
81Ⅶ　資料

Ⅶ　資料

＊本調査研究事業にご協力いただいた84団体のリストです。

芸団協の正会員については、「演劇」「邦楽」「洋楽」「舞踊」「演芸」「そのほか」に分けて表示しています。会員以外

でご協力いただいた団体のうち、日本映像職能連合の８団体は「映職連」という見出しのもとに表示しています。
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一般社団法人 全国専門人形劇団協議会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎2階
TEL　03-5909-3072　　FAX　03-5909-3073　
E-mail　office@zenninkyo.jp　　URL　http://zenninkyo.jp

代表者 代表理事　　成田　良治
設立年 1997年
法人格取得年月 2014年5月
法人格移行年月 2014年5月

支部 有
会員数 49団体　＊賛助会員制度あり

名古屋放送芸能家協議会
〒462-0828　愛知県名古屋市北区東水切町2-18　ふなきプロ内
TEL　052-912-1611　　FAX　052-912-1496　
E-mail　hogeikyo@violin.ocn.ne.jp　　URL　http://www6.ocn.ne.jp/~meihouge

代表者 理事長　　舟木　淳
設立年 1965年

会員数 83人

一般社団法人 日本映画俳優協会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎3階
TEL　03-5323-0204　　FAX　03-5323-0204　
E-mail　eihaikyo@topaz.ocn.ne.jp　　URL　http://eihaikyo.com

代表者 理事長　　大林　丈史
設立年 1951年4月
法人格取得年月 2013年4月

会員数 170人　＊賛助会員制度あり
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一般社団法人 日本演出者協会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎3階
TEL　03-5909-3074　　FAX　03-5909-3075　
E-mail　info@jda.jp　　URL　http://jda.jp

代表者 理事長　　和田　喜夫
設立年 1960年
法人格取得年月 2013年6月
法人格移行年月 2013年6月

会員数 660人

一般社団法人 日本喜劇人協会
〒170-0013　東京都豊島区東池袋3-1-4　メゾンサンシャイン1150
TEL　03-6907-1929　　FAX　03-5960-5201　
E-mail　info@jpkigekijin.or.jp　　URL　http://www.jpkigekijin.or.jp

代表者 理事長　　小松　政夫
設立年 1954年
法人格取得年月 1962年2月
法人格移行年月 2013年11月
沿革 東京喜劇人協会 (1954)と関西喜劇人協会 (1957)が統合

(1962)

会員数 74人　＊賛助会員制度あり

一般社団法人 日本芸能マネージメント事業者協会
〒1160-0022　東京都新宿区新宿1-24-7　ルネ御苑プラザ309
TEL　03-3225-5984　　FAX　03-3225-5949　
E-mail　manekyo@manekyo.com　　URL　http://www.manekyo.com

代表者 理事長　　山崎　譲
設立年 1990年
法人格取得年月 2005年1月
法人格移行年月 2009年5月
沿革 前身は芸能マネージャー協議会 (1970)

会員数 99団体
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協同組合 日本児童・青少年演劇劇団協同組合
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎2階
TEL　03-5909-3064　　FAX　03-5909-3065　
E-mail　info@jienkyo.or.jp　　URL　http://www.jienkyo.or.jp

代表者 代表理事　　大野　幸則
設立年 1975年
法人格取得年月 2001年8月

沿革 設立時は日本児童演劇劇団協議会 (1975)、日本児童・青少
年演劇劇団協議会へ改称 (1988)

支部 有
会員数 64団体

日本新劇製作者協会
〒204-0012　東京都清瀬市中清戸1-454-243　101
TEL　050-7530-8126　　FAX　042-495-0873　
E-mail　info@seisakukyo.jp　　URL　http://www.seisakukyo.jp

代表者 会長　　水谷内　助義
設立年 1961年

沿革 設立時は日本新劇経営製作者協会

会員数 140人　＊賛助会員制度あり

公益社団法人 日本劇団協議会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎3階
TEL　03-5909-4600　　FAX　03-5909-4666　
E-mail　info@gekidankyo.or.jp　　URL　http://www.gekidankyo.or.jp

代表者 会長　　西川　信廣
設立年 1956年
法人格取得年月 1992年6月
法人格移行年月 2012年3月
沿革 設立時は新劇団協議会

会員数 57団体　＊賛助会員制度あり
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日本新劇俳優協会
〒106-0032　東京都港区六本木4-9-2　俳優座ビル504
TEL　03-3746-8707　　FAX　03-3746-8707　
E-mail　shingeki@jtaa.info　　URL　http://jtaa.web.fc2.com

代表者 会長　　佐々木 　愛
設立年 1958年

会員数 1100人

日本人形劇人協会
〒151-0053　東京都渋谷区代々木2-12-3　プーク人形劇場内
TEL　03-3376-0456　　FAX　03-3376-0456　
E-mail　jimukyokui@ningyougekijin.jp　　URL　http://www.ningyogekijin.jp

代表者 理事長　　大江　健司
設立年 1967年

会員数 149人

公益社団法人 日本俳優協会
〒104-0045　東京都中央区築地2-8-1　築地永谷タウンプラザ504
TEL　03-3543-0941　　FAX　03-3546-8629　
E-mail　otegami@actors.or.jp　　URL　http://www.actors.or.jp

