
1 北海道 小樽市 小樽市歴史文化基本構想策定事業 1,880

2 北海道 上ノ国町 上ノ国町歴史文化基本構想策定事業 2,403

3 岩手県 遠野市 遠野市歴史文化基本構想策定支援事業 1,139

4 宮城県 名取市 名取市歴史文化基本構想等策定事業 1,880

5 宮城県 松島町 松島町歴史文化基本構想策定事業 2,284

6 山形県 村山市 村山市歴史文化基本構想策定事業 6,154

7 山形県 飯豊町 飯豊町歴史文化基本構想策定事業 2,112

8 福島県 国見町 国見町歴史文化基本構想策定事業 6,464

9 福島県 石川町 石川町歴史文化基本構想策定事業 2,554

10 福島県 棚倉町 棚倉町歴史文化基本構想策定事業 4,480

11 福島県 会津美里町 会津美里町歴史文化基本構想策定事業 1,973

12 福島県 南相馬市 南相馬市歴史文化基本構想策定事業 4,428

13 福島県 須賀川市 須賀川市歴史文化基本構想策定事業 6,693

14 福島県 大玉村 大玉村歴史文化基本構想策定事業 1,024
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15 福島県 西会津町 西会津町歴史文化基本構想策定事業 3,020

16 茨城県 牛久市 牛久市歴史文化基本構想策定事業 6,215

17 栃木県 宇都宮市 宇都宮市歴史文化基本構想策定 3,441

18 栃木県 大田原市 大田原市歴史文化基本構想策定 1,487

19 栃木県 那須塩原市 那須塩原市歴史文化基本構想策定 2,833

20 千葉県 銚子市 銚子市歴史文化基本構想策定事業 1,634

21 千葉県 富里市 富里市歴史文化基本構想策定事業 1,184

22 新潟県 十日町市 十日町市歴史文化基本構想策定事業 9,733

23 新潟県 妙高市 妙高市歴史文化基本構想策定事業 3,289

24 山梨県 富士吉田市 富士吉田市歴史文化基本構想策定事業 3,701

25 長野県 松本市 松本市歴史文化基本構想策定事業 1,000

26 長野県 伊那市 伊那市歴史文化基本構想策定事業 3,920

27 長野県 上田市 上田市歴史文化基本構想策定事業 7,144

28 岐阜県 美濃市 美濃市歴史文化基本構想策定支援事業 4,653
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29 愛知県 岡崎市 岡崎市歴史文化基本構想策定業務 1,385

30 愛知県 豊田市 豊田市歴史文化基本構想策定事業 6,477

31 愛知県 知立市 知立市歴史文化基本構想策定事業 3,238

32 滋賀県 大津市 大津市歴史文化基本構想策定事業 1,902

33 滋賀県 長浜市 長浜市歴史文化基本構想策定事業 1,540

34 滋賀県 甲賀市 甲賀市歴史文化基本構想策定事業 1,500

35 滋賀県 多賀町 多賀町歴史文化基本構想策定事業 2,944

36 京都府 舞鶴市 舞鶴市歴史文化基本構想策定事業 1,402

37 京都府 与謝野町 与謝野町歴史文化基本構想策定事業 1,000

38 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市歴史文化基本構想策定事業 4,575

39 兵庫県 香美町 香美町歴史文化基本構想策定事業 3,648

40 兵庫県 神河町 神河町歴史文化基本構想策定事業 5,210

41 兵庫県 加西市 加西市歴史文化基本構想策定支援事業 3,456

42 兵庫県 赤穂市 赤穂市歴史文化基本構想策定事業 4,550
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43 兵庫県 加古川市 加古川市歴史文化基本構想策定支援事業 3,193

44 島根県 海士町 海士町歴史文化基本構想策定事業 1,395

45 島根県 益田市 益田市歴史文化基本構想策定事業 2,276

46 岡山県 津山市 津山市歴史文化基本構想策定事業 2,192

47 岡山県 笠岡市 笠岡市歴史文化基本構想策定事業 4,358

48 広島県 福山市 福山市歴史文化基本構想策定事業 5,432

49 広島県 東広島市 東広島市歴史文化基本構想策定事業 1,920

50 山口県 山口市 山口市歴史文化基本構想策定事業 5,421

51 山口県 防府市 防府市歴史文化基本構想策定事業 3,177

52 徳島県 徳島市 徳島市歴史文化基本構想策定事業 1,879

53 愛媛県 松野町 松野町歴史文化基本構想策定事業 871

54 福岡県 福岡市 福岡市歴史文化基本構想策定事業 4,241

55 福岡県 豊前市 豊前市歴史文化基本構想策定事業支援 1,223

56 福岡県 小郡市 小郡市歴史文化基本構想策定事業 1,824
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57 福岡県 大野城市 大野城市歴史文化基本構想策定事業 2,565

58 福岡県 添田町 添田町歴史的文化遺産活用まちづくり基本構想改訂支援事業 1,900

59 佐賀県 多久市 多久市歴史文化基本構想策定支援事業 3,232

60 長崎県 平戸市 平戸市歴史文化基本構想策定事業 1,000

61 長崎県 壱岐市 壱岐市歴史文化基本構想策定事業 5,248

62 熊本県 八代市 八代市歴史文化基本構想策定事業 4,261

63 熊本県 湯前町 湯前町歴史文化基本構想策定事業 2,880


