一般財団法人 地域創造

新型コロナウイルス感染症に係る支援の取り組み【11月27日更新】

団体名

支援策名称

概要

担当部局

音楽や演劇、ステージイベントなどを通じ、地域住民に潤いや活力を与え、地域文
感染拡大防止ガイドライン
北海道

策定普及モデル事業（ライ
ブ・エンタテイメント業）

化の発展を担っている「ライブ・エンタテイメント業」において、業界団体による
感染拡大防止ガイドラインの策定・普及啓発を支援するとともに、ガイドラインに 経済部 経済企画局
沿った取組を実践する事業者に業界団体から助成金を交付する。

経済企画課

［募集期間（補助対象業界団体）］～6月5日
［募集期間（助成金支給対象事業者）］6月下旬以降募集開始予定

北海道
札幌市

公益財団法
人
北海道文化
財団

札幌市文化芸術公演配信補
助金「さっぽろアートライ
ブ」

市内の文化芸術公演活動を支援するため、文化芸術活動を行う団体および個人が
2021年1月31日までに行う無観客公演の動画配信活動を募集し、選考委員会による
審査により助成する。団体200万円、個人50万円を上限に、50件程度へ交付予定。

文化部 文化振興課

［募集期間］5月20日～6月10日

新型コロナウイルス感染症の影響により、発表の機会が失われている北海道ゆかり
文化情報発信事業「北の

のアーティストの作品動画を募集、北海道文化財団の公式ユーチューブチャンネル

アーティスト」スペシャル で配信し、アーティストの活動支援と道民が文化芸術活動に触れる機会を確保す
プログラム

る。採用した動画に対し、５万円の謝金を支給する。

環境生活部
文化局 文化振興課

［募集期間］5月1日～6月1日

公益財団法

業種別ガイドライン等に基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止策を実践して初

人
北海道文化 舞台公演再開支援事業
財団

めて開催する舞台公演経費の補助。
［募集期間］11月１日～11月30日（第１次募集）

北海道 環境生活部
文化局 文化振興課

一般社団法
人
北海道ライ
ブ・エンタ

業種別ガイドライン等に基づき、感染拡大防止策を実践して開催する舞台公演（有
動画収録支援事業

料）の動画収録経費の補助。
［募集期間］11月１日～11月30日（第１次募集）

テインメン

北海道 環境生活部
文化局 文化振興課

ト連絡協議
会
活動の縮小や停止を余儀なくされている地域の文化芸術関係者の活動継続を支援す
るため、① オンラインイベント等、多様なメディアを活用した文化芸術の創造と発
宮城県

多様なメディアを活用した

仙台市

文化芸術創造支援事業

信を行う事業に係る経費の10分の10（申請者が個人の場合上限30万円、団体・民間
文化施設の場合上限50万円）、②新たな収益モデル事業の構築等、多様な主体が将
来に渡って①に掲げる活動を継続的に行える基盤をつくる事業に係る経費の10分の
10（上限100万円）を助成する。
［募集期間］5月8日～5月29日
芸術文化イベント公演等の中止・延期を余儀なくされている県内の事業者等に対

秋田県

芸術文化関連事業者緊急支 し、無観客公演等の開催および動画制作・配信をする取り組みを支援する（1件当
援事業

たり上限300万円）。

ポーツ部 文化振興
課
※窓口は仙台市市民
文化事業団総務課企
画調整係

観光文化スポーツ部
文化振興課 調整・
文化振興班

［募集期間］6月3日～19日

茨城県

文化観光局文化ス

指定管理施設におけるキャ 県有施設におけるイベント等自粛に伴うキャンセル料返還を補填する（2月27日～3 生活文化課 文化振
ンセル対応関連事業

月31日分）。

興担当
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新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う大規模イベントの中止等により、芸術発表
茨城県

オンラインによる文化芸術

つくば市

奨励事業

の機会を喪失した、つくば市在住もしくは市内に事務所を持つアーティストや文化
芸術団体等の活動支援として、オンラインで発信可能な文化芸術活動、ワーク

市民部 文化芸術課

ショップ企画を募集し、審査のうえ、奨励金を交付します。
［募集期間］6月22日～7月31日
ライブハウス，劇場，ギャラリーなど，市内の芸術文化の振興に資する公演等を一

茨城県

水戸市芸術文化施設活動継

水戸市

続支援事業

般公衆に鑑賞させることを主な目的とする施設の運営を行い，自ら公演等の企画を
行った実績及び今後の公演等の計画がある方を対象として，１施設あたり２０万円
を支給し、芸術文化施設における活動継続を支援する。

市民協働部
文化交流課

［募集期間］7月27日～10月31日
新型コロナウィルス感染症拡大により、多くの公演が中止となる中、若手アーティ
≪栃木県文化・芸術活動応 ストの活動を支援するとともに、芸術性の高い音楽の鑑賞を通して、県民の皆様に
栃木県

