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令和３年度 神奈川県文化芸術活動団体事業補助金の募集要項 
 

神奈川県国際文化観光局文化課 

 

※今回の募集は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和３年度当初予算案

に係る神奈川県議会の議決がなされ、令和３年度当初予算発効により効力を生ずるものとし

ます。なお、本募集要項の内容に変更が生じる場合がありますので、あらかじめご了承の上、

ご申請ください。 

 

 

 

 

 

１ 補助の対象となる団体 

○ 次の要件を全て満たす団体を対象とします。 

(1) 文化芸術の振興を主たる目的として活動を行う団体であること 

(2) 県内に住所又は活動の本拠を有すること 

(3) 県内で継続的に文化芸術の振興に寄与していると認められる団体であること 

(4) 団体規約等を有し、団体の意思を決定、執行する組織が確立されており、かつ、自ら経理、

監査する等会計組織を有すること 

○ ただし、次のいずれかに該当する団体は除きます。 

(1) 営利を目的として活動を行っている団体 

(2) 地方自治体の主導により設立された公益法人等 

 

２ 補助の対象となる事業※ 

○ 補助の対象となる事業は、次の要件を満たす事業とします。 

(1) 県内で実施される、県が支援する活動として相応しい事業 

(2) 広く県民の皆さんを対象に行う文化芸術に関する公演、展示、コンクール、ワークショッ

プ、交流事業等 

ただし、宗教的または政治的な宣伝意図を有すると認められる事業は対象となりません。 

※ 補助対象事業は、同一年度内で数回に分かれて実施されても構いません。 

(3)「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」が求める内容に応じて感染症の拡 

   大防止を効果的に行うこととし、以下の２点を交付申請時に確認します。 

    ※「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」は次の URL から御覧ください。 

      https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/taisyohousin0525.html 

   ア 新型コロナウイルス感染症対策のために準拠するガイドライン 

例：会場施設のガイドライン、業界が作成したガイドライン、自ら作成したガイドライ

ンなど（ガイドラインを使用しない場合はその旨を記載） 

   イ 感染症拡大防止のために行う具体的な取組内容 

 

○ 申請いただいた事業は、次の評価基準項目により総合的な観点から審査し、補助対象事業

を採択します。 

評価基準項目 評価のポイント 

発 信 性 神奈川の文化芸術を国内外に向けて発信する事業 

広 域 性 市町村域を越えて広域的な活動・参加が見込まれる事業 

発 展 性 将来にわたる発展への期待が持てる事業、前回の助成効果を確認できる事業 

次世代育成 青少年を対象とした教育的意義を有し、次世代育成に寄与する事業 

神奈川県では、県民の皆様が行う自主的な文化芸術活動の活性化及び文化芸術の振興を図

るため、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を講じることにより、新しい生活様式

に対応した、次のような事業を募集し審査・選考の上、補助金の交付を予定しています。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/taisyohousin0525.html
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伝統の継承 地域の伝統文化の振興・普及・後継者育成に寄与する事業 

創 造 性 
先駆的・実験的な創作活動、独自性に富む事業、積極的に行う新たな取組と

認められる事業 

 

３ 対象とならない事業 

次に該当する事業については、当補助金の対象となりませんので、御注意ください。 

(1) 学校、職能団体、教授所及び教室等が行う発表会、展示会等 

(2) 特定の会員等だけを対象とするコンクール、鑑賞事業等 

(3) シンポジウム、講演会、出版の発表に限られる活動 

(4) 本補助がないと実施できないなど、実現性の低い事業 

(5) 国、他の地方自治体及び地方自治体の主導により設立された公益法人から、「５」に示す

補助対象経費の２分の１以上の補助金、助成金を受ける事業 

 

４ 補助の対象となる事業の実施期間 

令和３年４月１日以降に実施する事業で、令和４年３月 31 日までに終了する事業とします。 

 

５ 補助の対象となる経費 

補助対象事業に要する直接的な経費のうち、次の「６」に示す補助対象外経費を除く経費が

補助対象になります。補助対象経費を例示すると、以下のとおりです。 

 

６ 補助の対象とならない経費 

(1) 補助対象外経費 

次のようなものは、補助対象外経費となりますので、収支予算書の支出の部には、補助 

対象外経費として記入してください 

①入場券販売手数料 

②有料頒布する場合のプログラム、図録等の作成経費（執筆料及び印刷費等をいう。） 

③自ら設置し又は管理する会場施設で活動を行う場合の会館使用料等 

④団体構成員に支払われる謝金等のうち、役務等への対価としての必要性が認められない

もの 

区分 項目 内訳 

設営・舞台関係経費 

会場費 会場使用料等 

設営費 会場設営費、展示工作・撤去費、作品運搬費等 

舞台費 大道具費、衣裳費、照明費、道具運搬費等 

出演・音楽関係経費 

出演費 指揮料、演奏料、ソリスト料等 

音楽費 作曲料、楽器借料、調律料、楽譜製作料等 

文芸費 著作権使用料、演出料、舞台監督料、台本料等 

謝金・旅費・宣伝費 

謝 金 審査委員謝金、原稿執筆料、会場整理員賃金等 

通信費 案内状発送費等 

宣伝費 広告宣伝費、立看板費等 

印刷費 
プログラム印刷費（無料配付する場合）、入場券印

刷費、ポスター印刷費等 

旅 費 交通費、宿泊費等 

記録費 録画費、録音費等 

感染症拡大防止経費 

消耗品費 マスク、フェイスシールド、消毒用品等の購入費等 

外注費 消毒作業員代、入場制限監視員代等 

手数料 ＰＣＲ検査費、衣装洗濯代等 
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⑤ 事業に関連する食糧費 

