１ 文化振興基金 【予算 7,000千円】
魅力と活力ある地域作りに貢献するために、県内の文化団体が行う優れた文化事業に対し助成を行う。
また、県内市町村及び公立文化施設と共催で文化事業を行う。
（１） 助成事業（公募） 【予算 7,000千円】
共催事業 【予算 1,760千円】
事業名
1 農村舞台音楽公演
（Humanoise Project）

概

要

農村舞台という劇場の特性を活かした音楽公
演を実施し、芸術文化による元気ある地域づく
りを図る。

助成額（円）

備考

800,000

主催：那賀町
日時：平成26年7月もしくは8月
会場：八面神社農村舞台
2 吉野川市市制10周年記
念 錦秋吉野川歌舞伎

歌舞伎に触れる機会を提供し、日本の伝統芸
能に対する興味関心を広げ、文化向上を図る。

640,000

主催：吉野川市
日時：平成26年10月31日（金）
会場：吉野川市鴨島公民館
3 ダンス王国とくしまVol.
Ⅲ～阿波フラフェスタ～

アワフラを全国に発信できる文化として育成し、
文化による活性化を目的とする。

320,000

主催：（公財）徳島市文化振興公社
日時：平成27年2月8日（日）
会場：徳島市立文化センター
小計

1,760,000

補助事業 【予算 5,240千円】
事業名
1 第11回徳島城内小屋掛
公演「阿波人形浄瑠璃
芝居」

概

要

阿波人形浄瑠璃を県民に広く知ってもらい、阿
波の芸能の交流の場とする。

助成額（円）
720,000

主催：阿波人形浄瑠璃芝居小屋掛実行委員会
日時：平成26年10月11日(土)～13日(日)
会場：徳島中央公園内 小屋掛
2 農村舞台公演

農村舞台や人形浄瑠璃を中心に那賀町の文
化資源を活用した公演を行い、文化振興、地域
活性化を図る。

800,000

主催：那賀町農村舞台再生協議会
日時：平成26年4月、9月、10月
会場：八面神社農村舞台、北川舞台、辺川神社
3 第3回川俣農村舞台公
演R

地域に眠る襖からくりを活用して人形芝居公演
を実施し、ファン拡大や地域おこしを図る。

500,000

主催：川俣農村舞台保存会
日時：平成26年6月8日（日）
会場：川俣農村舞台
4 第7回春の定期公演事
業

阿波人形浄瑠璃や襖からくりといった阿波文化
や地域芸能を広く発信し、交流の輪を広げ、地
域活性化に貢献する。
主催：小野さくら野舞台保存会
日時：平成26年4月13日（日）
会場：小野さくら野舞台

180,000

備考

（１） 助成事業（公募）
補助事業
事業名
5 徳島邦楽集団第14回演
奏会

概

要

部門や流派を越えた新しい音楽活動と若手の
育成、地域文化の発展を目指す。

助成額（円）
640,000

主催：徳島邦楽集団
日時：平成26年7月6日（日）
会場：あわぎんホール
6 舞踊組曲「母子慕情－
傾城阿波の鳴門より－」

複数の阿波文化を融合した舞踊組曲の公演を
県外に発信し、新たな文化交流の発生を図る。

640,000

主催：舞踊組曲「母子慕情」実行委員会
日時：平成26年8月30日（土）
会場：大阪市国立文楽劇場
7 四国八十八カ所札所
ろうそく歌舞伎

四国霊場開創1200年を迎える記念すべき年
に、一番札所霊山寺において、この場所ならで
はの歌舞伎公演を開催する。

560,000

主催：NPO法人とくしま傾く会
日時：平成26年8月
会場：四国八十八カ所 霊山寺
8 第17回青の会徳島佐苗
会 長唄演奏会「花」
～コンバージョン～

幅広い年代に長唄や三味線の魅力を伝え、伝
統音楽や邦楽の普及促進、次世代への文化継
承を図る。

560,000

主催：徳島佐苗会・青の会
日時：平成26年11月4日（火）
会場：あわぎんホール
9 第46回邦楽大会

県内の邦楽団体が一堂に会し、古典から現代
楽曲まで幅広く競演し、伝統音楽の継承、発展
と地域文化の振興を図る。

240,000

主催：徳島県邦楽協会
日時：平成26年10月12日（日）
会場：あわぎんホール
10 NPO法人「オペラ徳島」
第17回公演 プッチーニ
作曲 オペラ「トゥーラン
ドット」全3幕（伊語・日本
語字幕付き）上演

