
平成27年度文化遺産を活かした地域活性化事業（地域の文化遺産次世代継承事業）交付決定一覧

No. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名

交付決定額
（千円）

1 北海道 北海道
北海道文化遺産活用活性化実行委員
会

北海道文化遺産活用活性化計画 9,316

2 北海道 札幌市
札幌市伝統文化活性化事業運営協議
会

伝統文化のまち「さっぽろ」活性化事業 6,796

3 北海道 石狩市 石狩市文化遺産活用実行委員会
石狩市文化遺産総合活用地域活性化
事業

1,741

4 北海道 小樽市 旧岡崎家能舞台を生かす会 能楽・小樽プロジェクト 10,402

5 北海道 稚内市 「宗谷防人物語」実行委員会 「宗谷防人物語」の調査・普及活動 506

6 北海道 北見市
常呂川流域文化遺産活用推進事業実
行委員会

常呂川流域文化遺産活用推進事業 1,081

7 北海道 釧路市
阿寒湖温泉アイヌ文化推進実行委員
会

釧路が誇る文化遺産活用推進事業 5,792

8 青森県 青森県
三内丸山遺跡と青森県の伝統文化を
活用した地域活性化プロジェクト実行
委員会

三内丸山遺跡と青森県の伝統文化を
活用した地域活性化プロジェクト

12,773

9 青森県 弘前市 弘前市民俗芸能保存育成実行委員会
弘前市文化遺産を活かした地域活性
化計画

496

10 青森県 八戸市
あおもりデジタルアーカイブ・コンソー
シアム

八戸市の文化遺産を活用した地域活
性化事業

10,919

11 青森県 十和田市
十和田市伝統芸能継承事業実行委員
会

十和田市文化遺産総合活用活性化事
業

2,717

12 青森県 三沢市
旧渋沢栄一邸を活用した地域活性化
委員会

旧渋沢邸を活用した地域活性化事業 6,011

13 岩手県 岩手県 幸せ出ずる国いわて実行委員会
幸せ出ずる国～いわての文化遺産復
興・地域活性化事業

21,172

14 岩手県 盛岡市
盛岡市の文化遺産を活かした地域活
性化事業実行委員会

盛岡市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

1,327

15 岩手県 花巻市 花巻市郷土芸能保存協議会 花巻市郷土芸能伝承育成事業 1,470
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計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名

交付決定額
（千円）

16 岩手県 北上市 北上市文化財活性化実行委員会
北上市文化遺産を活かした地域活性
化事業

8,109

17 岩手県 奥州市 奥州市芸術文化協会 奥州市の文化財継承と創造事業 578

18 岩手県 平泉町 世界遺産連携推進実行委員会
平泉町文化遺産を活用した地域活性
化事業

11,909

19 岩手県 大船渡市
大船渡市郷土芸能活性化事業実行委
員会

大船渡市郷土芸能活性化事業 10,129

20 岩手県 住田町 気仙伝統文化活性化委員会
気仙の生業習俗再発見による地域伝
統文化活性化事業（１）

6,500

21 岩手県 大槌町 大槌町文化遺産活性化実行委員会 大槌町郷土芸能活性化事業 4,939

22 岩手県 宮古市
宮古市・地域の文化遺産を活用した復
興まちづくり検討委員会

宮古市における歴史文化遺産を活用
した総合まちづくり事業

5,110

23 岩手県 久慈市
久慈文化遺産活用地域活性実行委員
会

久慈文化遺産活用地域活性化事業 4,099

24 宮城県 宮城県
宮城県地域文化遺産復興プロジェクト
実行委員会

宮城県地域文化遺産復興プロジェクト 24,651

25 宮城県 角田市 角田市文化遺産活用実行委員会 角田市文化遺産活用活性化事業 802

26 宮城県 松島町
松島町の文化遺産を活かした地域活
性化事業実行委員会

松島町の文化遺産を活かした地域活
性化事業

28,533

27 宮城県 柴田町 柴田町文化遺産活用実行委員会 文化遺産活用活性化事業 1,019

28 宮城県 白石市 白石市文化遺産活用推進委員会 白石市文化遺産活用推進事業 2,944

29 宮城県 気仙沼市
気仙沼市文化遺産活用検討実行委員
会

気仙沼市における文化遺産を活用し
た復興まちづくり事業

5,095

30 宮城県 多賀城市
多賀城市文化遺産活用活性化実行委
員会

多賀城市文化遺産活用活性化事業 6,015

31 宮城県 名取市
名取市文化遺産活用地域活性化実行
委員会

名取市文化遺産活用地域活性化事業 3,850
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32 宮城県 南三陸町 南三陸町芸能文化復興実行委員会
南三陸町 伝統芸能を活かした地域の
復興・活性化計画（町指定文化財 合
木船【和船】製作技術の継承）

