１ 文化振興基金 【予算 5,580千円】
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 5,580千円】
共催事業 【予算 370千円】
事業名
1 あなん図書館まつり２０１
７ えほんコンサート

概

要

読書を推進する行事の一環として、秋の読書週
間にあわせ、『絵本』をテーマにしたオリジナル
コンサートを行い、子どもたちの読書への関心
を育む機会を提供する。
主催：阿南市立阿南図書館
日時：平成29年10月21日
会場：阿南市情報文化センターコスモホール

小計

助成額（円）
370,000

370,000

補助事業 【予算 5,210千円】
事業名

概

要

1 徳島邦楽集団
第１７回演奏会

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し、邦楽とジャズ
とのコラボレーションを取り入れるなど、創造的
な演奏会を実施する。
主催：徳島邦楽集団
日時：平成29年6月4日
会場：大塚ヴェガホール

2 第５回松岡貴史＆みち
子作品展「竹取物語」

新作によるコンサートを企画し、創造を通して幅
広い世代での双方向的な音楽文化の発展に寄
与することを目的とする。

助成額（円）
540,000

220,000

主催：松岡貴史＆みち子
日時：平成29年7月17日
会場：徳島県立２１世紀館文化の森 イベントホール

3 徳島現代詩協会
３０年記念誌発刊

徳島現代詩協会３０年の歩みの集約、ならび
に、徳島現代詩の７０年の歴史をまとめて開示
することにより、新たな発展に資する記念誌を発
刊する。
主催：徳島現代詩協会
日時：平成29年8月
会場：徳島現代詩協会 事務局

4 第１４回徳島城内
小屋掛公演
「阿波人形浄瑠璃芝居」

国指定重要無形民俗文化財である阿波人形浄
瑠璃を県民に広く周知し、あわの芸能の交流の
場となるべく小屋掛公演等を実施する。

230,000

700,000

主催：阿波人形浄瑠璃芝居小屋掛実行委員会
日時：平成29年10月1日、7日、8日、12月23日
会場：徳島中央公園内特設小屋掛等
5 第４９回邦楽大会
（５０周年記念プレ大会）

備考

５０周年記念大会を「とくしま邦楽の歴史５０年」
として振り返り、未来に繋げる事業とするため、
伝統音楽の継承・発展と地域文化の振興を目
的としたプレ大会を実施する。
主催：徳島邦楽協会
日時：平成29年10月8日
会場：あわぎんホール

490,000

備考

（１） 助成事業（公募）
補助事業
事業名

概

要

6 松浦綾音ピアノリサイタ
ル

徳島市出身のピアニストによるフィンランドのピ
アノ曲演奏を中心に、異国文化・生活に触れる
機会の提供と、音楽文化の発展を図るべくコン
サートを行う。
主催：Ｔｏｎｔｔｕ トンットゥ
日時：平成29年10月9日
会場：あわぎんホール

7 第２０回青の会
徳島佐苗会
長唄演奏会

あわ文化の継承と発信に資することを目的に、
質の高い邦楽演奏、他ジャンルとのコラボレー
ションを行う等、幅広い年代へ長唄や三味線の
魅力を伝えるための企画演奏会を実施する。
主催：徳島佐苗会・青の会
日時：平成29年10月24日
会場：あわぎんホール

8 ＡＷＡ現代アート展２０１
７ ～お山の芸術祭～

阿波市のもつ古き良きものを軸とし、県内外の
人々に現代アートの楽しみ方や魅力をアピール
することで、世界へ羽ばたく人材を育むことを目
的とした展覧会を行う。
主催：阿波アートプロジェクト
日時：平成29年10月28日～11月12日
会場：御所山王子 現代アートスペース

9 徳島・板東ドイツ兵俘虜
の文化遺産顕彰事業
「エンゲル・松江記念市
民音楽祭」

ドイツ兵俘虜たちが演奏し、徳島に伝えた再現
演奏を中心に、ドイツと徳島の友好的交流の史
実を顕彰するとともに、その文化遺産を後生に
伝えることを目的とする音楽祭を実施する。
主催：徳島大学ドイツ兵俘虜研究会
日時：平成29年10月
会場：徳島大学常三島 けやきホール

10 商工 藍ラブフェスティ
バル

藍住町の歴史や伝統芸能を継承し、新たな創
造を促すための起爆剤となるべく、「藍」の生活
文化の振興と普及啓蒙を目的とした継続的なイ
ベントを実施する。
主催：藍住町商工会
日時：平成29年11月
会場：藍住町民体育館

11 第４４回定期演奏会

プロゲストを招聘することで質の高い演奏を鑑
賞する機会を提供し、会員の技量向上を図ると
ともに、鑑賞者へも邦楽の魅力を伝え、地域文
化の向上を図る演奏会を実施する。
主催：徳島県三曲協会
日時：平成30年3月
会場：あわぎんホール

助成額（円）
150,000

1,000,000

540,000

220,000

700,000

420,000

小計

5,210,000

合計

5,580,000

備考

２ 芸術文化委員会 【予算 1,610千円】
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 1,000千円】
事業名
1 第10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功績顕著な
個人を表彰する。

