
申請数 採択数 採択率

83 40 48.2%

(79) (43) 54.4%

海外公演 49 26 53.1%

国際共同制作（海外公演） 6 2 33.3%

国際共同制作（国内公演） 5 3 60.0%

国際フェスティバル 10 7 70.0%

東アジア交流（海外公演） 11 2 18.2%

東アジア交流（国際共同制作（海外公演）） 0 0 0.0%

東アジア交流（国際共同制作（国内公演）） 2 0 0.0%

※括弧内の数値は前年度

平成２８年度「国際芸術交流支援事業」申請及び採択状況

事業名等

国際芸術交流支援事業



【音楽部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 NHK交響楽団ヨーロッパ公演２０１７ 公益財団法人 ＮＨＫ交響楽団
ﾄﾞｲﾂ(ﾍﾞﾙﾘﾝ,ｹﾙﾝ),ﾙｸｾﾝﾌﾞﾙｸ,ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ),
ｵﾗﾝﾀﾞ(ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ),ｲｷﾞﾘｽ(ﾛﾝﾄﾞﾝ),ｵｰｽﾄﾘ
ｱ(ｳｨｰﾝ)

49,705

2 バッハ・コレギウム・ジャパン ヨーロッパ公演２０１６
有限会社 バッハ・コレギウム・ジャパ
ン

ﾌﾗﾝｽ(ﾘﾖﾝ,ﾊﾟﾘ),ｲｷﾞﾘｽ(ﾛﾝﾄﾞﾝ,ｻﾌﾛﾝ･ｳｫﾙ
ﾃﾞﾝ),ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ(ﾀﾌﾞﾘﾝ),ｵｰｽﾄﾘｱ(ｳｨｰﾝ),ｵﾗ
ﾝﾀﾞ(ｱｲﾝﾄﾎｰｳﾞｪﾝ,ﾌﾛｰﾆﾝｹﾞﾝ,ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞ
ﾑ),ﾛｼｱ(ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ)

25,376

3
ラヴェンナ音楽祭（第２７回） 日伊国交樹立１５０周年
記念 リッカルド・ムーティ指揮/日伊国交樹立１５０周年
記念オーケストラ 《友情の道》公演

東京・春・音楽祭実行委員会 ｲﾀﾘｱ(ﾗｳﾞｪﾝﾅ) 6,379

4
井上道義指揮 オーケストラ・アンサンブル金沢 海外
公演２０１６

公益財団法人 石川県音楽文化振興
事業団

ﾌﾗﾝｽ(ﾏﾝﾄﾝ,ﾗ･ﾛｯｸ･ﾀﾞﾝﾃﾛﾝ) 12,249

5 創立２５周年記念 国際音楽祭ヤング・プラハ
一般社団法人 国際音楽祭ヤング・プ
ラハ

ﾁｪｺ(ﾘﾄﾐｼｭﾙ,ﾌﾟﾗﾊ,ﾘﾄﾑﾆｪｼﾞﾂｪ) 4,107

6
東京交響楽団創立７０周年記念 ヨーロッパ公演 ～復
興･交流・未来のために～

公益財団法人 東京交響楽団
ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ(ﾌﾞﾛﾂﾜﾌ),ｸﾛｱﾁｱ(ｻﾞｸﾞﾚﾌﾞ),ｵｰｽﾄ
ﾘｱ(ｳｨｰﾝ),ｵﾗﾝﾀﾞ(ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ),ﾄﾞｲﾂ(ﾄﾞﾙﾄﾑﾝ
ﾄ)

40,351

7 夢幻能（ピエロ・リュネール） 株式会社 AMATI ｽｲｽ(ｼｵﾝ) 8,902

<国際共同制作（国内公演）>

№ 活動名 団体名 共同制作の相手方（国名）
交付予定額

（千円）

1
ジャパン・オペラ・フェスティヴァル ２０１６ 『トゥーラン
ドット』 公演

ジャパン・オペラ・フェスティヴァル実
行委員会

ｲﾀﾘｱ 35,000

2
日伊修好１５０周年記念 パートナシップ・プロジェクト
「イタリアの芸術・日本の芸術」 オペラ 『ジャパン・オ
ルフェオ』

特定非営利活動法人 友情の架け橋
音楽国際親善協会

ｲﾀﾘｱ 16,047

<国際フェスティバル>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 サウンド・ライブ・トーキョー（東京都初耳区）
特定非営利活動法人
国際舞台芸術交流センター

ｶﾅﾀﾞ,ｱﾒﾘｶ,ｵｰｽﾄﾗﾘｱ,ﾄﾞｲﾂ,ｲｷﾞﾘｽ,ｶｻﾞﾌｽ
ﾀﾝ

14,000



【舞踊部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 「大野一雄について」北米７都市ツアー 川口隆夫プロジェクト
ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ,ﾊﾄﾞｿﾝ,ﾊﾞｰﾓﾝﾄ,ｱｲｵﾜ,ﾏｻ
ﾁｭｰｾｯﾂ,ﾛｻﾝｼﾞｪﾙｽ,ﾋﾟｯﾂﾊﾞｰｸﾞ)

