
【国内事業】

国際相互理解の促進に資する活動
１．国際文化交流、国際親善に寄与する活動 単位：万円

内3
モザンビークのいのちをつ

なぐ会

第２回　アフリカ・マコンデ族の音

楽と文化交流ツアー
200

内7 土佐和紙国際化実行委員会
第10回高知国際版画トリエンナーレ

展
140

内8 一般社団法人　一糸座
日・チェコ国際共同公演「ゴーレ

ム」
300

内15

一般社団法人ミュージッ

ク・マスターズ・コース・

ジャパン

ミュージック・マスターズ・コー

ス・ジャパン　ヨコハマ２０１7
250

内19
特定非営利活動法人Little

Bridge

モスタルの子供たち×ガンバ大阪

ジュニア　国際交流活動
180

内27
一般社団法人エーシーオー

沖縄

アジアTYA（児童青少年演劇）ネッ

トワークミーティング
170

内28
一般財団法人日本京劇振興

協会

こどもによる日中伝統芸能交流公演

（仮）
300

内37

認定特定非営利活動法人

ミュージック・シェアリン

グ

ICEP（インターナショナル・コミュ

ニティー・エンゲージメント・プロ

グラム）2017

300

内39
公益財団法人神戸市民文化

振興財団
第9回神戸国際フルートコンクール 250

内41
アース・セレブレーション

実行委員会

国際文化交流フェスティバル「アー

ス・セレブレーション」30周年記念

事業

300

内42
東京藝術大学シルクロード

特別企画展実行委員会

東京藝術大学シルクロード特別企画

展
250

内46
東北と世界を結ぶ祭博実行

委員会

東北と世界を結ぶ祭博2017

TSUNAMI芸術祭
250

12　件 2,890

事業概要

日本とアフリカモザンビークの親善・相互理解促進のため、マコンデ族を招聘し、日本

30ヶ所以上で音楽と文化紹介の公演する。また、スカイプを用いた国際交流も実施す

る。

和紙文化と版画文化の発展を目的に、国内外から広く作品を募集し、第10回高知国際版

画トリエンナーレ展を開催する。

日本とチェコには、古くから伝わる糸操り人形劇が文化の中に流れ込んでおり、その遠

く離れて育った人形が同じ舞台に立ち、共同で作品を創造し、公演を行う。

世界中からオーディションを通して選考した若い才能ある音楽家（器楽奏者）を日本に

集め、世界の一流演奏団体で活躍している音楽家や教育者を講師に招いて、集中的に室

内楽とオーケストラ演奏のレッスンを行い、演奏会で発表する。

過去に内戦状態にあったボスニア・ヘルツェゴビアの子どもたち20名を日本へ招待し、

サッカーの国際試合を行う他、日本の子どもたちと交流を通じて、日本の伝統文化や譲

り合いや互いを尊重するといった日本古来の精神性等にふれてもらうことで、民族融和

のきっかけを提供する。

アジアにおける児童青少年演劇の現状、課題、可能性を共有し、長期的かつ実践的な

ネットワークの構築と発展を目指し、国際児童・青少年演劇フェスタの期間中に併せて

ネットワークミーティングを開催し、世界各国から集まるアーティストや参加者とより

幅広い交流を行う。

日中の子どもの伝統芸能団体がお互いの伝統芸能の上演を通じて文化交流を図るととも

に、将来にわたっての伝統芸能の存続と発展を目指す。

世界の若手音楽家や協力アーティストが、日本や発展途上国の学校、特別支援学校、病

院、児童施設等の子どもたちを訪問し、本物の音楽とのふれあいの機会を提供する。

有望な若きフルーティストを世界の楽壇に飛翔させるとともに音楽を通じて国際交流と

友好親善を図ることにに加え、「音楽のまち神戸」として文化の香り豊かなまちづくり

を推進することを目的にフルートコンクールを開催する。

アジアの伝統音楽家を招聘し、お互いの音楽の特徴や共通点、それを生み出す文化的・

社会的背景を理解し合うコンサートや、セミナー、ワークショップなどを通して、文化

や国籍の違う人たちが交わりつながっていく国際文化フェスティバルを開催する。

テロリズムや環境破壊、経済危機など様々な要因で危機に瀕しているシルクロード周辺

の文化財を日本の最新技術で原寸大復元して公開する。

東日本大震災で津波の被害の大きかった大船渡駅周辺を中心に映画・美術・芸能の祭典

を行い、復興中の新たなまちづくりに貢献していく。

事業者名

平成29年度　日本万国博覧会記念基金助成事業一覧

事業名 決定金額