(2) 団体運営の経常的経費  

団体運営の経常的経費や物品購入費等は、補助対象事業費に要する直接的な経費にはな

りませんので、収支予算書には記入しないでください。 

 

７ 優先採択枠 

該当する事業を優先的に採択する優先採択枠を一定数設けます。 

事業計画書（様式２）の「優先採択枠」のうち該当する項目を選択してください。 

優先的に採択する事業 優先採択枠の条件 

伝統芸能枠 
地域の伝統的な文化芸術の保存・継

承・活用を図る事業 

前年度（令和２年度）に採択実績がな

い団体 

青少年枠 
次代を担う子ども・青少年の文化芸

術活動の充実を図る事業※
 

前年度（令和２年度）に採択実績がな

い団体 

高齢者枠 
人生 100 歳時代における高齢者の文

化芸術活動の充実を図る事業※
 

前年度（令和２年度）に採択実績がな

い団体 

障がい者枠 
障害のある方の文化芸術活動の充実

を図る事業※
 

前年度（令和２年度）に採択実績がな

い団体 

※【子ども・青少年・高齢者・障がい者】が中心となって出演する演奏会・舞台等や、これら

の方を対象とした鑑賞教室等（一定数を招待する等も含む）を対象とする。  

 

８ 補助の額 

１件あたり 10 万円から、自己負担金の範囲内で、かつ５により算出した補助対象経費の３

分の１以内とし、予算の範囲内において決定します。 

 

９ 補助の決定 

別添の交付申請等に基づき、文化・芸術分野の外部専門家で構成する審査会において審査・

選考を行い、予算の範囲内で補助対象事業と補助の額を決定します。 

 

10 申請期間・方法 

e-kanagawa 電子申請にて、次の(1)～(6)までの所定の様式に記入し、(7)～(9)を添えて申

請してください。また、郵送や持参による申請は受け付けません。また、提出後に変更が生

じることがないように内容を十分精査のうえ申請してください。 

(1) 事業計画書 (様式２) 

(2) 収支予算書 (様式３) 

(3) 団体調書 (様式４) 

(4) 事業企画書 (様式５) 

(5) 令和３年度文化芸術活動団体事業補助金にかかる交付決定前の事前着手届出書 (様式

６) ※令和３年４月に事業着手（広報等含む。）する場合 

(6) 役員等氏名一覧表 (様式７) 

※ この様式により得た個人情報は、団体等が、神奈川県暴力団排除条例第２条第２号

に定める暴力団又は同条例第２条第５号に定める暴力団経営支配法人等に該当しない

か、神奈川県警察本部へ照会するために用います。申請の際には、その旨について役

員から同意を得てください。 

(7) 団体規約 (任意様式) 
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(8) 前回実施事業のチラシ、プログラム、新聞記事、観客・参加者アンケート集計結果等 

(9) この補助金の補助実績がある事業の場合、最新の「実績報告書」「収支決算書」の写し 

   

 

 電子申請画面へのリンクは下記のＵＲＬに貼付しています。 

  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/cnt/f530483/yellforart-hozyokin.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 補助を受ける場合の条件 

（1）事業の変更、中止、廃止承認の提出 

① 補助事業の内容の変更又は補助事業の 20％を超える経費の配分の変更をしようとする

場合は、速やかに知事の承認を受けなければなりません。内容の変更には、事業実施日

や事業期間の変更を含みます。 

    ② 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに知事の承認を受けなけれ

ばなりません。この場合、補助金の返還については、県と協議することとします。 

   ③ 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助

事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければな

りません。 

 

（2）感染症防止対策について 

補助事業の会場において、「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」に基

づき、「感染防止対策取組書」（以下「取組書」という。）を掲示していただきます。 

     この取組書は、施設等において、業種ごとに定められた感染対策のガイドライン等に

沿った対策を取っているかを一覧で示すことができるものです。取組書を会場に掲示い

ただくことで、入場者に、事業者の方が行っている感染対策を「見える化」することが

できます。 

     また、取組書に印刷された二次元バーコードを入場者がスマートフォンで読み取るこ

とで、万一その会場等で感染者が発生した場合に、入場者に注意喚起できる「ＬＩＮＥ

コロナお知らせシステム」と連動させることもできます。 

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/corona/lineosirase.html 

（3）神奈川県の補助対象事業である旨の表示 

補助の交付決定を受けた事業は、当該事業の実施の際に作成するポスター・チラシ・プ

ログラム・チケット等の印刷物、ホームページ等に、神奈川県の補助対象事業である旨を

表示してください。 

（4）アンケートの実施 

補助の交付決定を受けた事業は、原則、事業内容について観客・参加者にアンケートを実

施し、その集計結果を実績報告書に添付してください。 

アンケート項目： ①来場者の属性（性別、年代、居住地（県内・県外）、参加人数） 

②この催しをどうやって知ったか。 

③この催しの満足度（とても良かった／普通／良くなかった等） 

 

