平成30年度公共ホール音楽活性化事業実施要綱
１

趣旨
一 般財団 法人 地域創 造(以下「 地域 創造 」とい う。)は、 公共ホ ール の活性 化と 地域 の音
楽分野 におけ る創 造的 で文化 的な 芸術活 動の ための 環境づ くり に寄 与し、 あわ せて公 共ホ
ールス タッフ 等の 企画 ・制作 能力 の向上 と創 造性豊 かな地 域づ くり に資す るこ とを目 的と
して、 市町村 等と の共 催によ り、 公共ホ ール を拠点 とした 身近 で親 しみの ある クラシ ック
音楽の公演事業 及び地域交流 プログラム 等を 実施する。

２

対象団体
以下の市町村等 を対象とする 。
（１）市町村（ 特別区を含み 、政令指定 都市 を除く。）
（２）地方自治 法第244条の ２第３項の 規定 に基づき指定管 理者として指 定を受け、 市町
村の設置する公 の施設の管理 を行う法人 その 他の団体
（３）地域にお ける文化・芸 術活動の振 興に 資することを目 的として設置 された、公 益財
団法人等（（２ ）を除く。） のうち、市 町村 が資本金、基本 金その他これ に準ずるも
のを出資してい る法人で地域 創造が特に 認め るもの

３

実施市町村 等の決定
地域創造は、上 記市町村等か ら提出され た「 公共ホール音楽 活性化事業申 込書」（別 記
様式１－１）等 をもとに審査 し、実施市 町村 等を決定の上、 当該団体に対 して速やか に通
知する。
実施市町村等の 決定に当たっ ては、当該 事業 を実施したこと がない市町村 等を優先す る
が、過去に当該 事業を実施し た市町村等 であ っても、市町村 合併の有無、 公共ホール の管
理者の変更、当 該事業につい てのスタッ フの 習熟度等当該市 町村の事情を 考慮して予 算の
範囲内で決定す る。

４

事業内容
実施市 町村 等は、 原則 として ３日 間の 連続し た日程 で地 域創造 が派 遣する 演奏 家（ 登録
アーティスト（ 別紙）及び伴 奏共演者） ※に より、次の事業 を実施する。
実施に あた っては 、市 町村等 ・地 域創 造・登 録アー ティ スト所 属マ ネジメ ント によ る３
者契約を締結す る。
※ ソリストは２名以 内(
伴奏共演 者が必要な 場 合は別に１名)。

アンサンブルの 場合は１組。
（１）公演（コ ンサート）
公共ホール等で 開催する有料 のクラシッ ク音 楽公演を１回実 施する。
なお、入場料収 入は実施市町 村等に帰属 する ものとする。
（２）地域交流 プログラム （アクティ ビテ ィ）
学校 や福 祉施 設等 での ミニ コン サー トや ワー クシ ョッ プな ど地 域と の交 流を 図る 事業
を原則として４ 回（１日につ き２回）実 施す る。

５

経費負担
事業実施に伴う 下記の経費に ついては、 地域 創造が負担する 。
下記以 外の 現地移 動費 、舞 台制 作費、 広報 宣 伝費そ の他 の諸経 費及 び実 施市 町村等 が前
項に定め る内容 を超えて 事業を 行った 場合に 発生した 超過分 について は、実 施市町 村等の
負担とする。
ただし 、実 行委員 会形 式に より 事業を 実施 す る場合 にお いては 、企 画・ 運営 につい て当
該市町村 等が相 当の責任 を負う 場合に 限り、 当該市町 村等の 負担する 額に相 当する 範囲内
の経費を地域創 造が負担する 。
（１）演奏家（ 登録アーティ スト及び伴 奏共 演者）派遣経費
出演料、交通費（現 地移動費を除 く。）、宿 泊費、日当、楽器運 搬費（現地運搬 費を
除く。）、出演 者に係る損害 保険料、マ ネジ メント料。
（２）地域交流 プログラム負 担金
実施市町村等が 支出した地域 交流プログ ラム に係る経費のう ち、ピアノ調 律料及
びその他特に地 域創造が認め たもの（限 度額 10万円）。

６

事業実施に 対する支援
(１) 全体研修会 の開催
地域創造は、事業 実施前に実 施市町村等を 対 象として全体研 修会を開催し 、事業の実
施に必要な実践 的ノウハウ等 についての 研修 を行うとともに、登 録アーティ ストのプレ
ゼンテーション を実施する。
なお、参 加に係る旅 費等は実施 市町 村等の負担とす る。
(２) コーディネ ーターの派 遣
地域創造は、実施市 町村等に実 践的なノウ ハ ウを習得する機 会を提供する とともに事
業の円滑な運営 を図るため、 企画制作の 経験 が豊富なコーデ ィネーターを 派遣する。
コーディネータ ーの派遣は、 個別研修（ 現地 下見）及び事業 実施時の２回 行う。

