
申請数 採択数 採択率

79 43 54.4%

(84) (45) (53.6%)

海外公演 46 29 63.0%

国際共同制作（海外公演） 9 3 33.3%

国際共同制作（国内公演） 3 1 33.3%

国際フェスティバル 6 5 83.3%

東アジア交流（海外公演） 10 4 40.0%

東アジア交流（国際共同制作（海外公演）） 3 0 0.0%

東アジア交流（国際共同制作（国内公演）） 2 1 50.0%

※括弧内の数値は前年度

平成２７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 2015年京都市交響楽団ヨーロッパ公演（仮称）
公益財団法人京都市音楽芸術文化
振興財団

ﾁｪｺ(ｵｽﾄﾗｳﾞｧ､ﾌﾟﾙｾﾞﾆ)､ﾄﾞｲﾂ(ｹﾙﾝ)､ｵﾗﾝ
ﾀﾞ(ｱﾑｽﾃﾙﾀﾞﾑ)､ｲﾀﾘｱ(ﾌｨﾚﾝﾂｪ)

44,635

2
Japanese Music Project チュニジア・モロッコ・セネガル
ツアー

株式会社　オフィスＫ２
ﾁｭﾆｼﾞｱ(ﾁｭﾆｽ)､ﾓﾛｯｺ(ﾗﾊﾞﾄ)､ｾﾈｶﾞﾙ(ﾀﾞｶｰ
ﾙ､ｺﾞﾚ島)

11,064

3 アンドロイド・オペラ「MASK」 アタック・トーキョー株式会社 ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ) 21,433

4 オーケストラ　アジア　韓国・中国公演
公益財団法人日本青少年文化セン
ター

韓国(ｿｳﾙ市)､中国（北京市) 4,565

5
岡山　潔　弦楽四重奏団ヨーロッパ公演（ドイツ、オース
トリア、チェコ）

岡山　潔　弦楽四重奏団
ﾄﾞｲﾂ(ﾗｲﾌﾟﾂｨﾋ､ﾜｲﾏｰﾙ､ﾍﾞﾙﾘﾝ､ﾎﾞｰｻﾞｳ､
ﾘｭｰﾍﾞｯｸ､ﾎﾟﾘﾝｸﾞ､ﾗﾝｽﾞﾌｰﾄ)､ﾁｪｺ(ﾌﾟﾗﾊ)､
ｵｰｽﾄﾘｱ(ｳｨｰﾝ)

3,257

6 関西フィルハーモニー管弦楽団　ヨーロッパ公演
特定非営利活動法人
関西フィルハーモニー管弦楽団

ｽｲｽ(ﾏﾙﾃｨｰﾆ)､ﾄﾞｲﾂ(ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ､ｳﾞｭﾙﾂ
ﾌﾞﾙｸ)､ｲﾀﾘｱ(ﾌﾞﾚｼｱ､ﾍﾞﾙｶﾞﾓ)

20,168

7 第24回国際音楽祭ヤング・プラハ
国際音楽祭ヤング・プラハ日本実行
委員会

ﾁｪｺ(ﾌﾟﾗﾊ､ﾘﾄﾐｭﾙ､ﾙﾁｬﾆ) 688

<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 日伊共同制作　オペラ　「道化師」公演 日伊オペラ国際共同制作実行委員会 京都､浜松､姫路､東京   共同:ｲﾀﾘｱ 35,000

<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
特定非営利活動法人
国際舞台芸術交流センター

東京 参加国:ｱﾒﾘｶ､ｲｷﾞﾘｽ 21,000



【舞踊部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 「鑑賞者」ニューヨーク公演 公益財団法人としま未来文化財団 ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ) 8,317

2
Re-discover Kazuno Ohno 川口隆夫『大野一雄につい
て』、上杉満代『O嬢の物語』(仮題)

NPO法人魁文舎 ﾄﾞｲﾂ(ﾐｭﾝｽﾀｰ)､ｲｷﾞﾘｽ(ｸﾞﾗｽｺﾞｰ) 4,917

3 大駱駝艦・天賦典式フランス公演 キャメルアーツ株式会社 ﾌﾗﾝｽ(ﾎﾟｱﾃｫｴ､ﾊﾟﾘ) 25,143

4 コンドルズ　アジアツアー　2016 コンドルズ
ﾗｵｽ(ｳﾞｨｴﾝﾁｬﾝ)､ﾀｲ(ﾁｪﾝﾏｲ)､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ)

9,927

5 山海塾　北米ツアー２０１５ 特定非営利活動法人　山海塾
ｱﾒﾘｶ(ｼｱﾄﾙ､ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ､ﾃﾞｲﾋﾞｽ､ﾛｻﾝｾﾞ
ﾙｽ､ｱﾅｰﾊﾞｰ､ﾆｭｰﾖｰｸ､ﾁｬﾍﾟﾙﾋﾙ､ﾌﾞﾗｯｸ
ｽﾊﾞｰｸﾞ)､ｶﾅﾀﾞ(ｵﾀﾜ)

