
港区文化芸術活動

継続支援事業

募集要項

＜申請期間＞

予算上限に達した時点で終了となります
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１ はじめに
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「港区文化芸術活動継続支援事業」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を

受けた区内団体の文化芸術活動に対して経費の一部を助成することで、活動の継続を支援

します。これにより、新しい鑑賞様式に対応した文化芸術活動の促進と区民の鑑賞機会を

確保します。助成を希望する団体は、本募集要項をよく確認の上、申請してください。

２ 助成対象者

助成の対象となるものは、以下の条件を全て満たす団体です。

・区内に事務所等の活動拠点を置いている団体（大企業（中小企業基本法第２条

第１項に定める中小企業者に該当しない事業者）を除く）であること。

・平成30年４月１日以降、区内で文化芸術活動実績があり、現在も文化芸術活動を

行っていること。

・令和２年２月以降に実施予定であった文化芸術事業を新型コロナウイルス感染症の

影響により中止または延期したこと。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。

（１）宗教活動又は政治活動を主な活動目的とするもの

（２）暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの

（３）定款、規約等を有しないもの

（４）納付すべき住民税又は事業税に滞納又は未申告があるもの

（５）国、地方公共団体、独立行政法人、外国政府が基本金その他これに準じる

ものを出資している団体又はそれらの外郭団体

・個人は助成の対象となりません。

・法人格を有さない任意団体も申請できます。

・団体の代表者（事業の申請者）は成人（20歳以上）である必要があります。

・申請できるのは、１団体につき、１事業までです。

・実行委員会の形式で申請する場合は、実行委員会を構成する団体が単独の団体と

して本事業に申請することはできません。

・申請者名が異なる場合であっても、規約や実績、事業内容を鑑み、同一団体とみ

なす場合や、実施日や実施会場を鑑み、同一事業とみなす場合があります。



３ 助成対象事業

助成対象となる事業は、次の要件を全て満たすものです。

（1）音楽、演劇、舞踊、美術、映像、伝統芸能、地域文化振興（地域特性を生か

した文化芸術）、国際文化交流等、文化芸術の創造に資する事業

（2）港区内またはオンラインで実施される事業

（3）令和３年４月１日（木）～令和４年３月20日（日）の期間内に、対象となる活動

（創作、練習、リハーサル、公演、配信等）が実施され、港区在住、在勤、

在学及び滞在者（以下「区民」という。)が参加できる事業

（4）新型コロナウイルス感染症に関する国や東京都、区の方針やガイドライン等に沿

って、適切な感染症対策を行い、区民が安心して文化芸術を鑑賞、参加できる環

境を整えて実施する事業

（5）区民に計画的に周知され、鑑賞、参加等の機会が広く区民に提供される事業

（6）申請する団体が自ら主催（企画、実施、経理）する事業

（7）区及び区が出資する法人等の制度による補助又は助成を受けていない事業

（8）宗教活動及び政治活動を目的としていない事業

（9）物品販売及びチャリティーを目的としていない事業

（10）令和３年度港区文化芸術活動サポート事業に申請を予定していない事業

（11）令和２年度港区文化プログラム連携事業に指定されていない事業
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【各項目についての補足】
（1）･･･ 飲食の提供を主たる目的とする事業は対象外となります。

