
申請数 採択数 採択率

73 35 47.9%

(83) (40) 48.2%

海外公演 40 18 45.0%

国際共同制作（海外公演） 4 0 0.0%

国際共同制作（国内公演） 4 3 75.0%

国際フェスティバル 7 4 57.1%

東アジア交流（海外公演） 17 10 58.8%

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）） 1 0 0.0%

※括弧内の数値は前年度

平成２９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



平成２９年度国際芸術交流支援事業　採択一覧

【音楽部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 法人番号 周年事業名等 国名
交付予定額

（円）

1 Japanese Music Project コーカサスツアー 株式会社オフィスＫ２ 6030001081485
日本とコーカサス諸
国との外交関係樹立
２５周年

ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ(ﾊﾞｸｰ)､ｼﾞｮｰｼﾞｱ(ﾄﾋﾞﾘｼ)､
ｱﾙﾒﾆｱ(ｴﾚﾊﾞﾝ)

9,668,000

2 加藤訓子エストニア・ロシア巡回公演
ｋｕｎｉｋｏ　ｋａｔｏ　ａｒｔｓ　ｐｒｏｊｅｃｔ（中核
団体　カノン工房）

8013302012992 ｴｽﾄﾆｱ(ﾀﾙﾄｩ)､ﾛｼｱ(ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸ) 1,790,000

3 バッハ・コレギウム・ジャパン　アメリカ公演２０１７
有限会社バッハ・コレギウム・ジャパ
ン

2011002021444
ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾍｲｳﾞﾝ､ﾆｭｰﾖｰｸ､ｱﾅｰﾊﾞｰ､ｻ
ﾝﾌﾗﾝｼｽｺ､ｺｽﾀﾒｻ)

15,892,000

<国際共同制作（国内公演）>

№ 活動名 団体名 法人番号 周年事業名 共同制作の相手方（国名）
交付予定額

（円）

1
ジャパン･オペラ･フェスティヴァル2017『椿姫』熊
本震災復興支援　公演

ジャパン･オペラ･フェスティヴァル実
行委員会（中核団体：公益財団法人
さわかみオペラ芸術振興財団）

6011305002138 ｲﾀﾘｱ 40,238,000



平成２９年度国際芸術交流支援事業　採択一覧

【舞踊部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 法人番号 周年事業名 国名
交付予定額

（円）

1 勅使川原三郎 / KARAS ニューヨーク公演
有限会社カラス（勅使川原三郎 /
KARAS）

7010602025916 ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ) 7,501,000

2
「舞踊集団菊の会創立45周年記念　ペルー･チリ
公演」

株式会社舞踊集団菊の会 2011101028654

日･チリ国交樹立120
周年・ペルー日系人
協会（APJ)設立100周
年

ﾍﾟﾙｰ(ﾘﾏ)､ﾁﾘ(ｻﾝﾃｨｱｺﾞ､ﾊﾟﾙﾊﾞﾗｲｿ) 20,800,000

3 大駱駝艦・天賦典式　フランスツアー キャメルアーツ株式会社 6012401011057 ﾌﾗﾝｽ(ﾎﾟｱﾃｨｴ､ﾊﾟﾘ､ﾅﾝﾃｰﾙ) 33,843,000

4 山海塾ツアー２０１７ 特定非営利活動法人山海塾 7010405008985

ｲﾀﾘｱ(ﾄﾘﾉ､ﾚｯｼﾞｮｴﾐﾘｱ)､ｼﾞｮｰｼﾞｱ(ﾄﾋﾞﾘ
ｼ)､ｳﾙｸﾞｱｲ(ﾓﾝﾃﾋﾞﾃﾞｵ)､ｺﾛﾝﾋﾞｱ(ｶﾘ､ﾎﾞ
ｺﾞﾀ､ｶﾙﾀﾍﾅ･ﾃﾞｨ･ｲﾝﾃﾞｨｱｽ)ｴｸｱﾄﾞﾙ(ｷ
ﾄ)､

22,678,000

5

高谷史郎　パフォーマンス『ＣＨＲＯＭＡ（クロマ）』
ブルガリア　ＯＮＥ ＤＡＮＣＥ ＷＥＥＫ　Ｆｅｓｔｉｖａｌ 公
演
『ＳＴ／ＬＬ』 台湾 国家両庁院・国立舞台芸術セン
ター/国立劇場＆コンサートホール　公演

有限会社ダムタイプオフィス 5130002002605 ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ(ﾌﾟﾛﾌﾞﾃﾞｨﾌ)､台湾(台北) 8,853,000

6 東京バレエ団　第３２次海外公演 公益財団法人日本舞台芸術振興会 7013205001722 ﾄﾞｲﾂ(ｼｭﾂｯﾄｶﾞﾙﾄ) 68,415,000

<国際フェスティバル>

№ 活動名 団体名 法人番号 周年事業名 国名
交付予定額

（円）

1 横浜ダンスコレクション2018
公益財団法人横浜市芸術文化振興
財団

3020005007028 韓国､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ｲｽﾗｴﾙ､ﾌﾗﾝｽ 30,635,000

