
【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8

特別非営利活動法人

エデュケーション　ガー

ディアンシップ　グループ

第21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

120

内14

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2016
250

内17
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）2016

190

内18
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

170

内20
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での日本の伝

統文化体験及びインバウンド対応育

成事業

50

内23 公益財団法人　山本能楽堂
Osaka – The capital of performing

arts in Japan!
140

内28
特定非営利活動法人

エナジーフィールド

BIWAKOビエンナーレ2016を軸とし

た国際文化交流及び伝統文化の継承
240

内34 公益財団法人　大和文華館
特別展　呉越(ごえつ)国―西湖(せい

こ)に育まれた文化の粋美―（仮称）
270

内35
一般社団法人

KYOTOGRAPHIE

第4回KYOTOGRAPHIE京都国際写真

祭
190

内38
公益財団法人

十四世六平太記念財団

Noh rediscovering the tradition

（能～伝統の発見）
100

内41

東京藝術大学

アフガニスタン特別企画

展実行委員会

東京藝術大学アフガニスタン特別企

画展
250

内47 日本国際詩人協会
ＪＵＮＰＡ設立５周年記念 ポエト

リーフェスティバル
100

内52 公益財団法人　東洋文庫

ロシア革命100周年記念特別展示

「日本人の見たロシア、ロシア人の

見た日本」

260

内54
特定非営利活動法人

東京TVフォーラム
Tokyo Docs 2016 140

内55
公益社団法人

日本オーケストラ連盟

オーケストラ・サミットinジャパン

2016　アジア太平洋地域のオーケス

トラ　～ ミッションのその先へ ～

140

内56
一般社団法人

三陸国際交流協会
東北と世界を結ぶ祭博２０１６ 220

F5 財団法人シーボルトハウス

第10回国際シーボルトコレクション

会議（シーボルト没後150年記念大

会）

200

17　件 3,030

事業名 決定金額

クラシック関係者が一堂に会し、シンポジウム、セッション、会議など工夫を凝らした

討議の場としてオーケストラ・サミットを開催する。

東北は、郷土芸能の最も盛んな地域で、特に岩手県は郷土芸能の宝庫で、その数は2000

を越えると言われる。まだまだ知られていない東北・三陸の文化・芸能を世界に発信す

るため、被災地復興の拠点でもある大船渡市で祭博を開催する。

シーボルト没後150周年にあたり、シーボルトの遺産とコレクションの意義を改めて問う

ため、国際シーボルトコレクション会議を開催する。

平成28年度　日本万国博覧会記念基金助成事業一覧

事業概要

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

る人物をより多く育成することが目的に、海外の高校を対象に日本語スピーチコンテス

ト及び国内学生との交流プログラムを開催する。

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。

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。

国内外7カ国の児童が参加し、ボランティアの協力の下、ICT(情報通信技術)を利活用

し、民族・伝統文化を反映した協働創作活動を体験する寄宿型多文化共生サマースクー

ルを実施し、「ICT×アート」協働制作を通じて交流を図る。これにより、多文化共生型

の国際理解教育を促進し、ひいては国際社会への平和貢献を目指す。

吹田市内在住の各国の留学生を万博記念公園日本庭園の茶室「汎庵・万里庵」に招待し

「茶道」「和風建築」「和食」「和菓子」「華道」「着物」等日本の伝統文化の体験を

してもらい、その体験を、それぞれの母国に向けてSNSで情報発信をしてもらい、日本

の伝統文化の普及及びインバウンド強化に貢献していく。