予算額（円）

備考

615,000

応募締切：1月下旬
表彰式：3月下旬
2 第42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。

385,000

表彰式：3月下旬
小計

1,000,000

（２） 年鑑編集・刊行事業 【予算 490千円】
事業名
1 とくしま芸術文化年鑑
平成28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

490,000

490,000

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

1,610,000

備考

３ 徳島県郷土文化会館
【予算 77,172千円】
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 65,723千円】
事業名

概

要

1 「夏目友人帳」コンサート 幅広い年代の方々に親しんでもらえるよう「アニ
メ」を題材とした軽音楽のコンサートを実施す
る。

予算額（円）

備考

3,011,000

日時：平成29年5月5日（金）
会場：あわぎんホール 1F ホール
2 サロンコンサート

様々なジャンルの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
施する。

2,687,000

日時：平成29年6月～平成30年3月（計3回）
会場：あわぎんホール 4F 大会議室
3 Tokushima Musicians’
Fes.Project

県内で活躍するアーティストのための軽音楽の
祭典となる公演を実施。また、プロによるクリニッ
クなども通年で実施し、人材育成も行う。

5,030,000

日時：平成29年9月3日（日）
会場：あわぎんホール他
4 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する。

11,000,000

日時：平成29年9月13日（水）2回公演
会場：あわぎんホール １F ホール
5 ヴァイオリンコンサート
（仮称）

バッハの無伴奏チェロ組曲などのコンサートを
開催する。また、名器ストラディヴァリウスに焦点
をあてた楽器のレクチャーや展示等も実施す
る。

1,500,000

日時：平成29年9月24日（日）
会場：あわぎんホール １F ホール
6 桂雀々ひとり会／
春野恵子独演会

県民からの要望も強い落語公演等を実施するこ
とで、伝統芸能に対する興味関心を高める。

1,869,000

日時：平成29年11月29日（水）
会場：あわぎんホール 4F 大会議室
7 和太鼓×阿波踊り
（仮称）

徳島県が誇る伝統芸能である「阿波踊り」にお
いて、大きな存在感を示す和太鼓に焦点をあて
た公演を実施する。

3,000,000

日時：平成29年12月10日（日）
会場：あわぎんホール １F ホール
8 DRUM TAO 2017

国内外で人気の和太鼓集団TAOによる伝統的
かつアーティスティックな和太鼓の公演を実施
する。
日時：平成30年1月8日（月） 2回公演
会場：あわぎんホール １F ホール

8,400,000

日本芸術文化振興会
「日本芸術文化振興基
金」
予定額：1,000千円

（１） 舞台芸術公演事業
9 音楽の絵本
笑門来福

国内で人気のズーラシアン・ブラスをはじめとす
る動物たちを招き、未就学児も入場できるコン
サートを実施する。

3,802,000

日時：平成30年1月13日（土） 2回公演
会場：あわぎんホール 1F ホール
10 AWA伝統芸能創造発信 徳島の伝統芸能の振興・普及促進をより一層図
プロジェクト
るため、文化団体・文化施設を巻き込み、県民
（仮称）
参加型・教育普及を盛り込んだ大がかりな伝統
芸能事業を実施する。

22,023,000

地域創造「地域の文
化・芸術活動助成創造
プログラム」
内定額：5,700千円
文化立県とくしま推進
会議「文化の力による
まちづくり支援事業」
予定額：500千円

日時：平成30年2月2日（金）〜4日（日）
会場：あわぎんホール 1F ホール 他
11 二世山本邦山襲名披露
公演 徳島公演

都山流尺八・二世山本邦山の襲名披露公演を
実施し、県民に広く邦楽に親しむ機会を提供す
る。

3,401,000

日時：平成30年3月4日（日）
会場：あわぎんホール １F ホール
小計

文化庁「劇場音楽堂等
活性化事業」
予定額：7,103千円

65,723,000

（２） 教育普及育成事業 【予算 8,510千円】
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
楽・和太鼓・人形浄瑠璃等の芸術家を派遣し、
公演及びワークショップを実施する。

予算額（円）
3,000,000

県内の福祉施設を対象に芸術家を派遣し、
様々な理由により芸術文化を享受できない人に
対して公演及びワークショップを実施する。

文化庁「劇場音楽堂
等活性化事業」
予定額：1,089千円
文化庁「文化芸術に
よる子供の育成事
業」
（申請予定）

日時：通年
会場：県内教育機関
2 芸術家派遣事業
（福祉施設派遣型）

備考

2,560,000

文化庁「劇場音楽堂
等活性化事業」
予定額：1,134千円

800,000

文化庁「劇場音楽堂
等活性化事業」
予定額：360千円

日時：通年
会場：県内福祉施設
3 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、学校のクラブ等に人形遣いを派遣する。
日時：通年
会場：県内教育機関等

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 第35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29年6月～12月（10回程度）
会場：あわぎんホール 5F 小ホール等
6 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。

