
日本遺産魅力発信推進事業以外の事業実績・予定

参考資料５



社会資本整備総合交付金 社会資本整備総合交付金 社会資本整備総合交付金
偕楽園もみじ谷造成工事（水戸市） 偕楽園もみじ谷造成工事（水戸市） 偕楽園もみじ谷造成工事（水戸市）
史跡咸宜園跡公有化事業 文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 9,775,000 文化庁 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 10,640,000
(Ｈ28繰越）       （日田市） 廣瀬淡窓旧宅及び墓  （日田市） 廣瀬淡窓旧宅及び墓   （日田市）
歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 文化庁 日田市豆田町伝統的建造物群保存地区基盤強化事業 22,522,720 文化庁 日田市豆田町伝統的建造物群保存地区基盤強化事業 23,600,000
廣瀬淡窓旧宅及び墓  （日田市） （日田市） （日田市）
日田市豆田町伝統的建造物群保存地区保存修理事業 文化庁 日田市豆田町伝統的建造物群保存地区公開活用事業 15,020,000 文化庁 草野家住宅主屋ほか5棟保存修理事業 140,000,000
（日田市） （日田市） （日田市）
日田市豆田町伝統的建造物群保存地区公開活用事業 文化庁 草野家住宅主屋ほか5棟保存修理事業 111,000,000 社会資本整備総合交付金事業  （日田市）
（日田市） （日田市） 豆田地区街なみ環境整備事業
日田市豆田町伝統的建造物群保存地区防災施設等事業 社会資本整備総合交付金事業（日田市）
（日田市） 豆田地区街なみ環境整備事業
草野家住宅主屋ほか5棟保存修理事業
（日田市）
社会資本整備総合交付金事業 （日田市）
豆田地区街なみ環境整備事業

小計 334,036,555 小計 189,002,032 小計 227,507,600

足利市・足利市観光協会 史跡足利学校祝日本遺産認定記念事業 7,864,764 足利市・足利市観光協会 史跡足利学校日本遺産認定一周年記念事業 43,329 足利市 史跡足利学校企画展「論語への誘い」 498,902
日田市 日本遺産認定チラシ・ポスター制作 251,856 日田市 日本遺産活性化懇話会開催 33,174 日田市 日本遺産活性化懇話会開催 27,000
日田市 普及啓発記念品（エコバッグ等）作成 2,823,660 日田市 日本遺産活用アイディア募集 247,595 日田市 日本遺産活用アイディア募集 294,720
日田市 案内板等整備 426,060 日田市 日本遺産スタンプラリー実施 416,880 日田市 日本遺産スタンプラリー実施 622,280
日田市 史跡咸宜園跡公有化事業（Ｈ28繰越） 118,339,200 日田市 日本遺産卓上のぼり制作 88,128 日田市 日本遺産子どもガイド養成 172,000
備前市 日本遺産認定チラシ・ポスター制作 239,220 備前市 日本遺産普及啓発記念品（クリアファイル等） 199,360 備前市 日本遺産普及啓発記念品作成 200,000
備前市 普及啓発記念品（のぼり・ピンバッチ等） 872,316

備前市・旧閑谷学校世界遺産登録推進委員会 日本遺産認定記念講演会 243,695

小計 131,060,771 小計 1,028,466 小計 1,814,902

合計額 465,097,326 合計額 190,030,498 合計額 229,322,502

13,143,600

０１．近世日本の教育遺産群 －学ぶ心・礼節の本源ー

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

国土交通省 19,548,000 国土交通省 29,646,000 国土交通省

文化庁 25,618,000

文化庁 8,140,015

文化庁 69,922,700

文化庁 24,307,840 国土交通省 40,124,000

文化庁 7,120,000 国土交通省 1,038,312

文化庁 179,000,000

国土交通省 380,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



地方創生推進交付金
世界遺産等周遊アプリ制作

小計 0 小計 0 小計 6,000,000

群馬県 絹文化継承プロジェクト 4,829,089 群馬県 絹文化継承プロジェクト 5,193,896 群馬県 絹文化継承プロジェクト 7,434,000
甘楽町 甘楽町の養蚕・製糸・織物資料の常設展示 2,282,500 甘楽町 甘楽町の養蚕・製糸・織物資料の常設展示 3,171,869 甘楽町 甘楽町の養蚕・製糸・織物資料の常設展示 2,690,000

甘楽町
地域おこし協力隊
（自立する養蚕業をコンセプトに養蚕実習）

1,000 甘楽町
地域おこし協力隊
（自立する養蚕業をコンセプトに養蚕実習）

1,224,192 甘楽町
地域おこし協力隊
（自立する養蚕業をコンセプトに養蚕実習）

1,161,682

甘楽町 座繰り体験・繭クラフト教室 1,000 甘楽町 座繰り体験・繭クラフト教室 156,262 甘楽町 座繰り体験・繭クラフト教室 100,000
甘楽町 町ボランティアガイドの拡充 44,000 甘楽町 町ボランティアガイドの拡充 44,000 甘楽町 町ボランティアガイドの拡充 44,000
中之条町 ふれあい感謝際 429,593 中之条町 ふれあい感謝際 502,500 中之条町 ふれあい感謝際 660,624

群馬県
企画展「絹の国ぐんまにふれる～世界遺
産・日本遺産・ぐんま絹遺産～」

2,572,000 桐生市 四鉄道合同ハイキング 26,064

桐生市 四鉄道合同ハイキング 235,224 桐生市 ＭＡＹＵ活用観光事業（低速電動バスＭＡＹＵの周回） 9,035,000
桐生市 ＭＡＹＵ活用観光事業（低速電動バスＭＡＹＵの周回） 8,586,000 桐生市 ＭＡＹＵでめぐる日本遺産モニターツアー 0
桐生市 ＭＡＹＵでめぐる日本遺産モニターツアー 0 甘楽町 日本遺産めぐり（小学生向け） 1,000
甘楽町 日本遺産めぐり（小学生向け） 1,000 片品村 廃校施設活用事業 1,609,000

小計 7,587,182 小計 21,686,943 小計 22,761,370
合計額 7,587,182 合計額 21,686,943 合計額 28,761,370

6,000,000内閣府

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

０２．かかあ天下－ぐんまの絹物語－

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



瑞龍寺山門ほか８棟保存修理事業 瑞龍寺山門ほか８棟保存修理事業 瑞龍寺山門ほか８棟保存修理事業
瑞龍寺禅堂等の柿葺屋根等に傷みがみられることから保存修理を実施する。 瑞龍寺禅堂等の柿葺屋根等に傷みがみられることから保存修理を実施する。 瑞龍寺禅堂等の柿葺屋根等に傷みがみられることから保存修理を実施する。

前田利長墓所整備事業 前田利長墓所整備事業 前田利長墓所整備事業
前田利長墓所の保存管理計画及び整備基本計画に基づく復原修理事業を実施する。 前田利長墓所の保存管理計画及び整備基本計画に基づく復原修理事業を実施する。 前田利長墓所の保存管理計画及び整備基本計画に基づく復原修理事業を実施する。

勝興寺大広間及び式台ほか11棟保存修理事業 勝興寺大広間及び式台ほか11棟保存修理事業 勝興寺大広間及び式台ほか11棟保存修理事業
勝興寺大広間及び式台ほか11棟（重要文化財）の保存修理を実施する。 勝興寺大広間及び式台ほか11棟（重要文化財）の保存修理を実施する。 勝興寺大広間及び式台ほか11棟（重要文化財）の保存修理を実施する。

高岡市伏木気象資料館復原修理事業 高岡市伏木気象資料館復原修理事業
伏木気象資料館を歴史的風致形成建造物に指定し、保存修理を行う。 伏木気象資料館を歴史的風致形成建造物に指定し、保存修理を行う。

市内町家等再生事業 市内町家等再生事業 市内町家等再生事業
市内の町家等の修理を行う。 市内の町家等の修理を行う。 市内の町家等の修理を行う。
山町筋重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業 山町筋重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業 山町筋重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業

伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。 伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。 伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。

金屋町重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業 金屋町重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業 金屋町重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業

伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。 伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。 伝統的建造物の修理、非伝統的建造物の修景事業を実施する。

山町・金屋町道路整備事業
市道堀上町金屋町線において、カラー舗装や側溝布設替などの修景整備を行う。

高岡御車山保存修理事業 高岡御車山保存修理事業 高岡御車山保存修理事業
重要有形民俗文化財「高岡御車山」の修理を実施する。 重要有形民俗文化財「高岡御車山」の修理を実施する。 重要有形民俗文化財「高岡御車山」の修理を実施する。

菅笠保全対策事業 菅笠保全対策事業 菅笠保全対策事業
製作技術の維持・存続に向けて菅保全の総合対策事業を実施するもの。 製作技術の維持・存続に向けて菅保全の総合対策事業を実施するもの。 製作技術の維持・存続に向けて菅保全の総合対策事業を実施するもの。

菅栽培調査事業 菅栽培調査事業 菅栽培調査事業
菅田の栽培に関する試験的調査の実施。 菅田の栽培に関する試験的調査の実施。 菅田の栽培に関する試験的調査の実施。
前田家関連史跡調査事業 前田家関連史跡調査事業 前田家関連史跡調査事業
高岡城跡詳細調査成果の公開や守山城跡の詳細調査を開始など。 高岡城跡詳細調査成果の公開や守山城跡の詳細調査を開始など。 高岡城跡詳細調査成果の公開や守山城跡の詳細調査を開始など。

町並み保存・都市景観形成補助事業 町並み保存・都市景観形成補助事業 町並み保存・都市景観形成補助事業
景観形成重点地区等の区域内における景観重要建造物又は景観重要樹木の保存又は管理など。 景観形成重点地区等の区域内における景観重要建造物又は景観重要樹木の保存又は管理など。 景観形成重点地区等の区域内における景観重要建造物又は景観重要樹木の保存又は管理など。

祭行事・イベント振興事業 祭行事・イベント振興事業 祭行事・イベント振興事業
高岡市内で開催される祭行事・イベントに対して支援するもの。 高岡市内で開催される祭行事・イベントに対して支援するもの。 高岡市内で開催される祭行事・イベントに対して支援するもの。

新たな芸術・文化創造推進事業 新たな芸術・文化創造推進事業 新たな芸術・文化創造推進事業
文化創造都市高岡の実現に向けた戦略事業の実施 文化創造都市高岡の実現に向けた戦略事業の実施 文化創造都市高岡の実現に向けた戦略事業の実施

文化財等修理補助事業 文化財等修理補助事業 文化財等修理補助事業
文化財修理技術の向上や修理に関する資料データの作製などの実施。 文化財修理技術の向上や修理に関する資料データの作製などの実施。 文化財修理技術の向上や修理に関する資料データの作製などの実施。

次世代クリエイター工房開設支援事業 次世代クリエイター工房開設支援事業 次世代クリエイター工房開設支援事業
次世代を担うクリエイターに対する自立支援・活動支援 次世代を担うクリエイターに対する自立支援・活動支援 次世代を担うクリエイターに対する自立支援・活動支援

土蔵造りのある山町筋イベント助成事業 土蔵造りのある山町筋イベント助成事業 土蔵造りのある山町筋イベント助成事業
重要伝統的建造物群保存地区における土蔵造り建物を活用した各種イベントの開催 重要伝統的建造物群保存地区における土蔵造り建物を活用した各種イベントの開催 重要伝統的建造物群保存地区における土蔵造り建物を活用した各種イベントの開催

小計 556,603,000 小計 711,410,000 小計 702,006,000

０３．加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡-人、技、心-

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 75,000,000 文化庁 75,000,000 文化庁 75,000,000

文化庁 4,000,000 文化庁 2,000,000 文化庁 2,000,000

500,000,000

富山県 12,297,000 富山県 18,712,000

文化庁 350,000,000 文化庁 500,000,000 文化庁

5,000,000

文化庁 19,000,000 文化庁 24,000,000 文化庁 20,141,000

国交省 4,871,000 国交省 5,000,000 国交省

19,511,000

国交省 1,800,000

文化庁 24,800,000 文化庁 27,279,000 文化庁

20,000,000

農水省 6,993,000 農水省 6,999,000 農水省 7,100,000

文化庁 20,705,000 文化庁 13,934,000 文化庁

270,000

文化庁 1,181,000 文化庁 3,100,000 文化庁 4,100,000

農水省 312,000 農水省 337,000 農水省

6,900,000

文化庁 23,900,000 文化庁 15,900,000 文化庁 15,900,000

富山県 2,461,000 富山県 2,899,000 富山県

22,700,000

高岡市 1,106,000 高岡市 1,154,000 高岡市 1,134,000

内閣府 6,740,000 内閣府 11,052,000 内閣府

2,000,000

高岡市 300,000 高岡市 250,000 高岡市 250,000

高岡市 1,137,000 高岡市 3,794,000 高岡市



高岡市 県道岡・笹川線道路整備事業（カラー舗装等） 1,890,000 高岡市 県道岡・笹川線道路整備事業（カラー舗装等） 16,000,000
高岡市 次世代型ものづくり人材育成事業 3,592,000 高岡市 次世代型ものづくり人材育成事業 3,503,000 高岡市 次世代型ものづくり人材育成事業 4,000,000
高岡市 伝統工芸産業希少技術継承事業 3,070,000 高岡市 伝統工芸産業希少技術継承事業 3,160,000 高岡市 伝統工芸産業希少技術継承事業 3,160,000
高岡市 ものづくり・デザイン科推進事業 15,220,000 高岡市 ものづくり・デザイン科推進事業 15,190,000 高岡市 ものづくり・デザイン科推進事業 15,832,000
高岡市 金屋町楽市開催事業 3,500,000 高岡市 金屋町楽市開催事業 2,500,000 高岡市 金屋町楽市開催事業 3,000,000
高岡市 獅子舞大競演会開催事業 4,116,000 高岡市 獅子舞大競演会開催事業 3,200,000 高岡市 獅子舞大競演会開催事業 3,200,000
高岡市 「高岡再発見」プログラム事業（児童の体験） 1,653,000 高岡市 「高岡再発見」プログラム事業（児童の体験） 1,603,000 高岡市 「高岡再発見」プログラム事業（児童の体験） 1,657,000

小計 33,041,000 小計 29,156,000 小計 46,849,000

合計額 589,644,000 合計額 740,566,000 合計額 748,855,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



都市再構築戦略事業 文化芸術による地域活性化・国際発信推進事業

輪島キリコ会館の開館に掛かる費用 奥能登国際芸術祭推進事業
震災復興地域づくり総合支援事業 震災復興地域づくり総合支援事業
「アートで元気な奥能登を創る！」プロジェクト 「アートで元気な奥能登を創る！」プロジェクト

小計 384,948,667 小計 2,501,755 小計 0

実行委員会（※１）
能登ふるさと博（能登全体で、キリコ祭り
を含む様々なイベントを開催）

81,846,505 実行委員会（※１）
能登ふるさと博（能登全体で、キリコ祭り
を含む様々なイベントを開催）

74,863,222 実行委員会（※１）
能登ふるさと博（能登全体で、キリコ祭り
を含む様々なイベントを開催）

39,376,241

協議会（※２）
祭りの環プロジェクト（学生がインターン
シップとしてキリコ祭りを体験）

750,000 協議会（※２）
祭りの環プロジェクト（学生がインターン
シップとしてキリコ祭りを体験）

1,600,000 協議会（※２）
祭りの環プロジェクト（学生がインターン
シップとしてキリコ祭りを体験）

1,600,000

珠洲市 いしかわ百万石・金沢祭り「本祭」飯田燈籠山出展事業 4,200,000 輪島市 総輪島塗りのキリコ製作プロジェクト 10,000,000 NPO法人 能登すずなり キリコ祭りのヨバレ体験 480,000
輪島市 都市再構築戦略事業（輪島キリコ会館開館） 383,000,000 輪島市 輪島キリコ会館運営費 18,000,000 輪島市 輪島キリコ会館運営費 20,000,000

協議会（※３）
首都圏向けモニターツアー「日本遺産認定
能登のキリコ祭り体験の旅」

10,000

七尾市 和倉温泉お祭り会館（仮称）整備に係る基本構想策定 1,890,000

小計 469,796,505 小計 104,463,222 小計 63,356,241

合計額 854,745,172 合計額 106,964,977 合計額 63,356,241
※１：「ほっと石川」観光キャンペーン実行委員会
※２：能登キャンパス構想推進協議会
※３：のと里山空港利用促進協議会