音楽や書道の教室等、特定の生徒を対象とした事業は対象外となります。

（2）･･･ ライブ配信、本事業で初めて作成する映像の配信等が対象となり、

過去公演映像等、過去に制作したものの配信のみは対象外となります。

（2）･･･ 区外のオンライン（ライブ配信、収録配信）事業は、無観客の場合のみ、

対象となります（例：区外での無観客のライブ配信コンサート、区外から

配信されるオンラインのみで参加するワークショップなど）

〈次ページへ続く〉



助成決定を受けた団体は、次のことを守って事業を実施してください。

（1）事業実施会場の確保

会場の使用条件など会場提供者と十分確認の上、事業の申請者が事業の

主催者として責任を持って、会場の確保を行ってください。

区が事業の主催者に代わって、区の施設を確保することは一切できません。

当初予定していた会場と機能・規模等が大幅に異なる会場への変更など、

事業実施に当たり、十分な効果が見込めない変更については、助成金の

交付額を減額する場合があります。

（2）区民への広報・区民来場者数の把握

事業を広く区民に周知するため、団体の会員のみ、団体のホームページのみ等は

不可です。チラシやインターネット、ＳＮＳ等での広報を積極的に行ってください。

また、区民の来場者数、参加・体験者数を可能な限り把握し、実績報告書に

記載してください。

助成対象経費のうち実際に支出した額を、30万円を上限に助成します。

助成金上限額 助成事業数(予定) 助成率

30万円 100件 10/10
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【オンライン実施する場合の助成対象】（○:助成対象 ×:助成対象外）

（3）･･･ 遅くとも、事業開始の１か月前までに、申請してください。

（6）･･･ 以下の事業は対象外になります。

〇イベント会社に委託する事業

〇他のイベント（区民まつりや町会・商店会のお祭り等）に付帯する事業

（9）･･･ 事前に区の承認を得たものを除き（※）、原則、事業を実施する日かつ

事業を実施する会場内では、フリーマーケット、模擬店、バザー、

事業協力者へのブース貸し等の活動はできません（事業の主催者以外

のものによる、営利、非営利を問わない活動を全て含む。）。

※事業の内容や目的等を総合的に勘案し判断します。

実施場所 観客有 観客無

港区内 ○ ○

港区外 × ○

４ 助成条件

５ 助成金額
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６ 助成対象経費

原則として令和３年４月１日（木）から令和４年３月31日（木）までに支払いが

発生した申請事業に直接かかる経費が、助成対象経費です。

※申請事業収支予算書に記載できない経費の例

当該事業の実施とは関係のない経費、事務所維持費、人件費（事務職員の給与や事務所

維持費等の管理経費等）など経常的に係る経費

※予約金として前年度中に支払った会場使用料については、助成対象経費となります

〇打ち合わせ費　〇接待費・交際費　〇レセプション費　〇手土産・記念品代　〇飲食費

〇入場券販売手数料　〇ファーストクラス料金　〇グリーン車料金

〇備品（オンライン配信に係るものは対象）・事務用品購入費　〇行政機関・金融機関への手数料

〇主催者やその構成員等が所有または管理する会場の使用料

〇その他区が助成金交付対象経費として適当でないと認める経費

対
象
外
経
費

(

例

)

区　分 項　　目

感染症対策費 アルコール消毒液、マスク、非接触型体温計等の購入費等

作品借料 作品借料（保険料を含む）

制作費 作品制作費（制作材料費、機材使用料等）

出演費 指揮料、演奏料、ソリスト料、合唱料、出演料等

音楽費

文芸費

会場費 会場使用料、付帯設備借上費等

舞台費

設営費 会場設営・撤去費、設営スタッフ謝金、催事保険料等

運搬費

謝金・旅費

通信費 案内状送付料等

宣伝費

印刷費

配信・記録費

練習費

演出料、演出助手料、監修料、振付料、舞台監督料、舞台助手料、台本料、
舞台美術・衣裳等デザイン料、照明・音響プラン料、著作権使用料、
企画制作費（注）等
（注）企画制作費は、事務職員の給与や事務所維持費のような管理経費
      ではなく、指定事業における企画・制作等に直接関わる人件費が
      対象となります。

