
【国内事業】

１．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

内7
モザンビークのいのちを

つなぐ会

アフリカ・マコンデ族の音楽と

文化交流ツアー
170

内9
特定非営利活動法人

大学コンソーシアム大阪

日台高等教育

国際交流シンポジウム
100

内12

公益財団法人

京都文化交流コンベンショ

ンビューロー

琳派４００年記念祭「琳派国際

フォーラム」開催事業
260

内14

認定特定非営利活動法人

ミュージック・

シェアリング

交流プログラム2015（学校訪問・

写真展）
140

内15

特定非営利活動法人

エデュケーション

ガーディアンシップ

グループ

第20回海外高校生による日本語ス

ピーチコンテスト及び青少年のた

めの異文化交流プログラム

160

内16
大阪映像文化振興事業

実行委員会

大阪アジアン映画祭の開催・運営

に係る事業
340

内28
国連合唱団平和と希望のコ

ンサート実行委員会

被爆70周年祈念・国連創立70周年

記念　国連合唱団平和と希望の

コンサート広島・長崎・東京公演

270

内36

特定非営利活動法人

キンダーフィルムフェス

ト・きょうと

キンダーフィルムフェスト・きょ

うと第21回京都国際子ども映画祭
100

内39
一般社団法人

吹田にぎわい観光協会

万博記念公園日本庭園における

地元在住留学生向け日本の伝統

文化体験

40

内40
公益財団法人

大阪国際交流センター

多文化共生国際シンポジウム

～日本の未来に向けて～(仮称)
140

内45 一般社団法人KIO
TACT/FEST大阪国際児童青少年

アートフェスティバル
320

内49

アース・

セレブレーション

実行委員会

アース・セレブレーション2015を

通じた「スアール・アグン」と

「鼓童」による日本インドネシア

音楽芸能交流25周年記念事業

310

内51
大船渡復興まつり

実行委員会
東北と世界を結ぶ祭博2015 180

F8

ポートランド日系アメリカ

人市民同盟・ミニドカ・ス

ウィング・バンド

音楽で伝えよう日米の遺産と文

化：ミニドカ・スウィング・バン

ド日本ツアー2015

290

合計　　14件

（単位：万円）

優れたアジア映画の鑑賞機会を市民に提供すること、大阪での映像

制作活動促進を支援すること及びアジア映画人の来阪を促すこと等

を通じて、人材育成と交流、大阪経済圏の活性化、都市魅力の向上

を図ることを目的に映画祭を開催する。

事業

番号
事業者名

交付

決定額
事業名 事業概要

国際連合の職員による国連合唱団を日本に招致し、被爆７０周年を

迎える広島・長崎でコンサート等を開催する。

異文化理解、国際交流と子供の健全育成を目的に国内外の子供を描

いた作品等を集め上映する映画祭を開催する。、

アフリカ美術を代表するマコンデアートやダンス儀式マピコを今に

伝えるマコンデ族を招聘し日本各地で公演する。

台湾の大学との高等教育の国際交流を深めるため、シンポジウムを

開催する。

琳派発祥400年の記念事業として、海外の研究者・芸術家を招聘し、

国際フォーラムを開催する。

世界の若手音楽家や協力アーティストが、日本全国の学校、特別支

援学校、病院、児童施設を訪問し、音楽とのふれあいの機会を提供

する。

異文化交流や国際交流の重要性を広く社会に伝え、世界的な視野と

国際的な感覚を有する人物を育成するため、海外高校生による日本

語スピーチコンテスト及び異文化交流プログラムを実施する

インドネシアの音楽団体を招聘し、コンサート、ワークショップや

レクチャー等の事業を展開するアース・セレブレーション2015を開

催する。

2,820

東北各地の郷土芸能及び韓国の伝統芸能を集め祭博を開催する。

日本伝統文化を諸外国の若年層に関心を持ってもらうため、吹田市

在住の留学生を万博記念公園の日本庭園に招待し、日本の伝統文化

体験ををしてもらう。

外国人としてアイデンティティを持って日本人とともに不自由なく

生活できる社会実現に向けて、多文化共生のまちづくりに取り組む

関係者や関心のある市民が一堂に会するシンポジウムを開催する。

文化芸術分野における市民レベルでの国際文化交流の活性化と、次

世代を担うこどもたちの国際文化交流の振興を図るため複合的な視