国土交通省

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

（公財）能登半島地震復興基金 1,948,667 （公財）能登半島地震復興基金 1,173,205

０４．「灯り舞う半島 能登 ～熱狂のキリコ祭り～」

383,000,000 文化庁 1,328,550

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



まちなかまるごとテーマパーク事業 23,482,758 「鯖復活」プレミアム養殖拡大事業 「鯖復活」プレミアム養殖拡大事業
町歩き循環バス運行・町歩きアプリ・文化遺産アーカイブ 鯖の養殖事業 鯖の養殖事業
地域経済循環創造事業 50,000,000 都市再生整備計画事業 鯖街道賑わい復活プロジェクト
鯖街道起点観光施設のリニューアル 街路整備・無電柱化 鯖街道終点京都での情報発信・販路拡大

観光庁 地域資源を活用した観光地魅力塑創造事業 20,000,000 鯖街道賑わい復活プロジェクト 海の駅賑わい創出事業
(おばま観光局) 滞在型観光の人材育成 鯖街道終点京都での情報発信・販路拡大 全国鯖サミットの開催

重要伝統的建造物群保存修理事業 18,474,000 地域資源を活用した観光地魅力塑創造事業 地域資源を活用した観光地魅力塑創造事業
小浜西組重伝建地区の町並み整備 滞在型観光の人材育成 滞在型観光プログラムの構築と発信
都市再生整備計画事業 299,473,720 海の駅賑わい創出事業 重要伝統的建造物群保存修理事業
街路整備・まちの駅整備 全国鯖サミットの開催 小浜西組重伝建地区の町並み整備
ふるさと茶屋整備事業 6,000,000 重要伝統的建造物群保存修理事業 旭座大入り事業
鯖街道沿線の古民家リノベーション 小浜西組重伝建地区の町並み整備 日本遺産「旭座」の活用事業
食のまちづくりNEXTステージPJ 旭座賑わい創出事業 都市再生整備計画事業
映像作成・鯖サミットの開催 日本遺産「旭座」の活用事業 街路整備・無電柱化
若狭町歴史環境講座 1,506,474 ふるさと茶屋整備事業 ビジットOBAMA推進事業
縄文文化、古墳文化、三方五湖、町並み、伝統文化関連講座 鯖街道沿線の古民家リノベーション ラッピングバス・レトロバス運行等
地域の文化遺産次世代継承事業 718,620 若狭町歴史環境講座 若狭町歴史環境講座
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催(戸祝い、ｷﾂﾈｶﾞﾘ)他 縄文文化、古墳文化、三方五湖、町並み、伝統文化関連講座 縄文文化、古墳文化、三方五湖、町並み、伝統文化関連講座

若狭町古墳史跡整備事業 164,880 地域の文化遺産次世代継承事業 地域の文化遺産次世代継承事業
古墳史跡整備準備委員会の開催他 伝統文化調査事業［王の舞］他 伝統文化調査事業［王の舞］他
熊川いっぷく時代村 3,601,168 若狭町古墳史跡整備事業 若狭町古墳史跡整備事業
体験型イベント、バザー出店他 古墳史跡整備準備委員会の開催他 脇袋古墳群航空レーザー測量他
街かど陶の灯り展 20,000 熊川いっぷく時代村 熊川いっぷく時代村
鯖街道熊川宿ライトアップ 体験型イベント、バザー出店他 体験型イベント、バザー出店他
若狭と京を結ぶ鯖街道熊川宿生き活きProject 街かど陶の灯り展 街かど陶の灯り展
国際シンポジウム 鯖街道熊川宿ライトアップ 鯖街道熊川宿ライトアップ

若狭と京を結ぶ鯖街道熊川宿生き活きProject

国際シンポジウム

小計 476,581,804 小計 484,394,607 小計 258,585,490

総務省

０５．海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群～御食国若狭と鯖街道～

32,016,267 総務省 22,000,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

国交省 345,169,797 総務省 7,000,000

総務省 9,390,918 総務省 4,000,000

観光庁
（おばま観光局）

20,000,000 観光庁
(おばま観光局)

15,000,000

総務省 3,745,000 文化庁 45,980,000

文化庁 11,804,000 総務省 8,000,000

福井県 18,454,647 総務省 7,550,032 国交省 132,000,000

福井県 9,000,000 総務省 13,611,000

若狭町 1,002,445 若狭町 1,007,000

文化庁 1,080,040 文化庁 3,327,490

文化庁 125,900 文化庁 3,000,000

若狭町 3,490,208 若狭町 3,640,000

内閣府 34,685,537 熊川地域づくり協議会 20,000 熊川地域づくり協議会 20,000

内閣府 40,000,000

若狭町

熊川地域づくり協議会

文化庁

総務省

総務省

文化庁

文化庁

福井県

国交省

若狭町



福井県 重要伝統的建造物群保存修理事業（若狭熊川宿） 7,000,000 福井県 重要伝統的建造物群保存修理事業（若狭熊川宿） 4,000,000 福井県 重要伝統的建造物群保存修理事業（若狭熊川宿） 200,000
福井県 重要伝統的建造物群保存修理事業（小浜西組） 4,584,000 福井県 重要伝統的建造物群保存修理事業（小浜西組） 2,963,000 福井県 重要伝統的建造物群保存修理事業（小浜西組） 11,495,000
福井県 日本遺産ゲートウェイ強化事業 10,000,000 福井県 若狭歴史博物館における日本遺産テーマ展開催 1,161,000 福井県 若狭歴史博物館における日本遺産テーマ展開催 1,049,000
福井県 若狭歴史博物館における記念展開催 3,376,000 福井県 若狭の秘仏公開と夜間ライトアップ実施 6,510,000 福井県 若狭の秘仏公開と夜間ライトアップ実施 6,568,000
福井県 若狭の秘仏公開と夜間ライトアップ実施 6,652,000 福井県 福井ならではのバスツアーの実施（鯖街道と秘仏巡りツアー） 1,000,000 福井県 福井ならではのバスツアーの実施（鯖街道と秘仏巡りツアー） 500,000
福井県 福井ならではのバスツアーの実施（鯖街道と秘仏巡りツアー） 1,878,000 福井県 福井・滋賀・京都3府県連携観光促進事業 1,000,000
小浜市 日本遺産推進事業(のぼり・ポスター等) 1,055,784 小浜市 魅力発信投資呼び込みPJ（クラウドファンディング） 3,128,320 小浜市 日本遺産推進事業 1,442,000
小浜市 日本遺産秘仏めぐりバスツアー 1,913,528 小浜市 日本遺産推進事業 1,446,285 小浜市 魅力発信投資呼び込みPJ（クラウドファンディング） 5,800,000

小浜市 古民家宿泊所リノベーション事業 10,000,000
小浜市 日本遺産秘仏めぐりバスツアー 2,152,335

小計 36,459,312 小計 32,360,940 小計 28,054,000
合計額 513,041,116 合計額 516,755,547 合計額 286,639,490

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
史跡岐阜城跡（織田信長居館跡）の発掘調査、整備等 史跡岐阜城跡（織田信長居館跡）の発掘調査、整備等 史跡岐阜城跡（織田信長居館跡）の発掘調査、整備等

文化的景観保護推進事業 景観長良川中流域における岐阜の文化的景観文化的景観保護推進事業 景観長良川中流域における岐阜の文化的景観文化的景観保護推進事業

保存調査、ワークショップ等普及啓発事業の実施 保存調査、構想の策定、ワークショップ等普及啓発事業の実施 保存調査、構想の策定、ワークショップ等普及啓発事業の実施

文化遺産を活用した地域活性化事業 文化遺産を活用した地域活性化事業 観光トイレ整備業務
人材育成を目的とする連続講座の開催 人材育成を目的とする連続講座の開催 ロープウェー山頂駅近くのトイレのリニューアル工事を行う

無料公衆無線LAN設置支援事業 観光トイレ整備設計業務
宿泊施設等が外国人観光客向け無料Wi-Fiを設置する費用を補助 ロープウェー山頂駅近くのトイレをリニューアルするための設計を行う

多言語化対応支援事業
宿泊施設等がパンフレット、ホームページ等を多言語化する費用を補助

小計 66,875,106 小計 74,888,366 小計 109,510,000

岐阜市 信長塾（5回連続の歴史講座） 267,288 岐阜市 信長塾（5回連続の歴史講座） 137,233 岐阜市 信長塾（5回連続の歴史講座） 350,000
岐阜市 長良川鵜飼習俗総合調査 402,000 岐阜市 信長学フォーラムin東京（第9回信長学フォーラム） 7,070,500 岐阜市 第11回信長学フォーラム 6,000,000

岐阜市 日本遺産サミットin岐阜 3,339,022 岐阜市 長良川鵜飼習俗総合調査 4,437,000
岐阜市 長良川鵜飼習俗総合調査 1,459,000 岐阜市 無料公衆無線LAN設置支援事業 1,500,000
岐阜市 無料公衆無線LAN設置支援事業 521,040 岐阜市 多言語化対応支援事業 3,500,000
岐阜市 多言語化対応支援事業 3,156,000 岐阜市 観光トイレ整備設計変更業務 1,598,400

小計 669,288 小計 15,682,795 小計 17,385,400

合計額 67,544,394 合計額 90,571,161 合計額 126,895,400

０６．「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜

59,555,186 文化庁 62,579,006

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

50,000,000

文化庁 48,018,000

文化庁 3,231,720 文化庁 8,885,560 文化庁 11,492,000

文化庁

文化庁 1,179,000 文化庁 424,000 国土交通省
（歴史的風致）

内閣府
（地方創生）

186,200 国土交通省
（歴史的風致） 2,999,800

内閣府
（地方創生）

2,723,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



史跡等土地買上げ事業 史跡等土地買上げ事業 史跡等土地買上げ事業
土地買上げ 土地買上げ 土地買上げ
都市再生整備計画事業 都市再生整備計画事業 都市再生整備計画事業
公園整備等 景観形成等 散策道等
歴史的風致活用国際観光支援事業 歴史的風致活用国際観光支援事業 歴史的風致活用国際観光支援事業
VR作成等 案内標識 案内標識
地域公共ネットワーク等強じん化事業
フリーWi‐Fi整備

小計 808,753,928 小計 979,814,032 小計 239,398,000

明和町日本遺産活用推進協議会 子どもわいわいフェスティバル 2,944,115 明和町日本遺産活用推進協議会 子どもわいわいフェスティバル 2,570,032
明和町日本遺産活用推進協議会 さいくう平安の杜フェスタ 2,942,489

小計 5,886,604 小計 2,570,032 小計 0

合計額 814,640,532 合計額 982,384,064 合計額 239,398,000

国交省

０７．祈る皇女斎王のみやこ 斎宮

211,517,000 文化庁 176,304,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 44,220,000

189,778,000

文化庁

国交省

国交省 77,310,720 国交省 31,847,040 国交省 5,400,000

総務省 50,126,040

469,800,168 国交省

（自主事業） （自主事業）

771,662,992

（自主事業）



日本遺産魅力発信事業 日本遺産魅力発信事業 日本遺産・琵琶湖魅力発信事業
地域WS・VG育成、日本遺産セミナー開催、日
本遺産ＰＲ事業、受入環境整備等

観光キャンペーン実施計画策定、日本遺産ＰＲ
事業等

観光キャンペーン実施、日本遺産ＰＲ事業等

文化的景観保護推進事業（高島地域） 文化的景観保護推進事業（高島地域） 文化的景観保護推進事業（高島地域）
（文化的景観構成要素の修理等） （文化的景観構成要素調査委託等） （文化的景観構成要素調査委託等）
重要文化的景観 東草野の山村景観（米原地域） 文化遺産を活かした地域活性化事業（高島地域） 文化遺産を活かした地域活性化事業（高島地域）

文化的景観保護推進事業 （ガイドマップの作成、フォーラムの開催等） （案内ガイド養成講座等）
特別史跡彦根城跡 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 名勝玄宮楽々園 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業

（彦根地域） （彦根地域）
名勝玄宮楽々園 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 国宝彦根城天守、附櫓及び多聞櫓耐震診断事業
（彦根地域） （彦根地域）
重要文化的景観 東草野の山村景観（米原地域）

文化的景観保護推進事業

小計 40,458,180 小計 80,106,395 小計 124,805,000

東近江市 ぶらっと五個荘まちあるき 1,970,000 ﾋﾞｭｰﾛｰ（※） 日本遺産ＰＲ看板の設置 4,622,400 東近江市 ぶらっと五個荘まちあるき 2,580,000
東近江市 着地型観光ツアー 5,600,000 東近江市 ぶらっと五個荘まちあるき 2,120,000 東近江市 水の文化ぐるっと博活用事業 4,000,000
東近江市 日本遺産サイクリングマップ作成 270,000 東近江市 着地型観光ツアー 5,859,000 東近江市 食を通した日本遺産発信モデル事業 1,000,000
東近江市 東近江市観光アプリ Ｗi-Ｆi整備 1,053,734 東近江市 誘導道路看板設置 2,262,600 彦根市 特別史跡「彦根城跡」保存整備および維持管理事業 2,720,000
東近江市 観光モニターツアー委託業務 600,000 彦根市 特別史跡「彦根城跡」保存整備および維持管理事業 2,350,268 彦根市 彦根城維持管理事業 257,558,000

彦根市 重要文化財建造物耐震診断事業 447,052
彦根市 彦根城維持管理事業 231,967,438

小計 9,493,734 小計 249,628,758 小計 267,858,000
合計額 49,951,914 合計額 329,735,153 合計額 392,663,000

3,945,000 文化庁

０８．琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産

24,680,000 滋賀県 16,339,600

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

滋賀県 45,000,000

5,510,000

滋賀県

5,545,000

文化庁 5,464,000 文化庁

文化庁 2,020,000 文化庁 6,083,000 文化庁

文化庁 13,758,180 文化庁

文化庁 42,467,766 文化庁 22,426,000

文化庁 5,807,029

46,324,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 地方創生交付金 地方創生交付金
「お茶の京都」戦略拠点等整備促進 市町村支援強化事業 「お茶の京都博」開催

地方創生交付金 地方創生交付金
「お茶の京都博（仮称）」開催準備費 市町村支援強化事業
地方創生交付金 地方創生交付金
「お茶の京都」推進費 「お茶の京都」DMO推進
地方創生交付金 地方創生交付金
宇治茶生産景観継承支援事業 宇治茶ブランド力強化事業
地方創生交付金 地方創生交付金
宇治茶ブランド力強化事業 茶業研究所機能強化事業

地方創生交付金
宇治茶生産景観継承支援事業

小計 9,000,000 小計 55,253,000 小計 574,650,000

京都府 宇治茶世界文化遺産登録推進戦略事業 6,500,000 京都府 回遊性・アクセス強化事業 48,000,000 京都府 全国手もみ技術競技会事業 900,000
京都府 宇治茶生産景観継承支援事業 19,000,000 京都府 第69回関西茶業振興大会開催事業 1,000,000 京都府 「お茶の京都博」UJI-CHA Fair開催事業 7,000,000
京都府 茶業研究所機能強化整備事業 41,770,000 京都府 「お茶の京都博」UJI-CHA Fair開催事業 8,500,000 京都府 宇治茶世界文化遺産登録推進戦略事業 10,000,000
京都府 「お茶の京都」戦略拠点等整備促進 9,000,000 京都府 「お茶の京都」体験型観光による観光消費額倍増プロジェクト 10,000,000
京都府 「お茶の京都」道路整備 426,000,000 京都府 宇治茶荒廃茶園防止モデル事業 1,500,000
京都府 「うじチャ・フェアー」（仮称）実施事業 2,500,000

小計 504,770,000 小計 57,500,000 小計 29,400,000

合計額 513,770,000 合計額 112,753,000 合計額 604,050,000

14,500,000 内閣府

０９．日本茶８００年の歴史散歩

9,000,000 内閣府 17,077,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

内閣府 137,750,000

30,000,000

内閣府

61,900,000

内閣府 12,897,000 内閣府

内閣府 9,979,000 内閣府

内閣府

20,000,000

内閣府 800,000 内閣府 323,000,000

内閣府

2,000,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



日本遺産推進事業補助金 日本遺産推進事業補助金 日本遺産推進事業補助金
日本遺産啓発物品作成等 魅力発信アイデア実現補助金等 日本遺産に関する講演会

日本遺産のまちづくり応援事業補助金
民間団体が行う情報発信等への補助

小計 16,738,000 小計 21,888,000 小計 4,286,560

小計 0 小計 0 小計 0

合計額 16,738,000 合計額 21,888,000 合計額 4,286,560

１０．丹波篠山 デカンショ節－民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶

16,738,000 篠山市 21,888,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

篠山市 20,560

4,266,000

篠山市

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

篠山市



歴史的風土創造的活用事業交付金 歴史的風土創造的活用事業交付金 歴史的風土創造的活用事業交付金
全国古代史講演会 全国古代史講演会 全国古代史講演会

小計 2,167,241 小計 688,590 小計 675,730

橿原市 飛鳥を翔た女性たちを巡るウォーク 43,273 明日香村 ならまほろば館イベント・講演会 183,932
橿原市 ロールスクリーン作成 102,600 橿原市 女帝顔出しパネル作成 152,388
橿原市 かしはら観光ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ施設整備 624,240

