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平成２８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２８年３月２９日  
                  独立行政法人  日本芸術文化振興会   

 
 

 独 立 行 政 法 人 日 本 芸 術 文 化 振 興 会（ 理 事 長  茂 木 七 左 衞 門 ）で は 、 
芸術文化振興基金による平成２８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１，３０６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７４８件、助成金交付予定額は１０億７，８２２

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、平成２８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 28 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）

539 297 550,753

120 68 163,267

80 46 63,581

339 183 323,905

伝統芸能の公開活動 84 32 51,785

美術の創造普及活動 26 15 18,843

多分野共同等芸術創造活動 62 27 20,750

国内映画祭等の活動 43 33 63,903

754 404 706,034

地域文化施設公演・展示活動 319 184 242,961

文化会館公演 191 105 118,004

 美術館等展示 128 79 124,957

9 9 7,035

28 21 18,137

356 214 268,133

〔文化振興普及団体活動〕   

アマチュア等の文化団体活動 186 120 87,290

10 10 16,765

196 130 104,055

1,306 748 1,078,222

民俗文化財の保存活用活動

演  劇

小      計

〔地域文化振興活動〕

小      計

歴史的集落・町並み、文化的景観保
存活用活動

伝統工芸技術・文化財保存技術の
保存伝承等活動

小      計

合　　　計

平成２８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



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31回定期演奏会「結成30周年記念シリーズⅡ」 アール・レスピラン（東京都） 384

「秋吉台の夏2016」現代音楽セミナー・コンサート 秋吉台現代音楽研究会（山口県） 649

第29回演奏会≪こどもの領分、反戦の願い≫　第30回演奏会≪芥川也寸志の
夢　九州・沖縄の作曲家たちによる交響作品展≫

芥川也寸志メモリアル　オーケストラ・ニッポ
ニカ（東京都）

1,929

アフィニス夏の音楽祭2016山形 公益財団法人　アフィニス文化財団（東京都） 3,247

第35回アルカディア定期演奏会
公益財団法人　アルカディア音楽芸術財団（兵
庫県）

351

第45回定期演奏会 一般社団法人　アンサンブル神戸（兵庫県） 242

コンテンポラリー　α　2016　シアター　in　プログレス Ensemble Contemporary α（埼玉県） 267

コンサート「Italy meets Noh！イタリア作曲家特集」 ensemble-no（東京都） 773

「カッパ（宣教師）が語るイソップ物語～16世紀桃山ルネサンスの音楽～」 アントネッロ（埼玉県） 326

ヴォクスマーナ35～37回定期演奏会（創団20周年シリーズ） ヴォクスマーナ（東京都） 574

Music Tomorrow 2016 公益財団法人　ＮＨＫ交響楽団（東京都） 3,322

オーケストラ・プロジェクト2016 オーケストラ・プロジェクト（埼玉県） 1,049

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） 1,423

第37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） 6,996

北九州シティオペラ　日伊国交150周年記念　オペラの祭典
特定非営利活動法人　北九州シティオペラ（福
岡県）

2,813

京都市交響楽団みんなのコンサート2016　～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）

3,295

アルメニアンソング（仮） kuniko kato arts project（東京都） 257

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） 9,888

クオーレ・ド・オペラ　プロジェクト公演 ケイ・アーツ・オフィス　有限会社（千葉県） 1,268

神戸市室内合奏団　定期演奏会　区民ホールシリーズ 公益財団法人　神戸市演奏協会（兵庫県） 1,402

ムズカシイはおもしろい!!　バルトークの時代　その1・その2 古典四重奏団（埼玉県） 375

2016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（長野
県）

6,215

堺シティオペラ第31回定期公演オペラ「ナクソス島のアリアドネ」 堺シティオペラ　一般社団法人（大阪府） 5,958

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） 7,793

サントリー芸術財団コンサート　作曲家の個展Ⅱ　2016 公益財団法人　サントリー芸術財団（東京都） 2,397

サントリー芸術財団サマーフェスティバル2016 公益財団法人　サントリー芸術財団（東京都） 7,428

入野義朗生誕95周年コンサート 特定非営利活動法人　JML音楽研究所（東京都） 487

第37回　霧島国際音楽祭　2016
公益財団法人　ジェスク音楽文化振興会（東京
都）

5,198

第42回四国二期会オペラ公演　歌劇「フィガロの結婚」 四国二期会（香川県） 2,445

静岡交響楽団　定期演奏会（第64、65、66、67、68、70回） 特定非営利活動法人　静岡交響楽団（静岡県） 3,926

シエナ・ウインド・オーケストラ第42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）

700

シエナ・ウインド・オーケストラ第43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）

479

創立60周年記念演奏会シリーズ 新交響楽団（東京都） 1,351

シンフォニエッタ静岡　定期公演（第44～47回）
一般社団法人　シンフォニエッタ静岡（静岡
県）

1,177

2016仙台オペラ協会第41回公演「ヘンゼルとグレーテル」 一般社団法人　仙台オペラ協会（宮城県） 2,877

現代舞台芸術創造普及活動：音楽（合計68件・163,267千円）
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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)

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.13」

公益財団法人　仙台フィルハーモニー管弦楽団
（宮城県）

614

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）

1,362

武生国際音楽祭2016 武生国際音楽祭推進会議（福井県） 3,314

チェンバロ・フェスティバル　in　東京　第4回　J.S.バッハ
チェンバロ・フェスティバル　in　東京実行委
員会（東京都）

774

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）

2,946

中部フィルハーモニー交響楽団　夏休みスペシャル
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）

307

角田健一ビッグバンド　2016　定期公演 角田健一ビッグバンド事務所（東京都） 1,292

武満徹オーケストラ・コンサート
公益財団法人　東京オペラシティ文化財団（東
京都）

3,216

コンポージアム2016
公益財団法人　東京オペラシティ文化財団（東
京都）

5,380

東京現音計画♯07、♯08 東京現音計画（東京都） 591

東京シンフォニエッタ2016年度定期演奏会（第39・40回)
一般社団法人　東京シンフォニエッタ（東京
都）

1,632

Vol.7　望月京の音世界　第1回～室内楽～ Tokyo Ensemnable Factory（東京都） 114

Vol.8　望月京の音世界　第2回～アンサンブル～ Tokyo Ensemnable Factory（東京都） 154

ニッセイ名作シリーズ2016/NISSAY OPERA2016　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）

6,744

ニッセイ名作シリーズ2016/NISSAY OPERA2016　オペラ　「後宮からの逃
走」

公益財団法人　ニッセイ文化振興財団（東京
都）

8,064

ジェルジ・リゲティ没後10年によせて（仮題） 日本現代音楽協会（東京都） 649

ビッグバンド・フェスティバル　2016　VOL.18
一般社団法人　日本ポピュラー音楽協会（東京
都）

983

ニューフィル千葉定期演奏会
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）

1,288

パシフィック・ミュージック・フェスティバル（PMF）2016
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）

5,068

harmonia ensemble　第10回定期演奏会　－生誕100年・柴田南雄作品個展ー
一般社団法人　ハルモニア・アンサンブル（東
京都）

200

ル・ポン国際音楽祭2016　赤穂・姫路 姫路国際音楽祭実行委員会（兵庫県） 4,973

広島ウインドオーケストラ第45回定期演奏会《80歳記念　保科洋プロジェク
ト》

広島ウインドオーケストラ（広島県） 316

広島ウインドオーケストラ第46回定期演奏会 広島ウインドオーケストラ（広島県） 337

広島交響楽団　平成28年度　移動音楽教室 公益社団法人　広島交響楽協会（広島県） 10,167

合唱団フォンス・フローリス　第9回コンセール・スピリチュエル 株式会社　フォンス・フローリス（東京都） 353

G.ロッシーニ　歌劇「セミラーミデ」（演奏会形式/原語上演字幕付）
公益財団法人　藤沢市みらい創造財団（神奈川
県）

743

第14回ヘンデル・フェスティバル・ジャパン　オラトリオ《ベルシャザル》
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）

729

さっぽろオペラ祭2016　北海道二期会平成28年度オペラ公演「カヴァレリ
ア・ルスティカーナ」「修道女アンジェリカ」

北海道二期会（北海道） 2,338

守屋純子オーケストラ2016年度定期公演 守屋純子オーケストラ（東京都） 513

第2回両国門天ホール2016 一般社団法人　もんてん（東京都） 655

Just Composed 2017 in Yokohama　～現代作曲家シリーズ～
公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団（神奈
川県）

149

横濱　JAZZ PROMENADE 2016
横濱　JAZZ　PROMENADE　実行委員会（神奈川
県）

6,853

琉球交響楽団第30回、第31回定期演奏会 特定非営利活動法人　琉球交響楽団（沖縄県） 1,188
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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 2016 株式会社　アーキタンツ（東京都） 1,834

アンサンブル・ゾネ　ダンス公演　『霧の中の足音』 アンサンブル・ゾネ（兵庫県） 1,136

アネックスシアター　次世代への架け橋　vol.4 公益財団法人　井上バレエ団(東京都） 1,463

花柳衛菊舞踊公演「鶴と烏」
エギクジャパニーズダンスプロダクツ（神奈川
県）

316

グリーンテーブル2016 大野一雄舞踏研究所（神奈川県） 1,357

OrganWorks「Reason to Believe（仮）」 OrganWorks（東京都） 774

笠井瑞丈振付ダンス公演2017　「世界の終わり」 笠井瑞丈×上村なおか（東京都） 654

加藤みや子ダンススペース公演2016「白い壁の家」「あなたについていく」 加藤みや子ダンススペース（東京都） 1,414

川口節子バレエ団「くるみ割り人形」全幕 川口節子バレエ団（愛知県） 1,947

有馬龍子記念　京都バレエ団公演「ドン・キホーテ」全幕 一般社団法人　京都バレエ団（京都府） 4,006

インテグレイティッド・ダンス・カンパニー響－Kyo　第4回公演（仮称） クリエイティブ・アート実行委員会（東京都） 2,046

ケイタケイLIGHT津々浦々シリーズ2016
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）

1,354

東京　ELECTROCK STAIRS　新作公演 KENTAROCKERS（東京都） 767

福岡ダンスフリンジフェスティバル　vol.10 特定非営利活動法人　コデックス（福岡県） 1,457

日本とウクライナの若きアーティスト達2016　「くるみ割り人形（全幕）」
特定非営利活動法人　子供の城アートセンター
（京都府）

1,336

小林嵯峨+NOSURI　舞踏公演〔土方巽没後30年記念+小林嵯峨・祝・古希〕 小林嵯峨+NOSURI（東京都） 452

'16　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） 2,344

札幌舞踊会Xmas公演　「Christmas Triangle」（仮称） 有限会社　札幌舞踊会（北海道） 1,498

2016年　地主薫バレエ団公演　「人魚姫」　プロローグ付き　全2幕 地主薫バレエ団（大阪府） 4,477

東雲舞踏　川本裕子舞踏公演 東雲舞踏（東京都） 418

街角（仮称） じゅんじゅんSCIENCE（東京都） 1,252

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） 940

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）

367

DANZARTE　スペイン舞踊団公演　「BACHIANA～バッハに舞うスペイン舞踊
～」

谷商事　株式会社（東京都） 1,204

Monochrome Circus　京都公演「アンサンブルプレイ」
一般社団法人　ダンスアンドエンヴァイロメント
（京都府）

446

ダンスがみたい！18　エリック・サティを踊る 「ダンスがみたい！」実行委員会（東京都） 1,949

3都市ツアー「ジャックと豆の木～踊る童話2～」 CHAiroiPLIN（東京都） 655

「屋根裏の散歩者～踊る小説2～」 CHAiroiPLIN（東京都） 1,003

2016 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） 1,838

イデビアン・クルー新作公演「死角」（仮題） 特定非営利活動法人　days（東京都） 1,537

笠井叡(dance)×高橋悠治(piano) 一般社団法人　天使館（東京都） 597

現代舞台芸術創造普及活動：舞踊（合計46件・63,581千円）
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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)

