
２０２０年11月24日時点

項目 ページ 質問 回答 更新日

申請に
あたって

3 他の補助金等と併用できますか。

滋賀県「文化芸術公演支援事業」の補助金、国や市町村
等の補助金・助成金、寄付金・協賛金との併用は可能で
す。(対象経費のうち、他の補助金が充当されていない部
分を補助します。）

2020/11/24

事業趣旨 4 収入が減って困っています。補助金はもらえますか。

本事業は、感染症対策を実施しながら再開する文化活動
に対し補助金を交付することで、新型コロナウイルス感
染拡大防止に伴う活動の自粛等により、公演等の活動機
会を失った文化活動関係者の活動継続を支援し、県内の
文化芸術の振興を図ることを目的としています。
使用用途を定めていない給付金とは性質が異なるもので
す。

2020/8/19

対象期間 4 いつ行う活動でも対象になりますか。

令和２年７月１７日～令和３年１月17日までに企画・制
作・実施した活動に限ります。
来年度に実施する取組でも、その準備行為（企画・制
作）について申請することが可能です。

2020/8/19

対象者 4 どんな団体が補助金の対象になりますか。

滋賀県内に住所または活動拠点がある法人（営利、非営
利を問いません）、任意団体、いずれも対象になりま
す。
ただし、自治体は対象にはなりません。

2020/8/19

対象者 4 個人でも対象になりますか。
募集案内P.4「３補助の対象となる者」ア～ウのすべてに
該当する個人の方は対象になります。

2020/8/19

対象者 4 １人が複数回申請することは可能ですか。
申請は、１個人または１団体につき１事業です。
なお、構成メンバーが異なる団体で別事業を申請するこ
とは可能です。

2020/8/19

未来へつなぐ　しが文化活動応援事業　『Q&A』



項目 ページ 質問 回答 更新日

対象活動 4
企画・制作・実施とありますが、どれか１つで良いです
か。

どれか１つで構いません。実施が来年度であっても企画
や制作が対象条件にすべて合致している場合は、申請し
ていただけます。

2020/8/19

対象活動 4 提出した成果物はどこで公開されますか。
いただいた成果物は、滋賀県のホームページにて本補助
金によって取り組まれた県内の文化活動として紹介しま
す。

2020/8/19

対象活動 4 広く一般に公開とはどのようなことですか。
友人同士のような個人や団体内のみに還元される活動で
はなく、多くの方に視聴いただくなど、広く県民の方に
参加いただけることです。

2020/8/19

対象分野 5 どのような分野が対象になりますか。

文化芸術基本法の第８条～第12条に列挙された文化分野
が対象となります。
なお、第12条には食文化も含まれますが、飲食の提供を
主たる目的とする活動は対象外です。

2020/8/19

補助額 5
感染症防止対策経費とは、マスクや消毒液の購入費の
他、どのような経費を計上できますか。

感染症防止対策経費とは、新型コロナウイルス感染症が
流行する以前に、申請する活動と同様の活動を行った場
合にはかからなかった経費を指します。
会場使用料は入場者制限がかけられているため半額を感
染症防止対策経費として計上でき、残り半額は文化活動
経費に計上できます。楽屋使用料は感染症の有無にかか
わらず発生するため、全額を文化活動経費に計上してく
ださい。

2020/8/19

対象経費 6 募集案内P.6下の表について詳しく解説してください。

この表はどの期間の経費が補助金受領の対象となるのか
を示した表です。補助対象となるのは、令和２年７月17
日から令和３年１月１７日までに取組んだ活動にかかる
経費です。取組自体が期間外の場合は、その活動にかか
る経費は補助の対象にはなりません。

2020/8/19



項目 ページ 質問 回答 更新日

対象経費 7 自分の出演料は補助対象になりますか。
申請者自身の出演料は対象外です。打ち合わせや調査
等、事業実施に必要な交通費は補助対象になります。

2020/8/19

対象経費 7
消耗品（補助対象経費）と備品（補助対象外経費）の違
いは何ですか。

どちらも事業を遂行する上で必要不可欠な物品の購入費
を指しますが、本事業では、税込み10万円未満の物品を
消耗品（補助対象経費）、税込み10万円以上の物品を備
品（補助対象外経費）とします。

2020/8/19

対象経費 8 諸謝金の単価表は必ず守る必要がありますか。

単価表の単価は参考値ですので、申請事業に適した単価
を定めてください。ただし、定めた単価について事務局
職員が連絡をする場合がありますが、予めご了承くださ
い。

2020/8/19

申請期間 9 いつ申請をしても良いですか。
申請期間は令和２年８月３日～９月13日です。
なお、予算の執行状況に応じて第２次・第３次募集を行
う予定です。

2020/8/19

申請書類 9
⑦「収入を伴う過去の活動実績がわかる資料」とはどの
ような資料ですか。

過去の活動で入場料やチケット収入等があったことがわ
かる、チラシや決算資料等を指します。

2020/8/19

申請書類 9
⑧「新型コロナウイルス感染症の感染拡大により活動機
会が失われたことがわかる資料」とはどのような資料で
すか。

使用予定だった会場からの休館メール、使用予定だった
会場へのキャンセルメール、SNSへの参加公演中止の通
知投稿、行事企画段階の内部資料で中止決定がわかるも
の等を指します。ただし、「予約する予定だった」「口
頭で会場をキャンセルした（された）」等、資料として
確認の取れないものは認められません。