小計 0 小計 770,113 小計 336,320

合計額 2,167,241 合計額 1,458,703 合計額 1,012,050

１１．「日本国創成のとき～飛鳥を翔（かけ）た女性たち～」

2,167,241 国交省 688,590 国交省 675,730

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

国交省

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
（名勝及び史跡三徳山（行者道）保存修理） （名勝及び史跡三徳山（正善院）保存修理） （名勝及び史跡三徳山（正善院）保存修理）
歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 埋蔵文化財調査事業（発掘調査等） 埋蔵文化財調査事業（発掘調査等）
（名勝及び史跡三徳山（正善院）保存修理） （名勝及び史跡三徳山関連の試掘調査） （名勝及び史跡三徳山関連の試掘調査）
埋蔵文化財調査事業（発掘調査等） 史跡等買上げ事業（直接買上げ） 史跡等買上げ事業（直接買上げ）
（名勝及び史跡三徳山関連の試掘調査） （名勝及び史跡三徳山地内の未指定地買上げ） （名勝及び史跡三徳山地内の未指定地買上げ）

無形民俗文化財保存継承事業補助金 国宝重要文化財等保存整備費補助金 無形民俗文化財保存継承事業補助金
（構成文化財「三朝のｼﾞﾝｼｮ」への補助金） （木造蔵王権現立像の修理事業） （構成文化財「三朝のｼﾞﾝｼｮ」への補助金）
日本遺産魅力発信推進事業補助金 無形民俗文化財保存継承事業補助金 日本遺産魅力発信推進事業補助金
（守る会が行う認知向上事業への補助金） （構成文化財「三朝のｼﾞﾝｼｮ」への補助金） （守る会が行う認知向上事業への補助金）
女流本因坊戦三朝大会開催事業補助金 日本遺産魅力発信推進事業補助金 女流本因坊戦三朝大会開催事業補助金
（三朝温泉で開催される大会への補助金） （守る会が行う認知向上事業への補助金） （三朝温泉で開催される大会への補助金）
三朝温泉おかみキャラバン支援事業補助金 229,000 女流本因坊戦三朝大会開催事業補助金 日本遺産認定支援イベント事業補助金
（おかみによる三朝温泉誘客キャンペーン） （三朝温泉で開催される大会への補助金） （三徳山御幸行列の開催支援補助金）
三朝温泉観光振興事業 2,589,000 三朝温泉おかみキャラバン支援事業補助金 元気な三朝温泉発信事業補助金
（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進、県外宣伝等） （おかみによる三朝温泉誘客キャンペーン） （地震被害払拭誘致）
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型） 5,085,848 元気な三朝温泉発信事業補助金 三朝温泉観光振興事業
（三朝温泉誘客キャンペーン） （地震被害払拭誘致） （ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進、県外宣伝等）
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域創生先行型） 5,790,948 三朝温泉観光振興事業 伯耆国「大山開山1300年祭」協働・連携事業補助金

（三朝温泉開湯850年記念事業） （ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進、県外宣伝等） （日本遺産認定地間での開催イベント補助金）
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域創生先行型） 1,775,175 地方創生加速化交付金
（ラドン温泉療法体験実施に係る委託費） （現代湯治推進 温泉と医療連携）
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域創生先行型） 5,000,000 地方創生加速化交付金
（ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝイベント、誘客宣伝の補助） （観光拠点施設整備）
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域創生先行型） 1,330,000 地方創生加速化交付金
（鳥取県中部圏域版ＤＭО整備負担金） （国内友好交流都市との交流事業）
地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域創生先行型） 5,350,000 地方創生加速化交付金
（国内外の観光客受入体制整備） （ブランド化に向けた特産品開発、ガイド育成）

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域創生先行型） 地方創生加速化交付金
（ｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ開催負担金） （観光モニター、出迎えイベント、法被作成）

地方創生加速化交付金
（日本遺産PRグッズ、高速バスラッピング）

小計 96,399,537 小計 314,379,912 小計 156,960,916

文化庁
鳥取県

文化庁
鳥取県
三朝町

１２．六根清浄と六感治癒の地 ～日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉～

3,776,640
文化庁
鳥取県
三朝町

146,849,640

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

三朝町

文化庁
鳥取県

66,218,000

582,853

101,704,026

4,951,800

3,862,000

65,074,000

4,250,000
文化庁
鳥取県

三朝町

50,492,802
文化庁
鳥取県
三朝町

文化庁
鳥取県

文化庁
鳥取県

文化庁
鳥取県

三朝町 三朝町 三朝町

三朝町 三朝町

4,094,762

2,079,000

2,000,000

三朝町 三朝町 4,055,000

総務省 三朝町 30,000,000 三朝町 2,659,000

三朝町 3,406,346

三朝町 三朝町 三朝町 3,436,570

三朝町

3,242,749

229,000

総務省 総務省 3,784,054

総務省 三朝町 2,658,300 大山開山1300年祭実行委員会 2,000,000

総務省 総務省 1,436,000

総務省 総務省 4,584,600

総務省 931,000 総務省 1,852,028

4,225,032

2,026,000

3,304,230

文化庁
鳥取県

4,493,862

総務省 4,490,100

総務省 総務省 1,841,000



三朝町 日本遺産魅力発信推進事業（ＰＲグッズ作成） 5,430,468 鳥取県 文化資産等学習会（三徳山関連の学習会経費助成） 285,202 三朝町 国内交流都市観光客誘致事業 1,185,000
三朝町 温泉ライダー（自転車ﾚｰｽｲﾍﾞﾝﾄ） 2,692,349 守る会（※） グリーンワーカー事業（三徳山地内の清掃活動） 200,000 三朝町 観光客誘致対策事業（バスラッピング等） 996,000
三朝町 国内交流都市観光客誘致事業 346,964 守る会（※） 三徳山環境整備ボランティア 101,410 三朝町 現代湯治推進事業（医療機関へ委託） 2,585,000
三朝町 温泉街多目的駐車場整備事業 49,163,760 守る会（※） 三徳山ウォーク 487,391 三朝町 中学生手作り訪仏事業（日本遺産情報発信） 3,231,000
三朝町 中学生手作り訪仏事業（日本遺産情報発信） 2,058,625 三朝町 中学生手作り訪仏事業（日本遺産情報発信） 1,811,177 三朝町 台中市石岡区との中学生相互交流事業（日本遺産情報発信） 2,401,000
三朝町 台中市石岡区との中学生相互交流事業（日本遺産情報発信） 1,932,540 三朝町 台中市石岡区との中学生相互交流事業（日本遺産情報発信） 1,983,609 三朝町 山口恵梨子杯将棋大会補助金（文化振興・誘客） 200,000
三朝町 山口恵梨子杯将棋大会補助金（文化振興・誘客） 182,488 三朝町 山口恵梨子杯将棋大会補助金（文化振興・誘客） 178,700 三朝温泉旅館協同組合 国際交流事業（台湾交流 ﾓﾆｭﾒﾝﾄ製作） 1,050,000
鳥取県 文化資産等学習会（三徳山関連の学習会経費助成） 353,018 鳥取県 文化資産等学習会（三徳山関連の学習会経費助成） 400,000
守る会（※） グリーンワーカー事業（三徳山地内の清掃活動） 200,000 守る会（※） 三徳山環境整備ボランティア 150,000
守る会（※） 三徳山環境整備ボランティア 28,534 守る会（※） 三徳学験講座 100,000
守る会（※） 三徳山シンポジウム 35,941
守る会（※） 三徳山ウォーク 295,321

小計 62,720,008 小計 5,047,489 小計 12,298,000

合計額 159,119,545 合計額 319,427,401 合計額 169,258,916
※：日本遺産三徳山三朝温泉を守る会

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



国宝重要文化財等保存整備事業 国宝重要文化財等保存整備事業 国宝重要文化財等保存整備事業
（旧堀氏庭園保存修理） （旧堀氏庭園保存修理） （津和野城跡整備）
国宝重要文化財等保存整備事業 国宝重要文化財等保存整備事業 伝統的建造物群保存事業
（津和野城跡整備） （津和野城跡整備） （津和野伝統的建造物群保存地区）
伝統的建造物群保存事業 伝統的建造物群保存事業 歴史文化基本構想を活用した観光拠点
（津和野伝統的建造物群保存地区） （津和野伝統的建造物群保存地区） （藩校養老館保存）
社会資本整備交付金（街かん） 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 地域文化遺産活性化事業
サイン整備、水路整備 （藩校養老館保存修理） （民俗芸能衣装整備、記録作成）
社会資本整備交付金（まちなか再生） 社会資本整備交付金（都市再生整備） 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業
（潮邸改修工事） サイン整備、ＪＲトイレ整備等 （藩校養老館保存修理）
集落支援員 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 社会資本整備交付金（都市再生整備）
（日本遺産センターのコンシェルジュの雇用） （藩校養老館保存修理） サイン整備、ＪＲ周辺整備等
島根県文化財保存事業 集落支援員
（旧津和野藩家老多胡家表門番所） （日本遺産センターのコンシェルジュの雇用）

小計 186,546,613 小計 324,248,000 小計 407,551,000

津和野町 日本三大芋煮会（津和野、大洲市、中山町） 11,000,000 津和野町 亀井氏入城400年事業 1,850,000
高津川都市交流協議会 高津川都市交流協議会石見神楽上演 2,500,000
津和野町 西周シンポジウム（東京都） 200,000

小計 0 小計 13,700,000 小計 1,850,000

合計額 186,546,613 合計額 337,948,000 合計額 409,401,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

総務省 3,512,000 国交省 90,361,000 国交省 246,767,000

島根県 12,805,637 総務省 4,440,000

79,503,000

国交省 55,304,063 国交省 90,361,000 文化庁 11,028,000

国交省 19,096,800 国交省 55,677,000 国交省

14,705,000

文化庁 45,440,000

文化庁 6,300,000 文化庁 6,480,000 文化庁 10,108,000

文化庁

文化庁 22,296,113 文化庁 24,163,000 文化庁

１３．津和野今昔～百景図を歩く～

67,232,000 文化庁 52,766,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



重要文化財保存修理事業 名勝浄土寺庭園歴史活き活き史跡等総合活用整備 国宝重要文化財等保存整備事業
西国寺金堂建造物保存修理 名勝浄土寺庭園の整備 金堂及び三重塔建造物防災施設等整備
国宝重要文化財等保存整備事業 重要文化財常称寺建造物保存修理事業 文化財等保存整備事業
国宝多宝塔外11棟建造物防災施設整備 常称寺本堂の保存修理（H29年繰越明許） 仁王門建造物防災設備等整備
市内遺跡発掘調査等事業 文化財保存事業 国宝重要文化財等保存整備
尾道市内遺跡の調査 西国寺金堂及び三重塔建造物防災施設等事業 木造十一面観音立像美術工芸品保存活用整備
市内埋蔵文化財地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 市内遺跡発掘調査等事業 市内遺跡発掘調査等事業
市内埋蔵文化財に関する展示公開、講演会の開催等 尾道市内遺跡の調査 尾道市内遺跡の調査
おのみち散歩・散走交流事業 市内埋蔵文化財地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 市内埋蔵文化財地域の特色ある埋蔵文化財活用事業

地域間交流促進のためのツーイベント開催等 市内埋蔵文化財に関する展示公開、講演会の開催等 市内埋蔵文化財に関する展示公開、講演会の開催等

空き家情報提供事業 文化財保存事業 空き家情報提供事業
空家バンク運営 広島県天然記念物艮神社のクスノキ群再生事業 空家バンク運営
観光施設整備・振興事業費 文化遺産を活かした地域活性化事業 観光施設整備・振興事業費
夜間景観整備 文化遺産活用活性化事業 夜間景観整備
観光振興事業費 おのみち散歩・散走交流事業 観光振興事業費
しまなみDMO形成事業 地域間交流促進のためのツーイベント開催等 しまなみDMO形成事業
協働のまちづくり事業 空き家情報提供事業 協働のまちづくり事業
市民活動支援・来訪者おもてなし等 空家バンク運営 市民活動支援・来訪者おもてなし等
コミュニティー助成事業 観光施設整備・振興事業費 コミュニティー助成事業
宝くじ助成金を活用したコミュニティ活動支援 夜間景観整備 宝くじ助成金を活用したコミュニティ活動支援

花と緑のまちづくり事業 観光振興事業費 花と緑のまちづくり事業
協働による地域の緑化活動 しまなみDMO形成事業 協働による地域の緑化活動

協働のまちづくり事業
市民活動支援・来訪者おもてなし等
コミュニティー助成事業
宝くじ助成金を活用したコミュニティ活動支援

花と緑のまちづくり事業
協働による地域の緑化活動

小計 208,326,180 小計 220,531,599 小計 176,543,240

日本遺産尾道市ピンバッジ制作 563,760 尾道市 日本遺産総合パンフレット等増刷 804,200 尾道市 日本遺産総合パンフレット等増刷 905,000
各種イベントPR事業 552,460 尾道市 各種イベントPR事業 1,037,840 尾道市 各種イベントPR事業 808,000

小計 1,116,220 小計 1,842,040 小計 1,713,000
合計額 209,442,400 合計額 222,373,639 合計額 178,256,240

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

尾道市

尾道市 88,106

広島県市町村振興協会 3,268,000

(一財)自治総合センター 5,000,000

80,000

(一財)自治総合センター 5,000,000 内閣府 15,918,000 (一財)自治総合センター 4,900,000

尾道市 103,106 内閣府 11,501,000 尾道市

3,779,000

内閣府 6,001,000 内閣府 195,080 内閣府 34,040,000

広島県市町村振興協会 5,983,000 内閣府 1,884,000 広島県市町村振興協会

81,000,000

内閣府 1,854,000 広島県 11,016,000 内閣府 1,899,000

内閣府 24,590,000 文化庁 2,584,646 内閣府

2,000,000

文化庁 2,021,591 文化庁 2,086,063 文化庁 2,000,000

内閣府 495,000 文化庁 2,002,272 文化庁

7,442,240

文化庁 155,000,000 文化庁 119,800,000 広島県 9,690,000

文化庁 2,030,483 文化庁 43,784,432 文化庁

１４．尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市

29,713,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 5,248,000 文化庁 1,404,000 文化庁



広域観光周遊ルート形成促進事業（※１） 広域観光周遊ルート形成促進事業（※１） 広域観光周遊ルート形成促進事業（※１）
「食」・「農山漁村」プロモーション事業等（※２） 海外旅行博等出展及び旅行会社等招請事業等 交通アクセス円滑化事業等

小計 33,488,538 小計 112,735,487 小計 102,630,000

協議会（※３） シンポジウム開催事業 5,013,716 協議会（※２） シンポジウム開催事業 2,374,756 協議会（※２） シンポジウム開催事業 4,370,000
協議会（※２） スペイン・ガルシア州での四国遍路展開催事業 7,730,000

四国ツーリズ
ム創造機構

広域観光周遊ルート形成促進事業（※１）
外個人向け推奨観光商品造成販売委託事業等

175,543,907
四国ツーリズ
ム創造機構

広域観光周遊ルート形成促進事業（※１）
外国人旅行者向け観光情報発信事業等

108,191,000

小計 5,013,716 小計 177,918,663 小計 120,291,000
合計額 38,502,254 合計額 290,654,150 合計額 222,921,000
※１：【スピリチュアルな島～四国遍路～】広域観光周遊ルート形成促進事業
※２：平成28年度へ繰り越し
※３：世界遺産登録推進協議会
※４：四国ツーリズム創造機構

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

１５．「四国遍路」～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化～

33,488,538 観光庁 112,735,487 観光庁 102,630,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

