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（公財）福岡市文化芸術振興財団（＝FFAC ／以下、当財団）では、文化芸術分野において今後の発展が期待される

団体・個人が、更なるステップアップを図る活動、それを支援する活動又は市民に文化芸術の鑑賞の機会を

提供するために行われる活動を対象に、助成金の交付や専門アドバイザーによるフォローアップ支援を行っ

ています。福岡の文化芸術シーンをさらに活性化させる、意欲あふれる取組みをお待ちしています。

［ジャンル］ 演劇、ダンス、音楽、美術、メディア芸術、伝統芸能、その他（文化団体等活動支援部門のみ）

［対象となる期間］ 平成29年4月1日（土）～平成30年3月31日（土）

［募集期間］ 平成28年11月14日（月）～ 12月20日（火） 10：00 ～ 17：00 （土・日・祝日を除く）

※前日までに事前連絡の上、持ち込み。郵送不可。

※メディア芸術(映像・映画・アニメーション等)





はじめに 
 

（公財）福岡市文化芸術振興財団では、福岡市の文化芸術振興を担う機関として、福岡市内の文化芸

術活動者を対象に、様々な活動支援に取り組んでいます。その中のひとつとして、「FFAC ステップ

アップ助成プログラム」は、平成２５年度からスタートしました。 

 

本プログラムでは、福岡市において、文化芸術活動を行い、今後の発展が期待される団体・個人が、

更なるステップアップを図るために行う活動、それを支援する活動又は市民に文化芸術に触れる機会

を提供するために行われる事業を対象に、助成を行っています。 

「ステップアップを図る活動」とは、将来の目標に向けて行う、従来の活動にとどまらない新たな取

り組みや専門技術の向上に資する取り組み等をイメージしています。 

 

また、本プログラムの特徴として、経費の一部助成だけでなく、専門分野のアドバイザーによるフォ

ローアップも実施しています。（B文化団体等活動支援部門を除く） 

 

 

募集部門は、以下の３部門です。 

【Ａ】創造活動部門 

応募者自らがステップアップするために行う活動が対象です。 

 【Ｂ】文化団体等活動支援部門 

    市民に文化芸術の鑑賞機会を提供するために行われる活動が対象です。 

 【Ｃ】人材育成・環境整備部門 

   応募者以外の芸術分野の団体・個人を支援するために行う活動が対象です。 

 

詳しくは、次ページ以降に記載していますので、ご熟読の上、お申し込みください。 

 



 

平成 29年度 FFACステップアップ助成プログラム募集案内 

目  次 
 

 

 【Ａ】創造活動部門 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.１～ 

 

 【Ｂ】文化団体等活動支援部門・・・・・・・・・・・・・ P.５～ 

 

 【Ｃ】人材育成・環境整備部門 ・・・・・・・・・・・・ P.９～ 

 

 スケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.13 

 

 助成金の対象となる経費 ・・・・・・・・・・・・・・・ P.14～ 

 

 平成 28年度採択事業一覧  ・・・・・・・・・・・・・・ P.16 

 

 申込書 記載例、チェックシート ・・・・・・・・・・・・ P.17～ 

 

 主な変更点とよくあるご質問 ・・・・・・・・・・・・・ P.23～ 

 

 当財団へのアクセス ・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.25 



- 1 - 

FFAC ステップアップ助成プログラム 

【Ａ】創造活動部門 
 

１．趣旨 

福岡市において、文化芸術活動を行い、今後の発展が期待される団体・個人が、更なるス

テップアップを図るために行い、それらの活動を通じて文化芸術分野の発展・普及に寄与す

る活動について経費の一部を助成し、その活動を支援します。 

 

２．対象となるジャンル 

演劇、ダンス、音楽、美術、メディア芸術、伝統芸能 

 

３．助成の対象となる活動の実施期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

４．助成の対象となる団体・個人 

文化芸術分野の発展・普及に資することを主たる目的として活動し、今後の発展が期待さ

れる団体・個人で、次の(１)～(６)の要件を全て充たしていること。 

(１) 次の(ａ)～(ｅ)のいずれかに該当していること 

(ａ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人。ただし、地方公共団

体が基本金その他これに準じるものを出資している法人は除く。 

(ｂ) 特定非営利活動法人 

(ｃ) 法人格は有しないが、以下の要件をすべて充たしている団体 

ア 定款、寄附行為に類する規約等を有すること 

イ 団体の意思を決定し執行する組織が確立していること 

ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

エ 団体活動の本拠として事務所を有すること 

（注１）イ～エについては、アに掲げる規約等に明記されていることが必要です。 

(ｄ) 上記(ａ)又は(ｂ)の要件を充たしている団体を中核として構成された任意団体（いわ

ゆる実行委員会）であって、かつ当該団体も上記(ｃ)の条件を満たしていること。 

(ｅ) 責任を持って当該活動を遂行する能力と意欲を有する個人又はグループで、当財団理

事長が適当と認めるもの。 

(２) 申請時点での活動年数が２年以上であること。ただし、上記(１)－(ｄ)に該当する場合

は、中核となる団体の活動年数が２年以上であること。 

(３) 表現者を有する団体あるいは表現者個人であること。上記(１)－(ｄ)に該当する場合は、

中核となる団体が表現者を有する団体であること。 

(４) 主に福岡市内で活動していること 

(５) 宗教活動、政治活動を目的としていないこと 

(６) 福岡市暴力団排除条例第６条の規定により、暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と

密接な関係を有する団体・個人でないこと。（採択決定にあたり、警察へ照会を行います。） 

 

５．助成の対象となる活動 

応募者自らが主催して、福岡市内で行う文化芸術に関する公演・展示・その他の活動であ

って、広く一般に公開され、新しい文化芸術を創造し発信し、かつ、応募者が表現を行う主

体となっているもの。 

【Ａ】創造活動部門 
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６．助成の対象とならない活動 

(１) 当助成金以外に福岡市及び福岡市の外郭団体から補助金及び助成金の交付を受けてい

るもの 

(２) 宗教的、政治的、或いはチャリティーを目的とした活動と認められるもの 

(３) 営利を主な目的とする活動及び特定企業の広報・宣伝と認められるもの 

(４) 通常の定期公演とみなされる事業と認められるもの 

(５) 学校教育の一環として行われる学校行事と認められるもの 

(６) 学術研究・学術的出版と認められるもの 

(７) 一般に公開あるいは公募されない活動と認められるもの 

(８) 教室(カルチャースクールを含む)、サークル、単独の流派等が行う稽古事や習い事等の

発表会、講習会、展示会などの活動 

(９) 国、地方公共団体（福岡市を含む）が主催・共催する活動（名義のみの共催は除く） 

(１０) 当助成金事業において２年連続（２７・２８年度）で助成を受けている団体・個人の

活動 

 

７．収支予算内訳 

平成２９年度ＦＦＡＣステップアップ助成プログラム申込書（以下「申込書」という。）の

⑤収支予算積算内訳の作成にあたっては、１４ページ別表「助成金の対象となる経費」及び

申込書の記載例を参考に記入してください。 

 

８．助成金の交付額 

助成金の額は、対象１件につき、５０万円が上限です。 

当該活動に係る経費の２分の１の額を上限とし、申込書の⑤収支予算積算内訳に記載され

た自己負担金額の範囲（１万円単位）で決定します。（下限１０万円） 

ただし、当該活動に係る経費が総額２０万円未満の場合は、助成の対象となりません。 

※必ずしも、希望通りの助成金額を満たすとは限りません。 

 

９．審査方法 

 

