法人　シネマパンチ（茨城
県）

600

第24回しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会（島根県） 1,800

ショートピース！仙台短篇映画祭2015 仙台短篇映画祭実行委員会（宮城県） 400

第25回映画祭　TAMA　CINEMA　FORUM
ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会（東京
都）

1,500

第16回東京フィルメックス/TOKYO　FILMeX2015
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）

13,200

第21回函館港イルミナシオン映画祭2015
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会（北
海道）

900

第21回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会（宮崎県） 600

山形国際ドキュメンタリー映画祭2015
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）

18,000

第40回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会（大分県） 1,500

国内映画祭等の活動：国内映画祭（合計21件・63,000千円）
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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） 200

第9回江東シネマフェスティバル　映画のまち深川　－小津安二郎の生
まれたところ－

公益財団法人　江東区文化コミュニティ財団
（東京都）

400

“映画の天才”羽仁進映画祭
特定非営利活動法人　コミュニティシネマ大
阪（大阪府）

400

東日本大震災被災地及び避難地域等における上映活動（シネマエール東
北）

一般社団法人　コミュニティシネマセンター
（東京都）

3,700

第10回伴淳映画祭 伴淳の会（山形県） 200

第10回北海道ユニバーサル上映映画祭
北海道ユニバーサル上映映画祭実行委員会
（北海道）

400

女優・若尾文子×映画カメラマン・宮川一夫
公益財団法人　山口市文化振興財団（山口
県）

700

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計7件・6,000千円）
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名） 助成金交付予定額
(単位：千円)

北海道
釧路圏摩周観光文化センター開館30周年記念「摩周湖ブルーコン
サート」

摩周湖ブルーコンサート実行委員会(釧路圏
摩周観光文化センター)

1,483

北海道 イレブンナイン「12人の怒れる男」富良野公演
特定非営利活動法人　ふらの演劇工房(富良
野演劇工場)

483

北海道 創生劇場　観世流×喜多流　能楽公演
公益財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌市
教育文化会館)

1,183

北海道
釧路ジュニアジャズオーケストラwith椎名豊カルテット　スペ
シャル　ジャズ　コンサート2015

一般財団法人　釧路市民文化振興財団(釧路
市生涯学習センター)

283

北海道 オペラを作ろう！
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）)

783

岩手県 いわてJAZZ　2015
公益財団法人　岩手県文化振興事業団(岩手
県民会館)

2,683

岩手県 奥州◇市民劇　郷土の先人顕彰第三弾　大地の侍
一般財団法人　奥州市文化振興財団(奥州市
文化会館)

583

岩手県 椎名雄一郎　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)

183

宮城県 七ヶ浜国際村パフォーマンスカンパニーNaNa5931公演 七ヶ浜町(七ヶ浜国際村ホール) 1,083

宮城県 東日本ジャズサーキット in みやぎ　ジャズトリオライブ
公益財団法人　宮城県文化振興財団(宮城県
民会館（※東京エレクトロンホール宮城）)

683

宮城県 劇団ドリーム☆キッズ第13回ミュージカル公演
公益財団法人　登米文化振興財団(登米祝祭
劇場)

883

秋田県 大仙市誕生10周年記念事業　トルヴェール・クヮルテット 大仙市(大仙市大曲市民会館) 583

秋田県 平成27年度第5回秋田県地域伝統芸能大会
秋田県地域伝統芸能大会実行委員会(秋田市
勤労者総合福祉センター（秋田テルサ）)

583

山形県 高畠町第九演奏会
高畠町第九演奏会・歌う会事業実行委員会
(高畠町文化ホール)

983

福島県
第七回市民参加のてづくり舞台「あの星のもとへ～若松米騒動異
聞～」

公益財団法人　会津若松文化振興財団(會津
風雅堂)

383

栃木県 コンセール・マロニエ21　20周年記念コンサート
公益財団法人　とちぎ未来づくり財団(栃木
県総合文化センター)

783

栃木県 足利市民プラザ付属シニア劇団「燦SAN」第4回定期公演『居心』
公益財団法人　足利市みどりと文化・スポー
ツ財団(足利市民プラザ)

983

埼玉県
さいたま市文化センター開館30周年記念　さいたまアンサンブル
with市民合唱団による「ベートーヴェン　第九」

公益財団法人　さいたま市文化振興事業団
(さいたま市文化センター)

983

埼玉県 さいたま総合芸術演劇プロジェクト
公益財団法人　さいたま市文化振興事業団
(さいたま市地域中核施設プラザイースト)

1,383

千葉県 創作狂言「水戸黄門と藪知らず」
公益財団法人　千葉県文化振興財団(千葉県
文化会館)

383

千葉県
開館25周年記念事業　12人のヴァイオリニストwithきみつ少年少
女合唱団

公益財団法人　君津市文化振興財団(君津市
民文化ホール)

283

東京都 第30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
民文化会館)

783

東京都 民俗芸能inとしま
公益財団法人　としま未来文化財団(豊島公
会堂)

483

東京都
設立20周年記念　小学校訪問アーティストによるニューイヤー・
ファミリーコンサート2016

公益財団法人　三鷹市芸術文化振興財団(三
鷹市芸術文化センター)

783

東京都 かめいどらぼ2016
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)

283

東京都
東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会「第30回くるみ
割り人形」

公益財団法人　江東区文化コミュニティ財団
(江東区江東公会堂（ティアラこうとう）)

2,383

東京都
ゆとろぎ開館10周年記念　伝統文化交流事業 in ゆとろぎ「伝統
文化公演」雅楽と能楽の夕べ

羽村市(羽村市生涯学習センターゆとろぎ) 583

東京都
ゴスペル・クリスマスコンサート　ニューヨーク・ハーレム・シ
ンガーズと小金井ゴスペルクワイア2015（公募合唱）の共演

こがねいしてぃ共同事業体(小金井市民交流
センター)

783

東京都 OTAジュニアダンス&ミュージックデイ
公益財団法人　大田区文化振興協会(大田区
民ホール（アプリコ）)

683

東京都 鈴木秀美 KLASSIKの世界　Ⅲ～楽長ハイドン氏の超多忙な日常～
公益財団法人　多摩市文化振興財団(多摩市
立複合文化施設（パルテノン多摩）)

883

東京都 大学院オペラ2015「コジ・ファン・トゥッテ」 学校法人　国立音楽大学(国立音楽大学講堂) 3,883

神奈川県 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）)

783

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演活動（合計110件・114,647千円）
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名） 助成金交付予定額
(単位：千円)

神奈川県
かまくらプレミアム・オーケストラ・シリーズ　井上道義×鎌倉
芸術館　NHK交響楽団「いざ、鎌倉への道」Vol.5

サントリーパブリシティサービスグループ
(鎌倉芸術館)

583

神奈川県
オペラ・ガラ・コンサート～世界オペラ歌唱コンクール「NEUE
STIMENN 新しい声」の歌手たちを迎えて～

公益財団法人　横須賀芸術文化財団(横須賀
芸術劇場)

1,483

神奈川県
開館10周年記念　逗子ジュニア・ストリングス&神奈川フィルの名
手たち　ニューイヤー・ジョイント・コンサート

逗子文化プラザパートナーズ(逗子文化プラ
ザホール)