代表者 会長　　坂田　藤十郎
設立年 1957年
法人格取得年月 1959年
法人格移行年月 2012年4月

会員数 344人
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一般社団法人 日本モデルエージェンシー協会
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-2-3　梅原ビル３階
TEL　03-3401-6071　　FAX　03-3401-7874　
E-mail　info@j-m-a-a.com　　URL　http://www.j-m-a-a.com

代表者 理事長　　大庭　洋一
設立年 1993年
法人格取得年月 2009年12月

沿革 日本ファッションモデル協会と日本モデル事業者協会が
合併 (1993)

会員数 65団体　＊協賛会員（法人）制度あり

一般社団法人 人形浄瑠璃文楽座むつみ会
〒542-0073　大阪府大阪市中央区日本橋1-5-6　北浦ビル1階
TEL　06-6210-1688　　FAX　06-6211-6132　
E-mail　mutsumikai@bunrakuza.com　　URL　http://www.mutsumikai.jpn.org

代表者 代表理事　　吉田　玉也
設立年 1965年
法人格取得年月 2002年2月
法人格移行年月 2008年12月
沿革 前身は文楽座互助会、人形浄瑠璃文楽座へ改称（1965）、

有限中間責任法人むつみ会 (2002)

会員数 82人

協同組合 日本俳優連合
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎3階
TEL　03-5909-3070　　FAX　03-5909-3701　
E-mail　postmaster@nippairen.com　　URL　http://www.nippairen.com

代表者 理事長　　西田　敏行
設立年 1967年

沿革 前身は日本放送芸能家協会（1963）

会員数 2518人　＊賛助会員制度、特別賛助（団体）制度あり
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公益社団法人 能楽協会
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場4-40-13　双秀ビル201
TEL　03-5925-3871　　FAX　03-5925-3872　
E-mail　kyokai@nohgaku.or.jp　　URL　http://www.nohgaku.or.jp

代表者 理事長　　野村　萬
設立年 1945年
法人格取得年月 1945年9月
法人格移行年月 2010年3月

支部 有
会員数 1239人

演
　
劇



88 Ⅶ　資料

邦
　
楽

一般社団法人 関西常磐津協会
〒542-0072　大阪府中央区高津2-8-10　末広ビル502
TEL　06-6214-0753　　FAX　06-6214-0755　
E-mail　info@kansai-tokiwazu.com　　URL　http://www.kansai-tokiwazu.com/top/page005.html

代表者 理事長　　常磐津　都㐂蔵
設立年 1941年
法人格取得年月 1993年5月
法人格移行年月 2009年4月

会員数 35人　＊賛助会員制度あり

一般社団法人 義太夫協会
〒104-0045　東京都中央区築地4-1-1　東劇ビル17階
TEL　03-3541-5471　　FAX　03-3546-2334　
E-mail　am-giday@gidayu.or.jp　　URL　http://gidayu.or.jp

代表者 代表理事　　波多　一索
設立年 1970年
法人格取得年月 1970年6月
法人格移行年月 2011年4月

会員数 71人　＊賛助会員制度あり

大阪三曲協会
〒542-0081　大阪府中央区南船場2-11-9　チサンマンション心斎橋805
TEL　06-6245-0366　　FAX　06-6245-0518　
E-mail　info@3kyoku.com　　URL　http://3kyoku.com/sannkyokukyoukai.html

代表者 理事長　　菊棚　月清
設立年 1955年

会員数 1100人
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清元協会
〒108-0014　東京都港区芝4-16-2　カテリイナ三田 E3401
TEL　03-3452-4059　　FAX　03-3452-4059　
E-mail　info@kiyomoto.org　　URL　http://www.kiyomoto.org

代表者 会長　　清元　延壽太夫
設立年 1964年

会員数 187人

一般財団法人 古曲会
〒105-0004　東京都港区新橋4-15-4　叶家方
TEL　03-3431-3336　　FAX　03-3434-6718　

代表者 理事長　　山田　太門
設立年 1962年
法人格取得年月 1962年9月
法人格移行年月 2012年4月

会員数 251人

新内協会
〒162-0825　東京都新宿区神楽坂6-27　新内若狭掾方
TEL　03-3260-1804/1203　　FAX　03-3260-1804/1203　

代表者 理事長　　鶴賀　若狭掾
設立年 1955年

会員数 539人
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公益社団法人 当道音楽会
〒542-0062　大阪府大阪市中央区上本町西4-1-17
TEL　06-6768-1913　　FAX　06-6764-6818　
URL　http://www.todo-ongakukai.jp

代表者 理事長　　駒井　邦夫
設立年 1962年
法人格取得年月 1962年
法人格移行年月 2011年
沿革 前身は当道音楽会（1905）

支部 有
会員数 3362人　＊準会員制度あり

常磐津協会
〒157-0076　東京都世田谷区岡本1-32-8　常磐津文字太夫方
TEL　03-3707-3763　　FAX　03-3707-2908　
E-mail　association1946tokiwazu@yahoo.co.jp　　URL　http://www.tokiwazu.jp

代表者 会長　　常磐津　文字太夫
設立年 1946年

会員数 91人　＊準会員制度あり

特定非営利活動法人 筑前琵琶連合会
〒253-0082　神奈川県茅ヶ崎市香川6-11-29　藤巻旭鴻方
TEL　0467-51-9798　　FAX　0467-26-0084　
E-mail　e-fujimaki@jcom.home.ne.jp

