
音楽演劇  舞踊美術   映像伝統芸能  複合    無形民俗文化財写真  文学マンガ   アニメーションメディア芸術      芸能  生活文化ファッション    建築

アーツカウンシル東京は、東京の芸術文化の魅力を向上させ
世界に発信していく創造活動を支援するため、
様々な助成プログラムを実施しています。

助成対象期間変更のお知らせ

２期制で公募を行っている「東京芸術文化創造発信助成 単年助成プログラム」と「芸術文化による社会支
援助成」の２プログラムは、平成３０年度（２０１８年度）から、助成対象期間（助成の対象となる活動を実
施する期間）が変更になります。

平成３０年度の助成プログラムの詳細、申請期間等については、
平成３０年１月中にアーツカウンシル東京のウェブサイトで発表予定です。

www.artscouncil-tokyo.jp

平成 31年（2019 年）平成 30年（2018 年） 平成 32年（2020 年）

平成３０年度（2018年度）
アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）

助成プログラムのご案内
東京芸術文化創造発信助成
芸術文化による社会支援助成
東京地域芸術文化助成
東京文化プログラム助成

アーツカウンシル東京は世界的な芸術文化都市東京として、芸術文化の創造・発信を推進し、東京の魅力を高
める多様な事業を展開しています。新たな芸術文化創造の基盤整備をはじめ、東京の独自性・多様性を追求し
たプログラムの展開、多様な芸術文化活動を支える人材の育成や国際的な芸術文化交流の推進等に取り組み
ます。また、2020年に向けて文化プログラムを牽引するプロジェクトを展開しています。

東京芸術文化創造発信助成〈単年助成〉

芸術文化による社会支援助成

移行期として、平成３０年度第１期に限り、助成対象期間を15か月間とします。

15か月

平成３０年１０月１日から１２月３１日の３か月間に実施される事業は、平成３０年度
第２期の公募では申請できません。必ず、平成３０年度第１期に申請してください。
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東京の都市魅力の向上に寄与する多様な創造活動とその担い手を支援するため、東京を拠点とする芸術団体
等に対して、都内・海外での活動経費の一部を助成します。

[２] 単年助成プログラム
東京都内において実施される公演・展示・アートプロジェクト等の創造活動や、国際的な芸術交流活動、また
東京の芸術創造環境の向上に資する各種活動をサポートします。 ※平成 30年度から助成対象期間が変更となります（裏面参照）。

助成プログラムによって、公募の時期、年間の公募回数、助成対象期間等が異なります。
各プログラムの詳細についてはアーツカウンシル東京のウェブサイトをご覧ください。

www.artscouncil-tokyo.jp

・東京芸術文化創造発信助成（長期・単年）
・芸術文化による社会支援助成
・東京地域芸術文化助成

TEL: 03-6256-8431
 （平日10:00 ～ 18:00）
E-mail: josei@artscouncil-tokyo.jp

・東京文化プログラム助成
TEL: 03-6256-8433
 （平日10:00 ～ 18:00）
E-mail: bp-josei@artscouncil-tokyo.jp

アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）  企画室企画助成課
〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目1-28 九段ファーストプレイス8階

お問い合わせ

対象となる分野

助成額

音楽・演劇・舞踊・美術・映像・伝統芸能・複合

①　芸術創造活動を主とする活動： 助成上限額　1,200万円（3年間の場合）
②　芸術創造環境の向上に資する活動： 助成上限額　   600万円（3年間の場合）

東京都が主導する文化プログラムの考え方を踏まえ、2020 年に向け、より多くの人々が文化プログラムに参加でき
ること、また 2020 年以降の東京の芸術創造環境の向上を目的とした助成事業を実施します。都民が日常的かつ
主体的に取り組んでいる芸術文化活動や、海外アーティストが東京都内で新作を発表する企画、先端技術とアー
トの融合による新たな芸術表現の創造に挑戦するプロジェクトなどを対象とします。東京都内で実施される事業が
対象です。 

対象となる分野

助成額

音楽・演劇・舞踊・美術・写真・映像・文学・マンガ・アニメーション
メディア芸術・伝統芸能・芸能・生活文化・ファッション・建築
特定のジャンルにとらわれない芸術活動（複合）

①　気運醸成プロジェクト支援： 助成上限額　２,０００万円
②　市民創造文化活動支援（2期制）： 助成上限額　２,０００万円
③　海外発文化プロジェクト支援： 助成上限額　２,０００万円
④　未来提案型プロジェクト支援： 助成上限額　２,０００万円

[１] 長期助成プログラム
発表活動だけではなく、作品制作のプロセスを含めて支援することで創造活動を促進すると共に、芸術団体のステッ
プアップの後押しを目的に最長３年間の支援を行います。また、芸術創造環境の課題に取り組む、分野全体を広く
見渡した活動に対しても助成します。２年又は３年の継続的・段階的な取り組みを必要とする事業が対象です。

助成額
①　都内での芸術創造活動： 助成上限額　200万円 （個人申請 50万円）
②　国際的な芸術交流活動： 助成上限額　400万円 （個人申請 50万円）
③　芸術創造環境の向上に資する活動： 助成上限額　100万円

※美術・映像・伝統芸能分野での上記①、②の活動については個人での申請も可能です。

※ 「東京芸術文化創造発信助成」「芸術文化による社会支援助成」「東京地域芸術文化助成」の3プログラムは、団体の本部事務所（個人申請の場合は申請者
の居住地)が東京都内にあることが申請の要件になります。

※ 平成30年度の助成金は公益財団法人東京都歴史文化財団平成30年度予算が財団理事会で可決され、同評議員会が承認した上で実施が確定します。

※ 記載内容は平成２９年12月1日時点のものです。

障害者や高齢者、子供、青少年、在住外国人等が主体的に関わる芸術活動や、社会や都市の様々な課題を見据え、
その改善に資することを目的とした先駆的な芸術活動を支援します。都内又は海外で実施される事業が対象です。

芸術文化による社会支援助成（２期制）

対象となる分野 複合・音楽・演劇・舞踊・美術・映像・伝統芸能

助成額
①　芸術創造活動： 助成上限額　100万円
②　障害者等と芸術をつなぐ環境整備： 助成上限額　100万円

東京都内の無形民俗文化財を活用した地域の文化の振興に資する公演活動等や東京を拠点とするNPO や実行委
員会、芸術団体、保存会、継承団体等が実施する、特定の地域における文化資源を活用した事業を支援します。

東京地域芸術文化助成

助成額
①　東京都内の無形民俗文化財を活用する事業： 助成上限額　５０万円
②　地域における文化資源を活用する事業： 助成上限額　５０万円

※平成29年度実績（平成30年度募集分につきましては一部内容が変更となる可能性があります。）

※平成30年度から助成対象期間が変更となります（裏面参照）。

東京文化プログラム助成東京芸術文化創造発信助成〈長期助成／単年助成（2期制）〉
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