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　本書では、平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3

月31日まで）に道内で上演可能な音楽、演劇、舞踊、伝統

芸能等の公演企画を掲載しています。

　この情報は、道内外の制作団体・実演家等から平成29年

5月時点で応募されたものですので、詳細につきましては各

制作団体・実演家等へお問合せ下さい。

　特に、公演予定額につきましては、道内3市町村（3公演）で

の実施を前提として積算したものですので、ご留意願います。

公演予定額について

■　公演予定額（オール込み、1公演あたり）

　�　道内3市町村（3公演）での実施を前提とした1市町村（1

公演）あたりの額です。

　�　出演費、旅費、宿泊費、舞台費（含舞台スタッフ費）、運

搬費、企画制作費及び消費税（8％）等を含めた額です。

■　公演予定額に含まれない経費（主催団体負担経費）

　�　会場費、付帯設備使用料、調律代、著作権使用料、チ

ラシ等印刷費、宣伝費、記録費及びホール機構を持たな

い施設の場合における舞台仮設費用等となります。また、

離島での公演の際には交通費等は別途必要となります。
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