代表者 理事長　　中村　旭園
設立年 1965年
法人格取得年月 2002年10月

会員数 132人　＊賛助会員制度あり

邦
　
楽
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一般社団法人 長唄協会
〒104-0061　東京都中央区銀座2-11-19　銀座市川ビルディング4階
TEL　03-3542-6564　　FAX　03-3542-6598　
E-mail　office@nagauta.or.jp　　URL　http://www.nagauta.or.jp

代表者 会長　　鳥羽屋　里長
設立年 1925年
法人格取得年月 1977年2月
法人格移行年月 2011年4月

支部 有
会員数 2800人

名古屋邦楽協会
〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄1-12-6　秋月ビル404
TEL　052-229-8980　　FAX　052-229-8980　
URL　https://sites.google.com/site/hougakunagoya/home

代表者 会長　　長谷川　栄胤
設立年 1948年

沿革 前身は名古屋邦楽文化協会

会員数 496人

公益社団法人 日本小唄連盟
〒103-0012　東京都中央区日本橋堀留町2-3-3　グランドメゾン日本橋堀留903
TEL　03-5641-0830　　FAX　03-5641-0833　
E-mail　info@kouta-renmei.org　　URL　http://www.kouta-renmei.org

代表者 会長　　春竹　利昭
設立年 1956年
法人格取得年月 1994年6月
法人格移行年月 2012年4月

支部 有
会員数 484人　＊賛助会員制度あり
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公益社団法人 日本三曲協会
〒107-0052　東京都港区赤坂2-15-12　パール赤坂403
TEL　03-3585-9916　　FAX　03-3585-9923　
URL　http://www.sankyoku.jp

代表者 会長　　川瀬　順輔
設立年 1968年
法人格取得年月 1968年11月
法人格移行年月 2010年8月
沿革 前身は大日本三曲協会 (1940)

会員数 5656人

日本琵琶楽協会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿4-14-7　新宿パークサイド永谷305
TEL　03-5371-0120　　FAX　03-5371-0230　
URL　http://nihonbiwagakukyokai.jimdo.com

代表者 会長　　山岡　知博
設立年 1959年

支部 有
会員数 310人

邦
　
楽
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一般社団法人 日本音楽制作者連盟
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-48-1　神宮前和田ビル2階
TEL　03-5467-6851　　FAX　03-5467-6852　
E-mail　info@fmp.or.jp　　URL　http://www.fmp.or.jp

代表者 理事長　　大石　征裕
設立年 1986年
法人格取得年月 1989年9月
法人格移行年月 2010年12月

会員数 229団体　＊賛助会員制度あり

公益社団法人 日本オーケストラ連盟
〒130-0013　東京都墨田区錦糸1-2-1　アルカセントラル棟7階
TEL　03-5610-7275　　FAX　03-5610-7276　
E-mail　info@orchestra.or.jp　　URL　http://www.orchestra.or.jp

代表者 理事長　　児玉　幸治
設立年 1995年
法人格取得年月 1995年1月
法人格移行年月 2012年8月
沿革 前身は東京オーケストラクラブ (1964）、日本交響楽団連絡会議 (1968)と

地方交響楽団連盟（1972）が合併、全日本オーケストラ連盟へ改称 (1989)

会員数 33団体

公益社団法人 日本演奏連盟
〒105-0004　東京都港区新橋3-1-10　石井ビル6F
TEL　03-3539-5131　　FAX　03-3539-5132
E-mail　jfm@jfm.or.jp　　URL　http://www.jfm.or.jp

代表者 理事長　　伊藤　京子
設立年 1965年
法人格取得年月 1965年12月
法人格移行年月 2012年4月

支部 有
会員数 3483人　＊特別会員、名誉会員制度あり
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一般社団法人 日本作編曲家協会
〒164-0001　東京都中野区中野2-7-6　3階
TEL　03-6666-6266　　FAX　03-6666-6267　
E-mail　info@jcaa1970.com　　URL　http://www.jcaa1970.com

代表者 会長　　服部　克久
設立年 1970年
法人格取得年月 2010年9月

沿革 設立時は日本アレンジャー協会 (1970)、日本作編曲家協
会へ改称 (1994)

会員数 226人

一般社団法人 日本歌手協会
〒104-0032　東京都中央区八丁堀1-1-3　協栄八重洲ビル4階
TEL　03-6280-4230　　FAX　03-6280-4234　
E-mail　info@nkk.or.jp　　URL　http://www.nkk.or.jp

代表者 会長　　田辺　靖雄
設立年 1963年
法人格取得年月 1975年5月
法人格移行年月 2010年7月

支部 有
会員数 549人

日本音楽家ユニオン
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎2F
TEL　03-5909-3062　　FAX　03-5909-3063　
E-mail　honbu@muj.or.jp　　URL　https://www.muj.or.jp

代表者 代表運営委員　　篠原　猛
設立年 1983年

支部 有
会員数 5197人
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一般社団法人 日本シンセサイザー・プログラマー協会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎3階
TEL　03-6302-0684　　FAX　03-6302-0685　
E-mail　mail@jspa.gr.jp　　URL　http://www.jspa.gr.jp