援事業≫「とちぎの若手

心の癒やしと元気をお届けすることを目的として、栃木県ゆかりの若手プロアー

県民生活部 県民文

アーティスト集まれ！Web ティスト（音楽家）を対象として出演者を公募し、無観客コンサートを開催して、 化課
コンサート」

動画配信サイトを通じて広く発信します。出演料：１組当たり10万円（20組程度）
［募集期間］7月13日～7月30日

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化を踏まえ、発表・政策等の機会を
群馬県
前橋市

失っている文化芸術団体・個人の継続的な活動を支援するため、感染拡大防止に留
前橋市文化芸術活動奨励金 意しながら、現下において安全かつ適切に実施できる文化芸術活動を募集し、審査
の上、奨励金を交付するもの。

文化スポーツ観光部
文化国際課

［募集期間］10月5日～10月20日

群馬県
邑楽町教育
委員会

町内で実施を予定し、３万円以上の支出が発生している事業で、新型コロナウイル
邑楽町芸術文化事業持続化 ス感染症予防のため中止または延期となった芸術文化事業の主催者に対し、芸術文 邑楽町教育委員会
給付金

化事業持続化給付金として一律５万円を交付します。

生涯学習課

［募集期間］7月1日～令和3年3月31日

舞台芸術関係者の支援と当市芸術文化事業の推進のため、館林市文化会館カルピス
®ホール（大ホール）で舞台芸術による催し物を定員の５０％以内で実施した場合
群馬県
館林市

館林市舞台芸術活動補助金

には、会場使用料及び附属設備使用料の５０％（上限１３万円）を補助いたしま

教育委員会

す。

文化振興課

対象：令和3年2月14日（日）までに実施した催し物
［募集期間］～令和3年2月14日

市内に活動の本拠を持ち、主として市内在住者で組織する文化芸術団体又は市内に
埼玉県
さいたま市

さいたま市文化芸術活動支 在住若しくは市内で活動する個人を対象に、文化芸術に関する３０秒以上５分以内
援「つながろうさいたま

の動画作品を募集し、審査により市の公式YouTube等で配信することを決定した動 文化振興課

アートプロジェクト」

画作品に対して、奨励金を１作品につき１０万円交付します。
［募集期間］7月27日～8月10日

文化の灯を絶やさないための緊急対策第一弾として、新型コロナウイルスの影響で 文化振興部 企画調
芸術文化活動支援事業
東京都

「アートにエールを！東京
プロジェクト」

文化芸術活動を自粛せざるを得ないプロのアーティストやスタッフ等を対象に動画 整課
作品を募集し、出演料相当として1人当たり10万円を支援する（1作品につき上限

※問い合わせ先は

100万円）。※6月中旬に追加情報あり。

「アートにエール

［個人登録期間］5月15日～31日

を！東京プロジェク

［企画募集期間］5月27日～6月12日

ト」事務局
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東京都
港区

文化プログラム推進事業
「文化芸術の力で港区を元
気に！プロジェクト」

区内を拠点に活動し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、活動を自粛・縮小
せざるを得ない状況に置かれている文化芸術団体を対象に、本事業の目的に基づく
事業を広く公募し、事業の企画・制作・実施に係る費用を支援します。
［募集期間］7月5日～7月15日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、休業要請等の対象となり、収入
東京都

新宿区文化芸術復興支援事

新宿区

業

を絶たれる等の影響を受けた区内の文化芸術施設が行う映像配信の新たな取組みに
対して補助金を交付することで、文化芸術施設を支援するとともに、アーティスト
等がパフォーマンスを発信する機会を提供します。

文化観光産業部 文
化観光課

［募集期間］7月6日～9月30日

「すぎなみアート応援事

①国の持続化給付金を受けた文化施設に対し、給付金を上乗せして支給。

業」

1施設当たり個人20万円、法人40万円。計100施設程度を予定。

東京都

①杉並区文化・芸術発信の ②3密を防ぐ等の感染症対策を講じて区内で実施する文化・芸術活動事業に対し、

区民生活部文化・交

杉並区

場継続給付金

流課

その事業に係る経費の一部を助成。

②杉並区新しい芸術鑑賞様 1事業当たり上限30万円。300件程度を予定。
式助成金

東京都
武蔵野市

［募集期間］①6月18日～令和3年1月29日

②6月18日～10月31日

令和３年３月31日までの間に、劇場・ホールなどで公演や展示を行う目的で施設を
文化施設使用料の減額

使用する場合の、施設使用料を50％減額します。
［募集期間］6月8日～令和3年3月31日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で活動自粛を余儀なくされた文化・芸
東京都
多摩市

