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企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

1700 年代
あ

15
三越（越後屋）、引札に市川
団十郎を起用

1800 年代
い

74
71
松坂屋（いとう呉服店）、名古 文部省発足、文部省博物局設
屋博覧会で金のしゃちほこ復旧 置
支援
75
87
東京博物館開館
日本美術協会設立
76
工部美術学校設立

アート界の動向

90
東京音楽学校奏楽堂開館
95
「ヴェネチア・ビエンナーレ」開始

77
上野・教育博物館開館
82
東京国立博物館開館
87
東京音楽学校設立
1900 年代
う

00
05
住友家 15 代当主・住友吉左 日比谷野外音楽堂開館
衛門が大阪図書館（現・大阪
府立中之島図書館）建設費、
図書購入費を寄付

06
文芸協会設立
09
自由劇場設立
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1900 年代

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

04
07
三越、百貨店初の美術展「尾 「 文 部 省 美 術 展 覧 会 （ 文
形光琳遺品展覧会」開催
展）」開催
05
三越、百貨店初ピアノとヴァイオ
リン演奏
09
三越、三越少年音楽隊結成
10
松坂屋本店に劇場「くれはクラ
ブ」開館
高島屋大阪店、「現代名家紅
葉百画展」開催
能舞台・石舞台（あさば旅館・
静岡）
【戦前】個人実業家の活躍
⇒パトロンの時代

1910 年代
え

10
19
三越、「第 1 回美術工芸品展」 「帝国美術院美術展覧会（帝
開催
展）」開催
11
松坂屋、いとう呉服店少年音楽
隊（現・東京フィルハーモニー楽
団）結成
白木屋、少女音楽隊設立、劇
場開館
帝国劇場開館（東宝・東京）
歌舞伎座開館※2013 年リニュ
ーアル（松竹・東京）
13
阪急電鉄(箕面有馬電気軌
道)創始者小林一三氏、宝塚
唱歌隊結成
14
宝塚少女歌劇初公演

アート界の動向
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企業の文化事業・メセナ活動

1910 年代

17
大倉喜八郎、大倉集古館開館

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

大倉文化財団設立
19
資 生堂ギ ャ ラ リー 開館（資 生
堂・東京）
1920 年代
お

20
26
朝日新聞、「フランス近代絵画 東京府美術館開館
彫塑展」

24
築地小劇場開館
28
博物館事業促進協議会設立

22
サントリー、赤玉劇座全国巡演
24
宝塚大劇場（阪急電鉄・大
阪）
27
三越ホール開館（後の三越劇
場）
1930 年代

か

30
大原孫三郎、大原美術館開館

33
京都市美術館開館

石水博物館設立

36
大阪市美術館開館

31
白鶴美術館設立
33
伊勢丹新宿店に劇場開館

37
「新文部省美術展覧会（新文
展）」開催

34
白鶴美術館開館
36
日本民藝館設立
渡辺翁記念文化協会設立
1940 年代

き

40
45
東武鉄道根津嘉一郎、根津美 文化省社会教育局に文化課・
術館開館
芸術課設置

35
「芥川賞」「直木賞」創設
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1940 年代

企業の文化事業・メセナ活動

40
多木文化振興会設立

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

46
文部省社会教育局に文化課・
芸術課設置

根津美術館設立
「第 1 回芸術祭」開催
42
日本交通公社設立

「日本美術展覧会（日展）」
開催

琴ノ浦温山荘園設立
神野教育財団設立

49
東京美術学校・音楽学校統
合、東京藝術大学設立

46
三越劇場再開
大和文華館設立
渋沢栄一記念財団設立
1950 年代
く

52
ブリヂストン美術館開館

50
「文化財保護法」成立

53
51
高島屋日本橋店ショーウィンドウ 「博物館法」制定
を岡本太郎が制作
神奈川県立近代美術館開館
ヤマハホール開館（ヤマハ・東
京）
52
東京国立文化財研究所設立
54
東横ホール開館（のちの東横 東京国立近代美術館開館
劇場）（東急百貨店・東京）
57
55
日仏文化協定調印
河北文化事業団設立
58
株式会社ブリヂストン創業者・ 京都市、市長部局に文化局設
石橋正二郎が社会人吹奏楽団 置
「ブリヂストン吹奏楽団久留米」
を結成
各地の自治体に文化担当
56
松竹大谷図書館設立
昭和シェル石油が「シェル美術
賞」を創設

部局が設置される
日展が社団法人になる

50
『芸術新潮』創刊
51
民間ラジオ開局
「第 1 回サンパウロ・ビエンナーレ」
に日本から 40 余名、戦後初の
海外展参加
53
NHK テレビ本放送開始
54
劇団四季設立
55
ドクメンタ開始
56
新劇団協議会設立
新劇ブームが指摘される
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1950 年代

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

57
59
新日鐵、ラジオ番組「新日鐵コ 「民間芸術等振興費補助金」の
ンサート」を開始
原型となる補助金枠設置
名鉄ホール（名鉄百貨店・愛 国立西洋美術館開館、松方コ
知）
レクション公開
富士フォトサロン東京・銀座（富
士フィルム・東京）※2007 年
移転
58
フェスティバルホール開館（朝日
放送・大阪）
草月アートセンター開館（現・
草月ホール）（財団法人草月
会・東京）
59
毎日新聞社「毎日芸術賞」創
設
【戦後〜70 年代】
民間放送の興隆⇒スポンサ
ーの時代

1960 年代
け

60
60
64
東急電鉄五島登氏、五島美術 アンドレ・マルロー来日、日仏文 東京オリンピック開催
館開館
化交流計画発表
65
セゾン現代美術館開館（財団 61
日本芸能実演家団体協議会
法人セゾン現代美術館/堤康次 東京文化会館開館
（芸団協）設立
郎氏・長野）
66
日本演奏家協議会設立
イイノホール開館（飯野海運・ 文部省文化局設置
東京）
66
国立劇場開館
ビートルズ武道館公演開催
朝日生命ホール開館（朝日生
命保険・大阪）
67
文部省在外研修制度開始
61
（現・新進芸術家海外研修制
サントリー美術館開館（サントリ 度）
ー芸術財団・東京）
68
林原美術館設立
文化庁設置
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1960 年代

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

62
読売日本交響楽団設立

68
文化財保護審議会令公布

明治村設立

69
東京国立近代美術館開館

63
日生劇場開館（ニッセイ文化
振興財団・東京）
山陽放送学術文化財団設立
64
紀伊国屋ホール開館（紀伊国
屋書店・東京）
畠山記念館開館（財団法人
畠山記念館・東京）
65
吉川英治国民文化振興会設
立
山種美術財団設立
吉田秀雄記念事業財団設立
66
ヤマハ音楽振興会設立
「紀伊國屋演劇賞」創設
山種美術館開館（山種美術
財団・東京）
出光美術館開館（財団法人
出光美術館・東京）
中日劇場（中日新聞社・愛
知）佐野美術館設立
ヤマハ音楽振興会設立
67
米国企業メセナ協議会設立
［BCA］設立

アート界の動向
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企業の文化事業・メセナ活動

1960 年代

67
代官山ヒルサイドテラス（フォーラ
ム、プラザ、ギャラリー）開館
（朝倉不動産・東京）

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

68
岩波ホール（岩波書店・東
京）
銀座ニコンサロン開館（ニコン・
東京）
69
鳥井音楽財団（現サントリー音
楽財団）設立
彫刻の森芸術文化財団設立
箱根彫刻の森美術館（財団法
人彫刻の森美術館（フジサンケ
イグループ）・神奈川）
三菱財団設立
サントリー芸術財団設立
1970 年代

こ

【70 年代】芸術文化支援目

70
「著作権法」制定

的の財団が設立され始める
70
博報児童教育振興会設立

70
「日本万博国際博覧会」開催
（大阪）

奈良国立文化財研究所に「平
城宮跡資料館」開館
74
舞台入場税対策連絡会議設
兵庫県立近代美術館開館
立

ひろしま美術館開館（財団法
人ひろしま美術館/広島銀行・
東京国立近代美術館フィルムセ 79
広島）
ンター開館
NHK 文化センター設立
フジテレビギャラリー開館（フジテ
レビジョン・東京）※2006 年閉
館
71
「モービル音楽賞」創設
古都飛鳥保存財団設立

以後県立美術館の建設
が相次ぐ

71
宮城県県民課に文化振興係設
置

「原美術館」開館
（公益財団法人アルカンシエー
ル美術財団）
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1970 年代

企業の文化事業・メセナ活動

72
音楽環境振興協会設立

国・地方自治体の文化行政

72
外務省所管の特殊法人として
国際交流基金設立

出光美術館設立
芸術文化懇談会設置
音楽鑑賞振興財団設立
優秀映画製作奨励金制度開
始

73
セゾングループ、現代音楽祭
「MUSIC TODAY」開始
栃木県立美術館開館

西武百貨店、西武劇場（現・ 73
パルコ劇場）開館（パルコ・東 大阪府、企画部に文化振興室
京）
設置
ニッセイ児童文化振興財団設 74
立
群馬県立近代美術館開館
岩谷直治記念財団設立

千葉県立美術館開館

徳島新聞社会文化事業団設 北九州美術館開館
立
ベルヌ条例ブラッセル改正条約
キャノンサロン開館（キャノン・東 公布
京）
こども芸術劇場開始
74
トヨタ財団設立
第１回芸術家在外研究員 2
年派遣
伊藤忠記念財団設立
75
75
ベルヌ条約パリ改正条約公布、
西武美術館（現パルコ劇場） 世界的所有権機関（WIPO）
開館（セゾングループ・東京） 設立条約公布
※99 年閉館
奈良国立文化財研究所に「飛
四国民家博物館設立
鳥資料館」開館
三菱 UFJ 環境財団設立

東京都美術館開館

ふくおかフィナンシャルグループ文 76
化芸術財団設立
埼玉県総務部に県民文化課設
置
北野生涯教育振興会設立

アート界の動向
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国・地方自治体の文化行政

1970 年代

76
安田火災東郷青児美術館
（現損保ジャパン東郷青児美
術館）開館（損保ジャパン美
術財団・東京）

77
「文化行政長期総合計画につ
いて」（文化行政長期総合計
画懇談会によるまとめ公表）

芸術家国内研修員制度発足
ミノルタフォトスペース新宿開館 （平成３年度から「芸術インタ
（ミノルタ・東京）
ーンシップ」）
英国企業メセナ協議会
［ABSA］
(現 Arts & Business)設立
太田記念美術館設立
辰馬考古資料館設立

全国高等学校総合文化祭創
設（第１回千葉県）
万国著作権条約パリ改正条約
公布
神奈川県、県民部に文化室設
置

損保ジャパン美術財団設立
「第 1 回全国府県文化行政連
絡会議」

77
「ぴあフィルムフェスティバル
（PFF）」開始
国立国際美術館開館
ソニー音楽芸術振興会設立

国立民族学博物館開館

78
京都服飾文化研究財団設立

東京国立近代美術館工芸館
開館

ラフォーレミュージアム原宿開館 北海道立近代美術館開館
（森ビル・東京）
78
資生堂アートハウス開館（資生 舞台芸術創作奨励特別賞創
堂・静岡）
設
たばこと塩の博物館開館（日本 民間芸術等振興費補助金創
たばこ産業・日本）
設
79
「サントリー学芸賞」創設

著作権法一部改正（レコード
保護関係）

スタジオ 200 開館

「許諾を得ないレコードの複製か
らのレコード製作者の保護に関
する条約」公布
自治省「地域総合整備事業債
（地総債）」創設

アート界の動向
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1970 年代

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

79
78
ポーラ伝統工芸文化振興財団 神奈川県「文化のための 1%シ
設立
ステム」開始
仏企業メセナ協議会
兵庫県立尼崎青少年創造劇
［ADMICAL］設立美術工芸 場開場
振興佐藤基金設立
長洲神奈川県知事、「地方の
サントリー文化財団設立
時代」で講演
ポーラ伝統文化振興財団設立
日本生命財団設立

79
国立劇場に「国立演芸資料館」
開場
大平総理が、第 88 回国会にお
け る 所信 表明 演説 で、 「現 代
は、文化の時代であります」と言
及
「第 1 回全国文化行政シンポジ
ウム」