代表者 代表理事　　松武　秀樹、大浜　和史
設立年 1988年
法人格取得年月 2012年10月

会員数 11団体、116人　＊準会員、名誉会員制度あり

特定非営利活動法人 日本青少年音楽芸能協会
〒160-0023　東京都新宿区新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎2階
TEL　03-5909-3083　　FAX　03-5909-3084　
E-mail　info@seionkyo.org　　URL　http://www.seionkyo.org

代表者 理事長　　廣瀬　清
設立年 1979年
法人格取得年月 2000年2月

沿革 前身は日本青少年音楽団体協議会（1979）、日本青少年音
楽芸能協会へ改称（1999）

会員数 26団体　＊協力会員制度あり

パブリック・イン・サード会
〒107-0061　東京都港区北青山2-10-29　日昭第2ビル2階　一般社団法人 演奏家権利処理合同機構ＭＰＮ内
TEL　03-3478-2110　　FAX　03-5772-4482　
E-mail　info@publicinthird.com　　URL　http://www.publicinthird.com

代表者 代表幹事　　椎名　和夫
設立年 1996年

会員数 1303人、115グループ

洋
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特定非営利活動法人 
レコーディング・ミュージシャンズ・アソシエーション・オブ・ジャパン
〒160-0023　東京都中野区本町5-5-6　ダイアパレス中野新橋401
TEL　03-6382-4224　　FAX　03-6382-4227　
E-mail　office@rmaj.or.jp　　URL　http://www.rmaj.or.jp

代表者 理事長　　篠崎　正嗣
設立年 1988年
法人格取得年月 1999年11月

沿革 設立時はスタジオミュージシャンズクラブ (1988)

会員数 230人　＊賛助会員制度あり
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一般社団法人 日本バレエ団連盟
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎2階
TEL　03-6279-4771　　FAX　03-6279-4772　
E-mail　info@japan-ballet.com　　URL　http://www.japan-ballet.com

代表者 理事長　　髙橋　典夫
設立年 1971年
法人格取得年月 2014年9月

沿革 前身は東京バレエ協議会（1971）、一般社団法人日本バレ
エ団連盟へ改称（2014）

会員数 8団体　＊準会員制度あり

一般社団法人 日本ジャズダンス芸術協会
〒107-0052　東京都港区赤坂9-1-7　赤坂レジデンシャルホテル218
TEL　03-3746-1219　　FAX　03-5414-2043　
URL　http://www.jazz-dance-art.jp

代表者 会長　　宮嵜　渥巳
設立年 1984年
法人格取得年月 2010年8月

会員数 278人　＊準会員制度あり

舞
　
踊

一般社団法人 全日本児童舞踊協会
〒114-0024　東京都北区西ヶ原1-56-12　第3ライデンビル4階
TEL　03-3915-2153　　FAX　03-3915-3860　
E-mail　office@jidoubuyou.or.jp　　URL　http://www.jidoubuyou.or.jp

代表者 会長　　中村　明
設立年 1970年
法人格取得年月 2013年4月

沿革 前身は舞踊連盟（1948）、社団法人全日本児童舞踊協会（1970）

支部 有
会員数 194人
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公益社団法人 日本バレエ協会
〒141-0031　東京都品川区西五反田7-17-5　宮下ビル3階
TEL　03-5437-0371　　FAX　03-5437-8464　
E-mail　info@j-b-a.or.jp　　URL　http://www.j-b-a.or.jp/topics_top.html

代表者 会長　　薄井　憲二
設立年 1958年
法人格取得年月 1974年12月
法人格移行年月 2011年4月

支部 有
会員数 2315人　＊準会員制度あり

公益社団法人 日本舞踊協会
〒104-0054　東京都中央区勝どき2-18-1　レイメイスカイレジテル210
TEL　03-3533-6455　　FAX　03-3533-8768　
E-mail　info@nihonbuyou.or.jp　　URL　nihonbuyou.or.jp

代表者 会長　　國分　正明
設立年 1955年
法人格取得年月 1955年12月
法人格移行年月 2012年4月

支部 有
会員数 5300人

一般社団法人 日本フラメンコ協会
〒164-0001　東京都中野区中野3-3-6　セルバビル2階
TEL　03-3383-0413　　FAX　03-3384-5711　
E-mail　flamenco@anif.jp　　URL　http://www.anif.jp

代表者 会長　　濱田　滋郎
設立年 1990年
法人格取得年月 2013年4月

会員数 635人　＊準会員制度あり
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一般社団法人 現代舞踊協会
〒150-0021　東京都渋谷区恵比寿西1-21-3　グレイス代官山402
TEL　03-5457-7731　　FAX　03-5457-7732　
E-mail　office@gendaibuyou.or.jp　　URL　http://www.gendaibuyou.or.jp

代表者 会長　　植木　浩
設立年 1948年
法人格取得年月 1972年3月
法人格移行年月 2014年3月
沿革 設立時は日本芸術舞踊家協会（1948）、全日本芸術舞踊協

会へ改称 (1956)
支部 有
会員数 2386人　＊準会員制度あり

舞
　
踊
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公益社団法人 上方落語協会
〒530-0043　大阪府大阪市北区天満4-12-7
TEL　06-6354-7727　　FAX　06-6354-4433　
E-mail　info@kamigatarakugo.jp　　URL　http://www.kamigatarakugo.jp