多摩市アーティスト支援プ 術を生業とするアーティストを応援する。テーマに沿った動画作品の制作と、Web
ロジェクト

アート＠多摩 上での発信機会を設けることで、市内のアーティストの皆さんの活動を支援する。
[募集期間]

10月22日～11月20日

市民部
市民活動推進課

くらしと文化部
文化・生涯学習推進
課

■対象者：芸術文化の事業全般(団体・個人ともに)が対象
■補助対象：
①事業実施にあたり感染症対策に要する経費(間隔確保に資する会場費用の一部も対
神奈川県

文化芸術活動再開加速化事
業補助金

象)
②「新しい生活様式」として定着を目指す新規性の高い事業実施に資する必要経費
■助成上限額：150万円

国際文化観光局 文
化課

■助成規模：約3億円
■申請方法：e-kanagawa電子申請
［募集期間］7月20日～８月７日
発表、制作等の活動の機会を失っているアーティストや企画運営者を含む文化芸術
神奈川県
横浜市

横浜市内のアーティスト
等、文化芸術活動緊急支援
事業

関係者、および営業を自粛している民間施設の活動を支援するため、活動再開に向
けた準備制作や民間施設を活用した動画配信などの文化芸術活動を募集し、支援金 文化観光局 文化振
を支給する。

興課

・文化芸術活動応援プログラム（上限30万円）［募集期間］5月28日～6月10日
・映像配信支援プログラム（上限70万円）［募集期間］6月15日～7月3日
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活動を休止しているアーティストの支援として、市内を主な拠点に活動するプロの
バーチャル版芸術フェス

音楽家、ダンサー等とともに横浜みなとみらいホール等において、世界中どこでも 文化観光局 文化振

ティバル事業

バーチャルに体験できる、最新技術を活用した動画コンテンツを制作・配信し、持 興課
続可能な文化芸術活動のモデルづくりを目指す。

神奈川県

文化観光局 文化振

横浜市
アーティスト・クリエー
ター等へのワンストップ相
談対応事業

新型コロナウイルス感染症の影響により増加している事業損失等に関する専門的な 興課
相談に対応できるよう、文化芸術の担い手をサポートする「臨時相談センター”

※窓口はアーツコ

YES！”」を立ち上げ、国家資格を有する専門家（税理士・弁護士等）や、豊富な事 ミッション・ヨコハ
例と経験をもつ相談員がオンライン上で無料相談対応を行う。

マ（横浜市芸術 文
化振興財団内）

活動の場を制限されている市内の文化芸術の担い手等を支援するとともに、市民が
神奈川県

川崎市文化芸術活動支援事

川崎市

業奨励金

文化芸術に触れる機会を提供することを目指し、文化芸術作品や子ども向けコンテ
ンツ等の新規のインターネット用動画を募集し、1人当たり5万円（グループの場合
上限30 万円）の奨励金を交付する。募集人数600人程度。

市民文化局 市民文
化振興室

［募集期間］5月25日～6月10日
神奈川県
相模原市

指定管理者への損失補償

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う施設の休館等による指定管理者の
損失を補償する。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、文化芸術活動の中止や延期により収入を得
られなくなった文化団体および個人、県内の文化財等に対し、クラウドファンディ

新潟県

文化応援！にいがた結（む ングサービス「にいがた、いっぽ」（新潟日報社）を活用し、県民からの支援を募
すぶ）プロジェクト

る。

市民局 文化振興課
県民生活・環境部
文化振興課
※窓口は「文化応
援！にいがた結プロ
ジェクト事務局」

［募集期間］5月15日～29日
［クラウトﾞファンディング期間］6月5日～30日

（新潟県文化振興財
団内）
文化スポーツ部文化

市内を活動拠点とする文化芸術関係者を対象とした相談窓口をアーツカウンシル新 創造推進課
新潟県

新潟市新型コロナウイルス 潟（新潟市芸術文化振興財団）内に設置し、経済的影響に対する支援制度の案内や ※問い合わせ先は

新潟市

に関する文化芸術相談窓口 サポート、市内文化施設等の利用に関する情報提供、今後の活動に関する相談等に アーツカウンシル新
ワンストップで対応する。

潟（新潟市芸術文化
振興財団内）

新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動の縮小や公演の中止を余儀なくされ
「新しい生活様式」対応型 ている芸術文化団体等の舞台芸術活動の再開、継続を支援するため、広く県民の鑑 生活環境文化部 文
舞台芸術活動支援事業

賞を目的とする舞台芸術公演を開催する芸術文化団体等に対し、会場等の使用料を 化振興課
補助する。

富山県

富山県芸術文化活動再開モ
デル応援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により活動を縮小又は休止を余儀なくされてい
る、芸術文化団体・個人の活動再開支援のため、web等を活用したリモート教室な
どのモデル・仕組みづくりに取り組み、各団体が容易に導入できることを目指す。
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生活環境文化部 文
化振興課
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新型コロナウイルスの影響により、多くの団体の舞台公演などの発表の場が延期・
富山県

