
単位：千円

採択
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 「ねらい・つかみ・みたす」えんがるおもてなしプロジェクト 2,240

2 北海道 北のミュージアム活性化実行委員会
ユニバーサル・ミュージアムに対応した多様な博物館活動促進
事業

2,150

3 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～士別の春 4,924

4 北海道 美幌博物館活性化実行委員会 びほろ フォト＆ネイチャー レガシー プロジェクト 3,434

5 岩手県
ICOM-CCによる東日本大震災被災文化財等の保存修復に関わる諸
施設・機関の視察・調査・文化事業実行委員会

ICOM-CCによる東日本大震災被災文化財等の保存修復に関
わる諸施設・機関の視察・調査・交流事業

4,322

6 岩手県 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 19,167

7 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

41,442

8 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 4,889

9 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 997

10 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 3,285

11 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 2,197

12 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

2,181

13 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2019 19,804

14 群馬県 岩宿遺跡発掘70周年記念事業実行委員会 岩宿遺跡発掘70周年記念事業 248

15 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 3,682

16 千葉県 千葉科学クラスター実行委員会 科学にふれあえる市民の日常を地域の共働で創る試み 1,665

17 千葉県 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 3,159

18 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 4,592

19 東京都 近代・建築芸術遺産情報発信プロジェクト実行委員会
軽井沢とアメリカ・ペンシルベニアを結ぶ、文化芸術遺産を通じ
た国際交流 及び 情報発信事業

7,353

20 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 7,174

21 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 15,860

22 東京都 たまろくﾐｭｰｼﾞ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 2,775

23 東京都 地域共働近代日本文化国際発信実行委員会
上野池之端近代日本文化の魅力発掘・再構成・発信プロジェク
ト

4,344

24 東京都 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 10,119

25 東京都 「どこでも文学館」実行委員会 「どこでも文学館」 4,308

26 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

7,462

27 東京都 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 3,595

28 東京都 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 758

29 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2019 北米・欧州ミュージアム日本美術専門家連携・交流事業2019 27,673

30 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～」 9,050

31 新潟県 みなと新潟実行委員会 新潟開港150年 新潟古町の記憶と魅力発信事業 2,796
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32 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 761

33 福井県 福井県博物館連携推進実行委員会 福井県ミュージアム連携推進事業 8,934

34 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 1,489

35 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 1,909

36 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 2,219

37 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 5,297

38 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 1,080

39 長野県 たつの芸術村事業実行委員会 たつの芸術村事業 1,093

40 長野県 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 1,324

41 岐阜県 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 1,674

42 三重県 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 3,018

43 三重県 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―２― 6,982

44 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 13,580

45 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 5,871

46 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 8,608

47 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＋」による「京都の伝統 Tradition
of KYOTO」発信プロジェクト

14,364

48 京都府 京都歴史文化施設クラスター実行委員会 ミュージアムが主導する持続可能な地域・観光モデルの開発 23,440

49 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 16,371

50 京都府 博物館・美術館の海外発信機能強化プロジェクト実行委員会
ICOM京都大会を契機とした博物館・美術館の海外発信機能強
化プロジェクト(仮）

17,298

51 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 11,273

52 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―

12,744

53 大阪府 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 5,238

54 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 15,717

55 兵庫県 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 7,244

56 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

919

57 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 3,020

58 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 1,514

59 和歌山県 紀州経済史文化史研究所地域活性化事業実行委員会
地域・学校・大学博物館とSNSとを協調させた「紀州地域 文化
財の匠」育成事業

3,397

60 和歌山県 和歌山県立博物館施設活性化事業実行委員会 地域と共働して文化遺産の活用を担う博物館連携事業 15,900

61 島根県 出雲文化活用プロジェクト実行委員会
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

3,685

62 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 533

63 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 浜田こども国際アートフェスティバル 3,623
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64 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.2〜

3,500

65 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」を活用したユニバーサル・ミュージアム事業 1,869

66 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 1,895

67 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2019
ココロに効くアート～美はどこから来るのか

6,606

68 長崎県 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 2,223

69 大分県 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 20,073

70 鹿児島県 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 1,008

71 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 1,480
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