東京芸術文化創造発信助成
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東京の芸術シ

ー

ンで活動を展開してい

こうとする新人芸術家や新進の芸術団
体による、新たな芸術活動へのチャレン
ジを支援

カテゴリ ー II 長期助成
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カテゴリ ー lll 芸術創造環境の向上
に資する事業【長期助成】【単年助成】
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・

芸術文化による社会支援助成
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〇

（令和3年度新設プログラム／）

区分2:
地域文化資源活用事業

..................................................................................

東京における多様な創造活動や、国際的な創造活動 発信活動を助成

さまざまな社会 環境にある人が共に参

東京における各地域の多彩な文化的特徴をかたちづくり国内外に広く発信する事業

若手 からベテランま でキャリアごとに助成のポイントを設け、特に、若手 ・ 中堅を重点 的に支援

加し、個性を尊重し合 いながら創造性

を対象とし、各地域の魅力を向上させ地域振興に寄与する活動を支援

パフォ ー ミング ・ ア ー ツ、ビジュアル ・ ア ー

発表 活動だけでなく、 リサ ー チや試演

芸術創造環境 の課題に取り組む、分野

ツ、既存の枠にとら わ れない 複合 的な

など作品制作等のプロセスも含め、2年

全体を広く見渡した活動を最長3年間

創造活動等とその担い手を幅広く支援

間又は 3年間の継続的 ・ 段階的な 取り

支援

組みを必要とする事業を支援

＊［単年助成］、［長期助成(2年間又は3年間）］を
選択できます。

伝統芸能 のさまざまなジャンルにおい
て、初めての人でも入り易く、かつ継続的

を発揮すること のできる芸術活動や、芸

に実技の体験ができる事業を支援

術文化の特 性を活かし社会や都市のさ
まざまな課題に取り組む活動を支援

■ 都内での芸術創造活動

■ 都内での芸術創造活動

■ 創作活動を主とするもの

東京における芸術創造環境 の現状と

■社会 的な環境により芸術の体験や参

■ 東京都内の無形民俗文化財の次世

東京都内の特定の地域と結びついた文

以下をすべて満たす事業

都内で実施する公演 ・ 展示·ア ー トプロ

都内で 実施する公演 ・ 展示·ア ー トプロ

〔クリエ ー ション型）

課題を捉え、その解決に実践的に取り

加の機会を制限されてい る人が、鑑賞 ・

代への安定した継承に資する公開活動

化 資源を活用し、地域と連携してその

(1) 実技の体験を中心とする事業 であ

・

ジェクト、その他の創造活動

公演 展示等とそれに関連する活動や、

組む活動

創作等の芸術体験を行い、創造性を発

■ 国際的な芸術交流活動

■ 国際的な芸術交流活動

東京を代表する国際的な芸術団体へ

〈例〉

揮したり想像 力を豊かにすること ができ

海外公演 ・ 展示、国際コラボレ ー ション、

海外公演 ・ 展示、国際コラボレ ー ション、

のステップアップを目指す事業

•ァ ー ティストや芸術分野における専門

る活動

ジェクト、その他の創造活動

国際フェスティバルヘの参加、招聘公

・

国際フェスティバル、招聘公演 展示等

■ 企画制作活動を主とするもの
〔クリエイティブ ・ プラットフォ ーム型〕

演 ・ 展示等

企画制作機能を持つ芸術団体や劇場等
が、独自の芸術的視点に基づい て制作す
る波及力•発信力のある事業
東京都内に本部が所在する団体
（芸術団体、民間の劇場 ・ ア ー トスペ ース、実行委員
会等）
＊団体設立から3年未満であること
（芸術家、プロデュ ー サ ー、企画制作者等）
＊東京都内で自ら公開活動を主催してから3年未
満又は都内での公開活動の主催実績5回以内

音楽演劇舞踊美術 ・ 映像伝統芸能、
複合（核となる分野を特定できない芸術活動）

東京都内に本部が所在する団体
（芸術団体、民間の劇場 ・ ア ー トスペ ース、実行委員
会等）

■ 自らの問題意識に基づい て社会課題

職の人材育成
●人材や情報の交流事業

都内又は海外

都内又は海外

音楽、演劇、舞踊、美術 ・ 映像、伝統芸能、

音楽、演劇、舞踊、美術 ・ 映像、伝統芸能、

音楽、演劇、舞踊 、美術・映像、伝統芸能、

東京都内に本部が所在する団体
（芸術団体、NPO、中間支援団体、福祉団体等）

複合（核となる分野を特定できない芸術活動）

複：合 （核となる分野を特定できない芸術活動）

した地域の文化の振興に資する公演や

きる仕組があること

映像による発信等の公開活動

(3)参加者は、広く一 般に向けて募ること

東京都内の無形民俗文化財の所有者・
保護団体、東京都内に本部が所在する

東京都内に本部が所在する団体
（芸術団体、NPO、実行委員会等）

東京都内に本部が所在する団体
（芸術団体、劇場、音楽堂、実行委員会等）

都内

都内

芸術の分野は問いません。

日本の伝統芸能（音楽 ・ 演劇 ・ 舞踊）

団体（芸術団体等）

東京都在住の個人
（芸術家、プロデュ ー サ ー、企画制作者等）

0

(2) 一定期間、複数回にわたって体験で

芸術活動

る事業

都内又は海外

ること

活動

協働を行いながら課題解決に取り組む

●芸術の普及に寄与する手法を開発す

東京都内に本部が所在する団体
（芸術団体、NPO、実行委員会、中間支援団体等）

■ 東京都内の無形民俗文化財を活用

を設定し、さまざまな 人や組織と連携 ・

•ァ ー カイプ活動

東京都内に本部が所在する団体
（芸術団体、民間の劇場·ア ー トスペ ース、実行委員
会等）

地域の魅力を国内外に発信 普及する

・

棧れ合（核となる分野を特定できない芸術活動）

都内又は海外
1

芸術の分野は問いません。

都内又は海外
国又は 地方公共 団体が指定した無形
民俗文化財及び記録作成等の措置を

1

［筆曲 ・ 地歌、尺八、長唄、各種浄瑠璃、

講ずべき無形の民俗文化財（民俗芸能

邦楽囃子、雅楽、能楽、日本舞踊等］

・風俗慣習）

年2回

．．．．．．．．．．

団体：100万円

個人：30万円

助成対象経費の範囲内

単年助成：年2回／長期助成：年1回

年1回

............

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

■ 都内での芸術創造活動

(2年間）

団体：200万円

(3年間） 1,200万円

個人：50万円

800万円

年3回（予定）

．．．．．．．．．．

年1回（予定）
.................

100万円
2年間） 400万円

200万円

50万円

50万円

100万円

（長期

かつ、

かつ、

かつ、

かつ、

3年間）600万円

助成対象経費の2/3以内

助成対象経費の 1/2以内

助成対象経費の 1/2以内

助成対象経費の 1/2以内

（単年）

■ 国際的な芸術交流活動

かつ、

（長期

団体：400万円

助成対象経費の 1/2以内

かつ、

個人： 50万円

.................

年2回

助成対象経費の2/3以内

