
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～令和元年度（平成 31 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 ミュージカルフ

ァンタジー「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         

室内ミュージカル 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 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） 

 

■平成 28年度（5件交付 合計 200万円／申請団体数 26 申請額合計約 900万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 香南市・赤岡町「赤れんが商

家」における近代能楽集の上演

による歴史的建築空間の再構

築  

絵金のまち・赤岡町家再生

活用プロジェクト 

伝統

文化 
40 

２ Washi+Performing Arts? 

Project Vol.2 
ふたりっこプロデュース 演劇 40 

３ 第２回ジョン万次郎英語弁論大

会  

土佐ジョン万会 
学芸 40 

４ 高知交響楽団創立 85 周年記

念演奏会（第 157 回定期演奏

会） 

高知交響楽団 音楽 40 

５ 高知バッハカンタータフェライ

ン創立 20 周年記念演奏会  
高知バッハカンタータフェライン 音楽 40 

（万円） 



 

 

■平成 29 年度（6 件交付 合計 171.9 万円／申請団体数 19 申請額合計約 620 万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 第５回  大正で大正浪漫ふぁ

っしょんしょう 

大正浪漫ふぁっしょんしょう

実行委員会  

伝統

文化 
10 

２ 八畝・丸ごとアートプロジェクト

「八畝アートフェスティバル・皐

月ー霧の花畑はアートだー」 

大豊シャクヤクの会  
総合

文化 
26.9 

３ 第３回ジョン万次郎英語弁論大

会  
土佐ジョン万会 学芸 35 

４ 歴史的建築物が持つ「暮らしの

痕跡」のアーカイブとその表現

―香南市・赤岡町「赤れんが商

家」における試行― 

絵金のまち・赤岡町家再生活

用プロジェクト 

伝統

文化 
35 

５ 高知県ピアノ指導者協会創立

35 周年記念行事  北海道・高

知交流コンサート 

高知県ピアノ指導者協会  音楽 25 

６ 
月と山と精霊と 

ブトーっていったい何じゃらほい

事務局 
舞踏 40 

（万円） 

 

■平成 30 年度（5 件交付 合計 124.6 万円／申請団体数 12 申請額合計約 407 万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 
半月の神話  大月町資源活用協議会 

総合

文化 
33 

２ 第４回ジョン万次郎英語弁論大

会  
土佐ジョン万会 学芸 30 

３ 
有澤一郎顕彰コンサート 土佐山田町合唱団 音楽 14 

４ 古民家再生を通した土佐の伝

統建築文化の体験を継承  
すてきなまち・赤岡プロジェクト 

伝統

文化 
30 

５ 地域住民による高知の近現

代資料保存の取り組み 
高知戦争資料保存ネットワーク 

総合

文化 
17.6 

（万円） 

 



■令和元年度）（7件交付 合計 160.5万円／申請団体数 20申請額合計約 699万円） 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 【文楽】×【声楽】 

吉田玉翔×上杉清仁～和と洋の融合

～ 

土佐清水商工会議所 
音楽 

30 

２ Washi+Performing Arts？ 
未来 Project2019 

「わ（た）しのストーリー」 

Washi+Performing Arts？  

未来 Project実行委員会 
演劇 40 

３ うつぐみ文化芸能交流高知公演 

「郷土芸能でこじゃんとめんそーれ！」 

～沖縄・北海道・青森・高知をつなぐ～ 

うつぐみ文化芸能交流実行委員会 
伝統

文化 
40 

４ 
「龍宮学校」展 Art nest YOMO 美術 30 

５ 
第 30 回高知版画協会展  高知版画協会 

総合

文化 
5.4 

６ 映 画 「 Footsteps of Kukai    

~Diary of Shikoku Pilgrimage~」 
お遍路映像制作委員会 映像 10 

７ 
闇の中の魑魅魍魎上映会  絵金蔵運営委員会 映画 5.1 

（万円） 

 

■令和 2年度（7件交付 合計 135.3万円／申請団体数 19申請額合計約 330万円 

 事業名 団体名 分野 交付額 

１ 海ギャラ Chill out        

～竜串に東大から遍路小屋が旅して来る～ 
海ギャラ Chill out 実行委員会  美術 36.1 

２ 「西畑人形芝居」の後継者育

成事業、新演目の作成 
西畑人形芝居保存会 

伝統

文化 

0     

*事業中止 

３ 土佐和紙 七色の文化継承事業  絵本

「土佐和紙七色の物語」と絵本原画展

(土佐和紙使用)と絵本の読み聞かせを

通して土佐和紙の魅力を県内外に発信 

七色 Station合同会社 
伝統

文化 
20 

４ BLANK MOON 
あにめのいろは 美術 

0     

*事業中止 

５ よさこい”原点”調査・研究プロジェクト     

~正調よさこい・武政英策音楽を中心として~ 
よさこい文化協会 

伝統

文化 
30 



６ 『小筑紫村の方言と習俗』(仮

称)の刊行 

『小筑紫村の方言と習俗』を

刊行する会 

総合

文化 
40 

７ NPO法人高知こどもの図書館開館   

20周年記念事業                   

こどもの本から世界が見える 2000～2020 

NPO法人高知こどもの図書館 

出版 
53 

（万円） 

 

 