新型コロナ対応舞台芸術開 中止となる中、舞台鑑賞を楽しみにしている県民に鑑賞する機会を新しく創出する 生活環境文化部 文
催事業

とともに、会場に足を運ぶことのできない方にもその舞台をweb等で映像配信する 化振興課
ことで、芸術文化活動を支援する。

芸術文化に携わる個人や団体の活動の継続を支援するため、公演等の「発表の場」
となる文化施設のメインホール等及び、その公演等に向けた創作の場となる大規模
富山県
富山市

文化施設使用料の減免

な練習室を「新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる富山県対策指針」に基づく 企画管理部 文化国
座席数・使用人数の制限要請等に応じて使用される場合、使用料の50％相当額を減 際課
免するもの。
［募集期間］6月25日～令和3年3月31日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、公演やイベント、展覧会等の発表機会を
喪失したアーティストに対し、創作活動を発表するオンライン上で鑑賞可能な動画

高岡市芸術文化オンライン を制作するために要する経費を補助し、継続的な創作活動を支援します。【補助額 市長政策部
発信支援事業補助金

（上限）】個人５万円、団体10万円。制作された動画は、市のウェブサイト、

文化創造課

YouTubeチャンネル等で発信し、市民が芸術文化に触れる機会を提供します。
［募集期間］7月17日～9月30日

富山県
高岡市

芸術（音楽、演劇、舞踊など）、伝統芸能（雅楽、能楽など）などの活動を行う文
高岡市文化芸術活動施設利
用料支援事業補助金

化芸術団体に対し、公演で利用することが想定されるホール等で練習する場合の利
用料金の一部を補助します。
【補助率】１／２

【補助額（上限）】１団体につき３万円

市長政策部
文化創造課

［募集期間］7月17日～9月30日

伝統芸能の維持・継承に向 邦楽や日本舞踊など伝統芸能の公演を無観客で収録し、映像をインターネットで配 県民文化スポーツ部
けた緊急支援
石川県

信。

文化振興課

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各種ガイドラインに基づき、当
文化芸術公演開催支援事業 面の間、文化団体の公演等においても、会場の収用率の制限等の影響を受ける対応 県民文化スポーツ部
費補助金

が求められることから、会場使用料の一部を補助します。

文化振興課

6月29日～令和3年3月31日
県内を拠点に活動しているアーティストの演奏をインターネットで動画配信するこ
福井県

アーティストによる音楽ラ
イブ等配信事業

とで、アーティストの活動を支援する。第3期目となる6月20日からは、屋外でのラ
イブ演奏を配信予定。

交流文化部 文化課

［第3期募集期間］6月8日～14日
［ライブ配信日］6月20日～28日の土日（計6回）
発表機会を失った長野県ゆかりのアーティストまたは団体に対して、オンライン上

長野県

頑張るアーティスト応援事
業

で鑑賞可能な創作活動を発表するために要する経費を支援する。対象企画は「テー
マ型」と「自由型」の2つ。補助額は「テーマ型」が1人当たり10万円（1件につき
上限50万円）、「自由型」が1人当たり5万円（1件につき上限20万円）。

県民文化部 文化政
策課 芸術文化係

［募集期間］～5月27日

発表の機会を喪失しているアーティストの支援のため、長野市在住または市内に一
長野市
長野市

～長野市ゆかりのアーティ 定の活動拠点がある２名以上のグループ（うち１名以上が文化芸術で収益を得てい
スト支援事業～長野市芸術 ること）のステージ発表を長野市芸術館にて映像撮影しWEB上で配信、出演したグ
館WEBフェス

ループに出演料各10万円を支払うもの。最大60グループまで出演可能。
［募集期間］7月1日～7月20日
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※必着

文化スポーツ振興部
文化芸術課

一般財団法人 地域創造

長野県

佐久市芸術文化活動再開支 新型コロナウイルス感染拡大により発表機会を喪失した芸術文化活動の再開支援の

佐久市教育 援事業（文化ホール使用料 ため、芸術文化事業（イベント）に係る文化ホール等の使用料の一部を助成。
委員会

助成）

長野県

上田市文化芸術施設活動継

上田市

続事業支援金

一般財団法
人松本市芸
術文化振興

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、長野県の緊急事態宣言措置に伴う休業
要請に協力をした文化芸術施設の支援。
［募集期間］～10月30日

政策企画部
交流文化スポーツ課

拡大防止を理由とするキャンセルについては、全額還付の取扱いとしています。
［募集期間］令和2年2月25日から当分の間

公益財団法

新型コロナウイルス感染症の影響により、文化活動の発表の場である公演や展示等
岐阜県文化芸術活動応援助 の中止・延期を余儀なくされた方を支援するため、岐阜県内の芸術家等（個人又は 岐阜県県民文化局