１０．審査基準 

※上記に加え、緊要性等を考慮の上、相対的に評価します。 

① １次審査 
書類（申込書）による審査 

※１次審査の結果は、２月上旬までに応募者に通知します。 

② ２次審査 

プレゼンテーションによる審査 

※１次審査通過者のみ、２月中旬～下旬（予定）に実施します。 

※２次審査の結果は、３月上旬までに２次審査対象者に通知します。 

① 創造性 
新しい芸術を独自の発想により創り出した活動内容であり、制作や演出

などに工夫が認められるもの。 

② 技能性 作品や出演者などの技術水準が高いと認められるもの。 

③ 発信性 
より多くの市民に新しい芸術に触れる機会を提供し、市民と芸術を繋い

でいると認められるもの。 

④ 発展性 
活動する団体・個人の今後の成長・発展と市民文化の向上と発展をもた

らすと認められるもの。 

【Ａ】創造活動部門 
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１１．活動の実施確認について 

活動の実施確認と評価のため、各分野の専門人材であるアドバイザーと事務局員が活動の

視察を行います。 

 

１２．報告会への参加について 

助成金交付を受けた団体には、報告会にて活動の実施成果・課題などについてご報告いた

だきます。実施期間により、年２回開催される報告会のうち該当する回に参加ください。ア

ドバイザーの評価をお伝えするとともに、アドバイザーと意見交換をおこなう場を設けます。 

 

１３．助成を受けている旨の表示について 

助成金交付内定を受けた団体は、当該活動の実施に際して作成するポスター、チラシ、プ

ログラム等の印刷物に『助成：(公財)福岡市文化芸術振興財団「FFAC ステップアップ助成プ

ログラム（テキストまたはロゴ）」、後援：福岡市、(公財)福岡市文化芸術振興財団』の記載

をお願いします。 

  

１４．助成活動に対する市の協力 

助成活動に採択されると、福岡市及び福岡市文化芸術振興財団による「経費負担の後援事

業」としての位置づけとなり、次の協力を受けることができます。 

(１) 福岡市の施設の使用料の減免申請ができます。（市民会館ホールを除く） 

・開催日の当日（※1） 

・開催にかかる出演者、スタッフ等の控室として、同会場内の施設（視聴覚室、会議室、

実習室等）を利用する場合は、その当日（※1、2） 

・１事業に対して、リハーサル１回（１日のみ）及び、仕込みに要する日（１日のみ） 

・助成事業の一環としてワークショップ等を開催する場合は、その当日（※1、3） 

※1 練習は対象外とします。 

※2 開催会場に付設されている控室（ホール控室等）だけでは、事業の開催・運営 

  に支障が出ると認められる場合に限ります。 

※3 ワークショップ等のリハーサル及び仕込みは対象外とします。 

※利用施設の受付担当者には、必ず財団に現在助成金申請中であることと、採択・不採択

の結果が後日判ることをお伝えください。 

※減免申請書を提出の際、福岡市文化芸術振興財団又は福岡市文化振興課長の確認の記名

押印が必要な場合がありますが、どちらの場合でも、必ず福岡市文化芸術振興財団の方

へ記名押印が必要な書類をご持参ください。 

(２) ポスター、チラシを福岡市の施設に置くことができます。 

(３) 当財団のメールマガジンにより活動の実施案内を配信できます（１回のみ）。 

 

１５．申込にあたっての提出物（各１部） 

・FFAC ステップアップ助成プログラム申込書（申込書、収支予算積算内訳、団体概要ある

いは個人略歴、チェックシート） 

・団体規約と、生年月日及び性別が記載された団体名簿（団体の場合） 

・参考資料（過去公演チラシ等、１０枚以内） 

 

１６．申込書提出についての留意事項 

(１) 申込書の提出は、助成金の交付を受けようとする活動の主催者が行ってください。 

【Ａ】創造活動部門 
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(２) 申込書の記入にあたっては、募集案内を必ずお読みください。 

   提出いただく申込書等は、助成の採択にあたっての審査資料となります。不実の記載や

提出後に活動内容や予算額に大きな変更が生じることがないよう、十分に検討の上、具体

的かつ簡潔に作成してください。 

なお、助成金の交付内定後に、団体の組織、対象活動の内容・会場・収支予算等に重要

な変更が生じていると認められる場合は、交付されないことがあります。 

(３) 同一の団体・個人及び同一とみなされる団体（団体構成員が重複）が、複数の活動を交

付申込することはできません。（異なる部門であっても、複数に申込むことはできません。） 

(４) 企業からの協賛金等や民間助成団体からの助成金、補助金等の助成を受ける活動につい

ても交付の対象となりますが、必ず⑤収支予算積算内訳の所定の欄に記載してください。 

  ただし、特定の企業名等を活動名に付する「名称冠公演」は交付の対象となりません。 

(５) 専門用語及び業界用語には必ず用語の解説をつけてください。 

(６) 附属資料等が外国語で記載されている場合、必ず和訳を付けてください。 

(７) 申込書の提出にあたっては、必ず募集期間内に財団事務所へ持参してください。 

(８) 申込書等の記載事項の訂正は、修正液等を使用しないでください。訂正する場合は二重

線で削除し、上から押印（代表者印）してください。 

  

１７．申込方法 

受付期間：平成２８年１１月１４日（月）～ 平成２８年１２月２０日（火） 

（土・日・祝日を除く） 

受付時間：１０：００～１７：００ 

受付場所：〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町３－１０ 福岡県消防会館６階 

(公財)福岡市文化芸術振興財団 事務所  ※郵送不可 

・前日（土・日・祝日を除く）までに連絡して提出日時を決めてください。 

・申込書に記入して、当財団事務所まで持参してください。 

・提出の際には、活動（事業）の概要などの説明をしていただきますので必ず、活動の概要

が分かる方が持参してください。 

※締切間際は大変混雑いたします。申込書のご提出はお早めにお願いします。 

※事前連絡がない場合、対応できないことがありますのでご了承ください。 

 

○ご不明な点やご質問などあれば、下記までお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

【お問い合わせ】 

(公財)福岡市文化芸術振興財団 担当：日野・天達・菅原 

TEL：092-263-6265  FAX：092-263-6259 

 

【Ａ】創造活動部門 
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FFAC ステップアップ助成プログラム 

【Ｂ】文化団体等活動支援部門 
 

１．趣旨 

福岡市において、市民に文化芸術の鑑賞の機会を提供するために行われ、文化芸術分野の

発展・普及に寄与する活動について経費の一部を助成し、その活動を支援します。 

 

２．対象となるジャンル 

演劇、ダンス、音楽、美術、メディア芸術、伝統芸能、その他 

 

３．助成の対象となる活動の実施期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

４．助成の対象となる団体・個人 

文化芸術分野の発展・普及に資することを主たる目的として活動する団体・個人で、次の

(１)～(５)の要件を全て充たしていること。 

(１) 次の(ａ)～(ｅ)のいずれかに該当していること 

(ａ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人。ただし、地方公共団

体が基本金その他これに準じるものを出資している法人は除く。 

(ｂ) 特定非営利活動法人 

(ｃ) 法人格は有しないが、以下の要件をすべて充たしている団体 

ア 定款、寄附行為に類する規約等を有すること 

イ 団体の意思を決定し執行する組織が確立していること 

ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

エ 団体活動の本拠として事務所を有すること 

（注１）イ～エについては、アに掲げる規約等に明記されていることが必要です。 

(ｄ) 上記(ａ)又は(ｂ)の要件を充たしている団体を中核として構成された任意団体（いわ

ゆる実行委員会）であって、かつ当該団体も上記(ｃ)の条件を満たしていること。 

(ｅ) 責任を持って当該活動を遂行する能力と意欲を有する個人またはグループで、当財団

理事長が適当と認めるもの。 

(２) 申請時点での活動年数が２年以上であること。ただし、上記(１)－(ｄ)に該当する場合

は、中核となる団体の活動年数が２年以上であること。 

(３) 主に福岡市内で活動していること 

(４) 宗教活動、政治活動を目的としていないこと 

(５) 福岡市暴力団排除条例第６条の規定により、暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と

密接な関係を有する団体・個人でないこと。（採択決定にあたり、警察へ照会を行います。） 

 