21,578

6
高谷史郎[新作]パフォーマンス　滞在制作・世界初演
（ル・ヴォルカン国立舞台、フランス、ルアーブル）

有限会社ダムタイプオフィス ﾌﾗﾝｽ(ﾙｱｰﾌﾞﾙ) 3,028

7 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）

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ(ｸﾞﾀﾞﾝｽｸ､ｸﾗｸﾌ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ､ｶﾝ
ﾇ)､ｲﾀﾘｱ(ﾌﾞﾚｼｱ)

8,832

8 東京バレエ団　第29次海外公演 公益財団法人日本舞台芸術振興会
ｽｲｽ(ﾛｰｻﾞﾝﾇ)､ｲﾀﾘｱ(ﾗｳﾞｪﾝﾅ)､ﾓﾅｺ(ﾓﾝﾃ
ｶﾙﾛ)

40,682

<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-三陸国際芸術祭2015」
ＮＰＯ法人ジャパン・コンテンポラリー
ダンス・ネットワーク

大船渡市 参:中国､ﾏﾚｰｼｱ､韓国 30,633

2 横浜ダンスコレクション2016
公益財団法人　横浜市芸術文化振興
財団

横浜市､八戸市  参:韓国､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ｲｽ
ﾗｴﾙ

21,503

<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 笠井叡ダンス公演 ＆ワークショップ 一般社団法人　天使館 ｲﾀﾘｱ(ﾛｰﾏ)  共同:ｲﾀﾘｱ 3,391

2 メキシコｘ日本、ブラジルｘ日本　国際共同制作 Ｋｏ＆Ｅｄｇｅ Ｃｏ
ﾒｷｼｺ(ﾒｷｼｺｼﾃｨ)､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ｻﾝﾊﾟｳﾛ､ﾘｵﾃﾞ
ｼﾞｬﾈｲﾛ､ｵｳﾛﾌﾟﾚﾄ)  共同:ﾒｷｼｺ､ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

2,481



【演劇部門】

<海外公演>

№ 活動名 団体名 国名
交付予定額

（千円）

1 『God Bless Baseball』北米ツアー チェルフィッチュ
ｱﾒﾘｶ(ﾆｭｰﾖｰｸ､ﾋﾟｯﾂﾊﾞｰｸﾞ､ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ､ｺ
ﾛﾝﾊﾞｽ､ｼｶｺﾞ､ﾒﾘｰﾗﾝﾄﾞ)､ｶﾅﾀﾞ(ﾄﾛﾝﾄ)

21,576

2 『屋根裏』ヨーロッパ・ツアー2015 燐光群／（有）グッドフェローズ ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ(ｳﾞｧﾙﾅ)､ﾙｰﾏﾆｱ(ﾌﾞｶﾚｽﾄ､ｼﾋﾞｳ) 15,522

3
小池博史ブリッジプロジェクト「風の又三郎-Odyssey of
Wind-」　ブラジル・アメリカツアー 日ブラジル外交関係
樹立１２０周年事業

株式会社サイ
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ｻﾝﾊﾟｳﾛ､ｻﾝﾄｽ､ｸﾘﾁﾊﾞ､ﾏﾘﾝｶﾞ)ｱﾒ
ﾘｶ(ｺﾛﾝﾊﾞｽ､ｱﾅｰﾊﾞｰ)

14,594

4 青年団『冒険王』『新・冒険王』ソウル公演 有限会社アゴラ企画 韓国(ｿｳﾙ) 10,567

5 地点ロシア・欧州ツアー2015 合同会社　地点
ﾛｼｱ(ﾓｽｸﾜ)､ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ(ﾍﾙｼﾝｷ)､ﾄﾞｲﾂ(ﾐｭｰ
ﾙﾊｲﾑ)

16,186

6 日伯修好120周年記念事業『奴婢訓』ブラジル招聘公演
特定非営利活動法人　演劇実験室万
有引力

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ｻﾝﾊﾟｳﾛ､ｻﾝﾄｽ､ﾘｵﾃﾞﾈｼﾞｬﾈｲﾛ) 26,118

7 日本ろう者劇団欧州公演２０１５
社会福祉法人トット基金　日本ろう者
劇団

ｲﾀﾘｱ(ﾛｰﾏ)､ﾌﾗﾝｽ(ﾊﾟﾘ､ﾗﾝｽ) 6,443

8
まつもと市民芸術館１０周年記念作品『スカパン』ルーマ
ニア公演

一般財団法人松本市芸術文化振興
財団

ﾙｰﾏﾆｱ(ｼﾋﾞｳ･ﾌﾞｶﾚｽﾄ) 8,863

9
モスクワ・チェーホフ国際演劇祭招聘・ＳＰＡＣ『マハー
バーラタ～プロセニアムバージョン』最終公演

公益財団法人　静岡県舞台芸術セン
ター

ﾛｼｱ(ﾓｽｸﾜ) 8,569

<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
“HETEROTOPIA MUNICH（仮称）”　（邦題：「ミュンヘン・
ヘテロトピア（仮称）」）