1980 年代

さ

【80 年代】 CI ブーム⇒冠
協賛の時代
80
岡田文化財団設立
81
トヨタ自動車、（公社）日本ア
マチュアオーケストラ連盟と連携し
「トヨタコミュニティコンサート」開始
三菱 UFJ 国際財団設立

80
『文化の時代』、『田園都市国
家の構想』、『文化の時代の経
済運営』、一連の大平総理政
策研究会報告書が刊行される

82
本多劇場開館（本多劇場グル
ープ・東京）
美術館連絡協議会設立

奈良国立博物館に「仏教美術 富山県利賀村「第一回世界演
資料研究センター」設置
劇祭」開催

京都国立博物館に「文化財保 83
存修理所」設置
演 劇 フ ェ ス テ ィ バ ル 「 ALICE
FESTIVAL」開始
INAX ギ ャ ラ リ ー １ ・ ２ 開 館 81
京都国立博物館に「京都文化 日本音楽家ユニオン設立
（INAX・東京）
資料研究センター」設置
来日公演が盛んになる
ペンタックスフォーラム（ペンタック
大学共同利用機関として「国立
ス・東京）
85
歴史民俗博物館」設置
舞台入場税対策連絡会議「地
新潟県文化振興財団設立
「第 1 回市町村文化行政研究 域文化フォーラム」、「全国文化
フォーラム」開催
交流会」開催
82
鹿島建設、鹿島美術財団設立
東京国際映画祭開催
宮城県立美術館開館
朝日放送、ザ・シンフォニーホー
ル開館
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1980 年代

企業の文化事業・メセナ活動

82
鹿島美術財団設立

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

81
85
宮城県中新田町立バッハホール 日本イベントプロデューサー協会
開館
設立

常用藝文センター設立
白鹿記念酒蔵博物館設立

各地に美術館、ホールが
建設される

公益財団法人関西・大阪 21
82
世紀協会設立
熊本県立劇場開館

ヴッパタール舞踊団初来日
小劇場ブームが指摘される

87
「青山演劇フェスティバル」開始

83
紅三、廃工場を演劇の稽古場 83
88
（ベニサン・ピット）として再利用 地域文化功労者表彰発足
「東京国際演劇祭'88 池袋」開
サントリー文化財団設立
秋田市、東京都、「文化振興条 催
例制定」
北海信金地域振興基金設立
89
ポンピドゥー・センター「大地の魔
国立歴史民俗博物館開館
野村文華財団設立
術師展」開催
二又教育文化振興奨学会設 国立能楽堂開館
「横浜万国博覧会」開催
立
商業レコードの講習への貸与に
関する著作権者等の権利に関 日本イベント産業振興協会設
百河豚美術館設立
立
する暫定措置法公布
きらやか銀行教育福祉振興基
84
金設立
東京国立博物館に「資料館」設
音楽の友ホール開館（音楽之 置
友社・東京）

国立文楽劇場開館

84
やまなみ文化基金設立

中学校芸術鑑賞教室開始

マツダ財団設立

著作権法一部改正（貸レコー
ド規制。暫定措置法は廃止）

竹中大工道具館開館（竹中
長官官房に総務課、文化財保
工務店・兵庫）
護部に伝統文化課を設置
ソニー音楽財団設立

岸和田市文化会館マドカホール
京都オムロン地域協力基金設 開館
立
文化振興条例制定、文化
振興財団設立が相次ぐ
85
トヨタ自動車「トヨタ青少年オー 85
芸術作品賞創設
ケストラキャンプ」開始

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1980 年代

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

85
85
スパイラル開館（ワコールアート 著作権法一部改正（コンピュー
センター・東京）
タプログラム）
「フィリップ モリスアートアワード」 横須賀市、「文化振興条例制
創設
定」
吹田市文化会館
（MAY THEATER）開館

松本市ハーモニーホール開館

86
TOKYO FM ホール開館（エフエ 日米舞台芸術交流事業開始
ム東京・東京）
フィルムセンター相模原分館新
そごう美術館開館（財団法人 設
そごう美術館・神奈川）
著作権法一部改正（データベ
西日本国際財団設立
ースの著作権保護等）、「プログ
ラムの著作物に係る登録の特例
吉備路文学館設立
に関する法律」公布
八十二文化財団設立

第１回芸術祭国際公演開催

住友健康財団設立

国民文化祭開催（第１回東
京都）

福岡文化財団設立
世田谷美術館開館
旭化成ひむか文化財団設立
札幌芸術の森開館
あしぎん国際交流財団設立
末永文化振興財団設立

87
優秀舞台芸術公演奨励開始

大同生命国際文化基金設立

ST スポット横浜開館

東横劇場閉館（東急百貨店・ 88
東京）
芸術活動特別推進事業開始
86
文化庁『我が国の文化と文化行
トヨタ自動車「トヨタミュージックラ 政』刊行
イブラリー」開始
熊本県、「文化振興条例制定」
サントリーホール開館（サントリ 助成財団センター、財団化
ー・東京）
文化政策推進会議発足（文
信越化学地域文化振興基金 化庁）
設立

アート界の動向

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1980 年代

企業の文化事業・メセナ活動

86
大地みらい基金設立

国・地方自治体の文化行政

88
著作権法一部改正（ビデオ海
賊版の取締）

赤澤記念財団設立
福武教育文化振興財団設立
愛媛出版文化賞基金設立

89
文化長官表彰発足
文化普及課に「地域文化振興
室」設置

杉本美術館設立
87
サントリー、文化事業部設置

著作権法一部改正（実演家
等保護条約締結関係）
文化政策推進会議発足

主婦の友社、カザルスホール開
館※2002 年より日本大学
優秀映画鑑賞推進事業開始
ヒルサイドプラザホール開館（朝 「実演家、レコード製作者及び
倉不動産・東京）
放送機関の保護に関する国際
条約（実演家等保護条約）」
三菱信託芸術文化財団設立
加入
セゾン文化財団設立、助成活 伊丹市アイホール開館設立
動を開始
銀座セゾン劇場開館
古川知足会設立
中信美術奨励基金設立
88
日仏文化サミット「文化と企業」
開催
東京グローブ座開館
三井住友海上文化財団設立
東京ステーションギャラリー開館
（東日本鉄道文化財団・東
京）
芸術文化助成財団協議会設
立
アフィニス文化財団設立

アート界の動向

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

1980 年代

88
北門信用金庫まちづくり基金設
立
三井住友海上文化財団設立
空知しんきん産業文化振興基
金設立
はまぎん産業文化振興財団設
立
双日国際交流財団設立
財団法人八尾市文化振興事
業団設立（大阪）
89
東急 Bunkamura 開館、複数
の企業によるオフィシャル・サプラ
イヤー制度導入
アサヒビール芸術文化財団設立
アサヒ・アートスクエア開館（アサ
ヒビール・東京）
かがわ海外交流財団設立
三菱 UFJ 信託地域文化財団
設立
親和ふるさと振興基金設立
平和堂財団設立
大分放送文化振興財団設立
りそなアジア・オセアニア財団設
立
味の素食の文化センター設立
財団の設立がすすむ

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1990
し

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

1月
三銀ふるさと文化財団設立

アート界の動向

2月
2月
沖縄県初の公立美術館浦添市 「アジア音楽祭'90」開催
美術館開館（沖縄）
とうしん地域振興協力基金設立
7月
「文化政策国際会議」開催
日本オーケストラ連盟設立
2月
（文化庁）
企業メセナ協議会設立
9月
3月
ワタリウム美術館開館
資生堂、企業文化部設置
水戸芸術館開館（茨城）
「ミュージアム・シティ・プロジェク
高島屋が「タカシマヤ美術賞」創 芸術文化振興基金創設
ト」開始（福岡）
設（東京）
日本芸術文化振興会設立
10 月
3月
「第 1 回名栗湖国際野外美術
五島記念文化財団設立
4月
展」開催
埼玉県民活動総合センター開
出光興産が「出光音楽賞」を設 館（埼玉）
12 月
立
国際舞台芸術交流センター
6月
（PARC）設立
4月
地域文化振興特別推進事業
アサヒビール、企業文化部設置
（文化庁）開始
愛銀教育文化財団設立

優秀映画作品賞創設

JAL 財団設立

海外芸術家招へい研修制度創
設

いずみホール（住友生命保険・
大阪）
「生涯学習の振興のための施策
の推進体制の整備に関する法
キリンビールが「キリンコンテンポラ 律」施行
リー・アワード」創設
東京都写真美術館一次施設
5月
開館
川村記念美術館開館（大日
本インキ化学・千葉）
専門ホールの建設や芸術
監督制の導入
経団連、企業の社会貢献活動
推進委員会設置
10 月
東京芸術劇場開館

6月
一般社団法人松本芸術文化
協会設立（長野）
藤沢市湘南台文化センター市
民シアター開館（神奈川）
シャチハタ「第 1 回ジャパン・アー
ト・スカラシップ」開催

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

1990

６月
野村證券「パシフィック・ミュージッ
ク・フェスティバル」協賛
10 月
花王芸術・科学財団設立

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

文化振興施策の制定：三
重県文化振興ビジョン、向
日市文化振興基本計画
（京都）

JR 東海生涯学習財団設立
ターナー色彩株式会社が学生
対象の公募展
「TURNER AWARD」を開始
11 月
経団連、1％クラブ設立
12 月
佐賀銀行文化財団設立
公益社団法人企業メセナ群馬
設立
INAX、文化推進部設置
【90 年代】
文化支援、社会貢献活動
の活発化
⇒企業メセナの時代
あがしん地域文化振興基金設
立
JFE21 世紀財団設立
「トヨタアフター5 コンチェルト」開
始

1991
す

2月
2月
1月
ローム・ミュージック・ファンデーショ 文化施設運営の企業に低金利 フランクフルトバレエ団が初来日、
ン設立
融資制度を新設（通産省）
ウィリアム・フォーサイス振付作品
を上演
3月
4月
東京セゾン劇場にてピーター・ブ 地域中核史跡等整備特別事 2 月
ルック演出の「テンペスト」上演
業創設
向井山朋子が「ガウデアムスコン
クール」優勝
4月
芸術インターンシップ制度創設
経団連、社会貢献部設置

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1991

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

４月
４月
3月
セゾン美術館にて「アバカノヴィッ 岸和田市市民文化事業協会 「環太平洋電脳音楽会」開催
チ」展開催
設立（大阪）
4月
ダイムラー・クライスラーグループ ５月
慶應義塾大学にアート・マネージ
「アート・スコープ、ガスコーニュ･ジ 著作権法一部改正（レコード メント講座、アート･プロデュース
ャパニーズ・アート・スカラシップ」 保護強化等）
講座開講
開始
6月
6月
森永エンゼル財団設立
丸亀市猪熊弦一郎現代美術 セッションハウス開館
館開館（香川）
たましん地域文化財団設立
10 月
９月
クリスト「アンブレラ・プロジェクト」
6月
日本複写権センター発足
をカリフォルニアと水戸市にて開
『メセナ白書』発行（企業メセナ
催
協議会）
11 月
富山県立山博物館開館（富 スティーヴ・ライヒ初来日
明治安田クオリティオブライフ文 山）
化財団設立
12 月
八尾市「2001 年やおプラン」策 「東京国際演劇祭」開催
9月
定（大阪）
住友財団設立
「第 1 回文化の見えるまちづくり
政策研究フォーラム」開催
文 化振興 財団 の 設立 ：
10 月
新潟市芸術文化振興財
よんでん文化振興財団設立
団、府中文化振興財団
（東京）
全国税理士共栄会文化財団
設立
みなと銀行文化振興財団設立
11 月
大阪コミュニティ財団設立（大
阪商工会議所）
12 月
林原グループが第 1 回「メセナ大
賞」を受賞
トヨタ自動車が「メセナ賞」を受
賞
道銀文化財団設立
サンリツ服部美術館設立

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1992
せ

企業の文化事業・メセナ活動

２月
東海メセナ研究会設立
こうぎん島根文化振興財団設
立
3月
芸術文化振興基金に対する民
間からの寄附が 100 億円に達
する
東日本鉄道文化財団設立
4月
東海メセナ研究会設立（愛
知）

