
単位：円

番号 都道府県 申請者名 申請事業名 内示額

1 北海道 えんがるの宝を守り、未来につなげるプロジェクト実行委員会 国際黒曜石会議開催に向けた地域連携プロジェクト 2,426,750

2 北海道 みんなの博物館魅力発信実行委員会 みんなの博物館魅力発信事業 1,225,700

3 岩手県
津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専門機関
の連携に関するプロジェクト実行委員会

津波により被災した文化財の保存修復技術の構築と専門機関の連携
に関するプロジェクト

18,820,450

4 宮城県 地域の民話を次世代へ伝承する事業実行委員会 地域の民話を次世代へ伝承する事業 1,216,800

5 宮城県 旧宮城郡地域文化財活用実行委員会 寺社と共働した「地域のタカラ」発見・活用・発信事業 4,408,950

6 宮城県 ｢未来につなぐ奥松島のたから｣再生活用実行委員会 ｢未来につなぐ奥松島のたから｣再生活用事業 2,978,832

7 山形県 山形文化遺産活用事業実行委員会 山形の文化遺産を世界に発信するプロジェクト 3,957,000

8 福島県 ライフミュージアムネットワーク実行委員会 ライフミュージアムネットワーク2020 11,361,600

9 福島県 地域創生の核となる博物館実行委員会
若者・子どもたちとともに博物館が南相馬を元気にするプロジェク
ト

2,276,300

10 茨城県
植物園の多言語情報化と遠隔通信技術を活用した地域連携モ
デル創出事業実行委員会

植物園の多言語情報化と遠隔通信技術を活用した地域連携モデル創
出事業

12,814,500

11 群馬県 アートによる対話を考える実行委員会 表現により繋がる地域の活力創造事業 4,070,646

12 埼玉県 文化資源を活用した地域活性化実行委員会 古墳を活かす、古墳でつながる！文化財活用プロジェクト 15,324,800

13 千葉県 ミテ・ハナソウ・プロジェクト連携実行委員会 ミテ・ハナソウ・プロジェクト連携事業 2,823,300

14 東京都 北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業2020 北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業2020 17,415,000

15 東京都 「都市のカルチュラル・ナラティヴ」プロジェクト実行委員会
都市のカルチュラル・ナラティヴ in 港区：
大学ミュージアムを核とする地域文化資源の連携・国際発信・人材
育成事業

7,145,950

16 東京都
新宿から発信する「国際演劇都市TOKYO」プロジェクト実行委
員会

新宿から発信する「国際演劇都市TOKYO」プロジェクト 7,284,409

17 東京都 練馬におけるキッズフレンドリー・ミュージアム事業実行委員会 練馬発！みんなのミュージアム事業 3,320,100

18 東京都 古代オリエントをたのしむ実行委員会 「地域から発信する古代オリエント文明」プロジェクト 7,968,800

19 東京都
スポーツミュージアムの連携によるスポーツレガシーの継承・
啓発プロジェクト実行委員会

スポーツミュージアムの連携によるスポーツレガシーの継承・啓発
プロジェクト

16,092,634

20 東京都 たまろくミュージアム多文化共生推進実行委員会 ミュージアムを中心とした地域の多文化共生推進プロジェクト 5,103,300

21 東京都 地域共働近代日本文化国際発信実行委員会 上野池之端地域から推進する文化資源活用発信事業 3,916,000

22 東京都 「どこでも文学館」実行委員会 どこでも文学館 4,383,450

23 新潟県 「守れ！文化財～モノとヒトに光を灯す～」事業実行委員会 「守れ！文化財～モノとヒトに光を灯す～」 7,765,200

24 富山県 砺波の民具の活用実行委員会 砺波の民具の活用事業 632,000

25 山梨県 縄文王国山梨実行委員会 縄文王国山梨・縄文の魅力拡散プロジェクト 1,199,200

26 長野県 「黒耀石のふるさと創生事業」実行委員会 黒耀石のふるさと創生事業 1,354,400

27 長野県 茅野市文化芸術推進事業実行委員会 茅野市文化芸術推進事業 3,726,750

28 長野県 安曇野市の歴史文化遺産再発見事業実行委員会 安曇野市の歴史文化遺産の再発見事業 1,525,500

29 長野県 安曇野市ミュージアム活性化事業実行委員会 安曇野市ミュージアム活性化事業 1,927,800

30 愛知県 日本文化推進実行委員会 日本の伝統文化魅力発信プロジェクト：霊長類学からの視座 3,519,200
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31 三重県 美術館のアクセシビリティ向上推進事業実行委員会 美術館のアクセシビリティ向上推進事業 4,222,298