５．助成の対象となる活動 

自ら主催して福岡市内で行う文化芸術に関する公演・展示・その他の活動。 

   

６．助成の対象とならない活動 

(１) 当助成金以外に福岡市及び福岡市の外郭団体から補助金及び助成金の交付を受けてい

るもの 

(２) 宗教的、政治的、或いはチャリティーを目的とした活動と認められるもの 

【Ｂ】文化団体等活動支援部門 
 



- 6 - 

(３) 営利を主な目的とする活動及び特定企業の広報・宣伝と認められるもの 

(４) 通常の定期公演とみなされる事業と認められるもの 

(５) 学校教育の一環として行われる学校行事と認められるもの 

(６) 学術研究・学術的出版と認められるもの 

(７) 一般に公開あるいは公募されない活動と認められるもの 

(８) 教室(カルチャースクールを含む)、サークル、単独の流派等が行う稽古事や習い事等の

発表会、講習会、展示会などの活動 

(９) 国、地方公共団体（福岡市を含む）が主催・共催する活動（名義のみの共催は除く） 

(１０) 当助成金事業において２年連続（２７・２８年度）で助成を受けている団体・個人の

活動 

 

７．収支予算内訳 

平成２９年度ＦＦＡＣステップアップ助成プログラム申込書（以下「申込書」という。）の

⑤収支予算積算内訳の作成にあたっては、１４ページ別表「助成金の対象となる経費」及び

申込書の記載例を参考に記入してください。 

 

８．助成金の交付額 

助成金の額は、対象１件につき、１０万円が上限です。 

当該活動に係る経費の２分の１の額を上限とし、申込書の⑤収支予算積算内訳に記載され

た自己負担金額の範囲（１万円単位）で決定します。（下限５万円） 

ただし、当該活動に係る経費が総額１０万円未満の場合は、助成の対象となりません。 

※必ずしも、希望通りの助成金額を満たすとは限りません。 

 

９．審査方法 

 

１０．審査基準 

※上記に加え、緊要性等を考慮の上、相対的に評価します。 

  

１１．活動の実施確認について 

活動の実施確認と評価のため、事務局員が活動の視察を行います。 

 

 

① １次審査 
書類（申込書）による審査 

※１次審査の結果は、２月上旬までに応募者に通知します。 

② ２次審査 

プレゼンテーションによる審査 

※１次審査通過者のみ、２月中旬～下旬（予定）に実施します。 

※２次審査の結果は、３月上旬までに２次審査対象者に通知します。 

① 技能性 作品や出演者などに一定以上の技術水準が認められるもの。 

② 発信性 
文化芸術の魅力を発信し、市民の文化芸術への関心を高め、裾野を広

げると認められるもの。 

③ 継続性 
文化芸術活動を行う団体・個人としての継続的な活動が期待できるも

の。 
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１２．助成を受けている旨の表示について 

助成金交付内定を受けた団体は、当該活動の実施に際して作成するポスター、チラシ、プ

ログラム等の印刷物に『助成：(公財)福岡市文化芸術振興財団「FFAC ステップアップ助成プ

ログラム（テキストまたはロゴ）」、後援：福岡市、(公財)福岡市文化芸術振興財団』の記載

をお願いします。 

  

１３．助成活動に対する市の協力 

助成活動に採択されると、福岡市及び福岡市文化芸術振興財団による「経費負担の後援事

業」としての位置づけとなり、次の協力を受けることができます。 

(１) 福岡市の施設の使用料の減免申請ができます。（市民会館ホールを除く） 

・開催日の当日（※1） 

・開催にかかる出演者、スタッフ等の控室として、同会場内の施設（視聴覚室、会議室、

実習室等）を利用する場合は、その当日（※1、2） 

・１事業に対して、リハーサル１回（１日のみ）及び、仕込みに要する日（１日のみ） 

・助成事業の一環としてワークショップ等を開催する場合は、その当日（※1、3） 

※1 練習は対象外とします。 

※2 開催会場に付設されている控室（ホール控室等）だけでは、事業の開催・運営 

  に支障が出ると認められる場合に限ります。 

※3 ワークショップ等のリハーサル及び仕込みは対象外とします。 

※利用施設の受付担当者には、必ず財団に現在助成金申請中であることと、採択・不採択

の結果が後日判ることをお伝えください。 

※減免申請書を提出の際、福岡市文化芸術振興財団又は福岡市文化振興課長の確認の記名

押印が必要な場合がありますが、どちらの場合でも、必ず福岡市文化芸術振興財団の方

へ記名押印が必要な書類をご持参ください。 

(２) ポスター、チラシを福岡市の施設に置くことができます。 

(３) 当財団のメールマガジンにより活動の実施案内を配信できます（１回のみ）。 

 

１４．申込にあたっての提出物（各１部） 

・FFAC ステップアップ助成プログラム申込書（申込書、収支予算積算内訳、団体概要ある

いは個人略歴、チェックシート） 

・団体規約と、生年月日及び性別が記載された団体名簿（団体の場合） 

・参考資料（過去公演チラシ等、１０枚以内） 

 

１５．申込書提出についての留意事項 

(１) 申込書の提出は、助成金の交付を受けようとする活動の主催者が行ってください。 

(２) 申込書の記入にあたっては、募集案内を必ずお読みください。 

   提出いただく申込書等は、助成の採択にあたっての審査資料となります。不実の記載や

提出後に活動内容や予算額に大きな変更が生じることがないよう、十分に検討の上、具体

的かつ簡潔に作成してください。 

なお、助成金の交付内定後に、団体の組織、対象活動の内容・会場・収支予算等に重要

な変更が生じていると認められる場合は、交付されないことがあります。 

(３) 同一の団体・個人及び同一とみなされる団体（団体構成員が重複）が、複数の活動を交

付申込することはできません。（異なる部門であっても、複数に申込むことはできません。） 

(４) 企業からの協賛金等や民間助成団体からの助成金、補助金等の助成を受ける活動につい

【Ｂ】文化団体等活動支援部門 
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ても交付の対象となりますが、必ず⑤収支予算積算内訳の所定の欄に記載してください。 

  ただし、特定の企業名等を活動名に付する「名称冠公演」は交付の対象となりません。 

(５) 専門用語及び業界用語には必ず用語の解説をつけてください。 

(６) 附属資料等が外国語で記載されている場合、必ず和訳を付けてください。 

(７) 申込書の提出にあたっては、必ず募集期間内に財団事務所へ持参してください。 

(８) 申込書等の記載事項の訂正は、修正液等を使用しないでください。訂正する場合は二重

線で削除し、上から押印（代表者印）してください。 

  

１６．申込方法 

受付期間：平成２８年１１月１４日（月）～ 平成２８年１２月２０日（火） 

（土・日・祝日を除く） 

受付時間：１０：００～１７：００ 

受付場所：〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町３－１０ 福岡県消防会館６階 

(公財)福岡市文化芸術振興財団 事務所  ※郵送不可  

・前日（土・日・祝日を除く）までに連絡して提出日時を決めてください。 

・申込書に記入して、当財団事務所まで持参してください。 

・提出の際には、活動（事業）の概要などの説明をしていただきますので必ず、活動の概要

が分かる方が持参してください。 

※締切間際は大変混雑いたします。申込書のご提出はお早めにお願いします。 

※事前連絡がない場合、対応できないことがありますのでご了承ください。 

 