783

神奈川県
しんゆりシアターミュージカル特別公演2015『ファンタスティッ
クス』

公益財団法人　川崎市文化財団(川崎市アー
トセンター)

1,183

神奈川県 チェンバーオーケストラ相模原第5回定期演奏会
公益財団法人　相模原市民文化財団(相模原
市立杜のホールはしもと)

1,083

神奈川県 「マノン」昭和音楽大学短期大学部第2回バレエ特別公演
学校法人　東成学園(昭和音楽大学テアト
ロ・ジーリオ・ショウワ)

1,783

新潟県
柏崎市市制施行75周年・柏崎芸術協会発足55周年・柏崎市文化会
館アルフォーレ3周年記念　カンタータ「美しい星のための」～柏
崎市に寄せて～公演

公益財団法人　かしわざき振興財団(柏崎市
文化会館アルフォーレ)

683

新潟県 大芸能祭2016
アルカディア運営グループ(見附市文化ホー
ル)

283

新潟県 第3回北区うたの祭典
NKS・ハピスカとよさか・コンベンションリ
ンケージ共同事業体(新潟市北区文化会館)

583

富山県 リニューアル・開館50周年記念事業　日本の至宝～京舞・能～
公益財団法人　富山県文化振興財団(富山県
民会館)

2,683

富山県 となみ野音楽祭「THE ウィンド・オーケストラ」
公益財団法人　砺波市花と緑と文化の財団
(砺波市文化会館)

1,283

石川県 内灘砂丘フェスティバル2015 内灘町(内灘町文化会館) 883

石川県 金沢ティーンズミュージカル第6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)

883

福井県 音楽朗読劇「星の王子さま」
公益財団法人　福井県文化振興事業団(福井
県立音楽堂（ハーモニーホールふくい）)

983

福井県 開館20周年・坂井市制10周年「第九演奏会」
公益財団法人　坂井市文化振興事業団(ハー
トピア春江（YURI文化情報館）)

783

福井県 第14回全国新作能面公募展開催記念　能楽の里池田　能楽鑑賞会 池田町教育委員会(能楽の里文化交流会館) 883

福井県 マリンバ　アンサンブルコンサート 若狭町(パレア若狭) 183

山梨県 笛吹市民劇団第10回記念公演　ミュージカル「ピアニャン」
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)

483

山梨県
古楽の真夏の祭典　第29回都留音楽祭～Tsuru Early Music
Festival～

一般財団法人　都留楽友協会(都の杜うぐい
すホール)

683

長野県
こころのミュージカル2015－こころに優しさを、生きるちからを
－

一般財団法人　佐久市文化事業団(佐久市コ
スモホール)

783

岐阜県 バッハ・コレギウム・ジャパン 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）)

1,483

岐阜県 音楽普及プロジェクト　テレマン室内オーケストラ
公益財団法人　大垣市文化事業団(大垣市ス
イトピアセンター)

383

愛知県 コロネット室内楽シリーズ　アンサンブル天下統一
SPS・トーエネック・ピーアンドピー共同事
業体(岡崎シビックセンター)

183

愛知県 2016年企画公演ミュージカル「ザ・ミュージック・マン」
公益財団法人　名古屋市文化振興事業団(名
古屋市青少年文化センター （アートピア
ホール）)

3,883

三重県 南河内万歳一座『青木さん家の奥さん』三重Ver.&大阪Ver.
公益財団法人　三重県文化振興事業団(三重
県文化会館)

883

三重県 未来へ　－伊賀びと芸術祭　音楽×ART＋α－
公益財団法人　伊賀市文化都市協会(伊賀市
文化会館)

483

滋賀県 国本武春　三味線弾き語り＆古典浪曲の世界
公益財団法人　伊吹山麓スポーツ文化振興事
業団(米原市伊吹薬草の里文化センター)

383

滋賀県 高谷史郎　新作パフォーマンス
公益財団法人　びわ湖ホール(滋賀県立芸術
劇場びわ湖ホール)

1,383

京都府 オペラ「皇帝ティートの慈悲」公演
公益財団法人　京都府長岡京記念文化事業団
(京都府長岡京記念文化会館)

2,083

京都府
ALTI 芸術劇場 クリスチャン・レオッタ ベートーヴェン  ピア
ノ・ソナタ全曲演奏会

創(京都府立府民ホール（アルティ）) 483

京都府 KITABUN伝統芸能鑑賞会「小山郷六斎念佛と白拍子舞」
公益財団法人　京都市音楽芸術文化振興財団
(京都市北文化会館)

183

大阪府 大阪市音楽団　夏休みファミリーコンサート
一般財団法人　大阪市教育振興公社・SPS共
同事業体(大阪市立こども文化センター)

283
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名） 助成金交付予定額
(単位：千円)

大阪府 河内長野マイタウンオペラ　喜歌劇「こうもり」
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）)

1,483

大阪府 SHOW劇場 vol.10「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）)

1,783

大阪府 コスモスオリジナルミュージカル「Stand By Me 2016」
一般財団法人　貝塚市文化振興事業団(貝塚
市民文化会館)

783

兵庫県 永楽館歌舞伎 豊岡市(豊岡市立出石永楽館) 4,183

兵庫県 第一回「文化ホール吹奏楽団」演奏会
公益財団法人　神戸市民文化振興財団(神戸
文化ホール)

1,383

兵庫県 HAPPY　MUSIC　フェスタ
特定非営利活動法人　北播磨市民活動支援セ
ンター(小野市うるおい交流館エクラ)

383

兵庫県 音楽と出会うまち西宮　ブラス・フェスティバル2015 西宮市(西宮市民会館) 483

兵庫県
たつの市音楽協会設立5周年記念　第5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)

283

兵庫県 みき演劇セミナー第二十発「わがまちシリーズ第13弾」
公益財団法人　三木市文化振興財団(三木市
文化会館)

783

兵庫県 「アンサンブル・ベルリン」&特別公開クリニック
JTBコミュニケーションズ・グループ(三田市
総合文化センター)

983

兵庫県 第24回みつなかオペラ　ベッリーニ：歌劇「ノルマ」
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)

5,000

兵庫県 たんたん能 in 豊岡 豊岡市(豊岡市立豊岡市民会館) 983

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)

383

兵庫県 第30回伊丹市民オペラ定期公演「トスカ」
公益財団法人　伊丹市文化振興財団(伊丹市
立文化会館 （いたみホール）)

2,483

奈良県 劇団いかるが第十七回公演～斑鳩物語パート17～『並松情話』
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）)

183

和歌山県 ダンス×バイオリン公演による大地からのヒーリング
公益財団法人　和歌山市文化スポーツ振興財
団(和歌山市民会館)

283

鳥取県 邦楽賛歌　HO-GAKU SANKA　キンモクセイ
公益財団法人　鳥取県文化振興財団(鳥取県
立県民文化会館　梨花ホール)

1,183

鳥取県 開館30周年記念　第27回「カウベルの秋」音楽祭
特定非営利活動法人　花本美雄文化振興会
(琴浦町カウベルホール（カウベルホール）)

783

広島県 演劇引力廣島第13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）)

2,783

広島県 歌曲のしらべ　50回記念公演
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)

283

広島県 ヤングマリンバ　パラダイス
公益財団法人　広島市文化財団(広島市西区
民文化センター)