4,561

2 コンドルズ 中米ツアー ２０１７ コンドルズ ﾒｷｼｺ(ﾊﾘｽｺ,ﾚｵﾝ,ﾒｷｼｺｼﾃｨ) 10,614

3
んまつーポス ルーマニア３都市 ＆ ワークショップ、
共同制作

NPO法人 ＭＩＹＡＺＡＫＩ Ｃ－ＤＡＮＣＥ
ＣＥＮＴＥＲ

ﾙｰﾏﾆｱ(ｸﾙｰｼﾞｭ,ﾌﾞｶﾚｽﾄ,ﾌﾞﾗｼﾞ) 2,007

4 山海塾ツアー２０１６ 特定非営利活動法人 山海塾

ｲﾀﾘｱ(ﾌｨﾚﾝﾂｪ,ﾗｳﾞｪﾝﾅ,ｱﾝｺｰﾅ),ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ
(ｸｵﾋﾞｵ),ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ,ｶﾝﾇ),ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ﾘｵﾃﾞｼﾞｬ
ﾈｲﾛ,ﾍﾞﾛｵﾘｿﾞﾝﾃ,ｻﾝﾊﾟｳﾛ),ｵｰｽﾄﾘｱ(ｳｨｰ
ﾝ)

23,377

5 大駱駝艦・天賦典式バンクーバー公演 キャメルアーツ株式会社 ｶﾅﾀﾞ(ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ) 12,365

6 勅使川原三郎 / KARAS ヨーロッパ公演
有限会社カラス（勅使川原三郎
/KARAS）

ｲﾀﾘｱ(ﾄﾘﾉ),ｽﾍﾟｲﾝ(ｾﾋﾞﾘｱ),ﾌﾗﾝｽ(ｱﾈｼｰ) 9,629

7 東京バレエ団 第３０次海外公演 公益財団法人 日本舞台芸術振興会 ﾍﾞﾙｷﾞｰ(ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ),ｲﾀﾘｱ(ﾌｨﾚﾝﾂｪ,ﾛｰﾏ) 41,453

<国際共同制作（海外公演）>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1
ＭＯＴＯＫＯ ＨＩＲＡＹＡＭＡ，ＥＭＩ ＴＯＫＯ ＆ ＯＲＥＫＡ
ＴＸ ＤＳＳ２０１６ ＴＯＵＲ（仮称）

特定非営利活動法人アルファルファ ｽﾍﾟｲﾝ(ｻﾝ･ｾﾊﾞｽﾃｨｱﾝ,ﾋﾞﾙﾊﾞｵ,ﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰﾅ) 7,522

<国際フェスティバル>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1
「ヒューマン・セレブレーションー三陸国際芸術祭２０１
６」

ＮＰＯ法人ジャパン・コンテンポラリー
ダンス・ネットワーク

ｲｷﾞﾘｽ,香港,ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ,ﾀｲ 31,061

2 あいちトリエンナーレ２０１６ パフォーミングアーツ あいちトリエンナーレ実行委員会 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ,ｽﾍﾟｲﾝ,ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ,ﾌﾗﾝｽ, 49,971

3 横浜ダンスコレクション２０１７
公益財団法人 横浜市芸術文化振興
財団

ﾍﾞﾙｷﾞｰ,ﾌﾗﾝｽ,韓国,ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ,ﾀｲ, 21,520

<東アジア交流（海外公演）>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 MatchAtria-extended 香港公演 有限会社 石橋プロダクション 香港 1,120



【演劇部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 『＋５１アビアシオン，サンボルハ』 ベルギー公演 岡崎藝術座 ﾍﾞﾙｷﾞｰ(ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ) 6,501

2 SCOT『トロイアの女』ヨーロッパ公演 有限会社 スコット
ﾛｼｱ(ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ),ﾘﾄｱﾆｱ(ﾋﾞﾘﾆｭｽ),
ﾎﾟｰﾗﾝﾄ(ｳﾞﾛﾂﾜﾌ)

11,240

3
さいたまネクスト・シアター『リチャード二世』クライオー
ヴァ公演

公益財団法人埼玉県芸術文化振興
財団

ﾙｰﾏﾆｱ(ｸﾗｲｵｰｳﾞｧ) 27,309

4
チェルフィッチュ 『部屋に流れる時間の旅』 ２０１６年
秋 欧州ツアー

チェルフィッチュ

ｽｲｽ(ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ),ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ,ﾄｩｰﾙｰｽﾞ,ﾏﾙｾｲ
ﾕ),ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ(ﾘｽﾎﾞﾝ),ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ),ﾎﾟｰ
ﾗﾝﾄﾞ(ｳﾞﾛﾂﾜﾌ,ﾙﾌﾞﾘﾝ),ﾄﾞｲﾂ(ﾊﾝﾌﾞﾙｸﾞ,ﾌﾞﾚｰ
ﾒﾝ,ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ),ｽｲｽ(ﾁｭｰﾘｯﾋ)