観光庁



史跡整備事業 史跡整備事業 史跡整備事業
特別史跡水城跡整備 特別史跡水城跡整備(便益施設設置他） 特別史跡水城跡整備
文化遺産を活かした地域活性化事業 文化遺産を活かした地域活性化事業
太宰府市民遺産育成活動 太宰府市民遺産育成活動

小計 63,608,048 小計 178,544,528 小計 16,538,000

太宰府市 多言語ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布 173,880 太宰府市 多言語HP等の運営 1,917,000 太宰府市 多言語HP等の運営 2,424,600
太宰府市 多言語ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布 1,016,280 太宰府市 多言語ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布 476,280
太宰府市 太宰府発見塾での日本遺産講座シリーズ 918,799 太宰府市 公衆無線LAN[DAZAIFU-city-Wi-Fi]整備 6,150,000
（公財）古都大宰府保存協会 『古代日本の「西の都」～東アジアとの交流拠点』紹介展開催、機関紙配布 447,127 太宰府市ブランド創造協議会 第12回古都の光（史跡を灯ろうで灯すイベント） 3,300,000
（公財）古都大宰府保存協会 太宰府検定（テーマ：日本遺産「西の都」） 1,210,574 太宰府市 史跡ライトアップ事業（水城跡・観世音寺） 2,196,000
太宰府市 公衆無線LAN[DAZAIFU-city-Wi-Fi]整備 5,792,580 太宰府市 日韓写真展「古代大宰府と泗沘・百済」 806,289
太宰府市 まるごと太宰府歴史展2016（日本遺産特集） 1,000,000 太宰府市 まるごと太宰府歴史展2017 1,000,000

太宰府市 太宰府市民遺産育成活動 4,140,000

小計 173,880 小計 12,302,360 小計 20,493,169

合計額 63,781,928 合計額 190,846,888 合計額 37,031,169

文化庁

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

文化庁 4,201,382 文化庁 3,983,607

１６．古代日本の「西の都」～東アジアとの交流拠点～

59,406,666 文化庁 174,560,921

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 16,538,000



離島活性化交付金 離島活性化交付金 離島活性化交付金
デリバリーミュージアム事業（文化財課） 日本遺産PR懸垂幕作成 まるごとにっぽん浅草 出前体験イベント

離島活性化交付金 離島活性化交付金
日本遺産ガイドブック作成 兵庫県朝来出前体験イベント
離島活性化交付金 離島活性化交付金
日本遺産PRチラシ 福岡博多出前体験イベント
離島活性化交付金 離島活性化交付金
日本遺産PRリーフレット 日本遺産PR用配布チラシ
離島活性化交付金 離島活性化交付金
日本遺産PR看板改修業務 ノベリティコースターデザイン印刷業務
離島活性化交付金 離島活性化交付金
バスラッピング制作 ラッピングバス広告料
離島活性化交付金 離島活性化交付金
日本遺産情報発信強化事業 日本遺産壱岐PR企画展
離島活性化交付金 離島活性化交付金
デリバリーミュージアム事業（文化財課） 日本遺産PR島外イベントブース

離島活性化交付金
ノベリティ日本遺産PRコースター製作
離島活性化交付金
日本遺産生池城跡活用体験用甲冑製作
離島活性化交付金
日本遺産案内板設置業務
離島活性化交付金
日本遺産構成文化財を活用した交流支援事業(文化財課)

地域社会維持推進交付金
文化資産を活用した滞在プランの企画・開発

小計 25,000,000 小計 41,156,152 小計 44,100,000

新上五島町 日本遺産普及啓発事業（バスツアー、講演会） 271,000 新上五島町 日本遺産普及啓発事業（バスツアー、講演会） 120,000

新上五島町 日本遺産普及啓発事業（調査報告書の増刷） 120,096 対馬市
遺産魅力発信推進事業（バスツアーの企
画・実施、啓発看板設置等）

3,966,000

新上五島町 ・専門家による調査（ストリー充実） 89,630

小計 0 小計 480,726 小計 4,086,000
合計額 25,000,000 合計額 41,636,878 合計額 48,186,000

内閣府 5,000,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

1,100,000

国交省 3,600,000

国交省

国交省 25,000,000

3,000,000

国交省 国交省 700,000

国交省 150,000

25,000,000

4,749,840

300,000

国交省 国交省 150,000

742,392国交省 国交省

（補助事業） （補助事業） （補助事業）

国交省 25,000,000 国交省 国交省 720,000

国交省 国交省 3,900,000

国交省 375,000

国交省 国交省

4,784,400

4,293,000

１７．国境の島 壱岐・対馬・五島 ～古代からの架け橋～

291,600

348,840

946,080国交省

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

国交省 国交省 105,000



日本遺産情報発信事業 地方創生拠点整備交付金事業 地方創生拠点整備交付金事業
旅行ガイドブック広告掲載、電子書籍アプリ掲載、フリーペーパー作成 相良歴史回廊エントランスセンター整備（※） 黒肥地公民館へリテージツーリズムプロジェクト

歴史回廊たらぎ交流促進事業 日本遺産構成文化財「木本神社」改修工事 歴町50選事業
神社改修工事を授業の一環として球磨工業高校が施工 旧白濱旅館改修事業

歴町50選事業 地方創生拠点整備交付金事業
旧白濱旅館改修事業 久米公民館産業創出プロジェクト（※）

地方創生拠点整備交付金事業
黒肥地公民館へリテージツーリズムプロジェクト

歴町50選事業
旧白濱旅館改修事業
人吉球磨観光地域づくり加速化事業
日本遺産と既存観光資源の結び付けによる観光客数増加と観光ビジネス振興を図る

小計 20,965,178 小計 277,283,000 小計 51,700,000

熊本県 日本遺産認定記念シンポジウム 70,000 多良木町 歴史回廊たらぎ交流促進事業 3,110,202 多良木町 歴史回廊たらぎ交流促進事業 5,331,000
熊本県 未指定文化財学術調査 594,000 人吉温泉観光協会 「日本遺産～人吉球磨」観光カレンダー写真コンテスト 熊本県 日本遺産推進文化財保存修理事業費補助金（予定） 109,000
人吉球磨地域観光推進協議会 人吉球磨地域ロゴマーク・キャッチフレーズ作成 960,292 人吉温泉観光協会 「日本遺産～人吉球磨」２０１７観光カレンダー作成販売 人吉温泉観光協会 「日本遺産～人吉球磨」観光カレンダー写真コンテスト

球磨地域文化財広域連携協議会 ラジオ番組「日本遺産ものがたり」放送 1,296,000 人吉温泉観光協会 日本遺産名刺印刷販売事業 10,404 人吉温泉観光協会 「日本遺産～人吉球磨」２０１８観光カレンダー作成販売

人吉温泉観光協会 「日本遺産～人吉球磨」観光カレンダー写真コンテスト 人吉温泉観光協会 地域の歴史物語製作事業（アーカイブ観光DVDを日本遺産版に編集）作成、貸出 373,140 人吉温泉観光協会 日本遺産名刺印刷販売事業
人吉温泉観光協会 「日本遺産～人吉球磨」２０１６観光カレンダー作成販売 人吉温泉観光協会 日本遺産関係団体との連携（会議研修等） 3,000 人吉温泉観光協会 ノベルティ制作事業
ほとけの里と相良の名宝展実行委員会 熊本県立美術館企画展「日本遺産認定記念・ほとけの里と相良の名宝 人吉球磨の歴史と美」 13,352,834 人吉球磨地域観光推進協議会 ロゴマーク活用例作成 97,200 人吉温泉観光協会 日本遺産構成要素環境整備事業（GPS活用ガイダンス構築の調査研究）

球磨地域振興局 人吉観光案内所日本遺産展示コーナー設置事業 1,728,000 あさぎり町 あさぎり町日本遺産文化財めぐり 18,000 人吉温泉観光協会 日本遺産関係団体との連携（会議研修等）
あさぎり町 あさぎり町健康づくりウォーキング 50,912 人吉温泉観光協会 日本遺産関係団体との連携（東京スカイツリーBeautiful Nippo全国観光PRコーナー出展）

人吉球磨地域観光推進協議会 日本遺産に関する観光案内ガイド養成講座 22,430
あさぎり町 あさぎり町日本遺産文化財めぐり 6,000
あさぎり町 あさぎり町健康づくりウォーキング 21,094

小計 19,779,020 小計 5,414,077 小計 8,489,524

合計額 40,744,198 合計額 282,697,077 合計額 60,189,524
※：平成29年度へ繰り越し

１８．相良７００年が生んだ保守と進取の文化 ～ 日本でもっとも豊かな隠れ里 ― 人吉球磨 ～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

40,600,000

内閣府
熊本県

7,188,498  熊本県錦町 2,289,000
国交省
熊本県

11,100,000

内閣府 10,088,480 内閣府 65,000,000 内閣府

内閣府 40,600,000

熊本県 3,688,200 内閣府 74,750,000

内閣府
県地域振興

34,344,000

国交省
熊本県

60,300,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

1,751,219

3,000,000
1,777,894



建造物保存修理事業 建造物保存修理事業
（瑞巌寺本堂ほか７棟修理事業） （瑞巌寺本堂ほか７棟修理事業）
文化財建造物活用事業 歴史活き活き史跡等総合活用事業
（大崎八幡宮・鹽竈神社） (多賀城跡）
歴史活き活き史跡等総合活用事業 美しい日本探訪のための文化財建造物魅力向上促進事業

(多賀城跡・陸奥国分寺） （大崎八幡宮・鹽竈神社）
文化遺産を生かした地域活性化事業 文化遺産総合活用推進事業
多賀城市文化遺産活用活性化事業 仙台市文化遺産活性化事業
文化遺産を生かした地域活性化事業 文化遺産を生かした地域活性化事業
松島町の文化遺産を活かした地域活性化事業 多賀城市文化遺産活用活性化事業
建造物管理事業費 文化遺産を生かした地域活性化事業
（大崎八幡宮・東照宮・陸奥国分寺） 松島町の文化遺産を活かした地域活性化事業
無形民俗文化財助成事業 地方創生推進交付金事業（宮城県）
（秋保田植踊・大沢田植踊・川前鹿踊剣舞ほか） 文化財の観光活用による地域交流の促進事業
無形文化財技術養成事業 街並み環境整備事業（多賀城市）

歌枕環境整備事業（興井水質改善）
無形民俗文化財助成事業
（秋保田植踊・大沢田植踊・川前鹿踊剣舞ほか）

小計 0 小計 792,056,000 小計 252,683,000

多賀城市 多賀城グルメブランド拡大戦略事業 8,000,000
多賀城市 多賀城跡あやめまつり事業 4,200,000
多賀城市 観光パンフレット作成事業 825,000

小計 0 小計 0 小計 13,025,000

合計額 0 合計額 792,056,000 合計額 265,708,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

仙台市 100,000 国土交通省 5,000,000

仙台市 540,000

9,200,000

宮城県
仙台市

24,980,000 文化庁 2,984,000

宮城県 180,000 内閣府

2,337,000

文化庁 4,877,000 文化庁 3,260,000

文化庁 31,100,000 文化庁

107,480,000

文化庁
宮城県

115,000,000

文化庁
宮城県

107,480,000
文化庁
宮城県

7,422,000

文化庁
宮城県

507,799,000
文化庁
宮城県

１９．「政宗が育んだ”伊達”な文化」

文化庁
宮城県

115,000,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



文化芸術振興費補助金 文化芸術振興費補助金
伝統文化親子教室事業 伝統文化親子教室事業
地方航空路線活性化プログラム 内閣府 地方創生推進交付金 50,000,000

「いせでわ」DMO設立等
地方創生推進交付金 観光庁 東北観光復興対策交付金 19,000,000
「いせでわ」DMO設立等 羽黒山における山形交響楽団演奏会
東北観光復興対策交付金 観光庁 東北観光復興対策交付金 10,000,000
羽黒山における山形交響楽団演奏会 ｸﾙｰｽﾞ船誘致のための見本市への出展等
東北観光復興対策交付金 観光庁 東北観光復興対策交付金 4,400,000
ｼｮｰﾄﾑｰﾋﾞｰ製作 ｸﾙｰｽﾞ船誘致のための船社幹部の招請等
東北観光復興対策交付金 観光庁 東北観光復興対策交付金 7,620,000
ｸﾙｰｽﾞ船誘致のための見本市への出展等 東南ｱｼ ｱ諸国の旅行ｴｰｼ ｪﾝﾄ対象のモニターツアー等

東北観光復興対策交付金 観光庁 東北観光復興対策交付金 3,750,000
ｸﾙｰｽﾞ船誘致のための船社幹部の招請等 米国の旅行ｴｰｼﾞｪﾝﾄ対象のモニターツアー等

観光庁 東北観光復興対策交付金 3,500,000 観光庁 東北観光復興対策交付金 5,000,000
外航ｸﾙｰｽﾞ船に係る観光案内ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発等 精神文化ﾂｱｰのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ構築等

観光庁 東北観光復興対策交付金 398,000 観光庁 東北観光復興対策交付金 3,230,000
ｲﾀﾘｱﾋﾞｱﾝｺ財団の招請 出羽三山を中心とした体験型ﾂｰﾘｽﾞﾑ開発のための旅行ｴｰｼﾞｪﾝﾄ招請

観光庁 東北観光復興対策交付金 90,000,000 観光庁 東北観光復興対策交付金 20,000,000
海外ﾒﾃﾞｨｱ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄの招請等 海外ﾒﾃﾞｨｱ・ｴｰｼﾞｪﾝﾄの招請等

国交省 社会資本整備総合交付金 705,683,000 国交省 社会資本整備総合交付金 929,685,000
鶴岡市手向地内のバイパス整備 鶴岡市手向地内のバイパス整備

文科省 地域における青少年の国際交流推進事業 8,271,000 文科省 地域における青少年の国際交流推進事業 5,802,000
ｱﾒﾘｶ、台湾等の中高生を招聘し鶴岡地区の中高生と合宿 ｱﾒﾘｶ、台湾等の中高生を招聘し鶴岡地区の中高生と合宿

国交省 社会資本整備総合交付金 210,000 国交省 社会資本整備総合交付金 368,000
門前町歴史まちづくり活動支援事業 門前町歴史まちづくり活動支援事業

国交省 社会資本整備総合交付金 559,000 国交省 社会資本整備総合交付金 13,609,000
宿坊街並み保全及び修景整備促進事業 宿坊街並み保全及び修景整備促進事業

国交省 社会資本整備総合交付金 1,622,000 国交省 社会資本整備総合交付金 1,540,000
宿坊街道路・空き地修景整備調査事業 宿坊街道路・空き地修景整備調査事業

庄内町 観光協会事業 148,000 庄内町 観光協会事業 171,000
霊峰月山登山参拝ツアー 霊峰月山登山参拝ツアー

山形県 山形県みどり環境交付金 260,000 山形県 山形県みどり環境交付金 263,000
月山登山ルートの整備（除草）事業 月山登山ルートの整備（除草）事業
広域観光周遊ルート形成（東北観光推進機構） 観光庁 広域観光周遊ルート形成（東北観光推進機構） 55,350,000
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝﾃﾝﾂ拡充、ﾌﾘｰマガジン発行等 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｺﾝﾃﾝﾂ拡充、ﾌﾘｰマガジン発行等
指定文化財管理事業 指定文化財管理事業
消防設備点検・雪降し等 消防設備点検・雪降し等

小計 0 小計 964,489,472 小計 1,131,365,000

山形県 1,252,000

観光庁 45,153,664

山形県 1,037,808

観光庁 1,000,000

観光庁 15,120,000

観光庁 702,000

内閣府 30,000,000

観光庁 16,600,000

国交省 43,905,000

２０．自然と信仰が息づく『生まれかわりの旅』～樹齢300年を超える杉並木につつまれた2,446段の石段から始まる出羽三山～

文化庁 320,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 325,000



山形県
山岳資源の魅力向上推進プロジェクト事業
（やまがた百名山の選定等）

5,065,000 山形県
やまがたの山と水魅力向上推進事業
（やまがた百名山の魅力発信・活用等）

16,290,000

山形県 観光誘客総合推進事業（観光PR推進関係） 46,524,000 山形県 観光誘客総合推進事業（観光PR推進関係） 69,009,000
山形県 観光誘客総合推進事業（ﾊ ｽﾂｱｰ支援、周遊ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ） 16,757,000 山形県 観光誘客総合推進事業（ﾊ ｽﾂｱｰ支援、周遊ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ） 28,757,000
山形県 観光キャンペーン推進事業（観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等の実施） 29,160,000 山形県 観光キャンペーン推進事業（観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等の実施） 29,160,000
山形県 観光情報番組放映事業（ﾃﾚﾋ 番組の制作・放映） 50,102,000 山形県 観光情報番組放映事業（ﾃﾚﾋ 番組の制作・放映） 50,102,000
山形県 観光誘客宣伝事業（観光ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成） 2,898,000 山形県 観光誘客宣伝事業（観光ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ作成） 2,904,000
山形県 地域元気づくり交流連携促進事業（六十里街道会議への支援） 300,000 山形県 観光振興推進事業（六十里街道会議への支援） 300,000
庄内町 清川歴史公園（第Ⅰ期）整備事業 1,998,000 庄内町 清川歴史公園（第Ⅰ期）整備事業 10,066,000