○ご不明な点やご質問などあれば、下記までお気軽にお問い合わせください。 

 

 

FFAC ステップアップ助成プログラム 

【Ｃ】人材育成・環境整備部門 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

(公財)福岡市文化芸術振興財団 担当：日野・天達・菅原 

TEL：092-263-6265  FAX：092-263-6259 
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FFAC ステップアップ助成プログラム 

【Ｃ】人材育成・環境整備部門 

 
１．趣旨 

福岡市において、文化芸術活動分野で今後の発展が期待される団体・個人の支援を目的と

して行い、それらの活動を通じて文化芸術分野の発展・普及に寄与する活動について経費の

一部を助成し、その活動を支援します。 

 

２．対象となるジャンル 

演劇、ダンス、音楽、美術、メディア芸術、伝統芸能 

 

３．助成の対象となる活動の実施期間 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

４．助成の対象となる団体 

文化芸術分野における人材育成・環境整備に資することを主たる目的として活動する団体

または個人で、次の(１)～(５)の要件を全て充たしていること。 

(１) 次の(ａ)～(ｅ)のいずれかに該当していること 

(ａ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人。ただし、地方公共団

体が基本金その他これに準じるものを出資している法人は除く。 

(ｂ) 特定非営利活動法人 

(ｃ) 法人格は有しないが、以下の要件をすべて充たしている団体 

ア 定款、寄附行為に類する規約等を有すること 

イ 団体の意思を決定し執行する組織が確立していること 

ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

エ 団体活動の本拠として事務所を有すること 

（注１）イ～エについては、アに掲げる規約等に明記されていることが必要です。 

(ｄ) 上記(ａ)又は(ｂ)の要件を充たしている団体を中核として構成された任意団体（いわ

ゆる実行委員会）であって、かつ当該団体も上記(ｃ)の条件を満たしていること。 

(ｅ) 責任を持って当該活動を遂行する能力と意欲を有する個人またはグループで、当財団

理事長が適当と認めるもの。 

(２) 申請時点での活動年数が２年以上であること。ただし、上記(１)－(ｄ)に該当する場合

は、中核となる団体の活動年数が２年以上であること。 

(３) 主に福岡市内で活動していること 

(４) 宗教活動、政治活動を目的としていないこと 

(５) 福岡市暴力団排除条例第６条の規定により、暴力団または暴力団員もしくは暴力団員と

密接な関係を有する団体・個人でないこと。（採択決定にあたり、警察へ照会を行います。） 

 

５．助成の対象となる活動 

主に福岡市内で活動する文化芸術分野の団体・個人を支援することを目的に実施される活動 

＜対象となる活動の例＞ 

・表現者のスキルアップのためのワークショップ、公開レッスン、セミナー 

・映画祭、演劇祭、音楽祭などのフェスティバル（福岡市の表現者が出品、出演できるも

の） 

【Ｃ】人材育成・環境整備部門  
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６．助成の対象とならない活動 

(１) 当助成金以外に福岡市及び福岡市の外郭団体から補助金及び助成金の交付を受けてい

るもの 

(２) 宗教的、政治的、或いはチャリティーを目的とした活動と認められるもの 

(３) 営利を主な目的とする活動及び特定企業の広報・宣伝と認められるもの 

(４) 通常の定期公演とみなされる事業と認められるもの 

(５) 学校教育の一環として行われる学校行事と認められるもの 

(６) 学術研究・学術的出版と認められるもの 

(７) 一般に公開あるいは公募されない活動と認められるもの 

(８) 教室(カルチャースクールを含む)、サークル、単独の流派等が行う稽古事や習い事等の

発表会、講習会、展示会などの活動 

(９) 国、地方公共団体（福岡市を含む）が主催・共催する活動（名義のみの共催は除く） 

(１０) 当助成金事業において３年連続（２６・２７・２８年度）で助成を受けている団体・

個人の活動 

 

７．収支予算内訳 

平成２９年度ＦＦＡＣステップアップ助成プログラム申込書（以下「申込書」という。）の

⑤収支予算積算内訳の作成にあたっては、１４ページ別表「助成金の対象となる経費」及び

申込書の記載例を参考に記入してください。 

 

８．助成金の交付額 

助成金の額は、対象１件につき、５０万円が上限です。 

当該活動に係る経費の２分の１の額を上限とし、申込書の⑤収支予算積算内訳に記載され

た自己負担金額の範囲（１万円単位）で決定します。（下限５万円） 

ただし、当該活動に係る経費が総額１０万円未満の場合は、助成の対象となりません。 

※必ずしも、希望通りの助成金額を満たすとは限りません。 

 

９．審査方法 

 

１０．審査基準 

 ※上記に加え、緊要性等を考慮の上、相対的に評価します。 

 

 

① １次審査 
書類（申込書）による審査 

※１次審査の結果は、２月上旬までに応募者に通知します。 

② ２次審査 

プレゼンテーションによる審査 

※１次審査通過者のみ、２月中旬～下旬（予定）に実施します。 

※２次審査の結果は、３月上旬までに２次審査対象者に通知します。 

① 企画性 
現在の芸術分野における課題を捉えた事業内容であり、その解決に向

けた工夫が認められるもの。 

② 専門性 プログラムや講師などに高い専門性が認められるもの。 

③ 波及性 実施により、人材育成・環境整備に高い波及効果が認められるもの。 
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１１．活動の実施確認について 

活動の実施確認と評価のため、各分野の専門人材であるアドバイザーと事務局員が活動の

視察を行います。 

 

１２．報告会への参加について 

助成金交付を受けた団体には、報告会にて活動の実施成果・課題などについてご報告いた

だきます。実施期間により、年２回開催される報告会のうち該当する回に参加ください。ア

ドバイザーの評価をお伝えするとともに、アドバイザーと意見交換をおこなう場を設けます。 

 

１３．助成を受けている旨の表示について 

助成金交付内定を受けた団体は、当該活動の実施に際して作成するポスター、チラシ、プ

ログラム等の印刷物に『助成：(公財)福岡市文化芸術振興財団「FFAC ステップアップ助成プ

ログラム（テキストまたはロゴ）」、後援：福岡市、(公財)福岡市文化芸術振興財団』の記載

をお願いします。 

  

１４．助成活動に対する市の協力 

助成活動に採択されると、福岡市及び福岡市文化芸術振興財団による「経費負担の後援事

業」としての位置づけとなり、次の協力を受けることができます。 

(１) 福岡市の施設の使用料の減免申請ができます。（市民会館ホールを除く） 

・開催日の当日（※1） 

・開催にかかる出演者、スタッフ等の控室として、同会場内の施設（視聴覚室、会議室、

実習室等）を利用する場合は、その当日（※1、2） 

・１事業に対して、リハーサル１回（１日のみ）及び、仕込みに要する日（１日のみ） 

・助成事業の一環としてワークショップ等を開催する場合は、その当日（※1、3） 

※1 練習は対象外とします。 

※2 開催会場に付設されている控室（ホール控室等）だけでは、事業の開催・運営 

  に支障が出ると認められる場合に限ります。 

※3 ワークショップ等のリハーサル及び仕込みは対象外とします。 

※利用施設の受付担当者には、必ず財団に現在助成金申請中であることと、採択・不採択

の結果が後日判ることをお伝えください。 

※減免申請書を提出の際、福岡市文化芸術振興財団又は福岡市文化振興課長の確認の記名

押印が必要な場合がありますが、どちらの場合でも、必ず福岡市文化芸術振興財団の方

へ記名押印が必要な書類をご持参ください。 

(２) ポスター、チラシを福岡市の施設に置くことができます。 

(３) 当財団のメールマガジンにより活動の実施案内を配信できます（１回のみ）。 

 

