アーティスト支援事業・文化芸術創造拠点試行事業 公募要項
１

実施概要
た みやま

(1) 事業名 つくばアートラボ 2022-2023

～田水山でつくる～

(2) 事業目的
本事業は新型コロナウイルス感染症拡大により、活動が困難になっている文化芸
術・伝統芸能活動を行うアーティストを支援するもの、また、旧田水山小学校を「つ
くば市文化芸術創造拠点（以下、「創造拠点」という）」として整備するに当たり、下
記を目的にアーティスト・個人・団体を対象に実際に旧田水山小学校を使用した参加
者からフィードバックを受け「つくば市文化芸術創造拠点基本計画」策定に向けた資
料とするものである。
ア 施設の設備、備品等の創造拠点としての環境に関すること
イ 創造拠点に求めること
ウ つくば市の文化芸術施策に求めること
さらに、創作期間中にオープンアトリエ、ワークショップを行うことで、地域住民
との交流、地域住民への周知を図ることを目的とする。
(3) 文化芸術創造拠点について
創造拠点とは、地域の文化資源を活用し、新たな価値を創出することで、地域活性
化に貢献する施設である。
つくば市では、つくば市文化芸術審議会において創造拠点の形成に関して慎重に審
議した結果、令和４年３月 22 日、
１ 文化芸術創造拠点の計画地は、旧田水山小学校とする。
２ 文化芸術創造拠点の整備に向け、文化芸術創造拠点基本計画の策定に着手す
る。
と、答申され、計画を進めている。
２

公募内容
創造拠点のコンセプトである「出会う・つながる・創造する」をもとに、あらゆる
人、モノ、情報が出会い、そこからつながりが生まれ、つながりから新たな価値観やつ
くば独自の文化芸術が生まれていくことを目指し、つくば市の文化資源である旧田水山
小学校での創作活動（美術・陶芸・音楽・演劇・舞踊・映像など）を行う個人・団体を
募集する。
募集については「アーティスト部門」「市民文化芸術活動部門」の２部門で行うが、
「市民文化芸術活動部門」については、「アーティスト部門」の活動日の詳細が決定後に
募集を行う。
なお、施設の改修前での試行事業となるため、大きな音が出る企画は除くものとす
る。
１

募集区分

アーティスト部門

募集期間

令和４年 11 月１日（火）～令和４年 11 月 24 日（木）必着

企画内容

旧田水山小学校の教室を利用して創作、展示、ワークショップを実施
１ 創作活動（令和４年 12 月中旬から令和５年３月中旬までの３か月間、
平日週 1 回創作活動を行う※全 12 回）
２ オープンアトリエ（活動の途中、終了後の２回、使用している教室を
使って実施）
３ ワークショップ（２を実施する２回のうち 1 回実施）
４ 報告書提出

募集件数

３件

謝礼金

20 万円/件（注１）

場

旧田水山小学校２階普通教室

所

＜所在地＞つくば市水守 620

活動日
時間

期間中週１回、計 12 回、平日９時から 17 時まで
曜日については審査後にアーティストと相談のうえ決定

対

次の項目すべてを満たすアーティスト・団体
① つくば市内での活動実績があること
② 過去１年以内に、不特定多数に向けて公演等を行う活動実績があり、証
明する書面（事業チラシ等）を提出できること
③ 国又は地方公共団体が出資する法人でないこと
④ 政治活動又は宗教活動を主たる目的としない団体であること

象

審査内容
・
審査基準

成果品

＜一次審査：書類＞
・経歴：これまでの活動の内容は充実しているか。
・創意工夫：企画内容に、工夫があるか。
＜二次審査：オンラインによるプレゼンテーション＞
１ 経歴・アーティストとしての活動状況、作品紹介
２ 創作活動、オープンアトリエの企画説明
３ ワークショップの企画説明
４ 質疑応答
・独創性：企画内容に独自の新しい視点・工夫があるか。
・市民協働性：アーティストが市民と積極的に関わり、事業を展開しよう
としているか。
・将来性：アーティスト自身が、今後つくば市で継続的に事業を展開して
いく展望をもっているか。
・コロナの影響：コロナ前と比べ、活動がどのように変化したか。
本事業において新たに創作した成果物、またそれを記録したもの。

注１：謝礼金は課税対象となるので、個人に振り込む際の金額は、謝礼金額から源泉徴
収税額を控除した額とする。
２

募集区分

市民文化芸術活動部門

募集期間

令和４年 12 月 12 日（月）から令和５年２月 28 日（火）随時受付
旧田水山小学校の教室を利用して創作、練習等を実施

企画内容

（令和５年１月から令和５年２月末までの２か月間のうち必要期間、必要回数）

※実施後、報告書を提出
募集件数

５件程度

施設利用料

無

場

所

旧田水山小学校３階普通教室

期
時

間
間

令和５年１月から令和５年２月までの２か月のうち必要期間、必要回数
・開放日や時間はアーティスト部門に準じる

象

市内で活動する文化芸術活動団体・個人
① つくば市内で活動していること
② 市内での活動実績があり、証明する書面（事業チラシ等）を提出できるこ
と
③ 国又は地方公共団体が出資する法人でないこと
④ 政治活動又は宗教活動を主たる目的としない団体であること
⑤ 営利目的でないこと