32 滋賀県 鈴鹿山麓混成博物館 歴史文化遺産の社会資源化事業 5,422,150

33 滋賀県 アール・ブリュット魅力発信事業実行委員会 ”ボーダレス・エリア近江八幡”をみんなで作るプロジェクト 12,600,000

34 京都府 京都・大学ミュージアム連携運営委員会
「京都・大学ミュージアム連携」がハブとなる文化多様性の受発信
プロジェクト

7,104,130

35 京都府 舞鶴市世界記憶遺産保存活用推進委員会 舞鶴市世界記憶遺産を活用した地域づくり未来づくり事業 8,016,000

36 京都府 京都歴史文化施設クラスター実行委員会 持続可能な地域づくりコミュニティのための人材育成プログラム 12,386,296

37 京都府 新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業実行委員会 感覚をひらく―新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業 9,346,133

38 京都府 ＫＹＯＴＯ地域文化をつなぐミュージアムプロジェクト実行委員会 次世代と地域文化をつなぐミュージアムプロジェクト 3,524,800

39 京都府
日本のミュージアムのための国際発信力向上推進事業実行委
員会

日本のミュージアムのための国際発信力向上推進事業実行委員会 3,960,333

40 京都府 京都へのいざない実行委員会
京都へのいざない－中核的文化観光施設としての博物館モデル形成
事業－

4,146,824

41 大阪府 かんさい・大学ミュージアム連携実行委員会
関西圏大学ミュージアム連携活性化事業
ようこそ大学ミュージアムへ ―つなぐ・つなげる・つながる―

4,341,469

42 大阪府 ミュージアム活性化実行委員会 ミュージアムと地域を活性化させる魅力発信事業 13,162,250

43 兵庫県 美かえるカラフルマルシェ実行委員会
美かえるカラフルマルシェを中核としたミュージアムロード活性化
事業

665,267

44 奈良県 「ヤマト･天理の歴史文化をめぐる」実行委員会 「ヤマト･天理の歴史文化をめぐる」プロジェクト 1,768,000

45 奈良県 人権ネットを活用した地域活性化事業実行委員会 人権ネットを活用した地域活性化事業 5,892,856

46 和歌山県 和歌山県立博物館施設活性化事業実行委員会 みんなで和歌山の文化遺産を守り活用する博物館連携事業 4,731,300

47 島根県 浜田市世界こども美術館創造活動支援事業実行委員会 子どもとアートの祭典～浜田アートオリンピック～ 2,632,824

48 島根県 和紙を未来へ繋ぐ事業実行委員会 和紙を未来へ繋ぐ事業実行委員会 3,180,600

49 島根県 地域文化財を伝承する会 地域住民と共働で文化財を伝承する事業 651,100

50 徳島県 城下町徳島まるごと博物館事業実行委員会 ‐見る・聞く・歩く・食べる-  城下町徳島まるごと博物館事業 4,295,050

51 徳島県 「徳島まるづかみ」事業実行委員会 飛び出せ博物館！！「徳島まるづかみ」事業 6,693,750

52 徳島県 いんべの里地域活性化実行委員会
地域と世界をつなぐ 〜阿波の手工芸を核とした文化交流の提案
ver.3〜

1,328,125

53 愛媛県
えひめ視覚障がい者とつくる「みることを考える」プロジェクト実
行委員会

えひめ視覚障がい者とつくる「みることを考える」プロジェクト 6,113,200

54 福岡県 ちくごアートファーム計画実行委員会 ちくごアートファーム計画2020 旅と恋愛（仮称） 9,656,800

55 福岡県 立花宗茂生誕450年記念実行委員会 《城下町柳川と武家文化》発見・体験プロジェクト 1,599,360

56 福岡県 田川市世界記憶遺産活用活性化推進委員会 「世界の記憶」等を活用したユニバーサル・ミュージアム事業 816,800

57 佐賀県 有田焼多言語化推進事業実行委員会 有田焼多言語化推進事業 5,007,750

58 熊本県 肥後古代の森協議会 装飾古墳国史跡100周年記念古代の森を核とした地域連携事業 3,915,075

59 大分県 ＯＰＡＭ地域連携創造事業実行委員会 ＯＰＡＭ地域連携創造事業 14,395,200

60 鹿児島県 かごしま文化ゾーン活性化実行委員会 かごしま文化ゾーン活性化事業 1,643,520

61 沖縄県 南風原文化活用実行委員会 南風原のわらべ歌を響かせて 2,456,500
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