助
成
対
象
経
費

内　　　　　　　訳

作曲料、編曲料、作詞料、訳詞料、副指揮料、調律料、楽器借料、
楽譜借料、楽譜製作料、写譜料等

録画費、録音費、写真費
※事業成果として記録するもの・オンライン配信に係るものに限る

プログラム・パンフレット印刷費、図録印刷費、入場券印刷費、
台本印刷費、ポスター印刷費、アンケート用紙印刷費等

広告宣伝費（新聞、雑誌、駅貼り等）、立て看板費、
WEBサイト費（運営費は含まない）

編集謝金、原稿執筆謝金、会場整理・監視員謝金、託児謝金、
出演者交通費、出演者宿泊費、その他

道具運搬費、楽器運搬費、作品運搬費等
※車両レンタルなど、使途の判断できないものは除く

大・小道具費、衣裳費、かつら費、メイク費、舞台スタッフ費、
舞台機材費、照明費、音響費、舞台美術費等

指導者謝礼（ただし、開催に向けた練習における指導料は3回まで）、
稽古場借料（ゲネプロ含む。ただし3回まで）
※公募を経て区民等が参加・体験する事業については、指導者謝礼、稽古場
借料ともに3回を超えて決めることができる。
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７ 助成の決定

（1）助成の決定方法

本募集要項に記載する申請の要件について、要件適合の有無を審査確認した後、

申請内容について審査し決定します。

（2）助成の決定

申請のあった団体宛に、４月以降、助成（不承認）通知書を送付します。

助成決定した団体の名称等は港区ホームページで公表します。

８ 助成金の支払い

事業実施後、30日以内（最終提出期限は、令和４年３月31日（木）【必着】）に、

実績報告書（第６号様式）類を提出してください。実績報告書には支払いの内容を

証明する書類（※１）及び事業内容が分かる資料（写真、チラシ、パンフレット等）

を添付してください。

実績報告により助成金額が確定したら、請求書（第８号様式）を提出してください。

（具体例）

実績報告提出期限は遵守してください。事業実施後は、速やかに必要書類を

提出してください。

※ １ 支払いの内容を証明する書類について

助成対象経費として申請する経費については、全て領収書の写しが必要です。

不備のあるもの、加筆のあるもの、欠損、汚れなどで支払いの確認ができないもの

については助成対象経費となりません。

領収書は、次の全てが記載されたものです。

事業最終実施日 実績報告提出期限

10月10日 11月9日

12月25日 1月24日

3月1日～3月20日 3月31日

確認事項

領収日 原則として、令和３年４月１日（木）～令和４年３月31日（木）のもの

宛名

金額

品名

発行元
発行者の住所
記名・領収印

領収印のないものは不可です。

申請団体名＋代表者名又は申請団体名が記載されたもののみが対象
宛名のないもの、「上様」は不可です。正式な団体名を記載してください。

日本円以外の場合は、日本円に換算した金額とレートのわかる書類を添えてください。

事業の開催に要した経費であることがわかるよう、明確に記載してください。
お品代及び具体的な品名の記載のないものは不可です。

詳　　細　　内　　容

領収書の写しの提出が困難な場合は、次のもので支払いの確認を行います。

実績額が助成金交付決定額を上回っていても、確定額は助成決定通知書により通知した額を

上限とします。

振込明細書 請求書とあわせて２点確認とします。（全て申請団体名のもの）
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９ 事業内容の変更又は中止について

事業内容及び予算額に大きな変更の生じることがないよう、事前に十分内容を

検討の上、申請してください。

万が一、助成決定後に、助成事業の内容に変更又は中止がある場合は、変更又は

中止を決定した時点で速やかに、事業変更（中止）承認申請書（第４号様式）を提出し、

区の承認を得てください。

変更により、助成決定時の事業内容と大きく異なる事業を実施する場合、承認

できない場合があります。

区の承認のないまま、事業内容を変更して実施した場合、助成内容の全部又は

一部を取り消す場合があります。

１０ 助成の取消し

次のいずれかに該当すると認められるときは、助成内容の全部又は一部を

取り消す場合があります。

①偽りその他不正な手段により、助成を受けたとき。

②助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。

③助成の内容又はこれに付した助成の条件に違反したとき。

④助成事業の内容の変更について区の承認を得られないとき。

⑤港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第１号) 第12条第２項の規定に基づき、

助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認めるとき。

⑥その他助成対象者の要件を満たさなくなったとき。

※雨天等の理由により、事業を実施しなかった場合も、取消しの対象となります。

※事務所等の活動拠点を区外に移転した場合も、取消しの対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず助成事業を変更・中止する場合

