
平成30年度文化遺産総合活用推進事業（地域の文化財の総合的な保存活用に係る
基本計画（仮称）等策定支援事業）採択一覧

No. 都道府県名
計画策定
地方公共
団体名

申請者名 補助事業名
採択額
(千円）

1 北海道 札幌市 札幌市 札幌市歴史文化基本構想策定事業 6,788

2 北海道 小樽市 小樽市 小樽市歴史文化基本構想策定事業 5,171

3 岩手県 遠野市 遠野市 遠野市歴史文化基本構想策定事業 1,355

4 宮城県 名取市 名取市 名取市歴史文化基本構想策定事業 1,039

5 秋田県 横手市 横手市 横手市歴史文化基本構想策定 2,500

6 山形県 村山市 村山市 村山市歴史文化基本構想策定事業 11,751

7 山形県 飯豊町 飯豊町 飯豊町歴史文化基本構想策定事業 3,027

8 福島県 須賀川市 須賀川市 須賀川市歴史文化基本構想策定 2,531

9 福島県 国見町 国見町 国見町歴史文化基本構想策定事業 7,660

10 福島県 会津美里町 会津美里町 会津美里町歴史文化基本構想策定 2,500

11 福島県 棚倉町 棚倉町 棚倉町歴史文化基本構想策定 6,833

12 福島県 石川町 石川町 石川町歴史文化基本構想策定 3,272

13 茨城県 牛久市 牛久市 牛久市歴史文化基本構想策定事業 2,300

14 茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市 常陸大宮市歴史文化基本構想策定 4,484

15 栃木県 大田原市 大田原市 大田原市歴史文化基本構想策定 3,348

16 栃木県 那須塩原市 那須塩原市 那須塩原市歴史文化基本構想策定 3,357



No. 都道府県名
計画策定
地方公共
団体名

申請者名 補助事業名
採択額
(千円）

17 群馬県 館林市 館林市 館林市歴史文化基本構想策定事業 4,192

18 埼玉県 秩父市 秩父市 秩父市歴史文化基本構想策定事業 2,240

19 千葉県 富里市 富里市 富里市歴史文化基本構想策定事業 3,115

20 山梨県 富士吉田市 富士吉田市 富士吉田市歴史文化基本構想策定 4,094

21 山梨県 山梨市 山梨市 山梨市歴史文化基本構想策定 3,539

22 長野県 松本市 松本市 松本市歴史文化基本構想策定・活用検討 2,426

23 長野県 上田市 上田市 上田市歴史文化基本構想策定事業 3,027

24 長野県 伊那市 伊那市 伊那市歴史文化基本構想策定事業 4,225

25 長野県 千曲市 千曲市 千曲市歴史文化基本構想策定事業 1,464

26 岐阜県 岐阜市 岐阜市 岐阜市歴史観光基本構想策定事業 4,460

27 岐阜県 美濃市 美濃市 美濃市歴史文化基本構想策定事業 4,398

28 愛知県 岡崎市 岡崎市 岡崎市歴史文化基本構想策定事業 2,500

29 滋賀県 大津市 大津市 大津市歴文化基本構想策定 3,360

30 滋賀県 長浜市 長浜市 長浜市歴史文化基本構想策定事業 2,874

31 滋賀県 草津市 草津市 草津市歴史文化基本構想策定事業 2,805

32 滋賀県 甲賀市 甲賀市 甲賀市歴史文化基本構想策定 1,500
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33 滋賀県 高島市 高島市 高島市歴史文化基本構想策定 2,241

34 京都府 木津川市 木津川市 木津川市歴史文化基本構想策定 1,000

35 京都府 与謝野町 与謝野町 与謝野町歴史文化基本構想策定事業 2,743

36 大阪府 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市歴史文化基本構想策定事業 9,838

37 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市 大阪狭山市歴史文化基本構想策定事業 5,654

38 兵庫県 加古川市 加古川市 加古川市歴史文化基本構想策定事業 4,696

39 兵庫県 赤穂市 赤穂市 赤穂市歴史文化基本構想策定事業 1,832

40 兵庫県 香美町 香美町 香美町歴史文化基本構想策定事業 597

41 奈良県 王寺町 王寺町 王寺町歴史文化基本構想策定事業 4,118

42 和歌山県 湯浅町 湯浅町 湯浅町歴史文化基本構想策定 1,315

43 鳥取県 鳥取市 鳥取市 鳥取市歴史文化基本構想策定 7,697

44 島根県 益田市 益田市 益田市歴史文化基本構想策定事業 4,600

45 岡山県 津山市 津山市 津山市歴史文化基本構想策定事業 2,810

46 岡山県 笠岡市 笠岡市 笠岡市歴史文化基本構想策定 4,816

47 山口県 山口市 山口市 山口市歴史文化基本構想策定事業 5,328

48 山口県 防府市 防府市 防府市歴史文化基本構想策定事業 1,309
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49 徳島県 徳島市 徳島市 徳島市歴史文化基本構想策定事業 2,556

50 愛媛県 松野町 松野町 松野町歴史文化基本構想策定事業 750

51 福岡県 福岡市 福岡市 福岡市歴史文化基本構想策定 2,721

52 福岡県 豊前市 豊前市 豊前市歴史文化基本構想策定業務 1,808

53 福岡県 小郡市 小郡市 小郡市歴史文化基本構想策定事業 2,560

54 福岡県 大野城市 大野城市 大野城市歴史文化基本構想策定事業 2,513

55 長崎県 壱岐市 壱岐市 壱岐市歴史文化基本構想策定事業 5,453

56 熊本県 八代市 八代市 八代市歴史文化基本構想策定事業 6,923