教育文化財 成金

団体）が岐阜県内で行う発表活動に要する会場借上費等を助成。

団

［募集期間］7月9日～12月28日

静岡県内で文化芸術活動を行う方をサポートする相談窓口（無料）の設置。県内の
静岡県

興課 文化振興係

既に納めた利用料金は、還付しないこととしていますが、新型コロナウイルス感染
利用料金の還付

財団

人 岐阜県

［募集期間］7月1日～令和3年3月31日

社会教育部 文化振

ふじのくに＃エールアート プロのアーティスト等が「新しい生活様式」に対応した文化芸術活動の再開に要す
プロジェクト

る経費を支援。1件当たり上限100万円、50件程度。
［募集期間］7月27日～8月14日

売上が前年同月比で50％以上減少している県内の文化芸術活動関係の法人、 個人事
愛知県文化芸術活動応援金

業者（国の「持続化給付金」の支給対象）を支援するため、「文化振興基金」を活
用して寄附を募り、応援金を交付する。交付額は個人事業者が10万円、法人が20万
円。6月中旬に募集開始予定。

文化創造課

スポーツ・文化観光
部
文化局 文化政策課

県民文化局文化部
文化芸術課 振興第
二グループ

県内文化施設の所蔵作品等を題材とした映像作品の制作をアーティストに委託し、
オンライン配信を実施する「アーティスト等緊急支援事業」と、県内で長く継承さ 県民文化局文化部
愛知県

文化芸術活動緊急支援事業 れている伝統的な文化芸術活動の魅力を伝える映像作品を制作し、地元テレビ局で 文化芸術課 振興第
番組として放映するとともに、オンライン配信を実施する「伝統文化活動緊急支援 一グループ
事業」を予定。詳細については、決まり次第、県のウェブサイト等で発表予定。
収入を得る機会が失われている日本在住の若手現代美術作家（20～40歳代まで）を
対象に今年度から3年間、美術品等取得基金に1億円の特別枠を設け、現代美術作品 県民文化局文化部
美術品等取得基金特別枠

購入し、支援をする。購入した作品は、今後、愛知県美術館でのコレクション展

文化芸術課 振興第

等、さまざまな機会を通じて紹介していく予定。

一グループ

［実施期間］2020年度～2022年度
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一般財団法人 地域創造
県内に活動の本拠を置く文化団体が行う事業に対して交付している文化活動事業費
愛知県

文化活動事業費 補助金の

補助金について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による中止事業、無観客公

拡充

演事業を交付対象とするほか、採択件数の増、申請期限延長などの拡充を行う。
［募集期間］5月28日～7月31日

展覧会・公演等の中止により、影響を受けたアーティストや製作スタッフなどの活
愛知県
名古屋市

ナゴヤ文化芸術活動緊急支 動を支援する、ナゴヤ文化芸術活動緊急支援事業「ナゴヤ・アーティスト・エイ
援事業「ナゴヤ・アーティ ド」。文化芸術活動に携わるプロのアーティスト等から、制作した映像作品を募集
スト・エイド」

し、インターネッ ト上で配信する。助成額は1人当り10万円。
［募集期間］5月25日～6月15日

県民文化局 文化部
文化芸術課 企画グ
ループ

観光文化交流局 文
化歴史まちづくり部
文化振興室 企画事
業係 ※窓口はナゴ
ヤ・アーティ ス
ト・エイド事務局

瀬戸市内に居住し、又は瀬戸市内を主な活動拠点にしているアーティストから、新
愛知県
瀬戸市

瀬戸市アーティスト活動支
援事業～せともんアーティ
スト in newnormal～

型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ実施する文化芸術活動を募集
します。その活動の成果を報告したアーティストに対しては、一件当たり１０万円
の助成金をお支払いします。また、活動の成果報告については、ウェブやＳＮＳ

地域振興部 文化課

（インスタグラムなど）で公開します。
［募集期間］7月15日～8月14日
文化活動を自粛・縮小せざるを得ない状況に置かれている方を対象に、活動再開に
向けた企画から準備、公演に至るまで「今できる創作・表現活動」を幅広く支援。
第一期では、4月1日から10月31日までの期間に企画・制作・実施される取り組みを

京都府文化活動継続支援補 対象に、最大20万円を補助（補助対象経費から市町村等の補助金を減じた額の3分
助金（第一期）

の2以内）。
［募集期間］4月30日～7月15日
（第二期は7月16日～10月15日、第三期は10月16日～2021年1月15日までを予定。

京都府

予算上限に達するまで）

京都府文化芸術関係
者支援相談窓口（文
化スポーツ部文化芸
術課内）
京都府文化芸術関係
者支援相談窓口

困難な状況におかれている文化芸術関係者のための相談窓口を4月30日に設置。
「京都府文化活動継続支援補助金｣の申請サポートだけでなく、国や市町村、民間

京都府文化芸術関係

京都府文化芸術関係者支援 も含めたさまざまな支援制度や窓口を案内。窓口には、自身もアーティストとして 者支援相談窓口（文
相談窓口

活動するとともに、芸術イベント等のマネジメントや補助金申請等の事務において 化スポーツ部文化芸
も経験豊富な者を公募し配置。文化関係者の不安に寄り添いつつ、活動継続・再開 術課内）
のための助言や指導を行う伴走支援を実施。
発表・制作等の機会を失っている文化芸術関係者の活動を支援するため、新型コロ

