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津市久居アルスプラザ 

2021 年度 ときの風ホール 企画支援プロジェクト 

 

 

津市久居アルスプラザでは、市民の主体的な舞台芸術創作活動の支援を目的に、市民の舞台芸術活動を創出

する機会を設けます。音楽やダンス、演劇など、市民が主体となり、企画から当日の運営までトータルで取

り組む舞台公演企画を募集します。 

津市の新たな文化芸術の拠点で、あなたの企画を実現してみませんか？魅力的で独創的な企画をお待ちして 

います！ 

 

 

・・・募集要項・・・ 

 

１ 応募資格 

  津市内を拠点に活動している、またはこれから活動を始める、市内に在住・在勤・在学の人（以下「市民」

という。）が過半数参加する 5 名以上の団体。 

   ※政治・宗教・営利・反社会的活動が目的の団体はご応募いただけません。 

   ※未成年者が代表者の場合は、必ず成人（20 歳以上）と連名で応募してください。 

 

 

２ 募集企画内容 

  ときの風ホールを主たる会場にする、舞台芸術の企画公演。市民が企画し、出演者に市民が含まれ、市民が 

当日運営まで担う、原則オリジナルの有料公演とします。 

 

 

３ 会場 

  津市久居アルスプラザ ときの風ホール 

  （客席数 720 席／間口 14.54m～18.18m／奥行 10m～13.3m／高さ 8m～10m） 

  ※ただし事前ワークショップ等は、津市所有の施設での開催であれば企画に含めることは可能です。 

 

 

４ 企画実施日程候補日 

  2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの時期でご相談に応じます。 

  【土日に本番を開催する場合の候補日】 

2021 年 9 月 10 日（金）、11 日（土）、12 日（日） 

2022 年 1 月 14 日（金）、15 日（土）、16 日（日） 

※平日に本番を開催する場合はご相談ください。 

  ※搬入・リハーサル・搬出作業等に伴い、本番前後の日程で会場を使用したい場合は、施設の空き状況に 

よりご相談に応じます。 

   ※練習でホール等や諸室を使用したい場合は、全日で 14 日間を超えない範囲でご相談に応じます。 
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５ 支援内容 

 １）会場費の免除 

津市久居アルスプラザの利用施設および付帯設備の利用料金を免除します。 

 ※練習・搬入・リハーサル・搬出作業で使用する場合も免除対象です。 

※舞台スタッフの増員は企画者の負担になります。 

 ２）制作費の補助 

企画実施にかかる経費において、収入と支出（補助対象経費）の差額については、最大で 100 万円（税込）

まで当館が補助します。 

※必ずしも希望される金額を満額補助するものとなるわけではありません。 

    ※企画終了後に、報告書類を確認・精査させていただいたのちの精算となります。 

 ３）公演の制作と実施に関わるアドバイス 

当館にて専任担当をつけ、企画内容へのアドバイス、当日運営、公演制作業務の支援を行います。 

    ※制作・運営・広報等は企画者が主体となって行ってください。 

 ４）広報協力 

当館の情報誌「アルスの風」やホームページ等への情報掲載、近隣施設へのチラシ・ポスターの配布・発

送、プレイガイドチケットの斡旋等、積極的に広報で支援します。 

※チラシ・ポスター等の印刷物は企画者が製作してください。 

 

 

６ 補助対象となる経費 

下記に記載するものが、補助対象経費となります。なお、応募書類に記載していただいた事業期間内の経費

のみを補助対象とし、申請期間外に発生した経費（領収書等の発行日が申請期間外となっているもの等）は

対象外となります。 

科目 内容 

出演料・講師料 

委託費 

指揮料、演奏料、役者等出演料、演出料、振付料、舞台監督料、舞台演出等委託費、 

会場整理・警備賃金、手話謝金、各種助手料、ボランティア活動謝金 等 

旅費交通費 

公共交通機関の実費（出演交渉交通費、出演者等交通費） 

※普通列車と路線バスは領収書ではなく「交通費支出管理表」を提出していただきます。 

※特別急行、新幹線、グリーン料金、高速バス等の特別料金は「交通費支出管理表」と

合わせて領収書が必要です。 

車使用の場合の燃料費、有料道路利用料金 

 ※「車使用による燃料費明細書」を提出していただきます。 

※燃料費は、走行距離に応じた金額（1 台 1km あたり 20 円まで）とします。 

 ※有料道路で ETC を利用した場合は、利用証明書やカード会社の明細等、内訳が 

分かる領収書が必要です。 

レンタカー賃借料、車使用の際の駐車場代、出演者等宿泊費 等 

通信費・郵送費 
切手代、作品運搬料、搬入出に伴う道具・楽器運搬料、振込手数料、入場券販売手数料  

等 

印刷費 
チラシ・ポスター印刷費、当日配布プログラム印刷費、図録印刷費、台本印刷費、 

入場券印刷費、資料印刷費 等 
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広告費 デザイン料、広告宣伝費、看板製作費 等 

音楽・文芸費 
作曲・編曲料、作詞料、訳詞料、調律料、楽譜・楽器借用料、写譜料、楽譜制作料、 

脚本料、著作権使用料、衣装料、美粧料 等 

舞台費 大道具費、小道具費、照明プラン料、音響プラン料、衣装デザイン料 等 

消耗品費 
文具料、資材料、記録写真・記録映像製作に係る消耗品費、収入印紙代、感染症対策に係

る費用 等 

保険料 催事保険料、ボランティアの傷害保険料 等 

その他 上記以外で久居アルスプラザが必要と認めるもの 

 