点からのプログラムを展開する。

第二次世界大戦終戦７０周年を記念して、２０１５年１１月にミニ

ドカ・スウィング・バンドが２週間かけて日本全国の学校やコミュ

ニティを回るコンサートツアーを実施する。



１．国際相互理解の促進に資する活動

（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

内3
第19回シトクロムP450

国際会議組織委員会
第19回シトクロムP450国際会議 180

内11 エコデザイン学会連合

第9回環境調和型設計とインバース

マニュファクチャリングに関する

国際シンポジウム

230

内17

第6回Ⅲ族窒化物結晶成長

国際シンポジウム

組織委員会

第6回Ⅲ族窒化物結晶成長

国際シンポジウム
220

内18
一般財団法人

千里文化財団

企画展「イメージの力　国立民族

学博物館コレクションにさぐる」
240

内19 国立民族学博物館

日韓国交正常化50周年記念2015年

度　特別展　日本国立民族学博物

館・韓国国立民俗博物館共同開催

韓日食博　―わかちあい・おもて

なしのかたち

240

内23

非平衡系におけるゆらぎと

構造の普遍法則を探る国際

会議組織委員会

非平衡系におけるゆらぎと構造の

普遍法則を探る国際会議
80

内25

Transposition and

Genome Engineering

2015実行委員会

Transposition and Genome

Engineering2015

 （トランスポゾン転移とゲノム編

集技術に関する国際会議2015）

170

内26
第８回国際分裂酵母会議

実行委員会
第８回国際分裂酵母会議 200

内27
第7回国際脳血管と

認知症会議
第7回国際脳血管と認知症会議 220

内30

一般社団法人

エレクトロニクス

実装学会

ICEP-IAAC 2015 110

内34

第21回国際運輸交通流

理論シンポジウム

実行委員会

第21回国際運輸交通流理論

シンポジウム
140

合計　　11件

１．国際相互理解の促進に資する活動

（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

内8
第8回礫床河川国際会議

実行委員会
第8回礫床河川に関する国際会議 150

合計　　1件

国際相互理解の促進に資する活動（国内事業）合計　 26件

（単位：万円）

交付

決定額

交付

決定額

事業

番号
事業者名 事業名

事業名
事業

番号
事業者名

2,030

150

事業概要

現代の生命科学研究において重要なシトクロムP450に関連した研究

成果を世界の第一線の研究者と議論するとともに、この研究に関わ

る研究者及び学生がこれら研究者と交流する国際体験を積むことに

より科学技術の発展ならびに人類の健全な生活に貢献することを目

的に国際会議を開催する。

持続可能なものづくりへ向けてのコンセプト・社会の姿・及び高度

な先端技術の発信、情報交換を目的とした国際シンポジウムを開催

する。

Ⅲ族窒化物半導体の性能向上や応用範囲の拡大のため、その研究者

が一堂に会し、最新の研究成果を発表及び討論し情報交換を行うこ

とで、研究領域の進展に資することを目的として国際会議を開催す

る。

人間の生み出す「イメージ」の国際的な多様性と共通性を知っても

らい、異文化理解について考えてもらうことを目的に、国立民族学

博物館の民族学的これんくしょんの中から精選した作品・資料から

なる展覧会を地方の美術館において開催する。

電子機器実装に関する発表及びその内容に関する意見交換の場を提

供することにより、日本のエレクトロニクス産業の発展に寄与する

ことを目的に国際会議を開催する。

交通に関する研究に携わる第一線の研究者が一堂に会し、最新の研

究成果に対する研究討議を理論面・実証面から集中して行うことに

より、交通に関する研究の推進と進展を図ることを目的に国際会議

を開催する。

世界各国の河川形態の多くを占める「礫床河川」に関して、土砂輸

送・自然生態系・災害発生要因・ダム等の人工構造物との関わりの

観点から学術的な知見の交換を行い、人間活動と河川環境とのより

よい相互関係の構築を目指すことを目的とする国際会議を開催す

る。

事業概要

日韓両国において「食」文化への関心が高まっている中で、韓国国