小計 0 小計 152,804,000 小計 206,588,000

合計額 0 合計額 1,117,293,472 合計額 1,337,953,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



広告事業 手塚治虫キャラクタースタンプラリー
タブロイド紙の特集作成（宮城県） 日本遺産の要素を取り入れたスタンプラリーを実施

海外エージェント訪問 会津三十三観音ツアーの造成（スタンプラリー）

※台湾商談会
会津三十三観音巡りパンフレット修正・増刷 海外旅行博・エージェント訪問（台湾）

会津三十三観音モニターツアーの造成 会津三十三観音巡りパンフレット修正・増刷

会津三十三観音ガイド研修会

小計 0 小計 1,628,100 小計 12,469,628

会津若松市 指定文化財管理事業 994,244 協議会 首都圏エージェント訪問 40,240
霊地観光協議会 霊地観光協議会パンフレット作成事業 850,000 会津若松市 指定文化財管理事業 1,431,037
会津美里町 日本遺産構成文化財案内板作成事業 1,038,000 猪苗代町 猪苗代三十三観音パンフレット作成事業 250,000
昭和村 昭和村まんきつウォーキング 326,000 会津美里町 日本遺産構成文化財案内板作成事業 1,080,000
民間団体 日本遺産記念シンポジウム（協賛金） 216,540

小計 0 小計 3,424,784 小計 2,801,277

合計額 0 合計額 5,052,884 合計額 15,270,905

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

福島県 福島県

福島県 243,200 福島県 707,940

福島県 154,224

207,464

福島県 10,200,000

392,626 1,200,000

福島県 451,410 福島県

２１．会津の三十三観音めぐり～巡礼を通して観た往時の会津の文化～

福島県 540,864

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



東北観光復興対策交付金事業 東北観光復興対策交付金事業
インバウンド誘客による観光振興 インバウンド誘客による観光振興
福島県地域創生総合支援事業 福島県地域創生総合支援事業
日本遺産及び猪苗代湖のプロモーション 日本遺産及び猪苗代湖のプロモーション
観光力づくり支援事業 観光力づくり支援事業
観光ＰＲ動画制作など 観光ＰＲ動画制作など
鯉に恋するプロジェクト 鯉に恋するプロジェクト
鯉の６次化、普及啓発 鯉の６次化、普及啓発

小計 0 小計 38,432,566 小計 41,059,000

郡山市 シティプロモーション推進事業 17,240,965 郡山市 シティプロモーション推進事業 14,015,000
郡山市 安積開拓再発見事業 222,689 郡山市 安積開拓再発見事業 299,000
郡山市 猪苗代町 湖岸美化事業 2,000,000 郡山市 猪苗代町 湖岸美化事業 2,000,000
郡山市 古文書収集事業 3,540 郡山市 古文書収集事業 47,000
郡山市 メディア広報事業 82,030,095 郡山市 メディア広報事業 82,515,000

小計 0 小計 101,497,289 小計 98,876,000

合計額 0 合計額 139,929,855 合計額 139,935,000

（自主事業）

福島県

（自主事業） （自主事業）

5,105,368

4,320,000

福島県 7,882,232 福島県 13,544,000

キリンビールマーケティング 6,552,000 キリンビールマーケティング

福島県

２２．未来を拓いた「一本の水路」－大久保利通“最期の夢”と開拓者の軌跡 郡山・猪苗代－

観光庁 18,892,966

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

観光庁 16,743,000

6,452,000



重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業

（新勝寺額堂耐震補強工事） （伊能忠敬関係資料修理）
重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業

（伊能忠敬関係資料修理） （旧御子神家住宅耐震診断）
文化遺産地域活性化推進事業 重要文化財（建造物・美術工芸品）修理、防災事業

城下町佐倉の祭礼文化遺産を活かした地域活性化事業 （香取市佐原伝統的建造物群保存地区修理）
重要文化財等保存活用整備事業（市内遺跡） 文化遺産地域活性化推進事業
佐倉城跡発掘調査整備事業 城下町佐倉の祭礼文化遺産を活かした地域活性化事業

観光地魅力アップ整備事業 重要文化財等保存活用整備事業
武家屋敷駐車場改修工事 旧堀田邸住宅防犯設備工事
文化財保存整備助成事業 重要文化財等保存活用整備事業
県指定文化財：常灯寺本堂(銚子市）修理 旧堀田正倫庭園垣根修繕工事
文化財保存整備助成事業 重要文化財等保存活用整備事業（市内遺跡）
県指定文化財：旧川崎銀行佐倉支店(佐倉市）修理 佐倉城跡発掘調査整備事業
文化財保存整備助成事業 文化財保存整備助成事業
県指定文化財：側高神社本殿(香取市）防災施設修理 県指定文化財：旧河原家住宅(佐倉市）修理

文化財保存整備助成事業
県指定文化財：初代松本幸四郎墓(香取市）修理

文化財保存整備助成事業
県指定文化財：旧川崎銀行佐倉支店(佐倉市）修理

小計 0 小計 94,143,588 小計 110,522,466

香取市 日本遺産認定学習パンフレット・ガイドマップ作製事業 972,000 協議会（※） オリジナルポリ袋作成 157,896
銚子市 のぼり旗・横断幕制作 117,720 香取市 日本遺産認定周知事業（ポスター チラシ のぼり旗等作成） 275,400
佐倉市 佐倉城下町400年記念事業 1,406,780 銚子市資産活用実行委員会 日本遺産プロモーション事業・広報周知事業 900,000
佐倉市 武家屋敷保存整備事業 1,735,560 銚子市 文化資産活用事業（民俗調査関係（謝礼金、旅費）） 11,940
佐倉市 旧堀田邸保存整備事業 922,695 佐倉市 佐倉城下町400年記念事業 15,923,000
佐倉市 佐倉順天堂普及啓発事業 379,872 佐倉市 日本遺産活用推進事業 1,739,000
佐倉市 旧平井家保存整備事業 812,570 佐倉市 文化財保存整備事業（旧佐倉町祭礼用具） 2,057,000
佐倉市 観光イベント事業（秋祭り・時代まつり） 4,299,999 佐倉市 武家屋敷保存整備事業 5,746,000

佐倉市 旧平井家保存整備事業 924,000
佐倉市 観光イベント事業（秋祭り・時代まつり） 5,089,000

小計 0 小計 10,647,196 小計 32,823,236
合計額 0 合計額 104,790,784 合計額 143,345,702

※：日本遺産北総四都市江戸紀行活用協議会

千葉県

千葉県

6,966,000

1,009,000

58,600,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

千葉県

千葉県

千葉県

5,300,000

32,043,000

816,000 千葉県

文化庁 4,201,200

文化庁 6,950,000

4,216,104

文化庁 3,504,476 文化庁 7,974,000

千葉県 6,441,120 文化庁

5,000,162

文化庁 5,406,000

文化庁 5,363,000 文化庁 10,200,000

文化庁 11,075,992 文化庁

２３．「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」－佐倉・成田・佐原・銚子：百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表的町並み群－

文化庁 29,600,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



地方創生推進交付金事業 新たな観光の核づくり交付金事業
Wi-Fi環境整備及び観光アプリ作成 地元高校生による観光アプリ開発・充電環境整備

文化遺産総合活用推進事業 新たな観光の核づくり交付金事業
「大山道道標」の説明看板設置 交通状況調査・手書き地図作成
文化遺産総合活用推進事業 新たな観光の核づくり交付金事業
「大山灯籠行事」の説明看板設置 雨にまつわる地域資源の活用、浮世絵刷り体験 キャンペーン

文化遺産総合活用推進事業 文化遺産総合活用推進事業
大山眺望写真展 ウォークマップ作成
文化遺産総合活用推進事業 文化遺産総合活用推進事業
石造物調査 文化財映像作成
文化遺産総合活用推進事業 文化遺産総合活用推進事業
大山街道ウォーク 大山街道ウォーク

小計 0 小計 33,495,000 小計 20,106,000

伊勢原市 小学校社会科副読本への日本遺産「大山詣り」の掲載 853,459 伊勢原市 日向魅力アップ事業（日向地区観光基礎調査） 2,571,480
伊勢原市 宝城坊本堂保存修理事業に対する支援と現場見学会・講演会の開催 10,444,979 伊勢原市 （仮称）郷土資料館の整備 2,878,000
伊勢原市 （仮称）郷土資料館の整備 3,144,397

小計 0 小計 14,442,835 小計 5,449,480
合計額 0 合計額 47,937,835 合計額 25,555,480

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

文化庁 3,240,000

文化庁 129,000 文化庁

332,000

文化庁 112,000 神奈川県 6,400,000

154,000

文化庁 141,000

文化庁 21,000 文化庁

70,000 神奈川県文化庁 7,600,000

２４．江戸庶民の信仰と行楽の地 ～巨大な木太刀を担いで「大山詣り」～

内閣府 33,022,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

神奈川県 2,380,000



歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
史跡永福寺跡整備工事 史跡永福寺跡環境整備工事
重要文化財保存修理事業 重要文化財保存修理事業
円覚寺文書、東慶寺文書他 円覚寺文書、東慶寺文書他
地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業
出土品再整理、遺跡展の開催等 出土品再整理、遺跡展の開催等
市内遺跡発掘調査等事業 市内遺跡発掘調査等事業
市内遺跡緊急発掘調査、報告書刊行 市内遺跡緊急発掘調査、報告書刊行
歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
鶴岡八幡宮境内等整備工事 鶴岡八幡宮境内等整備工事
重要文化財建造物防災施設等事業 集約促進景観・歴史的風致形成推進事業
円覚寺舎利殿 公衆トイレ改修・整備事業
集約促進景観・歴史的風致形成推進事業 社会資本整備総合交付金
公衆トイレ改修・整備事業 鎌倉彫振興事業所整備事業（工事）
社会資本整備総合交付金 県指定有形民俗文化財保存修理事業
鎌倉彫振興事業所整備事業（設計） （鶴岡八幡宮所蔵）神輿、旧県立近代美術館本館

県指定有形民俗文化財保存修理事業 市指定有形文化財保存修理事業
（鶴岡八幡宮所蔵）本宮用神輿三基等 （松ヶ岡文庫所蔵）木造観音菩薩坐像等
市指定有形文化財保存修理事業 鎌倉市郷土芸能保存協会育成事業
（松ヶ岡文庫所蔵）木造観音菩薩坐像等 鎌倉市郷土芸能保存協会に加盟する保存団体の育成活動

鎌倉市郷土芸能保存協会育成事業 鎌倉文化財防災連絡協議会助成事業
鎌倉市郷土芸能保存協会に加盟する保存団体の育成活動 指定文化財の火災報知器等消防設備の定期保守点検業務実施

鎌倉文化財防災連絡協議会助成事業 面掛行列保存育成事業
指定文化財の火災報知器等消防設備の定期保守点検業務実施 神奈川県指定無形民俗文化財「御霊神社の面掛行列」保存団体の育成活動

面掛行列保存育成事業 景観重要建築物等助成事業
神奈川県指定無形民俗文化財「御霊神社の面掛行列」保存団体の育成活動 景観重要建築物等の保存修理に関する補助
景観重要建築物等助成事業 地方創生推進交付金、神奈川県自治基盤強化総合交付金

景観重要建築物等の保存修理に関する補助 三浦半島魅力最大化プロジェクト推進事業

小計 0 小計 645,519,310 小計 1,711,540,000

5,000,000

鎌倉市 60,000 鎌倉市 2,750,000

鎌倉市 2,750,000
内閣府
神奈川県

60,000

鎌倉市 715,213 鎌倉市 3,644,000

鎌倉市 3,645,178 鎌倉市

1,214,000

神奈川県
鎌倉市

24,935,600 鎌倉市 8,824,000

鎌倉市 5,028,264 鎌倉市

924,936,000

国土交通省 14,256,000 国土交通省 31,677,000

国土交通省 2,808,000
神奈川県
鎌倉市

43,536,294
文化庁
神奈川県

5,649,000

文化庁
神奈川県
鎌倉市

127,112,566
文化庁
神奈川県
鎌倉市

298,985,000

文化庁
神奈川県
鎌倉市

103,622,029 国土交通省

148,510,000

7,755,000

文化庁
神奈川県
鎌倉市

229,119,972
文化庁
神奈川県
鎌倉市

文化庁
神奈川県

8,167,897
文化庁
神奈川県

文化庁
神奈川県

２５．「いざ、鎌倉」～歴史と文化が描くモザイク画のまちへ～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁
神奈川県
鎌倉市

79,762,297
文化庁
神奈川県
鎌倉市

6,900,000

265,636,000



鎌倉市 扇湖山荘庭園防災工事事業 17,188,200 鎌倉市 交通需要マネジメント事業 608,000
鎌倉市 交通需要マネジメント事業 2,333,819 鎌倉市 樹林維持管理事業 26,000,000
鎌倉市 樹林維持管理事業 8,707,024 鎌倉市 緑地維持管理事業 48,770,000
鎌倉市 緑地維持管理事業 34,723,499 鎌倉市 緑地保全事業 13,505,000
鎌倉市 緑地保全事業 12,761,870 鎌倉市 風致保存会助成事業 10,312,000
鎌倉市 風致保存会助成事業 10,312,000 鎌倉市 歴史的風致形成建造物保存整備事業 102,278,000
鎌倉市 古都保存法施行50周年記念事業 1,500,000 鎌倉市 鎌倉歴史文化交流館管理運営事業 104,238,000
鎌倉市 歴史的風致形成建造物保存整備事業 21,836,520 鎌倉市 観光案内板整備事業 4,000,000
鎌倉市 （仮称）鎌倉歴史文化交流センター整備事業・運営事業 583,218,360 鎌倉市 観光振興事業（観光HP更新） 4,229,000
鎌倉市 観光案内板整備事業 521,424 鎌倉市 公衆トイレ改修・整備事業（八幡宮裏修繕） 25,758,000
鎌倉市 教育情報事業（郷土学習資料の作成） 1,343,422
鎌倉市 公衆トイレ改修・整備事業（八幡宮裏設計） 2,808,000
鎌倉市観光協会 マイレージアプリ「いざマイル鎌倉」の開発・運用 10,000,000

小計 0 小計 707,254,138 小計 339,698,000
合計額 0 合計額 1,352,773,448 合計額 2,051,238,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



地域の特色ある埋蔵文化財保存活用事業 地域の特色ある埋蔵文化財保存活用事業

市内遺跡・発掘調査事業 市内遺跡・発掘調査事業

町内遺跡発掘調査事業 町内遺跡発掘調査事業

北五百川観光環境整備事業 北五百川観光環境整備事業

小計 0 小計 175,492,502 小計 192,601,890

信濃川火焔街道連携協議会 縄文めぐりツアー 184,824 信濃川火焔街道連携協議会 縄文めぐりツアー 200,000
信濃川火焔街道連携協議会 交流促進事業 縄文「楽」検定 141,502 信濃川火焔街道連携協議会 交流促進事業 縄文「楽」検定 150,000
信濃川火焔街道連携協議会 縄文カムバックサーモン事業 241,296 信濃川火焔街道連携協議会 縄文カムバックサーモン事業 200,000