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

５月
1月
社団法人全国国宝重要文化 レスキス初来日
財所有者連盟設立
3月
６月
文化経済学会設立
地域伝統芸能等を活用した行
事の実施による観光及び特定 「第 1 回国際コンテンポラリー・ア
地域商工業の振興に関する法 ートフェア(NICAF)」開催
律公布
6月
9月
カッセルの「ドクメンタ 9」に川俣
「世界の文化遺産及び自然遺 正、船越桂ら出品
産の保護に関する条約」発効
7月
日本が世界遺産条約に加盟
「第 8 回東京の夏音楽祭」開催

10 月
NPO 大田まちづくり芸術支援協 愛知県芸術文化センター開館
会設立（東京）
文化振興施策の制定：
愛知県文化振興ビジョン、
NEC と P3 による「A.T.E.プロジェ
徳島市徳島城博物館条
クト」開始
例
5月
日米メセナ･サミット「対話の構造
12 月
―日米企業メセナの協力をめざ
著作権法一部改正（私的
して」（企業メセナ協議会・BCA
録音録画関係）
主催／ニューヨーク）

10 月
アートスフィア開館

扇町ミュージアム・スクエアにて若
手劇団応援企画「扇町アクト・
トライアル」開催（大阪・大阪ガ
ス）

「アジア女性演劇会議」が東京と
京都で開催

現代音楽祭
「MUSIC TODAY」最終回
朝日新聞文化財団設立

文化振興財団の設立：
鎌倉市芸術文化振興財
団（神奈川）、いばらき
文化振興財団、藤沢市
芸術文化振興財団（神
奈川）、鳥取県文化振
興財団、田村町文化振
興財団（福島）、倉敷
市文化振興財団（岡
山）

日本室内楽振興財団設立
文化庁主催「第 1 回アートマネ
6月
『社会貢献白書 1992』発行 ジメント研修会」開催
（経団連）
文化庁在外研修制度にアートマ
Benesse House 開 館 （ 香 ネジメント部門加わる
川・ベネッセホールディングス）

11 月
「バニョレ国際振付賞東京プラッ
トフォーム」開催
全国公立文化施設協会（公
文協）が社団法人化
「第 2 回文化の見えるまちづくり
政策研究フォーラム」開催

フランス政府公式機関「アンステ
ィチュ・フランセ日本」が運営する
「ヴィラ九条山」でアーティストイン
レジデンスがスタート

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1992

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

9月
両備文化振興財団設立
シアターχ開館（両国シティコア・
東京）
11 月
浜離宮朝日ホール開館（東
京・朝日新聞社）
すかいらーくが「メセナ大賞」を受
賞
多田清文化教育記念財団設
立
タカヤ文化財団設立
せとしん地域振興協力基金設
立
松伯美術館設立
にししん地域振興財団設立

1993
そ

2月
前田記念工学振興財団設立

3月
江戸東京博物館開館（東
京）

3月
ヴァイオリニストの竹澤恭子が出 7 月
光音楽賞を受賞（出光興産） 「沖縄県文化振興指針」（沖
縄）策定
「雪梁舎美術館」開館（新
潟）
北九州響ホール開館（福岡）
4月
大成建設自然・歴史環境基金
東邦銀行教育・文化財団設立
西川文化財団設立
6月
セゾン美術館、佐賀町エキジビッ
トスペースにて「アンゼルム・キーフ
ァー」展開催

2月
蔡國強「万里の長城を 1 万 m
延長するプロジェクト」開催
5月
慶應義塾大学アート・センター
設立
文化経済学会（日本）初の年
次大会を開催

11 月
『我が国の文教施策―"文化発 7 月
信社会"に向けて』発行（文部 世界劇場会議開催
省）
8月
高 知 県 立 美 術 館 開 館 （ 高 岡山市にて空きビルを活用した
知）
「自由工場」開始
12 月
日本劇作家協会設立

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1993

企業の文化事業・メセナ活動

9月
大桑教育文化振興財団
11 月
山陽特殊製鋼文化振興財団

国・地方自治体の文化行政

文化振興財団の設立：
埼玉県芸術文化振興財
団 、 山口 県芸 術文 化振
興財団

アート界の動向

12 月
「第 3 回文化の見えるまちづくり
政策研究フォーラム」開催
「日本国際パフォーマンス・アー
ト・フェスティバル」開催

12 月
セゾングループが「メセナ大賞」を
受賞
しぶや美術館設立
芸術文化振興会 駒ケ根高原
美術館設立
大塚美術財団設立
宗桂会設立
日本伝統文化振興財団設立

1994
た

1月
メセナ八幡浜設立（愛媛）

2月
国土庁「ステージラボ」開催

2月
若手アーティストの共同アトリエ
「スタジオ食堂」開始

2月
横須賀芸術劇場開館（神奈
企業メセナ協議会、特定公益 川）
4月
増進法人に認定
昭和音楽大学、音楽芸術運営
4月
学科を新設
社会貢献活動推進委員会設 兵庫県立ピッコロ劇団設
立（栃木）
「桐生再演アートプロジェクト」開
６月
始（群馬）
3月
国際文化交流推進協会設立
第一生命「第 1 回 VOCA 展」 （東京）
「アーカスプロジェクト」設立（茨
開催
城）
７月
5月
文部省組織令の一部を改正す 6 月
佐賀県企業メセナ協議会設立 る政令」公布（文化普及課と 関西演劇人会議設立
（佐賀）
芸術課の改組による芸術文化
課と地域文化振興課の新設） 7 月
6月
「灰塚アースワークプロジェクト」
山口メセナ倶楽部設立（山 9 月
開始（広島）
口）
地域創造設立（東京・自治
省）、ステージラボを継承
8月
杉並区の小学校で
サクソフォニストの須川展也が
10 月
「IZUMIWAKU プロジェクト」開
「出光音楽賞」を受賞（出光興
彩の国さいたま芸術劇場開館
始
産）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1994

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

9月
ローランド芸術文化振興財団

10 月
アクトシティ浜松開館（静岡）

10 月
エネルギア文化・スポーツ財団

11 月
「音楽文化の振興のための学習
環境の整備等に関する法律」公 神戸近隣のアーティストを中心に
布
CAP 設立

11 月
新日鉄住金文化財団

9月
「第 1 回神奈川芸術フェスティバ
ルコンテンポラリー・アート・シリー
ズ」開催

「四万十川国際音楽祭開始」
12 月
サントリーが「メセナ大賞」を受賞 大江健三郎氏 ノーベル文学賞
「第 4 回文化の見えるまちづくり
受賞
森下スタジオ開館（セゾン文化
政策研究フォーラム」開催
財団／東京）
著作権法及び万国著作権条約
の実施に伴う著作権法の特例
斉藤記念川口現代美術館開
に関する法律の一部を改正する
館（埼玉・ローザ）
法律」公布
ファーレ立川竣工（東京・住宅・
都市整備公団）
ユニオン造形文化財団設立
産業技術記念館開設
12 月

文化振興施策の制定：
徳島市芸術文化施設建
設基金条例、新潟県文
化振興計画、富山県民
文化プラン、北海道文化
振興条例、様似町文化
振興条例（北海道）

NPO 伊達メセナ協会設立（北
海道）

1995
ち

文化振興財団の設立：
宝塚市文化振興財団
（兵庫）、三谷市民文
化振興財団（福井）、
北海道文化財団

1月
1月
阿波銀行学術・文化振興財団 阪神・淡路大震災発生
設立
東京都写真美術館総合開館
3月
カメイ社会教育振興財団設立
3月
東京都現代美術館開館
ひろしん文化財団設立

7月
「阪神・淡路大震災芸術文化
被害状況調査報告書」発表
（阪神・淡路大震災芸術文化
被害状況調査研究プロジェクト
委員会）

8月
三鷹市芸術文化振興財団設 日本ミュージアム・マネ-ジメント
JT アートホールアニフィス（日本 立（東京）
学会設立
たばこ産業・東京）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1995

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

４月
7月
紀尾井ホール（新日鐵住金株 文化政策推進会議報告書『新
式会社・東京）
しい文化立国を目指して―文化
振興のための当面の重点施策に
現代グラフィックアートセンター開 ついて―』発表
館（DNP 大日本印刷株式会
社・福島）
北九州市立大手町練習場開
館（福岡）
5月
「国際メセナ会議 95」開催（東 9 月
京・企業メセナ協議会）
「茨城県アーカス構想パイロット・
プログラム」開始
このころから全国でアートマネ
富山市民芸術創造センター開
ジメントの講座がおこなわれ
館（富山）
始める

アート界の動向

9月
「芸術見本市開催
（ Tokyo Performing Arts
Market=TPAM）」（東京・東
京国際舞台芸術フェスティバル
95 実行委員会ほか）
10 月
伊藤キム＋輝く未来が「バニョレ
国際振付賞」を受賞
「北とぴあ国際音楽祭」開始
養老天命反転地開館(岐阜)

12 月
10 月
日本芸能実演家団体協議会
6月
京 都 市 コ ン サ ー ト ホ ー ル 開 館 （芸団協）、芸術文化情報セ
トヨタ自動車「トヨタロビーコンサ
（京都）
ンター設置
ート」開始
11 月
8月
豊田市美術館開館（愛知）
よこはまメセナ研究会設立（神
奈川）
12 月
紀陽文化財団設立

名古屋市演劇練習館（アクテ
ノン）開館（愛知）

11 月
TOA が「メセナ大賞」を受賞設
立

アートスペースコンカリーニョ開館
（北海道）
これからの文化政策を考える会
設立
「第 5 回文化の見えるまちづくり
政策研究フォーラム」開催
「光州ビエンナーレ」開始

12 月
東京オペラシティ文化財団設立
コザしん地域振興基金設立
中冨記念財団設立

1996

3月
3月
企業メセナ組織連絡委員会設 山口市文化振興財団設立
立（東京・企業メセナ協議会
5月
4月
文化庁「アーツプラン 21」創設
アサヒビール大山崎山荘美術館 （民間芸術等振興費補助金、
開館（アサヒビール・京都）
日米舞台芸術交流事業、優秀
舞台芸術公演奨励事業、芸術
ホテルオークラ東京が「ホテルオー 活動特別推進事業を組替え）
クラ音楽賞」創設（東京）

2月
宮島達男「時の蘇生ー柿の木プ
ロジェクト」開始
4月
アートと社会をつなぐ活動を支
援・研究する「ドキュメント 2000
プロジェクト」開始

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1996
つ

企業の文化事業・メセナ活動

5月
ポーラ美術振興財団設立
6月
「トヨタ・アートマネジメント講座」
開始（トヨタ自動車）
ダイキン工業現代美術振興財
団設立
10 月
紀伊國屋サザンシアター開館
（紀伊國屋書店・東京）※
2016 年より高島屋と共同運営
11 月
神戸新聞文化財団設立
NPO 山梨メセナ協会設立
12 月
アサヒビールが「メセナ大賞」を受
賞
神戸まちづくり六甲アイランド基
金設立
司馬遼太郎記念財団設立
「トヨタエイブルアートフォーラム」
開始（トヨタ自動車株式会社、
NPO 法人エイブル・アート・ジャ
パン）

1997

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

５月
４月
特定 15 団体助成決定、「アー TORII HALL 内に
トのあるまちづくり事業」開始
DANCE BOX 実行委員会設
立（大阪）
６月
文化財保護法一部改正（文 10 月
化財登録制度の導入等）
川俣正「コールマインプロジェク
ト」開始（福岡）
10 月
金沢芸術村開館（石川）
11 月
司馬遼太郎記念館開館（大
11 月
阪・司馬遼太郎記念財団）
長岡リリックホール開館（新
潟）
日本 NPO センター設立（東
京）
全国公立文化施設協会芸術
情報プラザ設置
12 月
「ネクスト・ダンスフェスティバル」開
12 月
催（東京）
著作権法一部改正（著作隣
接権の保護対象の遡及的拡大 「横浜ダンスコレクション」開始
等）
「第 6 回文化の見えるまちづくり
文化振興施策の制定：
政策研究フォーラム」開催
太宰府市文化振興条例
（ 福岡 ） 、埼 玉県 文化
創造ビジョン、山形県文化
振興プラン、静岡県文化
振 興指 針 、宮 崎県 文化
振興ビジョン、富山県民文
化条例、矢吹町文化・ス
ポーツ振興条例（福島）

