
No 都道府県 補助事業者名 事業の区分 事業名
採択額
（千円）

1 札幌市 文化芸術創造拠点形成事業 ユネスコ創造都市札幌―芸・産学官の連携によるメディア芸術拠点形成事業 6,118

2 札幌市 文化芸術創造拠点形成事業 札幌市民交流プラザ文化芸術創造発信事業 17,059

3 東川町 文化芸術創造拠点形成事業 写真文化首都推進事業 18,559

4 青森県 八戸市 文化芸術創造拠点形成事業 「アートのまちづくり八戸」推進プロジェクト 3,009

5 大船渡市 文化芸術創造拠点形成事業 世界碁縁芸術文化祭～第七回碁石海岸で囲碁まつり・音楽祭・アート祭 3,495

6 花巻市 文化芸術創造拠点形成事業 宮沢賢治を活かしたまちづくり ～賢治フェスティバル開催事業～ 13,496

7 宮城県 仙台市 文化芸術創造拠点形成事業 仙台舞台芸術プロジェクト 5,601

8 秋田県 秋田県 文化芸術創造拠点形成事業 文化の力で秋田を元気にプロジェクト 18,150

9 山形県 文化芸術創造拠点形成事業 山形県文化による地域活性化事業 16,422

10 山形市 文化芸術創造拠点形成事業 「東北絆まつり」開催を契機とした東北文化の認知向上と継承・発展及び交流人口拡大 17,877

11 山形市 文化芸術創造拠点形成事業 ユネスコ創造都市やまがた 映像文化交流事業 1,522

12 鶴岡市 文化芸術創造拠点形成事業 鶴岡市ユネスコ食文化創造都市推進事業 2,527

13 会津若松市 文化芸術創造拠点形成事業 あいづまちなかアートプロジェクト事業 1,678

14 相馬市 文化芸術創造拠点形成事業 音楽による生きる力をはぐくむ事業 2,817

15 取手市 文化芸術創造拠点形成事業 創造郊外都市〜共創型アート・センター実験室2020 4,181

16 つくば市 文化芸術創造拠点形成事業 メディアアートによるまちづくり事業～つくばメディアアートフェスティバル～ 2,874

17 千葉県 松戸市 文化芸術創造拠点形成事業 PARADISE AIR 10,285

18 杉並区 文化芸術創造拠点形成事業 杉並区 地域の文化芸術拠点形成事業 7,694

19 豊島区 文化芸術創造拠点形成事業 舞台芸術による社会包摂事業 19,621

20 八王子市 文化芸術創造拠点形成事業 八王子市文化芸術ビジョン推進事業 ～東京2020文化プログラム推進事業～ 5,575

21 調布市 文化芸術創造拠点形成事業 調布国際音楽祭 Chofu International Music Festival 5,020

22 神奈川県
地域における文化施策
推進体制の構築促進

神奈川県共生共創事業（共生社会の実現に寄与する文化芸術振興の体制構築促進） 12,650

23 横浜市 文化芸術創造拠点形成事業 ヨコハマ・パラトリエンナーレ 19,240

24 川崎市 文化芸術創造拠点形成事業 芸術のまち・かわさきＧｒｏｗ Ｕｐ事業 17,195

25 川崎市
地域における文化施策
推進体制の構築促進

共生社会に向けた文化芸術振興推進体制構築事業 2,865

26 逗子市 文化芸術創造拠点形成事業 逗子アートフェスティバル 1,760

27 新潟県 文化芸術創造拠点形成事業 舞台芸術への県民参加推進プロジェクト 16,309

28 新潟市 文化芸術創造拠点形成事業 マンガ・アニメを活用したまちづくり構想 3,930

富山県 3,200

石川県 73,600

福井県 1,440

30 高岡市 文化芸術創造拠点形成事業 工芸と文化芸術による文化創造都市高岡推進事業 2,197

31 南砺市 文化芸術創造拠点形成事業 南砺市文化芸術創造都市事業 4,104

32 金沢市 文化芸術創造拠点形成事業 金沢JAZZ STREET開催事業 18,559

33 金沢市 文化芸術創造拠点形成事業 ユネスコ創造都市金沢・工芸文化発信事業 4,586
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34 山梨県 山梨県 文化芸術創造拠点形成事業 やまなしメディア芸術振興事業 3,832

