
番号 都道府県名
申請者

（◎印は代表自治体）
ストーリーのタイトル

1 北海道
◎室蘭市，登別市，伊達市，白老町，壮瞥
町，洞爺湖町，豊浦町

西胆振ピリカノカ・ジャーニー～アイヌ語地名に秘められた神話と伝承をた
どって～

2 北海道
◎上川町，旭川市，富良野市，愛別町，上
士幌町，上富良野町，鹿追町，士幌町，新
得町，当麻町，東川町，比布町

カムイと共に生きる上川アイヌ～大雪山のふところに伝承される神々の世
界～

3 北海道
◎標津町，根室市，別海町，中標津町，羅
臼町

メナシ(東方の地)を継ぐ人々の物語～根室海峡沿岸地域の農漁村景観とそ
のルーツ～

4 青森県 弘前市 まるごとりんごの城下町弘前～サムライが生んだ日本一のりんご～

5 青森県
◎八戸市，階上町，三戸町，南部町，五戸
町，おいらせ町

『やませ物語～光と影の遺産を巡るはちのへ南部路～』

6 岩手県，秋田県
岩手県(◎盛岡市，奥州市，矢巾町)，秋田
県（秋田市，大仙市）

北の国境をゆく ～北東北の城柵と蝦夷がおりなす国家の最前線～

7 宮城県，岩手県
宮城県（◎涌谷町，気仙沼市，南三陸町)，
岩手県(平泉町，陸前高田市)