１月
東京国際フォーラム開館（東京
国際交流財団※2003 年より
株式会社東京国際フォーラム・
東京）

3月
4月
島 根 県 文 化 振 興 財 団 設 立 現代美術センター・CCA 北九州
（島根）
開館（福岡）

2月
あかりの鹿児資料館設立

４月
世田谷パブリック シアタ ー 開館
（東京）
「第 3 回ミュンスター彫刻プロジェ
クト」に川俣正、曽根裕が出品

3月
かぎん文化財団

宇都宮美術館開館（栃木）

6月
「日本 NPO センター全国フォーラ
ム」初開催

「第 47 回ヴェネチア・ビエンナー
レ」の日本代表に内藤礼

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

1997
て

4月
NTT インターコミュニケーション・セ
ンター（ICC）開館
（東京・NTT）

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

５月
9月
アイヌ文化の振興並びにアイヌの 大阪現代舞台芸術協会設立
伝統等に関する知識の普及及
び啓発に関する法律公布
10 月
「ART-Link 上野－谷中'97」
直島家プロジェクト設立（香川・ ６月
開催
ベネッセ）
著作権法一部改正(ネットワーク
の発達に対応するための改正)
11 月
「トヨタ・マスター・プレイヤーズシリ
モスクワシアターオペラ来日
ーズ」開始
7月
札幌コンサートホール開館（北 「第 7 回文化の見えるまちづくり
8月
海道）
政策研究フォーラム」開催

十六地域振興財団設立
8月
９月
静岡県舞台芸術センター開館、
東京オペラシティコンサートホ SPAC カンパニーが専属劇団に

ール・リサイタルホール開館
（東京オペラシティ文化財 9 月
団・東京）
「出雲市文化のまちづくり条例」
（島根）

12 月
主婦の友グループが「メセナ大 10 月
賞」を受賞
新国立劇場開館（東京）
げんでんふれあい福井財団設 新津市美術館開館（新潟）
立
すみだトリフォニーホール開館(東
げんでんふれあい茨城財団設 京)

立
泉美術館設立

文化庁「アーティスト・イン・レジデ
ンス事業」開始
特定非営利活動促進法
（NPO 法）案提出

1998

3月
2月
フルーティストの木ノ脇道元、学 「文化庁メディア芸術祭」初開催
術研究者の小沼純一が「出光
音楽賞」を受賞（出光興産）
3月
「特定非営利活動促進法
出雲メセナ協会設立（島根）
（NPO 法）」制定

5月
Japan Contemporary
Dance Network （ JCDN ）
設立準備室活動開始

10 月
日本アートマネジメント学会設立
大塚国際美術館開館（徳島・ 『我が国の芸術文化施策の概 （宮城）
大塚製薬）
要』発行（文化庁）
「第 8 回文化の見えるまちづくり
政策研究フォーラム」開催

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

1998
と

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

4月
３月
公益財団法人徳島銀行生涯 文化政策推進会議報告「文化
学習振興財団設立
振興マスタープラン―文化立国
の実現に向けて―」（文化庁）
10 月
発表
公益財団法人上原美術館設
立
4月
士別市文化振興条例施行
12 月
（北海道）
朝倉不動産が「メセナ大賞」を
受賞
奈良国立博物館に「東新館」開
館
公益財団法人佐川美術館設
立
5月
「中央省庁等改革基本法案」
衆議院通過（独立行政法人
関連）
横浜みなとみらいホール開館
（神奈川）
池田市民文化振興財団設立
（大阪）
６月
美術品の美術館における公開の
促進に関する法律公布
７月
文化庁、長官官房に審議会を
設置
会計課を総務課に統合
著作権課を文化部から長官官
房に移管
国際著作権課を設置
8月
秋吉台国際芸術村開館（山
口）
9月
滋賀県立びわ湖ホール開館
（滋賀）
地域こども文化プラン策定

アート界の動向

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

1998

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

11 月
登録美術品登録基準（文部
省告示）公布
12 月
「美術品公開促進法」施行

1999
な

2月
セゾン美術館閉館

3月
2月
「 登 録 美 術 品 制 度 」 初 認 定 ふらの演劇工房が NPO 法人認
（文化庁）
証第 1 号

4月
斎藤記念川口美術館無期休 福岡アジア美術館開館(福岡)
館（ローザ）
静岡県コンベンションアーツセンタ
カザルスホール自主公演中止を ー(グランシップ)開館（静岡）
決定、企画室アウフタクトを解散
（東京・主婦の友社）
4月
『新しい文化立国の創造をめざ
諸橋近代美術館設立
して文化庁 30 年史』発行（文
化庁監修、ぎょうせい）
6月
「セゾン・アート・プログラム」開始 6 月
博多座開館（福岡・博多座） 「国立公文書館法」公布

3月
日本 NPO 学会設立総会
4月
東京藝術大学美術館開館
東京藝術大学「先端芸術表現
科」新設
8月
野村仁「HAAS プロジェクト」開
始

8月
７月
9月
三越美術館閉館（東京・三越 東京国立博物館に「法隆寺宝 「東京国際舞台芸術フェスティバ
百貨店）
物館」開館
ル」毎年開催となる
9月
10 月
10 月
東京オペラシティアートギャラリー 東京国立博物館に「平成館」開 「万之瀬川アートプロジェクト」開
開館（東京）
館
催（鹿児島）
11 月
銀座セゾン劇場閉館

11 月
「神山アーティスト・イン・レジデン
神戸に CAPHOUSE 開館（兵 ス」開始（徳島）
庫）
東急文化村が「メセナ大賞」を
11 月
文
化振興
財団
の
設立
：
受賞
「日本アートマネジメント学会全
福岡市文化振興財団、豊
国大会」（仙台）
田市文化振興財団（愛
「トヨタコレクション」開始
知）
12 月
「取手アートプロジェクト」開始
（茨城）
ARTCOMPLEX1928
開館（京都）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2000
に

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

1月
1月
3月
幕張北澤美術館閉館（千葉・ 大 阪 市 立 芸 術 創 造 館 開 館 演劇人会議設立
キッツ）
（大阪）
4月
4月
4月
多摩美術大学美術館開館
映画制作支援サイト「シネマネ 京都芸術センター開館（京都・ （東京・多摩美術大学）
ー」開始（伊藤忠グループ）
京都市芸術文化協会）
東京都写真美術館館長に徳間
講談社野間記念館開館（東 「新地方自治法」施行
康快氏（徳間書店）就任
京・講談社）
5月
渋谷ジァンジァン閉館（東京）
5月
著作権法及び万国著作権条約
「アートノバプログラム開始」（ア の実施に伴う著作権法の特例 5 月
サヒビール）
に関する法律一部改正（障害 イギリスでテート・モダンが開館
者の著作物利用の権利制限規
9月
定の拡充等）
7月
清水三年坂美術館開館（京
「大地の芸術祭 越後妻有アー
都・村田製作所）
６月
トトリエンナーレ」初開催（新
「トーキョーワンダーウォール」開始 潟・新潟県）
SRI 社会貢献ファンド「あすのは （東京）
ね」創設（朝日ライフアセットマ
10 月
ネジメント）
「関西ミュージアム・メッセ 2000」 フジタヴァンテ閉館（東京・フジ
開 催 （ 大 阪 ・ 関 西 経 済 連 合 タ）
10 月
会）
トッパンホール開館（東京・凸版
富良野演劇工場開館（北海
印刷）
8月
道 ・ NPO 法 人 ふ ら の 演 劇 工
「第 1 回舞台芸術・芸能見本 房）
印刷博物館開館（東京・凸版 市」開催（大阪・大阪 21 世紀
印刷）
協会）
11 月
東京都写真美術館長に福原義
海岸通ギャラリー・CASO 開館 10 月
春氏（資生堂）就任
（大阪・住友倉庫）
府中市美術館開館（東京・府
中市）
12 月
11 月
佐賀町エキジビット・スペース閉
「とうきょうエキコン」終了（東京・ 11 月
館（東京）
東日本鉄道文化財団）
「著作権等管理事業法」公布
「みちのくエキコン」終了（宮城・ 12 月
東日本鉄道文化財団）
「第 1 回東京フィルメックス」開催
（東京・東京フィルメックス実行
12 月
委員会）
『なぜ、企業はメセナをするの
か？』発行（企業 メ セナ 協議
会）
奈良そごう美術館閉館（奈良・
そごうグループ）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

2000

12 月
第一生命保険が「メセナ大賞」
を受賞

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

「トヨタ・マスター・プレイヤーズ, ウ
ィーン」開始

2001
ぬ

1月
1月
「朝日舞台芸術賞」「キリンダン 文部科学省発足（引き続き外
ス サ ポ ー ト 」 創 設 （ 朝 日 新 聞 局として文化庁が置かれる）
社・キリンビール）
文化審議会を設置（国語審議
東京宝塚劇場開館（阪急電 会、著作権審議会、文化財保
鉄・東京）
護審議会、文化功労者選考審
査会の機能を整理・統合）
2月
はましん地域振興財団設立
せんだいメディアテーク開館（宮
城・仙台市）
3月
東武美術館閉館（東京・東武 4 月
鉄道）
国立博物館、国立美術館、文
化財研究所、国立国語研究所
川口現代美術館スタジオ閉館 が独立行政法人化
（埼玉・ローザ）
「情報公開法」施行
ギ ャラ リー「 TN プロ ーブ」 再開
（東京・大林組）
財団法人国立組踊劇場支援
財団（仮称）設立
近鉄アート館演劇公演終了
（大阪・近鉄百貨店）
5月
芝居小屋八千代座修復、再開
4月
（熊本・山鹿市）
サントリー音楽賞「佐治敬三賞」
を創設（サントリー）
京都芸術劇場＜春秋座＞開
館(京都・京都造形芸術大学)
千葉そごう美術館閉館（千葉・
そごうグループ）
6月
自民・公明・保守の与党 3 党
平木浮世絵美術館閉館（神 「公益法人の運営の適正化に
奈川・そごうグループ）
関する法律案（仮称）」合意
5月
9月
セ ル リ ア ン タ ワ ー 能 楽 堂 開 館 石川県立音楽堂開館（石川・
（東京・東急ホテル）
石川県）
奈良県立万葉文化館開館
（奈良・明日香村）

2月
東京都現代美術館館長に樋口
廣太郎氏（アサヒビール）就任
4月
東京フィルハーモニー交響楽団、
新星日本交響楽団が合併（東
京）
９月
「横浜トリエンナーレ」初開催
（神奈川）
11 月
『芸能白書 2001』発行（芸団
協）
12 月
「小林秀雄賞」創設（新潮文
芸振興会）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2001

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

6月
10 月
メ ゾ ン エ ル メ ス フ ォ ー ラ ム 開 館 「認定 NPO 法人制度」開始
（東京・エルメス）
（国税庁、3 月 28 日成立）
目黒雅叙園美術館閉館（東 「著作権等管理事業法」施行
京・目黒雅叙園）
（2000 年 11 月 21 日成立）
高崎タワー美術館閉館（山種 三 鷹 の 森 ジ ブ リ 美 術 館 開 館
グループ）、11 月に高崎市タワ （東京・三鷹市）
ー美術館として再開（群馬・高
崎市）
若手アーティストへ無利子・無担
保「アーツ・マネジメント資金融
スペイン舞踊振興 MARUWA 資制度」創設（東京都）
財団設立
12 月
7月
国際芸術センター青森開館
篠山チルドレンズミュージアム開 （青森・青森市）
館（兵庫・篠山市）
「文化芸術振興基本法」公布、
8月
施行（11 月 30 日成立）
康耀堂美術館開館（長野・佐
藤電機）
「トーキョーワンダーサイト本郷」
開館（東京）
10 月
小田急美術館閉館（東京・小
田急百貨店）
11 月
NHK 大阪ホール開館（大阪・
NHK）
第一生命ホール開館（東京・
第一生命保険）
12 月
安田火災海上保険が「メセナ大
賞」を受賞
トヨタ自動車がメセナアワード
2001「バリアフリー賞」を受賞
太陽財団設立
トヨタ自動車「トヨタコレオグラオフ
ィーアワード」開始