７

提出書類等
（１）事業申込 書

…別記様 式１－１、 １－ ２

平成30年度 に本事 業の 実施 を希望 する 市町 村 等は、 次の 関係書 類を 添え て、平 成29
年9月25日（月） までに当該 書類を提出 する こと。
なお、 ２(２ )及 び(３ )に該 当す る団 体が申 請 をする 場合 には、 施設 設置者 又は 、出
資者である地方 公共団体の長 の副申（別 記様 式１－３）を受 けること。
【全団体】
・コ ンサート実施 予定会場パ ンフ レット
【上記２ （２）に該当 する団体】
・指定 管理者として 指定を受け てい ることを証する 書類
【上記 ２（３）に該 当する団体 】
・平 成29度事業概 要
・平 成28年度決算 及び平成29年度 予算資料
【実行 委員会形式に より実施す る場 合】
・実 行委員会等へ の関与の状 況

…別記様式１－ ４

・規 約
・実行委 員等名簿
・組 織体系図
・事 業計画
・予 算資料
（２）実施計画 書、事業収支 予算の内訳

… 別記様式２－１ 、２－２

事業実施２ヶ月 前までに企画 内容を決定 し、 当該書類を提出 すること。
（３）実績報告 書、事業収支 実績の内訳

… 別記様式３－１ 、３－２

事業終了後30日 以内に、別途 指定する関 係書 類を添えて提出 すること。
ただし、平成31年3月 16日（土）以降に 事業が 終了した場合は、平 成31年4月15日（月）
までに提出する こととする。
（４）地域交流 プログラム負 担金請求書

… 別記様式３－３

該当す る経 費があ る場 合は 、事業 終了 後30日 以内に 、別 途指定 する 関係 書類を 添え
て提出すること 。
ただし、平成31年3月 16日（土）以降に 事業が 終了した場合は、平 成31年4月15日（月）
までに提出する こととする。
（５）変更（承 認申請・報告 ）書

…別 記様 式４－１、４－ ２

共催決定通 知を受けた 後に 申込み内容に重 大な変更が生 じた場合は 、た だちに当
該書類を提出す ること。
なお、変更 の内容によ って は事業の要件を 満たさなくな り、共催で きな い場合が
ある。
８

その他
（１）共催・制 作協力に関す る表示
①

共催の表示
実施市 町村 等は、 事業 実施 会場及 び事 業実 施 に際し て作 成され る印 刷物 に、地 域創
造が共催してい る旨を表示す ること。
(表示例) 共催 ：一般財団法 人地域創造
共催：(一財)地 域創造

②

制作協力の 表示
実施市 町村 等は、 事業 実施 会場及 び事 業実 施 に際し て作 成され る印 刷物 に、一 般社
団法人日本クラ シック音楽事 業協会が制 作協 力している旨を 表示すること 。
(表示例) 制作 協力：一般社 団法人日本 クラ シック音楽事業 協会
制作 協力：(一社)日本クラシ ック 音楽事業協会

（２）損害賠償 の免責
事業実 施に 伴い発 生し た損 害賠償 等の 責任 に ついて 、地 域創造 は責 めを 負わな いも
のとする。

（３）関係 書類の提出
地域創 造は 、この 要綱 に定 めのあ る書 類の ほ か、実 施市 町村等 の決 定又 は負担 金の
支払い等の審査 に当たって必 要な書類の 提出 を求めることが できる。
（４）情報提供
地域創造が、全 国の地方公共 団体に対し て行 う事業に関する 情報提供等の ため、
資料提供を求め た場合や現地 調査を行う 場合 は、実施市町村等は 協力するもの とする。
（５）その他
事務手続き及び スケジュール 等その他細 目に ついて必要があ る場合は別途 定める。
また 、そ の他事 業の 実施 に関し 、疑 義が 生 じたと きに は、地 域創 造と 実施市 町村等
が協議して決定 する。
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声楽（テノール）

山本

奈央

オカリナ

泉 真由×松田 弦

フルート、ギター
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事業の流 れ・手続き等
●平成29年度(事 業実施前年 度)
実施時期
内

容

７月～９月

申 込 み 受 付 (９ 月 25日 締切 )

11月 頃

事業内定通知

提出書類
事業申込書

●平成30年度（ 事業実施年度 ）
実施時期

内

容

提出書類

４月中旬
４ 月 23日 ～ 25日

事業決定通知
全 体 研 修 会 、 公 開 プ レゼ ン テ ー シ ョ ン

４月～５月

ア ー テ ィ ス ト 及 び 希 望日 程 の 決 定
マネジメントとの調整

企画案

５月～６月

企画内容の調整及びアーティスト・コーディ
ネーターの決定

企画書

適時

個 別 研 修 （ 現 地 下 見 ）の 実 施
※ コ ー デ ィ ネ ー タ ー 現地 派 遣
企画内容の決定
３者契約締結

実施計画書等

実施１ヶ月前まで
事業終了後

実 績 報 告 、 負 担 金 の 請求

実績報告書等

※ 事 業 終 了 後 30日 以 内 に 、 別 途 指 定 す る 関 係 書 類 を 添 え て 提 出 す る こ と 。
た だ し 、 平 成 31年 3月 16日 (土 )以 降 に 事 業 が 終 了 し た 場 合 は 、 平 成 31年 4月 15日 (月 )ま で に 提 出 す る こ と と す る 。