２．学術、教育、社会福祉、医療及び保健衛生に関する国際的な活動 単位：万円

内4
第26回アジア-太平洋雑草

科学会議組織委員会
第26回アジア-太平洋雑草科学会議 40

内5

第14回ミュオンスピン回

転・緩和・共鳴(μSR）国際

会議組織委員会

第14回ミュオンスピン回転・緩和・

共鳴(μSR）国際会議
230

内9 EMECR2017 組織委員会

1st International Conference on

Energy and Material Efficiency

and CO2 Reduction in the Steel

Industry

110

内12
The 7th East Asian Group

of Rheumatology
第7回 日中韓リウマチ合同会議 90

内16 公益社団法人日本地震学会
国際測地学協会及び国際地震学・地

球内部物理学協会合同学術総会
300

内20
一般社団法人アール・アン

ド・アール コミュニティー

第17回 レスキューロボットコンテス

ト
70

内29
特定非営利活動法人パンゲ

ア

「ICT×アート」協働制作を通して学

ぶ児童のための多文化共生サマース

クール

140

内47

大学共同利用機関法人 人間

文化研究機構　国立歴史民

俗博物館

国際シンポジウム「在外日本資料研

究の現在　―19世紀に形成されたコ

レクションを中心に」（仮題）

70

F1 公立　メリカルヴィア高校
メリカルヴィア高校・佐野高校国際

交流事業
70

9　件 1,120

３．自然の保護その他人間環境の保全に関する国際的な活動 単位：万円

内24 ISPTS 2017 実行委員会
残留性有害物質に関する国際会議

2017
300

内26
公立大学法人　大阪市立大

学

国際学術シンポジウム「人と植物の

共生 −都市の未来を考える−」
90

2　件 390

23　件 4,400

都市における緑（植物）の役割および人と緑の関係を、理学、工学、医学、文学を含む

幅広い視野から議論し、人と自然が調和した都市文化のあり方を探るため、国内外の専

門家を招いてシンポジウムを開催する。

【国内事業】国際相互理解の促進に資する活動（1+2+3）

日本とフィンランド両国の高校生がお互いの国を訪問し合い、草の根レベルで国際交流

を行うことで、それぞれの国の文化や歴史に対する理解を深める。

事業概要

残留性有機汚染物質に関する最新の研究成果を報告し、研究討論・情報交換を行って、

化学物質を利用する人類の安全性を高めることに貢献をすることを目的とする国際会議

を開催する。

19世紀における日本関連資料収集の歴史的展開と意義について、海外の日本関連資料所

蔵機関の担当者や日本研究者、日本国内の交流史研究者、在外コレクションの調査研究

に携わってきた研究者等が集い、シンポジウムを開催する。

事業者名 事業名 決定金額

平成29年度　日本万国博覧会記念基金助成事業一覧

事業者名 事業名 決定金額

物質科学、放射化学、原子物理においてユニークな特徴を持つミュオンを用いた「ミュ

オンスピン回転・緩和・共鳴」について、国内外の第一線の研究者を一堂に集め国際会

議を開催する。

鉄鋼業、鉄鋼業の周辺及び派生技術における環境技術（温室ガス排出の削減、製造技

術、エネルギー、材料の効率化、社会科学等）に関する国際会議を開催する。

日本・韓国・中国の研究者が集まり、リウマチ学に関する新しい知見の情報交換や人種

的に近い東アジアの疫学・遺伝子解析などのデータを共有し、またそれらを通じて近隣3

国の親睦を深めることを目的に国際会議を開催する。

Exploringｈ our restless earth（変動する我が地球の探求）をテーマにして、測地学、

地震学、地球内部物理学に関する国際会議を開催する。

事業概要

「人と農と自然のための雑草科学」をメインテーマに雑草生物学、生態学、雑草の持続

的管理、環境変動下での作物と雑草の相互関係等について国際会議を開催する。

レスキューシステムの拡充という大きな目標に向けて、継続性と求心力を得るための一

つの手段として、 救命救助活動を題材としたレスキューロボットコンテストを開催す

る。

次世代を担う児童の異文化の中でのコミュニケーションスキルを養い、多文化への理解