アート界の動向

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

2001

12 月
シエラザードスタジオ開館（光文
社シエラザード文化財団）

2002
ね

3月
1月
「文藝春秋漫画賞」終了（文 文化芸術創造プラン（新世紀
藝春秋社）
アーツプラン）スタート、民間劇
場へ支援対象拡大（文化庁）
伊勢丹美術館閉館（東京）
3月
6月
「著作権に関する世界知的所
「アサヒ・アート・フェスティバル」開 有権機関条約」発効
始（アサヒビール）
「公益法人制度の抜本的改革
8月
に向けた取組みについて」閣議
「斎藤秀雄メモリアル基金賞」創 決定
設（ソニー音楽芸術振興会）
4月
9月
文化庁「次代の文化を創造する
ポーラ美術館開館（神奈川・ポ 新進芸術家育成事業」開始
ーラ化粧品本舗）
「認定 NPO 法人制度」、税制
10 月
優遇基準を緩和（国税庁）
パルコミュージアム開館（東京・
パルコ）
杉並区「NPO 支援基金制度」
開始（東京・杉並区）
11 月
カザルスホール休館、日本大学 兵庫県立美術館開館（兵庫・
に移管（東京・主婦の友社）
兵庫県）

アート界の動向

1月
大阪浪花座閉館（大阪・松
竹）
2月
企業と NPO の協働事業顕彰
「パートナーシップ大賞」創設
（名古屋・NPO 法人パートナー
シップ・サポートセンター）
3月
村上隆主催「GEISAI」開始
7月
東京グローブ座休館（東京・新
宿西戸山開発）
9月
「大阪のど真ん中に小劇場を取
り戻す会」設立
10 月
DANCEBOX、フェスティバルゲ
ートに劇場開館（大阪）

12 月
朝日放送が「メセナ大賞」を受 横浜にぎわい座開館（神奈川・ 早 稲 田 松 竹 映 画 劇 場 再 開
賞
横浜市）
（東京・松竹）
12 月
松本市美術館開館（長野・松 「第 9 回文化の見えるまちづくり
広告資料館アド・ミュージアム東 本市）
政策研究フォーラム」開催
京、電通四季劇場＜海＞開館
（東京・電通）
6月
著作権法一部改正（実演及び
レコードに関する世界知的所有
権機関条約（WPPT）締結等
に伴う放送事業者等の送信可
能化権の創設等
せんだい演劇工房 10-BOX 開
館（宮城）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2002

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

７月
「文化財の不法な輸出入等の
規制等に関する法律」公布
「実演及びレコードに関する世界
知的所有権機関条約」締結
8月
2003 年度（平成 15 年度）
文化庁予算概算要求額が
1000 億円台に
10 月
熊本市現代美術館開館（熊
本・熊本市）
12 月
「独立行政法人日本芸術文化
振興会法」公布
「知的財産基本法」公布
「茨城県牛久市文化芸術振興
条例」など 6 件成立
「ヘブンアーティスト制度」創設、
大道芸人にライセンス発行（東
京）

2003
の

3月
2月
1月
トヨタ自動車「ウィーン・プレミア 文化庁、著作物の｢自由利用マ 建 築 博 物 館 ・ ギ ャ ラ リ ー 開 館
ム・コンサート」開始
ーク｣配布開始
（東京・日本建築学会）
Paramita Museum 開館（三 3 月
重）
「大阪府文化振興アクションプラ
ン」策定（大阪・大阪府）
OMS（扇町ミュージアムスクエ
ア）閉館（大阪・大阪ガス）
「知的財産基本法」施行(02 年
12 月 4 日公布)、内閣に知的
出光美術館・大阪閉館
財産戦略本部設置(内閣府）
（大阪・出光興産）
横浜都市発展記念館、横浜ユ
「セゾ ン アー トプ ログラ ム」 終了 ーラシア文化館開館（神奈川・
（東京・セゾン現代美術館）
横浜市ふるさと歴史財団）

2月
映像関連産業の国際的拠点を
めざす「SKIP シティ（さいたま新
産業拠点）」開業（埼玉・スキ
ップシティ）
NPO 法人認証数が 1 万を超す
（累計 1 万 89 件）
2003 年度「京都映画祭」中止
決定（京都・京都市）

栃木市立とちぎ蔵の街美術館 4 月
開館（栃木・栃木市）
日本大学カザルスホール一般貸
出開始（東京・日本大学）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

2003

4月
民間文化関連施設・設備等の
整備事業に対する長期融資制
度「文化関連施設整備事業」を
開始（東京・日本政策投資銀
行）

3月
４月
河合隼雄文化庁長官が「関西 日本初の人形劇学校「パペット
元気文化圏」構想を提唱
アーク」・人形劇博物館のある
「トラまるパペットランド」開館
伝統芸能情報館開館（東京・ （ 香 川 ・ と ら ま る 人 形 劇 研 究
国立劇場）
所）

松下電工 NAIS ミュージアム
（現パナソニック電工 汐留ミュ
ージアム）開館（東京・松下電
工）

河合文化庁長官の私的諮問機 「N 響アカデミー」設立（東京・
関「国際文化交流懇談会」が最
NHK 交響楽団）
終報告書（文化庁長官官房
国際課）刊行
ART COMPLEX 1928 が電視
游戲科学舘公演でエンジェルシ
4月
ス テ ム 導 入 （ 京 都 ・ ART
所得税法改正で芸能報酬にか
COMPLEX 1928）
かる「法人源泉制度（所得税
法第 174 条第 10 号）」撤廃
都市開発のため休館したコンカリ
ーニョが NPO 法人として活動再
「伝統文化こども教室」事業の
開（北海道）
実施要項決定（文化庁）

ブリヂストン美術館が ISO9001
認証取得（東京・石橋財団）
菊池美術財団設立
5月
東急文化会館閉館（東京・東
京急行電鉄）

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

「東京・ミュージアムぐるっとパス」 8 月
発売（東京・東京都歴史文化 「第 3 回ユネスコ・イラク文化財
7月
保護国際会議」開催（東京・ユ
財団）
フジ ヤマミュ ージ アム 開館（静
ネスコ）
岡・富士急行）
「県民文化活動チャレンジ企画
「デジタルアートフェスティバル東
制度」開始（滋賀・滋賀県）
8月
京 2003」開催（東京・NHK エ
第 2 回「外来語」言い換え提案
歴史的建築物を活用した文化 ンタープライズ）
で「メセナ」→「文化支援」と提案
活動助成「大阪楽座事業」創
される（東京・国立国語研究
設（大阪・大阪府）
10 月
所）
「第 1 回全国アート NPO フォー
文化庁・映画振興に関する懇 ラム」開催（兵庫・第 1 回アート
9月
談 会 最 終提 言発 表（文 化 NPO フォーラム実行委員会）
「第 1 回林原国際芸術祭『希 庁）
望の星』」開幕（岡山・林原共
ART COMPLEX 1928 が
済会）
Kyupi Kyupi 公演にロングラン
5月
新潟県立万代島美術館開館 投資システム導入（京都・ART
国立国語研究所の「メセナ」言 （新潟・新潟県）
COMPLEX 1928）
い換え語提案に反対する会声
明文記者発表会（東京・「メセ ６月
「第 1 回アートナビゲーター検定
ナ」言い換え語提案に反対する 著作権法一部改正（映画の著 試験（3 級）」実施（東京・美
会）
作物の保護期間延長、教育目 術出版社）
的の権利制限規制の整備、損
10 月
害賠償額の算定に関する規定
HAKUJU HALL 開館（東京・ 等の整備）
白寿生化学研究所）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2003

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

10 月
8月
森 美 術 館 開 館 （ 森 ビ ル ・ 東 「関西元気文化圏推進協議
京）
会」設立総会を開催し、「関西
元気文化圏」始動
「トヨタ創造空間プロジェクト」開
始
北九州芸術劇場開館（福岡・
北九州市）
11 月
第 2 回「外来語」言い換え提案 9 月
（最終発表）で「メセナ」他 4 改正地方自治法の施行で「指
語が先送り（東京・国立国語 定管理者制度」導入（6 月 13
研究所）
日公布）
エー・ビー・シー音楽振興財団が 「平成 15 年度文化庁舞台芸
NPO 法人に改組（大阪・NPO 術国際フェスティバル」開催
法人 ABC 音楽振興会）
「松本市文化芸術振興条例」
常陽藝文センターが「メセナアワ 制定（長野）
ード」大賞を受賞
10 月
ト ヨ タ 自 動 車 が メ セ ナ ア ワ ー ド 日本芸術文化振興会が独立行
2003「新領域開拓賞」を受賞
政法人化（東京・日本芸術文
化振興会）
12 月
民間の能楽研究・上演団体「橋 国際交流基金が独立行政法人
の会」解散
として設立（東京・国際交流基
金）
「トヨタ・子どもとアーティストの出
会い」開始
神奈川県立近代美術館葉山
開館（神奈川・PFI 事業者モマ
神奈川パートナーズ、神奈川
県）
「鳥取県文化芸術振興条例」
制定（鳥取）
11 月
山口情報芸術センター(YCAM)
開館（山口・山口県）
「第 1 回国際文化フォーラム」開
幕（大阪・文化庁）
「ホールボランティア会議」開催
（岐阜・岐阜市、岐阜市公共
ホール管理財団）

アート界の動向

11 月
人形浄瑠璃文楽がユネスコ の
「人類の口承及び無形遺産の
傑作」（無形文化遺産）に指
定
「アートプログラム青梅」開催
（東京）
「第 10 回文化の見えるまちづくり
政策研究フォーラム」開催

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2004
は

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

2月
1月
1月
近 鉄小 劇場 、 近鉄 劇場 閉 館 文 部 科 学 省 「 地 域 づ く り 支 援 NPO 法人の認証数が累計 1 万
（大阪・近畿日本鉄道）
室」設置
5296 件に
4月
文化庁「文化財国際協力等推 4 月
HOUSE OF SHISEIDO 開館 進会議」設置
NPO 法人地域資料デジタル化
（東京・資生堂）
研究会が山中湖村の公共図書
国立劇場おきなわ開館（沖縄・ 館「山中湖情報創造館」の指定
シャネルが東京国際フォーラム・ 日本芸術文化振興会）
管理者に（山梨・地域資料デ
ガラス棟のネーミング・リレー・ライ
ジタル化研究会）
ツ第 1 号に（東京・東京国際フ 内閣府「文化に関する世論調
ォーラム）
査」結果発表（内閣府大臣官 NPO 法人福岡パフォーミングア
房政府広報室）
ーツプロジェクト（FPAP）が福
6月
岡市「ぽんプラザ」の指定管理者
第 3 回「外来語」言い換え提案 3 月
に （ 福 岡 市 ・ NPO 法 人
（中間発表）で「メセナ」の言い BankART 1929 開館（神奈 FPAP）
換えを見送る（東京・国立国語 川県・横浜市）
研究所「外来語」委員会）
5月
「 千 代 田 区 文 化 芸 術 基 本 条 金融 NPO「ap bank（アーティ
７月
例」（東京）ほか 11 件の文化 ストパワーバンク）」が融資先募
地中美術館開館（ベネッセコー 芸術基本条例成立が相次ぐ
集開始（東京・有限責任中間
ポレーション、直島福武美術館
法人 ap bank）
財団・香川）
第１回文化庁映画賞贈呈式
7月
8月
4月
NPO 法人ふらの演劇工房が富
明治安田生命の新たな社会貢 自 治 体 初 の ダ ン ス カ ン パ ニ ー 良野市の「富良野演劇工場」の
献プログラム「エイブルアート・オン 「 Noism04 」 活 動 開 始 （ 新 指定管理者に（北海道・ふらの
ステージ 」開始（明治安田生 潟、新潟市民芸術文化会館り 演劇工房）
命、NPO 法人エイブル・アート・ ゅーとぴあ）
ジャパン）
「第 1 回 NPO バンクフォーラム」
区内の幼稚園・小・中学校に芸 開催 トル[〜17 日]（北海道
10 月
術家を派遣する「アーティスト・イ 札 幌 市 ・ NPO 法 人 北 海 道
アートマネジメント総合サイト「ネ ン・スクールプログラム」開始（東 NPO バンク・NPO バンク事業組
ット TAM」開設（トヨタ自動車・ 京都・千代田区）
合）
企業メセナ協議会）
芸術家への無利息つなぎ融資 8 月
12 月
「助成金等内定者資金融資制 にしすがも創造舎開館（東京
大日本インキ化学工業が「メセ 度」創設（京都・京都市）
都・NPO 法人アートネットワー
ナアワード」大賞を受賞
ク・ジャパン、NPO 法人芸術家と
文化遺産オンライン（施行版） 子どもたち）
ホテル全館貸切でシアターコンプ をインターネットで公開開始
レックスとする
９月
「Dream Theatre」実施、収 5 月
「福島現代美術ビエンナーレ」初
益を全額寄付（東京・パークハ 高松市文化芸術ホール（サンポ 開催（福島・福島大学学生）
イアット東京）
ートホール高松）開館（香川
県・高松市文化芸術財団）
今岡美術館設立