大阪に伝わる「上方伝統芸能」である、能、狂言、文楽などの中から、芸能の馴染みや

すい部分を「ええとこどり」で上演する。海外からの留学生を対象に、すべての公演に

おいて英語で司会・解説をおこない、大阪の本来の姿である「芸能の都」としての側面

を知ってもらい、日本で育まれた伝統芸能の魅力を体感してもらう。

近江商人発生の地である近江八幡市にて点在する主に江戸期の商人屋敷等の日本の伝統

の技を駆使した伝統的建造物を会場として、現代アートの展示等の芸術祭を開催する。

美術・工芸では越窯青磁や金銀器などに高い技術を有し、海港都市として日本や高麗、

遼などと交流を行い、仏教国家として人や文物の交流に大きな役割を果たした呉越国の

美術・工芸品を通して美術史・歴史上の意義を見直し、東アジアにおける文物交流を示

す展示を行う。

写真機器や印刷技術の面で世界トップレベルにある日本において、いまだに芸術作品と

して認知度が低い写真表現への理解を深める機会を提供するため、古都・京都で歴史的

建造物として特色のある寺院、町家などの近代建築を会場とし、選りすぐりの国内外写

真家による展覧会を同時開催するアートフェスティバルを実施する。

国際文化交流を目的に、留学生や在留・訪日外国人を対象とする体験ワークショップと

公演を合わせた能楽普及のためのプログラムを実施する。

アフガニスタンから国外に流出した文化財の母国返還を機に、同国文化の重要性および

文化財保護の緊急性を訴えると同時に、世界的な文化財保護活動に貢献することを目的

として、アフガニスタン特別企画展を開催する。

国際詩人には飛躍する機会を与え、国内詩人には海外の現代詩に触れる機会を与え、留

学生・学生には感動を与え、詩の言葉による力を感じてもらい、行動詩人のエネルギー

に感化され、自らの生き方が変わるほどの言語体験の機会を与えるため、会議・朗読会

等を実施する。

ロシア革命100周年を迎える2017年に日露両国に現存する史料に依拠し、近現代の日本

とロシア（ソ連）との間の知られざる草の根交流に光を当てる特別展示を開催する。

日本発の映像発信の強化を目指して、ドキュメンタリーの国際共同製作の普及と推進を

図り、映像を通した国際理解を推進することを目的として国際ドキュメンタリー祭を開

催する。

事業者名



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3
第20回均一系触媒国際会議

組織委員会
第20回均一系触媒国際会議 180

内6 国際対がん連合日本委員会
UICC国際がん会議（1966-Tokyo）

開催50周年記念国際シンポジウム
180

内7

精密工学会ライフサイクル

エンジニアリング専門委員

会

第24回 ライフサイクルエンジニアリ

ングに関する国際生産工学アカデ

ミー会議

180

内10
照明学会100周年事業LS15

実行委員会

第15回照明の科学と技術に関する国

際シンポジウム
120

内11 日本希土類学会
Rare Earths 2016 in Sapporo,

JAPAN（希土類2016札幌、日本）
110

内12
第14回酵母国際会議

組織委員会
第14回酵母国際会議 180

内13
2016年線虫神経生物学

国際集会実行委員会

2016年線虫神経生物学国際集会・名

古屋大学神経回路国際シンポジウム

合同集会

180

内15 公益社団法人日本動物学会
第22回国際動物学会議及び第87回日

本動物学会年会合同大会
180

内16 第13回国際尿路結石症学会 第13回国際尿路結石症学会 190

内21
公益社団法人　電気化学会

キャパシタ技術委員会

第5回先端キャパシタ技術国際会議

（ICAC2016)開催事業
190

内22

第5回妊娠前・胎生期・小児

期における環境と発育・健

康影響に関する国際会議組

織委員会

第5回妊娠前・胎生期・小児期におけ

る環境と発育・健康影響に関する国

際会議

180

内29
ＩＩＩＡＥ２０１６

世界会議実行委員会
ＩＩＩＡＥ２０１６世界会議 190

内37 日本自殺予防学会

第7回国際自殺予防学会　アジア・太

平洋地域大会　第40回日本自殺予防

学会総会

180

内46

第14回「宇宙と元素」

国際シンポジウム

組織委員会

国際会議「宇宙と元素」 120

内48

第17回嗅覚・味覚

国際シンポジウム

組織委員会

第17回嗅覚・味覚国際シンポジウム 180

15　件 2,540

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1 日本LCA学会 第12回エコバランス国際会議 100