<東アジア交流（海外公演）>

№ 活動名 団体名 法人番号 周年事業名 国名
交付予定額

（円）

1
日本・モンゴル外交関係樹立45周年記念　東京
小牧バレエ団モンゴル公演

特定非営利活動法人国際バレエア
カデミア　東京小牧バレエ団

6011005002644
日モ外交樹立45周年
記念

ﾓﾝｺﾞﾙ(ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ) 10,849,000

2
Noism『NINA materialize ｓａｃｒｉｆｉｃｅ（ｖｅｒ．ｂｌａｃ
ｋ）』香港公演

公益財団法人新潟市芸術文化振興
財団

5110005014839 中国(香港) 2,578,000

3
日モ外交樹立４５周年記念　民族フェスティバル
日モ文化交流公演

日モ文化交流実行委員会（中核団
体：特定非営利活動法人集団日本
舞踊２１）

3010005017721
日モ外交樹立45周年
記念

ﾓﾝｺﾞﾙ(ｳﾗﾝﾊﾞｰﾄﾙ) 3,397,000

4
東アジア・ダンスプラットフォームEast Asia Dance
Platform

公益財団法人横浜市芸術文化振興
財団

3020005007028 中国(香港) 4,480,000



平成２９年度国際芸術交流支援事業　採択一覧

【演劇部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 法人番号 周年事業名 国名
交付予定額

（円）

1 青年団　アンドロイド演劇『さようなら』チリ公演 有限会社アゴラ企画 2013202000285
日本・チリ修好120周
年記念事業

ﾁﾘ(ｻﾝﾃｨｱｺﾞ) 9,531,000

2
第２回「日本・中国・韓国児童青少年演劇フェス
ティバル」

有限会社劇団風の子 3010902005530 韓国(ｿｳﾙ) 793,000

3
鴎座２０１７年日愛６０周年記念ツアー　サミュエ
ル・ベケット『Ｈａｐｐｙ Ｄａｙｓ』

鴎座日愛６０周年記念ツアー実行委
員会（中核団体：有限会社ダンスO
１）

1011302015725
日愛修好60周年記念
事業

ｲｷﾞﾘｽ(ﾛﾝﾄﾞﾝ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ)､ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
(ｺﾞｰﾙｳｪｲ､ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ)

5,944,000

4
SPAC『夢幻能形式による「オセロー」（Ｎｏ Ｐｌａｙ ｏ
ｆ Ｓｐｉｒｉｔ Ｏｔｈｅｌｌｏ)』　ニューヨーク公演

公益財団法人静岡県舞台芸術セン
ター

5080005001444 ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ) 11,322,000

5 「プルートゥ　ＰＬＵＴＯ」 株式会社東急文化村 1011001025950
ｲｷﾞﾘｽ(ﾛﾝﾄﾞﾝ)､ｵﾗﾝﾀﾞ(ﾚｰﾜﾙﾃﾞﾝ)､ﾍﾞﾙ
ｷﾞｰ(ｱﾝﾄﾜｰﾌﾟ)

26,890,000

6
サハリン・ランバ２０１７参加公演　札幌座『亀、も
しくは・・・。』

公益財団法人北海道演劇財団 6430005010838 ﾛｼｱ(ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ) 2,027,000

7
別役実　海外交流シリーズ「やってきたゴドー」カ
ナダ･アメリカツアー

有限会社名取事務所 6010602023862
ｶﾅﾀﾞ(ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ)､ｱﾒﾘｶ(ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ)､ｶﾅ
ﾀﾞ(ﾄﾛﾝﾄ)

16,965,000

<国際共同制作（国内公演）>

№ 活動名 団体名 法人番号 周年事業名 共同制作の相手方（国名）
交付予定額

（円）

1
ジャパン・プレミア公演プロジェクト　ネルソン・ロド
リゲス作『アスファルト・キス』

株式会社オフィス ワン・ツー 8011301001356 ｲｷﾞﾘｽ 5,901,000

2
マームとジプシー「IL MIO TEMPO-わたしの時間
-」埼玉公演

合同会社マームとジプシー 6020003009064 ｲﾀﾘｱ(ﾌｨﾚﾝﾂｪ) 4,775,000

<国際フェスティバル>

№ 活動名 団体名 周年事業名 国名
交付予定額

（円）

1
２０１７　国際児童・青少年演劇フェスティバルお
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 6360005004483
ｲｷﾞﾘｽ､ｶﾅﾀﾞ､ﾁﾘ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾄﾞｲﾂ､ﾃﾞﾝ
ﾏｰｸ､ｲﾗﾝ､ﾘﾄｱﾆｱ