１５．申込にあたっての提出物（各１部） 

・FFAC ステップアップ助成プログラム申込書（申込書、収支予算積算内訳、団体概要ある

いは個人略歴、チェックシート） 

・団体規約と、生年月日及び性別が記載された団体名簿（団体の場合） 

・参考資料（過去公演チラシ等、１０枚以内） 

 

１６．申込書提出についての留意事項 

(１) 申込書の提出は、助成金の交付を受けようとする活動の主催者が行ってください。 

【Ｃ】人材育成・環境整備部門  
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(２) 申込書の記入にあたっては、募集案内を必ずお読みください。 

   提出いただく申込書等は、助成の採択にあたっての審査資料となります。不実の記載や

提出後に活動内容や予算額に大きな変更が生じることがないよう、十分に検討の上、具体

的かつ簡潔に作成してください。 

なお、助成金の交付内定後に、団体の組織、対象活動の内容・会場・収支予算等に重要

な変更が生じていると認められる場合は、交付されないことがあります。 

(３) 同一の団体・個人及び同一とみなされる団体（団体構成員が重複）が、複数の活動を交

付申込することはできません。（異なる部門であっても、複数に申込むことはできません。） 

(４) 企業からの協賛金等や民間助成団体からの助成金、補助金等の助成を受ける活動につい

ても交付の対象となりますが、必ず⑤収支予算積算内訳の所定の欄に記載してください。 

  ただし、特定の企業名等を活動名に付する「名称冠公演」は交付の対象となりません。 

(５) 専門用語及び業界用語には必ず用語の解説をつけてください。 

(６) 附属資料等が外国語で記載されている場合、必ず和訳を付けてください。 

(７) 申込書の提出にあたっては、必ず募集期間内に財団事務所へ持参してください。 

(８) 申込書等の記載事項の訂正は、修正液等を使用しないでください。訂正する場合は二重

線で削除し、上から押印（代表者印）してください。 

  

１７．申込方法 

受付期間：平成２８年１１月１４日（月）～ 平成２８年１２月２０日（火） 

（土・日・祝日を除く） 

受付時間：１０：００～１７：００ 

受付場所：〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町３－１０ 福岡県消防会館６階 

(公財)福岡市文化芸術振興財団 事務所  ※郵送不可 

・前日（土・日・祝日を除く）までに連絡して提出日時を決めてください。 

・申込書に記入して、当財団事務所まで持参してください。 

・提出の際には、活動（事業）の概要などの説明をしていただきますので必ず、活動の概要

が分かる方が持参してください。 

※締切間際は大変混雑いたします。申込書のご提出はお早めにお願いします。 

※事前連絡がない場合、対応できないことがありますのでご了承ください。 

 

○ご不明な点やご質問などあれば、下記までお気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

(公財)福岡市文化芸術振興財団 担当：日野・天達・菅原 

TEL：092-263-6265  FAX：092-263-6259 

 

【Ｃ】人材育成・環境整備部門  
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FFAC ステップアップ助成プログラムスケジュール 

【A】【B】【C】共通 

1.申込書の提出 

① FFACステップアップ助成プログラム申込書 

（申込書、収支予算積算内訳、団体概要あるいは個人略歴、チェックシート） 

② 団体規約・名簿（団体の場合） 

③ 参考資料（過去公演チラシ等１０枚以内） 

※各１部提出ください。申込書類は返却しません。 

2.審査会 
・１次審査（書類） 

・２次審査（プレゼンテーション）  

3.交付額の内定通知 ・審査会終了後、採択・不採択に関わらず通知します。 

（4.変更申請） 

・内定後に、申込書記載の内容から変更が生じた場合は、当財団の担当者ま

で速やかにご連絡ください。 

・当財団が重大な変更が生じていると判断した場合、以下の書類をご提出い

ただき、再審査（書類審査のみ）を行います。 

① FFACステップアップ助成プログラム変更申請書（様式第２号） 

② その他参考資料 

（5.変更の認定通知） ・再審査終了後、認定・不認定に関わらず通知します。 

6.交付申請 

（活動の１か月前まで） 

① FFACステップアップ助成プログラム助成金交付申請書（様式第４号） 

② 印刷物（入場券・チラシ・パンフレットなど） 

印刷物には、下記の記載が必要です。 

助成：(公財)福岡市文化芸術振興財団 

「FFAC ステップアップ助成プログラム」 

後援：福岡市、(公財)福岡市文化芸術振興財団 

・印刷物は確認のため、校正時に一度送付（ＦＡＸ可）してください。 

・入場券及びパンフレットを【Ａ】【Ｃ】部門は各８枚、【Ｂ】部門は各２

枚送付してください。（アドバイザー及び事務局用） 

7.交付額の決定通知 ・交付申請書を受付後、内容を審査し、決定した場合に送付します。 

8.活動の実施 ・アドバイザー（※）及び事務局が活動の確認に参ります。※【A】【C】部門のみ 

9.実績報告 

（活動終了後３０日以内） 

① FFACステップアップ助成プログラム実績報告書（様式第６号） 

② 領収書（交付対象経費のみ） 

③ 印刷物 

④ 参考資料 

10．交付額の確定通知 ・実績報告書を受付後、内容を審査し、決定した場合に送付します。 

11.助成金の支払い ・請求書を作成して提出してください。 

12.報告会 

・活動の実施成果、課題などについてご報告いただきます。 

（実施期間により、年２回開催される報告会のうち該当する回に参加） 

※【Ａ】【Ｃ】部門のみ 

※実施日時によって、９～１１より先に１２となる場合があります。 

【A】【B】【C】共 通  
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別表 

助成金の対象となる経費 
【A】【B】【C】共通 

 

対象事業に係る直接経費（収支予算積算内訳に記載できる支出経費） 

※対象事業経費＝対象事業に係る直接経費 

 

項目 内訳 

作品借上費（注１） 作品借料、作品保険料（展示の場合のみ） 

出演・音楽・

文芸費 

（注１） 

出演費 指揮料、演奏料、ソリスト料、俳優出演料、セミナー講師謝金 

音楽費 作曲料、編曲料、作詞料、調律料、楽器借上料、写譜料 

文芸費 
演出料、監修料、振付料、舞台監督費、舞台美術費、台本料、衣

装等デザイン料、照明音響プラン料、訳詞料、著作権使用料 

設営・舞台費 

舞台費 

（注１） 

（注２） 

会場借上料、付帯設備使用料、道具費、衣装費、照明費、音響費、

舞台美術費、運搬費、会場設営撤去費 

運営費 公演当日の出演者・スタッフ弁当代 

謝金・旅費・

宣伝費 

（注１） 

謝金 会場整理謝金、託児謝金、通訳謝金 

旅費 出演者・セミナー講師の交通費及び宿泊料、スタッフ交通費 

通信費 案内状送付料 

宣伝費 広告宣伝費、立看板費、入場券販売手数料 

印刷費 
チラシ、ポスター、案内状、台本、無料配布するプログラム、入

場券印刷費 

記録費 

（注３） 
録画費、録音費、写真費 

※（注１）応募団体（共催者を含む）の構成団体・構成員にかかる支出は、経費として認めら

れません。 

    （例１）応募団体の構成員（団体規約・名簿に記載されている構成員）へ支払った出

演料、謝金など 

    （例２）共催者へ支払った出演料、謝金など 

    （例３）応募団体の構成員の旅費、宿泊料、交通費など（打ち合わせ旅費等も含む） 

    （例４）共催者が所有する施設を使用した場合の会場借上料など 

※（注２）練習に関する経費は、認められません。 

ただし、ゲネプロ（通し総稽古）は１日分まで記載できます。 

※（注３）当該活動の成果として記録するものに限ります。有料配布する記録集・ＤＶＤ等の

製作に関する経費は認められません。 

 

