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平成29年度文化観光戦略推進事業
沖縄芸能マグネットコンテンツ育成事業募集要項

本公募は、国及び県の本予算成立及び本事業に係る沖縄振興特別推進交付金の交付

決定を前提としたものであり、予算成立及び交付決定後に効力を生じるものです。

国会及び県議会において予算案が否決された場合、本事業の交付決定がなされなか

った場合、又は交付決定額に変更があった場合は、事業内容の変更もしくは事業を実

施しないことがありますので、あらかじめご了承ください。

沖縄の特色ある伝統芸能をはじめとした文化資源を活用して、新たな観光コンテンツと

なる舞台公演を上演する取り組みを行う者を以下のとおり募集します。

１ 事業目的

伝統芸能をはじめとした文化資源を活用して、沖縄のオリジナリティを活かしたエン

ターテイメント性・芸術性の高い舞台公演を実施し、新たな観光コンテンツとして定着

を図ることを目的とする。

２ 応募要件

次の項目を全て満たすことを応募要件とする。

(1) 応募対象作品

応募対象となる作品は沖縄の文化・芸能の要素を取り入れた内容とし、下記による

公演実績がある作品とする。また、上演時間は50分～70分程度（本公演開始前に解説

等を行う場合、当該時間も含む）とする。

なお、応募作品について、公演実績がある作品を大幅に改変した内容で応募するこ

とは認められない。

➀平成24年度から平成28年度に実施した『Ship of the Ryukyu 沖縄芸能マグネ

ットコンテンツ公演』において公演実績がある作品

②平成24年度から平成27年度まで沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課が実施した

海外派遣公演事業において公演実績がある作品

③過去３年間(平成26年度から平成28年度、以下同じ)において、国又は地方公共団

体等（独立行政法人、公益法人を含む、以下同じ）が実施する事業において公演

実績がある作品

④過去３年間において、公立文化施設(劇場等)が実施する自主事業において公演実

績がある作品

⑤過去３年間において、国又は地方公共団体等の支援(補助金などの資金援助)を受

けて公演実績がある作品

⑥過去３年間において、国又は地方公共団体等が実施又は支援を受けた演劇フェス

ティバル等において公演実績がある作品
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(2) 応募資格

応募者は下記を満たす団体又は個人とする。

➀沖縄における新たな観光コンテンツを創出するとともに応募作品の公演実施の自

走化を目指した取り組みをする者

②本事業での公演実施にあたり、複数名の担当者を配置するとともに役割分担を明

確にするなど、円滑な公演実施を可能とする体制を整えることができる者

③破産法(平成16年6月2日法律第75号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基

づき破産手続き開始の申立又は民事再生手続き開始の申立がなされてない者

④自己又は担当者等が以下の要件のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各

号に掲げる者がその活動に実質的に関与していないこと。なお、以下の要件につ

いては資格確認のため、沖縄県警察本部に照会する場合がある。

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第

77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

イ 暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直

接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

３ 公演実施概要

公演実施にあたっては、下記により実施するものとする。

(1) 公演実施日及び会場

金曜日から日曜日までの３日間を１タームとして、次のとおり公演を実施する。

➀平成29年 9月22日(金) ～ 9月24日(日) 会場：パレット市民劇場

②平成29年 9月29日(金) ～ 10月 1日(日) 会場：テンブスホール

③平成29年10月 6日(金) ～ 10月 8日(日) 会場：テンブスホール

④平成30年 2月 9日(金) ～ 2月11日(日) 会場：テンブスホール

※④の会場は変更になる場合がある。

※公演日程について、追加する場合がある。

(2) 公演実施方法

・各曜日の開演時間は、次のとおりとする。

金曜日：２０時開演 （１公演）

土曜日：１６時開演、 ２０時開演 （２公演）

日曜日：１３時開演、 １６時開演 （２公演）

※開演時間は変更する場合がある

・テンブスホールでの公演実施に係る舞台仕込み(張り出し舞台設置含む)について

は、金曜日(各公演初日)に実施するものとする。

(3) チケット販売

・入場料は、一般２,５００円、高校生以下２,０００円とし、全席指定とする。

・チケット販売について、一部を受託事業者に預託するものとする。
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・受託事業者預託分チケットについては、受託事業者による直接販売（電話予約）