みちのくＧＯＬＤろまんツーリズム＝ 黄金の国ジパング，産金はじまりの地を
巡る ＝

8 秋田県 北秋田市 阿仁マタギ ～山に生かされる共生の暮らし～

9 山形県 ◎山形県（米沢市，川西町） サムライのライフスタイル～ウコギと米沢織が育んだ街～

10 山形県
◎山形県（山形市，寒河江市，天童市，尾
花沢市，山辺町，中山町，河北町） 山寺

やまでら

が支えた紅花
べにばな

文化

11 茨城県，山梨県 ◎茨城県牛久市，山梨県甲州市
日本ワインの歴史ロマン薫る風景 ～近代化と先人たちのワイン醸造140年
～

12 栃木県 宇都宮市 地下迷宮の秘密を探る旅 ～大谷石文化が息づくまち宇都宮～

13 栃木県 益子町 伝統と新風のグラデーション～癒し・ときめき 陶の郷ましこ～

14 栃木県，茨城県 ◎栃木県小山市，茨城県結城市 究極の手作業 唯一無二の至高の絹織物―結城紬―

15
栃木県，茨城県，
群馬県，埼玉県

栃木県(◎栃木市，小山市，野木町），茨城
県古河市，群馬県板倉町，埼玉県加須市

水を克服し，水との生き方を選んだ人々の知恵が生きる 本州最大の湿原
渡良瀬遊水地

16 栃木県
◎那須塩原市，矢板市，大田原市，那須
町 明治貴族が描いた未来 ～那須野

     な すの

が原
はら

開拓浪漫譚
   ろまんたん

～

17 群馬県 甘楽町 郷愁紀行『 絵になるまち上州小幡 』－伝承を語る石垣と石積水路－

18 埼玉県 川越市 「火廼要慎」の心が息づくまち ～時の鐘が語る城下町川越～

19 千葉県
◎千葉県（木更津市，富津市，鋸南町，南
房総市，館山市，鴨川市，勝浦市，御宿
町，いすみ市，一宮町，千葉市）

房総の「４つの海」 干潟・交流・荒波・砂浜の４つの海を巡る歴史文化と景
観・恵みの旅

20
千葉県，岩手県，
宮城県，福島県，
岐阜県，佐賀県

◎千葉県（千葉市，佐倉市，酒々井町，多
古町，東庄町），岩手県一関市，宮城県涌
谷町，福島県（相馬市，南相馬市），岐阜県
郡上市，佐賀県小城市

BUSHIDO～ 北天の星と生きた一鎌倉武家が指し示す，武士の道 ～

21
千葉県，岩手県，
高知県，東京都

◎千葉県富里市，岩手県雫石町，高知県
安芸市，東京都台東区

日本近代農牧業に記された岩崎家の足跡

22 神奈川県 小田原市
日本最大級の宿場町の伝統物産 ～小田原提灯ぶらさげて，小田原を味わ
いつくす～

23 新潟県 十日町市 「雪地獄」から「雪の理想郷」へ ―豪雪の郷・十日町の春夏秋雪―

24 新潟県 妙高市
三尊仏と滝がつくる祈りの風景 ～妙高山に寄り添い，妙高山と一つになる
まち～

25 富山県 南砺市 宮大工の鑿
のみ

一丁から生まれた木彫刻美術館・井波

26 富山県
◎富山県（富山市，高岡市，滑川市，立山
町）

薬都とやま～立山からの幕開き～

27 石川県
◎能登町，珠洲市，輪島市，七尾市，羽咋
市，宝達志水町，中能登町，志賀町，穴水
町

能登半島の里山里海景観に息づく深紅の花々 ～のとキリシマツツジ古木
群～

28 石川県 加賀市 日本の湯治と轆轤工芸のまち ～旅人が育てた五感を癒す山中温泉～

29 石川県，富山県 ◎石川県津幡町，富山県小矢部市 くりから紀行 ～戦いの記憶と祈りにふれる峠の旅路～

30 福井県 ◎福井県（福井市，あわら市） 中世・戦国の世界を未来につなぐ懸け橋 －戦国越前文化と福井－

31 福井県 大野市 思いやり助け合う日本人の伝統がつくる清けしまち

32 福井県 ◎越前市，鯖江市，越前町
六千年の越前工芸伝説― 古人から受け継がれた技と技術が今も人々を驚
かす ―

33 福井県 ◎永平寺町，勝山市
越前白山麓に息づく「神仏が宿る住まい」～禅とともに広がった社寺づくりの
技と食文化～

34 山梨県 ◎山梨県（山梨市，笛吹市，甲州市） 葡萄畑が織りなす風景－山梨県峡東地域－

平成30年度「日本遺産（Japan Heritage）」申請一覧 別紙３
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35 長野県
◎安曇野市，松本市，大町市，池田町，松
川村

地球の歴史を刻む峰々―北アルプスに抱かれた道祖神の里 安曇野―

36 長野県 千曲市 月の都 千曲 －今も昔もかわらぬ観月地－

37 長野県，山梨県

◎長野県（茅野市，富士見町，原村，諏訪
市，岡谷市，下諏訪町，長和町，川上村），
山梨県（甲府市，北杜市，韮崎市，南アル
プス市，笛吹市，甲州市）

星降る中部高地の縄文世界―数千年を遡
さかのぼ

る黒曜石鉱山と縄文人に出会う

旅─

38 岐阜県，岡山県 ◎岐阜県関市，岡山県瀬戸内市 鋼と炎の芸術「日本刀」の聖地～関・長船～

39 岐阜県 郡上市 御師がいざなう神の里～白山信仰の歴史と文化の源流を訪ねて～

40

岐阜県，東京都，
埼玉県，栃木県，
福島県，宮城県，
岩手県，秋田県，
山形県，新潟県，
富山県，石川県，

福井県

岐阜県（◎大垣市，垂井町），東京都（江東
区，荒川区，足立区），埼玉県草加市，栃木
県（鹿沼市，日光市，大田原市），福島県白
河市，宮城県（岩沼市，松島町，多賀城市，
栗原市，大崎市），岩手県（一関市，平泉
町），秋田県にかほ市，山形県（遊佐町，最
上町，大石田町），新潟県出雲崎町，富山
県（滑川市，高岡市），石川県（金沢市，小
松市，加賀市），福井県敦賀市，三重県伊
賀市

芭蕉が残した自然観・風景観～時代を超えて詠われた地

41 静岡県 掛川市 もったない 知恵と工夫が風景になった 掛川

42 静岡県，神奈川県
静岡県(◎三島市，函南町)，神奈川県(小
田原市，箱根町) 旅人たちの足跡残る悠久の石畳道 ―箱根八里

 はこねはちり

で辿
たど

る遥
はる

かな江戸の旅路

43
静岡県，愛知県，

長野県

静岡県(◎浜松市，湖西市)，愛知県(豊橋
市，田原市，豊川市，新城市，蒲郡市，東
栄町，設楽町，豊根村)，長野県(飯田市，
天龍村，阿南町，阿智村，大鹿村，駒ヶ根
市，宮田村，伊那市，箕輪町，辰野町)

飯田線レイルロードムービー ～海抜０ｍから３０００ｍまで，日本の中央秘
境を巡る～

44 愛知県 岡崎市 天下人ブランドが息づくまち三河岡崎

45 愛知県 知立市 旅からすべてはじまった〜交通の要衝，知立でたどる街道文化〜

46 三重県 ◎鳥羽市，志摩市 海女（AMA)の郷 鳥羽・志摩～海民の祈りと信仰～

47

滋賀県，和歌山
県，大阪府，奈良
県，京都府，兵庫

県，岐阜県

滋賀県（◎大津市，長浜市，近江八幡市），
和歌山県（那智勝浦町，和歌山市，紀の川
市），大阪府（和泉市，藤井寺市，茨木市，
箕面市），奈良県（高取町，明日香村，桜井
市，奈良市），京都府（宇治市，京都市，亀
岡市，宮津市，舞鶴市），兵庫県（宝塚市，
加東市，加西市，姫路市），岐阜県揖斐川
町