立民俗博物館と共同で「食」をテーマにした特別展を開催し、

「食」を通した日韓間の文化の相互理解の促進を図る。

非平衡系科学における第一線の国内外の研究者を集め、最新研究成

果の情報交換をするとともに、今後の発展方向について議論する国

際会議を開催する。

トランスポゾン転移とゲノム編集技術に関する国際会議2015を開催

し、当該分野の最新の研究成果、特に進展の目覚ましいゲノム編集

技術の討論を行う。

分裂酵母を用いた生物学研究に従事する世界の研究者を一堂に会し

て、最新の研究成果を報告し、討論を行うことを目的に国際会議を

開催し、生物資源やゲノム情報の共有のためにデータベースの構築

などの事業の推進も行う。

血管の立場から見た認知症の予防や治療に関する基礎的、臨床的研

究を推進することを目的に国際会議を開催する。

（単位：万円）

5,000



２．文化的活動

（１）日本の伝統文化の伝承及び振興活動

内6
特定非営利活動法人

和歌の浦万葉薪能の会
第17回　和歌の浦　万葉薪能 80

内20 能楽文化振興協会
日本の伝統の美　～知って、歩い

て、食べて、楽しむ　能楽講座～
50

内32 野崎参道商店街振興組合 野崎観音 さくら能 70

内35 大阪薪能委員会 第59回大阪薪能 110

内41

公益財団法人

石川県音楽文化

振興事業団

ふれあい伝統芸能ランド 80

内43
特定非営利活動法人

日本伝統芸能振興会

グランド歌舞伎公演 呉服座・

大阪公演
350

内44
公益財団法人

小田原文化財団

『上方の音、江戸の音

～古浄瑠璃の魅力～』
150

内48 久比岐能実行委員会 「第１１回　　久比岐能」 100

合計　　8件

（単位：万円）

交付

決定額
事業名

事業

番号
事業者名 事業概要

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。

日本の伝統芸能「能楽」を歴史ある天満、天神の地で「伝統」・

「街並」・「神社」・「史跡巡り」・「和食」とコラボレーション

させて親しみやすいイベントを実施する。

990

子どもや親子を対象とした箏、三味線、鼓、落語、狂言、雅楽、

笛、太鼓、あめ細工、紙切り、香道、茶道、生花などの幅広い分野

のワークショップを開催する。

家柄や血筋に関係なく、国立歌舞伎俳優養成所出身者、歌舞伎役者

として修業した役者、他の演劇ジャンルで活躍する役者等で構成す

る「グランド歌舞伎」を上演する。

古浄瑠璃である「半太夫節」の「地唄」を伝承し、公演化すること

で振興する。

地域への伝統文化伝承に繋ぐため、浄興寺境内で「久比岐能」を上

演する。

「野崎まいり」「野崎小唄」で知られる野崎観音の中興の祖として

祀られている江口の君を取り上げた能「江口」を、野崎観音境内に

て上演する。

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。



２．文化的活動

（２）芸術及び地域文化に関する活動

内1 劇団青春座

劇団青春座創立70周年記念・第53

回北九州芸術祭参加「久女の恋」

演劇公演　橋本和子・作

井生定巳・演出

130

内2

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2015
90

内4
公益財団法人

大阪日本民芸館

民芸を通じて万博公園からスロー

ライフ発信（大阪日本民芸館春季

特別展記念講演会等の公演及び展

示、秋季特別展記念講演会等の公

演及び展示）

70

内5

公益財団法人

東京都歴史文化財団

東京都現代美術館

美術展覧会

「オノ・ヨーコ　東京」
100

内10
公益財団法人日本センチュ

リー交響楽団

日本センチュリー交響楽団　第200

回定期演奏会
140

内13 関西吹奏楽連盟 ブラスエキスポ ’15 200

内24
科学の祭典実行委員会

野外実験班
理科実験野外教室 70

内29 東京国立近代美術館

フランソワ・バシェの音響彫刻の

響き（仮称） ―大阪万博「鉄鋼

館」の現代音楽、その演奏とトー

クとワークショップ―

90

内31

一般社団法人

大阪コレギウム・

ムジクム

第25回現代音楽シリーズ(大阪ハイ

ンリッヒ・シュッツ室内合唱団第

49回定期演奏会)＜千原英喜と宮沢

賢治～その魅力の音世界～＞(シア

ターピース舞台作品として)