の他、チケッティングシステムによる販売(販売手数料10％程度を想定)、旅行代

理店及びオプショナルツアー取扱サイト等による販売(販売手数料20％を上限)を

行う。

・入場料の各種割引サービスについては、公演実施団体の選定後に各団体からの意

見を踏まえ決定する(団体割引、障がい者割引等)。

・各公演のチケットは、プロモーション等に活用するため、１０枚を受託事業者に

提供すること（招待者等がいない場合は、当日券として取り扱う）。

(4) プレ公演（ショーケース）の実施

旅行代理店や宿泊施設をはじめとする観光関連事業従事者等に本事業の周知を図り

観光誘客にかかる事業連携を円滑に行える体制の構築に向け、下記のとおりプレ公演

(ショーケース)を実施する。

日 時：平成29年７月13日(木) 13時30分～

会 場：パレット市民劇場

入 場 料：無料

費用負担：会場使用料、付帯設備費 ⇒ 受託事業者

演者出演料、スタッフ人件費等上記以外の経費 ⇒ 各団体

そ の 他：各団体の持ち時間は２５分以内（公演紹介10分、実演15分を目安）とし、

時間内で公演の見所や魅力等を伝える

・リハーサルは公演前日(7月12日)の午後及び公演当日(7月13日)の午前中を予定

・プロモーションを目的とした公演のため、公演中の撮影について制限は行わな

い（演者への説明等（公演中の撮影承諾等）は各団体責任者から確実に行うこ

と）。

・プレ公演への参加が本事業への申請の条件となるため留意すること（プレ公演

での実演は必須とする）

４ 補助対象経費及び上限額

(1) 補助対象経費

補助対象となる経費は、本事業実施にあたり直接要する経費とし、その主な経費は

次のとおりとする。

人件費 職員人件費、事務補助員等賃金

事業費
謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、役務費、

使用料・賃借料、消耗品費、備品購入費、委託料

(2) 対象外経費の具体例

➀消費税及び地方消費税相当分及び振込手数料

②公演実施にかかるケータリング等に要する経費

③切手購入は原則として認めない。ただし、宛先及び送付物等を記録した切手利用簿

等を作成し、切手利用に関する管理を適切に行っている場合はその限りではない。

④補助対象期間外に要した経費（補助交付決定前、または事業終了日以降に要した経

費）
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(3) 補助上限額

１作品１ターム(5公演)の公演実施にあたり、2,500,000円とする。

※１作品で２ターム以上の公演実施申請及び１者で２作品以上の申請も可能とする。

(4) 補助額の算定

補助額については、上限額の範囲内において、補助対象経費から公演実施に伴う

収入額（税抜）を控除した額と、補助対象経費に補助率80％を乗じた額のいずれか

低い額を補助金の額とする。

５ 手続き及びスケジュール

(1) 公募説明会

ア 開催日時：平成29年3月3日(金) 10時～11時

イ 開催場所：沖縄県庁5階 子ども生活福祉部会議室

ウ 参加申込：「公募説明会参加申込書【様式７】」を平成29年3月2日(木)1７時

までに、E-mail(開封確認付き)又はFAXで提出すること。

提出先：沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課 文化企画班

E-mail：naksokor@pref.okinawa.lg.jp FAX：098-866-2122

※説明会への参加に際しては、添付の募集要項及び資料等を印刷の上、持参するこ

と。また、説明会参加は応募申請の要件ではない。

(2) 応募に係る質問事項受付期間

「質問書【様式８】」を平成29年3月3日(金)13時から3月10日(金)17時までに、

E-mail(開封確認付き)又はFAXで提出すること。

回答は、質問者に対してメール又はFAXで行う他、全質問及び当該質問に対す

る回答を平成29年3月13日(月)に、沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課ホーム

ページに掲載する。

提出先：沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課 文化企画班

E-mail：naksokor@pref.okinawa.lg.jp FAX：098-866-2122

(3) 応募申請書等の提出

ア 提出期限：平成29年3月21日(火)17時（必着）

イ 提出場所：沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課 文化企画班(沖縄県庁8階)