小計 0 小計 567,622 小計 550,000

合計額 0 合計額 176,060,124 合計額 193,151,890

２６．『「なんだ コレは！」信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化』 

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 24,798,546 文化庁 37,574,000

文化庁 109,617,036 文化庁 108,654,890

29,000,000

新潟県 27,929,000 新潟県 17,373,000

新潟県 13,147,920 新潟県



小計 0 小計 0 小計 0

小松市 認定PRグッズ、エンブレム作成 1,743,000 小松市 認定PRグッズ、エンブレムの活用によるPR 800,000
ネットワーク 石文化見学ツアー等実施 300,000 小松市 美術展での石文化紹介 300,000
小松市 映像作成、放映 500,000 小松市 日本遺産大使活用による広告宣伝 1,500,000
小松市 観光地（拠点地域）整備補助金 1,082,000 小松市 地元での石彫刻展示 200,000
ネットワーク 新商品開発 259,000 小松市 旅行商品造成のためのエージェント招聘 200,000
小松市 日本遺産認定記念特別展「こまつ石の文化誌」 99,916 小松市 観光地（拠点地域）整備補助金 1,200,000
小松市 日本遺産認定記念展 40,000 ネットワーク 新商品開発 600,000
小松市 特別展「小松の石と文化」（関連イベント含む） 1,014,958 小松市 アーティスト・イン・レジデンス 500,000
小松市 鉱物観察会 4,100 小松市 八日市地方遺跡ならびに石の文化調査費 19,000,000

小松市 鉱物観察会 4,100

小計 0 小計 5,042,974 小計 24,304,100

合計額 0 合計額 5,042,974 合計額 24,304,100

２７．「珠玉と歩む物語」小松

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業 重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業
南木曽町建造物保存修理 南木曽町建造物保存修理
重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業 重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業
塩尻市奈良井、木曾平沢修理修景 塩尻市奈良井、木曾平沢修理修景

小計 0 小計 21,884,855 小計 29,976,000

木曽広域連合 ガイドさんの井戸端会議 31,590 木曽広域連合 ガイドさんの井戸端会議 78,840

小計 0 小計 31,590 小計 78,840

合計額 0 合計額 21,916,445 合計額 30,054,840

２８．木曽路はすべて山の中 ～山を守り 山に生きる～

文化庁 4,650,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 4,980,000

24,996,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

文化庁 17,234,855 文化庁



景観まちづくり刷新支援事業
ＡＲを活用した日本遺産構成文化財情報発信業務委託

「世界に誇る遺産」保全・活用促進補助金
ユネスコ無形文化遺産登録記念高山祭屋台総曳き揃え事業

無形文化遺産伝承事業補助金
祭礼衣装購入事業

小計 0 小計 0 小計 20,900,000

小計 0 小計 0 小計 0

合計額 0 合計額 0 合計額 20,900,000

２９．飛騨匠の技・こころ ―木とともに、今に引き継ぐ１３００年―

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

1,000,000

国交省 10,000,000

岐阜県 9,900,000

岐阜県

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



歴史活き活き史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き史跡等総合活用整備事業
史跡洲本城跡整備事業 史跡洲本城跡整備事業
歴史活き活き史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き史跡等総合活用整備事業
名勝慶野松原整備事業 名勝慶野松原整備事業
歴史活き活き史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き史跡等総合活用整備事業
五斗長垣内遺跡整備事業 五斗長垣内遺跡整備事業
市内遺跡発掘調査 市内遺跡発掘調査
南あわじ市市内遺跡 洲本市市内遺跡
市内遺跡発掘調査 市内遺跡発掘調査
舟木遺跡等遺物整理と現地調査 松帆銅鐸の実測及び分析調査
文化財保存整備費等補助事業 市内遺跡発掘調査
旧益習館庭園修理事業 舟木遺跡等遺物整理と現地調査

小計 0 小計 78,371,500 小計 62,580,000

３０．『古事記』の冒頭を飾る「国生みの島・淡路」 ～古代国家を支えた海人の営み～

文化庁
兵庫県

10,000,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

28,000,000

文化庁
兵庫県

9,000,000

文化庁
兵庫県

8,000,000
文化庁
兵庫県

8,500,000

文化庁
兵庫県

39,000,000
文化庁
兵庫県

8,000,000

文化庁
兵庫県

13,000,000
文化庁
兵庫県

4,600,000

文化庁
兵庫県

6,610,000
文化庁
兵庫県

兵庫県 1,761,500
文化庁
兵庫県

4,480,000



兵庫県 淡路ふるさと学習の推進 1,633,985 洲本市 洲本城まつり支援事業 800,000
兵庫県 「国生みの島」推進事業 2,454,548 洲本市 由良地域活性化事業 500,000
兵庫県 淡路人形浄瑠璃魅力発信事業 2,575,920 洲本市 先山歩こう会 500,000
兵庫県 淡路人形浄瑠璃後継者交流発表会 1,360,000 洲本市 歴史文化遺産活性化事業 1,200,000
兵庫県 淡路人形浄瑠璃普及啓発事業 1,200,000 洲本市 旧益習館庭園整備事業 5,000,000
兵庫県 「淡路で食べよう！」キャンペーン 4,750,000 南あわじ市 銅鐸を活かしたまちづくり事業 15,000,000
兵庫県 「鳴門の渦潮」の世界遺産登録に向けた取組の推進 7,400,000 南あわじ市 淡路人形浄瑠璃体験教室補助金 13,780,000
兵庫県 淡路島インバウンド対策事業 2,559,740 南あわじ市 国登録文化財「永田家住宅」公開事業 150,000
淡路市 こども観光大使事業 700,000 淡路市 ごっさ弥生の森くらぶ事業 450,000
淡路市 ごっさ弥生の森くらぶ事業 477,370 淡路市 淡路市国生み研究プロジェクト 600,000
淡路市 淡路島の魅力を届けるプロジェクト 1,250,000 淡路市 史跡五斗長垣内遺跡ガイダンス機能強化事業 5,000,000
淡路市 おむすびコンテスト（具-1グランプリ） 15,770,000
淡路市 くにうみ神話PR事業 16,190,000
淡路市 歴史ウォーク2016 7,000
淡路市 淡路市国生み研究プロジェクト 21,000
淡路市 史跡五斗長垣内ガイダンス機能強化事業 3,232,700
洲本市 洲本城さくらまつり支援事業 456,152
洲本市 洲本城まつり支援事業 500,000
洲本市 すもと歴史ウォーク 90,200
洲本市 銅鐸・銅鏡作り体験事業 138,160
洲本市 庭園群を巡るツアー 1,280
洲本市 旧益習館庭園整備事業 3,791,259
南あわじ市 松帆銅鐸市民講座 5,162,051
南あわじ市 松帆銅鐸鋳造体験事業 624,240
南あわじ市 淡路人形浄瑠璃体験教室補助事業 376,908

小計 0 小計 72,722,513 小計 42,980,000

合計額 0 合計額 151,094,013 合計額 105,560,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



歴史活き活き！史跡等総合整備活用事業 歴史活き活き！史跡等総合整備活用事業
史跡宮滝遺跡の整備事業 史跡宮滝遺跡の整備事業
過疎地集落ネットワーク圏形成支援事業
地域の拠点を形成し集落の広域化に繋げる
地域産業ステップアップ事業
特産物である割箸のＰＲ及び商品開発
観光力パワーアップ事業
フォトコンテストの実施

小計 0 小計 22,140,000 小計 4,090,000

下市町
木工・地場産業伝承者育成事業（木工及び割箸・三
宝・神酒の口を伝承する若者を育成する。）

1,440,140 下市町
木工・地場産業伝承者育成事業（木工及び割箸・三
宝・神酒の口を伝承する若者を育成する。）

3,500,000

小計 0 小計 1,440,140 小計 3,500,000
合計額 0 合計額 23,580,140 合計額 7,590,000

３１．森に育まれ、森を育んだ人々の暮らしとこころ ～美林連なる造林発祥の地“吉野”～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 2,217,000 文化庁 4,090,000

総務省 17,500,000

内閣府 1,000,000

奈良県 1,423,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



小計 0 小計 0 小計 0

協議会 ホームページの管理運営 400,000 協議会 地域プロデューサー発掘 1,246,220
協議会 情報発信拠点の整備 4,255,848
協議会 勢子舟復元のための調査及び設計 600,000
協議会 ガイドブックリニューアル及び増刷 3,715,200
協議会 ガイドブック展開 403,488
協議会 ホームページの管理運営 397,980
協議会 ホームページへの誘導 712,800

小計 0 小計 400,000 小計 11,331,536

合計額 0 合計額 400,000 合計額 11,331,536

３２．鯨とともに生きる

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



環境省 国立公園満喫プロジェクト 15,012,000 重要文化財等保存整備補助金
ビジターセンター整備 鉄製厨子ほか美術工芸品保存施設事業

内閣府 地方創生推進交付金 3,497,040 内閣府 地方創生拠点整備交付金 231,497,000
大山開山１３００年祭ＰＲビデオ作成 新商業複合店舗整備

内閣府 地方創生推進交付金 6,955,200 環境省 国立公園満喫プロジェクト 117,280,000
首都圏等でシンポジウムの開催 ビジターセンター整備

内閣府 地方創生加速化交付金 31,500,000 内閣府 地方創生推進交付金 13,000,000
エコトラック事業 エコトラック事業

内閣府 地方創生推進交付金 5,650,627 内閣府 地方創生推進交付金 7,908,000
大山開山１３００年祭食の開発 大山開山１３００年祭食の開発

内閣府 地方創生加速化交付金 20,001,000 地方創生推進交付金
鳥取県西部圏域ＤＭＯ検討 鳥取県西部圏域ＤＭＯ検討
地方創生推進交付金
首都圏ＰＲ

小計 0 小計 91,115,867 小計 387,860,000

環境省 国立公園満喫プロジェクト（エリア内のデザイン等の統一） 0 環境省 国立公園満喫プロジェクト（エリア内のデザイン等の統一） 0

小計 0 小計 0 小計 0

合計額 0 合計額 91,115,867 合計額 387,860,000
※国立公園満喫プロジェクトのエリア内のデザイン等統一については、環境省直轄事業のため金額仕分けができない。0円で計上。

３３．地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市

文化庁 4,175,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

内閣府 14,000,000

内閣府 8,500,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



国宝重要文化財等保存整備費補助金 国宝重要文化財等保存整備費補助金
（櫻井家住宅主屋ほか３棟保存修理事業） （櫻井家住宅主屋ほか３棟保存修理事業）
国宝重要文化財等保存整備費補助金 国宝重要文化財等保存整備費補助金
（菅谷たたら山内保存修理事業） （菅谷たたら山内保存修理事業）
国宝重要文化財等保存整備費補助金 地方創生推進交付金事業
（菅谷たたら山内保存修理事業） 神話とたたらの郷 奥出雲のしごとづくり
地方創生加速化交付金事業 菅谷たたら山内活用事業補助金
神話とたたらの郷 奥出雲のしごとづくり たたら製鉄文化の調査および情報発信
島根県観光基盤整備補助金
雲南市内観光施設Wi-Fiスポット整事業
菅谷たたら山内活用事業補助金
たたら製鉄文化の発信と交流人口の拡大

小計 0 小計 249,910,000 小計 100,326,000

雲南市 菅谷たたら山内トイレ整備工事 30,741,120 鉄の道文化圏推進協議会 全国学生対象養成講座「たたらの里山三日籠り」 1,993,197
安来市 映画「たたら侍」支援自治体連絡会参画事業 12,000,000
奥出雲町 映画「たたら侍」支援自治体連絡会参画事業 8,000,000
雲南市 映画「たたら侍」支援自治体連絡会参画事業 20,000,000

小計 0 小計 70,741,120 小計 1,993,197

合計額 0 合計額 320,651,120 合計額 102,319,197

50,000,000 文化庁

３４．「出雲國たたら風土記～鉄づくり千年が生んだ物語～」

文化庁 20,000,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁 26,326,000

40,000,000

28,000,000

内閣府 76,729,000 雲南市

文化庁 92,500,000 内閣府

文化庁

島根県 4,281,000

雲南市 6,400,000

6,000,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



地方創生加速化交付金 地方創生推進交付金
大和ミュージアム魅力アップ構想 資料収集調査（呉市） 大和パスポート事業（呉市）
地方創生加速化交付金 地方創生推進交付金
宝町～幸町～アレイからすこじまエリア賑わい創出構想策定（呉市） 「大和のふるさと呉」グルメキャンペーン事業（呉市）

地方創生推進交付金 地方創生推進交付金事業
大和パスポート事業（呉市） 舞鶴赤れんがパークサマーナイトイベント事業委託業務（舞鶴市）

地方創生推進交付金 地方創生推進交付金事業
「大和のふるさと呉」グルメキャンペーン事業（呉市） 赤れんがフェスタin舞鶴2017事業委託業務（舞鶴市）

魅力ある観光地づくり支援事業補助金
呉おもてなしシンポジウム事業（呉市）
みらい戦略一括交付金
赤れんがパークイベントプロモーション補助（舞鶴市）

みらい戦略一括交付金
赤れんがパークシンボルサイン設置業務委託（舞鶴市）

地方創生一括交付金
赤れんがフェスタin舞鶴2016開催補助（舞鶴市）

小計 0 小計 45,200,560 小計 29,085,940

横須賀集客促進実行委員会 日本遺産活用推進事業 994,376 横須賀集客促進実行委員会 日本遺産活用推進事業 1,720,272
横須賀市 集客プロモーション事業 395,130 横須賀市 集客プロモーション事業 3,163,580
横須賀市 東京湾要塞跡リーフレットの作成 216,000 横須賀市 東京湾要塞跡リーフレットの作成 108,000
横須賀市 東京湾要塞跡千代ヶ崎砲台跡公開事業 5,262,000 横須賀市 東京湾要塞跡千代ヶ崎砲台跡公開事業 5,232,000
佐世保市 日本遺産PR事業：広告出稿 9,197,787 呉市 呉市中心部回遊性向上機能の整備 8,000,000
佐世保市 日本遺産PR事業：受入準備（パンフレット類製作等） 3,511,540 呉市 本庄水源地堰堤周辺整備 5,500,000
佐世保市 日本遺産PR事業：日本遺産・九十九島グルメ企画 489,853 呉市 観光客受入環境整備 40,600,000
佐世保市 日本遺産PR事業：イベント関連（TEJ・海軍さんの散歩道オープニングセレモニー等） 2,243,312 呉市 旧軍港四市文化団体交流事業 146,000
佐世保市 日本遺産PR事業：諸経費 1,557,508 佐世保市 日本遺産魅力発信PR事業（日本遺産フォトコンテスト、WEB情報発信） 5,000,000

小計 0 小計 23,867,506 小計 69,469,852

合計額 0 合計額 69,068,066 合計額 98,555,792

6,493,000 内閣府

３５．鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴 ～日本近代化の躍動を体感できるまち～

内閣府 12,150,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

内閣府 1,000,000

8,100,000

9,995,940

内閣府 6,720,000 内閣府

内閣府 2,000,000 内閣府

内閣府

広島県 500,000

京都府 9,900,000

9,990,000

京都府 2,437,560

内閣府 5,000,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



史跡能島城跡遺構復元展示事業 史跡能島城跡遺構復元展示事業
史跡能島城跡で発見された地鎮め遺構の復元 史跡能島城跡で発見された地鎮め遺構の復元
歴史活き活き史跡等総合活用整備事業 歴史活き活き史跡等総合活用整備事業
史跡能島城跡の保存修理 史跡能島城跡の保存修理
市内遺跡発掘調査等事業 市内遺跡発掘調査等事業
今治市内遺跡の調査 今治市内遺跡の調査
野間神社宝篋印塔保存事業 重要文化財保存修理事業
野間神社宝篋印塔の保存修理 重要文化財紫韋威胴丸保存修理事業
重要文化財保存修理事業 地方創生推進交付金事業
熏韋威胴丸・大袖・袖印付保存修理 「いまばりサイクルシティ構想」を核とする広域観光施策推進事業

地方創生推進交付金事業 地方創生推進交付金事業
「いまばりサイクルシティ構想」を核とする広域観光施策推進事業 しまなみDMO形成推進・事業運営
地方創生推進交付金事業 国宝重要文化財等保存整備事業
しまなみDMO形成推進・事業運営 金堂及び三重塔建造物防災施設等整備
新ふるさとづくり総合支援事業費 文化財等保存整備事業
サイクリング支援事業 仁王門建造物防災設備等整備
市町振興に伴うイベント等助成事業 国宝重要文化財等保存整備

市町振興に伴うイベント等助成金 木造十一面観音立像美術工芸品保存活用整備
名勝浄土寺庭園歴史活き活き史跡等総合活用整備事業 市内遺跡発掘調査等事業
名勝浄土寺庭園の整備 尾道市内遺跡の調査
重要文化財常称寺建造物保存修理事業 市内埋蔵文化財地域の特色ある埋蔵文化財活用事業

