
東京大茶会

様々な流派による伝統的な茶席や野点のほか、親子で体験できる茶道教室、英語で解説を

する野点、日本の伝統文化を楽しめるステージイベントやパフォーマンスなどによる大規模

な茶会を江戸東京たてもの園及び浜離宮恩賜庭園で開催し、誰でも気軽に茶会に参加でき

る機会を提供する。

伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル～

多摩地域が保有する地域の文化資源を活用して、まちなかでの演奏会や野外ステージを舞台

にした本格的な公演などをフェスティバルとして実施し、多彩な伝統文化・芸能の魅力を発

信する。

ヘブンアーティスト

都立公園や都内民間施設などの公共空間を活動場所として指定し、様々なアーティストに開

放することで、都民や東京都を訪れた方が気軽に芸術文化に触れる機会を提供するととも

に、アーティストの技芸研鑽の場を確保し、新たな文化創造支援と東京の魅力発信を図

る。

東京アートポイント計画

都内各地のまちなかにある様々な地域資源や地域固有の社会課題を結ぶアートプロジェクト

をアーティストと市民が協働して実施し、都民が身近に芸術文化に触れる機会を提供する。

大人のための伝統文化・芸能体験事業（仮称）　

伝統文化・芸能を１日で体感できるプログラム（講演、実演鑑賞及び体験から構成）を開

催。伝統文化・芸能の様々なジャンルについて、その魅力を学び、体験する機会を提供する

とともに、オンラインで国内外に発信する。

東京地域芸術文化助成

東京における各地域の多彩な文化的特徴をかたちづくり、国内外に広く発信する事業を対象

とし、各地域の魅力を向上させ、地域振興に寄与する活動を支援する。

伝統芸能体験活動助成

伝統芸能のさまざまな種目について、初めての人でも入り易く、かつ継続的に自ら実技体験

ができる事業を助成する。

アート・カルチャー体験100

都立文化施設の体験型事業（１日～短期、通年実施プログラム、オンラインプログラム）の

情報を集約し、ウェブサイトで発信することにより、都民が芸術文化を気軽に体験できるよ

うにする。

クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー

芸術文化の力や都立文化施設の資源を活用し、高齢化や共生社会など、東京の社会課題の

解決に取り組むため、芸術文化による社会包摂とウェルビーイングを推進する。

アール・ブリュット

アール・ブリュットを含む様々な作品、作家とその背景を通じた展示等により、人々が多様

な創造性に触れ、新たな価値の発見につながる機会を創出する。

芸術文化による社会支援助成

さまざまな社会環境にある人が共に参加し、個性を尊重し合いながら創造性を発揮すること

のできる芸術活動や、芸術文化の特性を活かし社会や都市のさまざまな課題に取り組む活動

を支援する。

キッズ伝統芸能体験

伝統芸能のプロの実演家が、本格的な稽古場で子供たちに直接指導を行い、その成果を本物

の舞台で発表することにより、伝統芸能の世界が培ってきた礼儀作法や厳しさなどを体験で

きる学びの場を提供する。本格的な伝統芸能の体験を通じて、伝統芸能に対する興味・関心

を高める。
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子どものための伝統文化・芸能体験事業

子供たちに対し、伝統芸能の若手実演家等を講師とする体験・鑑賞プログラムを、身近な学

校という場で実施する。体験を通じて、日本文化の価値に対する理解を深め、多様な文化に

対する幅広い知識を育む。

パフォーマンスキッズ・トーキョー

ダンスや演劇、音楽などの分野で活動するプロのアーティストを、都内の小中学校・特別支

援学校やホール、文化施設、児童養護施設等に派遣し、10日間程度のワークショップを行

い、子供たちが主役のオリジナルの舞台作品を作り上げる。最後に発表公演を行い、子供た

ちの保護者をはじめ、地域や教育・文化各方面の多くの人たちにワークショップの成果を

発信する。

Shibuya StreetDance Week

新しい芸術文化としてのストリートダンスの確立と、ストリートダンサーの聖地である渋谷

から世界へ、良質なエンターテインメントを発信し、渋谷をより活力にあふれた街にするこ

とを目的に、国内最大規模のストリートダンスの祭典を代々木公園を中心に開催する。

TACTフェスティバル

子供の感受性を育み、コミュニケーション能力を向上させることを目的として、海外から一

流の舞台芸術家を招聘し、子供だけでなく親子で、そして大人も楽しむことのできる上質の

舞台公演やパフォーマンスを東京芸術劇場で上演する。

Music Program TOKYO（ミュージックワークショップ他）

子供向けに年齢に応じたミュージックワークショップを実施（Workshop Workshop!）する

とともに、教育プログラムでは子供向けオペラ制作のワークショップ（Music Education

Program）、小学生、中高生を対象とする舞台芸術事業（Enjoy Conserts！）を実施するな

ど、子供が芸術文化に主体的に取り組み、成長と共にステップアップする事業を東京文化会

館で展開する。

Museum Start あいうえの

東京都美術館が中心となり、上野公園の日本を代表する9つの文化施設が連携し、こどもた

ちの「ミュージアム・デビュー」を応援するプロジェクトであり、作品や文化資源を「観

察・鑑賞」し「伝える・共有する」活動を通して文化を主体的に楽しむ機会をつくる。

ウェルカムユース

18歳以下（高校生を中心）の方を対象に、都立美術館・博物館の展覧会、演劇、コンサー

ト等を無料で鑑賞できる機会を創出するとともに、高校生等の若い世代が、自らの意思で芸

術文化に直に触れ、多彩な魅力を感じることで、文化に親しむきっかけづくりとする。

TOKYO スマート・カルチャー・プロジェクト

都の文化施設が有する収蔵品や、各館の展覧会・公演等の活動等の文化資源をデジタル化

し、記録・保存・オンライン公開するとともに、最先端技術を活用した新たな芸術文化の鑑

賞体験を提供する。

企画開発－民間連携によるインターフェース開発

産業労働局が主催するピッチイベント「UPGRADE with TOKYO」を活用し、そこで選出さ

れた新しい製品や技術、サービス等をもつ民間企業と都立文化施設が連携した取組を実施す

る。

デジタルアートデザインラボ（仮称）

「デジタルを活用したアート・エンターテイメントの創造・発信」の拠点として、デジタル

テクノロジーとアートの融合による新たな芸術文化を生み出す場を整備し、アーティストや

クリエーターの創作支援や、都民が身近にデジタルアートを体験・鑑賞できる機会を提供す

る。

アートウィーク東京事業

「アートウィーク東京」における美術館やギャラリーの周遊事業によって、アート鑑賞・交

流を楽しむ機会、現代アートを学べる機会、アート作品の購入経験のない層も気軽に購入

することができる機会など、多くの人々が様々な芸術文化と出会う機会をつくる。
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ライフウィズアート事業