1　件 100

33　件 5,670

決定金額

平成28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

1966年に東京で開催された国際がん会議から2016年で50周年となる機会に過去のがん

研究の発展の歴史を総括すると共に今後の国際対がん連合活動と国内外における革新的

ながん研究の発展を期するため国際会議を開催する。

ライフサイクル工学分野で活躍する研究者を国内外から一堂に集め、先駆的研究成果・

実証例に関して議論し、先進国・途上国間での問題意識の共有及びそれを解決するため

の国際的な共同研究を推進させることを目的に国際会議を開催する。

照明学会創立100周年記念事業として、最新の研究・技術情報交換を目的に、進歩の目覚

ましいLEDの物理のみならず照明の人に与える心理的・生理的影響を含む広範囲な領域を

対象とした国際学会を開催する。

希土類を利用した科学技術の発展や、希土類資源（アクチノイドを含む）の効率的活用

に資するため、大学・研究機関・民間企業における希土類に関する具体的な研究開発活

動の推進を図るため、国際会議を開催する。

国内外における、基礎から応用まで幅広い分野の酵母研究者が集い、最新の酵母研究動

向の把握と情報交換、および学術交流・産学連携を行うため国際会議を開催する。

神経科学における重要なモデル生物である線虫C. elegansの国際神経生物学会議と、脳

神経回路の国際シンポジウムを合同で行うことにより、人類共通のテーマである神経科

学を通した国際交流と学術の促進を目的とする国際会議を開催する。

事業概要

医薬品製造や新規材料開発に不可欠な化学反応を高効率で促進する「均一系触媒」の分

野における研究の最先端にフォーカスし活発な議論を通じて当該分野を発展させること

を目的に国際会議を開催する。

動物科学の発展に寄与し、生物の多様性と進化や地球環境保全への理解を深め、人類社

会の持続的発展を促すことを目的に、統合的な学問として再構築されつつある動物学の

現状を俯瞰し、世界から集まる研究者と未来像を共有するため国際会議を開催する。

尿路結石症における基礎的研究や先端技術を駆使した治療法の開発と普及ならびにこれ

らの発展に欠かせない原動力である若手研究家、医師の育成を図るため、国際会議を開

催する。

電気エネルギーの有効活用に必要な蓄電デバイスであるキャパシタをテーマに世界的活

躍する研究者等が集まり、昨今のモバイル機器から電気自動車、自然エネルギー利用に

おけるキャパシタの可能性について最新の成果と発表と議論を通して、相互の情報交換

及び学術の発展、実用化の促進を図るため、国際会議を開催する。

事業者名 事業名

【国内事業】国際相互理解の促進に資する活動（1+2+3）

自殺予防とメンタルへルス・ケアの専門職・研究者が集まり、自殺予防対策及び背景に

ある課題、研究成果等を共有し、シンポジウムやセミナーでの討議を通じて世界の自殺

予防対策とメンタルへルス・ケアの増進に貢献することを目的に国際会議を開催する。

宇宙開闢から太陽系形成に至るまでの宇宙・銀河・物質の変化を、宇宙・天体現象の根

底にあるミクロな基礎物理過程から組上げて解明することを目的に、元素の期限と宇宙

における物質・熱循環プロセスの時間発展に焦点をあて議論する国際会議を開催する。

味と匂の感覚受容・認知に関わる研究の最新の成果を、世界の研究者が集い討議し、深

化・発展させため、国際会議を開催する。

事業概要

ライフサイクル思考に基づき生産や消費に関わる環境影響と社会影響を定量化し，その

解決策を見出すための各種持続可能性評価手法の開発とその実践を発展させることを目

的とする国際会議を開催する。

妊娠前・胎生期・小児期における環境が子どもの発育およびその後の健康に及ぼす影響

について、世界の第一線の研究者による最先端の討論を行い、研究推進を図る。

持続可能な社会基盤作りに不可欠な検査手法として世界的に注目されている材料のき裂

の発生や進展などによって発生する弾性波のアコースティック・エミッション（AE）に

ついて、科学者、技術者が集い先端技術交流、国際規模での連携プロジェクトの探索、

AEによる検査技術の世界規格類を提案する場として国際会議を開催する。



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6回子ども落語笑学校 40

内4 国立民族学博物館

国立民族学博物館 平成28年度特別展

「見世物―騙るカラダ 騙るモノ―」

（仮称）

200

内19 談山神社呼子鳥の会 能舞「多武峰」 80

内27
特定非営利活動法人

和歌の浦万葉薪能の会
第18回　和歌の浦　万葉薪能 100

内33 大阪薪能委員会 第60回　大阪薪能 100

内36
さんだ文化芸術

コミュニティ協会

さんだ花の宴　－茶会と文楽が織り

なす伝統文化の競演－
30

内39 能楽文化振興協会

『天満』街遊び　伝統の美にふれる

～知って、歩いて、食べて、楽しむ

能楽講座～

50

内40
公益財団法人

石川県音楽文化振興事業団
いしかわ子ども邦楽アンサンブル 60

内43
特定非営利活動法人

人形浄瑠璃文楽座