京都府
京都市

新型コロナウイルス感染症 ナウイルス感染症拡大防止に留意し、現下の状況において安全かつ適切に実施でき 文化市民局 文化芸
の影響に伴う京都市文化芸 る文化芸術活動（企画・制作・リサーチ等）を募集し、審査のうえ奨励金(上限30

術都市推進室 文化

術活動緊急奨励金

芸術企画課

万円)を交付する。
［募集期間］5月7日～17日

大阪文化芸術活動（無観客
大阪府

ライブ配信）支援事業補助
金

営業を休止している府内の劇場、演芸場やライブハウス等の民間施設が、文化の発
信拠点としての社会的な役割を継続できるよう、無観客ライブの配信事業の立ち上 府民文化部 文化・
げを支援する。支援額は1施設あたり上限70万円（複数動画の配信が前提）。

スポーツ室文化課

［募集期間］5月15日～7月17日

新型コロナウイルス感染拡大防止の影響を受け、活動の場が制限されているアー
大阪府
豊中市

文化芸術活動支援助成金

ティストを支援するとともに、文化芸術の力を生かして、「地域の人々を元気にす 都市活力部 文化芸
る」事業を募集します。

術課

［募集期間］7月1日～7月31日
県内に活動の本拠を置くアーティストおよび文化芸術団体等を対象に、新たに制作
兵庫県

芸術文化活動機会促進動画 する映像作品や動画をウェブ上に掲載発信するために要する経費の一部（5万円）

企画県民部知事公室

配信事業

芸術文化課

を補助する。
［募集期間］5月22日～6月30日
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一般財団法人 地域創造
県内に活動の本拠を置く個人・団体（概ね50歳未満）で、県域文化団体等からの推 企画県民部知事公室
ひょうごアーティスト動画
配信事業

薦を受けた者を対象に、新たに出演・制作した動画（5～15分程度）を募集し、そ

芸術文化課

の出演料相当額（個人の場合9万円、団体の場合上限25万円）を支払う。動画は芸

※実施は兵庫県芸術

術文化協会のホームページ等に掲載し配信する。

文化協会文化振興部

［募集期間］5月22日～6月30日

事業第2課

「県民芸術劇場事業」で活躍する登録団体が新たに出演・制作した動画（10～15分
県民芸術劇場動画配信事業
兵庫県

程度）を芸術文化協会のホームページ等に掲載し配信する。その出演料相当額とし
て1件25万円を補助する。
［配信時期］各団体で制作後、7月頃から順次配信予定

県域文化団体感染症予防対
策事業

県域文化団体に対し、公演等にあたって必要とされる感染症予防対策（アクリル
板、消毒液、非接触型体温計等の整備費）にかかる費用を、1団体10万円補助す
る。
県民会館や公立文化施設等で実施する無料のコンサートやリサイタル等の開催によ

芸術文化活動の展開支援

り、県民が気軽に芸術文化に触れる機会を拡充するとともに、県域文化団体が市町
ホール等で実施する芸術文化事業を支援する。

アーティストからの動画を
募集！#うちで過ごそう
アートプロジェクト第2弾
兵庫県
神戸市
STAY HOME #うちで過ご
そう アートプロジェクト
第3弾

神戸市に活動の本拠を置くアーティストを対象に、外出自粛の啓発動画作品を募集
し、 その制作に対し謝礼（2万円）を支払う。動画はインターネット上で配信され
る。

企画県民部知事公室
芸術文化課
※実施は兵庫県芸術
文化協会文化振興部
事業第1課
企画県民部知事公室
芸術文化課

企画県民部知事公室
芸術文化課

企画調整局つなぐラ
ボ 文化スポーツ局
文化交流課

［募集期間］4月30日～5月22日
神戸市に活動の本拠を置くアーティストを対象に、動画作品を募集し、その制作費
（上限1人当たり5万円、5人以上のグループの場合上限25万円）を支払う。動画は

