
補助（助成）金名称 助成内容（金額的な事項）
収入に

関する記載 審査団体　審議の方法 備考

1 旭川市 旭川市文化芸術事業補助金 1/2  上限5・10・30万円 募集要項あり 1

公益財団法人青森学術文化振興財団助成金
　①公開講座の開催事業

100% 公募要項 2

　②地域の振興に係る研究事業
一般：100％　上限30万円
チャレンジ枠：100％　上限100万円

3

　③地域における学術・文化の振興に係る事業 50％　上限50万円 4

　④学術定期刊行物の出版事業 100% 5

　⑤学術図書の出版事業 80％　上限100万円 6

3 八戸市 多文化都市八戸推進事業補助金 1/2 又は10万円のいずれか低い額を上限 有 多文化都市八戸推進懇談会 交付要領、募集要項 7

秋田市文化振興助成事業
　文化振興一般助成事業

1/2　　上限30万円 有 8

　文化振興ヤングクリエーター助成事業 2/3  上限20万円 有 9

（公財）福島県文化振興財団助成事業
　①成果発表事業

1/3  限度額　5～10万円 有 10

　②発表会等への参加事業 1/3  限度額　5～10万円 有 11

　③特認事業 1/3  財団の助成事業計画に基づき決定 有 12

　④文化団体への事業費 1/2  財団の助成事業計画に基づき決定 有 13

　⑤文化財の保護事業 1/2  限度額　10万円 有 14

　⑥文化振興による地域づくり事業 1/2  限度額　10万円 有 15

　⑦伝統文化の保存・継承・発展事業 1/2  限度額　10万円 有 16

　⑧被災者文化活動支援事業 2/3  限度額　10万円 有 17

いわき市文化振興基金育成事業補助金
　①成果発表事業及び招聘事業

1/5　団体は20万円、個人は10万円が限度 18

　②参加事業
100/100　団体は6万～30万円、個人は6千円～3
万円が限度

19

中核市調べ（文化振興課独自調べ）

2 青森市

4 秋田市

募集要項

秋田市文化振興審議会

当市を除く各中核市のホームページで公開されている文化振興等に関する補助・助成金を当課において独自に調べた結果、53市中34市（92事業）がヒットした。

　【額設定】
　　・限度、上限額設定　：　92事業中71事業（1～10万円23事業、15～30万円31事業、50～100万円14事業、150～300万円3事業）
　　・補助率設定　　　　　：　92事業中79事業（1/2・41事業、1/3・16事業、 10/10・11事業、 2/3・5事業、4/5・3事業、3/4・1事業、1/4・1事業、 1/5・1事業）
　　・国、県、その他補助金や入場料等の収入の取扱　　：　92事業中41事業が補助対象経費から差引く旨の記載有

募集要項　交付要綱

5 福島市 （公財）福島県文化振興財団 利用の手引き

6 いわき市

資料４ 
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郡山市文化団体連絡協議会育成補助金 予算の範囲内 20

日本宇宙少年団こおりやま分団活動補助金 予算の範囲内 21

郡山市美術連盟育成補助金 予算の範囲内 22

郡山地方史研究団体連絡協議会育成補助金 予算の範囲内 23

安積野開拓顕彰会運営費補助金 10万円 24

郡山市音楽連盟育成補助金 予算の範囲内 25

8 高崎市 高崎市伝統芸能等支援補助金制度 1/2  上限20万円 募集要項 26

9 川越市 川越市文化芸術によるまちづくり補助金 1/3  上限25万円　交付は年１回、全５回まで。
募集要項
交付要綱

27

川口市文化振興基金　文化振興助成事業
　①文化芸術活動の成果発表事業

1/2  上限20万円 28

　②刊行物の発行事業 1/2  上限10万円 29

越谷市魅力発信プロモーション事業費補助金 1/2  上限20万円 応募要項 30

越谷市社会教育関係団体補助金 補助対象経費を超えない範囲内にて市長が定める額 交付要綱 31

12 船橋市 ふなばし音楽フェスティバル実行委員会交付金
予算の範囲内。市長が内容を審査し、交付額を確
定し、実行委員長に通知する。

交付要綱 32

市民企画事業補助金
　活動支援部門

10/10  上限10万円　補助は2回まで 33

　事業実施部門
1/2  上限100万円　　補助は3回まで（2回目　1/3
以内又は前回交付の80％のいずれか低い額）

34

14 富山市 富山市芸術文化事業補助金募集要領 1/2 　上限20万円 募集要領 35

金沢の文化の人づくり助成事業
　①海外・国内研修への参加費助成

（海外）1/2  上限100万円
（国内）1/2  上限50万円

36

　②指導者育成研修への参加費助成 1/2  上限50万円 37

　③後継者・指導者育成研修への開催費助成 1/2  上限30万円 38

長野市芸術文化振興基金助成金
　①明日の担い手部門

2/3  上限30万円 39

　②ステップアップ部門 1/2  上限10万円 40

　③地域交流・発信部門 1/2  上限3万円 41

7

越谷市11

交付要綱郡山市

15 金沢市 募集要項

16 長野市
長野県芸術文化基金運営委員
会

募集要領

10 川口市
募集要項
募集の案内

13 八王子市

八王子市市民企画事業補助金審査
事業評価会議（学識経験者、町会・
自治会関係者、市長が必要と認め
たもの　7名以内）
書類審査、予備評価結果をもとに評
価
事業実施部門は公開プレゼンあり

平成29年度審査結
果
評価会開催要綱
交付要綱
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岐阜市市民活動支援補助金
　①新規事業支援