※持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は、到着確認が

可能な手段をとるものとし、提出期限内に到着するよう送付すること。

(4) 補助事業者の選定

沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課において第一次審査（書類審査）を実施した上で、

第二次審査（プレゼンテーション審査）として、沖縄県文化観光スポーツ部内に設置する公

演企画選定委員会において審査を実施する。

ア 第一次審査結果通知：平成29年3月24日(金)

選定された事業者に対しては、第二次審査の場所と時間を通知し、選定されなかった事

業者に対しては、結果のみを通知する。

イ 第二次審査（プレゼンテーション審査）

プレゼンテーションでは、提出資料により説明を行うこととする。また、審査当日の資

料の追加提出やプロジェクター等を使用した説明は認めない。プレゼンテーションは１者

あたり１５分～２０分程度を予定。

日 時：平成29年3月29日(水) 13時30分～17時00分

場 所：沖縄県庁内会議室
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６ 応募申請に係る提出書類

(1) 提出書類

本事業に係る応募申請にあたり、次の書類を提出すること。

ア 応募申請書【様式１】

イ 公演企画書【様式２－１、２－２】

・公演実績について、公演実施にあたって活用した補助事業等を記載すること。

ウ 事業実施体制【様式３】

エ 演出家経歴書【様式４】

・Ａ４判１枚に収まるように作成すること。

・演出作品の内容確認のため、チラシ等作品内容が確認出来る資料を添付することとし、

Ａ４判(縦)１～２枚程度に収めること。

オ 収支計画書【様式５】

・収支内訳における各費目については、積算条件が確認出来るよう、摘要欄に単価、数量

等を明記すること。

カ 誓約書【様式６】

(2) 提出部数

各８部（正本１部、副本７部、ア～カの順で編綴(片面印刷、左上１箇所綴じ)）

(3) その他提出物

応募作品映像：過去に実施した公演映像(全編)をＤＶＤで提出すること。提出枚数は１枚と

する。

７ 審査方法及び審査結果の通知

(1) 審査方法

沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課において第一次審査（書類審査）を実施した上で、

第二次審査（プレゼンテーション審査）として、沖縄県文化観光スポーツ部内に設置する公

演企画選定委員会において審査を実施する。

(2) 選定結果の通知

審査会終了後にメールで通知し、本事業に係る沖縄振興特別推進交付金の交付決定がな

された後、採択(不採択)決定通知書を送付する。

(3) 審査内容の公開

審査内容および決定の経緯や理由、審査員に関する情報等については公開しない。

８ その他留意事項等

(1) 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。

ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合

イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合

エ 募集要項に違反すると認められる場合

オ その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合

カ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合

(2) 書類提出にあたって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(3) 提出期限後の提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は、軽微な変更を除き、原則認めな

い。
(4) 応募申請書等の作成に要する経費等、本事業への応募申請に要した経費については、申請者の

負担とする。
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(5) 提出された応募申請書等については返却しない。

(6) 採択された公演企画について、事業実施段階において予算や諸事情を勘案し、協議により変

更することがある。

(7) 複数団体が同一の公演実施日を希望する場合は、日程調整を実施した上で、公演企画を採択

するものとする。なお、日程調整における優先順位については、公演企画選定委員会にお

いて決定するものとする。

９ 問い合わせ・書類提出先

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階

沖縄県文化観光スポーツ部文化振興課 文化企画班 担当：仲底

TEL 098-866-2768 FAX 098-866-2122

E-mail naksokor@pref.okinawa.lg.jp