2020/8/19

申請書
提出期限

10
申請期間の最終日に投函した場合、その申請書類は有効
ですか。

申請書類は封筒の消印日で有効かどうかを判断します。
令和２年８月３日～９月13日までの消印がある申請書の
み、受け付けます。

2020/8/19



項目 ページ 質問 回答 更新日

申請書
提出期限

10
申請書類の提出は郵送ですか。持参やメールでも良いで
すか。

押印が必要な書類がありますので、郵送で提出してくだ
さい。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、来庁はお控えください。

2020/8/19

申請後の
手続き

11 補助金はいつ支払われますか。
事業完了後にいただく実績報告書類と成果物を審査し、
補助金の額を確定した後に振り込みます。

2020/8/19

申請後の
手続き

12
思っていたよりも経費が増えてしまった場合は、補助金
は増やしてもらえますか。

交付決定額が上限です。増額は認められません。 2020/8/19

申請後の
手続き

12 証憑書類とはどのような資料ですか。

決算書で計上する各経費の支払いを証明する資料を指し
ます。主に領収書やレシートが挙げられますが、振込に
より支払った場合は、金額が記された請求書とともに通
帳の当該振込欄を示してください。

2020/8/19

申請後の
手続き

12 成果物はどのようなものを提出すればよろしいですか。

県民のみなさまに事業の実施・制作・企画の内容を紹介
できるものを提出してください。いただいた成果物は滋
賀県のホームページ等で申請者（団体）名・補助事業名
とともに公開することを想定しています。

2020/11/24

対象経費 8
今後、政府がイベントの収容人数の制限を緩和した場
合、会場使用料を「ア　感染症防止対策経費」と「イ
文化活動経費」に半額ずつ計上できなくなりますか。

９月19日以降～11月末の事業実施にあたり、収容人数
50％の制限が解除された場合において、密を避けるため
の空席を一定程度設ける等の対応を行えば、双方に半額
ずつ計上できます。

2020/9/17

文化芸術
公演支援
事業との
併用

-
滋賀県の「文化芸術公演支援事業」との違いは何です
か。

（別紙１）の通りです。
「未来へつなぐ　しが文化活動応援事業」は施設使用料
の他、諸謝金や消耗品費等の文化活動経費および感染症
防止対策経費について上限20万円補助するのに対し、
「文化芸術公演支援事業」は公演にかかる施設使用料の
１/２を補助するという点です。

2020/11/24



項目 ページ 質問 回答 更新日

文化芸術
公演支援
事業との
併用

-
滋賀県の「文化芸術公演支援事業」と併用申請する場合
でも、「未来へつなぐ　しが文化活動応援事業」の申請
書に対象経費として会場費を計上できますか。

他の補助金との併用は可能ですが経費の重複はできませ
んので、会場費を対象経費として計上することはできま
せん。
併用する場合は、「未来へつなぐ　しが文化活動応援事
業」の申請書には会場費を対象外経費として計上（「対
象外経費」欄に〇）し、「文化芸術公演支援事業」補助
金はその他収入に含めてください。

2020/11/24



「未来へつなぐ　しが文化活動応援事業」 「文化芸術公演支援事業」

概要
　新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う活動の自粛等により、公演等の活動機会
を失った文化活動関係者の活動継続を支援するため、感染症対策を実施しながら
再開する文化活動に対し補助金を交付します。

　コロナ禍における文化芸術公演を支援するため、感染防止対策を実施し、県内
文化施設で文化芸術公演を行った利用者に施設使用料の１／２を支援するもの。

対象者・条件

【対象者】
・住所または活動の拠点が県内にある以下の個人または団体
①収入を伴う文化活動の実績があり、現にそれと同等の活動を行っていること
②新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和２年２月26日以降に展覧会や
公演等の活動機会が失われたこと
【対象となる条件】
①文化活動の企画・制作・実施等に関わるもので、県内で行われるもの
②新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を徹底したうえで、広く一般に公開さ
れる活動
③事業終了後、公開用の活動成果物を県に提供するもの
※舞台公演に限らず、展覧会や自宅からのオンライン配信なども対象となり
ます。

【対象者】
　「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン改定
版」（令和２年９月18日(公社)全国公立文化施設協会）および各施設のガイドライ
ン（策定されている場合に限る。）に則った感染拡大防止対策を実施し、公演を
行った施設の利用者

※県外の方やこれまでに文化活動を行っていない方も申請できます。
※舞台を使用して実施する文化芸術公演および当該公演に伴う練習のみ
対象となります。

対象経費
(１)文化活動経費
(２)感染症防止対策経費
※施設使用料の他に、諸謝金や消耗品費等も含む

施設使用料のみ

対象施設 県内の施設。

・劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第２条に規定する「劇場、音楽堂等」に合
致する施設
・固定された座席、舞台・ステージを設置している施設
・一般的に利用される施設
・収容人数100人規模以上である施設
　※申請要項に記載の「対象施設一覧表」のとおり

対象期間
令和2年７月１7日（金）から 令和３年１月17日（日）までに実施する事業
※再開後の公演等が来年度になる場合も、上記実施期間の中で準備作業を実施し
公開すれば補助対象の取組となります。

令和２年10月10日（土）から令和３年３月28日（日）までの間に実施する公演

申請期間 第２次募集：令和２年９月17日(木)～令和３年１月11日(月)　【消印有効】
受付期間：令和２年11月13日（金）～令和３年３月３日（水）
（令和3年3月1日～3月28日に実施する公演は事前申請となります。）

（別紙１）