ジャグリング＆音楽集団　ながめくらしつ　シアタートラム新作公演 ながめくらしつ（東京都） 568

ナゴコン国際共同作品制作事業　vol.1 ナゴコン（兵庫県） 206

国際共同制作作品「One Day and Another（仮）」 ニブロール（東京都） 1,839

Baobab　単独公演『タイトル未定』 Baobab（東京都） 604

急いで家へ帰る日々（仮題） BATIK（東京都） 1,117

越智インターナショナルバレエ「ドン・キホーテ」全幕
パブロワ・ニジンスキー記念越智インターナショ
ナルバレエ（愛知県）

4,553

ファビアン・プリオヴィル『紙ひこうき(kamihikouki)』改訂版 特定非営利活動法人　Ballet Noah（群馬県） 556

ビルヂングダンスオムニバス作品ツアー「時には茶の間でケンカして2016」 ビルヂング（埼玉県） 347

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） 779

+81企画　Back to the Roots【飛んで火にいる夏のフェス】（仮） +81（東京都） 1,606

プロジェクト大山　秋の新作公演 プロジェクト大山（福岡県） 603

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

828

平富恵スペイン舞踊団公演「RyojinHisho　梁塵秘抄（仮題）」 有限会社　マジェスティック（東京都） 3,476

森山開次活動15周年ソロダンス『KATANA』 森山開次プロジェクト（東京都） 2,786

フェス2016（仮） ROCKSTAR　有限会社（東京都） 875
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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)

非・売れ線系ビーナス「些細なうた」
特定非営利活動法人　アートマネージメントセ
ンター福岡（福岡県）

1,819

劇団青い鳥ショートショートシアターⅡ「普通の生活」 株式会社　青い鳥創業（東京都） 1,734

劇団あおきりみかん其の参拾伍「Circle・life」 劇団　あおきりみかん（愛知県） 1,881

劇団あおきりみかん其の参拾六「ただこの素数、あなたと出会って」 劇団　あおきりみかん（愛知県） 2,455

アジア女性舞台芸術会議　国際共同制作　第1弾日本×マレーシア『ファミ
リー』

アジア女性舞台芸術会議実行委員会（東京都） 1,300

アジア共同創作2作品連続公演＜アジアから、こんにちは＞
特定非営利活動法人　アジア・ミーツ・アジア
（東京都）

1,985

第七回公演「霓裳羽衣（仮）」 あやめ十八番（神奈川県） 1,197

庭劇団ペニノ「ダークマスター（仮）」 合同会社　アルシュ（東京都） 2,205

庭劇団ペニノ「地獄谷温泉　無明ノ宿」京都公演 合同会社　アルシュ（東京都） 1,330

東京デスロック『亡国の三人姉妹（仮）』 一般社団法人　unlock（東京都） 1,899

iaku「車窓から、世界の」 iaku（大阪府） 1,286

劇団1980第64回公演「口寄せ　六ヶ所からくり算用」 有限会社　劇団　1980（東京都） 1,907

第19回公演『スカート（仮）』 劇団　いちびり一家（大阪府） 709

長靴をはいた牡猫（原作名・仮題） 株式会社　糸あやつり人形一糸座（東京都） 1,798

「終わりなき夢　～園井恵子とさくら隊～」（仮題）
特定非営利活動法人　いわてアートサポートセ
ンター（岩手県）

2,942

最強の一人芝居フェスティバル「INDEPENDENT:3rdSeasonSelection / JAPAN
TOUR」（大阪・東京・札幌・仙台・三重・福岡・沖縄　巡回公演）

株式会社　INDEPENDENT（大阪府） 2,398

intro　3都市ツアー　「もうふ（仮）」 intro（北海道） 800

ウォーキング・スタッフ　プロデュース「三億円事件」 ウォーキング・スタッフ（東京都） 2,774

Material Walk VOGA（京都府） 1,449

うずめ劇場　第28回公演　「アントニーとクレオパトラ」 うずめ劇場（東京都） 2,584

海彦と山彦 株式会社　劇団　うりんこ（愛知県） 1,197

第23回公演『或いは魂の止まり木』 A級MissingLink（大阪府） 818

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
3〉　怪談狂言（仮）

一般社団法人　HMP（大阪府） 822

Spot Light Project Vol.1
特定非営利活動法人　STスポット横浜（神奈川
県）

598

第43回　名作劇場　『柿實る村』『五兵衛と六兵衛』 演劇企画制作「オフィス樹」（群馬県） 785

第44回　名作劇場　『厩舎』『僧俗物語』 演劇企画制作「オフィス樹」（群馬県） 767

演劇集団　砂地「HAMLET・Q1」（仮題） 演劇集団　砂地（東京都） 651

「9/NINE」 OM－2（東京都） 1,784

劇団大阪第79回本公演「夜明け前のカチャーシー」 劇団　大阪（大阪府） 787

DIVEプロデュース『メイド・イン・ジャパン』
特定非営利活動法人　大阪現代舞台芸術協会
（大阪府）

713

2016年度大阪新劇団協議会プロデュース公演（企画／劇団五期会）「明日の
幸福」

大阪新劇団協議会（大阪府） 1,645

岡崎藝術座「+51　アビアシオン，サンボルハ」「イスラ！イスラ！イス
ラ！」ダブルビル・2都市ツアー

岡崎藝術座（東京都） 1,931

九人の迷える沖縄人（うちなーんちゅ）
一般社団法人　おきなわ芸術文化の箱（沖縄
県）

437

劇団鹿殺し活動15周年記念公演「月下の侍」 株式会社　オフィス鹿（東京都） 2,948

オフィスワンダーランド第42回公演「日本アニメ．夜明け前」（仮題） 有限会社　オフィスワンダーランド（東京都） 1,243

ヨーロッパ企画イエティ#12「捨てられないTシャツのような（仮）」 株式会社　オポス（京都府） 800

現代舞台芸術創造普及活動：演劇（合計183件・323,905千円）
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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)

イッツフォーリーズ公演　ミュージカル「ゲゲゲの鬼太郎　～十万億土の祈
り唄～」

株式会社　オールスタッフ（東京都） 1,837

温泉ドラゴン第9回公演　日韓三部作・第二弾「新作（タイトル未定）」 劇団　温泉ドラゴン（東京都） 1,350

日本―デンマーク国際共同制作「セリーヌの世紀―『悪魔の家のアナーキス
ト』より―」

劇団　解体社（東京都） 1,446

Wonder Shadow（ワンダー・シャドウ） 有限会社　劇団かかし座（神奈川県） 857

KAKUTA第27回本公演「凍えるアンヨ」 KAKUTA（東京都） 1,832

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2016」
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）

478

「風の子バザール」沖縄九州地方幼稚園保育園巡回公演 有限会社　劇団　風の子（東京都） 1,028

「バンバンとトラ」小規模小学校巡回公演 企業組合　劇団風の子九州（福岡県） 2,288

北海道の過疎化・少子化が進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） 1,411

演劇集団　ア・ラ・プラス　第13回公演「かもめ」 一般社団法人　壁なき演劇センター（東京都） 1,612

第13回公演「レドモン」 カムヰヤッセン（東京都） 873

2016年度日本劇作家協会プログラム作品　劇団カムカムミニキーナ公演「お
のし」

カムカムミニキーナ（東京都） 2,626

烏丸ストロークロック　漂泊の家シリーズ『（タイトル未定）』 烏丸ストロークロック（京都府） 563

劇団唐ゼミ☆　第26回公演『腰巻お仙　振袖火事の巻』 劇団　唐ゼミ☆（神奈川県） 2,089

空晴第15回公演「ここも誰かの旅先」（仮題） 空晴（大阪府） 1,906

「井原西鶴『恋草からげし八百屋物語』より　おしち」（仮） 一般社団法人　KIO（大阪府） 1,555

木ノ下歌舞伎『義経千本桜－渡海屋・大物浦』 木ノ下歌舞伎（京都府） 3,411

木ノ下歌舞伎『娘道成寺／隅田川』 木ノ下歌舞伎（京都府） 2,322

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）

6,773

九州沖縄子どものための離島・小人口地域を含む巡回公演　2016
特定非営利活動法人　九州沖縄子ども文化芸術
協会（熊本県）

855

壁ノ花団第十一回公演『水いらずの星』伊丹公演 有限会社　キューカンバー（京都府） 1,376

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） 5,414

百式サクセション 極東退屈道場（大阪府） 2,080

第38回公演「河童～鼻の先の夕暮れ」原作・芥川龍之介
一般社団法人　劇団　キンダースペース（埼玉
県）

2,049

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10　第16回公演　「あたらしい
なみ」

工藤俊作プロデュース　プロジェクトKUTO-10
（大阪府）

1,348

八百屋のお告げ グループる・ばる（埼玉県） 1,851

劇団黒テント第76回公演「亡国のダンサー(仮題）」 一般社団法人　劇団　黒テント（東京都） 562

NAGANO open-air THEATER 2016
特定非営利活動法人　劇空間夢幻工房（長野
県）

837

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） 891

「森と夜と世界の果てへの旅」四国・北海道公演
公益財団法人・現代人形劇センター（神奈川
県）

1,144

2016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） 1,204

幕末スープレックス 劇団　子供鉅人（東京都） 790

子どもと舞台芸術―出会いのフォーラム2016
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）

2,084

対ゲキだヨ！全員集合 コトリ会議（大阪府） 530

劇団コーロ公演「天満のとらやん」 一般社団法人　劇団　コーロ（大阪府） 485

コンブリ団その9　Re：ブリックス「カラカラ」 コンブリ団（京都府） 1,245

サスペンデッズ第18回公演『菊苗』（仮題） サスペンデッズ（東京都） 887
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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)