40

内33
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37
箕面の森アートウォーク実

行委員会
箕面の森アートウォーク2015 70

内38
一般財団法人大阪国際児童

文学振興財団

世界の国からこんにちは－70年万

博と世界の絵本展
70

内46 劇団そとばこまち
七代目劇団そとばこまち第八回公

演　『贋作写楽』
110

内52 和歌山市民オペラ協会
和歌山市民オペラ協会第２０回定

期公演　オペラ「夕鶴」
160

合計　 14件

文化的活動合計　 22件

交付

決定額

（単位：万円）

事業

番号
事業者名 事業名

北九州市で創設され、全国で最も歴史のあるアマチュア劇団の70年

の集大成として上演し、地域文化を内外に発信する。

事業概要

日本を拠点に世界的に活動する現代アーティストを招き箕面の自

然・歴史的建造物・史話・施設などを主題としたアート作品を箕面

駅から箕面大滝に至る滝道沿いに設置するほか、ダンスパフォーマ

ンス、ワークショップなどを開催する。

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。

民芸に関する公演及び展示を通じて不特定多数の人々に民芸思想の

普及を図る。

芸術家オノ・ヨーコの活動を、様々なもの（美術と音楽。西洋と東

洋など）に橋を架ける媒介者として位置づけ、これまで日米二国間

の枠組みで語られてきたオノを初めとする戦後文化を、戦前から

「欧州ー日本ー米国」という三極の交流と連続性の中で捉え直し、

その多面的活動の意義を今後に活かす。

日本センチュリー交響楽団の第200回を記念する定期講演会を開催す

る。

関西吹奏楽連盟1999団体から、吹奏楽を愛する若人が集結し、広大

な万博記念公園いっぱいに、パレードやコンサートなど多彩なパ

フォーマンスを披露する。

2,390

70年万博のあった万博記念公園で、当時の国際的なパビリオンの内

容を地域別に紹介しながら、それぞれの国の代表的な絵本やユニー

クな絵本を展示するとともに、関連したイベントを開催する。

日本の大衆文化の一部で海外でも評価される浮世絵を題材とした演

劇作品「贋作写楽」を上演する。

オペラ活動を通じて音楽・舞台芸術を支える上演者を観客を育成

し、和歌山県の文化振興に貢献するため、オペラ「夕鶴」を上演す

る。

万博公園の自然の下で、子どもたち、保護者を対象に自然の不思

議、面白さを体験してもらうため、理科実験工作教室を開催する。

東京国立博物館で開催する展覧会「大阪万博デザインプロジェクト

1970」の会期中に日本万国博覧会の鉄鋼館に出品されたフランソワ

バシェの音教彫刻による演奏会、トークショー、ワークショップを

行う。

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のを目的に演奏会を実施する。

篠山の古民家や木造校舎、重伝建地区内の田舎暮らしの体験住宅、

古民家レストランなどで丹波地域の昔話をテーマにした人形劇の上

演及びワークショップをおこなう。

1,400



【国外事業】

１．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

内21 日蘭学生会議 第六回日蘭学生会議 130

内22 日本陶磁器産業振興協会

2015年ミラノ国際博覧会 日本館イ

ベント広場 出展事業（テーマ：

日本の器　日本の食卓）

460

内42

特定非営利活動法人

関西フィルハーモニー