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2004

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

5月
「丸の内元気文化プロジェクト」
始動（東京・文部科学省、大
手町・丸の内・有楽町地区再開
発計画推進協議会）

10 月
「AFCNet」（アジアフィルムコミッ
シ ョ ン ネ ッ ト ワ ーク ） 発足（ 韓
国・釜山国際映画祭）

「全国アート NPO フォーラム in
「改正文化財保護法」で文化的 札幌」開催（札幌・第 2 回全
景 観 や 民 俗 技 術 が 文 化 財 に 国アート NPO フォーラム実行委
（2005 年 4 月施行）
員会）
「著作権法の一部を改正する法 「ながのアートプロジェクト」開催
律案」可決・成立（衆議院文 （長野）
部科学委員会）
7月
ミューザ川崎シンフォニーホール開
館（神奈川・川崎市）
東京文化会館館長にソニー名
誉会長大賀典雄氏就任（東
京・東京都歴史文化財団）
8月
シアター1010（センジュ）開館
（東京・足立区）
まつもと市民芸術館開館（長
野・松本市）
10 月
金沢 21 世紀美術館開館（石
川・金沢市）
精華小劇場開館（大阪・大阪
市）
国立国際美術館大阪中之島に
移転開館

2005

3月
1月
社会経済生産性本部「企業の 「改正著作権法」施行
社会的責任（CSR）調査」発
表（東京）
三和酒類が「大分県立総合文
化センター」ネーミングライツスポン
4月
サーとなる（大分）
「JTB 交流文化賞」創設（東
京・ジェイティービー）

1月
NPO 法人認証数が全国で累
計 2 万 350 件に
４月
芸能花伝舎開館（東京・芸団
協）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2005
ひ

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

5月
１月
ザ･フェニックスホール開館 10 周 公立文化施設を顕彰する「第 1
年（大阪・ニッセイ同和損保） 回 JAFRA アワード」贈呈式（東
京・地域創造）
紀尾井シンフォニエッタ東京が「ド
レスデン音楽祭 2005」に参加 3 月
（ドイツ・新日本製鉄）
大分県「文化振興基本方針」
ほか 11 件成立
6月
ポーラ化粧文化情報センター開 4 月
館（東京・P.O.ホールディング 文化庁「文化芸術創造プラン」
ス）
制度変更。団体運営助成が事
業助成に
『いま、地域メセナがおもしろい―
企業＋アート＋まちの実践』発 新国立劇場演劇研修所開所
行（東京・企業メセナ協議会） （東京）
9月
SPS しまねが島根県立美術館
そごう劇場、そごう心斎橋本店 指定管理者に（民間初）（島
14 階ギャラリー開館（大阪・ミレ 根）
ニアムリテイリング）
横浜市、「創造都市交流事業」
「全国メセナネットワーク第 10 回 開始（神奈川）
全国会議「『アートによる市民主
義のまちづくり』を語ろう！」開催 乃村工藝社が長崎歴史文化博
（東京）
物館の指定管理者に（長崎）
ギャラリーＡ4 開館（東京・竹中 5 月
工務店）
吉祥寺シアター開館（東京）

アート界の動向

４月
「第 1 回出雲・玉造アートフェス
ティバル」開催［〜5/31］（島
根県・玉造温泉観光協会、玉
蔵温泉旅館協同組合）
第 1 回「ラ・フォル・ジュルネ・オ・
ジャポン（熱狂の日）」初開催
（東京・東京国際フォーラム）
NPO 法人 BEPPU PROJECT
設立
5月
東京都交響楽団が演奏者の有
期雇用制度開始、楽団員の約
7 割が契約に移行（東京）
6月
ファーレ立川地区のアート再生プ
ロジェクトが始動（東京・立川
市再生実行委員会）
7月
「淡路島アートフェスティバル」初
開催（兵庫）
8月
アートフェア東京開始

10 月
政府税調「新たな非営利法人 9 月
『CSR 推進ツール』発行（東 に関する課税及び寄附金税制 NPO 法人の解散件数の増加
京・日本経団連）
についての基本的考え方」発表
率が認証件数の増加率を上回
る（内閣府）
三井記念美術館開館（東京・ ７月
三井文庫）
民 主 党 「 公 益 法 人 制 度 改 革 「横浜トリエンナーレ 2005」開催
案」発表、各党マニフェストも出 （神奈川・横浜市）※初開催
大分県で経営者や芸術文化団 揃う
より４年後、以降３年おきに開
体の関係者へ「企業メセナ研修
催
会」開催（大分市）
「ちよだボランティアチケット制度」
導入（東京・千代田区）
11 月
11 月
歌舞伎がユネスコ「人類の口承
三越が「メセナアワード」大賞を トーキョーワンダーサイト渋谷開 及び無形遺産の傑作」（無形
受賞
館（東京都・渋谷区）
文化遺産）に指定

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2005

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

10 月
九州国立博物館開館（福
岡）
兵庫県立芸術文化センター開
館
兵庫芸術文化センター管弦楽
団設立（兵庫）
「わたしの旅 100 選」選定

2006
ふ

3月
4月
東京ステーションギャラリー休館 サントリーパブリシティサービス・共
（東京・JR）
立・神奈川共立の三者による共
同事業体が、横浜市神奈川区
5月
民文化センター「かなっくホール」
三菱東京 UFJ 銀行が CSR 活 の指定管理者に（神奈川）
動に力を入れる中小企業を対
象に金利を年 0.2％引き下げる 芦屋市立美術博物館が NPO
新型融資を開始（東京・三菱 法人芦屋ミュージアム･マネジメン
東京 UFJ 銀行）
トに運営委託（兵庫）

１月
特定非営利活動法人アートＮ
ＰＯリンク設立
3月
「アート NPO データバンク」発表
（アート NPO リンク）

4月
NPO 法人アートネットワーク･ジ
ャパンが日本政策投資銀行と巣
6月
NPO 法人アートネットワーク･ジ 鴨信用金庫から、NPO 初の融
NTT インターコミュニケーション･セ ャパンが大倉山記念館の指定 資を受ける（東京）
ン タ ー が リ ニ ュ ー ア ル （ 東 京 ・ 管理者に（神奈川）
NTT 東日本）
5月
東京芸術センター開館（東京・ 劇場「コンカリーニョ」再建（北海
7月
足立区）
道・NPO 法人コンカリーニョ）
経済同友会が提言「企業が文
化になるとき〜文化をベースに企 文化庁「NPO による文化財建 ７月
業と社会の好循環を築く〜」を 造物活用モデル事業」発足
特定非営利活動法人プラス・ア
発表
ーツ設立
5月
8月
「東京都文化振興指針」策定
9月
HIOKI ホール開館（長野・日
天満天神繁昌亭開館（大阪・
置電機）
外部の専門家による東京芸術 北区）
文化評議会新設（東京都）
10 月
10 月
UFJ ニコスが上方落語協会と連 「一般社団法人及び一般財団 NPO 法人山形国際ドキュメンタ
携し天満天神繁昌亭の運営資 法人に関する法律」、「公益社 リー映画祭設立（山形）
金として、利用額の一部を寄付 団法人及び公益財団法人の認
するクレジットカードを発行（大 定等に関する法律」、「競争の 11 月
阪・三菱 UFJ ニコス）
導入による公共サービスの改革 ゆうばり国際ファンタスティック映
に関する法律」が国会で成立
画祭復活のための NPO 法人ゆ
（6 月 2 日公布、2008 年 12 うばりファンタ設立（北海道）
月 1 日より施行）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

2006

10 月
電通が渋谷公会堂 のネ ーミン
グ･ライツを取得、サントリーに転
売し名称を「渋谷 C.C.Lemon
ホール」に（東京・渋谷区）

６月
「文化遺産国際協力コンソーシ
アム」発足

アート界の動向

「海外の文化遺産の保護に係る
国際的な協力の推進に関する
ラットホール･ギャラリー開館（東 法律」公布
京・オゾンコミュニティ）
7月
INAX ラ イ ブ ミ ュ ー ジ ア ム 開 館 青森県立美術館開館（青森・
（LIXIL・愛知）
青森市）
12 月
10 月
ベネッセコーポレーション/直島福 国立博物館（東京・京都・奈
武美術館財団が「メセナアワー 良）が常設展料金を値上げ
ド」大賞を受賞
急な坂スタジオ開館（神奈川・
横浜市）
11 月
「トーキョーワンダーサイト青山」
開館（東京）
12 月
著作権法一部改正（IP マルチ
キャスト放送による放送の同時
再送信の円滑化等）

2007
へ

1月
1月
ヤマハホール休館、新ホールは 国立新美術館開館（東京）
2010 年開館（東京・ヤマハ）
「静岡アートドキュメント」開催
2月
仏政府の「第 1 回グランド・メセ 「日本の歌 100 選」選定
ナ賞」を日本テレビ放送網が受
賞（フラン ス・日本テレビ放送 2 月
網）
「文化芸術の振興に関する基本
的な方針」（第 2 次基本方
3月
針）閣議決定
東京・日本橋高島屋に「美術画
廊Ⅹ」開館（東京・高島屋）
青森市民ホールに「ネーミング･ラ
イツ」導入（青森・青森市）
「トヨタ･アートマネジメントフォーラ
ム 2007 なぜいまアートなの？ 3 月
－アートの力、アートの社会的 「東京都小金井市芸術文化振
価値を考える－」開催（東京・ 興条例」ほか 6 件成立
トヨタ自動車）

3月
企業メセナ協議会「公益法人制
度改革に関する 3 つの提言」発
表
4月
日本文化財保護協会、埋蔵文
化財発掘の資格制度創設
アートＮＰＯリンクが管理者とな
り「アサヒ・アートスクエア」開館
6月
新銀行東京、NPO 法人向けの
融資に対する保障事業を始める
と発表（東京・新銀行東京）
日本文化政策学会設立

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

2007

３月
年間カード利用額の 0.3％を文
化に寄付する OMC クレジットカ
ード「OSAKA メセナカード」発行
（大阪・OMC カード）

4月
文化庁長官に青木保氏就任

りそな銀行本店ビルで「夜間寄
席」開催。入場料の代わりに
NPO 法人国際落語振興会へ
の寄付金を 1 口 1000 円で募
る。（大阪・りそな銀行）

「広島アートプロジェクト」開催

アート界の動向

7月
The Artcomplex Center of
Tokyo 開館（東京）

公益法人制度改革関連 3 法の
公布を受け「公益認定等委員 ９月
会」発足（内閣府）
「中之条ビエンナーレ」初開催
東京ミッドタウンにサントリー美術
（群馬）
館が移転開館（東京・サントリ 独立行政法人国立文化財研
ー）
究機構が設立
11 月
ニューヨーク近代美術館
Fuji Xerox Art Space 開館 横 須 賀 美 術 館 開 館 （ 神 奈 （MoMA）ミュージアムショップ
（東京・富士ゼロックス）
川）
が開店（東京）
東京芸術劇場館長に元アサヒビ
ール会長・企業メセナ協議会理
NPO 法人野田文化広場が千 事長福地茂雄氏が就任
葉県野田市立郷土博物館の指
定管理者に（千葉県・野田
市）

4月
新丸ビルと丸ビルの間の地下通 「武力紛争の際の文化財の保
路 に 行 幸 地 下 ギ ャ ラ リ ー 開 廊 護に関する法律」公布
（東京・三菱地所）
５月
「映画の盗撮の防止に関する法
アサヒビール、「アサヒ・アートスク
律」公布
エア」開館（東京・アサヒビー
ル）
5月
「花王・コミュニティ・ミュージアム・
プログラム」開始（花王）