代表者 会長　　桂　文枝
設立年 1957年
法人格取得年月 2004年8月
法人格移行年月 2011年4月

会員数 249人

関西演芸協会
〒545-0021　大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-54-24
TEL　06-6622-7848　　FAX　06-6622-7848　
URL　http://blogs.yahoo.co.jp/kansaiengeikyoukai

代表者 会長　　桂　福団治
設立年 1949年

会員数 237人

一般社団法人 関西芸能親和会
〒639-0265　奈良県香芝市上中293-2　乾定夫方
TEL　0745-78-6934　　FAX　0745-78-6934　

代表者 会長　　羽田　たか志
設立年 1973年

法人格移行年月 2013年4月

会員数 87人
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太神楽曲芸協会
〒271-0051　千葉県松戸市馬橋1450　鏡味仙三郎方
TEL　047-345-8568　　FAX　047-345-8568　
E-mail　info@daikagura.org　　URL　http://www.daikagura.org

代表者 会長　　鏡味　仙三郎
設立年 1937年

沿革 設立時は全日本太神楽曲芸協会

会員数 23人

東京演芸協会
〒111-0032　東京都台東区浅草3-24-5　富士マンション10号
TEL　03-6802-3745　　FAX　03-6802-3745　
E-mail　office-rice@apost.plala.or.jp　　URL　http://www.tokyo-engeikyokai.com

代表者 会長　　はた　のぼる
設立年 1962年

会員数 100人

演
　
芸

講談協会
〒103-0023　東京都中央区日本橋本町3-1-6　日本橋永谷ビル304-1
TEL　03-3272-6888　　FAX　03-3272-6888　
E-mail　info@kodankyokai.com　　URL　http://kodankyokai.com

代表者 会長　　一龍齋　貞水
設立年 1980年

会員数 41人　＊後援会制度あり
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公益社団法人 日本奇術協会
〒169-0073　東京都新宿区百人町1-20-3　バラードハイム新宿渡辺ビル402
TEL　03-3361-5221　　FAX　03-3361-6321　
E-mail　magic@jpma.net　　URL　http://www.jpma.net

代表者 会長　　渚　晴彦
設立年 1936年
法人格取得年月 1993年3月
法人格移行年月 2012年4月

支部 有
会員数 174人　＊準会員、賛助会員制度あり

日本司会芸能協会
〒160-0021　東京都新宿区歌舞伎町2-45-5　新宿永谷ビル612
TEL　03-3200-4900　　FAX　03-3200-4900　
E-mail　mc-j@ae.auone-net.jp　　URL　http://www.mc-j.org

代表者 会長　　大木　凡人
設立年 1986年

会員数 80人

一般社団法人 日本浪曲協会
〒111-0034　東京都台東区雷門1-10-4
TEL　03-3844-1611　　FAX　03-3844-1232　
E-mail　info@rokyoku.or.jp　　URL　http://www.rokyoku.or.jp

代表者 会長　　富士　路子
設立年 1940年
法人格取得年月 2013年11月

沿革 前身は東京浪花節組合（1879）、東京浪花節協会へ改称
（1925）、日本浪曲協会へ改称（1938）

会員数 64人

演
　
芸
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一般社団法人 漫才協会
〒111-0035　東京都台東区西浅草2-1-2　マチダビル2階
TEL　03-5828-5030　　FAX　03-6231-7464　
E-mail　manzaikyokai@gmail.com　　URL　http://www.manzaikyokai.org

代表者 会長　　青空　球児
設立年 1964年
法人格取得年月 2005年
法人格移行年月 2008年
沿革 前身は帝都漫才組合（1935）、帝都漫才協会へ改称

（1941）、漫才研究会（1955）

会員数 138人

一般社団法人 落語協会
〒110-0005　東京都台東区上野1-9-5
TEL　03-3833-8563　　FAX　03-3833-8599　
E-mail　info@rakugo-kyokai.or.jp　　URL　http://www.rakugo-kyokai.or.jp

代表者 会長　　柳亭　市馬
設立年 1977年
法人格取得年月 1977年12月

会員数 334人

演
　
芸

公益社団法人 落語芸術協会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎2階
TEL　03-5909-3080　　FAX　03-5909-3082　
E-mail　info@geikyo.com　　URL　http://www.geikyo.com

代表者 会長　　桂　歌丸
設立年 1930年
法人格取得年月 1977年
法人格移行年月 2011年4月
沿革 設立時は日本芸術協会

会員数 225人
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公益社団法人 浪曲親友協会
〒543-0054　大阪府大阪市天王寺区南河堀町3-4　シオミビル301
TEL　06-6771-6682　　FAX　06-6771-6682　
URL　http://www.rokyokushinyu.org

代表者 会長　　京山　幸枝若
設立年 1896年
法人格取得年月 1986年4月
法人格移行年月 2011年7月

会員数 72人　＊賛助会員、特別会員（団体・法人）制度あり

演
　
芸
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一般社団法人 沖縄県芸能関連協議会
〒903-0806　沖縄県那覇市首里汀良町3-82-5　2階
TEL　098-887-1321　　FAX　098-887-1334　
E-mail　info@okigeiren.org　　URL　http://okigeiren.com

代表者 会長　　照喜名　朝一
設立年 2005年
法人格取得年月 2005年4月
法人格移行年月 2012年11月

会員数 33団体、292人

公益社団法人 日本照明家協会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎3階
TEL　03-5323-0201　　FAX　03-5323-0205　
E-mail　100jimukyoku@jaled.or.jp　　URL　http://www.jaled.or.jp