47,762,000

2
KYOTO　EXPERIMENT｜京都国際舞台芸術祭
2017

京都国際舞台芸術祭実行委員会
(中核団体：公益財団法人京都市音
楽芸術文化振興財団)

8130005012846 ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ､ｱﾒﾘｶ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 50,028,000

3
アジア児童青少年舞台芸術フェルティバル　２０１
８

一般社団法人ＴＹＡ　Ｊａｐａｎ　（日本
児童青少年舞台芸術協会）

7010005025431
ﾏﾚｰｼｱ､ｲﾝﾄﾞ､ｼﾞｮｰｼﾞｱ､ｲｽﾗｴﾙ､ｵｰｽﾄﾗ
ﾘｱ､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､(香港)､韓国､台湾､中国

14,621,000

<東アジア交流（海外公演）>

№ 活動名 団体名 周年事業名 国名
交付予定額

（円）

1 第24回BeSeTo演劇祭(中国開催）派遣事業
公益財団法人舞台芸術財団演劇人
会議

9230005007802 中国(杭州) 13,863,000

2 劇団影法師中国公演２０１７ 株式会社劇団影法師 5012401011108 中国(青島､淄博､済南､南京､上海) 3,520,000

3
チェルフィッチュ『三月の５日間』　リ・クリエーショ
ン　東アジアツアー

一般社団法人チェルフィッチュ 3011005006986 韓国(ｿｳﾙ)､中国(北京) 8,762,000

4
「表にでろいっ！Ｓｔｅｐ　Ｏｕｔｓｉｄｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｖｅｒ
ｓｉｏｎ」

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京芸術劇場

9010605002200 韓国(ｿｳﾙ) 10,490,000

5
岡崎藝術座『＋５１ アビアシオン，サンボルハ』２
０１７年秋インドネシアツアー

特定非営利活動法人ＤＲＩＦＴＥＲＳ　Ｉ
ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

2020005009116 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ｼﾞｬｶﾙﾀ､ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ) 6,589,000



平成２９年度国際芸術交流支援事業　採択一覧

【大衆芸能部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 法人番号 周年事業名 国名
交付予定額

（円）

1 鼓童創立35周年記念『螺旋　Evolution』欧州公演 株式会社北前船 2110001027574

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ(ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ)､ｲｷﾞﾘｽ(ﾌﾞﾗｲﾄﾝ､ﾘｳﾞｧ
ﾌﾟｰﾙ､ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ､ﾛﾝﾄﾞﾝ)､ｵｰｽﾄﾘｱ（ｳｨｰ
ﾝ）､ﾃﾞﾝﾏｰｸ(ｵｰﾌｽ､ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝ ､ﾄﾞｲﾂ
(ﾐｭﾝﾍﾝ､ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ､ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸ､ﾄﾞﾚｽﾃﾞ
ﾝ､ﾍﾞﾙﾘﾝ､ﾊﾉｰｳﾞｧｰ､ｼｭﾄｩｯﾄｶﾞﾙﾄ､ﾃﾞｭｯ
ｾﾙﾄﾞﾙﾌ)､ｲﾀﾘｱ(ﾛｰﾏ､ﾐﾗﾉ)､ｽｲｽ(ｼﾞｭﾈｰ
ﾌﾞ､ﾊﾞｰｾﾞﾙ､ﾁｭｰﾘｯﾋ､ﾙﾂｪﾙﾝ)､ﾌﾗﾝｽ(ｴｸ
ｽ=ｱﾝ =ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ､ﾊﾟﾘ)､ﾛｼｱ(ｾﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙ
ﾌﾞﾙｸﾞ､ﾓｽｸﾜ)

33,445,000

2 カンボジア王国　芸能公演 公益社団法人落語芸術協会 5011105004830 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ(ﾌﾟﾉﾝﾍﾟﾝ) 3,609,000

<東アジア交流（海外公演）>

№ 活動名 団体名 法人番号 国名
交付予定額

（円）

1
「日本の宴」－男の心意気（仮称）　日本・マレー
シア国交樹立６０周年公演

特定非営利活動法人和文化交流普
及協会

2010405003347
日本･マレーシア国交
樹立60周年記念

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾏﾚｰｼｱ(ｸｱﾗﾝﾌﾟｰﾙ､ﾍﾟﾅﾝ) 15,961,000



音楽部門 舞踊部門 演劇部門 大衆芸能部門

加納　民夫　　　　　　　　　　海野　敏 小田島　恒志 大友　浩

白石　美雪 桜井　多佳子 古城　十忍 荻田　清

長木　誠司 佐々木　涼子 伊達　なつめ 中村　真規　　

野川　美穂子 新藤　弘子 安澤　哲男 松尾　美矢子

樋口　隆一 村山　久美子 渡辺　弘 油井　雅和

(五十音順・敬称略）

国際芸術交流支援事業協力者会議委員一覧