24,667

5 劇団チョコレートケーキ『治天ノ君』ロシア公演 トム・プロジェクト株式会社 ﾛｼｱ（ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ,ﾓｽｸﾜ,ｵﾑｽｸ) 12,869

6
札幌座『亀、もしくは・・・。』サハリン・ランパ２０１６参加
公演

公益財団法人 北海道演劇財団 ﾛｼｱ(ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ) 2,140

7
青年団『ソウル市民』『ソウル市民１９１９』２０１６年秋ツ
アー

有限会社アゴラ企画 ﾌﾗﾝｽ(ｼﾞｭﾇｳﾞｨﾘｴ),韓国(ｿｳﾙ) 19,629

8 地点ロシア・ドイツツアー２０１６ 合同会社 地点
ﾛｼｱ(ｵﾑｽｸ,ﾉｳﾞｫｼﾋﾞﾙｽｸ),ﾄﾞｲﾂ(ﾗｲﾌﾟﾂｨﾋ,
ﾐｭｰﾙﾊｲﾑ)

7,508

9 範宙遊泳『幼女X』ニューヨーク公演 範宙遊泳 ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ) 1,655

<国際共同制作（海外公演）>

№ 活動名 団体名 共同制作の相手方（国名）
交付予定額

（千円）

1
フランス国立ケ･ブランリー美術館開館１０周年記念委
嘱作品・SPAC『イナバとナバホの白兎』公演

公益財団法人 静岡県舞台芸術セン
ター

ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ) 19,910

<国際共同制作（国内公演）>

№ 活動名 団体名 共同制作の相手方（国名）
交付予定額

（千円）

1 「三代目、りちゃあど」
公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ,静岡 12,172

<国際フェスティバル>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1
２０１６ 国際児童・青少年演劇フェステバルおきなわ
（愛称：りっかりっかフェスタ）

一般社団法人エーシーオー沖縄
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ,ｵｰｽﾄﾗﾘｱ,ｾﾙﾋﾞｱ,ﾍﾞﾙｷﾞｰ,ﾆｭｰ
ｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ,ﾌﾗﾝｽ,ｶﾅﾀﾞ,ﾄﾞｲﾂ,ｽﾍﾟｲﾝ,

44,580

2
ＫＹＯＴＯ ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ｜京都国際舞台芸術祭 ２０
１６ AUTUMN

京都国際舞台芸術祭実行委員会 ﾏﾚｰｼｱ,ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ,ｲｷﾞﾘｽ,ｵｰｽﾄﾘｱ,ﾀｲ 47,111

3
第３回東京ミドルシアター・フェスティバル 「国際演劇祭
イプセンの現在」

特定非営利活動法人 舞台２１ ﾄﾞｲﾂ,ﾒｷｼｺ,ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ,ﾍﾞﾙｷﾞｰ,ﾉﾙｳｪｰ 33,000

<東アジア交流（海外公演）>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 人形劇団むすび座「ピノキオ」韓国ツアー 株式会社 人形劇団むすび座 韓国(水原,富川,ｿｳﾙ,仁川) 1,937



【大衆芸能部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 タイ王国太神楽曲芸公演 太神楽曲芸協会 ﾀｲ(ﾊﾞﾝｺｸ) 2,130

2 春風亭一之輔欧州公演 有限会社Ｂａｂａざぶとん亭風流企画
ﾍﾞﾙｷﾞｰ(ﾜｰﾃﾙﾛｰ,ｹﾞﾝﾄ,ﾊｯｾﾙﾄ),ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ
(ｳﾛﾂﾜﾌ),ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ(ﾀﾝﾍﾟﾚ)

1,466

3 北部タイ寄席芸能公演 公益社団法人落語芸術協会 ﾀｲ(ﾁｪﾝﾏｲ,ﾁｪﾝﾗｲ,ﾊﾟﾔｵ,ﾊﾞﾝｺｸ) 2,123



音楽部門 舞踊部門 演劇部門 大衆芸能部門

小畑 恒夫 池田 恵巳 小田島 恒志 大友 浩

加納 民夫 海野 敏 古城 十忍 荻田 清

白石 美雪 桜井 多佳子 高橋 豊 上沼 真平

長木 誠司 佐々木 涼子 立花 恵子 中村 真規

野川 美穂子 新藤 弘子 伊達 なつめ 古川 綾子

野平 一郎 平野 英俊 久野 敦子 茂木 仁史

樋口 隆一 村山 久美子 安澤 哲男 油井 雅和

三宅 幸夫 望月 辰夫 渡辺 弘 渡辺 寧久

国際芸術交流支援事業協力者会議委員一覧


