
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 江差町 江差の五月は江戸にもない　─ニシンの繁栄が息づく町─

2 青森県 弘前市 サムライが生んだ日本一のりんごのまち弘前

3 岩手県，秋田県
◎盛岡市・奥州市・矢巾町（岩手県）・秋田
市・大仙市（秋田県）

蝦夷と征夷大将軍　坂上田村麻呂の世界　～古代城柵の歴史空間～

4 宮城県，岩手県
◎涌谷町・気仙沼市（宮城県）・平泉町・陸
前高田市（岩手県）

金花咲くみちのく山〜1,300年の黄金物語〜

5 秋田県 ◎秋田県（男鹿市，にかほ市，八峰町） ハタハタ来たどー！！　－神の魚「鰰（ハタハタ）」と秋田の人々の物語－

6

山形県，北海道，
青森県，秋田県，
新潟県，石川県，

福井県

◎酒田市（山形県）・函館市・松前町（北海
道）・鰺ヶ沢町・深浦町（青森県）・秋田市
（秋田県）・新潟市・長岡市（新潟県）・加賀
市（石川県）・敦賀市・南越前町（福井県）

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～

7 山形県 ◎山形県（米沢市，川西町） 武士が興した米沢織の里　日本有数の豪雪地 米沢

8 山形県 鶴岡市 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

9
栃木県，茨城県，
群馬県，埼玉県

◎栃木市・小山市・野木町（栃木県）・古河
市（茨城県）・板倉町（群馬県）・加須市（埼
玉県）

田中正造翁が問う「真の文明」によって守られるヨシ原／渡良瀬遊水地

10
栃木県，埼玉県，

茨城県
◎野木町（栃木県）・深谷市（埼玉県）・古河
市（茨城県）

煉瓦窯が薫る宿場町　～煉瓦窯と日光街道古河宿野木宿・中山道深谷宿～

11 栃木県 ◎那須塩原市・矢板市・大田原市・那須町 「拓け！那須野が原」～ 華族農場から始まる１００年の物語～

12 栃木県 益子町 手作りの生活文化が花開く　民藝運動の聖地　ましこ

13 埼玉県 行田市 和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田

14 埼玉県 ◎川越市・新座市・三芳町
「知恵伊豆」のレガシー　武蔵野の景観を一変させた川越藩主・松平伊豆守
信綱

15 埼玉県 川越市 城下町川越のモダニズム～「あたらしものずき」川越人が生み出したもの～

16 千葉県

◎千葉県（千葉市，野田市，流山市，松戸
市，浦安市，市川市，船橋市，習志野市，
市原市，袖ケ浦市，木更津市，君津市，富
津市，鋸南町，南房総市，館山市，鴨川
市，勝浦市，御宿町，大多喜町，いすみ
市，一宮町，長生村，白子町，大網白里
市，九十九里町，山武市，横芝光町，匝瑳
市，旭市，銚子市）

房総の「海の幸」文化- 漁・食・祭と世界一の貝塚群 -

17 東京都 ◎国分寺市・府中市 私を古代に連れてって─フリーウェイが誘う1,300年の武蔵国物語

18 富山県，佐賀県
◎富山県（富山市，高岡市，滑川市，立山
町）・佐賀県（鳥栖市，基山町）

江戸時代から続く「置き薬」のまち：越中富山と肥前田代

19 富山県 南砺市
日本一の木彫刻のまち「井波」～  宮大工のノミから生まれた最高峰の木彫
芸術・井波彫刻  ～

20 石川県 加賀市 日本の湯治と轆轤工芸のまち山中～「奥の細道」と山中芭蕉の旅～

21 福井県 大野市
山峡の盆地に浮かぶ城下町　～戦国の基盤都市　越前大野が育んだ400年
～

22 福井県 越前町・鯖江市・◎越前市 工房群に美技ひしめくまち─越前

23 福井県 ◎永平寺町・勝山市 白山に育まれた禅文化─修行のみち・感謝のみち─

24 福井県 ◎福井県（福井市，勝山市） 時空を超えた都市に出会う旅　～中世・戦国の巨大都市物語　越前・福井～

25 山梨県
◎山梨県（甲府市，山梨市，笛吹市，甲州
市）

葡萄畑とワイナリーが織りなす景観─日本最初のワインづくりの地　甲州─

26 山梨県
◎山梨県（甲府市，山梨市，韮崎市，南ア
ルプス市，甲斐市，笛吹市，甲州市，市川
三郷町，見延町）

戦国武将　武田信玄の伝説

27 山梨県，長野県

◎山梨県（甲府市，北杜市，韮崎市，南ア
ルプス市，笛吹市，甲州市），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）