作品を所有することなどの新しいアートの楽しみ方の提案など、アートを生活の中に取り入

れてもらうため、セミナー等により普及啓発を図るとともに、民間団体の取組を後押しす

る。

新たな仕組み（アートライブラリー等）

図書館のように絵画作品を都民に貸し出すアートライブラリーなど新たな仕組みを検討

し、芸術文化を気軽に生活の中に取り入れられるようにする。

東京アートブックフェア

アート出版に特化した日本で初めてのアジア最大級の民間主催のブックフェアを東京都現代

美術館を会場に開催し、芸術文化の新たな楽しみ方を創出するとともに、若手作家の支援や

海外への発信にもつなげる。

TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL（サラダ音楽祭）

サラダ=SaLaDの由来であるSing and Listen and Dance～歌う！聴く！踊る！をコンセプ

トに、ファミリー・子供向け音楽企画や、障害のある方も一緒に鑑賞できるコンサート

等、誰もが楽しめる音楽祭を都響と芸劇で連携して開催するほか、都響の楽員と子供たちの

合同演奏や演奏指導等を実施し、多様性と調和（社会的包摂）の推進・次世代育成を目指

すオリンピックレガシー事業として展開する。また、地域コミュニティ等と連携し、多摩や

島しょでも地域差なく音楽に触れられる機会を提供する。

東京芸術祭

池袋周辺地域を中心に、多くの都民に親しみやすい作品から個性豊かな作品まで、国内外

の多様な舞台芸術作品を上演するとともに、舞台芸術に関わる国際的な人材育成事業なども

行う総合的な国際舞台芸術祭を実施する。

神楽坂まち舞台・大江戸めぐり

神楽坂エリア一帯を地域の文化資源として活用し、伝統芸能に馴染みのない初心者や若年

層、外国人（観光客、在住者）にも気軽に参加できる構成と内容で、日本の伝統芸能や文

化に親しむ端緒となることを目的とした伝統芸能のフェスティバルを実施する。

六本木アートナイト

六本木のまちを舞台に、アート作品のみならず、デザイン、音楽、映像、パフォーマンスな

どを含む多様な作品を点在させ、非日常的な体験を創出する。アートとまちが一体化するこ

とにより、六本木の文化的なイメージを向上させ、大都市におけるまちづくりの先駆的なモ

デルを創出する。

恵比寿映像祭

東京都写真美術館を中心に、映像分野における創造活動の活性化と、映像表現ジャンルを

横断した芸術性の高い作品を紹介することを目的とした、映像とアートのフェスティバルを

開催する。

大規模文化事業推進助成（仮称）

民間のソフトパワーを最大限に活用し、新たな芸術文化の鑑賞機会を創出するため、大型の

芸術文化事業への助成を実施する。

東京アートハブの検討

東京に集積しているアーティストやプロデューサー、ディレクター、キュレーター、演出

家、芸術文化団体、アーティスト・イン・レジデンス等の多様な文化資源を結び付け、世界

につなぐハブ拠点を形成し都市の成長につなげていく。その中核として、都民にとっては、

最先端の芸術文化が体感でき、誰もが楽しめる場、多様なイベントで都民が直接アーティス

トと交流できる場、アーティスト等にとっては、東京のアーティストのショーケースや海外

発信、最新テクノロジーでイノベーションを創造する場である「TOKYOアート・ハブ」を

構築する。
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Instagramを活用した戦略的海外広報

Instagramアカウント（Tokyo Arts＆Culture)を用いて、動画コンテンツやライブ配信等を

行い、東京の都市の魅力や文化芸術に関する情報を世界中の人々に対して発信することで、

都の文化事業への関心を高める。

フィルハーモニー・ド・パリとの交流事業

東京芸術劇場とフィルハーモニー・ド・パリとの間で提携協定を締結し、共同制作や両都市

での公演を実施する。

海外の博物館とのネットワーク形成

江戸東京博物館がこれまでに築き上げた海外の博物館等との信頼関係を基に実施するシンポ

ジウムや国際交流展を通じて、海外の研究者や機関と積極的に交流を行うとともに、異なる

文化背景を持つ市民同士の相互理解と友好を促進する。

海外の美術館等諸機関とのネットワーク形成

東京都現代美術館にて海外美術館等諸機関とのネットワークを形成し、キュレーター同士