＊相場に照らして著しく高額と思われる場合は、積算根拠をお尋ねする場合や認められない場

合があります。 

【A】【B】【C】共 通  
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 ※対象事業経費として認められないもの  

  

○ 催事保険料 

○ 有料配布するプログラム、図録 

○ 航空・列車運賃の特別料金（ファーストクラス料金､グリーン料金） 

○ 定期的な練習に係る経費（稽古場借上料、指導料、トレーナー料） 

○ 自ら設置し又は管理する会場において活動を行う場合の会場使用料 

○ 備品類の購入に係る経費（楽器購入費、美術作品購入費） 

○ 会議費、接待費、飲食費、レセプション費、打上経費、パーティ経費、打合せ経費 

○ コンクール・公募展に係る賞金・賞品代 

○ 応募団体・事務所運営経費（光熱水費、電話代、消耗品費、交際費、ホームページ運営費、 

事務所維持人件費） 

○ その他の経費（礼状送付料、予備費、花束、記念品、個人への支給品代、ガソリン代、 

駐車場代） 

 

※領収書の取り扱いについて 

 

・対象事業に係る直接経費（収支予算書に記載する経費）の領収書（コピーし、費目ごとに整

理したもの）は、実績報告書の提出の時にすべて提出していただきます。大切に保管してお

いてください。 

 

・提出の時には、宛名（主催団体名または主催者名）、金額、取引内容、取引日付、領収書発

行元名称等に記載漏れがないか必ず確認してください。 

 宛名は統一してください。原則として、請求書や見積書等は認められません。 

 

 

※その他留意事項 

 

・提出書類の団体名、代表者名、代表者印は全て統一してください。 

 

【A】【B】【C】共 通  
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平成２８年度採択事業一覧 

ジャ
ンル

金額
(千円) 事業名 主催者 日程 場所

演劇 500
劇団ショーマンシップ甘棠館本公演
ロック版唐人歌舞伎「柳暗花明～博多・柳町の栄落
～」

劇団ショーマンシップ
平成28年6月1日～6日
（10回）

甘棠館Show劇場

演劇 500
劇団HallBrothers冬のロングラン公演
『中央区今泉』

劇団HallBrothers
平成28年12月11日～20日
（14回）

なみきスクエア
音楽演劇練習場大練習室

演劇 500
HANAROproject vol.3　HANAROプロデュース
福岡＆釜山連続公演

福岡・釜山交流ひろば
平成28年6月30日～3日（5
回）

ぽんプラザホール

演劇 300 14＋の音楽劇『サンゲツキ』 14＋ 平成28年6月14日（1回） 中央市民センター

音楽 460 コントラバス・アンサンブル「フレンズ」2016
コントラバス・アンサンブル
「フレンズ」

平成29年3月5日（1回）
8月、1月上旬にプレ公演＆
WS開催

なみきホール、福岡市内

美術 400 セルロース　ウシジマトモコ　インスタレーション展 牛島　智子

平成28年12月15日～20日
ダンスイベント
平成28年12月15日
WS
平成28年12月18日

福岡アジア美術館
8F交流ギャラリー

美術 500
BAREHANDS,Asian Artist Residency Project
 - FUKUOKA

LIFESTYLES展
実行委員会

作品制作
平成28年4月22日～28日
成果展
平成28年4月29日～5月8日

アートスペーステトラ、ギャラリー
尾形、宇久画廊、中村学園大学、
福岡教育大学　他

伝統
芸能

500 能のカタチ 今村　嘉太郎 平成28年9月3日 大濠公園　能楽堂

演劇 190 福岡学生演劇祭2016
福岡学生演劇祭
実行委員会

○演劇祭・授賞式
平成28年8月27日～28日（4
回）
○オープンカレッジ
平成28年7月1日～3日

○演劇祭・授賞式
ももち文化センター
○オープンカレッジ
福岡市民会館・アクロス福岡

演劇 300 PPP（Periplocus Performing Program) M.M.S.T 平成28年10月17日～23日 periplocus art lab

ダンス 170 ワークショップをオトリヨセ 乗松　薫
平成28年7月28日～8月1日
WS（6回）トークイベント（1回）

冷泉荘

ダンス 200
Magnet Room.06
「Summer Dance Camp 2016 in 糸島」

福島　由美
平成28年7月15日～17日
（2泊3日）

瑞梅時山の家（糸島）

【部門Ｃ】人材育成・環境整備部門 採択4件／応募6件

【部門Ｂ】創造円動部門（次世代）応募0件   　　　※29年度より文化団体等活動支援部門に変更

【部門Ａ】創造円動部門（一般）採択8件／応募15件

 
 



【Ａ】創造活動部門 
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※Ａ４サイズ１枚におさまるように作成してください。 

 
平成 29 年度 FFAC ステップアップ助成プログラム 申込書 

 
提出日：平成  年  月  日 

 
 公益財団法人 福岡市文化芸術振興財団理事長 殿 

                          

住   所  〒＊＊＊－＊＊＊＊ 

                                ○○市○○区○○ 

                         団体名（個人名）  ○○○○○○○○ 

                         代表者職・氏名   代表 ○○○○      印 

 

 

下記の活動を行いたいので、FFACステップアップ助成プログラムへ申し込みます。 

 
記 

 

応募部門 【Ａ】創造活動部門 

応募者の種別 団体 ・ 個人  ※いずれか１つに○  ☆該当する種別を囲んでください。 

ジャンル 
演劇 ・ ダンス ・ 音楽 ・ 美術 ・ メディア芸術 ・ 伝統芸能  ※いずれか１つに○ 

☆該当するジャンルを囲んでください。（いずれか１つ） 

（ふりがな） △△△△△ △△△△△△△△ 

①活 動 名 
○○○○○ ○○○○○○○○ 
☆具体的な公演名等（ポスター等に表示する名称）を記入してください。 

②

活

動

の

目

的

及

び

内

容

 

（趣旨・目的） 
☆当該活動を行う目的，意義等を簡潔に記入してください。 

（実施時期・回数・日数） （実施場所・文化施設名） 
平成＊＊年＊＊月＊＊日～＊＊日  ＊回 ○○会館 大ホール（福岡市○○区○○） 

（応募団体所属の出演者・スタッフ等） （客演・外部スタッフ等）※所属団体と所在地も記入 
☆主な出演者名を記入してください。 
☆原作、脚本、翻訳、演出、振付、照明、音響、作詞、作曲、

編曲、効果、美術、舞台監督、衣装、制作等で該当する主

なスタッフの氏名を記入してください。 
☆客演・外部スタッフについては右の欄に記入してください。 

☆応募団体所属でない出演者について、氏名・所属団体

名・所在地（都市名）を記入してください。 
☆応募団体所属でないスタッフについて、氏名・所属団体

名・所在地（都市名）を記入してください。 

（内容）（公演：演目、曲目、幕構成等）（展示：作品の種類、点数、主な作品名、出品者等） 
（公演の場合） 
☆演目の初演再演の別を記入してください。 
☆創作初演作品については「あらすじ」および「企画・演出」内容を記入してください。 
☆複数の演目・曲目が有る場合は、作品毎に幕構成等を記入してください。 
☆出演者の選定方法（オーディション、指名など）を記入してください。 
 
（展示の場合） 
☆出品点数を記入してください。 
☆主な展示作品について、作品の種類・作品名・作者名・年代・サイズ・所有者等を記入してください。 

記載例 

☆部門【Ｂ】【Ｃ】は記入項目が一部異なりますが、部門【Ａ】の記入例を

参考に、応募する部門の申込書にご記入ください。 
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※Ａ４サイズ１枚におさまるように作成してください。 