を深めること目的に、ICTツールを活用した協働創作活動などサマースクールを実施す

る。



文化的活動
４．日本の伝統文化の伝承及び振興活動 単位：万円

内2 春江大好きプロジェクト 第7回子ども落語笑学校 50

内6
近松の里づくり事業推進会

議

「たちまち近松まつり」20周年、

「立待月観月の夕べ」15周年、「た

ちまち子ども文楽」設立5周年記念

「文楽のまち立待」3Days

100

内10
特定非営利活動法人和歌の

浦万葉薪能の会
第19回　和歌の浦　万葉薪能 100

内14 大阪城本丸薪能実行委員会 大阪城本丸薪能2017 200

内23
公益財団法人　小田原文化

財団
『杉本文楽　女殺油地獄』 100

内30
平和市民公園能楽堂共同企

業体
こども能楽教室 100

内35 能楽文化振興協会

『天満・天神』街遊び　伝統の美に

ふれる　～観て、聴いて、知って、

楽しむ　能楽講座～

60

内36
一般社団法人　邦楽囃子研

究所歳松会

第3回歳松会コンサート　～心に響く

鼓の世界～
110

内38 神戸能楽の集い実行委員会 神戸能楽の集い 230

内43
さっぽろ人形浄瑠璃芝居あ

しり座

『さっぽろ人形浄瑠璃』活性化プロ

グラム事業
250

内44 大阪薪能委員会 第61回　大阪薪能 100

内48 野崎参道商店街振興組合 野崎観音　さくら能 80

内50
公益財団法人千葉県文化振

興財団
千葉県こども歌舞伎アカデミー 100

13　件 1,580

生國魂神社境内に特設舞台を組み、篝火に火がともされ幽玄な雰囲気の中で、能、狂言

等を上演する。

日本の伝統芸能「能」の伝承及び振興、そして郷土愛の増進さらには地元商店街の活性

化を目的として、野崎観音（慈眼寺）という地域住民には身近かつ全国的に有名な場所

で、「鞍馬天狗」というわかりやすい演目を公演する。

事業概要

伝統芸能である落語を子どもが真打から直接指導を受けることで落語の伝統・行儀作

法・日本語の奥深さ・ユーモア等を学び、子供の会話力を高めることを目的として、子

ども落語笑学校を開催する。

近松門左衛門が少年時代に過した鯖江市立待地区で「近松の里づくり」として、文楽の

公演等を実施する。

伝統文化を通じて、芸術、文化の普及及び振興を図るとともに、健全なまちづくりや地

域の活性化に寄与するため、和歌の浦の片男波公園で薪能を上演する。

来日外国人やこれまで伝統芸能に触れ合う機会のなかった層に対し、大阪のシンボルで

ある大阪城天守閣の目の前という絶好のロケーションの中、能と狂言を披露することで

伝統芸能を身近に体験できる環境で公演を実施する。

能楽より歌舞伎音楽に取り入れられた小鼓・大鼓・太鼓・笛等の、日本の伝統管打楽器

群である邦楽囃子音楽の、伝統の継承・発展・普及を目的として演奏会を開催する。

湊川神社にある能楽堂「神能殿」で、新しい客層の開拓のため低価格で本物の能楽を初

心者でも楽しめるように取組を実施し、神戸の能楽界を盛り上げる

北海道ゆかりの題材を取り上げた新作人形浄瑠璃作品を制作し上演することで、北海道

ではなじみの少ない伝統人形芝居に対して、多くの方々の興味や関心を引き出し、日本

の伝統芸能の良さを伝えながらも、北海道の新しい文化を創造・発信することを目的と

する。

次代の文化を担う子どもたちが将来、文化芸術の担い手として県内外で活躍できるよう

に、プロの実演芸術家からの直接指導や、本格的な舞台セットを活用したプログラムを

実施することで、日本の伝統文化の保存、伝承及び振興を目的に、こども歌舞伎アカデ

ミーを実施する。

人形浄瑠璃文楽の「新しいコンテンツの創造」を標榜する『杉本文楽 女殺油地獄』を上

演する。

能の基本的な知識と技術を身に付けるだけでなく、日本の歴史やしきたり、マナーも一

緒に学びながら先人の教えを知り、日本人として「真の国際人」を育てて行く事を目的

とし、能楽愛好者の底上げを図るため、平和市民公園能楽堂で「子ども能楽教室」を実

施する。

歴史のある、天満・天神の地で、ユネスコ無形文化遺産「能楽」を親しみやすく、分か

りやすい内容で伝統文化能楽の素晴らしさを知ってもらうため、能楽講座を実施する。

平成29年度　日本万国博覧会記念基金助成事業一覧

事業者名 事業名 決定金額



５．芸術及び地域文化に関する活動 単位：万円

内1

特定非営利活動法人アート

アンドアーキテクトフェス

タ