東京-浜松ツアー公演『シティⅡ』 sons wo:（東京都） 571

風姿花伝プロデュース「兵器のある風景」 シアター風姿花伝（東京都） 1,060

夜組（仮） The end of company　ジエン社（東京都） 551

第27回公演　シリーズ発掘02『ゾーヤ・ペーリツのアパート』（仮） 合同会社　時間堂（東京都） 1,111

劇団しし座　第76回公演 「心を食べる者」 劇団　しし座（大阪府） 1,124

下鴨車窓#13『渇いた蜃気楼』 下鴨車窓（京都府） 852

下鴨車窓#14『旅行者』 下鴨車窓（京都府） 1,498

JACROW＃21「サイレン（仮）」 JACROW（東京都） 1,007

劇団ジャブジャブサーキット第55回公演「猿川方程式の誤算もしくは死亡フ
ラグの正しい倒し方」

劇団　ジャブジャブサーキット（岐阜県） 2,002

劇団自由人会特別公演「ラインの監視」 一般社団法人　劇団自由人会（兵庫県） 810

劇団しようよ『こっちを向いて、みどり（グリーングリーン）』 劇団　しようよ（京都府） 220

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～民間検閲局
～」

有限会社　ショーマンシッフﾟ（福岡県） 2,566

「自己紹介読本」 城山羊の会（東京都） 1,856

満天星シェイクスピアシリーズVol.3　新宿梁山泊第58回公演　マクベス 一般社団法人　新宿梁山泊（東京都） 1,867

「ももたろう」全国巡回公演
公益財団法人　すぎのこ芸術文化振興会（東京
都）

3,340

スクエア20周年プレミアム公演『芸人コンティニュー』 スクエア（大阪府） 1,151

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） 6,728

巡廻学校公演 株式会社　すわらじ劇園（京都府） 1,764

寺山見世物音楽劇「中国の不思議な役人」 青蛾館（東京都） 2,338

清流劇場2017年3月公演「オイディプス王　―Oedipus the King」 清流劇場（兵庫県） 1,324

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）

284

SENDAI座☆プロジェクト2016「戦場の眼」（仮題） SENDAI座☆プロジェクト（宮城県） 3,843

空の驛舎第20回公演『ただ夜、夜と記されて』 空の驛舎（大阪府） 662

第七劇場　オイディプス　ツアー公演 第七劇場（三重県） 404

劇団態変　2016年度公演 劇団　態変（大阪府） 1,221

執行の七人 劇団　太陽族（大阪府） 1,611

大阪レ・ミゼラブル 劇団　太陽族（大阪府） 1,074

「ジェニーの肖像」 有限会社　タチ・ワールド（東京都） 605

タテヨコ企画＋リクウズルーム合同公演『余白狂想曲（仮）』 劇団　タテヨコ企画（東京都） 653

玉造小劇店　配給芝居vol.20　「（仮）天獄揺籃記」 玉造小劇店（大阪府） 3,196

DA・M新作公演　『煙が、モンクの、目にしみる』 劇団　DA・M（東京都） 1,602

『テレーズ・ラカン』（仮題） 株式会社　地人会新社（東京都） 3,341

ロミオとジュリエット 合同会社　地点（京都府） 1,012

Mama-チャリカルキvol.11「私に送るBon voyage（仮）」 劇団　チャリカルキ（東京都） 1,145

第30回公演　「1／2＋1（仮題）」 劇団　チャリＴ企画（東京都） 1,312

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） 1,433

第27回公演「治天ノ君」 劇団　チョコレートケーキ（東京都） 1,752
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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)

椿組2016年秋公演「海行かば水漬く屍」 有限会社　椿組（東京都） 966

「果実」 弦巻楽団（北海道） 503

『荒野のリア』 株式会社　ティーファクトリー（東京都） 2,476

現代劇作家シリーズ6：サミュエル・ベケット「芝居」フェスティバル die pratze（東京都） 1,465

燦々（仮） てがみ座（東京都） 2,618

白い劇場シリーズ第3回公演「トリプルビル（仮題）」 株式会社　デラシネラ（東京都） 2,096

丸茂芸能社の落日（仮） 劇団　道学先生（東京都） 2,733

広渡常敏没後10年記念公演　音楽劇　『消えた海賊』 有限会社　東京演劇アンサンブル（東京都） 2,060

東京芸術座公演No.101「Kyokai」～教会・境界・協会・教戒～ 有限会社　劇団　東京芸術座（東京都） 2,652

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）

2,215

飛ぶ劇場NextSeason Vol.1『Red Room Radio～Reborn～』 飛ぶ劇場（福岡県） 1,137

「睡稿（すいこう）、銀河鉄道の夜」 飛ぶ劇場（福岡県） 703

dracom祭典　『今日の判定』、『ソコナイ図』京都・東京公演 dracom（大阪府） 1,448

TRASHMASTERS　第25回公演「日出づらぬ国」（仮） TRASHMASTERS（東京都） 2,392

TRASHMASTERS　第26回公演「妄信」（仮） TRASHMASTERS（東京都） 2,395

鳥公園#13『ヨブ呼んでるよ』 鳥公園（東京都） 1,104

トリコ・Aプロデュース演劇番外公演「The Happy Prince～幸福な王子～」 トリコ・Ａプロデュース（京都府） 1,094

サファリ・P第二回公演「悪童日記」 トリコ・Ａプロデュース（京都府） 1,169

中野成樹＋フランケンズ2016『えんげきは今日もドラマをライブする
vol.1』

一般社団法人　なかふら（東京都） 1,158

渡辺源四郎商店『青森に落ちてきた男（仮題）』 なべげんわーく　合同会社（青森県） 2,044

渡辺源四郎商店『コーラないんですけど（仮題）』 なべげんわーく　合同会社（青森県） 1,599

南船北馬「赤い靴はいて（仮）」 南船北馬（大阪府） 1,194

第37回公演『ねむり姫』 ニットキャップシアター（京都府） 1,357

二兎社公演41『エンジェルス・イン・ジャパン』（仮題） 株式会社　二兎社（東京都） 6,468

「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） 13,257

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

13,987

2016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） 5,454

中高生に向けた新作合同公演（仮）「沖縄」 日本児童・青少年演劇劇団協同組合（東京都） 1,765

人形劇団京芸『ぶんちゃかげきじょう～おふろだいすき・こぶたのるーた』
地域巡回公演

有限会社　人形劇団京芸（京都府） 765

第113回公演こどもの劇場『～おやゆびひめ～真冬に春がやってきた』 有限会社　人形劇団クラルテ（大阪府） 2,172

冬休み人形げきじょう2016　よかったね！／びんぼう神と福の神 株式会社　人形劇団むすび座（愛知県） 1,634

ノアノオモチャバコ　「かもめ　－海に囲まれた物語－（仮）」2都市ツ
アー

ノアノオモチャバコ（東京都） 951

劇団俳小アイルランド近代劇一幕物2本立て公演「谷の影」「満月」 株式会社　劇団　俳小（東京都） 1,760

第30回公演「其処馬鹿と鳴く」 はえぎわ（東京都） 1,355

第二十三楽章「気付かない奴は最強」（予定） 箱庭円舞曲（東京都） 643

20歳の国　巡礼公演　『保健体育B』（仮） 20歳の国（東京都） 738

このしたPosition!!公演　安部公房「人間そっくり」　京都・名古屋・長野
（上田）ツアー

特定非営利活動法人　パフォーミングアーツ
ネットワークみえ（三重県）

211
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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)

雷ストレンジャーズ　演劇ジェット紀行　オーストリア編　「緑のオウム亭
-1幕のグロテスク劇（仮）」

有限会社　パレナージュ（東京都） 1,286

第22回公演「月ろけっと」（仮称） 万能グローブガラパゴスダイナモス（福岡県） 1,543

万博設計07　『SERVICE』 万博設計（大阪府） 353

劇団B級遊撃隊公演　「満ち足りた散歩者」 劇団　B級遊撃隊（愛知県） 1,283

劇団B級遊撃隊公演　「朝顔」 劇団　B級遊撃隊（愛知県） 1,193

岩崎加根子の朗読と人形劇ファンタジー「かわいそうなぞう」 有限会社　ひとみ座（神奈川県） 1,706

百景社『ロミオとジュリエット』大阪・三重ツアー（仮） 百景社（茨城県） 523

風煉ダンス演劇公演　野外劇「スカラベ」 風煉ダンス（東京都） 1,288

FUKAIPRODUCE羽衣　第20回公演　新作（タイトル未定） FUKAIPRODUCE羽衣（東京都） 1,958

怪じゅうが町にやってきた　東北公演 有限会社　劇団プーク（東京都） 1,098

不思議少年　全国縦断ツアー『棘／スキューバ』 不思議少年（熊本県） 1,200

ENIAC Project（仮） 冨士山アネット（東京都） 756

アマヤドリ春のロングラン＆ツアー公演『ロクな死にかた』 合同会社　プランプル（東京都） 1,437

アマヤドリ本公演『月の剥がれる』 合同会社　プランプル（東京都） 1,377

ProjectNyx第15回公演「かもめ或いは寺山修司の少女論」 Project Nyx（東京都） 1,396

ProjectNyx第16回公演「時代はサーカスの象にのって」 Project Nyx（東京都） 3,447

安保は続くよどこまでも プロジェクト・ムー（神奈川県） 1,627

劇団ホチキス第35回公演　コウノトリの算段（仮題） 株式会社　劇団　ホチキス（東京都） 1,511

『東京修学旅行プロジェクト（仮）』 一般社団法人　Port B（東京都） 1,645

マームとジプシー新作公演／カタチノチガウ 合同会社　マームとジプシー（東京都） 2,162

南河内万歳一座「肥満男」（仮題） 南河内万歳一座（大阪府） 2,668

南河内万歳一座「滅裂博士」 南河内万歳一座（大阪府） 2,968

新説・つくば寺セブンローズ（仮） モダンスイマーズ（埼玉県） 2,859

劇団桃唄309公演　『風が吹いた、帰ろう』 劇団　桃唄309（東京都） 1,460

『鼠』―劇王天下統一大会2015関西代表作の長編化― モンゴルズシアターカンパニー（大阪府） 167

うた芝居　ないたあかおに　中四国地区小学校児童館幼稚園巡回公演 山の音楽舎（神奈川県） 783

遊戯空間公演「全段通し仮名手本忠臣蔵」 一般社団法人　遊戯空間（東京都） 947

遠藤啄郎米寿記念　説経「愛護の若」より“恋に狂ひて”KAAT公演 横浜ボートシアター（東京都） 1,661

ラッパ屋第42回公演「筋書ナシコ」 ラッパ屋（東京都） 3,833

劇団離風霊船公演　「ゴジラ」 リブレセン　合同会社（東京都） 2,470

龍昇企画公演　『甘い傷』 龍昇企画（東京都） 1,027

錬肉工房公演「西埠頭／鵺」 有限会社　錬肉工房（千葉県） 2,097

□字ック第十一回本公演「荒川、神キラーチューン」 □字ック（東京都） 2,122

ロロvol.12『タイトル未定』 ロロ（東京都） 1,017

悪い芝居vol.18「スロウロリス」2都市ツアー 悪い芝居（京都府） 1,352

不毛の先へ（仮） ONEOR8（東京都） 2,790
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伝統芸能の公開活動（合計32件・51,785千円）