若手育成と人材発掘およびオペラファン、音楽
ファンを増やすことを目的に開催する。

400,000

主催：特定非営利活動法人 オペラ徳島
日時：平成26年12月23日（火）
会場：徳島市立文化センター

小計

5,240,000

合計

7,000,000

備考

２ 芸術文化委員会 【予算 1,650千円】
豊かな文化の伝承・創造と普及発展を図り、県民の文化的生活の向上に寄与するため、優れた業績につい
ての顕彰・奨励、調査研究、資料の収集等を行う。
（１） 顕彰・表彰事業 【予算 945千円】
事業名
1 第7回とくしま芸術文化
賞等

概

要

徳島県における芸術文化の振興に貢献のある
個人を表彰する。

予算額（円）

備考

563,000

応募締切：１月下旬
表彰式：３月下旬
2 第39回とくしま出版文化
賞等

優れた出版物を刊行した者ならびに印刷発行
社を表彰する。

382,000

表彰式：３月下旬
小計

945,000

（２） 年鑑編集・刊行事業 【予算 585千円】
事業名
1 とくしま芸術文化年鑑
平成25年度事業

概

要

県内における文化団体・公立文化施設の活動
状況等の情報を調査収集し、刊行する。

小計

（３） 広報事業 【予算 120千円】
事業名

予算額（円）

備考

585,000

585,000

概

要

1 あわカル～とくしまイベ
県民に芸術文化行事への参加を促すため、県
ント情報～ホームページ 内で開催される芸術文化行事の情報を収集し、
システム管理
周知広報する。

予算額（円）
120,000

小計

120,000

合計

1,650,000

備考

３ 徳島県郷土文化会館
【予算 84,304千円】
様々な優れた芸術・文化事業を実施し、文化芸術愛好者の拡大を図ると共に、芸術文化が次世代、地域社
会、県民生活を形成していくことを強く意識し、人・文化・観光交流促進に寄与する。
（１） 舞台芸術公演事業 【予算 52,586千円】
事業名
概
1 徳島邦楽ルネッサンス
2014
（舞台芸術公演）

2 NHK交響楽団
金管五重奏
（舞台芸術公演）

要

文化団体・文化施設を巻き込み、県民参加型・
教育普及を盛り込んだ邦楽公演（3回）を実施。
日時：平成26年12月21日（日）、
平成27年1月25日（日）、3月1日（日）
会場：あわぎんホール 1F ホール
幅広い年代の方々に親しんでもらえるよう、
様々な楽器の演奏で、高い質と楽しさを備えた
コンサートを実施。

予算額（円）

備考

助成：文化庁「劇
24,516,000 場音楽堂等活性
化事業」
地域創造「地域の
文化・芸術活動助
成創造プログラム」
助成：よんでん文
910,000 化振興財団

日時：平成26年10月10日（金）
会場：あわぎんホール 1F ホール
3 県民と創るファミリーオペ 年代や職業を超えて親子で参加できるオペラ
ラ『ヘンゼルとグレーテ
公演を実施し、県民参加型の舞台芸術を創造
ル』
する。
（舞台芸術公演）
4 サロンコンサート

助成：芸術文化振

7,802,000 興基金

日時：平成27年1月11日（日）
会場：あわぎんホール 1F ホール
演奏者と間近に接することができる、くつろいだ
雰囲気の音楽コンサートを実施。音楽を楽しむ
ための基礎知識などのトークも交える。