U-35　35歳以下の若手建築家による

建築の展覧会2017
60

内13
丹波ささやま人形劇フェス

タ実行委員会
丹波ささやま人形劇フェスタ 60

内17
やなぎみわステージトレー

ラープロジェクト

やなぎみわステージトレーラープロ

ジェクト「日輪の翼」
250

内21
公益財団法人 登米文化振興

財団

劇団ドリーム☆キッズ　第１５回

ミュージカル公演
200

内25
一般社団法人日本テレマン

協会

中之島をウィーンに！ 中之島発、大

阪=ウィーン交流コンサート
120

内32
今こそ音楽のチカラ実行委

員会

今こそ音楽のチカラ　熊本城アカリ

トライブ2017
300

内34
一般社団法人　大阪コレギ

ウム・ムジクム

大阪コレギウム・ムジクム第117回

大阪定期公演　大阪ハインリッヒ・

シュッツ室内合唱団　〈現代（い

ま）の音楽～Music of Our Time

～〉　シリーズvol.27

100

内40
紀の国トレイナート実行委

員会
紀の国トレイナート2017 200

内45 南風原町少年少女合唱団

伝えたい、繋げたい沖縄のわらべ

歌・昔歌　～ワークショップから

フォーラム＆コンサートまで～

100

内49
一般社団法人三好市観光協

会

祖谷襖からくり公演（襖からくり公

演・祖谷文化伝承祭り
70

内52
相馬ながれやま踊り Junior

の会

相馬ながれやま踊り Juniorの会　関

西公演事業
190

11　件 1,650

24　件 3,230

南風原町少年少女合唱団設立30周年の節目に、南風原町の素朴なわらべ歌で遊び、楽し

み、伝えるためコンサートなどを開催する。

地域の文化財の保存継承のため、祖谷地方の伝統芸能の襖絵からくり、祖谷甚句踊りや

徳島の伝統芸能の人形浄瑠璃などを公演する。

福島の文化を他の地域に発信するため、また、７００年に及ぶ伝統芸能の継承者を育成

するため「相馬流山踊り」を中高生がを公演する。

文化的活動（4+5）

事業名

平成29年度　日本万国博覧会記念基金助成事業一覧

事業概要

これから活躍の期待される若手建築家に発表の機会を与え、これからの建築の可能性を

提示するため、展覧会を開催する。

篠山の古民家レストランや木造校舎、重要伝統的建造物群保存地区の田舎暮らし体験住

宅やお寺など15施設で丹波地域の昔話をテーマとした人形劇を上演する。

現代美術家・舞台演出家のやなぎみわが美術作品として制作したステージトレーラー

を、移動舞台として国内を巡回し、野外演劇を公演する。

子どもたちに表現力や精神力、協調性や社会性などを高める成長の場として、小学生か

ら高校生で構成される劇団ドリーム☆キッズ　の公演を行う。

大阪市中央公会堂を会場として、バロック時代から古典期にかけての18世紀の音楽を当

時の楽器を使用して公演することで、同会場を中心とした中之島を活性化させ、関西文

化の向上に寄与する。

音楽を通じて心が沈みがちな被災者に、元気と勇気を与えるため、熊本地震の被災者を

対象にした入場無料のライブイベントを開催する。

難解とされている「現代音楽」のイメージを打ち破り、常に新しい試みに挑戦しなが

ら、音楽の可能性を探り、次世代に受け渡す音楽作品を聴衆と共に創造していくことを

目的として演奏会を開催し、音楽の持つ力で、未来への希望を紡ぎ、日本独自の新しい

音世界を世界に発信する。

アートという切り口によって地域に新たな価値を生み出し魅力を高めるため、JRきのく

に沿線の無人駅を中心に、駅舎をアート作品にしたり、臨時アート列車を運行するな

ど、各種アートイベントを開催する。

決定金額事業者名



【国外事業】

国際相互理解の促進に資する活動
１．国際文化交流、国際親善に寄与する活動 単位：万円

内33

日本・アイルランド外交関

係樹立60周年記念事業　茂

山千五郎家狂言アイルラン

ド公演実行委員会

日本・アイルランド外交関係樹立60

周年記念事業　茂山千五郎家狂言ア

イルランド公演実行委員会　アイル

ランドと日本の邂逅～W.B.イェイ

ツ、ラフカディオ・ハーンと狂言

240

F2 Shindofuji Ireland
Silent Film Live Show（無声映画ラ

イブショー）
25

F4
Tramore Development

Trust
In a Japanese Garden 200