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） 617

お笑い浅草21世紀 株式会社　浅草２１世紀（東京都） 3,693

大阪楽所第34回雅楽演奏会 大阪楽所（大阪府） 983

大槻能楽堂自主公演能　ナイトシアター　上町塾 公益財団法人　大槻能楽堂（大阪府） 332

音輪会第17回雅楽演奏会 音輪会（京都府） 476

拓の会別会「園喜輔創る躍る　変化舞踊の魅力」 有限会社　オフィス拓（東京都） 1,694

関西常磐津協会設立75周年記念演奏会 一般社団法人　関西常磐津協会（大阪府） 738

大島久見十三回忌追善能 喜多流能の会（広島県） 1,298

伝承の会 公益社団法人　京都観世会（京都府） 334

第67回　京都薪能　五輪開催年に復興と平和を祈る 京都能楽会（京都府） 2,639

第六十二回　同明会能
一般社団法人　京都能楽囃子方同明会（京都
府）

593

第7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） 919

第14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） 181

文之助・九雀・吉弥の神戸らくごビレッジ　（その84～89） さかいひろこworks（大阪府） 531

燦ノ会　定期公演 燦ノ会（東京都） 690

創邦21第14回作品演奏会 創邦21（東京都） 637

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）

262

TTR能プロジェクト企画公演「和魂Ⅳ」
一般社団法人　ＴＴＲ能プロジェクト（兵庫
県）

401

第135回　定期演奏会 公益社団法人　当道音楽会（大阪府） 491

第七回長唄伝承曲の研究会 長唄伝承曲の研究会（東京都） 354

長唄東音会　定期公演 長唄東音会（神奈川県） 1,543

第14回　長唄・囃子　樂明會 長唄・囃子　樂明會（東京都） 303

阪神能楽囃子連盟調和会主催公演　第8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）

366

伝統人形芝居は今！～近代への流れと一人遣い人形芝居　乙女文楽と車人形 有限会社　プーク人形劇場（東京都） 462

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） 24,040

豊春会春の能 豊春会（京都府） 439

第32回　真しほ会 真しほ会（東京都） 492

第2回　双蝶会 燿の会（東京都） 2,893

代々木果迢会平成28年度定例公演 代々木果迢会（東京都） 821

第24回　「鸞ノ会」 鸞ノ会（神奈川県） 467

伶楽舎雅楽コンサートno.31 一般社団法人　伶楽舎（東京都） 982

伶楽舎　子どものための雅楽コンサート2016 一般社団法人　伶楽舎（東京都） 1,114
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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 2016　35歳以下の若手建築家による
建築の展覧会2016

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）

1,561

「福島現代美術ビエンナーレ2016」
福島現代美術ビエンナーレ実行委員会（福島
県）

927

KYOTO版画2016　日本・カナダ国際版画展 版画京都展実行委員会（京都府） 1,672

WATARASE Art Project 2016 - Arts WATARASE 03 "LOVE & HATE"　展 WATARASE Art Project（栃木県） 1,353

今、版画って面白い「HANGA」展
特定非営利活動法人　アートチャレンジ滝川
（北海道）

123

アートかわさき2016展 アートかわさき実行委員会（神奈川県） 472

Open　Storage　2016～大型美術作品の「見せる収蔵庫」 （仮） [メイン
アーティスト:やなぎみわ]

一般財団法人　おおさか創造千島財団（大阪
府）

2,468

TERATOTERA祭り　2016 一般社団法人　Ongoing（東京都） 731

第6回　アートアイランズTOKYO2016　国際現代美術展　大島+新島
東京の島々を結ぶアート航路開発委員会（東京
都）

962

没後10年　ナム・ジュン・パイク　時空を超えることは忍者や同士の夢であ
る　展

ブルーノ・タウト展実行委員会（東京都） 1,256

中里絵魯洲×田島征三　星めぐる空想の森展　(仮)
特定非営利活動法人　越後妻有里山協働機構
（新潟県）

913

公益財団法人京都市芸術文化協会創立35周年記念　特別展　「京の文化絵巻
||～花鳥風月　the Exhibition～」　（仮）

公益財団法人　京都市芸術文化協会（京都府） 1,149

アートベース百島2016　西野達、ス・ドホ、柳幸典 広島アートプロジェクト実行委員会（広島県） 927

「柳　幸典～ワンダリング・ポジション」 特定非営利活動法人　BankART1929（神奈川県） 3,422

ヒロシマ　アート　ドキュメント 2016展 CREATIVE UNION HIROSHIMA（広島県） 907

美術の創造普及活動（合計15件・18,843千円）
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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.6　「ストラクチャーの冒険」（仮） 一般社団法人　アートエリアB1（大阪府） 3,520

夜は天神、おとなの文化祭～福岡演劇フェスティバルファイナル～
アートフェスティバル福岡実行委員会（福岡
県）

281

會田瑞樹パーカッションリサイタル　2016-Vol.2－「わたし」の邦楽体験－ 會田　瑞樹（東京都） 129

Pure Nation 吾郷　賢（京都府） 261

Eenen　延年　VOL.9　コンメディア合戦　イタリア仮面劇VS狂言 Ａｔｅｌｉｅｒ　OGA（大阪府） 924

アンサンブル室町による「エリック・サティと過ごすクリスマス／NOEL
avec ERIK SATIE!」

一般社団法人　アンサンブル室町（東京都） 695

映像芝居「錆からでた実」
映像芝居「錆からでた実」実行委員会（東京
都）

1,162

Spot Light Project vol.2
特定非営利活動法人　STスポット横浜（神奈川
県）

300

志田笙子作品展・ケルン⇄東京 太田真紀＆山田岳（大阪府） 381

ダンスアーカイヴプロジェクト2017 大野一雄舞踏研究所（神奈川県） 792

プロトコル・オブ・ヒューマニティ
一般社団法人　大橋可也＆ダンサーズ（東京
都）

671

「Cross Transit　東京公演」 Office　A/LB（東京都） 1,313

Möbius　公演 木野　彩子（神奈川県） 113

2016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） 1,330

身体を通じて震災の記憶を共有し継承するプロジェクト（仮）砂連尾理「猿
とモルターレ」

砂連尾　理（大阪府） 595

鈴木俊哉リコーダーリサイタル　「リコーダーと尺八」 鈴木　俊哉（神奈川県） 174

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） 456

音から作る映画のパフォーマンス上映 チャーム・ポイント（東京都） 480

第22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’17）
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）

1,137

『Baby Space』　in JAPAN 日本児童・青少年演劇劇団協同組合(東京都） 1,309

Ｔokyo Experimental Ｐerformance Archive
一般社団法人　日本パフォーマンス/アート研究
所（東京都）

1,127

初源-行あるいは楽
パフォーマンス　イン　ミュージアム実行委員
会（兵庫県）

136

焼酎発酵音による現代神楽「甕の音なひ」 藤枝  守（東京都） 856

アートスタート　山の音楽舎の012　「うたのたね」 山の音楽舎（神奈川県） 733

吉原すみれパーカッションリサイタル2016 吉原　すみれ（東京都） 369

伶楽舎第十三回雅楽演奏会　～武満徹「秋庭歌一具」 一般社団法人　伶楽舎（東京都） 1,270

第10回　六味唐辛子こんさあと 六味唐辛子（東京都） 236

多分野共同等芸術創造活動（合計27件・20,750千円）
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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2016
公益財団法人　あいち男女共同参画財団（愛知
県）

3,313

アジアフォーカス・福岡国際映画祭２０１６
アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会
（福岡県）

11,576

イメージフォーラム・フェスティバル2016 イメージフォーラム（東京都） 1,280

カナザワ映画祭2016 かなざわ映画の会（石川県） 1,516

第22回KAWASAKIしんゆり映画祭2016
特定非営利活動法人　KAWASAKIアーツ（神奈川
県）

1,151

第８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）

2,120

第22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）

972

第4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）

967

第８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）

429

第２１回ながおか映画祭 コミュニティシネマ長岡（新潟県） 230

ドキュメンタリー・ドリーム・ショー　山形　in　東京　2016 シネマトリックス（東京都） 1,190

第２０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） 699

第２５回しまね映画祭 しまね映画祭実行委員会（島根県） 2,063

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） 462

第19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）

935

第10回　田辺・弁慶映画祭 田辺・弁慶映画祭実行委員会（和歌山県） 1,221

第26回映画祭　TAMA　CINEMA　FORUM ＴＡＭＡ映画フォーラム実行委員会（東京都） 1,642

第17回東京フィルメックス／TOKYO FILMeX 2016
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）

13,643

なら国際映画祭2016
特定非営利活動法人　なら国際映画祭実行委員
会（奈良県）

5,184

第２２回函館港イルミナシオン映画祭２０１６
函館港イルミナシオン映画祭実行委員会（北海
道）

1,053

第22回宮崎映画祭 宮崎映画祭実行委員会（宮崎県） 729

第４１回湯布院映画祭 湯布院映画祭実行委員会（大分県） 1,692

第１９回　ゆふいん文化・記録映画際
ゆふいん文化・記録映画祭実行委員会（大分
県）

816

国内映画祭等の活動：国内映画祭（合計23件・54,883千円）
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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)

青森県立美術館　映画上映「特集・相米慎二の10年間」
青森県立美術館パフォーミングアーツ推進実行
委員会（青森県）

568

映画タイムマシン 公益財団法人　川崎市文化財団（神奈川県） 165

第10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）

512

特集上映　没後10年　実相寺昭雄監督
特定非営利活動法人　コミュニティシネマ大阪
（大阪府）

377

三陸映画上映ネットワーク事業（シネマエール東北2016）
一般社団法人　コミュニティシネマセンター
（東京都）

3,000

活動大写真　活弁　（麻生八咫、子八咫　親子活弁20周年記念） 札幌映画サークル（北海道） 435

生誕100年　映画監督・小林正樹 公益財団法人　せたがや文化財団（東京都） 1,329

特集上映「原爆と銀幕」 特集上映「原爆と銀幕」上映委員会（東京都） 1,181

生誕百年　映画監督　鈴木英夫の全貌 日本映画大回顧展上映実行委員会（大阪府） 679

特集上映：藤田敏八　撮って撮られて時代の色気（仮） 公益財団法人　山口市文化振興財団（山口県） 774

国内映画祭等の活動：日本映画上映活動（合計10件・9,020千円）

14



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 大野雄二＆ルパンティックシックス　ルパンジャズライブ2016
一般財団法人　大空町青少年育成協会(大空
町教育文化会館)

659

北海道
釧路ジュニアジャズオーケストラwith椎名豊クィンテット　スペ
シャル　ジャズ　コンサート　2016

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)

331

北海道 音楽物語「わが街　深川2016」
特定非営利活動法人　深川市舞台芸術交流協
会(深川市文化交流ホールみ・らい)

1,130

北海道
8人のチェリストによる幅広い世代の記憶に残る力強いメロディー
を地域に。

特定非営利活動法人　ふらの演劇工房(富良
野演劇工場)

681

札幌市 ノースジャムセッション2016
公益財団法人　札幌市芸術文化財団(札幌芸
術の森)

3,523

札幌市
札幌市こども人形劇場こぐま座40周年記念事業　野外巨大人形劇
「ピノキオ」＆人形劇フェスティバル

公益財団法人　さっぽろ青少年女性活動協会
(札幌市こども人形劇場こぐま座)

1,518

青森県 舘野ファミリー＆フレンズ　スペシャルコンサート
株式会社　アート＆コミュニティ(八戸市公
会堂)