管弦楽団

関西フィルハーモニー管弦楽団

ヨーロッパ演奏旅行
280

内47
一般財団法人

松本市芸術文化振興財団

まつもと市民芸術館10周年記念作

品『スカパン』シビウ国際演劇祭

公演

290

内50
特定非営利活動法人

アースウォーカーズ

福島ドイツ高校生交流

プロジェクト
100

F1 チューリッヒ大学 TENNO：美術と儀礼 110

F2
社団法人釜山韓日

文化交流協会

日韓国交正常化50周年記念

「日韓こどもシンポジウム」
130

F3

The National Museums

of World Culture/

Museum of Ethnography

2015年ストックホルム民族学

博物館茶室「瑞暉亭」整備事業
100

F4 ジャパン・ソサエティー

「万作の会」とジャパン・ソサエ

ティー：友好50周年祝賀狂言鑑賞

会：野村万作、野村萬斎、石田幸

雄を迎えて

260

F5 The Little Art (TLA)
映画とニューメディアによる青少

年のための文化振興
300

F7 ゴッホ美術館

ゴッホ美術館収蔵の日本美術：

フィンセント・ファン・ゴッホの

目から見た日本美術の紹介

230

合計　 11件

（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

F6
高麗大学校

日本研究センター

高麗大学日本研究センター

「日韓国交正常化50周年」企画

＜日本学叢書＞刊行事業

220

合計　　1件

国際相互理解の促進に資する活動（国外事業）合計　 12件

国際相互理解の促進に資する活動（国内＋国外）合計　 38件

文化的活動　合計　 22件

平成27年度助成事業　合計　 60件 10,000

事業概要
交付

決定額

（単位：万円）

事業

番号
事業者名 事業名 事業概要

交付

決定額

朝鮮半島で朝鮮人が創作した和歌・俳句・川柳などに日本伝統詩歌

と、朝鮮に居住した在朝日本人によって翻訳された朝鮮の民謡・童

謡・歌謡などの朝鮮伝統文芸集及び評論を総合的に調査、収集・編

集して刊行する。

事業

番号
事業者名 事業名

国際会議を通して、近代以前の皇室制度が日本の歴史、文化、宗

教、芸術に与えた影響を考察する。

日韓子どもシンポジウムを通じて両国の相互間理解や協力を深め、

未来志向的両国文化交流の土台を構築する。

関西フィルハーモニー管弦楽団初のヨーロッパ公演をスイス・ドイ

ツ・イタリアの５都市で開催する。

松本で製作した演劇作品をシビウ国際演劇祭の場で発表し、松本及

び日本の文化を海外に発信する。

国際社会で活躍する人材の育成及び学生主体の文化学術交流の促進

のため、日蘭学生会議を開催する。

2,390

220

2,610

7,610

2,390

茶室「瑞暉亭」の補修工事を実施する。

アメリカ人に日本の伝統芸能「狂言」を鑑賞する機会を提供する。

第７回ラホール国際子ども映画祭（４歳から２５歳までの子ども・

青少年を対象としたイベント）を実施する。

ゴッホ美術館の日本美術コレクションを紹介・展示して、日本美術

が西洋世界、特にフィンセント・ファン・ゴッホの作品に与えた影

響を浮き彫りにする。

日本の高校生がドイツに滞在し、ドイツの高校生とともに環境・平

和問題について考えさせるフィールドワークを実施し、相互の成長

を図る。

陶磁器等の日本独自の器を使いながら、日本の食卓の知恵や伝統を

紹介し、食文化の相互理解を図るため、ミラノ国際博覧会日本館に

出展する。

（単位：万円）