の交流を通じて、海外諸機関との共同事業につなげる。

THE TOKYO PASS

アフターコロナのインバウンド復活に向け、東京で初めての訪日外国人向け文化施設周遊

パス（スマートフォンアプリケーション）のサービスを関係機関と連携して実施する。

Tokyo Contemporary Art Award（TCAA）

国内で実績があり、更なる飛躍とポテンシャルが期待できる中堅アーティストに賞を授与

し、次なるステージにキャリアを発展させ世界で広く活躍できるよう最適な時期に支援を

行う。

TOKAS本郷「Emerging」「Open Site」

TOKASにおいて、35歳以下の新進アーティストに個展実施の機会を提供するEmergingやノ

ンジャンルの実験的企画公募プログラムOPEN SITEの展示サポートを強化することで、若

手から中堅のアーティストのステップアップのための支援を充実させる。

TOKAS「キュレーターインレジデンス」「国内レジデンス」

TOKASレジデンシーにて、国内外のキュレーターの滞在活動を支援するとともに、国内の

若手アーティストの滞在制作等を支援する。若手アーティストと実績のあるキュレーターと

のネットワーキングや、キュレーターによるメンタリング等を実施することで、アーティス

トの成長につなげる。

スタートアップ助成

東京を拠点とし、東京の芸術シーンの次代を担うことが期待される個人（新進の芸術家

等）又は新進の団体（芸術団体、実行委員会等）が実施する芸術活動に対し助成する。

東京芸術文化創造発信助成

主に若手・中堅の芸術家や芸術団体等をターゲットに、活動の目的や助成期間に応じた3つ

のカテゴリーにより公募を行い、東京の都市魅力の向上に寄与する多様な芸術の創造活動及

び国内外への発信活動とその担い手を支援する。

東京音楽コンクール

芸術家としての自立を目指す可能性に富んだ新人音楽家を発掘し、育成・支援を行うことを

目的として東京文化会館で音楽コンクールを実施する。

アーツアカデミー

多様な芸術文化の振興を担う人材を育成するプログラムとして、創造環境の課題解決や目標

実現に必要な思考力や実践力を磨く講座、劇場運営の現場を担うプロデューサー、コーディ

ネーター等の育成を目的とする研修、会計・税務講座等を実施する。

Tokyo Art Research Lab（TARL）

これからのアートプロジェクトに求められる技術を学ぶ「SCHOOL」と、アートプロジェ

クトに関する様々な教材を公開する「LIBRARY」の2軸で、アートプロジェクトの担い手を

対象としたプログラムを展開する。
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タレンツ・トーキョー

映画分野における東京からの文化の創造・発信を強化するため、「次世代の巨匠」になる可

能性を秘めた「才能（＝Talents、タレンツ）」を育成することを目的に、映画作家やプロ

デューサーを目指すアジアの若者を東京に集めて実施。世界で活躍していくためのノウハウ

や国際的なネットワークを構築する機会を提供する。

とびらプロジェクト

東京都美術館を拠点に、東京藝術大学と連携し、アートを介してコミュニティを育むソー

シャルデザインプロジェクト。広く一般から集まったアート・コミュニケータ「とびラー」

と、学芸員や大学の教員、そして第一線で活躍中の専門家がともに美術館を拠点に、そこに

ある文化資源を活かしながら、人と作品、人と人、人と場所をつなぐ活動を展開する。

TOKASレジデンシー

TOKASレジデンシー又は派遣先の提携機関に一定期間滞在しながら、制作やリサーチを行

う機会を提供する。滞在中はオープン・スタジオ等のパブリック・プログラムを通じて、活

動の発表を行う。

アーティストの創作環境の整備

アーティストが活動する上で必要となる稽古場、アトリエ、スタジオ等の利用に係る負担を

軽減させることで、継続的な表現活動を支援する。民間と連携して遊休施設を活用すること

により、アーティストの創作の場、交流の場として低廉な価格で貸与する。

【戦略4】

エコシステ

ム

※本一覧表は、「東京文化戦略2030」に基づき令和4年度予算計上している事業及び(公財)東京都歴史文化財団が自主財源で実施す

る事業を掲載しています。
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