307

岩手県 いわてJAZZ　2016
公益財団法人　岩手県文化振興事業団(岩手
県民会館)

2,051

岩手県
今井奈緒子パイプオルガン・コンサート　with波多野睦美　2016
（仮称）

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)

314

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) 1,134

宮城県 バッハホール開館35周年記念事業「ヨハネ受難曲演奏会」
宮城県加美町(中新田文化会館（中新田バッ
ハホール）)

1,435

宮城県
結成15周年記念　劇団ドリーム☆キッズ　第14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)

945

宮城県
仙台ゴスペル・フェスティバル　コンサート　“Gospel Makes
You Happy”Live

公益財団法人　宮城県文化振興財団(宮城県
民会館)

618

秋田県
湯沢市雄勝文化会館開館20周年記念事業トルヴェール・クヮル
テットコンサート2016

湯沢市(湯沢市雄勝文化会館) 283

秋田県 『平成28年度　第6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）)

660

山形県 レ・ヴァン・フランセ
一般財団法人　山形市都市振興公社(山形テ
ルサ)

1,032

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)

348

茨城県
茨城県立県民文化センター開館50周年記念事業　茨城県新人演奏
会管弦楽団ニューイヤーコンサート

公益財団法人　いばらき文化振興財団(茨城
県立県民文化センター)

1,176

栃木県
足利市民プラザ開館35周年記念事業　仲道郁代＆ゲヴァントハウ
ス弦楽四重奏団足利公演＆特別ワークショップ

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)

811

栃木県 古典芸能鑑賞講座「雅楽入門」
小山市立文化センター運営共同事業体(小山
市立文化センター)

218

栃木県
（仮称）2016那須野が原ハーモニーホール・Xmas国際音楽祭
「ジュニアオーケストラ・ワークショップ第3回定期演奏会」

公益財団法人　那須野が原文化振興財団(那
須野が原ハーモニーホール)

248

さいたま市 第2回子ども伝統文化祭
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)

308

千葉県 創作狂言「南総里見八犬伝」
公益財団法人　千葉県文化振興財団(千葉県
文化会館)

538

千葉県 平成28年度県民芸術劇場公演　能楽∞四重奏 J＆T共同体(青葉の森公園芸術文化ホール) 487

千葉県 聲明　～大般若転読会～ 船橋市(船橋市民文化創造館(きららホール)) 137

東京都 現代能「光の素足」
公益財団法人　くにたち文化・スポーツ振興
財団(くにたち市民芸術小ホール)

626

東京都
東京シティ・バレエ団／ティアラ“くるみ”の会　「第31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）)

1,459

東京都 新宿JAZZコンサート2016
公益財団法人　新宿未来創造財団(新宿区立
新宿文化センター)

630

東京都 伝統文化交流事業inゆとろぎ「石見神楽公演」 羽村市(羽村市生涯学習センターゆとろぎ) 543

東京都 日本の響き、世界の調べ～第1回　日本と韓国
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）)

490

東京都
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2017

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)

785

地域文化施設公演・展示活動：文化会館公演（合計105件・118,004千円）

15



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)

東京都 武蔵野シティバレエ　特別公演
公益財団法人　武蔵野文化事業団(吉祥寺シ
アター)

506

東京都
府中の森芸術劇場開館25周年記念　どりーむコンサート100回記念
「カルミナ・ブラーナ」

公益財団法人　府中文化振興財団(府中の森
芸術劇場)

988

神奈川県
鎌倉芸術館ゾリステンVol.44　徳永二男活動50周年記念コンサー
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)

253

神奈川県 30th anniversary　ヨコスカ　ジャズ　ドリームス2016（仮）
公益財団法人　横須賀芸術文化財団(横須賀
芸術劇場)

912

横浜市 ふぉんて狂言会
横浜市泉区民文化センター共同事業体(横浜
市泉区民文化センター（テアトルフォン
テ）)

178

横浜市 横浜能楽堂開館20周年記念企画公演
公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団(横
浜能楽堂)

3,164

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）)

903

新潟県
長岡リリックホール開館20周年記念事業　リリック室内オペラ
「てかがみ」

公益財団法人　長岡市芸術文化振興財団(長
岡リリックホール)

4,953

新潟県 うおぬま超劇シリーズ2016「Dance ダンス　だんす！」
魚沼文化自由大楽実行委員会(魚沼市小出郷
文化会館)

278

新潟市 第4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)

596

富山県
富山県高岡文化ホール開館30周年記念事業　天沼裕子　演出
モーツァルトオペラより　アマデウス　美しき「魔笛」

公益財団法人　富山県文化振興財団(富山県
高岡文化ホール)

1,769

富山県
千住真理子  with  スーク室内オーケストラ「バレンタイン・コ
ンサート」

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)

807

富山県 コスモホール開館30周年記念演奏会
公益財団法人　入善町文化振興財団(入善町
民会館（コスモホール）)

1,400

石川県 小松伝統芸能祭 小松市(石川県こまつ芸術劇場うらら) 455

石川県 BIG APPLE in NONOICHI 2016
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)

1,892

石川県 金沢ティーンズミュージカル　第7回公演
公益財団法人　金沢芸術創造財団(金沢市文
化ホール)

1,097

福井県 吹奏楽フェスティバル  in SABAE 2016
吹奏楽フェスティバル in SABAE 実行委員会
(鯖江市文化センター)

1,065

山梨県
古楽の真夏の祭典　第30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)

1,464

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

287

長野県 第11回　農村歌舞伎祭
一般財団法人　長野県文化振興事業団(長野
県伊那文化会館)

494

長野県 第42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)

1,859

岐阜県 樫本大進・小菅　優・ボルケス　トリオ　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）)

739

静岡県
三島市政75周年・市民文化会館25周年記念事業「みしま音楽の
日」

「みしま音楽の日」実行委員会(三島市民文
化会館)

426

静岡市 HAGOROMOプロジェクト（演劇編）「天女の羽衣（仮）」
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）)

1,239

愛知県
東海市ひとづくりパートナーシップシリーズ　名古屋フィルハー
モニー交響楽団新春ニューイヤーコンサート

東海市教育委員会(東海市芸術劇場) 668

愛知県 第12回しみん劇『決定版  十一ぴきのネコ』
一般財団法人　ちりゅう芸術創造協会(知立
市文化会館（パティオ池鯉鮒）)

1,368

愛知県 幸田ミュージカル2017「さよなら、ブルーバード」 幸田町文化振興協会(幸田町民会館) 1,311

名古屋市 名古屋の実力派俳優が贈る名作劇場「ルームサービス」
公益財団法人　名古屋市文化振興事業団(名
古屋市西文化小劇場)

2,766

名古屋市 市民参加の朗読劇「愛と死をみつめて」
公益財団法人　名古屋市文化振興事業団(名
古屋市東文化小劇場)

1,314

16
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三重県 青森中央高校演劇部「もしイタ」　青森　ver.＆三重　ver.
公益財団法人　三重県文化振興事業団(三重
県文化会館)

982

滋賀県 大津夏休み能公演　みんなで楽しむ「つちぐも」
大津KLP＆PACグループ　株式会社  ピーエー
シーウエスト(大津市伝統芸能会館)

315

滋賀県 ルシオール音楽塾
公益財団法人　守山市文化体育振興事業団
(守山市市民文化会館)

370

滋賀県 滋賀県次世代伝統文化継承事業  「近江の祭り」
公益財団法人　滋賀県文化振興事業団(滋賀
県立文化産業交流会館)

855

京都府 たんたん能  in  丹後
公益財団法人　京都府丹後文化事業団(京都
府丹後文化会館)

986

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　2nd　ステージ

創〈公益財団法人　京都文化財団・株式会社
コングレ共同事業体〉(京都府立府民ホール
(アルティ）)

793

京都市
＜京都市東部文化会館　伝統音楽・伝統芸能シリーズ＞  雅楽鑑
賞会

公益財団法人　京都市音楽芸術文化振興財団
(京都市東部文化会館)

153

大阪府 コスモスオリジナルミュージカル「Stand By Me 2017」（仮題）
一般財団法人　貝塚市文化振興事業団(貝塚
市民文化会館)

1,222

大阪府 第30回リトルカメリア推薦コンサート
一般財団法人　摂津市施設管理公社(摂津市
民文化ホール)

1,571

大阪府
ラブリーホール・小ホール・ミュージカル  Vol.3『エターナル
ガーデン　永遠の女王とエデンの城』

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）)

2,034

大阪府 SHOW劇場vol.11「与謝野晶子～みだれ髪～」
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）)

1,336

大阪府
第40回八尾市民劇場　大阪フィル地域拠点契約事業　大阪フィル
ハーモニー交響楽団　八尾演奏会

公益財団法人　八尾市文化振興事業団(八尾
市文化会館)

1,413

大阪市
オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ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)

200

堺市 室内楽の魅力でつづる　バロックへの誘い（いざない）
公益財団法人　堺市文化振興財団(堺市立東
文化会館)

739

兵庫県
加東市制10周年記念公演　加東混声合唱団＆加東フィルハーモ
ニー管弦楽団　第九特別演奏会－歓喜の歌が街に流れるとき

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（L.O.C.ホール）)

392

兵庫県 オーケストラと合唱の楽しみ2016
公益財団法人　赤穂市文化とみどり財団(赤
穂市文化会館)

1,072

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)

419

兵庫県
～たつの市ゆかりの音楽家による～第6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）)

127

兵庫県 みき演劇セミナー第二十一発「わがまちシリーズ第14弾」
公益財団法人　三木市文化振興財団(三木市
文化会館)

747

兵庫県 第25回みつなかオペラ　プッチーニ：歌劇「マノン・レスコー」
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)

3,946

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)

470

兵庫県 第31回伊丹市民オペラ定期公演「椿姫」
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）)

2,208

奈良県
劇団いかるが第十八回公演～斑鳩物語パート18～『竜田揚げだ
よ、人生は！』

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）)

188

島根県
プラバホール開館30周年記念オルガン・リサイタル（第103回オル
ガン定期演奏会）

特定非営利活動法人　松江音楽協会(松江市
総合文化センター　(プラバホール）)

154

広島市 演劇引力廣島　第14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）)

3,392

山口県 第16回防府音楽祭＜ほうふニューイヤーコンサート2017＞
公益財団法人　防府市文化振興財団(防府市
地域交流センター（アスピラート）)

2,196

山口県
松山バレエ団×広島交響楽団「くるみ割り人形」  スペシャルハ
イライト

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）)

4,471

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）)

2,014

徳島県 Tokushima Musicians' Fes.
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）)

2,030
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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)

香川県 高校演劇フェスティバル
公益財団法人　高松市文化芸術財団(高松市
文化芸術ホール（サンポートホール高松）)

687

香川県 とらまる人形劇カーニバル2016
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)

975

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) 4,433

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「花咲かじ
いさん」

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）)

1,186

福岡県
石橋文化センター開園60周年記念事業　音楽劇「悲劇の天才画家
青木　繁」

公益財団法人  久留米文化振興会(石橋文化
センター)

2,500

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
2015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)