2,784

33 秋田県 鹿角市
鹿角市文化財・伝統文化地域活性化
事業実行委員会

鹿角市文化財・伝統文化地域活性化
事業

6,598

34 秋田県 北秋田市
北秋田市文化遺産保存活用実行委員
会

北秋田市の文化遺産を活かした地域
活性化事業

3,115

35 秋田県 秋田市
文化遺産を活かした地域活性化事業
（秋田市）実施実行委員会

文化遺産を活かした地域活性化事業
（秋田市）

11,769

36 秋田県 大仙市 大仙市伝統文化保存活性化委員会
未来へつなげよう｢大仙のたから｣継承
事業

1,440

37 秋田県 仙北市
角館のお祭りの保存継承と地域活性
化実行委員会

角館のお祭りの保存継承と地域活性
化事業

12,542

38 秋田県 羽後町
羽後町民俗遺産記録・保存・公開活性
化実行委員会

羽後町民俗遺産記録・保存・公開活性
化事業

910

39 山形県 山形県
山形県文化遺産を活かした地域活性
化実行委員会

山形県文化遺産を活かした地域活性
化事業

977

40 山形県 山形市 山形市文化遺産塾実行委員会
山形市文化遺産総合活性化プロジェク
ト

8,380

41 山形県 東根市 Ｌook for伝承文化実行委員会 ひがしね地域伝統活性化事業 3,816

42 山形県 新庄市 新庄市文化遺産活用実行委員会
新庄市文化遺産を活用した地域活性
化事業

3,466

43 山形県 高畠町
「まほろばの里たかはた」文化遺産発
信事業実行委員会

「まほろばの里たかはた」文化遺産発
信事業

10,500

44 山形県 酒田市 「文化都市酒田」発信事業実行委員会
酒田市の文化遺産を活用した地域活
性化プラン

6,839

45 福島県 福島県 民俗芸能学会福島調査団 福島県無形民俗文化財伝承復興事業 14,893

46 福島県 福島県
福島県歴史的建造物保全活用促進協
議会

福島県歴史的建造物保全活用推進事
業

3,794

47 福島県 福島市 伝統文化みらい広場実行委員会 福島伝統文化リバースプロジェクト 3,605
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48 福島県 福島市 旧広瀬座事業実行委員会 東北の文化発信事業（仮） 2,455