対

審査内容
・
審査基準
３

料
＜所在地＞

つくば市水守 620

＜書類審査＞
・経歴：市内での活動実績があるか。
・創意工夫：企画内容に、工夫があるか。

施設の利用にあたっての諸注意
(1) 施設の鍵の開閉は事務局が行うため、平日９時から 17 時の時間内での利用とする。
(2) 現地への移動は各自で行い、費用は参加者の実費負担とする。
(3) 物品等を施設内に保管する場合は、事務局の許可があれば可とする。
(4) 火気の利用は原則不可とする。
(5) エレベーターが設置されていないため、大型の資材搬入などが必要な場合、事前に
事務局に確認すること。
(6) 校舎内の水道、トイレが使用できないため、体育館の水道、トイレを使用
すること。
(7) 電気の使用は可。ただし、使用する機材については事前に事務局に問合せ
を行うこと。
(8) 事業実施に当たって、入場料等の徴収は不可とする。
３

４

事業スケジュール
アーティスト部門

11 月

公募開始
11 月 1 日（火）
施設見学会 11 月 18 日(金)・19 日（土）
両日 14 時から 16 時
応募締切
11 月 24 日（木）
一次審査（書類選考）
二次審査（オンラインプレゼン）12 月初旬

12 月中旬から３月中旬

創作開始（週１回

９時から 17 時）計 12 回予定

１月 28 日（土）（予定） オープンアトリエ

ワークショップ※①

３月 11 日（土）（予定） オープンアトリエ

ワークショップ※②

※①、②のうち１回
市民文化芸術活動部門
12 月

公募開始
施設見学

12 月 12 日（月）
アーティストの活動日の随時
10 時から 15 時

１月から２月
５

創作活動（週１回

９時から 17 時）

提出書類
(1) 様式第１号「つくばアートラボ 2022-2023 事業 応募申請書」
(2) 様式第２号「経歴書」または「団体概要書」
(3) 様式第３号「企画書」
(4) 過去１年の活動が証明できる書面の写し（事業チラシ等）

６

応募方法
提出書類を揃えて「つくばアートラボ 2022-2023 事務局（つくば市文化芸術課内）」
（つくば市研究学園一丁目１-１）宛に郵送もしくは直接持参。または、提出書類一式
を「10 お問合せ」に記載のメールアドレス宛に送付。
持参の場合は平日 8 時 30 分から 17 時 15 分、郵送の場合は 11 月 24 日（木）必着。
※提出書類様式は文化芸術ポータルサイト「つくばアートチャンネル」にてダウンロー
ド可能。

７

対象者審査結果および決定方法について
【アーティスト部門】
４

書類の提出期間終了後、審査基準に基づき一次審査を行い、合否に関わらず結果通
知書を送付する。二次審査は事務局の指定する日時（平日）にオンラインで行う。二
次審査後、合否に関わらず審査結果通知書を送付し、採択の場合は交付決定通知書も
併せて送付する。
【市民文化芸術活動部門】
書類提出後、審査基準に基づき審査を行い、合否に関わらず結果通知書を送付す
る。採択の場合は交付決定通知書も併せて送付する。
８

謝礼金の振り込みについて
事業完了後、20 日以内に事業報告書と請求書を提出し、事務局において審査を行い、
結果に問題がなければ指定の口座へ謝礼金の振り込みを行う。
なお、虚偽の申請が発覚した場合、交付決定の取消を行う。

９

注意事項
申請にあたっては、次の事項に同意したうえで申込みをするものとする。
(1) 事業後、指定様式の報告書を事務局まで提出すること。
(2) 本事業内にて制作・創作した一切の成果物（以下「成果物」）の著作（著権法第 27
条及び第 28 条に定める権利を含む。）、所有権、及び知的財産権はすべて申請者に
帰属すること。
(3) つくば市は、成果物を市の文化芸術振興等の目的で、頒布及び公衆送信（YouTube
等の SNS へのアップロード等）等を行えるものとすること。
(4) 制作・創作するにあたり、使用する著作物の権利関係については、作者自身で対応
すること。
(5) 企画の実施にあたっては、手洗い・手指の消毒、飛沫感染防止等、新型コロナウイ
ルス等感染症拡大防止策を講じること。
(6) 審査は事務局で行うが、個別の審査内容については非公開とすること。
(7) 交通費や応募に係る費用については、自己負担とすること。
(8) 応募に際して提出した書類等は、返却しないこと。
(9) 個人情報の取り扱いについて、応募に際して得た個人情報は本事業のみに使用し、
第三者に提供することはないこと。
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お問合せ
つくばアートラボ 2022-2023 事務局
（つくば市市民部文化芸術課 文化振興係内）
住所：〒305-8555 つくば市研究学園一丁目 1-1
電話番号：029-883-1111（内線 5610）
メール：ctz032@city.tsukuba.lg.jp

５