304

大分県
和楽器アンサンブル息吹コンサート2016　～ふるさと大分の響き
～

ホルトホール大分みらい共同事業体(ホルト
ホール大分)

494

大分県 コロ・フェスタ2016 in 水郷日田　～歌声の響くまち日田～
株式会社　ケイミックス(日田市民文化会館
（パトリア日田）)

1,842

大分県 東京混声合唱団・クリスマスコンサート
株式会社　ケイミックス(宇佐市宇佐文化会
館(ウサノピア）)

1,158

宮崎県 神尾真由子＆ミロスラフ・クルティシェフ　デュオ・リサイタル
公益財団法人　宮崎文化振興協会(宮崎市民
プラザ)

1,020

宮崎県
歌と音楽の、“はじまり”のひととき（仮）　～ホール附属合唱
団あさぎりと盆地のなかまたち～

公益財団法人　都城市文化振興財団(都城市
総合文化ホール)

791

鹿児島県
平成28年度宝山ホール自主文化事業　「ミュージカル　ヤジロウ
と海乱鬼2016」

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）)

1,549

鹿児島県 チック・コリア　ソロ・リサイタル
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)

1,182

沖縄県
バリ沖縄芸能合同公演「踊るしま～バリと琉球～」　パレット市
民劇場開館25周年記念事業

パレットグループ(パレット市民劇場) 1,375

大学 琉球舞踊と組踊　春秋座公演
学校法人　瓜生山学園(京都造形芸術大学
京都芸術劇場　春秋座)

767

大学 慶應義塾大学コレギウム・ムジクム・オペラプロジェクト2016
学校法人　慶應義塾(慶應義塾　藤原洋記念
ホール)

370

（注）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 生誕100年記念　砂田友治展 苫小牧市（苫小牧市美術博物館） 850

北海道 帝都交響楽　三岸好太郎「オーケストラ」を巡る人びと（仮称）
北海道教育委員会（北海道立三岸好太郎美術
館）

616

札幌市 柿﨑熙展
公益財団法人　札幌市芸術文化財団（札幌芸
術の森美術館）

1,698

岩手県 生誕130周年記念　五味清吉展 岩手県（岩手県立美術館） 2,072

宮城県 特別展　日本人とクジラ 宮城県（東北歴史博物館） 602

宮城県 写真家・畠山直哉の芸術論 (仮）
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）

3,131

秋田県 生誕150年記念　寺崎廣業展 秋田市（秋田市立千秋美術館） 1,321

山形県 生誕１２０年　椿貞雄展―椿貞雄と岸田劉生―
公益財団法人　米沢上杉文化振興財団（米沢
市上杉博物館）

1,040

福島県 渡部南嶽展
南会津町（南会津町総合歴史民俗文化財保存
施設　奥会津博物館）

683

福島県 特別公開　「東日本大震災復興支援　MOA美術館名品展」 郡山市（郡山市立美術館） 1,521

福島県 エドワード・ゴーリーの世界展 福島県（福島県立美術館） 846

茨城県 現代の茶陶 （仮称） 茨城県（茨城県陶芸美術館） 1,673

茨城県 特別展Ⅰ　「三昧塚古墳とその時代」
公益財団法人　茨城県教育財団（茨城県立歴
史館）

2,649

栃木県 高木修展 栃木県（栃木県立美術館） 1,216

栃木県 特別企画展　「前田藤四郎と川上澄生」展
鹿沼市教育委員会（鹿沼市立川上澄生美術
館）

367

栃木県 生誕100年 木村辰彦展 小山市教育委員会（小山市立車屋美術館） 423

群馬県 「大地に立って/空を眺めて」展 (仮称） 群馬県（群馬県立館林美術館） 1,717

埼玉県 特別展　「建郡1300年　高麗郡　―かたちとかたり―」 埼玉県（埼玉県立歴史と民俗の博物館） 1,973

埼玉県 展覧会　「竹岡雄二　台座から空間へ」　（仮称）
竹岡雄二展実行委員会（埼玉県立近代美術
館）

2,019

千葉県
One　Road：オーストラリアの砂漠が生んだアボリジニ・アート
日本展 （仮）

株式会社　アートフロントギャラリー（市原
市水と彫刻の丘）

2,096

東京都 日本の新進作家　Vol.13　東京・TOKYO
公益財団法人　東京都歴史文化財団（東京都
写真美術館）

2,926

東京都 ロダン没後100年記念『ロダンと近代日本彫刻展』 小平市（小平市平櫛田中彫刻美術館） 1,663

東京都 特別展「世界の文字の物語」展
公益財団法人　古代オリエント博物館（古代
オリエント博物館）

677

東京都 森羅万象を刻む―デューラーから柄澤齊へ 町田市（町田市立国際版画美術館） 2,500

東京都 「朝井閑右衛門」展　（仮称）
公益財団法人　練馬区文化振興協会（練馬区
立美術館）

3,087

東京都
特別展「有田焼創業400年記念　明治有田　超絶の美―万国博覧会
の時代」

公益財団法人　泉屋博古館（泉屋博古館分
館）

2,042

神奈川県
開館25周年記念展　香月泰男と丸木位里・俊―シベリアシリー
ズ・原爆の図―

平塚市（平塚市美術館） 2,482

神奈川県 塩田千春展　鍵のかかった部屋
公益財団法人　神奈川芸術文化財団（神奈川
芸術劇場（KAAT））

1,984

横浜市
横浜開港資料館　平成28年度　第2回企画展示　「芝山漆器と横
浜」　（仮称）

公益財団法人　横浜市ふるさと歴史財団（横
浜開港資料館）

808

横浜市 BODY/PLAY/POLITICS　（仮称）
公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団（横
浜美術館）

5,034

横浜市
新・今日の作家展　創造の場所　～もの派から現代へ～　（仮
称）

公益財団法人　横浜市芸術文化振興財団（横
浜市民ギャラリー）

1,277

川崎市 川崎市岡本太郎美術館「今日をひらく鉄道」展 (仮称） 川崎市（川崎市岡本太郎美術館） 904

富山県 下道基行展
公益財団法人　黒部市国際文化センター（黒
部市美術館）

786

富山県 なんとの至宝展　近代篆刻界の鬼才　谷聴泉 南砺市（南砺市立福光美術館） 241

石川県
石川県立歴史博物館　秋期特別展 「城下町金沢は大にぎわい！
（仮）」

石川県（石川県立歴史博物館） 932

石川県 Superflex! Anything you want to buy is free （仮称）
公益財団法人　金沢芸術創造財団（金沢21世
紀美術館）

2,781

地域文化施設公演・展示活動：美術館等展示（合計79件・124,957千円）
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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)

石川県 松任中川一政記念美術館開館30周年記念 没後25年　中川一政展 白山市（白山市立松任中川一政記念美術館） 1,491

福井県 アートドキュメント2016　高橋匡太展　（仮称）
公益財団法人　金津創作の森財団（金津創作
の森）

1,184

福井県 「福井の仏像―白山を仰ぐ人々と仏たち―」展 福井市（福井市立郷土歴史博物館） 1,008

長野県 「冥土へのこの道展」
小諸市（小諸市立小諸高原美術館・白鳥映雪
館）

725

長野県
信濃美術を見つめる「美の相反/諏訪の記憶　松澤宥・辰野登恵
子・宮坂了作・根岸芳郎」（仮）

株式会社　地域文化創造（茅野市美術館） 1,809

岐阜県
日下部民藝館開館50周年記念　民藝―柳宗悦と美の発見者たち―
展　(仮称）

一般財団法人　日下部民藝館（日下部民藝
館）

593

静岡市
伊豆市所蔵近代日本画コレクション展　大観・靫彦らと修善寺
（仮称）

公益財団法人　静岡市文化振興財団（静岡市
美術館）

2,566

浜松市 特別展　遠江の木喰仏―木喰仏がほほ笑む― 浜松市（浜松市博物館） 1,273

愛知県
あいちトリエンナーレ2016特別連携事業　特別企画展「人が大地
と出会うとき」

愛知県（愛知県陶磁美術館） 2,407

三重県 石垣定哉展 三重県（三重県立美術館） 2,181

三重県 特別展「古代出雲、その限りない魅力」 三重県（斎宮歴史博物館） 1,717

三重県 伊勢の瓦　大和の瓦 鈴鹿市（鈴鹿市考古博物館） 471

滋賀県 受け継がれゆく千年の美 (仮）　展 滋賀県（滋賀県立近代美術館） 3,078

京都府 江戸の植物画展　(仮称）
公益財団法人　京都文化財団（京都府京都文
化博物館）

422

京都市 特別展　高麗仏画―香りたつ装飾美　（仮称） 公益財団法人　泉屋博古館（泉屋博古館） 2,274

京都市 杉本博司　趣味と芸術――味占郷 公益財団法人　細見美術財団（細見美術館） 1,086

兵庫県 1945年±5年　戦争と復興、激動の時代 兵庫県教育委員会（兵庫県立美術館） 2,660

兵庫県 描かれた大正モダン・キッズ―婦人之友社『子供之友』原画展― 兵庫県教育委員会（兵庫県立歴史博物館） 829

兵庫県 特別展「江戸時代の兵庫津」 （仮称） 兵庫県教育委員会（兵庫県立考古博物館） 528

兵庫県 ひいな―しにせの人形― たつの市（たつの市立龍野歴史文化資料館） 1,343

兵庫県
 朝来市埋蔵文化財センター 開館10周年記念特別展「鳥と翔ける
王～池田古墳出土資料一斉公開～」

朝来市教育委員会（朝来市埋蔵文化財セン
ター(古代あさご館)）

868

兵庫県 歩く詩人―ワーズワスと芭蕉
公益財団法人　柿衞文庫（公益財団法人　柿
衞文庫）

1,627

奈良県 特別展　呉越国―西湖に育まれた文化の粋美―　（仮称） 公益財団法人　大和文華館（大和文華館） 4,500

鳥取県 特別企画展　「生誕100年記念　國頭繁次郎　展」　（仮称）
一般財団法人　米子市文化財団（米子市美術
館）

949

島根県 月岡芳年展 島根県（島根県立石見美術館） 3,479

岡山県 原田直次郎展 岡山県（岡山県立美術館） 1,198

岡山県 没後70年　津田白印展 笠岡市（笠岡市立竹喬美術館） 392

岡山県 棟方志功―平櫛田中を「先醒」と呼んだ板画家 井原市（井原市立田中美術館） 2,045

広島県 第２０回平和美術展「後藤靖香展」
公益財団法人　廿日市市文化スポーツ振興事
業団（はつかいち美術ギャラリー）

589

山口県 花開く大正の洋画とヨーロッパの美術 (仮称） 下関市（下関市立美術館） 1,801

香川県 ヤノベケンジ展 高松市（高松市美術館） 1,925

香川県 金氏徹平展  （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）

3,655

愛媛県
2016年度町立久万美術館自主企画展　風景画のゆくえ―松田正
平・喜多村知  （仮称）

久万高原町（町立久万美術館） 665

福岡市
サロンクバヤ: シンガポール　麗しのスタイル　つながりあう世
界のプラナカン・ファッション

福岡市（福岡市美術館） 751

北九州市 九州古陶磁の魅力・田中丸コレクション展 北九州市（北九州市立美術館） 1,240

佐賀県 平成28年度唐津の歴史文化企画展「タネを撒く」
公益財団法人　唐津市文化事業団（唐津市末
盧館）

372

長崎県 新宮　晋の宇宙船  （仮称）
公益財団法人　長崎ミュージアム振興財団
（長崎県美術館）

3,594

大分県 シアター・イン・ミュージアム
公益財団法人　大分県芸術文化スポーツ振興
財団（大分県立美術館）

2,648
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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)