 

注意申請前に必ず利用者登録を行ってください。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/cnt/f530483/yellforart-hozyokin.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/corona/lineosirase.html
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（5）現地調査への御協力 

補助の交付決定を受けた事業は、審査会委員及び県文化課職員等による現地調査を行う場

合がありますので、御協力をお願いします。 

   なお、審査会委員が現地調査を実施した団体については、今後の事業実施に当たっての参

考としていただくため、気付いた点を文書でお送りすることがあります。 

（6）神奈川文化プログラム事業の認証  

県では、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す事業・活動を、 

平成 30 年１月４日から、「神奈川文化プログラム」として認証しています。 

   文化芸術活動団体事業補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けた事業は、神奈川文

化プログラム認証要領第８条第２項第３号より、神奈川文化プログラムとして認証されます。 

    つきましては、認証にあたりまして、次の①及び②について御理解、御協力いただきます

ようお願いします。 

 

① 県の文化芸術ポータルサイト「マグカル・ドット・ネット」等への掲載 

     神奈川文化プログラムに認証された事業・活動は、マグカル・ドット・ネットのイベン

トカレンダーのページに掲載し、広報させていただくことがあります。 掲載を希望しない

場合、または掲載内容を変更したい場合は、御連絡ください。 

マグカル・ドット・ネット https://magcul.net/ 

 ※ マグカル・ドット・ネットへの掲載を積極的に希望される場合は、御連絡ください。事

務局にて掲載します。その際には、チラシなど、掲載可能な画像データを御提供ください。 

※ また、神奈川文化プログラムに認証された事業・活動については、県ホームページで一

覧を掲載しております。 

県ＨＰ  文化課のページ(神奈川文化プログラムのページ) 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/ninsyou00.html 

 

② 神奈川文化プログラムのマーク使用のお願い 

     神奈川文化プログラムに認証された事業・活動について、印刷物 

やウェブ等で広報される際には、神奈川文化プログラムのマークを 

使用していただきますよう、御協力をお願いしています。 

チラシ等に使用した場合は、恐れ入りますが、現物を一部御提供 

ください。 

       

 12 令和３年度の補助手続きの流れ 

手続き 時期 備考 

交付申請書等の提

出(e-kanagawa 電

子申請) 

３月 15 日(月)ま

で(厳守） 

必ず利用者登録を行ってから申請してください。 

郵送や持参による申請は受け付けません。 

審査・選考 
３月中旬～４月

上旬 
申請内容について照会することがあります。 

 

https://magcul.net/
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/yi4/ninsyou00.html
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13 その他 

○ 補助対象となった事業の名称及び団体名については、県文化課ホームページにて公表しま

す。 

 

   申請書等のお問合せは、 

      〒231-8588（所在地を記載しなくても届きます） 

       神奈川県国際文化観光局文化課文化事業グループ 

         電話:（045）210－3808（直通） 

         電話:（045）210－1111（代表）内線 3808             

MAIL: bunkajigyou@pref.kanagawa.jp 

 

 

手続き 時期 備考 

事業の変更・中止

・廃止について 
随時 

補助対象事業の内容又は補助対象経費総額の 20％以上

を変更する場合、又は中止・廃止をする場合は「令和３

年度文化芸術活動団体事業補助金変更（中止、廃止）承

認申請書」（様式８）・「収支予算書(補正予算)」(様

式９)に関係書類を添付して、すみやかに提出してくだ

さい。 

※申請内容に変更等が生じた場合は、交付を取り消し、

または交付額を減じることがあります。 

事業の着手及び実

施 

事業計画書に記

載した日 

「11 補助を受ける場合の条件」を守って事業を実施し

てください。 

実績報告書の提出 

事業終了日(事業

期間の末日)から

30 日以内 

〇 次の書類を提出してください。 

・令和３年度文化芸術活動団体事業補助金実績報告書

（様式 11） 

・事業内容報告書（様式 12） 

・収支決算・決算見込書（様式 13） 

・公演プログラム、新聞記事等実績を証する資料 

・アンケート調査の集計結果 

・感染防止対策取組書 

【令和４年４月１日以後の提出となる場合】 

・令和３年度文化芸術活動団体事業補助金実施状況報

告書 

（様式 10） 

補助金の交付 
実績報告書の提

出後 
振込払いとします。 

消費税仕入控除税

額報告書の提出 
確定後速やかに 

・令和３年度消費税仕入控除税額報告書（様式 14） 

 

mailto:bunkajigyou@pref.kanagawa.jp