７月
アーツコミッション・ヨコハマ設立
（神奈川県）
8月
文化庁「ミュージアムタウン構想」
創設（文化庁）

7月
若手芸術家の作品をインターネ
ット上で売買する「スパイラルバン 9 月
ク」開設（東京・ワコール）
横浜市は文化芸術活動支援の
ため、公募型の補助金制度「ア
銀 座 ガ ス ホー ル ビ ル 閉 館（ 東 ス ハ マ 」 開 始 （ 神 奈 川 ・ 横 浜
京・東京ガス都市開発）
市）
みちのく・ふるさと貢献基金設立
9月
佐川美術館が樂吉左衛門館開
館（滋賀・佐川急便）

あうるすぽっと（豊島区立舞台
芸術交流センター）開館（東
京・豊島区）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2007

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

10 月
10 月
イイノホール閉館（東京・飯野 大村智・北里研究所長の寄付
海運）
による韮崎市立韮崎大村美術
館開館（山梨・韮崎市）
KPO キリンプラザ大阪閉館（大
阪・キリンビール）
川崎市アートセンター、アルテリオ
小劇場開館（神奈川・川崎
11 月
市）
カンボジア・アンコール遺跡群にシ
ハヌーク・イオン博物館開館（カ 11 月
ンボジア・イオングループ）
沖縄県立博物館・美術館開館
（沖縄）
シアタ ークリエ開館（東京・東
宝）
12 月
「独立行政法人整理合理化計
資生堂が「メセナアワード」大賞 画」が閣議決定
受賞
12 月
文化・芸術による福武地域振興
財団が設立

2008
ほ

3月
4月
赤坂 ACT シアター開館（東京・ 「地方税法等の一部を改正する
TBS）
法律」公布、ふるさと納税制度
導入
日清製粉グループが「三鷹の森
ジブリ美術館」に協賛開始
十和田市現代美術館開館
（青森・十和田市）
５月
東京ミッドタウンマネジメント株式 ５月
会 社 が 「 Tokyo Midtown 「地域における歴史的風致の維
Award」を創設
持及び向上に関する法律」公布
7月
12 月
「トヨタ芸術環境 KAIZEN プロジ 新公益法人制度施行
ェクト」公開プレゼンテーション開
催（東京・トヨタ自動車）
DNP 文化振興財団設立
10 月
アートエリア B1（京阪電気鉄
道・大阪）

3月
日本音楽芸術マネジメント学会
設立
８月
「黄金町バザール」初開催（神
奈川）
11 月
「ヨコハマ・パラトリエンナーレ」初
開催（神奈川）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

2008

11 月
サントリーが「メセナアワード」大賞
を受賞

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

トヨタ自動車がメセナアワード
2008「音楽文化普及賞」受賞
12 月
新宿コマ劇場閉館（東京・コ
マ・スタジアム）

2009
ま

1月
４月
ベニサン・ピット閉館（紅三・東 NPO とアートプロジェクトを展開
京）
する「東京アートポイント計画」が
発足（東京・東京都歴史文化
ニッシャ印刷文化財団設立
財団））
「朝日舞台芸術賞」休止

「地域おこし協力隊」が制度化

2月
日本ファンドレイジング協会設立
3月
シアター・トップス閉館（東京）

4月
ジャパン・フィルムコミッション設立
3月
5月
「別府現代芸術フェスティ バル
社会創造のための緊急提言「ニ 座・高円寺開館（東京・杉並 『混浴温泉世界』」初開催（大
ュー・コンパクト」を発表（企業メ 区）
分）
セナ協議会）
６月
5月
４月
著作権法一部改正（インターネ 毎 日 書 道 図 書 館 開 館 （ 東
東郷青児記念損保ジャパン日 ット等を活用した著作物利用の 京）
本興亜美術館が新宿区で「美 円滑化を図るための措置等）
術鑑賞教育」事業を開始
7月
10 月
「＜東京の夏＞音楽祭」終了
6月
国立メディア芸術総合センター （東京）
弦地域文化支援財団設立
案廃止（文化庁）
「水と土の芸術祭」初開催（新
9月
内閣官房参与に劇作家・演出 潟県・新潟市）
かわさき IBM 市民文化ギャラリ 家の平田オリザ氏就任
ー閉館（神奈川・IBM）
8月
11 月
「水都大阪 2009」開催（大
10 月
高松市、保育所へ芸術の専門 阪）
根津美術館、山種美術館がリニ 家「芸術士」を派遣開始（香
ューアル（東京）
川）
「所沢ビエンナーレ」初開催（埼
玉）
11 月
行政刷新会議が事業仕分けを
第一生命保険が「メセナアワー 実施
9月
ド」大賞を受賞
日本サードセクター経営者協会
設立
12 月
ヤギメセナファンデーション設立

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2010
み

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

3月
4月
3月
金谷美術館が開館（千葉県富 東京都美術館が 4 月から改修 日 本大学 カザ ル ス ホー ル 閉 館
津市）
へ（2 年間の休館）
（東京）
4月
静岡市美術館開館(静岡市)
歌舞伎座、新築工事のため休
館（東京・松竹）
6月
文化審議会文化政策部会 が
三菱一号館美術館開館（東 「審議経過報告」に関する意見
京）
募集
野村財団設立

アーツ千代田 3331 プレオープン
6月
アーツ千代田 3331 開館
7月
「瀬戸内国際芸術祭」初開催
（香川・岡山）

12 月
東京都青少年健全育成条例
損保ジャパン東郷青児美術館 改正案が可決
8月
大賞が休止へ
※漫画やアニメなどの創作作品 「あいちトリエンナーレ」初開催
の表現も条例の対象となる
（愛知県）
ヤマザキマザック美術館開館
（愛知県名古屋市）
10 月
「 KYOTO EXPERIMENT 京
7月
都国際舞台芸術祭」初開催
ルーブル美術館と日本テレビ放
（京都）
送網が新たなパートナーシップ基
本合意文書に調印
12 月
中村ブレイスが「メセナアワード」
大賞を受賞

2011
む

1月
1月
２月
アートスペース「エスパス ルイ・ヴ 神奈川芸術劇場「KAAT」開館 「芸術見本市開催
ィトン東京」オープン
（神奈川県）
（ Tokyo Performing Arts
Market=TPAM ） 」 横 浜 へ 移
3月
3月
動し、「国際舞台芸術ミーティン
阪急文化財団設立
東日本大震災
グ in 横浜」
※全国的な文化活動の停滞と （Performing Arts Meeting
佐藤国際文化育英財団設立
文化の被災の事象が相次ぐ展 in Yokohama）に改称（神
覧会における美術品損害補償 奈川）
企業メセナ協議会 GBFund― に関する法律の制定（美術品
東日本大震災芸術・文化による 補償制度）※2011 年 6 月施 ９月
復興支援ファンド―創設
行
「3331 千代田芸術祭」初開催
（東京都千代田区）
4月
4月
山形美術館設立
東日本大震災被災文化財等
救援委員会設立（2013.3 解
静岡新聞・静岡放送文化福祉 散）
事業団設立

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2011

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

４月
４月
ヤマハ、「おとまち 音楽の街づく 「海外の美術品等の我が国にお
り事業」開始
ける公開の促進に関する法律」
公布
10 月
西京教育文化振興財団設立
10 月
国立文化財機構に「アジア太平
11 月
洋無形文化遺産研究センター」
メルシャン軽井沢美術館閉館
設置
（1995 年開館）
おおさか創造千島財団千島土
地が「メセナアワード」大賞受賞
12 月
GALLERY A4 ギャラリーエーク
ワッド設立

2012
め

4月
井上靖文学館設立（静岡）

4月
3月
東京都美術館がリニューアルオー 文化芸術による復興推進コンソ
プン（東京都台東区）
ーシアム設立

日本テレビ小鳩文化事業団設
立
6月
「劇場・音楽堂の活性化に関す
11 月
る法律」公布
スタートトゥデイ（ゾゾタウン運
営）代表の前澤友作が現代芸 著作権法一部改正（いわゆる
術振興財団を設立
「写り込み」等に係る規定等の
整備）
アサヒビールが「メセナアワード」大
賞受賞
８月
沖縄版アーツカウンシル設立
ト ヨ タ 自 動 車 が メ セ ナ ア ワ ー ド （沖縄県）
2012「支援のこころ賞」受賞
９月
「古典の日に関する法律」公布
11 月
アーツカウンシル東京設立
大阪市立現代美術館
［仮称］心斎橋展示室閉館
（大阪市）
横尾忠則現代美術館開館
（兵庫県神戸市）

10 月
おおさか創造千島財団千島土
地が、鋼材加工工場・倉庫跡を
大型アート作品の収蔵庫として
活用するプロジェクト MASK
[MEGA ART STORAGE
KITAKAGAYA]を始動

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2013
も

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

4月
５月
松竹が歌舞伎座開場、歌舞伎 「国立近現代建築資料館」開
座タワーGINAZA KABUKIZA 館
オープン(東京都中央区銀座)
７月
長島文化財団設立
大阪アーツカウンシル設立
ユニクロ［ファーストリテイリング］
がニューヨーク近代美術館
（MoMA）のプログラム「ユニク
ロ・フリー・フライデー・ナイト」の複
数年スポンサーとなる

アート界の動向

3月
「PARASOPHIA：
京都国際舞台芸術祭」初開催
（京都）
９月
「十和田奥入瀬芸術祭」開催
（北海道）

9月
2020 年夏季オリンピック・パラリ
ンピック開催地が東京に決定
11 月
「日展」文化庁後援の取り消し
秋田県立美術館が新たに開館 セゾングループ創業者の堤清二
（秋田市）
氏が逝去

5月
大日本印刷がメゾン・デ・ミュゼ・ 10 月
デュ・モンド［MMM］をオープン アーツ前橋開館（群馬県前橋
（東京都中央区銀座）
市）
7月
11 月
日産自動車が「日産アートアワ 「文化庁及び観光庁の包括的
ード」創設（隔年開催）
連携協定」締結
「京都会館」が老朽化による回
収費用捻出のため 50 年間のネ
ーミングライツ権を売却、ローム
株式会社が取得。「ロームシアタ
ー京」に決定（京都）
10 月
東京放送ホールディングス[TBS
テレビ]がウィーン美術史美術館
と 10 年間のパートナーシップ締
結
11 月
全日本製造業コマ大戦協会が
「メセナアワード」大賞受賞
トヨタ自動車がメセナアワード
2013「タムタムしま賞」受賞

2014

4月
4月
公益財団法人 関西 大阪 21 文化庁が「文化芸術による子供
世紀協会が「アーツサポート関 の育成事業」を開始
西」を設立
国際交流基金アジアセンター開
設

3月
「中房総国際芸術祭いちはらア
ート×ミックス」初開催（千葉県
市原市）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2014
や

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

５月
５月
企業メセナ協議会が「This is 著作権法一部改正（電気書
mecenat」認定事業を開始
籍に対応した出版権の整備
等）
６月
寺田倉庫が「テラダ・アート・アウ ９月
ォード」創設
京都国立博物館に「平成知新
館」開館
９月
公益財団法人 福武財団が「犬
島パフォーミングアーツ助成」を新
設
10 月
公益財団法人ギャラリーエークワ
ッドが「メセナアワード」大賞受賞
トヨタ自動車がメセナアワード
2014「文化庁長官賞」受賞

アート界の動向

4月
「道後オンセナート」初開催（愛
媛）
「札幌国際芸術祭」初開催
（北海道）
５月
ゲストハウスの仲介サイト
「Airbnb」の日本法人「Airbnb
Japan」設立
８月
「三陸国際芸術祭」初開催
（宮城県気仙沼市、岩手県陸
前高田市など）
９月
「みちのおくの芸術祭 山形ビエ
ンナーレ」初開催（山形県）
東京都写真美術館が 9 月から
改修へ（2 年間の休館）
10 月
「国東半島芸術祭」開催（大
分県）
「大館・北秋田芸術祭 2014」
開催（秋田県）
11 月
東京都庭園美術館、リニューア
ルオープン
山形国際ドキュメンタリー映画祭
が「311 ドキュメンタリーフィルム・
アーカイブ」を設立

