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1北海道北のミュージアム活性化実行委員会 多様な来場者の気持ちを活かす博物館促進事業 2,303

2北海道
しべつアーティスト・イン・レジデンス開
催実行委員会

しべつアーティスト・イン・レジデンス～士別の夏 6,825

3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

えんがるの宝を活用した歴史観光プロジェクト 1,770

4 岩手
岩手デジタルミュージアム構築事業実
行委員会

岩手デジタルミュージアム構築事業 20,482

5 岩手
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

39,526

6 宮城 牡鹿半島・思い出広場実行委員会
津波被災地での文化における「より良い復興」のための文
化創造活動

4,500

7 宮城
子どもの学びを拡げる博物館実行委
員会

子どもの学びを拡げる「体験する」博物館構築事業 4,420

8 宮城
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 4,592

9 宮城
「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 4,031

10 山形 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 3,654

11 福島
被災地からの発信・心の復興支援事
業実行委員会

被災地からの発信・心の復興支援事業 5,498

12 福島
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 14,580

13 福島
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

3,120

14 福島
美術館を中心とした観光インフラ形成
事業実行委員会

美術館を中心とした観光インフラ形成事業 67

15 千葉 千葉県博図公連携事業実行委員会 博物館・図書館・公民館との連携による地域文化発信事業 6,770

16 千葉
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・プロジェクト連携実行委員会 1,503

17 東京
千代田区との日本近代美術の国際発
信事業実行委員会

千代田区との日本近代美術の国際発信事業 10,379

18 東京
「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

8,131

19 東京
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 10,678

20 東京
ミュージアム日本美術専門家連携・交
流事業実行委員会2018

北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業
2018

15,885

21 東京
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近代日本文化国際発信プロ
ジェクト

4,941

22 東京 北斎交流実行委員会 北斎交流：北斎を通じた国際交流事業 4,188

23 東京 「どこでも文学館」実行委員会 「どこでも文学館」 5,521
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24 東京
近代・建築芸術遺産情報発信プロ
ジェクト実行委員会