35 飯田市 文化芸術創造拠点形成事業 人形劇で世界とつながる「小さな世界都市 飯田」創造発信事業 6,697

36 駒ヶ根市 文化芸術創造拠点形成事業 音楽を通じて生きる力を育む事業 2,112

37 大町市 文化芸術創造拠点形成事業 北アルプス芸術文化国際交流推進事業 2,104

岐阜県 25,975

可児市 5,023

39 浜松市 文化芸術創造拠点形成事業 ２０２０文化プログラム推進事業「はままつ響きの創造プロジェクト」 18,150

40 浜松市
地域における文化施策
推進体制の構築促進

浜松版アーツカウンシル事業 11,585

41 掛川市 文化芸術創造拠点形成事業 まちづくり芸術祭「かけがわ茶エンナーレ2020」 15,884

42 名古屋市 文化芸術創造拠点形成事業 歴史文化普及啓発事業～やっとかめ文化祭～ 18,081

43 名古屋市 文化芸術創造拠点形成事業 文化芸術があふれるまちづくりプロジェクト～アッセンブリッジ・ナゴヤ～ 12,010

44 名古屋市
地域における文化施策
推進体制の構築促進

名古屋における新たな文化施策推進体制の構築 8,220

45 豊橋市 文化芸術創造拠点形成事業 穂の国とよはし芸術創造発信事業 17,195

46 豊田市 文化芸術創造拠点形成事業 豊田小原和紙の情報発信と創造活動拠点づくり事業 13,332

47 滋賀県
先進的文化芸術創造活用

拠点形成事業
障害者等の文化芸術による共生社会づくり事業 37,784

48 守山市 文化芸術創造拠点形成事業 守山市文化芸術振興事業 2,662

49 京都府 文化芸術創造拠点形成事業 京都府「地域•アート•出会いプロジェクト」 3,203

50 京都府
地域における文化施策
推進体制の構築促進

京都府地域文化創造促進事業 8,621

51 京都市 文化芸術創造拠点形成事業 子どもたちが文化芸術に触れる機会の創出（伝統芸能ワークショップと公演鑑賞） 10,965

52 京都市 文化芸術創造拠点形成事業 若手芸術家等の社会的・経済的地位向上のための基盤づくり事業 5,591

53 京都市 文化芸術創造拠点形成事業 「劇場×若者＝地域創生の未来」事業 17,263

54 京都市
先進的文化芸術創造活用

拠点形成事業
KYOTO CULTIVATES PROJECT 64,000

55 向日市 文化芸術創造拠点形成事業  歴史が重なる小さなまち・向日市文化芸術創造拠点形成プロジェクト 6,496

56 大阪市 文化芸術創造拠点形成事業 伝統芸能を活用した大阪の魅力開発促進事業 2,423

57 枚方市 文化芸術創造拠点形成事業 文化芸術による交流促進・賑わい創出事業 7,431

58 兵庫県
地域における文化施策
推進体制の構築促進

兵庫の芸術文化施策の推進にかかる体制構築促進事業 1,535

59 神戸市 文化芸術創造拠点形成事業
音楽・映画・IT等の地域文化資源を活用した

クロスメディアイベントによる地域活性化と文化振興事業 17,604

60 豊岡市 文化芸術創造拠点形成事業 文化芸術創造交流事業 9,047

61 南あわじ市 文化芸術創造拠点形成事業 アジア国際子ども映画祭 4,954

62 奈良県 文化芸術創造拠点形成事業 奈良県文化観光発信プロジェクト事業 16,513

63 奈良市 文化芸術創造拠点形成事業 「創造と学びがあふれる都市」アートによるまちづくり事業 7,631

64 和歌山県 九度山町 文化芸術創造拠点形成事業 「芸術と歴史・文化が融合する町」地域振興事業 2,385

65 鳥取県 文化芸術創造拠点形成事業 「アートピアとっとり」プロジェクト２０２０ 18,763

66 鳥取県 文化芸術創造拠点形成事業 障がい者と健常者が共に創る劇団事業 5,249

67 島根県 出雲市 文化芸術創造拠点形成事業 出雲市文化観光拠点形成事業～出雲の國づくり 新・文化圏計画～ 6,355

68 福山市 文化芸術創造拠点形成事業 ふくやま芸術文化ホール文化芸術創造拠点形成事業―コネクテッドシティふくやま― 15,963

69 安芸高田市 文化芸術創造拠点形成事業 「Hiroshima Kagura」創造拠点形成事業 1,338
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70 宇部市 文化芸術創造拠点形成事業 ＵＢＥビエンナーレ（現代日本彫刻展）開催業務 10,422

71 山口市 文化芸術創造拠点形成事業 アートを活用した文化芸術創造拠点形成事業 16,036

72 徳島県 徳島県 文化芸術創造拠点形成事業 「あわ三大音楽」魅力創造プロジェクト 17,087

73 松山市 文化芸術創造拠点形成事業 道後温泉まちづくりアート事業 15,831

74 東温市 文化芸術創造拠点形成事業 東温アートヴィレッジフェスティバル開催事業 3,248

75 内子町 文化芸術創造拠点形成事業 内子町文化創造事業 5,629

76 高知県 文化芸術創造拠点形成事業 高知県まんが王国・土佐推進事業 11,739

77 高知県
地域における文化施策
推進体制の構築促進

高知県文化芸術振興ビジョン推進事業 3,861

78 大分県 文化芸術創造拠点形成事業 第２２回別府アルゲリッチ音楽祭開催事業 11,740

79 大分県 文化芸術創造拠点形成事業 創造県おおいた推進計画 15,579

80 大分市 文化芸術創造拠点形成事業 若い大分市民に向けた能楽振興計画 1,953

81 竹田市 文化芸術創造拠点形成事業 竹田市総合文化ホール〈グランツたけた〉でつながる地域文化交流事業（３年目） 18,627

82 宮崎県 宮崎県
地域における文化施策
推進体制の構築促進

「アーツカウンシルみやざき」設置事業 3,772

83 鹿児島県 南種子町 文化芸術創造拠点形成事業 種子島宇宙芸術祭 6,155
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令和２年度「文化芸術創造拠点形成事業」採択状況について 
 

１．採択合計額 

９４１百万円 

２．採択結果 

応募件数 １２４件 

採択件数  ８３件 
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澤田 美恵子 京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科 教授 

篠原 靖 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部 准教授 

谷本 裕 沖縄県立芸術大学音楽学部 教授 

松本 辰明 全国公立文化施設協会 専務理事 

吉村 和真 京都精華大学マンガ学部 教授・副学長 

（五十音順） 