③

審

査

項

目

に

対

す

る

活

動

の

ポ

イ

ン

ト 

創造性 

☆当該活動において、創造性が高いと思われる点について簡潔に記入してください。 

技能性 

☆当該活動において、技能性が高いと思われる点について簡潔に記入してください。 

発信性 

☆当該活動において、発信性が高いと思われる点について簡潔に記入してください。 

発展性 

☆当該活動において、発展性が高いと思われる点について簡潔に記入してください。 

当該活動によって応

募者が目指すステッ

プアップの内容 
（成果目標など） 

☆当該活動を通じてどのようにステップアップすることを目指しているのか、当該活動がどのような点

においてステップアップとなるのかを具体的に記入してください。 
 

当該助成金の 
活用方法 

☆助成金に応募した動機や、助成金を獲得できた場合、活動のどのような部分を充実させたいかなど、

助成金の活用について記入してください。 

共催者・後援者・協 
賛者等の名称と役割 

共催／○○○○  後援／○○県（申請中） 
協賛／○○○株式会社（協賛金提供）、○○○新聞社（広報協力） 

担 当 者 
連 絡 先 

関係書類送付先住所  
〒＊＊＊－＊＊＊＊ 
○○市○○区○○・・・ 
 
電話番号（勤務先・自宅・携帯） 
（＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊    ） 
時間外連絡先 
（＊＊＊－＊＊＊＊－＊＊＊＊    ） 

ＦＡＸ番号（あれば） 
＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊ 

氏 名（ふりがな）△△△△ Ｅ－ｍａｉｌアドレス 
＊＊＊＊＠＊＊＊．＊＊．＊＊ 

○○○○ 
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④交付を受けようとする助成金の額 

収支予算 

（収  入） （支  出） 
区  分 予 算 額 区  分 予 算 額 

入場料、その他の収入 
小 計（イ） 

千円 
＊，＊＊＊ 助成対象経費 

合 計（Ａ） 

千円 
 

＊，＊＊＊ 
 

自己負担金（ロ） 
 

  ＊＊＊ 
 

交付を受けようとする助成金 
千円 

＊＊＊ 

助成対象経費（Ａ）の２分の１の額を限度とし、自己負担金（ロ）の範囲内（１万円単位）の金額（端数切り捨て） 
（部門【Ａ】上限５０万円、下限１０万円） 
 
⑤収支予算積算内訳      ★「内訳」の金額は円単位、「予算額」の金額は千円単位として、千円未満は切り捨てとする。 
（収 入） 

区  分 予  算  額 内  訳 

入場料収入 

千円 
 

＊，＊＊＊ 

前売 *,***円 × ***枚 ＝ ***,***円 

当日 *,***円 × ***枚 ＝ ***,***円 

計 ***枚 *,***,***円（入場見込の ** ％で積算） 

入場者見込み 有料 ***人 無料 ***人 

☆収容人数、入場見込（有料・無料）を記入してください。 

☆無料の場合は必ず理由を明記してください。 

会場収容人数   ***   人 

共催者負担金   ＊＊＊ 
○○○負担金 ***,***円 

 
 

補助金・助成金   ＊＊＊ 

○○振興基金助成金 ***,***円 

 
※内定済みの助成金はこちらに記入し、申請中の助成金は、下段の

別欄に記入すること 
※「FFAC ステップアップ助成プログラム」の助成金は記入しない

こと。 

寄付金・協賛金   ＊＊＊ 
○○株式会社 ***,***円 

 
 

ワークショップ等の 
参加費 

  ＊＊＊ 
@*,***円 × ***人 ＝ ***,***円 
☆主催団体構成員以外からの参加費を徴収する場合、記入

してください。 

広告料・その他収入   ＊＊＊ 
@*,***円 × ***社 ＝ ***,***円 

 
 

小   計（イ） ＊，＊＊＊ 
 
 
 

自己負担金（ロ）   ＊＊＊ 
団員会費・積立金から ***,***円 

☆資金の調達方法を必ず記入してください。 
 

総  額 

（イ）＋（ロ） 
＊，＊＊＊ 

 
 
 

※申請中の助成金がある場合、その申請先と申請額を記入してください。 
 ○○文化財団助成金「○○○プログラム」に申請中（***,***円） 
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（支出） 

項  目 予  算  額 内  訳 

助

成

対

象

経

費 

作品借上費 

千円 

 

  ＊＊＊ 

作品借上料 ***,***円 × **点 ＝ ***,***円 

作品保険料 ***,***円  

 

☆展示活動の場合のみ 

 

出演・音楽・文芸費  ＊＊＊ 

［出演費］講演料   @**,***円 × **人 ＝ ***,***円 

出演料   @**,***円 × **人 ＝ ***,***円 

指揮料   @**,***円 × **人 ＝ ***,***円 

演奏料   @**,***円 × **人 ＝ ***,***円 

ソリスト料 @**,***円 × **人 ＝ ***,***円 

［音楽費］編曲料    **,***円 

［文芸費］舞台監督費  **,***円 

著作権使用料 **,***円 

☆出演費は積算根拠（単価×人数）を記入してください。 

☆応募団体構成員（共催者を含む）にかかる支出は計上で

きません。 

 

設営・舞台費  ＊＊＊ 

［舞台費］音響費   ***,***円 

照明費   ***,***円 

道具費   ***,***円 

会場借上料 ***,***円 × *日 ＝ ***,***円 

会場付帯設備費 ***,***円 

☆練習に要する経費は計上できません。 

☆会場費は公演日数に応じた日数で計上してください。（ゲ

ネプロは１日分のみ可） 

☆応募団体構成員（共催者を含む）にかかる支出は計上で

きません。 

 

［運営費］スタッフ弁当代 ***円 × **個 ＝ **,***円 

 

謝金・旅費・宣伝費等  ＊＊＊ 

［謝金］ 会場整理謝金 @*,***円 × **人 ＝ **,***円 

［旅費］ 出演者交通費 @*,***円 × **人 ＝ **,***円 

出演者宿泊費 @*,***円 × **人 ＝ **,***円 

［通信費］案内状送付料（***通） **,***円 

［宣伝費］新聞広告費       **,***円 

［印刷費］チラシ   @**円 × **,***枚 ＝ ***,***円 

ポスター  @***円 ×  ***枚 ＝  **,***円 

プログラム @**円 ×  *,***枚 ＝ ***,***円 

入場券販売手数料 

@*,***円 × ***枚 × **％ ＝ **,***円 

［記録費］写真費  **,***円 

☆謝金、旅費、通信費、印刷費等は積算根拠（単価×個数）

を記入してください。 

☆応募団体構成員（共催者を含む）にかかる支出は計上で

きません。 

合  計（Ａ） ＊，＊＊＊  
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⑥団体概要あるいは個人略歴             ※１ 実行委員会の場合（   ）内に中核団体を記入して下さい。 