大分県 開館35周年記念　平成28年度特別展「生誕200年　賀来飛霞」 大分県（大分県立歴史博物館） 973

沖縄県 日本民藝館80周年展　沖縄の美 沖縄県（沖縄県立博物館・美術館） 813

大学 カワイオカムラ「ムード・ホール」
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）

882

大学 名古屋大学企画展「誇張なきアート―科学記録にみる美」
国立大学法人　名古屋大学（名古屋大学博物
館）

356

大学 特別展「佐賀の美術教師たち―地方画壇の成立と美術教育者」 国立大学法人　佐賀大学（佐賀大学美術館） 1,353

（注）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)

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 1,000

福井県 若狭町熊川宿重要伝統的建造物群保存地区修理事業報告書作成 若狭町 387

長野県
塩尻市木曾平沢重要伝統的建造物群保存地区選定10周年記念冊子
作成

塩尻市 283

三重県 情報誌「おくまの」の制作・印刷及び地域巡回講座の実施 東紀州地域振興公社 700

奈良県
宇陀市松山　「重要伝統的建造物群保存地区選定10周年記念」保
存啓発活動

宇陀市 813

福岡市 eco musée はかた博物館 ハカタ・リバイバル・プラン 2,157

大分県 城下町杵築観月祭 城下町杵築観月祭実行委員会 595

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 400

全国 全国文化的景観地区連絡協議会　金沢大会 全国文化的景観地区連絡協議会 700

歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動（合計9件・7,035千円）

（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・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)

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 359

福島県 ふくしま手織りフォーラム推進事業 福島市 2,629

福島県 ふるさとの祭り2016 ふるさとの祭り実行委員会 1,580

群馬県 からくり人形芝居「八百屋お七」復元・復活上演 桐生からくり人形芝居保存会 806

千葉県 房総の郷土芸能2016 房総の郷土芸能2016実行委員会 400

東京都 成増里神楽の伝承公開 成増里神楽保存会 400

神奈川県 第44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28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

横浜市 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 496

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 203

長野県 郷土伝統芸能のつどい 小諸市 594

静岡県 一之宮神社奉納三番叟 柏久保三番叟保存会 300

静岡市 大神楽祭―芸能の聖地　静岡浅間神社で舞う― 静岡市 1,373

愛知県 阿久比谷虫供養 阿久比谷虫供養横松実行委員会 825

愛知県 三遠南信ふるさと歌舞伎交流豊橋大会 三遠南信ふるさと歌舞伎交流実行委員会 1,100

三重県 一色神社例祭奉納能の『一色能』開催 一色町能楽保存会 900

滋賀県 油日の奴振  保存公開事業 上野頭頭殿株 1,000

島根県 大土地吉兆行事 大土地吉兆行事保存推進協議会（子供会） 500

徳島県 高校生等による阿波人形浄瑠璃フェスティバル  （仮称） 徳島県教育委員会 1,486

香川県 第24回だんじり子供歌舞伎 東かがわだんじり子供歌舞伎保存会 386

宮崎県 みやざきの神楽映像記録・魅力発信事業 宮崎県 2,300

民俗文化財の保存活用活動（合計21件・18,137千円）
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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 夢　公演 特定非営利活動法人　アートステージ空知 325

北海道 LCアルモーニカ　オペラ公演「ラ・ボエーム」 LCアルモーニカ 1,340

札幌市
北海道ダンスプロジェクト公演「新たなる挑戦（New Challenge）
Ⅵ」

北海道ダンスプロジェクト（HDP） 447

札幌市 人形浄瑠璃2017 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座 1,201

札幌市
吟ムツの会「八百屋のお告げ」公演（札幌演劇シーズン2016夏参
加作品）

吟ムツの会 103

札幌市 35回記念　人形劇フェスティバル2017年さっぽろ冬の祭典 札幌人形劇協議会 615

青森県 第57回定期演奏会 青森市民交響楽団 404

青森県 弘前バッハアンサンブル定期演奏会 弘前バッハアンサンブル 921

青森県
弘前オペラ　第45回定期公演　歌劇「カヴァレリア・ルスティ
カーナ」

弘前オペラ 1,720

岩手県 第6回公演「義経行状記」 紫波町民劇場 644

宮城県 名取こどもミュージカル2016公演 名取こどもミュージカル実行委員会 750

宮城県 「LEGEND～義経になった男～　2016」 佐取純子モダンバレエスタジオ 540

秋田県 オペラ「カルメン」全幕日本語公演 能代オペラ音楽祭 1,597

秋田県 土方巽メモリアル30in秋田・2016「土方巽・舞踏のふるさと」 土方巽記念秋田舞踏会 861

山形県
市民参加型ミュージカル　5周年記念公演「はちこの皇子物語2016
～時空を駈けツムグあなたの優しさを忘れない～」

市民参加型ミュージカル実行委員会 929

山形県 国指定重要文化財丙申堂120年記念　アートキャンパス2016
特定非営利活動法人　公益のふるさと創り鶴
岡

638

福島県 会津混声合唱団第50回記念定期演奏会 会津混声合唱団 200

福島県
創立40周年記念　郡山ジュニアフィルハーモニーオーケストラ
第39回定期演奏会

郡山ジュニアフィルハーモニーオーケストラ 167

福島県 オーケストラアカデミー会響　第6回演奏会 オーケストラアカデミー会響 330

福島県 相馬ながれやま踊りJuniorの会　関西公演事業 相馬ながれやま踊りJuniorの会 421

茨城県 「Twinkle☆Twinkle（Myuユースプロジェクト）」 みの～れ住民劇団「演劇ファミリーMyu」 190

茨城県 第5回定期演奏会 フィオリーナマンドリンアンサンブル 129

茨城県 西塩子の回り舞台　第6回定期公演 西塩子の回り舞台保存会 1,184

栃木県 栃木県総合文化センター25周年記念オペラ「蝶々夫人」 栃木県オペラ協会 1,032

埼玉県
第7回　ソウカ　パイン　オペラ　コンサート喜歌劇「伯爵家令嬢
マリツア」

一般社団法人　East Music Association 948

埼玉県 劇団ダウト第九回公演「ヴィヨンの妻の子供たち」（仮題） 劇団DOUBT-ダウト 221

千葉県 第8回いちかわ市民ミュージカル公演 いちかわ市民ミュージカル実行委員会 1,419

千葉県 第19回我孫子国際野外美術展 我孫子野外美術展実行委員会 601

千葉県
ニュークレモナフィルハーモニーオーケストラ第20回記念定期演
奏会

ニュークレモナフィルハーモニーオーケスト
ラ

229

東京都 野外アート展「トロールの森2016」 トロールの森実行委員会 776

東京都 町田市民ミュージカル2016 町田市民ミュージカルの会 868

東京都 都民交響楽団　神津島演奏会 都民交響楽団 511

アマチュア等の文化団体活動（合計120件・87,290千円）
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都道府県
指定都市

助成対象活動名 助成対象団体名
助成金交付予定額

(単位：千円)

東京都 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 252

東京都
東京ジュニアオーケストラソサエティ結成20周年記念第17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

781

東京都 第16回　調布市民歌舞伎公演 調布市民歌舞伎 417

東京都 MYROT　コンサート　2016 Mino-Yoshizawa Recorder Orchestra,Tokyo 295

東京都 弦楽器の生演奏と宮澤賢治の童話 ものがたりグループ☆ポランの会 101

東京都 Dance for All「ようこそ、のはら！！」 みんなのダンスフィールド 230

東京都
第8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

974

東京都 荒川区民オペラ第17回公演「アイーダ」 荒川区民オペラ 1,680

神奈川県
SUKAミュー2016年公演「ナミとチャル～（新作）～」（タイトル
仮）

横須賀市民ミュージカルを作る会（SUKA
ミュー）

569

神奈川県 第42回人形浄瑠璃自主公演 あつぎひがし座 123

横浜市 結成30周年記念　第27回横浜都筑太鼓公演 特定非営利活動法人　横浜都筑太鼓 200

横浜市 港北区民ミュージカルVol.14「コネクト」 港北区民ミュージカル実行委員会 841

相模原市 相模原市民交響楽団　第35回記念定期演奏会 相模原市民交響楽団 306

新潟県
長岡市民合唱団　第29回　定期演奏会　Rossini 「Stabat
Mater」

長岡市民合唱団 1,064

新潟県 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団　第3回演奏会 新潟セントラルフィルハーモニー管弦楽団 572

新潟県 第13回里山アート展 特定非営利活動法人　コスモ夢舞台 148

新潟県 バレエ「白鳥の湖」（オーケストラ付）公演 県央地域に舞台芸術を育む会 1,780

富山県 とやま世界こども舞台芸術祭2016（通称：PAT2016） とやま世界こども舞台芸術祭実行委員会 2,000

石川県
第45回「オーケストラと少年少女・子どもの歌フェスティバル
2016」

オーケストラと少年少女実行委員会 702

石川県 第54回音文協年末公演「第九交響曲・千鳥の曲」公演 音文協年末公演実行委員会 1,715

石川県 小松シティ・フィルハーモニック　第18回定期演奏会 小松シティ・フィルハーモニック 221

福井県 第24回国際丹南アートフェスティバル2016 丹南アートフェスティバル実行委員会 1,312

福井県 イスラエルからのメッセージ　～かみ～ さばえをアートなまちにする会 891

福井県 命を繋ぐ3ヶ国美術交流展in敦賀2016 特定非営利活動法人　地球と握手 352

福井県 シアターWATELA　ふるさと創作劇第5弾「冬の虹」 シアターWATELA 300

福井県 子どもミュージカル「竹田川」公演 市民劇団「虹の会」子ども劇場 424

山梨県 南アルプス市民ミュージカル2016
南アルプス市民ミュージカル「プレミアム・
ドリーム」

790

山梨県 南アルプス桃源交響楽団　第40回記念演奏会 南アルプス桃源交響楽団 282

山梨県 第10回八ヶ岳音楽祭 in Yamanashi 八ヶ岳音楽祭運営委員会 558

静岡県 第18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

1,860

静岡市 興津地区文化ふれあい事業 特定非営利活動法人　AYUドリーム 282

愛知県 愛知県少年少女合唱連盟　第20回合唱フェスティバル 愛知県少年少女合唱連盟 141
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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)