『文楽の文字』（仮称）出版事業 180

内51
さっぽろ人形浄瑠璃芝居

あしり座

北海道オリジナル新作人形浄瑠璃の

制作および人形浄瑠璃公演事業
250

10　件 1,090

平成28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

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、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北海道の新しい文化を創造・発信することを目的とする。

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。

江戸時代に九鬼家3万6千石の城下町として発展し、現在の市街中心部の都市形成が整え

られた三田市で、九鬼家にゆかりのある阿波徳島の伝統芸能である文楽、徳島藩を題材

とする「傾城阿波の鳴門」の上演や茶会等を開催する。

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。

加賀百万石の藩政期より伝統芸能が継承が盛んな当地において、「芸の都　石川」の地

に育つ子どもたちに和楽器に親しんでもらい、その芸の伝承を目的として和楽器の子供

楽団を設立し、稽古から演奏会まで行う。

「文楽の文字」に着目し、そこからみえてくる芸能の連続性を、学術的な表現にとどま

らず、一般的にも楽しめるような、グラフィカルな表現で、“公”に提示することを目的と

して、書籍を出版することで、「文楽」の現代的価値を再発見する。

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。

江戸時代から現代に至るまで命脈を保ってきた、軽業や曲芸などの身体技芸の見世物、

一式飾りや生人形などの細工見世物といった多種多様な見世物について、各種資料、映

像等を展示し、日本の見世物の過去から現在に至る民衆文化史的・精神史的な系譜と活

力に富んだ目眩く実態について紹介する特別展を開催する。

多武峰談山神社で生まれた日本伝統芸能である能楽を継承し、後世に伝え、日本美を継

承するため、能舞「多武峰」を公演する。

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。



５．芸術及び地域文化に関する活動 単位：万円

内5

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 2016
100

内9 関西吹奏楽連盟 ブラスエキスポ ’16 180

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 100

内25
一般財団法人

大阪国際児童文学振興財団
世界のおいしい絵本展 100

内26
一般社団法人

関西環境開発センター

日本のモダニズム建築の意義と保存

についてのシンポジウム
100

内30

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 第

273回定期演奏会
180

内31
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 70

内42 芦屋市立美術博物館
未知の表現を求めて―吉原治良の挑

戦
100

内44 一般社団法人大阪市音楽団 第114～116回定期演奏会 50

内45
一般社団法人

大阪コレギウム・ムジクム

大阪コレギウム・ムジクム演奏会

（大阪ハインリッヒ・シュッツ室内

合唱団第51回定期演奏会）第26回現

代音楽シリーズ

70

内50 アートエリアB1運営委員会
鉄道芸術祭vol.6　「ストラクチャー

の冒険」（仮）
180

11　件 1,230

21　件 2,320

決定金額事業者名 事業名

平成28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。

関西吹奏楽連盟約2000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。

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。

食べ物をテーマにしたさまざまな国の代表的な絵本やユニークな絵本を展示する世界の

「おいしい」絵本展を開催して、国際理解を深める。

文化遺産としても価値のある日本のモダニズム建築の意義を唱え、その保存の足掛かり

の声をここ大阪から挙げることで、数多くの貴重な建築とそれを包括する街に新たな価

値付帯と魅力創造を実現し、次世代への継承を行う事を目的として、公開参加型のシン

ポジウムを実施する。

現代日本作曲界へ新風を吹き込んでいる菅野祐悟の交響曲第1番を首席指揮者・藤岡幸夫

とともに世界初演する定期演奏会を開催する。

丹波篠山に伝わる昔話を人形劇という形で子どもたちが伝承していくことを目的に、古

民家レストラン、重伝建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。また、丹波篠山の子どもたちで、こども人形劇団を