新型コロナウイルス感染症の国内での発生状況等に鑑み、やむを得ず助成事業を変更・

中止する場合、当該事業の経費に係る経費について、以下のとおり、対象経費として扱います。

（１）対象となる経費

変更・中止する事業にかかる経費のうち、「事前準備に要した経費（周知費用、

設営費等）」及び「事業の変更等に伴い新たに発生した経費等（イベント中止の周知費、

感染拡大防止に要した経費、キャンセル料等）」で、根拠書類（領収書・キャンセル

規定が記載された契約書等）があり、必要性があると区が認める経費

（２）必要な手続き

変更・中止する事業の実施前までに、事業変更（中止）承認申請書（第4号様式）

及び変更後の申請事業収支予算書（様式1-3）を提出してください。
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１１ 提出書類及び提出方法

（1）提出書類

以下の書類を、港区ホームページからダウンロードし、各１部ずつ、紙で提出

してください。

・記入漏れなど書類に不備がある場合、受理できません。再度、申請する場合、

すべての書類を提出してください。

・鉛筆や消せるボールペン等消去できる筆記用具での記入は不可です。

・提出書類については返却しませんので、必ず控えを取ってください。

・提出後、必要に応じて、補足資料の提出などを依頼する場合があります。

・申請は日本語のみ受け付けます。

（2）申請書類の提出方法

申請書類は、郵送で提出してください。

・持参やメール、その他の提出方法では、申請受理できません。

・港区では、切手不要の「料金受取人払」を実施しております（郵送料無料、期限有）。

詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

なお、誤配、遅配等により申請期間内に提出書類が到達しなかった場合も、

申請受理できませんので、ご注意ください。

・予算上限に達した時点で本申し込みは締切となりますので、ご注意ください。

●申請書の受け付けは、先着順（消印日により判断）とします。

・消印日のない郵便は、港区地域振興課に到達した日を消印日とみなします。

・同日に受け付けた申請が複数あり、当該日の申請案件全てについて補助金を交付

すると予算の上限を超える場合には、抽選により交付団体を決定します。

提出書類 注意事項

助成申請書（第１号様式）

ホームページにある【記入例】を参考にしてください。事業実施計画書（様式１－２）

申請事業収支予算書（様式１－３）

団体の定款又は規約・役員名簿
団体名や目的、所在地（活動拠点）等を確認します。
※ホームページの【様式例】を参照してください。

平成30年４月１日以降港区内での活動
がわかるもの

平成30年４月１日以降に港区内で実施された公演や展
示会等の資料（プログラム、チラシ等）
※原則Ａ４用紙３枚程度

令和２年２月以降事業が中止又は延期
となったことがわかるもの

作成済みのチラシ、インターネット上のスクリーン
ショット、中止・延期決定した際の議事録等
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１２ 申請から助成金交付までの流れ

令和３年２月１日(月)～
郵送のみ

※事業開始１か月前まで

申請書の提出

提出された書類を基に審査

事業の審査

４月～ 助成（不承認）
決定通知の送付

助成(不承認)決定通知

令和３年４月１日（木）～
令和４年３月20日（日）

事業の実施

事業実施後30日以内に提出
(最終期限:令和４年３月31日(木))

実績報告書等の提出

実績報告書類確認次第、
指定口座に交付

助成金の交付

申請者 港区

１３ 提出先及び問い合わせ先

〒105-8511 港区芝公園１-５-25

港区産業・地域振興支援部 地域振興課 文化芸術振興係

「港区文化芸術活動継続支援事業」担当

電話 03（3578）2584（平日8：30 〜 17：00）