F5
City of Oak Ridge,

Tennessee, USA

Oak Ridge International

Friendship Bell Peace Pavilion
595

4　件 1,060

２．学術、教育、社会福祉、医療及び保健衛生に関する国際的な活動 単位：万円

内11 NPO法人AfriMedico

タンザニアにおける置き薬事業モデ

ルの立ち上げと医療環境改善への取

組み

70

内18
模擬国連会議全米大会日本

代表団派遣事業運営局

2018年模擬国連会議全米大会第35代

日本代表団派遣事業
70

内22
一般社団法人日本学生会議

所関西支部

UNISC関西主催 国際学生会議 「経

済発展と国際開発　～アジアの相互

協力の構築を目指して～」

80

内31

International

Development Field Camp

for Myanmar and Japan

Youth Leaders

International Development Field

Camp for Myanmar and Japan

Youth Leaders　2018

120

内51 日蘭学生会議 第八回日蘭学生会議 110

F3 Trinity College Dublin

International Japanese Studies

Symposium 2017 between Trinity

College Dublin, Ireland, and

Osaka University, Japan, entitled

"Japanese Studies in a global

context: The art of friendship"

60

6　件 510

10　件 1,570

国際相互理解の促進に資する活動(国内＋国外） 33　件 5,970

文化的活動 24　件 3,230

合計 57　件 9,200

決定金額

日本との平和と友好の記念碑として建設されたオークリッジ国際友好の鐘に、新たに平

和の鐘楼を建設する。

事業概要

2017年が日本とアイルランドの外交関係樹立60周年となるのを機に、W.B.イェイツとラ

フカディオ・ハーン（小泉八雲）という2名のアイルランド文学者に関わる「狂言」をア

イルランドで公演する。

日本ならではの大衆伝統文化として活動弁士付きの無声映画上映をピアノの即興演奏も

合わせた形でアイルランドで再現する。

日本とアイルランドの外交関係樹立60周年を記念して松江の小泉八雲記念公園を手本に

展示用の日本庭園を造り、アイルランド全国庭園展示会「ブルーム展」で一般公開す

る。

事業者名 事業名

【国外事業】国際相互理解の促進に資する活動

平成29年度　日本万国博覧会記念基金助成事業一覧

日本とオランダの学生間で学術的かつ文化的な交流を深めるとともに国際社会で活躍で

きる人材を育成することを目的に、日蘭学生会議を開催する。

日本学をアイルランドの教育状況全体における成長研究分野として推進し、日本研究の

国際ネットワーク構築に貢献するため、比較文化的そして国際的な観点から、日本の芸

術や人文学、社会科学研究の分野を発展させることを目的に、国際シンポジウムを開催

する。

事業者名 事業名 事業概要 決定金額

日本の家庭医療を支えてきた富山の「置き薬」の仕組みを用いて、医療サービスが不十

分なアフリカ農村部へ最小限のコストで日用薬を届け、住民自身による初期医療対応力

向上を実現し、国の施策が十分に届かない農村部に住む人々の健康増進に寄与する。

3月にニューヨークで開催される軍事・経済・環境など様々な議題の会議が同時に開かれ

る世界規模の模擬国連会議全米大会に、日本全国から大学生を選抜し、日本代表団とし

て派遣する。

「企業進出と経済発展」「文化の調和と宗教」について日本とタイとインドネシアの学

生がプレゼンテーションを行い、経済と文化の面で如何に今後三ヶ国が相互理解を強

め、協力して持続可能な発展を実現出来るのか、議論を行い考察を行った成果を纏め政

策提言とする。

「ミャンマーと日本の若者自ら交流機会を創り、将来に向けて関係を築いていく」とい

う理念のもと、両国の大学生が、協働して文化交流会、ワークショップ・フィールド調

査、シンポジウム等に取り組む合宿をミャンマーで実施する。