文化スポーツ局 文

インターネット上で配信される。

化交流課

［募集期間］5月8日～31日
事務所又は活動の拠点が宝塚市内にあり、新型コロナウイルス感染症の拡大を受

兵庫

宝塚市文化芸術活動再開支 け、文化活動を自粛・縮小せざるを得ない状況に置かれた団体に対して、市内施設

宝塚市

援事業補助金

での公演、展覧会実施に係る施設使用料の1/2（上限10万円）を補助する。

文化政策課

［募集期間］8月3日～12月28日
県内に活動の本拠を置くアーティストおよび文化芸術団体等を対象に、以下の経費
アートの灯を守る！とっと の10分の10（上限50万円）を支援する。①機材賃貸により映像配信を行う際に要す 地域づくり推進部
りアート支援事業

る機材賃貸費、配信経費等、②県内で行う無観客公演・展示等の映像配信のために 文化政策課
導入した機材費等。※①、②とも５月末で終了。

鳥取県
県内に活動の本拠を置くアーティストおよび文化芸術団体を対象に、県外のアー
とっとり発コロナ危機打

ティストおよび文化芸術団体等の活動者と協働で行う作品（演劇・音楽等）の制

地域づくり推進部

破！アート活動支援事業

作、発表に要する経費の10分の10（上限350万円）を支援する。

文化政策課

［募集期間］6月下旬以降（予定）
新型コロナウイルス感染症の影響により、芸術文化イベント公演等の中止・延期を
島根県

文化活動無観客動画配信支 余儀なくされていることから、安来市総合文化ホールアルテピアで無観客の動画配 市民生活部 文化ス

安来市

援事業

信をされた団体等に限り施設利用料金及び付属設備利用料金を免除します。
［募集期間］第1期：6月19日～7月17日

ポーツ振興課

第2期：7月27日～令和3年3月24日

「新しい生活様式」の下で実演芸術イベントを開催しやすい環境を整備するため，
広島県

広島県文化芸術イベント等 広島県内に活用拠点を有するイベント主催者（プロ・アマ問わず）に対し，イベン 環境県民局 文化芸
開催支援事業

ト等開催に要する費用の一部（会場使用料・コロナ対策経費）を支援（補助率
100％，イベント１日につき最大45万円）。
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術課

一般財団法人 地域創造
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、活動の中止・延期を余儀なくされて
いる文化芸術関係者5者以上を“共助の精神”に立って支援する取り組み（取組例：作
広島県
広島市

文化芸術振興臨時支援事業

品・公演の動画配信サイトの制作、オンラインによる各種教室の開催など）に対

市民局 文化スポー

し、奨励金を支給する。また、共助の取組のうち、動画配信等に係る取組にプロ

ツ部 文化振興課

アーティストが参加する場合、奨励金を上乗せして支給する。
［募集期間］（前期）6月19日～7月3日／（後期）7月10日～27日
・県内アマチュア演奏者に対し、オンラインによる演奏指導を行い、音楽文化活動
の継続支援や、県内在住の演奏者の演奏技術を向上させるとともに、新たな指導方
徳島県

あわ文化緊急対応事業

法の波及を図る。

未来創生文化部 県

・「阿波人形浄瑠璃」や「阿波おどり」など「あわ文化」をテーマに、無観客なら 民文化課
ではの自由なカメラワークによるVR動画等の「デジタルコンテンツ」を制作し、
「あわ文化」の魅力発信効果が長期間持続する取り組みを実施する。

令和2年度新しい生活様式
のもと頑張る文化芸術活動
香川県

支援事業
「文化芸術振興活動費助成
金」

公益財団法
人
高知県文化
財団

KOCHI ART PROJECTS助
成金（新型コロナウイルス
感染症対策）

文化振興財

芸術活動を支援する。
かがわ文化芸術祭連携枠：10万円から100万円・助成対象経費の1/2以内。

政策部 文化芸術局

一般枠：10万円から50万円・助成対象経費の1/3以内

文化振興課

文化芸術チャレンジ：上限20万円・会場使用料定額。
［募集期間］7月14日～8月13日

高知県芸術祭の協賛行事として参加する団体等及び芸術祭終了後から今年度末まで
に文化芸術活動を行う団体等の事業に係る新型コロナウイルス感染症対策に要する 文化生活スポーツ部
経費の一部を助成します。（対象経費の3/4以内、上限10万円）

文化振興課

［募集期間］７月22日～8月26日

愛媛県内の文化関連施設（県・市町の会館、ライブハウスなどの民間施設など）で

公益財団法
人 愛媛県

新しい生活様式のもと、かがわ文化芸術祭等に参加する個人・団体等の地域の文化

開催される文化芸術関連イベント（音楽、演劇、ダンス、美術、映画、伝統・大衆 公益財団法人愛媛県
文化芸術活動再開支援事業 芸能など）に対し、会場使用料やコロナ感染対策経費などを助成します。（１件あ 文化振興財団
たり上限50万円）