583

山口県 第15回防府音楽祭　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)

1,583

山口県
三浦一馬＆京フィル「タンゴ＆シネマ」with シンフォニア・フロ
イデ

サントリーパブリシティサービスグループ
(山口県民文化ホールいわくに（シンフォニ
ア岩国）)

1,483

山口県 ながと近松文楽
公益財団法人  長門市文化振興財団(山口県
民芸術文化ホールながと（ルネッサなが
と）)

1,983

山口県
山陽小野田市誕生10周年記念公演　セルゲイ・ナカリャコフ　リ
サイタル

山陽小野田市(山陽小野田市文化会館) 683

徳島県 吉野川市民コンサート「オペラ公演」
吉野川市民コンサート実行委員会(吉野川市
鴨島公民館)

383

徳島県
平成27年度海陽町自主事業ミュージカル公演「クリスマス・キャ
ロル」

海陽町(阿波海南文化村　海南文化館) 683

香川県 とらまる人形劇カーニバル2015
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)

783

香川県 日独合同制作公演『SARP vol.9』
学校法人　四国学院(四国学院大学ノトスス
タジオ)

783

愛媛県 内子座文楽公演 内子座文楽公演実行委員会(内子座) 2,383

愛媛県 50周年記念事業「スペシャル音楽祭（MATSURI）」
公益財団法人　松山市文化・スポーツ振興財
団(松山市民会館)

983

福岡県
アクロスちびっこコンサート こどものためのオペラ「泣いた赤
鬼」

公益財団法人　アクロス福岡(福岡県国際文
化情報センター （アクロス福岡）)

1,183
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名） 助成金交付予定額
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福岡県 第10回『竹の里フェスタ2015 in 那珂川』
『竹の里フェスタ2015 in 那珂川』実行委員
会(ミリカローデン那珂川)

583

福岡県 宮若市制10周年記念事業「10周年記念創作ミュージカル」 宮若市(宮若市多目的会館) 783

福岡県 第2回響ホール室内楽フェスティヴァル
公益財団法人　北九州市芸術文化振興財団
(北九州市立響ホール)

883

佐賀県 永遠のメロディ＜空、海、大地と木のうた＞
アウトリーチと演奏会開催実行委員会(武雄
市文化会館)

1,783

佐賀県
アルモニア管弦楽団鳥栖公演～フッペル鳥栖ピアノコンクール
2014の優勝者を迎えて～

フッペル鳥栖ピアノコンクール実行委員会
(鳥栖市民文化会館)

683

長崎県 城下町大村秋の音楽祭2015
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（シーハットお
おむら）)

783

熊本県 「宝島」（影絵劇）公演
合志市文化芸術自主事業実行委員会(合志市
文化会館)

383

熊本県
『ストラヴィンスキー　トリプル・ビル』“Stravinsky Triple
Bill”～現代バレエで見る、ストラヴィンスキーの音楽～

熊本市文化事業協会(熊本市民会館（※市民
会館崇城大学ホール）)

883

大分県
創立35周年記念式典・耶馬溪サミットin中津・オペラ「青の洞
門」

特定非営利活動法人　中津文化協会(中津文
化会館)

1,583

大分県
パトリアスペシャル公演　ロシア国立ワガノア・バレエ・アカデ
ミー「くるみ割り人形」 全三幕　エピローグ付き

株式会社ケイミックス(日田市民文化会館
（パトリア日田）)

1,783

宮崎県 開館15周年記念「樫本大進&コンスタンチン・リフシッツ」
公益財団法人　宮崎文化振興協会(宮崎市民
プラザ)

1,083

鹿児島県
平成27年度宝山ホール自主文化事業「ちびっ子集まれ！クラシッ
クっていいな～ファミリーコンサート」

公益財団法人　鹿児島県文化振興財団(鹿児
島県文化センター(※宝山ホール）)

483

鹿児島県
みやまファミリーミュージック　鍵盤より愛を込めて～12人のピ
アニスト～

公益財団法人　鹿児島県文化振興財団(霧島
国際音楽ホール（みやまコンセール）)

483

鹿児島県 演劇公演「ゆびきりの花嫁」 株式会社　舞研(霧島市民会館) 1,083

（注）※は、施設命名権（ネーミングライツ）によるもの。
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名） 助成金交付予定額
(単位：千円)

北海道 札幌美術展　モーション／エモーション
公益財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌芸
術の森美術館)

1,561

北海道 スサノヲの到来　～いのち、いかり、いのり 北海道立函館美術館(北海道立函館美術館) 1,261

青森県 高橋コレクション展　in Towada
ナンジョウアンドアソシエイツグループ(十
和田市現代美術館)

1,161

宮城県 徳川将軍家と東北
徳川将軍家と東北展実行委員会(東北歴史博
物館)

2,061

宮城県 杉戸洋展 宮城県美術館(宮城県美術館) 1,461

山形県 企画展「縄文の女神」と「遮光器土偶」－縄文の美と宝－ 山形県(山形県立博物館) 561

福島県 企画展「被災地からの考古学1～福島県浜通り地方とは？」 福島県立博物館(福島県立博物館) 1,361

茨城県 カフェ・イン・水戸R
公益財団法人　水戸市芸術振興財団(水戸芸
術館現代美術ギャラリー)

2,261

茨城県
特別展「知られざる女流画家　桜井雪保－父・雪館と歩んだ絵画
の道－」

水戸市立博物館(水戸市立博物館) 1,261

茨城県 6つの個展 茨城県近代美術館(茨城県近代美術館) 1,261

茨城県 いばらき工芸大全Ⅱ　金工の巻 茨城県陶芸美術館(茨城県陶芸美術館) 1,261

茨城県 特別展「茨城の宝Ⅰ」
公益財団法人　茨城県教育財団(茨城県立歴
史館)

1,861

栃木県 戦後70年：もうひとつの1940年代美術－戦争から、復興・再生へ 栃木県立美術館(栃木県立美術館) 2,061

栃木県 第33回企画展「山下麻衣＋小林直人展」 小山市立車屋美術館(小山市立車屋美術館) 761

群馬県
たかさき発！！鉄道とアートの旅（平成27年度高崎市美術館企画
展）

高崎市(高崎市美術館) 1,561

埼玉県 原田直次郎展 埼玉県立近代美術館(埼玉県立近代美術館) 2,861

埼玉県 特別展「慈光寺－国宝　法華経一品経を守り伝える古刹」
埼玉県立歴史と民俗の博物館(埼玉県立歴史
と民俗の博物館)

1,561

埼玉県
＜小江戸文化シリーズ＞3 コレクター安齊羊造と近代日本画家た
ち

川越市(川越市立美術館) 1,661

千葉県
千葉県文化財保護条例制定60周年記念　特別展「香取神宮－神々
を彩る美－」

千葉県立美術館(千葉県立美術館) 1,761

千葉県 よみがえる画家　板倉　鼎・須美子展 松戸市教育委員会(松戸市立博物館) 2,761

東京都 速水御舟の周辺とその一門　受け継がれる絵筆の心
公益財団法人　せたがや文化財団(世田谷美
術館)

2,861

東京都 開館30周年記念『没後100年　小林清親展』 練馬区立美術館(練馬区立美術館) 2,461

東京都 サイモン・フジワラ
公益財団法人　東京オペラシティ文化財団
(東京オペラシティアートギャラリー)