670,000

日時：平成29年6月～12月（12回程度）
会場：あわぎんホール 4F 和室
7 平成２９年度公共ホール コンテンポラリーダンスによる地域交流プログラ
現代ダンス活性化事業 ムを実施し、地域における社会包摂機能の拠点
施設としての役割を促進する。

500,000

共催：地域創造
日時：平成29年9月15日（金）～18日（月）
会場：あわぎんホール 他
8 県内アートマネジメント
支援事業

県内公立文化施設等が実施する様々な文化事
業について、舞台関係やスタッフ等の協力や事
業を円滑に実施するための支援を行い、県内
のアートマネジメントの人材育成を図る。
※事業協力
日時：通年
会場：各文化事業の実施会場

－

（２） 教育普及育成事業
事業名
9 子ども歌舞伎

概

要

徳島県内の子どもたちに日本の伝統文化であ
る歌舞伎に親しみ、かつ、生で演じ体験する公
演を行うことで、子どもたちの豊かな感性を育
み、可能性を大きく広げる。

予算額（円）
－

共催：阿波の国子ども歌舞伎
日時：平成29年12月23日（日）
会場：あわぎんホール１Ｆ ホール
10 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29年6月～12月（予定）
会場：あわぎんホール 4F 会議室等
11 第45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29年8月（予定）
会場：あわぎんホール 3F A展示室
小計

8,510,000

備考

（３） 伝統文化振興事業 【予算 2,939千円】
事業名
1 寄贈民俗文化財展

概

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

33,000

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 平成２９年度映像記録
事業「阿波の民俗」

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

906,000

日時：通年
会場：県内
3 第７２回夏期阿波人形浄 阿波人形浄瑠璃の継承と発展を目的に、県内
瑠璃大会
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。

1,500,000

共催：（公財）阿波人形浄瑠璃振興会
日時：平成29年7月22日（土）、23日（日）
会場：あわぎんホール 1F ホール
4 たほりつこ
「小さな光の森（仮）」展

徳島県出身の東京藝術大学教授・たほりつこ氏
の退官を記念し、阿波の木偶等を用いた実験
的現代アートの展示を行う。

500,000

共催：東京藝術大学
日時：平成29年10月（予定）
会場：東京藝術大学大学美術館（予定）
小計

2,939,000

合計

77,172,000

徳島県地域伝統文化
総合活性化委員会「文
化遺産を活かした地域
活性化事業」
予定額： 762千円

４ 徳島県郷土文化会館（音楽文化創造チーム）

【予算 321,400千円】

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 190,500千円】
事業名
概
1 とくしま記念オーケストラ
第６回定期演奏会

要

徳島文理大学と連携し、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。

予算額（円）
21,500,000

日時：平成29年7月（予定）
会場：徳島文理大学 むらさきホール
2 とくしま“歓喜の歌”プロ
ジェクト

ベートーヴェン「第九」のアジア初演１００周年で
あり、県内外からの合唱団の参加による大規模
な第九演奏会を開催する。

130,000,000

日時：平成30年2月（予定）
会場：アスティとくしま 多目的ホール
3 とくしま記念オーケストラ
ニューイヤーコンサート

一流の演奏家により、新年の門出にふさわしい
クラシックコンサートを開催する。

23,000,000

日時：平成30年2月（予定）
会場：徳島文理大学 むらさきホール
4 にぎわいづくり音楽列車
事業

ＪＲ四国と連携し、駅構内でのミニコンサートや、
現地における演奏会など、文化と観光をコラボ
レートした音楽事業を実施。地域の文化振興と
公共交通機関の利用促進を図るとともに、新た
なカルチュラル・ツーリズムの推進を図る。

16,000,000

日時：平成29年5月(予定)
会場：未定
小計

190,500,000

備考

（２） 教育普及育成事業 【予算 130,900千円】
事業名
概
1 親子のためのコンサート

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」と連携
し、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）
700,000

日時：平成29年5月（予定）
会場：アスティとくしま 多目的ホール
2 クラシック入門コンサート 小中高生及びクラシック初心者らを対象に、親
しみやすいプログラムの演奏会を実施し、次代
を担う若い世代に本物の音楽を体感してもらうこ
とで、音楽に対する興味と関心を高める。

19,000,000

日時：平成29年7月（予定）
会場：徳島文理大学 むらさきホール
3 若い芽を育てるオーケス 小中高校の部活動や地元の音楽団体等に演
トラアウトリーチ
奏指導を行い、地域の演奏技術の向上や機運
を高めるとともに、ミニコンサートを実施するな
ど、県下の音楽文化の裾野の拡大と発展を図
る。

56,200,000

日時：平成29年4月～平成30年3月
会場：県内小中高校等
4 音楽文化創造事業

演奏会等の機会を捉え、最新の映像技術の活
用などにより、新たな徳島発の音楽文化を創造
する。

55,000,000

日時：平成29年4月～平成30年3月
会場：演奏会会場等
小計

130,900,000

合計

321,400,000

備考