助成：文化庁「文
6,000,000 化芸術創造発信イ
ニシアチブ事業」

日時：平成26年10月～ 平成27年1月（計4回）
会場：あわぎんホール 4F 大会議室
5 音楽の絵本コンサート

国内で人気のズーラシアン・ブラスを招き、未就
学児も入場できるコンサートを実施。

3,300,000

日時：平成26年9月13日（土） 2回公演
会場：あわぎんホール １F ホール
6 Tokushima Musicians’
Fes.2015

徳島県出身の音楽家・住友紀人プロデュースの
軽音楽の公演を実施。

助成：文化庁「文

10,058,000 化芸術創造発信イ
ニシアチブ事業」

日時：平成27年2月22日（日）
会場：あわぎんホール 1F ホール
7 まぜのおか 夏音祭

まぜのおかオートキャンプ場にて、屋外音楽公
演を実施。

－

※事業協力
日時：平成26年7月20日（日）
会場：まぜのおかオートキャンプ場
8 農村舞台音楽公演
（Humanoise Project）

農村舞台という劇場の特性を活かした音楽公演
を実施し、芸術文化による元気ある地域づくりを
図る。

－

※事業協力
日時：平成26年7月もしくは8月
会場：八面神社農村舞台
小計

52,586,000

（２） 教育普及育成事業 【予算 14,750千円】
事業名
1 芸術家派遣事業
（派遣型）

概

要

県内の小中高等学校へ、洋楽・邦楽・ダンス・能
狂言・人形浄瑠璃の芸術家を派遣し、公演及び
ワークショップを実施。

予算額（円）

備考

委託：文化庁「文
7,200,000 化芸術による子供
の育成事業」

日時：通年
会場：県内教育機関
2 芸術家派遣事業
（公演型）

能・狂言、コンテンポラリーダンスのアウトリーチ
事業を実施した学生を対象に、県内公立文化
施設で総括公演を実施し、劇場へ足を運ぶきっ
かけを作る。

助成：文化庁「劇
5,129,000 場音楽堂等活性
化事業」
文化立県とくしま
推進会議

日時：通年
会場：あわぎんホール、県内公立文化施設
3 阿波木偶制作教室

木偶制作技術の継承と育成を図るために、木
偶作家を招聘し、教室を開催する。

746,000

日時：平成26年6月～12月（全12回）
会場：あわぎんホール 4F 和室
4 木偶作家派遣事業

若手育成を目的に県内教育機関に木偶作家を
派遣し、学生に技術指導を行う。

310,000

日時：通年
会場：四国大学
5 阿波人形浄瑠璃
人形遣い派遣事業

阿波人形浄瑠璃の活性化・後継者育成を目的
に、学校のクラブ等にプロの人形遣いを派遣す
る。

695,000

日時：通年
会場：県内教育機関等
6 第32回郷土文化講座

様々な角度から郷土・徳島について学ぶ機会
を提供し、興味・関心を高める。

670,000

日時：平成26年6月～10月（全10回）
会場：あわぎんホール 5F 小ホール等
7 第43回絵で見る徳島展

徳島の風物を絵で紹介することで徳島の魅力を
県内外にアピールする。

－

共催：ふるさとを描き遺す会
日時：平成26年8月6日～15日（予定）
会場：あわぎんホール 3F A展示室
小計

14,750,000

（３） 伝統文化振興事業 【予算 16,968千円】
事業名
概
1 寄贈民俗文化財展

要

収集してきた民俗文化財1,800点の中から、
テーマを設け順次寄贈品を紹介・展示する。

予算額（円）

備考

134,000

日時：通年（年4期）
会場：あわぎんホール 2F民俗文化財コーナー
2 映像記録事業
「阿波の民俗」

無形民俗文化財をデジタルデータとして保存す
ることで、伝統文化の継承及び普及促進に資す
る。

助成：文化庁「文
766,000 化遺産を活かした
地域活性化事業」

日時：通年
会場：県内
3 第17回阿波人形浄瑠璃
芝居フェスティバル

阿波人形浄瑠璃の継承と発展を目的に、県内
浄瑠璃関係団体等が出演するフェスティバルを
開催する。

助成：文化庁「文
化遺産を活かした
3,908,000 地域活性化事業」

日時：平成26年10月18日（土）、19日（日）
会場：あわぎんホール １F ホール
4 第7回 現代の木偶展

阿波木偶の作品を展示し、制作者側からの阿
波人形浄瑠璃の活性化につなげると共に、技
術の向上と後継者育成を図る。

255,000

日時：平成2７年2月12日（木）～15日（日）
会場：あわぎんホール 3F B展示室
5 松竹大歌舞伎公演

芸術文化鑑賞の機会充実を目的として、県民
からの要望の強い歌舞伎公演を実施。

11,405,000

日時：平成26年9月9日（火）
会場：あわぎんホール １F ホール
6 阿波木偶写真展

平成２４年度に開催し好評であった阿波木偶の
写真展をさらにスケールアップし、展示する。