組 
 

織 

役   職   員  団体構成員及び加入条件等 

代表   ○○ ○○ 

副代表  ○○ ○○ 

事務局長 ○○ ○○ 

会計   ○○ ○○ 

会計   ○○ ○○ 

監事   ○○ ○○ 

事務担当 ○○ ○○ 

（実行委員会形式の場合のみ記入してください。） 
［中核団体名］ 
○○○○○○ 
 
［実行委員会構成団体］ 
劇団○○、ＮＰＯ法人○○、○○合唱団 

沿 
 

革 

**年**月 ○○愛好会 **名で結成 

**年**月 第1回公演「○○○○」を行う 

**年**月 ○○○○○賞を受賞 

**年**月 「○○○」と改称 

**年**月 第2回公演「○○○○」を行う 

**年**月 ○○○と合同で○○○○を行う 

☆設立の目的や経緯、設立から現在までの組織の変遷、これまでに行

った主な活動等を記入して下さい。 

特 
 

色 

☆団体運営・自主事業の特色等を記入してく

ださい。 

計 
 

画 

平成２９年度の主な自主事業（予定） 

☆平成２９年度に計画している自主事業について記入してください。 

公
演
・
展
示
等
実
績 

 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度（見込） 

ＦＦＡＣス

テップアッ

プ助成プロ

グラム採択

実績 

無し 無し ○○○○公演 

   事業費 *,***千円 

（助成金 ***千円） 

団体（或い

は個人）が

主催した公

演・展示等

の事業 

第１回公演「○○○○」公演 第２回公演「○○○○」公演 

第３回公演「○○○○」公演 

とシンポジウム開催 

第４回公演「○○○○」公演 

財 

政 

状 

況 

総 収 入 
☆決算額を記入   *,*** 千円 ☆決算額を記入   *,*** 千円 ☆見込みまたは   *,*** 千円 

 予算額を記入 

総 支 出 
*,*** 千円 *,*** 千円 *,*** 千円 

当期損益 
*** 千円 *** 千円 *** 千円 

各 種 補 助

金・助成金

受領実績 

*** 千円 

○○財団助成金 

*** 千円 

○○県補助金 

0 千円 

※団体の場合は、定款もしくは寄付行為又はこれらに類する規約等を添付すること。 

（ふりがな） 

団 体 名 

（団体の場合のみ

記入） 

△△△△△△△△△ 

○○○○○○○○ 

 

 

（○○○○○○         ）※１ 

代表者 

又は個人           

職名・氏名（ふりがな） 

△△△△ 

代表 ○○○○ 

生年月日 

  平成**年 **月 **日生 

性別 

  ○ 

住所（所在地） 

〒***-**** 

○○市○○区○○・・・ 

 

 

電  話 ＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊＊ 

ホームページ 

アドレス 
http://www.***.**.jp 

団体（施設）設立年月 

（個人の場合は、活動開始年月） 
  **年 **月 

法人設立年月 

（法人の場合のみ記入） 
  **年 **月（主務官庁名：      ） 
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FFAC ステップアップ助成プログラム チェックシート 

団体名または

個人名 
 

活動名  

※ 募集案内及び記入例を参照の上、作成した提出書類に不備等がないことを□欄にチェックを入れ、最終確認してください。 

● 提出書類について 

□ （団体の場合）団体の定款、寄付行為又はこれらに類する規約・会員名簿等を添付しましたか。 

□ 出演者のプロフィールや活動実績が判る資料（過去公演チラシ等）を添付しましたか。 

□ 提出書類の団体名（個人名）、代表者名、代表者印は全て統一されていますか。 

● FFACステップアップ助成プログラム申込書（１～２枚目） 

□ 申請者欄に記載している団体名（個人名）が、活動の主催者ですか。 

□ 応募者の種別・ジャンルについて○印をつけましたか。（それぞれ、いずれか一つを選択） 

□ 活動の実施日・施設名・実施回数は具体的に記入しましたか。 

□ 活動の目的及び内容、活動のポイントについて、募集案内の記入例を参照のうえ、記入しましたか。 

□ 当該助成金の活用による効果、その他について該当するすべてを記入しましたか。 

□ 担当者の連絡先を記入しましたか。 

● 収支予算積算内訳（３枚目，４枚目） 

□ 予算額は千円未満を切り捨てましたか。 

□ 会場の収容人数、入場見込を記入しましたか。（入場料・参加料が無料の場合、無料の理由を記入しましたか。） 

□ 当該活動で他の助成金に申請あるいは内定している場合、該当する欄にその内容を記入しましたか。 

□ 自己負担金の内訳にその調達方法を記入しましたか。 

□ 再計算し、数字は間違っていないか確認しましたか。 

□ 直接経費の区分は適正ですか。（別表参照） 

□ 直接経費に記載できない項目が入っていませんか。（別表参照） 

□ 経費の内訳は具体的な名称になっていますか。（「雑費」「予備費」などの費目は認められません。） 

● 団体概要あるいは個人略歴（５枚目） 

□ （団体の場合）組織の主な役職員に肩書を記入しましたか。 

□ 団体（あるいは個人）が自ら主催した事業は記入しましたか。 

□ 財政状況は記入しましたか。 

□ 実行委員会形式で応募する場合、申込書の５枚目は中核団体の概要を記入しましたか。 

□ 控えとして、提出物の写しは取りましたか。必ず保管してください。 
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◎平成２9年度分募集の主な変更点 
・募集部門を変更しました。 

 【Ａ部門】創造活動部門（一般）→【Ａ部門】創造活動部門 

 【Ｂ部門】創造活動部門（次世代 ）→【Ｂ部門】文化団体等活動支援部門  

 

◎よくあるご質問 

（応募資格） 

Q：個人として出し、団体としても出すことはできますか？ 

A：同一人物が、複数応募することはできません。いずれかでお申込み下さい。 

 

Q：初年度に個人として採択されて、次の年度に団体として採択された場合、（またはその逆）次の年度 

 に応募はできますか？ 

A：その個人が団体の代表者である場合は、合わせて２年連続の採択を受けているとみなしますので、そ 

 の次の年は申込不可となります。（【C 人材育成・環境整備部門】では、３年連続まで可） 

 

Q：実行委員として、同一人物が異なる活動に関わることは可能ですか？ 

A：実行委員会形式の場合は、中核となる団体を明記していただきますが、その中核となる団体の代表者 

 が同一である場合、複数に応募することはできません。 

 

Q：「【A】創造活動部門」で 2年連続助成を受けているのですが、今回「【C】人材育成・環境整備部門」 

で申請することはできますか？ 

A：「【C】人材育成・環境整備部門」のみ３年まで助成を受けることが可能ですので、あと１年受ける事 

ができます。 

 

（部門やジャンル、内容） 

Q：分野が複数にまたがっているのですが、どうすればよいですか？ 

A：要素の強い方で、いずれか１ジャンルを選んで応募してください。審査は、そのジャンルの専門員が 

 行います。 

 

Q：団体規約がないのですが、個人で出していいですか？ 

A：活動そのものが団体によるものとなる場合は、必ず団体として申請してください。 

 団体規約に必要な事項をリストアップしていますので、必要な方はお申し付けください。 
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Q：美術の展示会で作品を売るのが通常ですが、営利目的となりますか？ 

A：作品を売るのが主目的ではなく、あくまで展示して一般の方に観ていただくのが主目的であれば申請 

可能です。作品を売る場合は、売上見込額を収入として計上してください。なお、結果的に売上が見

込みより多く、黒字となった場合は助成額が０円となります。 

 

（対象経費について） 

Q：演劇などで、公演に向けた稽古のため、練習場を借りる場合、対象経費となりますか？ 

A：助成対象となっている公演に向けてのものか確認が難しいため、稽古や練習に関する経費は認められ 

ません。ただし、ゲネプロ（通し総稽古）は 1日分まで対象となります。 



(公財 )福岡市文化芸術振興財団へのアクセス

〒810-0802　福岡市博多区中洲中島町 3-10　福岡県消防会館 6階

市営地下鉄：中洲川端駅下車、中洲側改札口より徒歩５分

　　　　　　天神駅下車、12 番出口より徒歩７分

　西鉄バス：昭和通り経由「中洲」下車徒歩１分

【所在地】

【交通アクセス】
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【福岡県消防会館６F】
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