常称寺本堂の保存修理（H29年繰越明許） 市内埋蔵文化財に関する展示公開、講演会の開催等

文化財保存事業 空き家情報提供事業
西国寺金堂及び三重塔建造物防災施設等事業 空家バンク運営
市内遺跡発掘調査等事業 観光施設整備・振興事業費
尾道市内遺跡の調査 夜間景観整備
市内埋蔵文化財地域の特色ある埋蔵文化財活用事業 観光振興事業費
市内埋蔵文化財に関する展示公開、講演会の開催等 しまなみDMO形成事業
文化財保存事業 協働のまちづくり事業
広島県天然記念物艮神社のクスノキ群再生事業 市民活動支援・来訪者おもてなし等
文化遺産を活かした地域活性化事業 コミュニティー助成事業
文化遺産活用活性化事業 宝くじ助成金を活用したコミュニティ活動支援

おのみち散歩・散走交流事業 花と緑のまちづくり事業
地域間交流促進のためのツーイベント開催等 協働による地域の緑化活動
空き家情報提供事業
空家バンク運営
観光施設整備・振興事業費
夜間景観整備

文化庁（尾道） 1,404,000

愛媛県 7,994,000

愛媛県市町振興協会 22,244,000

広島県（尾道）

文化庁（尾道）

9,690,000

7,442,240

2,000,000

内閣府（今治市） 28,628,000 内閣府（今治市） 17,720,000

内閣府（今治市） 5,500,000 文化庁（尾道） 29,713,000

３６．“日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島  －よみがえる村上海賊“Murakami KAIZOKU”の記憶－

文化庁(今治） 2,604,638 文化庁(今治） 3,778,000

文化庁（今治） 8,412,660 文化庁(今治） 7,240,000

文化庁（今治） 2,118,880 内閣府（今治市）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁（今治） 6,089,978 文化庁(今治） 6,500,000

文化庁（今治） 13,317,000 文化庁（今治） 2,265,000

18,031,000

広島県（尾道）

文化庁（尾道）

内閣府（尾道）

内閣府（尾道）

内閣府（尾道）

広島県市町村振興協会（尾道）

自治総合センター（尾道）

尾道市

15,918,000

2,000,000

1,899,000

81,000,000

34,040,000

3,779,000

4,900,000

80,000

2,086,063

2,002,272

11,016,000

2,584,646

195,080

1,884,000

文化庁（尾道）

文化庁（尾道）

内閣府（尾道）

内閣府（尾道）

内閣府（尾道）

119,800,000文化庁（尾道）

文化庁（尾道） 43,784,432

文化庁（尾道）

文化庁（尾道）



観光振興事業費
しまなみDMO形成事業
協働のまちづくり事業
市民活動支援・来訪者おもてなし等
コミュニティー助成事業
宝くじ助成金を活用したコミュニティ活動支援

花と緑のまちづくり事業
協働による地域の緑化活動

小計 0 小計 317,440,755 小計 232,077,240

今治市 村上水軍博物館企画展・特別展 2,511,340 今治市 村上水軍博物館企画展 1,605,000
尾道市 日本遺産PR事業（認定懸垂幕制作掲示） 266,760

小計 0 小計 2,778,100 小計 1,605,000

合計額 0 合計額 320,218,855 合計額 233,682,240

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

内閣府（尾道）

広島県市町村振興協会（尾道）

自治総合センター（尾道）

尾道市 88,106

5,000,000

11,501,000

3,268,000



歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業 地方創生推進交付金事業
肥前波佐見陶磁器窯跡保存整備事業（波佐見町） 観光とスポーツを核とした「稼げる観光産業」創出プロジェクト

伝統的建造物群基盤強化事業 （「肥前窯業圏」メディア活用魅力発信事業：全国）

内山地区の保存修理（有田町） （「肥前窯業圏」メディア活用魅力発信事業：九州）

市内遺跡発掘調査事業 （「肥前窯業圏」メディア活用魅力発信事業：圏内）

大川内鍋島窯跡調査（伊万里市） （「肥前窯業圏」公式サイト構築・活用事業）

窯業人材育成等産地支援事業 （「肥前窯業圏」魅力発信プロモーション事業：福岡都市圏）

認知度向上・販路拡大事業（佐世保市） （「肥前窯業圏」魅力発信プロモーション事業：圏内）

歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
肥前波佐見陶磁器窯跡保存整備事業（波佐見町）

伝統的建造物群基盤強化事業
内山地区の保存修理（有田町）
市内遺跡発掘調査事業
大川内鍋島窯跡調査（伊万里市）
地方創生推進交付金事業
パンフレット作成（佐世保市）
窯業人材育成等産地支援事業
認知度向上・販路拡大事業（佐世保市）

小計 0 小計 23,823,911 小計 58,504,800

肥前陶磁文化情報発信事業 肥前陶磁文化情報発信事業
（「肥前窯業圏」メディア活用魅力発信事業：九州） （「肥前窯業圏」メディア活用魅力発信事業：九州）

（「肥前窯業圏」メディア活用魅力発信事業：圏内） （「肥前窯業圏」メディア活用魅力発信事業：圏内）

（「肥前窯業圏」魅力発信プロモーション事業：福岡都市圏） （「肥前窯業圏」魅力発信プロモーション事業：福岡都市圏）

（「肥前窯業圏」魅力発信プロモーション事業：圏内） （「肥前窯業圏」魅力発信プロモーション事業：圏内）

小計 0 小計 62,500,000 小計 52,000,000
合計額 0 合計額 86,323,911 合計額 110,504,800

３７． 日本磁器のふるさと 肥前 ～百花繚乱のやきもの散歩～

佐賀県 62,500,000 佐賀県 52,000,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

24,000,000内閣府
文化庁 3,381,544

長崎県 1,000,000

文化庁 10,080,367

文化庁 9,362,000

15,844,800

文化庁 12,500,000

文化庁

1,500,000

文化庁 3,660,000

内閣府

長崎県 1,000,000



文化芸術による子供の育成事業（芸術家の派遣事業）

町内小中学校での江差追分授業
民俗文化財の保存活用活動助成
町内無形民俗文化祭の伝承
地方創生推進交付金事業
（ＤＭＯ推進事業等）

小計 0 小計 0 小計 42,582,360

江差町 ふるさと学習推進（児童等への歴史・文化の学習支援） 235,000
江差町 広域連携による観光振興に向けた事業（「日本で最も美しい村連合」による広域観光の取組） 1,570,000
江差観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 広域連携による観光振興に向けた事業（周辺町との「北海道歴史倶楽部」による広域観光の取組） 400,000

小計 0 小計 0 小計 2,205,000

合計額 0 合計額 0 合計額 44,787,360

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

40,848,000

（独）日本芸術文化振興会 1,197,000

内閣府

537,360

３８．江差の五月は江戸にもない ─ニシンの繁栄が息づく町─

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁



重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業
（旧酒谷長兵衛家住宅修理）
歴史活き活き史跡等総合活用整備事業
（旧鐙屋修復）
旧鐙屋修復事業

全国北前船セミナー開催

小計 0 小計 0 小計 6,979,000

加賀市 北前船日本遺産推進事業（講演会、グッズ、看板作成等） 7,000,000
酒田市 旧鐙屋修復事業 11,380,000
酒田市 北前船寄港地湊町酒田の再発見事業（講演会等） 325,400
酒田市 北前船寄港地 湊町酒田の再発見事業（旧鐙屋アーカイブ） 2,565,000
酒田市 日本遺産スタンプラリー（1２月～2月実施予定） 1,228,000
酒田市 酒田市魅力発信事業（各種市内イベントでのＰＲ） 1,900,000
酒田市 観光物産inみなと敦賀（敦賀市との交流事業） 173,080
酒田市 秋田 酒田交流事業（文化・スポーツ交流・大阪食博の合同出展） 2,000,000
新潟観光コンベンション協会 芸妓の舞鑑賞事業 6,270,000
新潟市 観光ボランティア養成事業 1,048,000
新潟市 日本遺産登録PRのぼり・バナー設置 598,000

 新潟まつり実行委員会 「新潟まつり」での日本遺産PR 999,000
長岡市 白山媛神社船絵馬収蔵庫前看板作製事業 400,000
長岡市 寺泊地域内船絵馬看板作成事業 400,000
敦賀市 観光物産inみなと敦賀開催 8,000,000
敦賀市 特別展「敦賀湊と北前船交易」開催 3,124,000
敦賀市 北陸浪漫紀行記事掲載 300,000
敦賀市 食の博覧会出展 1,080,000
南越前町 日本遺産記念北前船講座 30,000
南越前町 日本遺産認定に伴うPR商品作成業務委託 500,000
南越前町 河野地区の特色を活かした新商品開発事業 3,647,160
南越前町 日本遺産認定に伴う案内板製作業務委託 400,000
南越前町 河野北前船主通り観光ガイド育成業務 2,256,250
海と日本プロジェクト 北前船こども調査団 15,000,000

小計 0 小計 0 小計 49,353,490
合計額 0 合計額 0 合計額 56,332,490

720,000

山形県

加賀市

54,383,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

文化庁

文化庁 5,690,000

569,000

３９．荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 ～北前船寄港地・船主集落～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業
一番蚕室棟上銅帯式避雷設備設置等
社会資本整備総合交付金
松ヶ岡地域活性化事業
社会資本整備総合交付金
松ヶ岡北広場駐車場整備
国宝重要文化財建造物保存修理国庫補助事業
旧鶴岡警察署整備
社会資本整備総合交付金
鶴岡公園堀周辺道路修景事業
社会資本整備総合交付金
本町二丁目広場整備等
社会資本整備総合交付金
市指定有形文化財大宝館整備事業

小計 0 小計 0 小計 96,907,000

鶴岡市 松ヶ岡歴史的建造物等活用基本計画策定業務 3,000,000
鶴岡市 史跡松ヶ岡開墾場保存活用計画策定業務 3,000,000
鶴岡市 松ヶ岡地域振興事業 5,053,000
鶴岡市 旧遠藤家管理運営事業 4,251,000
鶴岡市 六十里越街道活用事業 1,460,000
鶴岡市 シルクタウン・プロジェクト推進事業 5,409,000
鶴岡市 鶴岡シルク販売拡大支援事業 9,500,000
鶴岡市 ユネスコ食文化創造都鶴岡情報発信拠点整備事業 59,000,000
鶴岡市 毎年がＤＣ観光キャンペーン 11,380,000

鶴岡市
新起点・西南東北エリアインバウンド拡大事業
（ASEAN諸国メディアによる番組制作の誘致）

2,000,000

小計 0 小計 0 小計 104,053,000

合計額 0 合計額 0 合計額 200,960,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

国交省 1,551,000

2,900,000

国交省 3,300,000

国交省

国交省 800,000

57,856,000

文化庁 12,000,000

国交省

18,500,000

４０．サムライゆかりのシルク 日本近代化の原風景に出会うまち鶴岡へ

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁



行田らしいまち並みづくりとにぎわい創出事業
中心市街地道路の石畳舗装及び歩道のせせらぎ整備等

「足袋のまち行田」活性化プロジェクト
新商品開発・販路拡大支援、足袋コレ等
小学生マイ足袋作成体験事業
社会科授業でのマイ足袋デザイン
「足袋のまち行田」プロモーション事業
足袋のＰＲ動画作成
行田創生ＲＰＧ開発事業
行田の歴史や地域資源を学べるスマートフォン用ＲＰＧ開発

国登録有形民俗文化財「行田の足袋製造用具及び製品」資料整備事業

足袋製造用具及び製品の資料整理・調査事業

小計 0 小計 0 小計 97,240,000

行田市 ＪＲ行田駅前広場周辺再整備事業 45,500,000
行田市 チャレンジショップ事業 3,230,000
行田市 起業家支援事業 14,944,000
行田市 創業支援事業 7,200,000
行田市教育委員会 開館30周年記念第31回企画展「阿部正武と徳川綱吉」 3,846,752
行田市教育委員会 開館30周年記念第27回テーマ展「古代への窓を開く～行田発掘物語」 1,386,760
行田市教育委員会 博物館ラウンジ展示「日本遺産と行田足袋」 14,247
行田市 ふるさとづくり事業 23,400,000
さきたま火祭り実行委員会 さきたま火祭り 9,700,000
行田市 フライ・ゼリーフライの普及啓発 2,500,000
行田商工会議所 行田商工祭・忍城時代まつり（ベスト足袋二ストコンテスト含む） 5,200,000

小計 0 小計 0 小計 116,921,759

合計額 0 合計額 0 合計額 214,161,759

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

3,180,000

埼玉県 5,000,000

文化庁

内閣府 19,600,000

1,540,000

埼玉県 1,620,000

埼玉県

66,300,000

４１．和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

国交省



観光まちづくり推進事業補助金
観光トイレの整備（新築・改築）にかかる補助

地域おこし企業人にかかる交付税
甲賀市観光ＤＭＯ設立のための民間事業者からの人材派遣

甲賀市市民協働事業
市民活動団体と市が協働して行う公益的事業
文化芸術振興費補助金（文化遺産総合活用推進事業）

甲賀市における歴史文化構想の策定
地方創生推進交付金
交通事業者等連携誘客事業
地域活動支援事業
トレイルランニングを取り入れた観光促進事業
地域文化財総合活性化事業春日神社拝殿保存修理保存活用事業

春日神社拝殿解体修理事業
春日神社拝殿解体修理事業補助金
春日神社拝殿解体修理事業

小計 0 小計 0 小計 54,543,000

甲賀市 多羅尾代官陣屋環境整備事業 3,756,000
伊賀市 伊賀上野NINJAフェスタ負担金 1,655,000

小計 0 小計 0 小計 5,411,000

合計額 0 合計額 0 合計額 59,954,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

9,200,000

三重県 23,000,000

伊賀市

700,000

内閣府 14,143,000

伊賀市

3,000,000

甲賀市 500,000

文化庁

（公財）びわこ
ﾋ ｼ ﾀｰｽ ﾋ ｭｰﾛｰ

500,000

総務省 3,500,000

４２．忍びの里 伊賀・甲賀─リアル忍者を求めて─

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



地方創生推進交付金事業
マーケティング調査、情報発信・プロモーション等

観光地域ブランド確立支援事業
周遊バス運行による交通形成・宣伝活動等

小計 0 小計 0 小計 128,903,960

実行委員会（※） 丹後ちりめん創業300年事業 15,200,000

小計 0 小計 0 小計 15,200,000

合計額 0 合計額 0 合計額 144,103,960

観光庁 3,903,960

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

125,000,000

４３．300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

内閣府



橿原市今井町エリアWi-Fi整備業務
重要伝統的建造物群保存地区内Wi-Fi整備
橿原市今井町エリアWi-Fi整備業務
重要伝統的建造物群保存地区内Wi-Fi整備
今井町地区街なみ環境整備事業（地中化・修景）

電柱地中化事業
今井西地区環濠整備事業（新環濠復元的整備）

今井町西側環濠及び駐車場整備事業
難波宮跡公園の整備事業
用地取得
国民文化祭補助金（市町村事業費助成金）
葛城発信アートFAIR

小計 0 小計 0 小計 333,960,000

実行委員会 街道まつり 1,000,000
実行委員会 デジタルフォトコンテスト 150,000
羽曳野市 竹内街道“はびきの“の夕べ 2,680,000
太子町 竹内街道灯路祭り 1,708,200
実行委員会 竹内街道・横大路(大道)PRグッズ作成 700,000
葛城市 ゆめフェスタｉｎ葛城 4,120,000

 葛城市・大和高田市 ノルディックで歩く街道いまむかし 28,000

小計 0 小計 0 小計 10,386,200
合計額 0 合計額 0 合計額 344,346,200

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

8,000,000

国土交通省 269,000,000

奈良県

38,648,000

国土交通省 6,000,000

奈良県

国土交通省

12,312,000

４４．1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国道」～竹内街道・横大路（大道）～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

総務省



歴史文化基本構想を活用した観光拠点づくり事業

神河町歴史文化を活かした観光拠点推進事業
地方創生推進交付金事業
はりまクラスター型サイクルスタイル構築事業

地方創生推進交付金事業
三木家住宅主屋公開記念事業
地方創生推進交付金事業
三木家資料整理、展示公開事業
地方創生推進交付金事業
生野銀山にまつわる特産品開発支援事業、コアニェ来訪150年記念事業