近代建築デザイン情報発信事業 及び ネットワーキング
事業

6,244

25 東京 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 9,496

26 東京
練馬におけるキッズフレンドリー・
ミュージアム実行委員会

練馬発！みんなのミュージアム事業（案） 2,443

27 新潟
新潟県・新潟大学ミュージアム連携
ネットワーク

地域映像アーカイブによるにいがたMALUI連携プロジェクト 16,296

28 富山 氷見市地域回想法事業実行委員会 漁撈用具を活かした「海の地域回想法」活用事業 2,572

29 富山
国史跡不動堂遺跡再発見事業実行
委員会

縄文時代の植物と編み物再発見事業 816

30 福井 福井の文化国際発信実行委員会 幕末明治期の福井の情報発信事業 6,589

31 山梨 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 1,294

32 山梨 文化の種まきプロジェクト実行委員会 文化の種まきプロジェクト 3,310

33 山梨
八ヶ岳地域と共働する美術館プロジェ
クト実行委員会

八ヶ岳地域と共働する美術館プロジェクト 4,930

34 長野 松澤宥アーカイブ活用実行委員会 松澤宥アーカイブ活用プロジェクト 1,088

35 長野
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 5,278

36 長野
安曇野市美術館博物館連携事業実
行委員会

郷土の文化を創造する美術館博物館連携事業 2,390

37 長野
「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 1,060

38 長野 たつの芸術村事業実行委員会 たつの芸術村事業 1,201

39 長野 野尻湖周辺活性化事業実行委員会 野尻湖周辺を活性化する博物館活動事業 1,108

40 岐阜
美術館を中心とした多言語化による
国際発信事業実行委員会

美術館を中心とした多言語化による国際発信事業 1,620

41 静岡 三島地域資料研究会
市民と郷土資料館の協働による地域の文化財保存活用事
業

3,872

42 静岡
長泉町の地域の子ども・子育て世代
を支援する地域の美術館事業実行委
員会

長泉町の地域の子ども・子育て世代を支援する地域の美術
館事業

1,421

43 三重 みえむプロジェクト実行委員会 多様な個性でつむぐ地域の学び創造事業 6,404

44 三重
地域の独創的な芸術活動体験事業
実行委員会

地域の独創的な芸術活動体験事業 2,383

45 三重 斎宮活性化実行委員会 斎宮を核とした平安文化活用発信事業 5,690

46 滋賀
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 12,779

47 滋賀
滋賀県ミュージアム活性化推進委員
会

地域文化財の保全公開事業 3,301
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48 滋賀 鈴鹿山麓混成博物館 歴史文化遺産の社会資源化事業 6,014

49 京都
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 5,713

50 京都
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を核とする京都文化の新たな
発掘と
その国際的発信プロジェクト

7,986

51 京都
京都歴史文化施設クラスター実行委
員会

京都を中心とした人文系総合エコミュージアムの開発プロ
ジェクト

17,715

52 京都
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

19,945

53 京都
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 8,246

54 大阪 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 17,207

55 大阪
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
―

4,480

56 大阪
地域文化再発見プロジェクト実行委員
会

多世代交流による地域文化再発見プロジェクト 7,581

57 大阪 北大阪ミュージアム・ネットワーク 北大阪ミュージアム地域連携推進事業 5,103

58 大阪
進化系アーカイブと旅するミュージア
ム実行委員会

進化系アーカイブと旅するミュージアム事業 3,444

59 兵庫 神戸の文化発信実行委員会 神戸の文化資源の活用と人材育成 5,590

60 奈良
「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 2,225

61 奈良 博物館の魅力発信事業実行委員会 博物館の魅力発信事業 5,513

62 奈良
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 5,480

63和歌山
紀州経済史文化史研究所地域活性
化事業実行委員会

SNSと大学博物館展示機能とを融合させた紀州地域とその
文化資源についてのオープンアーカイヴスの構築

2,743

64和歌山
和歌山県立博物館施設活性化事業
実行委員会

地域と協働して文化遺産の活用と継承を担う博物館づくり
事業

6,310

65 島根
浜田市世界こども美術館創造活動支
援事業実行委員会

浜田国際交流アートプロジェクト 5,940

66 島根
出雲文化活用プロジェクト実行委委員
会

出雲文化活用プロジェクト―手錢家資料を活用した江戸時
代の出雲文化の発掘と再生事業

2,626

67 島根 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 827

68 島根
アートで楽しむ益田の歴史プロジェク
ト実行委員会

アートと食で楽しむ益田の歴史プロジェクト 1,553

69 徳島
徳島の公立美術館と就学前施設との
連携事業実行委員会

就学前の子どもたちにアートの楽しさを届けるプロジェクト 3,338

70 徳島 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〜

2,043

71 愛媛
愛媛県美術館・博物館・小中学校共
働人材育成事業実行委員会

えひめ「対話型授業」アウトリーチプロジェクト 8,224
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72 福岡
田川市世界記憶遺産活用活性化推
進委員会

世界記憶遺産を活用した国際交流拠点形成事業 3,315

73 福岡 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 2,022

74 福岡
ICOM-ASPAC日本会議2018実行委
員会

ICOM-ASPAC日本会議２０１８ 10,168

75 福岡 ちくごアートファーム計画実行委員会 CHIKUGO ART POT 2018 ローカルスーパーマーケット 5,630

76 長崎 日韓文化交流事業実行委員会
長崎県美術館と釜山市立美術館を核とした日韓文化交流
事業

2,249

77 熊本
熊本の歴史と文化 つなげるミュージ
アム 元気プロジェクト

熊本の歴史と文化 つなげるミュージアム 元気プロジェク
ト

14,863

78 大分
アートフル大分プロジェクト実行委員
会

アートフル大分推進事業 26,866

79鹿児島
鹿児島県ミュージアム国際化実行委
員会

鹿児島県地域ミュージアム情報発信事業 994
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