49 福島県 国見町 国見町歴史まちづくりフォーラム
国見町文化遺産を活かした地域活性
化事業

6,510

50 福島県 二本松市 二本松市文化遺産活用実行委員会 二本松市文化遺産活用事業 13,959

51 福島県 郡山市
郡山市伝統文化活性化事業実行委員
会

郡山の文化遺産の発掘・活用・継承に
よる地域活性化プロジェクト

13,150

52 福島県 棚倉町 棚倉町伝統文化活性化実行委員会 文化遺産総合活用活性化事業 8,346

53 福島県 三島町 三島町歴史文化基本構想推進委員会
三島町歴史文化基本構想・文化財保
存活用計画推進事業

3,152

54 福島県 相馬市
相馬の文化の保存・活用を考える協議
会

相馬文化を活かした復興まちづくりプ
ロジェクト

1,138

55 福島県 南相馬市
南相馬市文化遺産を活かした復興ま
ちづくり実行委員会

平成２７年度 南相馬市文化遺産保存
活用推進事業

9,851

56 福島県 いわき市 いわき市文化活用実行委員会 文化を活かしたいわき復興プロジェクト 6,803

57 茨城県 茨城県
平成２７年度茨城県郷土民俗芸能の
集い実行委員会

平成２７年度茨城県郷土民俗芸能の
集い

765

58 茨城県 笠間市 笠間焼文化研究会 笠間焼文化遺産活用地域活性化事業 4,244

59 茨城県 常陸大宮市
常陸大宮市ふるさと文化で人と地域を
元気にする事業実行委員会

常陸大宮市ふるさと文化で人と地域を
元気にする事業

2,974

60 茨城県 大子町 大子町文化遺産活用実行委員会
大子町の文化遺産を活かした地域活
性化事業

13,716

61 栃木県 宇都宮市
宇都宮市文化振興・地域活性化実行
委員会

宇都宮市の文化資源を活かした地域
活性化事業

20,161

62 栃木県 足利市
足利市文化遺産を活かした地域活性
化事業実行委員会

足利市文化遺産を活かした地域活性
化事業

12,656

63 栃木県 栃木市
栃木市文化遺産を活かした地域活性
化事業実行委員会

栃木市文化遺産を活かした地域活性
化事業

1,504
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64 栃木県 鹿沼市 鹿沼屋台囃子活用実行委員会
鹿沼市文化遺産を活かした地域活性
化事業

2,701

65 栃木県 真岡市 真岡の文化遺産発信事業実行委員会 真岡の文化遺産発信事業 8,264

66 栃木県 益子町 益子町文化遺産活用実行委員会 益子町文化遺産活用活性化事業 7,338

67 群馬県 群馬県
群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実
行委員会

群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信事
業

35,195

68 群馬県 桐生市
桐生の文化遺産継承発信事業実行委
員会

祇園・屋台・鉾を核とする桐生の文化
遺産継承発信事業

5,469

69 群馬県 沼田市 沼田市伝統文化活性化実行委員会
沼田市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

2,827

70 群馬県 渋川市 地芝居in 渋川実行委員会
上三原田の歌舞伎舞台を活かした地
域活性化事業（地芝居in 渋川）

4,768

71 埼玉県 埼玉県
平成２７年度埼玉県民俗文化財を活
かした地域活性化実行委員会

平成２７年度埼玉県民俗文化財を活
かした地域活性化事業

9,143

72 埼玉県 埼玉県 埼玉県芸術文化祭実行委員会
ユネスコ無形文化遺産「細川紙」普及
促進事業

319

73 埼玉県 上尾市
上尾市文化遺産活用活性化実行委員
会

上尾市文化遺産活用活性化事業 9,971

74 埼玉県 加須市 蘭陵王山車運営実行委員会
加須市本町蘭陵王山車を活かした地
域活性化事業

4,162

75 埼玉県 熊谷市 熊谷市文化遺産保存事業実行委員会 熊谷市文化遺産保存事業 1,130

76 埼玉県 秩父市 秩父市文化財調査会 秩父市文化財活性化プラン 12,191

77 埼玉県 飯能市 中山自治会 飯能市文化遺産次世代継承事業 1,379

78 埼玉県 小鹿野町
小鹿野町文化財活用活性化実行委員
会

小鹿野町文化財活用活性化事業 6,102

79 千葉県 千葉県 千葉県文化遺産継承実行委員会 千葉県文化遺産活用活性化事業 10,262
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80 千葉県 市川市 市川３丁目プロジェクト実行委員会
武内宿禰の山車人形を中心とした市
川宿活性化事業