代表者 会長　　沢田　祐二
設立年 1970年
法人格取得年月 1973年12月
法人格移行年月 2010年12月

支部 有
会員数 2721人　＊賛助会員制度あり

沖縄芸能実演家の会
〒901-0243　沖縄県豊見城市字上田163
TEL　098-850-9382　　FAX　098-850-9382　

代表者 会長　　島袋　光晴
設立年 1974年

会員数 7人

そ
の
ほ
か
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一般社団法人 日本舞台音響家協会
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場1-29-22　壽ビル205
TEL　03-3205-6943　　FAX　03-6380-3102　
E-mail　 jim-sec ＠ ssa-j.or.jp　　URL　http://www.ssa-j.or.jp

代表者 理事長　　渡邉　邦男
設立年 2000年
法人格取得年月 2003年4月
法人格移行年月 2013年4月
沿革 日本演劇音響効果協会と日本PA技術者協議会が合併（2000）

会員数 433人、32団体　＊賛助会員、特別（団体）制度あり

日本舞台監督協会
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-4　1階
TEL　03-6804-1020　　FAX　03-6804-1020　
E-mail　nihon_butai_kantoku_kyoukai@nifty.com　　URL　http://homepage3.nifty.com/nbkk

代表者 会長　　早乙女　初穂
設立年 2000年

沿革 日本舞台監督者協会 (1972)と舞台監督協会 (1974)が合併

会員数 220人　＊賛助会員制度あり

日本ミキサー協会
〒106-0031　東京都港区西麻布1-14-15　ゆうきビル101号室　（株）ミキサーズラボ内
TEL　03-3405-5228　　FAX　03-5412-8313　
E-mail　jarec@jarec.com　　URL　http://jarec.com

代表者 理事長　　吉田　保
設立年 1999年

会員数 64人、8団体　＊賛助会員制度あり
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日本民俗芸能協会
〒330-0803　埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-247-10　西角井正大方
FAX　048-642-0029
URL　http://www.nihonminzokugeinokyokai.com

代表者 会長　　西角井　正大
設立年 1971年

会員数 60人

そ
の
ほ
か
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協同組合 日本映画監督協会　
〒150-0044　東京都渋谷区円山町3-2　渋谷後藤ビル5F
TEL　03-3461-4411　　FAX　03-3461-4457　
E-mail　infoml@dgj.or.jp　　URL　http://www.dgj.or.jp

代表者 理事長　　崔　洋一
設立年 1936年
法人格取得年月 1950年3月

会員数 533人

協同組合 日本映画撮影監督協会　
〒160-0022　東京都新宿区新宿1-25-14　 第2関根ビル5F　　
TEL　03-3356-7896　　FAX　03-3356-7897
E-mail　info@jsc.or.jp　　URL　http://www.jsc.or.jp

代表者 代表理事　　兼松　熈太郎
設立年 1939年
法人格取得年月 1969年12月

沿革 前身は日本映画人連盟 (1939)、日本映画撮影者クラブ(N.S.C)
へ改称 (1941)、日本映画撮影監督協会 (J.S.C)へ改称 (1960)

会員数 383人、28団体　＊青年部、維持会員制度あり

協同組合 日本映画・テレビ照明協会
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-12-30　芸能花伝舎3F
TEL　03-5909-3396　　FAX　03-5909-3397　
URL　http://jsl-light.com

代表者 会長　　望月　英樹
設立年 1959年
法人格取得年月 1997年

沿革 前身は日本映画照明新人協会 (1959)

会員数 329人、66団体　＊学生会員、維持会員制度あり



109Ⅶ　資料

協同組合 日本映画・テレビ美術監督協会
〒160-0022　東京都新宿区新宿2-15-14　パンチョスタワー2F
TEL　03-3353-4660　　FAX　03-3353-4660　
E-mail　info@apdior.jp　　URL　http://www.apdj.or.jp/index.html

代表者 理事長　　小澤　秀高
設立年 1939年
法人格取得年月 1998年4月

沿革 前身は日本映画美術監督協会 (1939)

会員数 108人　＊準会員制度あり

協同組合 日本映画・テレビ編集協会
〒141-0021　東京都品川区上大崎2－15－19　MG 目黒駅前2階
TEL　03-4540-1250　　FAX　03-4540-1000
E-mail　jse1983@an.email.ne.jp　　URL　http://www.mmjp.or.jp/jse1983

代表者 理事長　　只野　信也
設立年 1983年
法人格取得年月 1995年5月

会員数 98人、3団体　＊準会員制度あり

協同組合 日本映画・テレビ録音協会
〒162-0065　東京都新宿区住吉町4－1　四谷ガーデニア715号
TEL　03-3355-6076　　FAX　03-3354-4650　
E-mail　info@sound.or.jp　　URL　http://www.sound.or.jp/index.html

代表者 理事長　　小野寺　修
設立年 1961年
法人格取得年月 1997年9月

会員数 100人　＊準会員制度あり

映  

職  

連
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協同組合 日本映画・テレビスクリプター協会
〒160-0022　新宿区新宿2-15-14　パンチョスタワー2Ｆ 
TEL　03-3353-1758　　FAX　03-3353-1758　
E-mail　 jss@hyper.ocn.ne.jp　　URL　http://www3.ocn.ne.jp/~scripter