1,961

東京都 「久隅守景」展
公益財団法人　サントリー芸術財団(サント
リー美術館)

2,261

東京都 浦沢直樹展
公益財団法人　せたがや文化財団(世田谷文
学館)

2,061

東京都 《写真》見えるもの／見えないもの　♯02
国立大学法人　東京藝術大学(東京藝術大学
大学美術館陳列館)

861

東京都
「プロジェクション・メディアの考古学－幻燈スライドの博物
誌」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)

1,361

神奈川県 川崎市岡本太郎美術館「岡本太郎と中村正義・東京」展 川崎市(川崎市岡本太郎美術館) 1,361

神奈川県
萬鐵五郎生誕130年　棟方志功没後40年「棟方志功　萬鐵五郎に
首ったけ」展

公益財団法人　茅ヶ崎市文化・スポーツ振興
財団(茅ヶ崎市美術館)

1,561

神奈川県 「没後100年　五姓田義松－最後の天才－」展
神奈川県立歴史博物館(神奈川県立歴史博物
館)

2,161

神奈川県 鴻池朋子展
公益財団法人　神奈川芸術文化財団(神奈川
県民ホールギャラリー)

1,861

富山県 第11回世界ポスタートリエンナーレトヤマ2015 富山県立近代美術館(富山県立近代美術館) 161

富山県 黒部宇奈月温泉駅新幹線開通記念　トーチカ展
公益財団法人　黒部市国際文化センター(黒
部市美術館)

661

石川県
秋季特別展「朝鮮王朝時代の宴と儀礼」（韓国姉妹博物館との交
流記念事業）

石川県立歴史博物館(石川県立歴史博物館) 2,661

福井県 森からはじまる物語
公益財団法人　金津創作の森財団(金津創作
の森)

661

福井県
5周年記念＆久里洋二88（米寿）記念企画展　アニメーション王国
さばえ　－　時代の先駆者アバンギャルドなアーティスト久里洋
二×若者たち

鯖江市(鯖江市まなべの館) 1,161

福井県 越前池田　能楽の里が選ぶ能面展　第14回全国新作能面公募展 池田町教育委員会(池田町能面美術館) 200

長野県 善光寺御開帳記念特別展「善光寺と戸隠・飯縄信仰」 長野市立博物館(長野市立博物館) 2,361

地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示活動（合計75件・122,353千円）
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名（文化施設名） 助成金交付予定額
(単位：千円)

長野県 橋本雅邦と幻の四天王 松本市(松本市美術館) 2,261

長野県 企画展「諏訪の社寺建築－立川流建築彫刻－」 諏訪市(諏訪市博物館) 861

静岡県 特別展「徳川家康　天下取りへの道　－家康と遠江の国衆－」 浜松市博物館(浜松市博物館) 2,261

愛知県 一宮の文人野村一志と土田麦僊をめぐる画家たち
一宮市三岸節子記念美術館(一宮市三岸節子
記念美術館)

2,761

愛知県
せとものフェスタ2015・特別展「岡部嶺男の陶芸－瀬戸の伝統そ
して創造へ」

公益財団法人　瀬戸市文化振興財団(瀬戸市
美術館)

1,761

愛知県 平成27年度企画展　磯野宏夫　回顧展－生命の輝き－
稲沢市荻須記念美術館(稲沢市荻須記念美術
館)

1,161

三重県 20世紀日本美術再見　1940年代 三重県立美術館(三重県立美術館) 3,461

三重県 企画展「ああ、なつかしの道具、いっぱい！」 三重県総合博物館(三重県総合博物館) 861

三重県 鈴鹿山ろくの遺跡たち－高速道建設に伴う発掘調査から－ 鈴鹿市(鈴鹿市考古博物館) 361

京都府 再興十周年記念　洛陽三十三所～～観音霊場の再興～～
公益財団法人　京都文化財団(京都文化博物
館)

761

京都府 琳派四百年　古今展－細見コレクションと京の現代美術作家－ 公益財団法人　細見美術財団(細見美術館) 561

京都府 透明な日常、感覚のリアリティ：女性アーティストの現在
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)

1,061

兵庫県 横尾忠則展　割れた鏡
公益財団法人　兵庫県芸術文化協会(横尾忠
則現代美術館)

1,561

兵庫県 特別企画展「出石焼－但馬のくらしとやきもの－」 兵庫県立歴史博物館(兵庫県立歴史博物館) 561

兵庫県
戦後の“ボーダレス”／前衛陶芸の貌　Borderless
Communication　after　1945

株式会社　小学館集英社プロダクション(芦
屋市立美術博物館)

1,461

島根県 企画展「島根の近世・近代絵画」 島根県(島根県立美術館) 2,161

島根県 おもしろ木の彫刻展
公益財団法人　浜田市教育文化振興事業団
(浜田市世界こども美術館)

961

島根県 特別展「出雲の風外さん」
公益財団法人　出雲市芸術文化振興財団(平
田本陣記念館)

861

島根県 特別展「出雲の風外さん」
公益財団法人　出雲市芸術文化振興財団(出
雲文化伝承館)

1,161

岡山県
2015年度　特別展示「有為自然－岡崎和郎、伊勢﨑淳、中西夏之
展　人とのつながり、場が生まれ、ともに生きる」展

岡山県立美術館(岡山県立美術館) 2,461

広島県
平成27年度春の展示会　島根・広島交流事業「尾道松江線発掘物
語」

広島県立歴史民俗資料館(広島県立歴史民俗
資料館)

461

山口県 第26回UBEビエンナーレ（現代日本彫刻展） 宇部市 (緑と花と彫刻の博物館) 2,861

徳島県
特別展「中国国分／四国国分－美術資料で読み解く交渉人・蜂須
賀正勝－」

徳島市教育委員会(徳島市立徳島城博物館) 1,161

香川県 愛すべき世界
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)

2,461

愛媛県
2015年度自主企画展　戦後70年　蘇るスケッチ－岡本鐡四郎　戦
地の記録－

町立久万美術館(町立久万美術館) 800

高知県 没後20年　正延正俊展
公益財団法人　高知県文化財団(高知県立美
術館)

1,761

福岡県 ムルロ工房と20世紀の巨匠たち展
ムルロ工房と20世紀の巨匠たち展実行委員会
(北九州市立美術館分館)

2,061

福岡県 九州派展 福岡市美術館(福岡市美術館) 1,361

福岡県 開館25周年記念特別展『新・奴国展』 福岡市博物館(福岡市博物館) 2,861

佐賀県 特別企画展「はるかなる海上の道」
佐賀県立名護屋城博物館(佐賀県立名護屋城
博物館)

1,861

佐賀県
平成27年度唐津の歴史文化企画展　国史跡指定記念「唐津松浦墳
墓群」展

公益財団法人　唐津市文化事業団(唐津市末
盧館)

361

長崎県
「プラド美術館所蔵　スペイン黄金世紀の静物画－ボデゴンの神
秘」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)

2,261

熊本県
Stance or Distance ？ －距離をめぐる物語　アートで感じる私
と世界との関係性－

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)