500,000

日時：平成27年2月
会場：あわぎんホール 3F B展示室
7 第69回夏期阿波人形浄
瑠璃大会

日頃の成果を発表する場の提供及び阿波人形
浄瑠璃の鑑賞機会の充実を図る。

－

共催：（公財）阿波人形浄瑠璃振興会
日時：平成26年7月19日（土）、20日（日）
会場：あわぎんホール 4F 大会議室
8 こども歌舞伎

こども歌舞伎の稽古と公演を行い、歴史文化に
対する興味関心と感性を育てる。

－

共催：NPO法人とくしま傾く会
日時：平成26年12月23日（火）
会場：あわぎんホール １F ホール
9 子ども邦楽教室

三味線に実際に触れる機会を提供することで邦
楽の普及、次世代の育成を図る。

－

共催：徳島佐苗会・青の会
日時：平成26年6月～12月（予定）
会場：あわぎんホール 4F 和室・会議室
小計

16,968,000

合計

84,304,000

４ 徳島県郷土文化会館（音楽文化創造チーム）

【予算 84,611千円】

国民文化祭を契機に設立された「とくしま記念オーケストラ」を活用することで、県内音楽文化の裾野の拡大
や、技術指導による音楽レベルの向上、次世代の育成など徳島県が取り組む「音楽文化が息づくまちづくり」
事業を県とともに推し進めていく。
（１） 舞台芸術公演事業 【予算 46,100千円】
事業名

概

要

1 「みどりの愛護のつどい」 皇太子同妃両殿下を始めとする皇室関係者のご
式典音楽演奏
臨席を賜り開催される「みどりの愛護のつどい」の
式典音楽を、徳島交響楽団ジュニアオーケストラ
等やプロの演奏家とのコラボにより演奏を行う。

予算額（円）

備考
負担金：都市計画

10,150,000 課、文化立県とくし
ま推進会議

日時：平成26年5月24日
会場：鳴門総合運動公園アミノバリューホール
2 クラリネットコンサート

クラリネット奏者の磯部周平氏を軸とした、木管楽
器の魅力を最大限活かした演奏会を開催する。

助成：文化庁「劇

10,260,000 場音楽堂等活性

化事業」
負担金：文化立県
とくしま推進会議

日時：平成27年3月
会場：あわぎんホール １F ホール
3 とくしま記念オーケストラ
第3回定期演奏会

世界的な指揮者・秋山和慶を音楽監督とする「と
くしま記念オーケストラ」が、音楽文化の裾野を広
げるため、質の高い音楽を披露する。

助成：徳島県、地

16,570,000 域創造

負担金：文化立県
とくしま推進会議

日時：平成26年11月15日
会場：徳島文理大学 むらさきホール
4 ニューイヤーコンサート

新年の門出を音楽で彩るコンサートを開催する。

助成：徳島県

9,120,000 負担金：文化立県
とくしま推進会議

日時：平成27年1月18日
会場：あわぎんホール １F ホール
小計

46,100,000

（２） 教育普及育成事業 【予算 38,511千円】
事業名
1 親子のためのコンサート

概

要

子育て支援・次世代育成支援事業「はぐくみ徳
島」のメイン事業である「おぎゃっと21」の会場に
おいて、子ども達に親しみやすいプログラムのコ
ンサートを次代の音楽文化を担う若き演奏家によ
る演奏で開催する。

予算額（円）

備考
助成：徳島県

210,000 負担金：文化立県
とくしま推進会議

日時：平成26年5月
会場：フレアとくしま ブライダルコアときわホール
2 クラシック入門コンサート

国民文化祭の成果を更に継承・発展させていく
ために、次代を担う子どもたちに夢と希望を与
え、情操教育の一環となるコンサートを開催す
る。
日時：平成26年7月13日
会場：徳島文理大学 むらさきホール

3 にぎわいづくり音楽列車
事業

徳島駅から会場へ向かう列車内で合唱レッスンを
実施。現地において、とくしま記念オーケストラの
演奏会を開催し、地域コミュニティの形成と活性
化を図る。
日時：平成27年1月17日
会場：日和佐コミュニティホール

助成：徳島県
11,620,000 負担金：文化立県
とくしま推進会議

助成：徳島県、地

11,940,000 域創造

負担金：交通戦略
課、文化立県とくし
ま推進会議

（２） 教育普及育成事業
事業名

概

要

4 音楽教室＆ミニコンサー 県内各地の学校や福祉施設、病院などにおいて
ト
ミニコンサートを開催するとともに、地元合唱団や
吹奏楽部などへの指導も行い、音楽文化のレベ
ルの向上と発展に寄与する。
日時：通年
育成団体：徳島県合唱連盟
徳島交響楽団ジュニアオーケストラ等

予算額（円）

備考

助成：文化庁「劇
14,741,000 場音楽堂等活性
化事業」、徳島県、
地域創造
負担金：文化立県
とくしま推進会議

小計

38,511,000

合計

84,611,000