星降る中部高地の縄文世界─ヴィーナスと出会い黒曜石鉱山を登る─

28 長野県 千曲市 月の都　千曲

29 長野県
◎安曇野市・松本市・大町市・池田町・松川
村

信州安曇野・北アルプスに抱かれた心安らぐ道祖神の里

30 長野県

◎長野県（長野市，松本市，伊那市，佐久
市，坂城町，飯田市，須坂市，小諸市，中
野市，飯山市，千曲市，東御市，高森町，
山ノ内町，木島平村，野沢温泉村，栄村）

唱歌のふるさと山国信州の風景と近代学校遺産群

31 岐阜県，岡山県 ◎関市（岐阜県）・瀬戸内市（岡山県） 日本刀が息づく街　～関・瀬戸内～

32 岐阜県 美濃市 美濃和紙と清流が育んだ原風景～1300年の営みとその思想～
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33 愛知県 ◎愛知県（常滑市，犬山市，名古屋市） 日本の近代化を支えた土管とタイル

34 愛知県 犬山市 木造天守が育んだ城下町文化が今も残るまち　－犬山－

35 愛知県 岡崎市 「匠の技」が紡ぐ石都岡崎～モノトーンの造形文化

36 愛知県 瀬戸市 【幾何学模様に出合えるまち　陶都瀬戸】

37 愛知県 ◎半田市・常滑市・武豊町 「水がつなぐ醸造のまち」～知多半島　半田・武豊・常滑～

38
愛知県，岐阜県，

滋賀県
清須市・◎小牧市（愛知県）・岐阜市（岐阜
県）・近江八幡市（滋賀県）

“日本の城”の幕開け　織田信長の城づくり

39 滋賀県，三重県 ◎甲賀市（滋賀県）・伊賀市（三重県） 忍びの里　伊賀・甲賀─リアル忍者を求めて─

40 滋賀県 長浜市 碁盤目の町割りが賑わいをもたらす最古級の近世城下町・長浜

41 京都府
◎京都府（宮津市，京丹後市，与謝野町，
伊根町)

300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊

42 京都府 ◎亀岡市・京都市 保津川・嵐山─保津川の急流を船が下り、峡谷を列車が走る─

43 大阪府 池田市 【大阪池田　ものづくりの機運に育まれた事始めのまち】

44 大阪府 藤井寺市 巨大古墳のあるまち“ふじいでら”―土師氏の知恵と技術が遺した風景―

45 大阪府
◎大阪市・堺市・交野市・八尾市・柏原市・
東大阪市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・泉
佐野市