 

７ 補助対象にならない経費 

下記に記載するものは、補助対象にならない経費です。 

 

１）補助対象年度と異なる会計年度に属する経費 

２）補助決定前に支出された経費 

３）企画実施主体以外の者が支出した経費 

４）団体運営に関わる経常的な経費（人件費、光熱水費等） 

５）本企画に直接関わらない経常的な経費 

６）お弁当代、レセプションパーティに係る経費、打ち上げ費、手土産代、その他飲食関係費（ケータリング

を含む） 

７）パソコンや楽器等、永続的に使用できる備品費 

８）領収書等により支払いが確認できない経費 

９）その他補助金交付が適当でないと認められる経費 

 

 

８ 応募方法 

  指定する募集期間中に、下記の書類を郵送あるいはメールで津市久居アルスプラザへ送付いただくか、当館

の窓口まで持参してください。 

 

①【応募様式１】事業計画書 

②【応募様式２】収支予算書 

③個人・団体のプロフィールや活動履歴、団体の構成員の住所・氏名等の資料 

（これから活動を開始する場合は今後の活動スケジュール） 

※応募様式１、２は、当館のホームページからダウンロードしていただくか、当館の窓口でご請求くださ

い。 

※応募書類③の書式は自由です。 

※上記のほか追加の参考資料があれば添付してください。応募書類は原則返却いたしません。 

※応募書類を受け取ってから 1 週間以内に受理のご連絡を差し上げます。連絡が無い場合は、恐れ入り 

ますが当館までお問い合わせください。 
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９ 募集期間 

  2020 年 11 月 28 日（土）～2021 年 1 月 17 日（日）当日消印有効 

 

 

10 選考方法・結果通知 

  津市久居アルスプラザが設置する選考委員会により、評価基準に従った選考を行い、１件を採択します。 

 

≪一次選考≫ 応募書類および参考資料をもとにした書類選考 

≪二次選考≫ 一次選考を通過した応募者による公開プレゼンテーションと選考委員による質疑応答 

       二次選考実施日／1 月 30 日（土） 津市久居アルスプラザ内を予定 

        ※今後の社会情勢により、オンライン会議でのプレゼンテーションとなる場合があります。 

         オンライン会議に係る環境は当館でご用意も可能です。 

  ≪評価基準≫ 開催内容：芸術性、独創性、実現性 

団体に関する視点：発展性、継続性 

津市の文化振興としての視点：新規性、地域貢献性 

  

一次・二次審査ともに選考終了後は、採択と不採択に関わらず、責任者宛に郵送あるいはメールで結果を 

通知いたします。 

審査結果についての個別のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。 

 

 

11 報告書の提出 

採択された企画の終了後、30 日以内（2022 年 3 月開催の場合は 2022 年 3 月 31 日まで）に下記の書類を提

出していただきます。指定する期限までに書類の提出が無かった場合、補助金交付決定の取り消しとなる場

合があります。 

 

①【報告様式１】事業報告書 

②【報告様式２】収支決算書 

③領収書のコピー（補助対象経費のみ） 

 

 

12 その他 

≪印刷物について≫ 

チラシ等の印刷物を作成する際、以下に記載するカギ括弧内の表記が必須となります。 

「2021 年度 ときの風ホール 企画支援プロジェクト」 

「津市久居アルスプラザのロゴマーク」 

印刷物や看板、映像資料、その他製作物のデザイン案が決まりましたら、製作前に必ず当館担当者にご連

絡いただき、承認を得てから製作してください。 
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≪ロゴマーク≫（どちらのパターンでも可） 

≪パターン A≫                    ≪パターン B≫ 

  

 

 

 

 ≪注意≫ 

１）国や関係する地方公共団体の方針、また各業種のガイドライン等に則り、適切な感染症対策を行って 

ください。 

 ２）応募書類および報告書類に虚偽の記載が認められた場合や、支援対象事業として不適格と認められた

場合は、採択を取り消すことがあります。さらに、補助金額の全額を返還していただく場合がありま

す。 

３）採択確定後は、特別な理由がない限り、辞退はできません。 

４）採択確定後に企画内容に大幅な変更が生じた場合は、直ちに当館担当者へ変更内容をご相談ください。 

 

このような場合は事前にご連絡ください（事例） 

  … 計画時の目的を変更したい 

  … 企画活動の実施時期を大幅に変更したい 

  … 企画活動の開催回数を変更したい 

  … 希望する補助金額に変更が生じそう 

  … 予算の内容を大幅に変更したい 

 

 

【ご相談・お問い合わせ・応募書類提出先】 

津市久居アルスプラザ ときの風ホール 企画支援プロジェクト係 

TEL 059-253-4161  FAX 059-253-4171  E-mail info-hisai@kmix.co.jp 

※ファックスでの応募書類の提出は受け付けておりません。 

〒514-1136 三重県津市久居東鷹跡町 246 番地 

受付時間：8 時 30 分から 22 時まで  

休館日：毎週火曜日（祝日の場合は翌平日）、12 月 29 日～1 月 3 日 

 

 

 

 

※↓応募書類を郵送で提出される場合は、切り取って宛名ラベルとしてご活用ください。 

 

 

〒514-1136 

三重県津市久居東鷹跡町 246 番地 

 

津市久居アルスプラザ 

 ときの風ホール 企画支援プロジェクト係 

mailto:E-mail%20info-hisai@kmix.co.jp