2,861

大分県 平成27年度特別展「キリスト教王国を夢見た大友宗麟」 大分県立歴史博物館(大分県立歴史博物館) 1,761

宮崎県 日韓近代美術家の眼－「朝鮮」で描く展
都城市立美術館特別展実行委員会(都城市立
美術館)

2,861

鹿児島県 「山口晃」展
公益財団法人　鹿児島県文化振興財団(鹿児
島県霧島アートの森)

1,361

沖縄県 戦後70年特別企画　ニシムイ展　－太陽のキャンバス－
沖縄県立博物館・美術館(沖縄県立博物館・
美術館)

2,961
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

北海道 北の日本画展 北の日本画展 983

北海道 遊戯祭15「手塚治虫に告ぐ」 遊戯祭実行委員会 383

北海道 ミュージカル公演「ピウスツキとアイヌの人々の物語」（仮称） 札幌こどもミュージカル育成会 1,683

北海道 人形劇フェスティバル2016年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 583

北海道 人形浄瑠璃2016 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 1,183

青森県 第56回定期演奏会 青森市民交響楽団 483

青森県 弘前バッハアンサンブル創立30周年渡欧帰国記念演奏会 弘前バッハアンサンブル 1,083

青森県 弘前オペラ第44回定期公演　歌劇「天国と地獄」 弘前オペラ 1,483

青森県 2015第4回国際子ども文化芸術交流　Junior  Artist  Festival 国際子ども文化芸術交流実行委員会 500

宮城県 名取こどもミュージカル2015公演 名取こどもミュージカル実行委員会 683

宮城県 チルコロ・マンドリニスティコ・フローラ　創立50周年記念事業 チルコロ・マンドリニスティコ・フローラ 683

宮城県 創作舞踏「LEGEND～『義経になった男』より～」 佐取純子モダンバレエスタジオ 783

秋田県 「あきたヒストリーシアター2015」舞台公演
「あきたミステリーシアター2014」舞台公演
実行委員会

483

秋田県 土方巽メモリアル30　秋田2015・舞踏[見る、知る、学ぶ] 土方巽記念秋田舞踏会 1,683

秋田県 フォーレ「レクイエム」と「オペラ・ガラコンサート」 能代オペラ音楽祭実行委員会 1,183

山形県 合唱団じゃがいも第42回定期演奏会（山形・東京公演） 合唱団じゃがいも 883

山形県
山王アートキャンパス2015－まちを楽しむ　ぼくらのソウゾウ力
－

山王アートキャンパス実行委員会 783

福島県 オーケストラアカデミー会響　第5回記念演奏会 オーケストラアカデミー会響 283

茨城県 みのり太鼓（仮称）和太鼓公演 みのり太鼓 383

栃木県 （仮称）益子＆ダブリン　日米和太鼓の響演 天人疾風の会 583

栃木県 栃木県交響楽団第100回定期演奏会（記念演奏会） 栃木県交響楽団 483

栃木県
創立25周年記念　OYAMAオペラアンサンブル公演　ビゼー作曲オペ
ラ 「カルメン」全四幕（日本語上演）

OYAMAオペラアンサンブル 1,283

栃木県
モノオペラ新制作プロジェクトpart2 「ウソネコ・オペラ  キエ
ラN篇」

栗友会 483

群馬県 第7回公演「創作ミュージカル　おにころ」 新町歌劇団 1,556

埼玉県 第4回ちちぶ国際音楽祭オペラ公演「トゥーランドット」 特定非営利活動法人　ちちぶ国際音楽祭 500

埼玉県 創立40周年記念　第35回定期演奏会 所沢マンドリンクラブ 283

埼玉県
第6回ソウカパインオペラコンサート　喜歌劇「メリー・ウィド
ウ」

一般社団法人　East Music Association 883

埼玉県 第4回蔵と現代美術展 蔵と現代美術展実行委員会 183

埼玉県
戦後70年　劇団サードクォーター創立25周年記念・第35回公演
「昭和の絵本」

劇団サードクォーター 583

千葉県 第18回我孫子国際野外美術展 我孫子野外美術展実行委員会 683

千葉県 第5回公演「青べか物語」 市川演劇文化の会 483

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 283

アマチュア等の文化団体活動（合計110件・86,423千円）
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

東京都
第7回ジャパン・インターナショナル・ユース・バレエ公演（日本
&英国国際交流公演）

ジャパン・インターナショナル・ユース・バ
レエ

983

東京都 豊島区管弦楽団第81回定期演奏会（創立40周年記念演奏会） 豊島区管弦楽団 683

東京都 第14回調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 583

東京都
ガレリア座第26回公演　マイヤベーア作曲　歌劇「悪魔のロベー
ル」

ガレリア座 1,183

東京都 創立60周年記念　2015定期演奏会 西六郷少年少女合唱団 283

東京都 銀河鉄道の夜 ものがたりグループ☆ポランの会 183

東京都 東京バロック合唱団創立30周年記念　マタイ受難曲演奏会 東京バロック合唱団 783

東京都 第12回公演　歌劇「フィガロの結婚」 オペラ　リリカ　八王子 1,383

東京都
≪21世紀のバッハ≫東京バロック・スコラーズ創立10周年記念演
奏会『ロ短調ミサ曲』

東京バロック・スコラーズ 500

東京都 三宅島演奏会 都民交響楽団 683

神奈川県 第41回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 183

神奈川県 港北区民ミュージカル VOL.13「ウロボロス」 港北区民ミュージカル実行委員会 983

神奈川県
「音楽のまち、かわさき」における「マーラー・フェスティヴァ
ル」

マーラー祝祭オーケストラ 1,450

神奈川県
川崎郷土・市民劇「華やかな散歩－川崎が生んだ詩人・佐藤惣之
助－」

川崎郷土・市民劇上演実行委員会 600

新潟県 バレエ「くるみ割り人形」（オーケストラ付き）公演 県央地域に舞台芸術を育む会 1,783

新潟県 第12回里山アート展 特定非営利活動法人　コスモ夢舞台 383

富山県 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2015 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会 2,283