代表者 理事長　　小林　昌枝
設立年 1992年
法人格取得年月 1997年10月

沿革 前身は日本映画スクリプター協会 (1992)

支部 有
会員数 65人　＊賛助会員制度あり

一般社団法人 シナリオ作家協会
〒107-0052　東京都港区赤坂5-4-16　シナリオ会館8階
TEL　03-3584-1901　　FAX　03-3584-1902　
URL　http://www.j-writersguild.org

代表者 会長　　加藤　正人
設立年 1947年
法人格取得年月 1950年12月
法人格移行年月 2012年4月
沿革 前身はシャッポ―の会 (1936)

会員数 366人　＊賛助会員、賛助企業制度あり
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特定非営利活動法人 日本の音振興普及協会　楽音会
〒920-0965　石川県金沢市笠舞2-10-19
TEL　076-255-3613　
E-mail　gakune@room.ocn.ne.jp　　URL　http://www2.ocn.ne.jp/~gakune

代表者 理事長　　黒河内　茂
設立年 2005年
法人格取得年月 2005年4月

会員数 80人　＊賛助会員、学生会員制度あり

特定非営利活動法人 日本伝統芸能教育普及協会
〒145-0071　東京都大田区田園調布1-12-14　207
TEL　03-6459-7224
E-mail　info@musubinokai.org　　URL　https://plus.google.com/110709767130884099684/about?gl=jp&hl=ja

代表者 理事長　　斉藤　知子
設立年 2002年
法人格取得年月 2003年3月

会員数 90人　＊賛助会員制度あり

特定非営利活動法人 三味線音楽普及の会
〒102-0085　東京都千代田区六番町7-5
TEL　03-3264-2527　　FAX　03-5210-9030　
URL　http://npo-shamisen.jp

代表者 理事長　　吉住　蕎子
設立年 2000年
法人格取得年月 2000年12月

会員数 212人　＊賛助会員制度あり
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一般社団法人 日本劇作家協会
〒166-0002　東京都杉並区高円寺2-29-14　501
TEL　03-5373-6923　　FAX　03-5364-9205
E-mail　 office@jpwa.jp　　URL　http://www.jpwa.org

代表者 会長　　坂手　洋二
設立年 1993年
法人格取得年月 2010年3月

支部 有
会員数 510人　＊賛助会員制度あり

公益社団法人 日本児童青少年演劇協会
〒102-0085　東京都千代田区六番町13-4　浅松ビル2A
TEL　03-5212-4771　　FAX　03-5212-4772
E-mail　jidogeki@air.linkclub.or.jp　　URL　www.linkclub.or.jp/~jcta

代表者 会長　　内木文英
設立年 1948年
法人格取得年月 1969年12月
法人格移行年月 2013年4月
沿革 前身は児童劇作家協会 (1948)、日本児童演劇協会へ改称

(1958)

一般社団法人 日本コンサートプロモーターズ協会
〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南3-1-19　恵比寿ライトビル3F
TEL　03-5768-1731　　FAX　03-5768-1732
E-mail　info@acpc.or.jp　　URL　http://www.acpc.or.jp

代表者 会長　　中西　健夫
設立年 1990年
法人格取得年月 1990年9月
法人格移行年月 2011年4月
沿革 前身は全国コンサートツアー事業者協会 (1990)、コンサー

トプロモーターズ協会へ改称 (2011)

会員数 62団体　＊賛助会員制度あり



113Ⅶ　資料

一般社団法人 日本クラシック音楽事業協会
〒141-0031　東京都品川区西五反田8-1-1　鈴友ビル4F
TEL　03-5719-7601　　FAX　03-5719-7603
E-mail　info@classic.or.jp　　URL　http://www.classic.or.jp

代表者 会長　　関田　 正幸
設立年 1993年
法人格取得年月 1995年
法人格移行年月 2013年4月
沿革 前身は音楽マネージャークラブ (1948)、音楽マネージャー協

会へ改称 (1950)、日本音楽マネジメント協会へ改称 (1993)

会員数 43団体　＊名誉会員制度あり

一般社団法人 全日本合唱連盟
〒104-8011　東京都中央区築地5-3-2　朝日新聞東京本社内
TEL　03-5540-7813　　FAX　03-3544-1964
E-mail　jca@jcanet.or.jp　　URL　http://www.jcanet.or.jp/index.html

代表者 理事長　　岸　信介
設立年 1948年
法人格取得年月 1970年4月
法人格移行年月 2012年4月
沿革 前身は国民音楽協会 (1927)

支部 有
会員数 5155団体、54人　＊名誉会員、賛助会員（維持会員）制度あり
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「芸術団体の経営基盤強化のための調査研究　～実演芸術各分野の基盤と組織2015～」

