
過去の（公財）高知県文化財団文化事業助成金 交付事業・団体一覧 

＊平成 17年度～27年度 

 

■平成 17年度 （5件交付 合計 210万円）  

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 映画が街に飛び出した！ 

「ｼﾈﾏﾙｼｪ」と「こども映画教

室」 

こうちコミュニティシネマ 映画 25 

２ 演劇祭 KOCHI2005 高知演劇ネットワーク・演会 演劇 50 

３ ストリートダンス高知大会 ストリートダンス高知大会実

行委員会 

舞踊 50 

４ 第 13回高知クラリネットフェス

ティバル 

高知クラリネット協会 音楽 50 

５ 劇団３３番地 ﾐｭｰｼﾞｶﾙﾌｧﾝﾀ

ｼﾞｰ「キミヲ∞マモル」 

劇団３３番地 演劇 35 

                                                （万円） 

 

■平成 18年度 （3件交付 合計 80万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 高知県市民バンド連合 15周

年記念演奏会 

高知県市民バンド連合会 音楽 20 

２ スタンウェイ復活大作戦第 4

弾 石川静＆三木香代 

「つばさ」市民の会 音楽 0 

３ アジアの風シリーズ 4月疾風

編・6月薫風編・8月熱風編・

10月緑風編・12月爽風編・2

月涼風編 

シネマ・サンライズ 映画 20 

４ 維新の里を訪れて 

「吉村虎太郎展、薪神楽」 

（高岡郡）津野町高野地区 伝統

文化 

40 

                                       （万円） 

＊「つばさ」市民の会は、事業実施報告及び収支決算書を審査したところ、利益が出

たため、交付取り消しとなりました。 

 

 

 

 



■平成 19年度 （3件交付 合計 100万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ やいろ吹奏楽団 第 12回定

期演奏会 

やいろ吹奏楽団 音楽 20 

２ Dance and Media Japan × 

瀬川貴子 

Spanic Arts Dance Theater 舞踊 30 

３ 西畑人形芝居出前公演事業 西畑人形芝居保存会 伝統

文化 

50 

（万円） 

 

■平成 20年度（3件交付 合計 100万円／申請団体数 10 申請額合計 405万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ シネマの食堂 高知県映画上映団体ネット

ワーク（えいネ～） 

映画 30 

２ 西畑人形芝居出前公演事業 西畑人形芝居保存会 伝統

文化 

40 

３ 野市グリーン・コール 25周年

記念コンサート 室内ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

赤ずきんちゃん 

野市グリーン・コール 音楽 30 

（万円） 

 

■平成 21年度（4件交付 合計 100万円／申請団体数 6 申請額合計 243万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ シネマの食堂 高知県映画上映団体ネット

ワーク（えいネ～） 

映画 30 

２ 西畑人形芝居出前公演事業 西畑人形芝居保存会 伝統

文化 

30 

３ 第 4回四国吹奏楽フェスティ

バル in高知 

高知県吹奏楽連盟 音楽 20 

４ 豊永郷文化講座 定福寺豊永郷民俗資料保存

会 

民俗 20 

（万円） 

 

 

 

 



■平成 22年度（4件交付 合計 110万円／申請団体数 11 申請額合計 451万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ シネマの食堂 高知県映画上映団体ネット

ワーク（えいネ～） 

映画 30 

２ 高知の舞台を考える情報誌

「ステージン」（の発行） 

こうちかるちゃーわーくす 出版 20 

３ かきくけこんさぁーと Musicai Time 音楽 30 

４ はたアートキッズプログラム 

～学校がアート museum!?～ 

はれんちしまんとプロジェクト 音楽 

美術 

30 

（万円） 

 

■平成 23年度（4件交付合計 105.7万円／申請団体数 16 申請額合計 665万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 第 30回定期演奏会 高知フライデー・ウィンド・ア

ンサンブル 

音楽 20 

２ 高知交響楽団創立 80周年記

念演奏会（第 147回定期演奏

会） 

高知交響楽団 音楽 30 

３ いの美術展 いの美術展実行委員会 美術 30 

４ 劇団シアターホリック 第16回

本公演「ザ・グレートガール

ズ・スタンダッププリーズ」 

劇団シアターホリック 演劇 25.7 

（万円） 

 