石川県
第44回 ｢オーケストラと少年少女・子どもの歌フェスティバル
2015」

オーケストラと少年少女実行委員会 883

石川県 第14回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

583

石川県
演劇は生きる力になる！！キッズ☆クルー第18回公演「仮題・そ
れからのわたし」

キッズ☆クルー 583

石川県
音楽文化国際交流’2015音文協年末公演第53回｢第九交響曲・千鳥
の曲｣公演

音文協年末公演実行委員会 1,083

福井県 鯖江人形浄瑠璃「近松座」旗揚げ10周年記念公演 鯖江人形浄瑠璃「近松座」 383

山梨県 創作オペラ「甲州日記　娘道中」 ふじかわ文化倶楽部 1,083

山梨県 第9回八ヶ岳音楽祭 in Yamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 683

長野県 第20回まつもと演劇祭 第20回まつもと演劇祭実行委員会 1,283

長野県 NAGANO open-air THEATER 2015 特定非営利活動法人　劇空間夢幻工房 383

長野県 第28回長野県芸術文化総合フェスティバル 長野県芸術文化協会 883

岐阜県 子供のためのオペラ「ヘンゼルとグレーテル」 スコラーズ岐阜 483

岐阜県 第6回定期演奏会「ワーグナー・オペラ合唱曲」 可児市民第九合唱団 883

静岡県 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 283

三重県 伊賀山麓吟剣詩舞道の祭典 in いがうえの 上野芸術文化協会 383

滋賀県 人形浄瑠璃の共演　冨田人形と文楽 冨田人形共遊団 483

滋賀県
創立10周年記念シリーズ　草津チェンバーオーケストラ第20回記
念定期演奏会

草津チェンバーオーケストラ 383
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

京都府 やましろ市民劇『かりがね茶ろん』 特定非営利活動法人　山城こみねっと 183

京都府 マテリアライジング展　Ⅲ マテリアライジング展企画室 400

大阪府
＜祝　町制75周年を記念する＞歌劇「ヘンゼルとグレーテル」
（全三幕十場／日本語上演）

島本音楽協会 383

大阪府 第17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 200

大阪府 大阪府職場・一般吹奏楽フェスティバル 吹奏楽祭実行委員会 783

兵庫県
KOBE スティールパンカーニバル2015　～阪神・淡路大震災20年
KOBE 100 PAN プロジェクト

アスタ新長田スティールパン振興会 483

兵庫県
創立25周年記念太鼓衆団輪田鼓第19回公演　妖怪や神様がいっぱ
い!!　－和太鼓としの笛、民舞と津軽三味線でつづる｢遠野物語｣

太鼓衆団輪田鼓 783

奈良県 40周年記念わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 2,000

和歌山県 劇団ZERO公演 劇団ZERO 583

和歌山県 第17回万葉薪能 特定非営利活動法人　和歌の浦万葉薪能の会 1,483

島根県 音楽劇「伊賦夜坂」公演 東出雲町ふるさと発見実行委員会 1,483

島根県 なかうみ交響楽団第12回演奏会 なかうみ交響楽団 283

岡山県 倉敷管弦楽団第41回定期演奏会 倉敷管弦楽団 283

岡山県 劇団こすもす第17回公演「真砂女」 劇団こすもす 583

広島県 合唱オペラ「いのうもののけ」公演
三次市民ホール（仮称）開館事業　創作合唱
オペラいのうもののけ実行委員会

1,200

広島県
"Oratio pro pace aeterna in terra" HIROSHIMA MMXV　世界恒久
平和への祈り　広島　2015（広島中央合唱団第50回定期演奏会）

広島中央合唱団 1,483

広島県
東広島混声合唱団第35回記念定期演奏会－交響楽団と共に戦後70
周年の平和を祈念して－

東広島混声合唱団 383

広島県 被爆70周年広島復興大写真展 広島写真美術協会 383

山口県
宇部市舞台芸術フェスティバル実行委員会第8回公演「故郷よ永遠
に－渡辺祐策ものがたり」（仮題）

宇部市舞台芸術フェスティバル実行委員会 2,083

徳島県
NPO法人オペラ徳島第18回公演　ヴェルディ作曲オペラ 「椿姫」
全3幕（イタリア語・日本語字幕付）上演

特定非営利活動法人　オペラ徳島 1,983

徳島県 徳島邦楽集団第15回記念演奏会 徳島邦楽集団 483

徳島県 第53回野外彫刻展 徳島彫刻集団 383

香川県 2015「かがわ第九」演奏会 香川第九実行委員会 1,249

福岡県
2015年筑紫地区巡廻公演　2nd stage 第一弾　市民参加型ミュー
ジカル「Mirage ミラージュ」～硝子の翼の若者たち～

つくしドリームミュージカル運営委員会 1,383

福岡県 劇団青春座創立70周年記念「杉山貞ー教育事始」演劇公演 劇団青春座 1,283

福岡県
City Winds久留米市民吹奏楽団　創立35周年／法人化15周年　記
念音楽会　ブラスメッセージ2015

特定非営利活動法人　シティーウィンズ久留
米市民吹奏楽団

583

福岡県 福岡マンドリンオーケストラ第50回記念定期演奏会 福岡マンドリンオーケストラ 583

佐賀県 第13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

1,183

熊本県 第35回九州・沖縄現代音楽祭 in 熊本 九州・沖縄作曲家協会 500

熊本県
YMK ミュージカル体験クラブ2015新作公演「ほんとうのこと（仮
題）」

YMK ミュージカル体験クラブ 383

熊本県 雨傘屋 vol.6「すなあそび」 雨傘屋 183

宮崎県
芸術国際交流特別演奏会「牧水の世界」～生誕130周年を現代音楽
で祝う～

ウィーンの会 283

宮崎県 演劇「29万の雫」(2015年版） 劇団ゼロQ 483
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

宮崎県 青少年の為の　第10回宮崎国際トロンボーンフェスティバル 宮崎トロンボーン協会 283

鹿児島県
第31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/
作曲セミナー

特定非営利活動法人　鹿児島作曲協会 183

沖縄県 第2回みやこじま青少年国際音楽祭 みやこじま青少年国際音楽祭実行委員会 783

沖縄県
平成27年度うるま市ジュニアオーケストラ　クリスマスコンサー
ト

うるま市民芸術劇場附属うるま市ジュニア
オーケストラ

383

沖縄県 第21回しまくとぅば語やびら大会 沖縄県文化協会 283

沖縄県 平成27年度沖縄オペラ協会公演「オテロ」 沖縄オペラ協会 1,783

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43回全国アマチュアオーケストラフェスティバル金沢大会
公益社団法人　日本アマチュアオーケストラ
連盟

1,483

全国 2015こどもコーラス・フェスティバルinひろしま 一般社団法人　全日本合唱連盟 683

全国 第15回全国中学校総合文化祭　東京大会 全国中学校文化連盟 400

全国 第35回全日本少年少女合唱祭全国大会「松山大会」 全日本少年少女合唱連盟 783

全国
第25回スチューデント・ジャズ・フェスティバル2015　東日本大
会

日本学校ジャズ教育協会東日本本部 683

（注）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」欄に「全国」と表記している。
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

群馬県 フィールドワーク桐生プロジェクト ファッションタウン桐生推進協議会 800

石川県
加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区及び加賀市加賀東谷伝統
的建造物群保存地区の保存啓発活動

加賀市 100

三重県
情報誌「おくまの」の制作・印刷及び地域巡回講座・熊野学セミ
ナーの実施

東紀州地域振興公社 700

京都府 五感で感じる文化的景観価値の再生 植柳まちづくりプロジェクトチーム 300

兵庫県 第38回全国町並みゼミ豊岡大会 第38回全国町並みゼミ豊岡大会実行委員会 1,400

福岡県 博多百年町家へようこそ！プロジェクトⅣ ハカタ・リバイバル・プラン 2,100

大分県 城下町杵築観月祭 城下町杵築観月祭実行委員会 500

沖縄県 「北大東の景観」展及び文化的景観シンポジウム 「北大東の景観」展実行委員会 1,000

全国
歴史的景観都市協議会紹介リーフレット作成及び歴史的景観都市
普及啓発活動

歴史的景観都市協議会 300

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活動

全国伝統的建造物群保存地区協議会 1,100

全国 全国文化的景観地区連絡協議会　千曲大会 全国文化的景観地区連絡協議会 500

歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計11件・8,800千円）

（注）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」欄に「全国」を表記している。
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