組織し公演を行う。親子遊びを目的とした人形劇ワークショップも実施する。

関西の戦後美術を代表する画家吉原治良の回顧展を開催し、在先端の表現を追求し続け

た吉原の様々なフィールドでの活躍に焦点を当て、吉原が画面と向き合う内省的な時間

と並行して、人とのつながりを重視し、新たな出会いを喜び、いろいろな刺激を経てい

く様子を、資料を中心に読み解き、吉原の新たな人間像を明らかにする。

「吹奏楽文化の普及発展と青少年の育成」を目標に掲げ、吹奏楽の可能性を広げるため

に、吹奏楽曲の中でも特に芸術性の高いプログラムによる演奏会を開催する。

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。

現在の世界における社会や経済システム等を構成する様々な既成概念や既知のストラク

チャーを、アーティスト独自の視点を通して捉え直し、創造的にそれらを超域する表現

の冒険を試みるため、鉄道駅のコンコースという場所で、展示及びイベントプログラム

を展開する。

文化的活動（4+5）



【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32
模擬国連会議全米大会

日本代表団派遣事業運営局

2017年模擬国連会議全米大会第34代

日本代表団派遣事業
100

内49
公益財団法人

埼玉県芸術文化振興財団

日本昔ばなしのダンス　ニューヨー

ク公演
240

内53

International

Development Field Camp

for Myanmar and Japan

Youth Leaders

International Development Field

Camp for Myanmar and Japan

Youth Leaders 2017

100

F1 ウェリントン市議会
ウェリントン・ジャパン・ウィーク

2016
260

F2 ザ・マート・ギャラリー 澤田知子＠マート・ギャラリー 100

F3
王立植物園キューガーデン

財団および友の会

シャーリー・シャーウッド植物画

ギャラリーでのフローラ・ジャポニ

カ展示会

260

F4 トビリシ市役所 トビリシ市日本庭園 560

F6 モルドバ日本交流財団

「モルドバ共和国における日本語講

座の開催および日本文化の紹介」お

よび「モルドバ共和国における最先

端テクノロジー使用での日本語学習

の向上および促進、最適学習・研究

環境の提供」

390

8　件 2,010

8　件 2,010

国際相互理解の促進に資する活動(国内＋国外） 41　件 7,680

文化的活動 21　件 2,320

合計 62　件 10,000

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28年度　日本万国博覧会記念基金助成事業一覧

決定金額

ニュージーランドの人々に、日本文化に触れて、これを受け入れる機会を提供すること

を目的として、日本文化の公演、展示、ワークショップ等を行うジャパンウィークを開

催する。

マートギャラリーをアイルランドにおける日本の現代芸術の拠点とするために、今後、

著名な日本の現代芸術アーティストの展覧会を定期的に開催予定で、その第1回目として

澤田知子の展覧会を開催する。

王立植物園キューガーデン内のシャーリー・シャーウッド植物画ギャラリーで、日本固

有の植物の姿を描いた日本の著名な植物画家の作品を展示する。

ジョージアにおける日本文化促進のため、トビリシ市に所在するジョージア国立植物園

内に日本庭園を造園する。

モルドバ共和国における日本語講座の開催および日本文化の紹介のため、基本機材の購

入と日本語環境基本ソフトの整備を行う。

事業概要

模擬国連とは、一国の大使を担い、様々な国際会議をシミュレーションする活動であ

り、大学生を中心に世界中で行われている。当事業は毎年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で

ある全米大会に、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。

ニューヨークのJapan Societyから、招聘を受け、『日本昔ばなしのダンス』をニュー

ヨークで公演する。

「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４０名が、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、ミャンマー国ヤンゴンで実施する。