調査研究概要　　　　　　　　　　　　
■プロジェクト委員会

　 ①2014年　11月27日　於：芸能花伝舎

　 ②2015年　 1月28日　於：芸能花伝舎

　 ③2015年　 3月19日　於：芸能花伝舎

■中部地区会議　2014年12月7－8日　於：水明館

　事例報告「下呂温泉合掌村の影絵昔話館しらさぎ座」

　報告：後藤 圭（影絵劇団かかし座 代表）

■関西地区会議　2015年1月30日　於：ホテル京阪天満橋

　事例報告①「学校教育に伝統芸能を普及させるための取組について」

　報告：成田 達志（公益社団法人 能楽協会 理事）

　事例報告②「流派、地域を超えた＜三曲ネットワーク日本＞設立準備への動き」

　報告：川瀬 順輔（公益社団法人 日本三曲協会 会長）

■分野別座談会

児童青少年向け舞台芸術　2015年　1月16日　於：コンファレンス東京新宿

洋楽（クラッシク音楽）　　2015年　1月19日　於：銀座ブロッサム中央会館

現代演劇　　　　　　　　2015年　1月19日　於：BIZ新宿

演芸　　　　　　　　　　2015年　1月23日　於：中野サンプラザ

邦楽　　　　　　　　　　2015年　1月27日　於：アープセンター会議室

舞台スタッフ　　　　　　2015年　2月6日　 於：芸能花伝舎

舞踊　　　　　　　　　　2015年　2月16日　於：芸能花伝舎

映像実演家　　　　　　　2015年　2月17日　於：芸能花伝舎

■担当役員

福島　明夫（芸団協 常務理事）

■プロジェクト委員　◎印は委員長

◎桑原　浩（日本オーケストラ連盟）

　石田　麻子（昭和音楽大学）

　好田　タクト（東京演芸協会）

　小林　恵美子（日本バレエ団連盟）

　高瀬　将嗣（日本俳優連合）

　中島　一子（日本三曲協会）

　藤木　香（日本劇団協議会）

　松木　哲志（日本舞台音響家協会）
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■協力者（敬称、法人格は省略させていただきました）

中部地区会議　

纐纈麻子・白濱洋介・舟木淳・山本恭史（名古屋放送芸能家協議会）、安達美津子（名古屋邦楽協会）、安形葉子・平松隆之（日

本児童･青少年演劇劇団協同組合/劇団うりんこ）兵藤禎晃（プレジャーＢ）、高島基明・福見吉朗（日本音楽家ユニオン中

部地方本部）、後藤圭・山下義文（影絵劇団かかし座）、加藤明彦（日本奇術協会）、常磐津綱男（関西常磐津協会）、［芸団協］：

田澤祐一・福島明夫（常務理事）、小林俊範・米屋尚子・菊地倫太郎（事務局）、荒井美由貴・大野はな恵（インターン）（参加

者　計21名）

関西地区会議　

小笠原匡・成田達志（能楽協会）、川瀬順輔・鈴木遊輔（日本三曲協会）、常磐津三之祐・常磐津綱男（関西常磐津協会）、杵屋

三太郎（名古屋邦楽協会）、石橋耕三・西村恵一・藤田直子（日本音楽家ユニオン関西地方本部）、梅本俊和（日本演奏連盟）、

本田道子（日本バレエ協会）、 [芸団協] 福島明夫（常務理事）、谷垣内和子・米屋尚子・菊地倫太郎（事務局）、荒井美由貴・大

野はな恵（インターン）（参加者　計18名）

分野別座談会

■児童青少年向け舞台：千島清・長谷詔夫・山根起己（日本児童･青少年演劇劇団協同組合）、大沢直・永野むつみ（全国専

門人形劇団協議会）、高柴秀樹・橋本勇太（青音協）

■クラシック音楽：大野順二・桑原浩・福山修（日本オーケストラ連盟）、徳永英樹・丹羽徹（日本クラシック音楽事業協会）、

澤恵理子・野中徳子（日本演奏連盟）

■現代演劇：白川浩司・水谷内助義（日本新劇製作者協会）、菅野重郎・福島明夫・藤木香（日本劇団協議会）、秋葉舞滝子・

和田喜夫・流山児祥（日本演出者協会）

■演芸：大瀬うたじ（漫才協会）、国本武春（日本浪曲協会）、好田タクト（東京演芸協会）、三遊亭歌る多（落語協会）、田辺

凌鶴（講談協会）、ドルフィン（日本奇術協会）、柳亭楽輔（落語芸術協会）

■邦楽：川瀬順輔・鈴木遊輔（日本三曲協会）、杵屋淨貢・前田克巳（長唄協会）、常磐津清若太夫（常磐津協会）、清元延志寿

佳（清元協会）、山下楓風（日本琵琶楽協会）、

■スタッフ：小瀬高夫・松木哲志・渡邉邦男（日本舞台音響家協会）、書上友佳・腰越礼二・西山英樹（日本照明家協会）、早

乙女初穂・田中伸幸（日本舞台監督協会）

■舞踊：小林秀穂・高木俊徳（日本バレエ協会）、家城比呂志・北浜竜也（日本ジャズダンス芸術協会）、高橋弘之・花輪洋治

（現代舞踊協会）、田代淳・渡邊薫（日本フラメンコ協会）

■映像実演家：大林丈史・丸山ひでみ（日本映画俳優協会）、中根敏晴・水城大祐・山崎讓（日本芸能マネージメント事業者

協会）、池水通洋・髙瀨将嗣（日本俳優連合）

■ヒアリング：下八川共祐・仁科岡彦（日本オペラ振興会）、安達悦子・小林恵美子・高橋典夫（日本バレエ団連盟）、稲田奈

緒美（評論家）、中村桂子（読売新聞社）、吉田純子（朝日新聞社）

■調査インターン：荒井美由貴・大野はな恵・大島絹衣・松岡大貴

■事務局　米屋　尚子（芸団協）