北海道 瑞穂獅子舞創舞100周年記念誌製作事業 朝日町瑞穂獅子舞保存会 400

青森県 第10回「上野能舞上演会」 上野娯楽会 400

岩手県 南部神楽上演会 一関市 400

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

増田地域センター運営協議会 300

秋田県 広島県など2県民謡（既存録音資料）のデジタル化による記録保存 一般財団法人　民族芸術研究所 1,100

福島県 ふるさとの祭り2015 ふるさとの祭り実行委員会 1,400

栃木県 民俗芸能・技術記録保存事業 日光市 1,700

千葉県 房総の郷土芸能2015 房総の郷土芸能2015実行委員会 300

神奈川県 第43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27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 箱根湯立獅子舞伝承公開活動 箱根宮城野獅子舞保存会 400

神奈川県 お馬流しの護持運営と後世への伝承と公開 本牧お馬流し保存会 1,300

富山県 福野夜高祭り曳山・屋台伝承公開 福野曳山保存振興会 200

石川県 飯田町燈籠山祭り古の景色復活と担い手育成活動 飯田町燈籠山祭り保存会 2,100

石川県 能登の揚浜式製塩の伝承及び現地公開 能登の揚浜式製塩保存会 600

長野県 三遠南信ふるさと歌舞伎交流大鹿大会
三遠南信ふるさと歌舞伎交流大鹿大会実行委
員会

900

愛知県 阿久比谷虫供養 阿久比谷虫供養萩実行委員会 300

三重県 一色神社例祭の奉納能として『一色能』の開催 一色町能楽保存会 700

滋賀県 伊吹山奉納太鼓踊りの伝承・公開 伊吹山奉納太鼓踊保存会 1,100

滋賀県 米原市市制施行10周年記念「流星打ち上げ」事業 米原市 400

鳥取県 地域に古くから伝えられている、手踊り・手笠踊りの伝承活動 河内おどり隊 300

広島県 甲山だんじりにわか歴史伝承紹介活動 甲山にわか振興協議会 200

長崎県 千綿人形浄瑠璃の伝承公開 東彼杵町教育委員会 900

宮崎県 みやざきの神楽映像記録事業 宮崎県 1,600

民俗文化財の保存活用活動（合計24件・17,500千円）
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都道府県 助成対象活動名 助成対象団体名 助成金交付予定額
(単位：千円)

茨城県 漆文化継承活動 特定非営利活動法人　麗潤館 1,100

東京都
文化財保存修復専門家養成実践セミナー～文化財保存技術の伝承
と発展のために～

特定非営利活動法人　文化財保存支援機構 2,900

石川県
地域で茅文化を学ぶ実践2－金沢で茅葺きのコミュニティバス停づ
くり

特定非営利活動法人  石川県茅葺き文化研究
会

1,200

福井県
越前焼の伝統の技と、それを取り巻く固有の文化資源の継承発展
活動

越前手仕事文化交流会 500

滋賀県 伝統工芸技術青花紙保存活動「あおばなフェスタ」 草津あおばな会 300

京都府
装潢修理に必要な道具・原材料の製作技術に関する伝承者養成の
ための記録映像の製作

一般社団法人　伝統技術伝承者協会 1,400

岡山県 美術刀剣製作技術研修会 一般社団法人　全日本刀匠会事業部 700

宮崎県 原種養蚕から絣紬織物製作技術保存伝承活動 特定非営利活動法人　日本工芸継承協議会 2,400

全国 伝統的瓦葺技能研修会 特定非営利活動法人  日本瓦葺技能継承甍会 2,700

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 3,400

伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動（合計10件・16,600千円）

（注）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」欄に「全国」を表記している。
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平成２７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、審査を付託された助成金の交付対象となる活動について、専門

的立場から、以下のとおり審査の方法等について決定し、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

分野に係る下記の「（１）審査基準等」及び「（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、下記の「（１）

審査基準等」に着目し、これらを総合的に検討の上、「採択」又は「不採択」のいず

れかの評定を行う。 

 

３ 演劇専門委員会については、応募件数が多いことから、二つの分科会を設け、第２

分科会において基金による助成事業についての審査を行う。 

 

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）審査基準等 

審査は、芸術団体から提出された助成金交付要望書について以下の点に特に

留意し、助成金交付要望書・団体概要などを総合的に評価して行う。              

 

① 事業の趣旨 

国民が広く多彩な芸術に親しむ環境の醸成に資する公演を支援する。 

 

② 審査基準  

ア 活動の目的及び内容が優れていること 

イ 活動内容が具体的であること 

ウ 活動が社会的に開かれたものであること 

エ 観客層拡充等に努力を行っていること 

オ 今後の発展性に期待が持てること 

カ 予算積算等が適切であること 

キ 活動内容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 

ク 芸術団体の運営及び経理が適正であること 

ケ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

 

 



 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 

Ｂ 助成することが望ましい 

Ｃ 助成しても差し支えない 

Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 

 

２ 美術の創造普及活動（美術専門委員会） 

（１）審査基準等 

審査は、芸術団体から提出された助成金交付要望書について以下の点に特に

留意し、助成金交付要望書・団体概要などを総合的に評価して行う。              

 

① 事業の趣旨 

国民が広く美術に親しめる環境の醸成に資する美術の創造普及のための

展示活動を支援する。 

 

② 審査基準  

ア 活動の目的及び内容が優れていること 

イ 活動内容が具体的であること 

ウ 活動が社会的に開かれたものであること 

エ 観客層拡充等に努力を行っていること 

オ 今後の発展性に期待が持てること 

カ 予算積算等が適切であること 

キ 活動内容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 

ク 芸術団体の運営及び経理が適正であること 

ケ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 

Ｂ 助成することが望ましい 

Ｃ 助成しても差し支えない 

Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 

 

 

 

 

 

 



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）審査基準等 

審査は、芸術団体から提出された助成金交付要望書について以下の点に特に

留意し、助成金交付要望書・団体概要などを総合的に評価して行う。 

 

① 事業の趣旨 

特定の芸術分野にしばられない芸術創造活動や芸術家及び芸術家のグルー

プが行う新しい芸術分野を切り開くような独創性に富んだ芸術創造活動を支

援する。 

  

② 審査の基準 

ア 活動の目的及び内容が優れていること 

イ 活動内容が具体的であること 

ウ 活動が社会的に開かれたものであること 

エ 観客層拡充等に努力を行っていること 

オ 今後の発展性に期待が持てること 

カ 予算積算等が適切であること 

キ 活動内容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 

ク 芸術団体の運営及び経理が適正であること 

ケ 新しい試みなど独創性に富んだ活動であること 

コ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 

Ｂ 助成することが望ましい 

Ｃ 助成しても差し支えない 

Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 

 

４ 国内映画祭等の活動（映画祭等専門委員会） 

  第２回募集分の審査終了後発表する。 

 

 

５ 地域文化施設（文化会館）公演活動（地域文化活動専門委員会） 

（１）審査基準等 

審査は、団体から提出された助成金交付要望書について以下の点に特に留意

し、助成金交付要望書・団体概要などを総合的に評価して行う。 

             

① 事業の趣旨 

地域の文化施設の活動の充実を図り、地域の文化の振興に資する文化会館

等の文化施設が行う公演活動を支援する。 



② 審査の基準 

ア 活動の目的及び内容が明確であること 

イ 予算積算が適切であること 

ウ 活動に芸術創造性があること 

エ 活動内容に実現性があること 

オ 活動に地域性・公開性があること 

カ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 

Ｂ 助成することが望ましい 

Ｃ 助成しても差し支えない 

Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 

 