2015

２月
イセ・カルチュラルファンデーション
NY が助成金制度「ISE NY 助
成プログラム」新設

３月
５月
文化庁が「メディア芸術データー 石橋財団ブリヂストン美術館、ビ
ベース（開発版）」サイトを開 ル建て替えのため長期休館
設
９月
５月
４月
「アジ アン・アート・ビエンナーレ
一般財団法人現代芸術振興 大 分 県 立 美 術 館 （ OPAM ） 2015」開幕（台湾）
財団が「CAFAA 賞」を創設
開館（大分）

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2015
ゆ

2016
よ

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

９月
4月
テルモ生命科学芸術財団「現代 日本遺産を初めて 18 件認定
美術助成」新設
５月
NPO 法人アートネットワーク・ジ トーキョーワンダーサイト青山のオ
ャパンがたちかわ創造舎の企画・ フィスを東京都現代美術館内へ
運営を開始
移転。レジデンスをアーツ菊川へ
移転、名称をトーキョーワンダー
10 月
サイトレジデンスとする
テルモ株式会社が芸術文化支
援 （ 協 賛 ） 活 動 「 TERUMO ７月
Arts and Crafts」新設
「文化プログラムの実施に向けた
文化庁の基本構想〜2020 年
大日本印刷が「メセナアワード」 東京オリンピック・パラリンピック競
大賞受賞
技大会を契機とした文化芸術
立国の実現のために」発表
12 月
損保ジャパン日本興亜・公益財 10 月
団法人パブリック・リソース財団に 豊田市美術館 リニューアルオー
よる、障害者の芸術支援助成 プン（愛知県）
事業「Heart & Arts プログラム」
創設
１月
「ロームシアター京都」新装開場
３月
アサヒ・アートスクエアが 3 月末で
閉館（アサヒビール・東京）
企業メセナ協議会が、2020 年
の東京五輪後の文化振興、社
会創造の方向性を示す「創造
列島」構想を発表
４月
企業メセナ協議会が熊本地震
への支援ファンド「GBFund 熊
本・大分」を設立

１月
１月
「文化庁文化交流使フォーラム 神奈川県立近代美術館 鎌倉
2016」開催
館の一般公開が終了（神奈川
県）
２月
国立新美術館、森美術館、国 ４月
際交流基金アジアセンターが共 東京都写真美術館館長に伊東
同シンポジウムを開催
信一郎氏（ANA ホールディング
ス会長）就任
３月
青柳正規文化庁長官が退任
９月
さいたまトリエンナーレ開幕（埼
「スポーツ庁、文化庁及び観光 玉）
庁の包括的連携協定」締結
「KENPOKU ART 茨城県北芸
神奈川県立近代美術館閉館 術祭」開幕（トリエンナーレ・茨
（神奈川県）
城）

６月
損害保険ジャパン日本興亜株 青森県立美術館が再開(青森)
式会社が助成金制度「ＳＯＭ
ＰＯアート・ファンド」新設
３月
高松市美術館がリニューアループ
ン（香川）

10 月
「岡山芸術交流」開幕（トリエン
ナーレ・岡山）
12 月
「にしすがも創造舎」閉館

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2016

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

10 月
3月
アサヒ・アート・フェスティバルが終 13 都県の知事が支援組織「障
了（アサヒビール・東京）
がい者の芸術文化活動推進知
事連盟」を設立。参加したのは
日本毛織株式会社が「メセナア 長野、三重、宮崎など
ワード」大賞受賞
４月
11 月
文化庁長官に宮田亮平氏が就
資生堂が芸術文化に積極的に 任
関わる企業に贈られる
「CORPORATE
文化庁移転協議会設置
ART AWARDS 2016」の世
界第３位に選出
「文化財活用・理解促進戦略プ
ログラム 2020」公表
５月
東京都現代美術館が改修工事
のため全館休館(平成 31 年 3
月まで)
９月
「スポーツ文化ツーリズムアワード
2016」10 選発表
「国立劇場開場 50 周年記念
式典」開催
アーツカウンシル新潟設立（新
潟県）
12 月
著作権法一部改正（TPP 協
定の締結に伴う制度整備）
富山県立近代美術館、リニュー
アルのため閉館（富山県）

2017

２月
京都市美術館が老朽化に伴う
再整備費用を賄うため 50 年間
の命名権（ネーミングライツ権）
を導入。京セラがこれを取得し、
総称が「京都市京セラ美術館」
に決定

２月
３月
「トーキョーワンダーウォール」終了 山代温泉にてアーティストインレ
（東京）
ジデンス事業開始（よろづや観
光／旅館葉渡莉・金沢）
３月
「文化経済戦略特別チーム」発 ４月
足
東京藝術大学が研究活動に対
し「クラウドファンディング」の全学
的な活用に乗り出す

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

2017
ら

２月
株式会社ストライプインターナショ
ナル（前・クロスカンパニー）代
表取締役社長 石川康晴氏が
石川文化振興財団を設立

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

４月
11 月
「文化庁地域文化創生本部」 青森アール・ブリュットサポートセ
設置
ンター開設（一般社団法人あ
おもりインクルージョンネットワー
５月
ク・青森）
「文化芸術創造活用プラットフォ
４月
ーム形成事業」の中の『先進的 「草間彌生美術館」開館（一
ホテルオークラ東京が芸術・音楽 文化芸術創造活用拠点形成 般財団法人草間彌生記念芸
活動支援事業「ホテルオークラ 事業』が開始。「大地の芸術祭」 術財団・東京）
東京カルチュアルファンド」設立
（新潟）など６団体に上限１
億円、申請額全額補助で交付
６月
決定
フランスの高級ブランド 81 社と
14 の歴史的文化施設によるメ 全国美術館会議が、公益性・
セナ組織「コルベール委員会」と 公共性の重視や、表現の自由、
東京藝術大学による共同プロジ 知る自由の保障などを盛り込ん
ェクト展「2074、夢の世界」開 だ 11 項目からなる「美術館の原
催
則と美術館関係者の行動指
針」を採択
９月
寺田倉庫の「テラダ・アート・アウ ６月
ォード」が「Asian Art Award」 「文化芸術基本法」施行（「文
へ移行
化芸術振興基本法」一部改
正）
小樽芸術村全面開業（ニトリ
ホールディングス・北海道）
アーツ・コンソーシアム大分設立
（大分県）
10 月
三菱地所株式会社が「メセナア ９月
ワード」大賞受賞
「トーキョーワンダーサイト渋谷」
閉館
11 月
ユニクロ、フランス北東部での初 10 月
出店に際し、ポンピドゥーセンター 「トーキョーワンダーサイト」が「トー
メッスをパートナーにメセナ活動を キ ョ ー ア ー ツ ア ン ド ス ペ ー ス 」
開始
（TOKAS）に名称変更
11 月
関係省庁による「文化芸術推進
会議」が発足
「文化経済戦略」策定
12 月
政府が「文化経済戦略」を公表

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

2018
り

3月
中国銀行が公益財団法人大原
美術館と、美術品の「遺贈によ
る寄付制度」に関する協定書を
締結

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

３月
3月
「BankART Studio NYK」閉 ファーガス・マカフリー東京がオープ
館（神奈川）
ン（東京都港区北青山）
４月
「国立映画アーカイブ」開館

4月
著作権協会国際連合
10 月
(CISAC)や日本美術著作権協
株式会社講談社が「メセナアワ 文化庁「アート市場活性化事 会(JASPAR)などが、日本での
ード」大賞受賞
業」開始
「追求権」創設を求める
浜松アーツ＆クリエイション（浜 インターネットユーザー2 万 5000
松 版 ア ー ツ カ ウ ン シ ル ） 設 立 人が共同購入したピカソの絵画
（静岡県浜松市）
がスイスのジュネーブ近現代美術
館に展示
おかやま文化芸術アソシエイツ設
立（岡山県）
6月
1983 年、ワタリウム美術館の向
あ お も り ア ー ツ カ ウ ン シ ル 設 立 かいのビルにキース・へリングが描
（青森県）
いた壁画が建物老朽化に伴い
取り壊し、修復保存される
５月
著作権法一部改正（デジタル 9 月
化・ネットワーク化の進展に対応 ミヅマアートギャラリー(東京)、
した柔軟な権利制限規定の整 Kips Gallery(ニューヨーク)、和
備等）
田画廊(東京)共同経営による
ギャラリーがニューヨークにオープン
アーツカウンシル高知設立（高
知県）
猪熊弦一郎現代美術館の屋外
作品が破損被害に遭う（香川
文化庁による「リーディング・ミュー 県）
ジアム（先進美術館）」創設
検討が報道され、アーティスト、 六甲ミーツ・アート芸術散歩
美術関係者で議論が巻き起こる 2018 屋外作品が破損被害に
遭う（兵庫県）
６月
「文化財保護法及び地方教育 11 月
行政の組織及び運営に関する 美術家・森村泰昌氏が私設美
法律」一部改正
術館「M@M(モリムラ＠ミュージ
アム)」を開館（大阪）
「障害者による文化芸術活動の
推進に関する法律」公布
原美術館が 2020 年 12 月で
閉館することを発表（東京都）
「国際文化交流の祭典の実施
の推進に関する法律」公布

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

2018
ら

企業の文化事業・メセナ活動

国・地方自治体の文化行政

アート界の動向

6月
11 月
「住宅宿泊事業法」（民泊） 山本現代、URANO、ハシモトア
施行
ートオフィスの共同運営によるギ
ャラリー「ANOMALY」がオープン
アーツカウンシル前橋設立（群 （東京都・天王洲）
馬県前橋市）
７月
国立文化財機構に「文化財活
用センター」設置
「Tokyo Contemporary Art
Award 2019-2021 」 創 設
（東京）
西日本豪雨で国の文化財 93
件が被害
9月
福島市が、JR 福島駅付近に設
置したヤノベケンジの「サン・チャイ
ルド」の撤去（福島県）
10 月
「大地の芸術祭」「瀬戸内国際
芸術祭」のアートディレクター北
川フラム氏が文化功労者に選出
名古屋ボストン美術館が閉館
（愛知県）
11 月
「BankART1929」が横浜市内
に新拠点 3 か所の開館を決定
（神奈川）

2019
る

3月
3月
野村ホールディングスが「野村ア 「日本博」開幕
ートアワード」を創設
茨城県北芸術祭中止 を決定
10 月
（茨城県）
株式会社竹中工務店が「メセナ
アワード」大賞受賞
福岡市美術館がリニューアルオー
プン（福岡県）
東京都現代美術館がリニューア
ルオープン（東京都）

5月
ICC（東京都初台）にて公開
された作品の一部が黒塗りにな
っていたことに対し、美術評論家
連盟が公開質問状を送付

ネット TAM 関連年表
2020/04/01 更新
年代

企業の文化事業・メセナ活動

2019
ら

国・地方自治体の文化行政

6月
7月
ア ー ツ カ ウ ン シ ル み やざ き 設 立 新潟県燕市・国上寺本堂壁面
（宮崎県）
に設置された「イケメン絵巻」
（木村了子 作）が同市教育
豊田市美術館がリニューアルオー 委員会より撤去要請 を受ける
プン（愛知県）
が、住職の意向により撤去は行
われず
9月
文化庁が「あいちトリエンナーレ 8 月
2019 」に 対し 交付予定だ っ た 「あいちトリエンナーレ 2019」に
7,800 万円の不交付を決定
参加の企画展「表現の不自由
展・その後」展示中止。多くの美
独立行政法人日本芸術文化 術関係団体、アーティストなどか
振興会が「芸術文化振興基金」 ら抗議、声明、アクションが発信
の要綱を「公益性の観点から不 された
適当と認められる場合」に内定
や交付決定を取り消すことができ 10 月
るよう改定
「あいちトリエンナーレ 2019」の
企画展「表現の不自由展・その
10 月
後」が展示再開、閉幕
台風 19 号により川崎市市民ミ
ュージアムの収蔵品約 23 万点
が浸水被害に遭い、当面の休
館を決定（神奈川県）
首里城が火災消失（沖縄県）

2020
れ

アート界の動向

1月
ブリヂストン美術館が「アーティゾ
ン美術館」に名称変更（東京
都京橋）

2月
新型コロナウイルス感染拡大の
影響により、多くの文化イベント
の延期・中止、文化施設の臨時
休館、展覧会の会期変更などが
起こる