一般社団法人 Ｐｏｒｔ Ｂ ﾄﾞｲﾂ(ﾐｭﾝﾍﾝ) 10,347

<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 2015　国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ 一般社団法人エーシーオー沖縄
沖縄､東京  参加:ﾌﾗﾝｽ､ﾍﾞﾙｷﾞｰ､ﾎﾟｰﾗﾝ
ﾄﾞ､ｲﾀﾘｱ､ｽｲｽ、中国、ﾃﾞﾝﾏｰｸ､ﾛｼｱ、ｲｷﾞ
ﾘｽ、韓国、ｶﾅﾀﾞ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

46,187

2
ＫＹＯＴＯ ＥＸＰＥＲＩＭＥＮＴ｜京都国際舞台芸術祭
2016　SPRING

京都国際舞台芸術祭実行委員会
京都   参:ｱﾒﾘｶ､ﾁﾘ､ﾌﾗﾝｽ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾄﾞ
ｲﾂ

47,073

<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 『ピン・ポン』香港公演
特定非営利活動法人　劇場創造ネッ
トワーク

中国(香港) 3,851

2
新宿梁山泊　日韓国交正常化５０周年記念公演日韓２
部作連続上演「ＴＯＲＡＪＩ トラジ」「百年～風の仲間たち」

新宿梁山泊 韓国(ｿｳﾙ) 8,151

3 第２２回BeSeTo演劇祭（韓国開催）派遣事業 日本BeSeTo委員会 韓国(ｿｳﾙ) 9,520

4 流山児★事務所アジアツアー2016『西遊記』（仮称） 有限会社　流山児オフィス
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ｼﾞｬｶﾙﾀ､ｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ､ﾎﾞﾛﾌﾞ
ﾄﾞｩｰﾙ､ﾃﾞﾝﾊﾟｻｰﾙ)､ﾀｲ(ﾊﾞﾝｺｸ)

9,628

<東アジア交流（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
江戸糸あやつり人形結城座―ベトナム青年劇場　日越
国際共同制作「野鴨」日本公演（仮称）

公益財団法人江戸糸あやつり人形
結城座

東京  共同:ﾍﾞﾄﾅﾑ 5,960



【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
「日本の宴」‐男の心意気‐　(仮称）
ブラジル公演

特定非営利活動法人和文化交流普
及協会

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ｻﾝﾊﾟｳﾛ･ｶﾝﾋﾟｰﾅｽ､ﾎﾟﾙﾄｱﾚｸﾞﾚ､
ﾌｫｽﾞ･ﾄﾞ･ｲｸﾞｱｽ)

14,736

2
日本・中米交流年記念事業　「ヒダノ修一＆太鼓マス
ターズ」中米公演

株式会社HIT'S
ﾒｷｼｺ(ﾒｷｼｺｼﾃｨ)､ｸﾞｱﾃﾏﾗ(ｸﾞｱﾃﾏﾗｼﾃｨ)､
ｴﾙｻﾙﾊﾞﾄﾞﾙ(ｻﾝﾀｱﾅ)､ﾎﾝｼﾞｭﾗｽ(ﾃｸﾞｼｶﾞﾙ
ﾊﾟ)､ﾆｶﾗｸﾞｱ(ﾏﾅｸﾞｱ)､ﾊﾟﾅﾏ(ﾊﾟﾅﾏｼﾃｨ)

9,008

3 坂東玉三郎演出　鼓童『打男　DADAN』南米公演
株式会社　北前船（太鼓芸能集団鼓
童）

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ､ｻﾝ･ﾊﾟｳﾛ)､ｱﾙｾﾞﾝﾁ
ﾝ(ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽ)

17,191

4 ブラジル寄席芸能公演（仮称） 公益財団法人落語芸術協会 ﾌﾞﾗｼﾞﾙ(ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ､ｸﾘﾁｰﾊﾞ､ｻﾝ･ﾊﾟｳﾛ) 4,504

5 ラオス人民民主共和国　太神楽曲芸公演 太神楽曲芸協会 ﾗｵｽ(ﾋﾞｴﾝﾁｬﾝ) 2,233



音楽部門 舞踊部門 演劇部門 大衆芸能部門

有田　栄 池田　恵巳 内野　儀 今岡　謙太郎

礒山　雅 稲田　奈緒美 太田　耕人 金森　三夫

小畑　恒夫 桜井　多佳子 七字　英輔 上沼　真平

加納　民夫 佐々木　涼子 田窪　桜子 中村　真規

長木　誠司 野坂　公夫 立花　恵子 布目　英一

野川　美穂子 平野　英俊 久野　敦子 古川　綾子

野平　一郎 村山　久美子 安澤　哲男 茂木　仁史

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