4/5 上限8万円　　 1回 42

　②拡充事業支援 2/3  上限20万円　　3回 43

18 岡崎市 岡崎市文化活動事業費補助金
組織活動　1/2
創造的、伝統芸能保存育成活動　上限5万円

有 交付要綱 44

大津市文化観光振興助成金
　②観光イベント、その他市長が文化観光の振興
に資すると認めた事業等

2/3  上限300万円 交付要綱 45

フェノロサ研究事業補助金 1/2　予算の範囲内 46

芸術文化団体文化祭事業補助金 1/2　予算の範囲内　上限１団体56,000円 47

幻住庵俳句コンクール事業補助金 1/2　予算の範囲内 48

大津市学区文化祭事業ほじょきん 1/2　予算の範囲内　上限１団体56,000円 49

大津市文化連盟事業補助金 1/2　予算の範囲内 50

20 姫路市 （公財）姫路市文化国際交流財団文化活動助成 1/2  限度 有 （公財）姫路市文化国際交流財団
利用の手引き
実施要綱

51

21 尼崎市 あまらぶチャレンジ事業 10割　上限30万円 募集要項 52

22 明石市 明石市文化・スポーツ振興激励金
国内大会への出場1人1,000円～5,000円
国際大会への出場1人1万円～10万円

支給要綱 53

23 和歌山市 わかやまの底力・市民提案実施事業
テーマ部門　10/10 上限150万円
自由部門　10/10（20万円以下）、5/10（20万円超）
上限50万円

有 募集要項あり 54

鳥取市文化芸術事業に関する補助金
　発表鑑賞補助

1/2 上限20万円 有 55

　文化団体組織育成補助 1団体　団体割5,000円、均等割10,000円 56

　団体事業補助 1/2　上限200万円 有 57

　市民文化祭開催補助 市長がその都度決定 58

　伝統・郷土芸能団体備品整備補助 3/4　上限75万円 有 59

　郷土文化普及啓発補助 1/2　上限20万円 有 60

　研修補助 1/2　上限10万円 有 61

　指導者等招聘補助 1/2　上限20万円 有 62

　国民文化祭参加補助 1/4 有 63

　全国大会等開催補助 1/2　上限　中国5万円　全国10万円 有 64

　海外公演等開催補助 1/2　上限20万円 有 65

交付基準

大津市19

17 岐阜市 交付要領、募集要項

24 鳥取市 交付要綱あり

3 / 5 ページ



25 松江市 松江市文化協会加盟団体事業助成金 1/3　上限20万円 有 募集要項あり 66

倉敷市文化振興基金助成
　発表（周年事業等）

1/3　30万円 有 67

　全国大会等参加
全国1/3～1/6　20～30万円
中国1/3～1/6　12～20万円

有 68

　研修 1/3  6万円 有 69

　団体事業 1/3  30万円 有 70

　鑑賞 1/3  20万円 有 71

　伝統文化 1/3  20万円 有 72

　全国大会等開催 1/3  全国20万円　西日本12万円　中国6万円 有 73

　指導者等招聘 1/3  20万円 有 74

　郷土文化普及啓発 1/3  30万円 有 75

倉敷市学区文化祭補助金 １校区１開催54,000円以内 交付要綱 76

倉敷市創作舞台育成事業補助金 10/10　予算範囲内で市長が認めた額限度 有 77

倉敷市吉備公献茶会事業補助金 10/10　予算範囲内で市長が認めた額限度 78

倉敷市竹林音楽祭補助金 10/10　予算範囲内で市長が認めた額限度 79

倉敷市文化連盟補助金 10/10　予算範囲内で市長が認めた額限度 80

27 下関市 芸術文化団体育成補助金 1/2　上限10万円　３回限度 募集要項あり 81

28 長崎市 長崎市芸術文化活動助成事業
1/2　上限30万円　分野の異なる複数団体が行う事
業は50万円

有
長崎市芸術文化活動助成金審
査会

募集要項あり 82

高松市文化芸術活動補助金
　文化芸術活動の成果を公表するもの

1/2　25万円限度 有
高松市文化芸術活動補助金評
価員

83

　周年事業で通常の文化芸術活動事業に比べて
規模を拡充して実施するもの

1/2　70万円限度 有 84

30 佐世保市 佐世保市教育文化振興基金助成 1/3　上限50万円　１事業１回限り
教育委員会が社会教育委員の
会議の意見を聞いて決定する

基金の取り扱い要綱
あり

85

国際化・国際交流イベント支援事業助成金 1/2　　上限100万円

交付の決定に関し、意見を聞くた
め、国際化・国際交流イベント支援
事業認定選考委員会を設定し、検
討の結果を市長に報告する。

交付要綱あり 86

アマチュアステージ補助事業 上限15万円 要項（ちらし）あり 87

倉敷市文化振興基金運営委員
会が審査、決定
（倉敷市が委嘱する民間有識
者）

募集要項あり

29 高松市 交付要綱あり

31 大分市

交付要領

倉敷市26
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32 宮崎市
宮崎市地域文化活動補助金
　（公演、展覧会、文化交流、文化財保護、その他
事業）

1/2　　上限15万円 有 募集要項あり 88

国際交流活動助成
　一般の事業

1/2  上限50万円 有 89

　姉妹都市等からの招聘による渡航事業 航空運賃の1/3等　上限100万円 有 90

　交流活動 1/2  上限50万円 有 91

34 那覇市 那覇市伝統芸能文化の継承発展補助事業 4/5　上限30万円 募集要項あり 92

33 鹿児島市 募集要項あり
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