観音巡礼の根源・西国三十三所観音巡礼～1300年間継承されてきた「巡
礼」の原風景～

48 滋賀県 長浜市
秀吉が造ったコンパクトシティ・長浜城下町 スクエアな町並みに栄えた「自
治の伝統」

49 滋賀県 東近江市 「木地師の村，奥永源寺の小椋谷 －木地師発祥の地と政所茶」

50 京都府 ◎京都府（京都市，亀岡市，南丹市） １２００年，京のみやこを支え交わった～丹波・北山～森・里・川の物語

51 大阪府 河内長野市 本物の中世に出逢える里～河内長野でたどる僧と民衆が創った風景～

52 大阪府 ◎大阪市，堺市 町人のエネルギーあふれる彩とにぎわいのまち－大阪

53 大阪府 池田市 ５００年の植木の郷 池田・細河郷

54 兵庫県 赤穂市 瀬戸内海の「白い宝石」・塩 〜潮を煮て業とした塩の国 播州赤穂〜

55 和歌山県 広川町 「百世の安堵
あんど

」～津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産～

56 和歌山県
◎和歌山県（日高川町，田辺市，御坊市，
印南町，みなべ町）

今も息づく「語り」 ～安珍と清姫がたどった道～

57 鳥取県，兵庫県
鳥取県（◎鳥取市，岩美町，若桜町，智頭
町，八頭町），兵庫県（香美町，新温泉町）

日本海の風が創り出す絶景－幸せを呼ぶ霊獣・麒麟が舞う大地「因幡・但
馬」

58 岡山県 ◎岡山市，倉敷市，総社市，赤磐市
「桃太郎伝説」の生まれたまち おかやま ～古代吉備の遺産が誘

いざなう

う鬼退

治の物語～

59 岡山県，香川県
◎岡山県笠岡市，香川県（丸亀市，土庄
町，小豆島町）

どっすん！石の島 ～海と山，巨石が呼んでる備讃諸島～

60
岡山県，長崎県，

鹿児島県
◎岡山県総社市，長崎県対馬市，鹿児島
県南種子町

赤米風土記 ～祈りがつなぐ米の道，海の道～

61 岡山県，兵庫県
岡山県（◎美作市，西粟倉村），兵庫県宍
粟市

国境の秘境で生まれた異能集団の技と文化-宗教と異能技術を追体験-

62 広島県 ◎三原市，安芸高田市，北広島町
神も仏もわが味方！戦国｢三本の矢｣物語 ～ひろしま・安芸毛利三兄弟の
ふるさと～



番号 都道府県名
申請者

（◎印は代表自治体）
ストーリーのタイトル

63 広島県，島根県
広島県（◎三次市，府中市世羅町，尾道
市），島根県(大田市，飯南町，美郷町)

徳川幕府の財政を支えた石見銀山街道～山陰と山陽を結ぶ銀輸送専用“官
道”～

64 広島県 東広島市 吟醸酒発祥の地 東広島 ―まちなか酒蔵集積地―

65 広島県 福山市
瀬戸の夕凪

ゆうなぎ

が包む 国内随一の近世港町～セピア色の港町に日常が溶け

込む鞆の浦
とも うら

～

66 山口県 山口市 都のうつし絵 山口 〜四神相応の地に浮かぶ中世日本のおもかげ〜

67 徳島県，兵庫県
◎徳島県（徳島市，鳴門市），兵庫県南あ
わじ市

三つの潮流が渦巻く「鳴門」 ～日本でただ一つの「鳴る瀬戸のまち」～

68 徳島県
◎藍住町，徳島市，吉野川市，阿波市，美
馬市，石井町，北島町，板野町，上板町

４００年の伝統の技が息づく藍の里 阿波

69
長崎県，佐賀県，

福岡県

長崎県（◎長崎市，諫早市，大村市），佐賀
県（嬉野市，小城市，佐賀市），福岡県（飯
塚市，北九州市）

長崎街道シュガーロード～スイーツの旅～

70 長崎県，宮崎県
長崎県（◎南島原市，大村市，西海市，雲
仙市，波佐見町），宮崎県西都市

天正遣欧少年使節物語 ～日本初 ヨーロッパの地を訪れた少年たちの軌
跡～

71 大分県 ◎豊後高田市，国東市 鬼が仏になった里「くにさき」

72 宮崎県 ◎串間市，日南市
南国情緒に彩られた紺碧の回廊 ―黒潮に育まれた日南・串間における
人々の営み―

73 宮崎県 ◎西都市，宮崎市，新富町 古代人のモニュメント －台地に絵を描く 南国宮崎の古墳景観－

74 宮崎県 ◎日向市，門川町 岩岩いこうぜ！ ロックな景観 ～時を超えて柱状節理がもたらした恩恵～

75 鹿児島県
◎鹿児島県（出水市，指宿市，垂水市，薩
摩川内市，いちき串木野市，南さつま市，
志布志市，南九州市，姶良市）

明治維新の原動力・薩摩藩の武士達が生きた町 ～武家屋敷群「麓」を歩く
～

76 沖縄県 うるま市 南国の初夏を彩る「照間のビーグ」－湧き水に支えられた島の伝統－

※ 太字は平成30年度の「日本遺産（Japan Heritage）」に認定されたもの