団

総務事業部

［募集期間］8月20日～令和3年1月6日

文化・エンターテインメン
ト施設への事業継続支援金

福岡市内のライブハウス・劇場などの施設に対し、無観客での映像配信設備等に係
る経費の5分の4（上限50万円）を支援する。
［募集期間］5月1日～6月30日

経済観光文化局 国
際経済・コンテンツ
部 コンテンツ振興
課
経済観光文化局 国

福岡県

際経済・コンテンツ

福岡市

福岡市を拠点に活動するプロアーティストが出演する動画作品を、イベント関連事 部 コンテンツ振興
文化・エンターテインメン 業者等と共同で制作し、配信を行うものについて1作品につき上限50万円を支援す

課

ト活動支援金

る。

※問い合わせ先は文

［募集期間］1次募集：6月1日～6月15日／2次募集：6月16日～6月30日

化・エンターテイン
メント活動支援金受
付センター

北九州市に活動の本拠を置くプロのアーティストやスタッフ等を対象に、規定の
福岡県

アートでつなぐ未来プロ

北九州市

ジェクト

市民文化スポーツ局

テーマに沿った動画作品を募集し、アーティストやスタッフ等に出演料（一人当た 東アジア文化都市推
り5万円（作品あたり50万円を上限））を支払う。動画はインターネット上で配信

進室 ※窓口はアー

される。

トでつなぐ未来プロ

［募集期間］5月25日～6月24日
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※予算額に達し次第終了

ジェクト事務局

一般財団法人 地域創造
緊急事態宣言を受け休業等に応じた市内の民間文化施設（店舗）等を営業する事業
福岡県

民間文化施設等事業者緊急

北九州市

支援事業

者を対象に、無観客でのパフォーマンスの映像配信に関する設備等の購入経費、事
業の再開に向けて必要となる施設の感染防止対策に関する設備等の導入費用といっ
た経費の5分の4（上限50万円）を支援する。
［募集期間］5月8日～6月30日

佐賀県

新しい文化芸術表現モデル
創出事業

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、今後も3密回避が求められる中で、リ
ことにより、新たな文化芸術活動のモデルの創出を図る。

を受け採択枠を増設し助成を行う。感染防止対策への経費補助のほか、ポストコロ
ナにおける実験的な事業の実施や開催できなかった事業の縮小復活開催、リモート
ライブ・ネット配信に対し助成するとともに、そうした事業実施に必要な技術やノ

令和2年度県民芸術祭

ウハウを提供するなど、日常的な活動ができない団体への伴走型支援も行う。な
お、申請にはアーツカウンシルみやざきへの事前相談が必要。
［事前相談期間］6月3日～7月17日
［募集期間］6月3日～7月22日

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響により子ども向けクラシック公演やイベ

ソニー音楽財団 新型コロ
ナウイルス対策特別支援プ
ロジェクト
「子どもたちを対象に活動
する若手演奏家への支援
金」

活動する若手演奏家への支援金」を立ち上げました。
この支援策は、子どもたちに向けたクラシック音楽教育の振興活動を行う団体およ
び若手演奏家を支援するために立ち上げた「ソニー音楽財団 新型コロナウイルス対
策特別支援プロジェクト」の一環として実施されます。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響を受けている、子どもたちに向けて音楽

人ソニー音
楽財団

ントの中止等で損害を被った若手演奏家への支援策として、「子どもたちを対象に

［募集期間］2020年6月25日（木）10:00～2020年7月7日（火）23:59

公益財団法
ソニー音楽財団 新型コロ

を通した教育活動を行う団体および若手演奏家を支援するため「ソニー音楽財団 新

ナウイルス対策特別支援プ 型コロナウイルス対策特別支援プロジェクト」を立ち上げました。当プロジェクト
ロジェクト

のうち「『子ども音楽基金』新型コロナウイルス被害支援」では、新型コロナウイ

「ソニー音楽財団 子ども

ルス感染拡大の影響により様々な文化芸術活動が中止や延期の決断を余儀なくさ

音楽基金」新型コロナウイ れ、子どもへの音楽を通した教育活動を制限された団体に、その損害への補填とし
ルス被害支援

て助成金（1団体につき一律20万円または50万円、総額1,000万円）を支給します。
［募集期間］2020年7月1日（水）～2020年7月15日（水）23:59

問い合わせ
一般財団法人 地域創造

芸術環境部

文化企画課 民間文
化施設事業者支援担
当
地域交流部 文化・

アル公演とオンライン配信を組み合わせた文化芸術祭「LiveS Beyond」を開催する スポーツ交流局 文

県内に活動の拠点を置く文化団体に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止の状況

宮崎県

市民文化スポーツ局

吉川・児島・﨑山

Tel. 03-5573-4068・4183・4066
letter*jafra.or.jp（*を＠にかえてご利用ください）
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化課

総合政策部 みやざ
き文化振興課 文化
担当
※窓口はアーツカウ
ンシルみやざき（公
益財団法人宮崎県芸
術文化協会内）