６ 地域文化施設（美術館等）展示活動（美術専門委員会） 

（１）審査基準等 

審査は、団体から提出された助成金交付要望書について以下の点に特に留意

し、助成金交付要望書・団体概要などを総合的に評価して行う。              

 

① 事業の趣旨 

地域の文化施設の活動の充実を図り、地域の文化の振興に資する美術館等

の文化施設が行う展示活動を支援する。 

 

② 審査の基準 

ア 活動の目的及び内容が明確であること 

イ 予算積算が適切であること 

ウ 活動に芸術創造性があること 

エ 活動内容に実現性があること 

オ 助成の緊要度が高い活動であること 

カ 活動に地域性があること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 

Ｂ 助成することが望ましい 

Ｃ 助成しても差し支えない 

Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 

 

 



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）審査基準等 

審査は、団体から提出された助成金交付要望書について以下の点に特に留意

し、助成金交付要望書・団体概要などを総合的に評価して行う。              

 

     ① 事業の趣旨 

地域に根ざした文化活動や広く国民が参加する文化活動を支援する。 

 

② 審査の基準 

ア 活動の目的及び内容が明確であること 

イ 予算積算が適切であること 

ウ 活動に芸術創造性があること 

エ 活動内容に実現性があること 

オ 活動に地域性・公開性があること 

カ 継続助成の効果が認められる活動であること 

キ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 

Ｂ 助成することが望ましい 

Ｃ 助成しても差し支えない 

Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 

 

８ 文化財関係の活動（文化財保存活用専門委員会） 

（１）審査基準等 

審査は、団体から提出された助成金交付要望書について以下の点に特に留意

し、助成金交付要望書・団体概要などを総合的に評価して行う。              

 

① 事業の趣旨 

ⅰ 歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動 

城下町、門前町、宿場町等の歴史と伝統をもった集落・町並み、文化的

景観の保存・活用を図り、地域の文化の振興に寄与する活動を支援する。 

 

ⅱ 民俗文化財の保存活用活動 

全国各地域に伝承されている伝統的な民俗芸能や祭り・年中行事等の民

俗文化財の保存・活用を図り、地域の文化の振興に資する活動を支援する。 

 

ⅲ 伝統工芸技術・文化財保存技術の保存伝承等活動 

伝統工芸技術・文化財保存技術の保存・伝承や伝統工芸技術の復元等、

我が国の文化財の保存伝承等に資する活動を支援する。 

 



② 審査の基準 

ア 活動の目的及び内容が明確であること  

イ 予算積算が適切であること 

ウ 活動内容に実現性があること 

エ 活動に地域性・公開性があること 

オ 文化財の保存活用が期待できる活動であること 

カ 継続助成の効果が認められる活動であること 

キ 助成の緊要度が高い活動であること 

 

（２）評価の区分 

評価区分 内  容 

Ａ 是非とも助成すべきである 

Ｂ 助成することが望ましい 

Ｃ 助成しても差し支えない 

Ｄ 助成する必要性が乏しい 

 



○ 運営委員会
委員長 根 木     昭
委員長代理 三 輪  嘉 六

植 田  克 己
神 山     彰
見 城 美枝子
佐々木 正 峰
佐 藤 友美子
新 藤　次 郎
堤　    　剛  

　 三 浦　雅 士
水谷内 助 義
三 林　京 子
みなもとごろう

雪 山　行 二
　 横 川　眞 顯

○ 部　　会

部会長 水谷内 助 義 （運営委員会運営委員）
部会長代理 雪 山　行 二 （運営委員会運営委員）

植 田  克 己 （運営委員会運営委員）
三 浦　雅 士 （運営委員会運営委員）
髙 橋　浩 子 （音楽専門委員会主査）
尼ヶ崎　  彬 （舞踊専門委員会主査）
西 川　信 廣 （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）
天 野  文 雄 （伝統芸能・大衆芸能専門委員会主査）
山 梨 絵美子 （美術専門委員会主査）
児 玉   　信 （多分野共同等専門委員会主査）

（国内映画祭等の活動(第2回募集分)の審査終了後発表）

部会長 佐 藤 友美子 （運営委員会運営委員）
部会長代理 見 城 美枝子 （運営委員会運営委員）

大 橋  敏 博 （地域文化活動専門委員会主査）
枝 川  明 敬 （文化団体活動専門委員会主査）

部会長 佐々木 正 峰 （運営委員会運営委員）
部会長代理 三 輪  嘉 六 （運営委員会運営委員）

高 山     茂 （文化財保存活用専門委員会主査）

舞台芸術等部会（11名）

映像芸術部会（6名）

地域文化・文化団体活動部会（4名）

文化財部会（3名）

芸術文化振興基金運営委員会委員名簿



○専門委員会

伊 東  信 宏 阿 部 さとみ 　 大久保 充 代
○ 加 納  民 夫 ◎ 尼ヶ崎　  彬 小 玉　祥 子
◎ 髙 橋  浩 子 猪 崎  弥 生 徳 永　京 子

東 條  碩 夫 ○ 上 野  房 子 永 井　聡 子
　 新 実  徳 英 楫 屋  一 之 花 輪   　充

沼 野  雄 司 　 新 藤  弘 子 ◎ 福 島　明 夫
堀 内 　  修 　 杉 山  千 鶴 藤 崎　周 平
前 澤　   均 長 野  由 紀 ○ 松 井 憲太郎
水 野 みか子 堀 内  　 充

　 悠   　雅 彦 本 多  実 男
　 　

 　

◎ 天 野  文 雄 　 内 田　篤 呉 上 野  房 子
　 今 岡 謙太郎 岡 部 あおみ 串 山 久美子

小 田  幸 子 串 山 久美子 ◎ 児 玉   　信
児 玉　   信 野 地 耕一郎 長 野　由 紀
竹 本  幹 夫 ○ 水 沢   　勉 　 布 目　英 一

○ 長 井  好 弘 柳 沢　秀 行 　 沼 野　雄 司
布 目　英 一 ◎ 山 梨 絵美子 ○ 藤 崎　周 平
平 野  英 俊 松 井 憲太郎
宮 辻  政 夫 柳 沢  秀 行
茂手木 潔 子 悠　   雅 彦

◎ 大 橋  敏 博 　 石 川　健 次 池 邊 このみ
荻 田　   清 上 田   　順 神 野　善 治
田 窪　桜 子 ◎ 枝 川  明 敬 ○ 桑 山　俊 道
坂 東 亜矢子 亀 岡　典 子 佐 野　賢 治
藤 原　惠 洋 崎 谷　康 文 ◎ 高 山     茂
舩 木　篤 也 ○ 志賀野　桂一 　 坪 井  則 子

　 松 本　玲 子         菘    あつこ 藤 川　昌 樹
○ 本 杉　省 三 竹 本　義 明

守 山　実 花 能 祖　將 夫

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）

             ◎主査
             ○主査代理
            （五十音順）

地域文化活動
専門委員会（９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）

伝統芸能・大衆芸能
専門委員会(１０名）

美術専門委員会（７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）


	新しいしおり