『大坂夏の陣』に語り継がれる現代大阪

46 大阪府，兵庫県
◎河内長野市・四條畷市・島本町・千早赤
阪村・富田林市（大阪府）・神戸市（兵庫県）

摂津・河内に生き続ける楠公さん～中世のサムライヒーローが遺した聖地を
巡る旅～

47 大阪府，奈良県
◎大阪府（大阪市，堺市，松原市，羽曳野
市，太子町），奈良県（葛城市，大和高田
市，橿原市，桜井市，明日香村）

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）～

48 兵庫県 高砂市 恋人たちの聖地巡礼　～結びのまち高砂～

49 兵庫県
◎朝来市・姫路市・福崎町・市川町・神河
町・養父市

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
～

50 奈良県 ◎桜井市・天理市 ヤマトタケルが愛した「国のまほろば」

51 奈良県

◎奈良県（奈良市，大和高田市，大和郡山
市，橿原市，桜井市，五條市，御所市，葛
城市，宇陀市，斑鳩町，高取町，明日香
村，河合町，吉野町，下市町，天川村）

薬草木の花咲く都　奈良～薬草木からの贈り物～

52 奈良県，大阪府
明日香村・橿原市・田原本町・三宅町・川西
町・安堵町・斑鳩町・◎王寺町・香芝市（奈
良県）・太子町（大阪府）

「太子道」にたどる“日本のスーパースター”聖徳太子の風景

53 和歌山県 ◎和歌山県（和歌山市，海南市） 絶景の宝庫　和歌の浦

54 和歌山県 湯浅町 「最初の一滴」醤油醸造の発祥の地　紀州湯浅

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

砂丘の国に生き続ける霊獣～幸福を導く麒麟獅子舞～

56 島根県 出雲市 日が沈む聖地出雲　～神が創り出した地の夕日を巡る～

57 岡山県 倉敷市 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　～

58 岡山県 ◎岡山市・倉敷市・総社市・赤磐市 瀬戸内海の海上交通とともに繁栄した古代吉備王国の王の遺産

59
岡山県，福井県，
愛知県，滋賀県，

兵庫県

◎備前市（岡山県）・越前町（福井県）・瀬
戸市・常滑市（愛知県）・甲賀市（滋賀県）・
篠山市（兵庫県）

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─

60
岡山県，長崎県，

鹿児島県
◎総社市（岡山県）・対馬市（長崎県）・南種
子町（鹿児島県）

赤米の郷～神宿る山・森・神社と伝え継がれた最古の米～

61 広島県 ◎三原市・安芸高田市・北広島町
“三本の矢”の教えがいきづく，毛利一族のふるさと ～広島・三つのまちの絆
～

62 広島県，島根県
◎三次市・府中市・世羅町・尾道市（広島
県）・大田市・飯南町・美郷町（島根県）

石見銀を運んだ道‐“舞う”“祈る”“おののく”

63 山口県 萩市・山口市・防府市
古代「防府」・中世「山口」・近世「萩」から幕末維新につながる都市遺産群～
自分の足で巡る時間旅行の道『萩往還』～

64 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

「藍のふるさと～日本の染織文化を支えた吉野川中下流域」

65 徳島県，兵庫県 ◎徳島県（鳴門市），兵庫県（南あわじ市） 「動と静」圧巻の鳴門　～「二つの海」が織りなす物語～

66 愛媛県 ◎大州市・内子町
木蝋にかけた200年の物語　─大洲と内子に受け継がれる町並みと先人の
営み─

67 高知県
◎安田町・奈半利町・田野町・北川村・馬
路村

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─

68 福岡県，山口県 ◎北九州市（福岡県）・下関市（山口県） 関門“ノスタルジック”海峡　～時の停車場、近代化の記憶～
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69
福岡県，佐賀県，

長崎県

◎福岡県（筑紫野市，春日市，大野城市，
太宰府市，宇美町），佐賀県（基山町），長
崎県（対馬市）

防人のまなざし―日本最古の防衛遺産・古代山城からみた風景─

70
長崎県，佐賀県，

福岡県

◎長崎市・諫早市・大村市（長崎県）・嬉野
市・小城市・佐賀市（佐賀県）・飯塚市・北九
州市（福岡県）

長崎街道シュガーロード～スィーツの旅～

71 熊本県 ◎山鹿市・玉名市・菊池市・和水町 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」～

72 大分県 ◎豊後高田市・国東市
鬼が仏となった里「くにさき」～神・仏・人が１３００年で紡いだ六郷満山の密
教文化～

73 大分県 ◎中津市・玖珠町 やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆく

74 大分県 竹田市 石と水と暮らしの造形　～日本的情感を育んだ美しき景観群～

75 大分県
◎大分市・国東市・日出町・臼杵市・津久見
市・竹田市・由布市

キリシタン・南蛮文化が花開いた先駆けの地「豊後おおいた」

76 宮崎県 ◎西都市・西米良村 奥日向の桃源郷　九州の奥山にひっそりとたたずむ桃源郷

77 宮崎県 日南市
日向飫肥は杉で名高い城下町　～「日向弁甲」で栄えた城下町飫肥と港町
油津～

78 宮崎県，鹿児島県
えびの市・小林市・◎高原町・都城市（宮崎
県）・湧水町（鹿児島県）

カワイイ神様「田の神さぁ」のいる風景

79 沖縄県 ◎うるま市・北中城村・中城村 景観と伝統が織りなす琉球の情景─中城グスクと勝連グスクが残したもの

※　太字は平成29年度の「日本遺産（Japan Heritage）」に認定されたもの