愛知県 第7回蒲郡市青少年国際音楽祭 蒲郡市ジュニア吹奏楽団 1,000

愛知県
愛知祝祭管弦楽団2016-2019「ニーベルングの指環」4部作　序夜
「ラインの黄金」

愛知祝祭管弦楽団 1,170

三重県 劇団上野市民劇場創立65周年記念公演 劇団　上野市民劇場 517

三重県 ―創立50周年―　第50回記念定期演奏会 伊賀シンフォニックアカデミー吹奏楽団 500

滋賀県 第20回長濱ゆう歌舞伎公演 長濱ゆう歌舞伎座 692

滋賀県 公募　BIWAKO　大賞展　―滋賀県造形集団40周年記念― 滋賀県造形集団 505

京都府 やましろ市民劇『茶之助伝書』 特定非営利活動法人　山城こみねっと 197

京都市 第12回　命輝け京都第九コンサート
特定非営利活動法人　命輝け第九コンサート
の会

600

京都市
「平成女鉾清音会二十周年記念事業/鉾建立・祗園囃子披露」（サ
ブテーマ）「平成女鉾　二十歳」

平成女鉾清音会 1,339

京都市 京都混声合唱団　創立90周年記念演奏会 京都混声合唱団 632

大阪府 A・SO・BO塾大阪公演「Wedding ゴドー」 A・SO・BO塾大阪 232

大阪市
北大江たそがれコンサート2016　北大江公園たそがれ野外コン
サート

北大江たそがれコンサート実行委員会 300

兵庫県
東日本大震災復興5周年記念　震災遺児･避難者支援｢コーラス
ミュージカル雪の女王｣公演

私の好きなこの街復興支援プロジェクト 269

兵庫県
芦屋交響楽団　第85回定期演奏会  稲庭達メモリアルコンサート
(仮称）

芦屋交響楽団 402

兵庫県 宝塚市交響楽団第60回記念定期演奏会 宝塚市交響楽団 569

神戸市
第36回西日本アマチュアビッグバンド連絡会コンサート　サブタ
イトル＝NABL BIG BAND JAZZ FESTIVAL in　神戸ハーバーランド

西日本アマチュアビッグバンド連絡会 257

神戸市 KOBE スティールパンカーニバル2016 アスタ新長田スティールパン振興会 561

神戸市 琉球の旋風～和太鼓としの笛、沖縄の歌謡と伝統芸能でつづる～ 太鼓衆団輪田鼓 746

奈良県 短詩文学大会（短歌の部） 橿原市文化協会 179

奈良県 第41回わたぼうし音楽祭 奈良たんぽぽの会 2,000

和歌山県 Ensemble Mikanier　第9回定期演奏会 Ensemble Mikanier 107

和歌山県 劇団ZERO　公演 劇団　ZERO 502

和歌山県 第18回万葉薪能 特定非営利活動法人　和歌の浦万葉薪能の会 1,440

鳥取県 第30回鹿野ふるさとミュージカル 鹿野町民音楽祭実行委員会 455

岡山県 岡山県民謡民舞連盟十周年記念公演「花紅柳緑」 岡山県民謡民舞連盟 714

岡山県 岡山混声合唱団　創立70周年　記念演奏会 岡山混声合唱団 388

広島市 広島女声合唱団創立55周年記念第40回定期演奏会 広島女声合唱団 208

広島市
こどもたちの詩による「愛と平和と希望」を贈るコンサート　第
21回広島ジュニアコーラス・フェミニンコール広島定期演奏会

広島ジュニアコーラス 802

徳島県 第54回野外彫刻展 徳島彫刻集団 342

徳島県
第19回公演ヴェルディ作曲オペラ「リゴレット」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 2,506

香川県 第30回記念　2016「かがわ第九」演奏会 香川第九実行委員会 1,455

香川県 第28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 378

香川県 サラダボール公演『食と演劇　うどんとか』 サラダボール 528
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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)

愛媛県 オペラえひめ第10回定期公演　歌劇「椿姫」全幕　原語上演 オペラえひめ 1,424

愛媛県
（一社）現代舞踊協会四国支部　四国洋舞合同公演「ブルーフェ
スティバル2016in愛媛」

一般社団法人　現代舞踊協会　四国支部 451

愛媛県 松山市民文化祭　第35回　美術展 松山市文化協会 1,805

高知県 中村交響楽団　創立70周年記念　第84回定期演奏会 四万十川国際音楽祭実行委員会 497

高知県 第35回記念高知フライデー・ウインド・アンサンブル定期演奏会 高知フライデー・ウインド・アンサンブル 250

福岡県 川筋太鼓60周年記念　壱響祭　つむぐ 川筋太鼓保存会 870

福岡県
太宰府　日本遺産認定記念　筑紫地区巡廻公演　2nd stage　第2
弾　ミュージカル「つくしの空は晴れて」

つくしドリームミュージカル運営委員会 1,549

福岡県 弥栄神楽座　射手引神社奉納 弥栄神楽座 225

福岡市 第1回公演　日本舞踊と朗読劇 吉楽会 338

福岡市 ミュージカル「あしながおじさん」
特定非営利活動法人　全国レインボークラブ
メッゾフォルテプロジェクト

612

佐賀県 第14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

852

佐賀県
吉野ヶ里バンブーオーケストラ創立20周年　第20回　竹ものがた
り

吉野ヶ里バンブーオーケストラ 478

大分県 大分マンドリンオーケストラ第30回記念定期演奏会 大分マンドリンオーケストラ 528

宮崎県
第40回記念　宮崎コール・フロイント定期演奏会　「フオーレ
レクイエム」

宮崎コール・フロイント 152

宮崎県
一般社団法人　都城ミュージカルクラブ公演　VOL.7　「そこにあ
るのに見えない町とそこにないのに見える町」（仮題）

一般社団法人　都城ミュージカルクラブ 530

鹿児島県
市民参加型ミュージカル「宇宙に願いを～沙羅と星たちの物語
～」2016公演

特定非営利活動法人　きりしま創造舞台 1,200

沖縄県 第22回しまくとぅば語やびら大会 沖縄県文化協会 210

沖縄県 平成28年度沖縄オペラ協会公演　オペラ「マクベス」 沖縄オペラ協会 1,870

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 2016こどもコーラス・フェスティバル　in　はままつ 一般社団法人　全日本合唱連盟 1,169

全国 第44回全国アマチュアオーケストラフェスティバル千葉県大会
公益社団法人　日本アマチュアオーケストラ
連盟

1,715

全国 第16回　全国中学校総合文化祭　大分大会 全国中学校文化連盟 400

全国 第36回　全日本少年少女合唱祭全国大会「広島大会」 全日本少年少女合唱連盟 1,049

（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・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 1,389

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 3,000

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

一般社団法人　伝統技術伝承者協会 1,500

岡山県 寒風須恵器窯の再現・焼成プロジェクト 公益財団法人　寒風陶芸の里 1,088

岡山市 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 800

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 2,500

沖縄県 紅型の祖形である浦添型（蒟蒻型）の伝承・記録・保存 古琉球紅型　浦添型研究所 1,923

全国 鎌倉の昭和初期住宅建築の保存技術の研究と研修 特定非営利活動法人　伝統木構造の会 344

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 3,921

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・16,765千円）

（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・指定都市」欄に「全国」と表記している。
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平成２８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 

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基準に留

意し、総合的に評価して行う。              
 

【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 観客層拡充等に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 
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 

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基準に留 
意し、総合的に評価して行う。              
 

【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 観客層拡充等に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 
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基準に留 
意し、総合的に評価して行う。 



 
① 助成の趣旨 

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 観客層拡充等に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 
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） 
（１）審査基準 

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基準に留意し、 
総合的に評価して行う。              

 
【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 観客層拡充等に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 「国内映画祭」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 

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 

 
 
５ 地域文化施設公演・展示活動（文化会館公演）（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基準に留意し、 
総合的に評価して行う。 
             

① 助成の趣旨 
地域の文化の振興を目的として行う、文化会館等の地域の文化施設の公演を

支援する。 
② 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 観客層拡充等に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 
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 地域文化施設公演・展示活動（美術館等展示）（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基準に留意し、 
総合的に評価して行う。              
 

① 助成の趣旨 
地域の文化の振興を目的として行う、美術館等の地域の文化施設の展示を支

援する。 
② 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性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 観客層拡充等に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 

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基準に留意し、

総合的に評価して行う。              
 

① 助成の趣旨 
アマチュア、青少年等の文化団体が行う文化の振興又は普及を図るための 

公演、展示その他の活動を支援する。 
② 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 観客層拡充等に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 
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基準に留意し、 
総合的に評価して行う。              
 

① 助成の趣旨 
ⅰ 歴史的集落・町並み、文化的景観保存活用活動 

地域の文化の振興を目的として行う、伝統的建造物群、文化的景観等 

の文化財を保存し、又は活用する活動を支援する。 

 



ⅱ 民俗文化財の保存活用活動 

地域の文化の振興を目的として行う、民俗芸能その他の文化財を保存 

し、もしくは活用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 

文化の振興又は普及を図ることを目的として行う、伝統工芸技術・文 

化財保存技術の復元・伝承その他文化財を保存する活動を支援する。 

② 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 

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 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）
加  納  民  夫 （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）
長  井  好  弘 （伝統芸能・大衆芸能専門委員会主査）
串  山  久美子 （美術専門委員会主査）
藤  崎　周  平 （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）

佐  野　賢  治 （文化財保存活用専門委員会主査）

芸術文化振興基金運営委員会委員名簿

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）



○専門委員会

伊  東  信  宏 阿  部  さとみ 　 大  堀  久美子
◎ 加  納  民  夫 ◎ 尼ヶ崎　    彬 徳  永  京  子

白  石　美  雪 ○ 猪  崎  弥  生 花  輪　　　充
田  辺　秀  樹 小  野  晋  司 広  瀬　依  子

　 寺  西　基  之 楫  屋  一  之 ◎ 福  島　明  夫
○ 東  條  碩  夫 　 新  藤  弘  子 藤  池    　俊

響　    敏  也 　 杉  山  千  鶴 ○ 藤  崎　周  平
前  澤　    均 関    　典  子 渡  辺   　 弘
水  野  みか子 立  木　燁  子

　 悠    　雅  彦 長  野  由  紀
　 　

 　

今  岡  謙太郎 　 浅  野　秀  剛 小  田  幸  子
○ 小  田  幸  子 内  田　篤  呉 ○ 楫  屋  一  之

児  玉　    信 岡  部  あおみ 串  山  久美子
竹  本  幹  夫 ◎ 串  山  久美子 白  石　美  雪

◎ 長  井  好  弘 ○ 野  地  耕一郎 長  野  由  紀
布  目　英  一 村  上　博  哉 花  輪    　充
平  野  英  俊 柳  沢　秀  行 平  野  英  俊
松  本    　雍 ◎ 藤  崎　周  平
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 鵜  島　三  壽
田  窪　桜  子 ◎ 枝  川  明  敬 小野寺  節  子
永  井　聡  子 亀  岡　典  子 神  野　善  治
坂  東  亜矢子 ○ 古  賀　弥  生 ◎ 佐  野　賢  治
藤  原　惠  洋 崎  谷　康  文 　 坪  井  則  子

○ 舩  木　篤  也 菘      あつこ ○ 藤  川　昌  樹
松  本　玲  子         中  村　晃  也
村  山  久美子 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）