■平成 24年度（6件交付合計 250万円／申請団体数 10 申請額合計約 381万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ （社）現代舞踊協会四国支部

四国洋舞合同公演「ブルーフ

ェスティバル 2012in 高知」 

（社）現代舞踊協会四国支部

四国洋舞合同公演実行委員

会 

舞踊 50 

２ 大深浦仁井田神社日引神社

秋祭り 

（宿毛市）大深浦に組 伝統

文化 

40 

３ いの美術展 いの美術展実行委員会 美術 50 

４ 「ああ母校 ―高知の休廃校

小中学校」研究と著作 

高知ミモザの会 出版 50 

５ 高知バッハカンタータフェライ

ン 15周年記念ドイツ演奏旅行 

高知バッハカンタータフェラ

イン 

音楽 40 



６ 邦楽器と洋楽器によるアンサ

ンブル「グループし～ずん」20

周年記念コンサート 

グループ「し～ずん」 音楽 20 

（万円） 

 

■平成 25年度（6件交付 合計 175.6万円／申請団体数 31 申請額合計約 855万

円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 一絃琴演奏会 正曲一絃琴白鷺会 音楽 10 

２ 浅井力也高知展 ～Peace of 

the World～ 

浅井力也高知展実行委員会 美術 16 

３ 混声合唱団 Pange第 10回定

期演奏会～温故知新～ 

混声合唱団 Pange 音楽 20 

４ 梶ケ森ロックフェスティバル 梶ケ森ロックフェスティバル

実行委員会 

音楽 0 

５ コミュニケーション力アップ事

業 2013感じるつながる遊びの

時間 

特定非営利活動法人高知市

こども劇場 

演劇 36 

６ Meisai Okamoto Photo 

Exhibition 

岡本明才 美術 43.6 

７ 武田の里 大崎の陣 文化伝

承活動 

武田勝頼土佐の会 伝統

文化 

50 

（万円） 

＊梶ケ森ロックフェスティバルは、台風接近で事業中止となったため、交付取り消しと

なりました。 

 

■平成 26年度 

（8件 交付予定額 合計 240.9万円／申請団体数 37 申請額合計 約 1318万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ みんなで作ろう！親子で楽し

むオペラコンサート 

土佐清水市商工会議所 音楽 30 

２ えくらべ 2014 絵金蔵運営委員会 美術 30 

３ NPO法人高知こどもの図書館

開館 15周年記念事業～あり

がとう 15年・こどもの本の力を

信じて～ 

NPO法人高知こどもの図書

館 

美術 49.6 



４ 梶ケ森ロックフェスティバル 梶ケ森ロックフェスティバル

製作実行委員会 

音楽 50 

５ 藁工ワークショップの１・２・３ 特定非営利活動法人ワーク

スみらい 

美術 20 

６ 第 4回すさき七夕かざり すさき七夕かざり実行委員

会 

伝統

文化 

8.6 

７ シネマ・フィロソフィア 3.11上

映会 

シネマ・フィロソフィア 3.11 映画 20 

８ 沖の島 初猫祭プロジェクト 横田葉子 美術 32.7 

（万円） 

■平成 27年度（6件交付 合計 195.8万円／申請団体数 20 申請額合計約 720万

円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 「European Eyes on Japan／

Japan Today vol.16 

日本に向けられたヨーロッパ

人の眼・ジャパントゥデイ 

vol.16 

―ヨーロッパ人が出会った高

知―」 

沢田マンションギャラリー

room38 

 

写真 45 

２ 梶ヶ森ロックフェスティバル 梶ヶ森ロックフェスティバル

製作実行委員会 

音楽 40 

３ シネマ・フィロソフィア 3.11戦

後 70年特別企画「戦争の記

憶と 3.11の記録」 

 

シネマ・フィロソフィア 3.11 映画 20 

４ 第 5回 すさき七夕かざり 第 5回 すさき七夕かざり実

行委員会 

伝統

文化 

6.3 

 

５ Washi + Performing Arts? 

Project 

ふたりっこプロデュース 

 

演劇 40 

６ 「シアターTACOGURA 007 子

どものための 12月 in蛸蔵 

～演劇“どんぐりと山猫”とカ

ウントダウンカレンダー作り」 

および演劇体験ワークショップ 

シアターTACOGURA 演劇 44.5 

（万円） 