観光基盤施設整備事業
道の駅「銀の馬車道 神河」地域連携 観光機能施設整備事業

地方創生推進交付金
銀の馬車道まちづくり事業
ふるさと創生推進事業
道の駅「銀の馬車道・神河」拠点整備事業
ふるさと創生推進事業
かみかわ木造インターンシップ事業
にぎわい拠点整備事業
かみかわ銀の馬車道景観まちづくり事業
地方創生推進交付金事業
映像プロモーション・広報戦略人材確保

小計 0 小計 0 小計 254,308,598

内閣府 38,186,000

7,100,000

兵庫県 5,000,000

兵庫県

5,000,000

内閣府 22,100,000

兵庫県

1,500,000

内閣府 38,186,000

国土交通省 123,120,000

内閣府

文化庁 1,321,000

内閣府 11,795,598

内閣府 1,000,000

４５．播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道～資源大国日本の記憶をたどる73kmの轍～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）



朝来市 神戸大学地域連携事業・歴史文書調査 635,000
神河町 銀の馬車道紙芝居の製作 100,000
兵庫県中播磨県民センター 「兵庫遺産街道-Hyogo Heritage Route-」グルメ開発プロジェクト事業 1,296,000
兵庫県中播磨県民センター 「兵庫遺産街道-Hyogo Heritage Route-」プロモーション事業 5,841,634
兵庫県中播磨県民センター 道の駅「銀の馬車道・神河」拠点整備事業 21,944,000
但馬県民局 日本遺産「鉱石の道」エリア整備支援事業 2,000,000
（公財）但馬ふるさとづくり協会 ツーリズムEXPOジャパンへの出展 3,960,570
但馬県民局 インバウンド対策推進 884,000
姫路市 姫路みなとミュージアムリニューアル事業 10,000,000
福崎町 第38回山桃忌（民俗学者・柳田國男等の顕彰） 2,300,000
市川町 銀の馬車道と鉱石の道 秋の大収穫祭 1,000,000
養父市 明延地域鉱山活用活性化事業 640,000
養父市 明延鉱山の歴史と明延の自然学習事業 4,078,000
養父市 明延鉱山探検坑道保存整備事業 9,000,000
養父市 一円電車復活運行事業 7,000,000
銀谷祭り実行委員会 銀谷祭り 2,500,000
銀の馬車道ネットワーク協議会 銀の馬車道プロジェクトの推進 13,050,000
銀の馬車道ネットワーク協議会 「銀の馬車道と鉱石の道」日本遺産推進事業 1,500,000
兵庫県中播磨県民センター 「銀の馬車道」ルートの見える化事業 3,553,200
銀の馬車道ネットワーク協議会 「銀の馬車道」ラッピングバス運行事業 1,036,800
鉱石の道推進協議会 「鉱石の道」活用プロジェクトの推進 3,943,689
鉱石の道推進協議会 近代化産業遺産明治浪漫探訪ツアー（バスツアー） 1,080,000
但馬観光協会 フットパスin但馬 1,400,000
但馬観光協会 夢但馬周遊バス“たじまわる”の運行 26,239,000
市川町観光協会 銀の馬車道 観光ウォーキング 60,000
屋形区 屋形区のまつり 1,000,000
鉱石の道あけのべ実行委員会 あけのべ一円電車まつり 612,000
鉱石の道あけのべ実行委員会 一円電車定期運航・探検坑道日曜見学会 612,000
中瀬金山会 鉱山文化を知る「ヴィンテージ・オーディオで聴く！レコード鑑賞会」 20,000
中瀬金山会 中瀬金山まつり 107,000
市川町 日本遺産認定記念フォーラムin市川町 300,000
朝来市 日本遺産認定記念式典 213,000
朝来市 日本遺産認定記念横断幕掲出 317,000
但馬県民局 中国地方（鳥取県）からの誘客強化 500,000

小計 0 小計 0 小計 128,722,893
合計額 0 合計額 0 合計額 383,031,491

（自主事業） （自主事業） （自主事業）



地方創生推進交付金事業
和歌山市歴史的風致維持向上計画策定事業
和歌の浦 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業

名勝和歌の浦（不老橋）の保存整備
養翠園 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業

名勝養翠園の保存整備
和歌山城 歴史活き活き！史跡等総合活用整備事業

史跡和歌山城の保存整備

小計 0 小計 0 小計 30,820,827

和歌山市 和歌祭開催交付金 6,769,000
和歌山市 万葉薪能観光事業補助金 639,000
和歌山市 歴史的風致維持向上計画 6,372,000
和歌山市 市民マラソン開催事業 12,039,000
和歌山市 不老橋修復等事業 3,923,000

小計 0 小計 0 小計 29,742,000

合計額 0 合計額 0 合計額 60,562,827

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

文化庁 3,922,007

3,000,000

文化庁 17,634,820

文化庁

6,264,000

４６．絶景の宝庫 和歌の浦

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

内閣府



重要伝統的建造物群保存地区基盤強化事業
旧栖原家（醤油醸造家）用地購入
重伝建地区拠点施設整備事業（文化財建造物等活用地域活性化事業）

甚風呂旧借家棟改修及び宿泊体験施設西棟整備

文化遺産総合活用推進事業
例祭渡御の復活 継承にかかる御所車修理及び衣装の新調

歴史的風致活用国際観光支援事業
訪日外国人受入の円滑化に資するｻｲﾝ等の策定に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成等

社会資本整備総合交付金事業
湯浅駅周辺整備に係る設計業務
社会資本整備総合交付金事業
熊野古道及び重伝建地区周辺道路等整備計画策定

地方創生推進交付金
特産物を活かしたグルメ開発、全国への流通支援

地方創生推進交付金
醤油醸造発祥の地ﾌｫｰﾗﾑ開催、ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ向け情報発信、専門人材の派遣等

地方創生応援税制
観光拠点施設へのWi-Fi設置等
地方創生拠点整備交付金事業
特産物流通物販センター整備

小計 0 小計 0 小計 443,253,220

湯浅町
わがまち元気プロジェクト(大学と連携した祭礼等伝統文化の
継承及び「食」をテーマとした魅力発信等)

2,000,000

湯浅町教育委員会
まちづくりを担う人材育成(児童生徒による醤
油作り体験)

53,400

小計 0 小計 0 小計 2,053,400
合計額 0 合計額 0 合計額 445,306,620

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

120,788,000

内閣府 1,000,000

内閣府

16,000,000

内閣府 12,000,000

内閣府

7,046,000

国土交通省 133,188,000

国土交通省

文化庁 42,000,000

9,176,220

国土交通省 78,100,000

文化庁

23,955,000

４７．「最初の一滴」醤油醸造の発祥の地 紀州湯浅

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁



半島振興広域連携促進事業補助金
ジオパーク推進
地方創生交付金事業
出雲市をPRするグッズ作成ほか

小計 0 小計 0 小計 21,000,000

出雲市 夕日鑑賞バスの運行 4,500,000
出雲市 夕日予報サービスの実施 1,200,000
出雲市 日御碕イベント（大土地神楽実施） 500,000
出雲市 動画制作 4,000,000
出雲市 くにびきジオパーク推進協議会負担金 8,000,000

小計 0 小計 0 小計 18,200,000

合計額 0 合計額 0 合計額 39,200,000

総務省 1,000,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

20,000,000

４８．日が沈む聖地出雲 ～神が創り出した地の夕日を巡る～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

国交省



倉敷市倉敷川畔伝統的建造物群基盤強化事業
(建造物の修理修景工事）
重要文化財保存修理事業
（井上家住宅主屋ほか４棟）
重伝建倉敷市倉敷川畔(地域活性化)
(倉敷市指定重要文化財倉敷館改修工事）
高梁川流域インテリジェントICT実装事業
（地方創生推進交付金）
社会資本整備総合交付金
(伝建，伝美，町並み保存地区(玉島)の修景工事）

文化財保護費等補助金
（阿知の藤 天然記念物再生事業）

小計 0 小計 0 小計 359,567,000

倉敷市 「倉敷市の文化財アプリ」拡充事業 150,000
倉敷市 地域を紡ぐ「くらしきコットンプロジェクト」 5,520,000
倉敷市 くらしき地域資源活性化事業（海外販路開拓支援） 17,850,000
倉敷市 くらしき市民講座（日本遺産テーマ分） 18,000
倉敷市 倉敷市大学連携講座（日本遺産テーマ分） 20,000
産業観光ツアー連携委員会 産業観光推進事業（バスツアーの企画・実施） 700,000
倉敷市 外国人観光客おもてなし促進事業 5,000,000
倉敷市 高梁川流域Wi－Fi整備事業 26,442,000
協議会（※） 観光ウェブサイト運用事業 12,000,000
倉敷市 倉敷市都市景観絵画展（日本遺産のある風景） 20,000

小計 0 小計 0 小計 67,720,000

合計額 0 合計額 0 合計額 427,287,000
※：倉敷市及び倉敷市観光情報発信協議会

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

11,000,000

国交省 49,277,000

岡山県

文化庁 100,000,000

29,800,000

内閣府 102,458,000

文化庁

67,032,000

４９．一輪の綿花から始まる倉敷物語 ～ 和と洋が織りなす繊維のまち ～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁



【瀬戸市】歴史文化基本構想を活用した観光拠点づくり事業（文化芸術振興費補助金）

瀬戸市陶都のまちづくりによる観光拠点形成推進事業

【甲賀市】甲賀市歴史文化基本構想策定事業

【甲賀市】信楽焼製造技術総合調査事業

【甲賀市】陶都・信楽まつり事業

丹波焼陶器まつり補助事業
普及啓発イベント補助金
やきものの里 春ものがたり事業
丹波焼最古の登窯焼成事業などサポーターとの取組

【篠山市】文化芸術振興費補助金(食と器のビエンナーレ)

「食」と「器」を通じての文化の創造・発信事業

食と器の出逢い事業補助金
市内産の食器を使用する飲食店・宿泊施設への補助金

【備前市】地方創生推進交付金
備前焼を含めた日本六古窯の連携事業

小計 0 小計 0 小計 59,107,000

越前町 越前陶芸まつり 10,000,000
越前町 越前陶芸村秋季茶会開催事業 697,000
越前町 越前焼振興事業 2,916,000
越前町 越前焼活性化対策事業 4,000,000
越前町 越前ものづくりの里プロジェクト事業 4,524,000
大せともの祭協賛会 地域資源を生かした陶磁器の祭りによる地域づくりと交流促進 26,858,000
常滑焼まつり協賛会 常滑焼まつり 12,000,000
常滑焼海外戦略事業委員会 常滑焼海外戦略事業 3,300,000
陶と灯の日事業委員会 陶と灯の日事業 1,400,000
常滑焼出品協会 常滑焼出品協会事業 3,500,000
甲賀市 観光ビジネスキックオフシンポジウム 751,909
甲賀市 日本遺産啓発推進事業（懸垂幕、幟、ポスター等） 2,052,067
篠山市 日本六古窯・丹波焼啓発POP作成事業 48,600
篠山市 日本六古窯日本遺産認定の周知用横断幕 懸垂幕作成事業 354,000
備前市 日本遺産啓発事業（懸垂幕・のぼり） 356,940
備前焼まつり実行委員会 備前焼まつり 4,000,000

小計 0 小計 0 小計 76,758,516
合計額 0 合計額 0 合計額 135,865,516

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

内閣府 7,000,000

1,500,000

文化庁 4,000,000

篠山市

1,100,000

篠山市 4,600,000

篠山市

文化庁 6,913,000

2,423,000

甲賀市 15,320,000

文化庁

16,251,000

５０．きっと恋する六古窯 ─日本生まれ日本育ちのやきもの産地─

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁



地域づくり活動支援事業
先進地視察研修
地域づくり活動支援事業
認定記念シンポジウム（補助対象外分）

小計 0 小計 0 小計 1,000,000

協議会（※２） 日本遺産認定記念GWキャンペーン 832,530
協議会（※２） オリジナルフレーム切手作成 1,300,000

小計 0 小計 0 小計 2,132,530

合計額 0 合計額 0 合計額 3,132,530
※１：安芸広域市町村圏事務組合
※２：中芸のゆずと森林鉄道日本遺産協議会

組合（※１） 295,200

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

704,800

５１．森林鉄道から日本一のゆずロードへ ─ゆずが香り彩る南国土佐・中芸地域の景観と食文化─

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

組合（※１）



ＪＲ門司港駅保存修理事業

旧門司三井倶楽部耐震診断及び耐震対策事業

地方創生推進交付金：「かんもん海峡都市」観光まちびらき・形成連携事業

関門を舞台にした海外映画、テレビドラマの誘致及びロケツーリズム推進事業

地方創生推進交付金：「かんもん海峡都市」観光まちびらき・形成連携事業

関門地域景観（夜景）魅力向上に係る各施設のライトアップ工事事業、ＰＲイベント実施事業

地方創生推進交付金：「かんもん海峡都市」観光まちびらき・形成連携事業

関門港におけるクルーズ客船の歓迎セレモニー等の開催による“おもてなし”の強化事業

地方創生推進交付金：「かんもん海峡都市」観光まちびらき・形成連携事業

関門地域の歴史的資産や文化を周遊観光の資源とするための5感に訴えるアプリケーションの開発事業

小計 0 小計 0 小計 497,406,000

下関市 史跡前田砲台跡保存整備事業 29,932,000

小計 0 小計 0 小計 29,932,000

合計額 0 合計額 0 合計額 527,338,000

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

2,000,000

内閣府 20,000,000

内閣府

文化庁 8,740,000

44,666,000

内閣府 92,000,000

内閣府

330,000,000

５２．関門“ノスタルジック”海峡 ～時の停車場、近代化の記憶～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁



指定文化財等管理委託
石貫穴観音横穴国有文化財管理事業による住民団体への管理委託

発掘調査等
菊之城跡をはじめとする中世菊池一族関連史跡の確認調査等の実施

旅行会社へのツアー造成の売り込み等
古墳・遺跡・米関係ツアーの売り込み
中山間ふるさと・水と土保全事業
棚田ツアー
中山間地域サポート事業
農業体験

小計 0 小計 0 小計 1,546,000

肥後古代の森協議会 熊本県内装飾古墳環境調査 300,000
肥後古代の森協議会 古代赤米づくり 120,000
山鹿市 中山間ふるさと水と土保全(棚田ツアー) 100,000
玉名市 神楽保存会連合会等補助金 460,000
玉名市 梅林流鏑馬保存会補助金 150,000
玉名市 大野下雨乞い奴踊り保存会補助金 50,000
玉名市 横島潟担い節保存会補助金 30,000
玉名市 横島町文化財保存顕彰会補助金(横島干拓堤防等の管理・ガイド) 65,000
山鹿市 山鹿市内指定無形民俗文化財保存育成補助金 60,000
山鹿市 山鹿市６次産業化支援・農産物販売促進事業(販売実績データ収集・販売促進戦略コンサル等) 1,382,400
玉名市 梅林流鏑馬保存会補助金 150,000
玉名市 大野下雨乞い奴踊り保存会補助金 50,000
玉名市 横島潟担い節保存会補助金 30,000
菊池市 菊池市無形民俗芸能団体活動補助金 117,000
菊池市 菊池米ブランド推進協議会補助金(全国食味コンクール等の開催) 6,800,000

小計 0 小計 0 小計 9,864,400

合計額 0 合計額 0 合計額 11,410,400

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

熊本県

熊本県

500,000

文化庁 296,000

500,000

熊本県

100,000

150,000

５３．米作り、二千年にわたる大地の記憶 ～菊池川流域「今昔『水稲』物語」～

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁



名勝耶馬渓整備事業
平田城跡の石垣落石防止ネットはり
市内遺跡
中近世城館確認調査
羅漢寺五百羅漢調査事業
羅漢寺及び周辺地域の石造物悉皆調査
史跡角牟礼城跡保存整備事業
角牟礼城跡の石垣整備
ワンパク！たんけん中津
小学生が一泊二日で耶馬渓を探検する
防災・安全社会資本整備交付金事業
馬溪橋の橋梁補修

小計 0 小計 0 小計 37,960,160

中津市 八面山展望施設整備事業（遊歩道、展望デッキ） 2,632,000
中津市 馬溪橋周辺観光振興事業（駐車場整備等） 4,023,000

小計 0 小計 0 小計 6,655,000

合計額 0 合計額 0 合計額 44,615,160

（自主事業） （自主事業） （自主事業）

13,718,160

ライオンズクラブ 300,000

国交省

文化庁 2,423,000

3,300,000

文化庁 11,332,000

文化庁

6,887,000

５４．やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度
（補助事業） （補助事業） （補助事業）

文化庁