1,602

81 千葉県 佐倉市 佐倉山車人形保存会
城下町佐倉の祭礼文化遺産を活かし
た地域活性化事業

5,774

82 千葉県 銚子市 銚子資産活用実行委員会 銚子資産活用事業 225

83 千葉県 一宮町
東上総文化遺産総合活性化事業実行
委員会

東上総文化遺産総合活性化事業 6,168

84 千葉県 館山市
館山市の文化遺産を活用した観光振
興・地域活性化事業実行委員会

館山市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

4,106

85 千葉県 鴨川市
鴨川市の文化遺産を活かした地域活
性化事業実行委員会

平成２７年度鴨川市の文化遺産を活
かした地域活性化事業

9,651

86 千葉県 富津市 房州石調査研究実行委員会
房州石の歴史調査並びにシンポジウ
ムの開催及び広報利活用事業

1,751

87 東京都 東京都 水都江戸文化遺産塾実行委員会 江戸東京文化遺産発信事業 8,316

88 東京都 荒川区
荒川区文化遺産地域活性化推進事業
運営委員会

荒川区文化遺産を活用した地域活性
化事業

523

89 東京都 八王子市 伝統文化ふれあい事業実行委員会 伝統文化ふれあい事業 483

90 東京都 小金井市
小金井市伝統文化による地域活性化
推進事業実行委員会

小金井市伝統文化による地域活性化
事業

2,682

91 東京都 あきる野市 あきる野市文化遺産活用実行委員会
あきる野市文化遺産活用地域活性化
事業

8,006

92 東京都 日の出町
日の出町地域文化遺産総合的活性化
事業実行委員会

日の出町地域文化遺産総合的活性化
事業

4,165

93 神奈川県 神奈川県
かながわの伝統文化の継承と創造プ
ロジェクト実行委員会

平成27年度 かながわの伝統文化の
継承と創造プロジェクト

21,650

94 神奈川県 横浜市
横浜市民俗文化遺産活性化事業実行
委員会

横浜市無形民俗文化遺産の発展と継
承活性化事業

1,435

95 神奈川県 川崎市
川崎市乙女文楽・継承と地域活性化
総合事業実行委員会

乙女文楽・継承と地域活性化総合事
業

4,520
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96 神奈川県 鎌倉市 鎌倉能狂言実行委員会 鎌倉能舞台普及啓発事業 1,847

97 神奈川県 伊勢原市 伊勢原歴史文化遺産活用実行委員会
伊勢原市歴史文化遺産地域活性化推
進事業

4,894

98 神奈川県 清川村 青龍祭実行委員会 青龍祭 223

99 新潟県 上越市 高田の文化遺産継承実行委員会 高田の文化遺産継承事業 1,169

100 新潟県 新発田市
新発田市歩く旅のまちづくり推進協議
会

新発田市の文化遺産を活かした地域
活性化事業

1,514

101 新潟県 村上市
村上市地域文化遺産活用事業実行委
員会

村上市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

1,731

102 新潟県 佐渡市 佐渡市文化遺産活用実行委員会 文化遺産総合活用活性化事業 6,983

103 新潟県 粟島浦村
粟島浦村文化遺産保全・活用実行委
員会

文化遺産を活かした粟島の誇り醸成プ
ロジェクト

2,509

104 富山県 高岡市 地域の文化遺産継承事業実行委員会 地域の文化遺産継承事業 1,353

105 富山県 黒部市
黒部市伝統文化活性化事業運営協議
会

伝統文化のまち「くろべ」活性化事業
（国指定無形民俗文化財の保存活用）

420

106 石川県 石川県
いしかわの伝統文化活性化実行委員
会

いしかわの文化遺産を活かした地域
活性化プロジェクト

8,404

107 石川県 石川県
石川県ヘリテージマネージャー育成事
業実行委員会

石川県ヘリテージマネージャー育成事
業

932

108 石川県 金沢市 金沢市文化遺産活用推進実行委員会 金沢市文化遺産活用推進計画 15,593

109 石川県 七尾市 ちょんこ山祭り継承事業実行委員会
ちょんこ山祭りの文化遺産普及啓発継
承事業

1,484

110 石川県 七尾市
七尾エンヤワッショイ街巡り実行委員
会

七尾エンヤワッショイ街巡り事業 1,797

111 石川県 輪島市 漆と祭り振興会
輪島塗とキリコ祭りを活かした地域活
性化

6,102
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No. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名

交付決定額
（千円）

112 石川県 加賀市
加賀市文化財総合活用事業実行委員
会

加賀市文化財総合活用事業 18,599

113 石川県 羽咋市 はくい獅子舞保存活性化実行委員会
はくい獅子舞等の総合的把握による地
域活性化推進事業

1,666

114 石川県 白山市
白山市文化遺産活用地域活性化委員
会

白山市文化遺産を活かした地域活性
化事業

11,411

115 石川県 津幡町 津幡町文化遺産活用実行委員会 津幡町文化遺産活用事業 804

116 石川県 能登町 能登町文化遺産活用実行委員会 能登町文化遺産総合活用活性化事業 2,118

117 福井県 福井県
戦国ふくいの文化遺産活用実行委員
会

福井県の文化遺産を活用した地域活
性化事業（「戦国ふくい」の文化遺産を
活かした地域活性化事業）

10,674

118 福井県 福井県
ふくいヘリテージマネージャー養成講
座実行委員会

ふくいヘリテージマネージャー養成講
座

1,135

119 福井県 勝山市 勝山左義長文化財推進協議会 文化遺産総合活用活性化事業 1,888

120 福井県 勝山市 白山文化研究会 白山文化を核とした地域活性化事業 763

121 福井県 越前市 越前市伝統文化継承実行委員会 越前市伝統文化継承事業 5,150

122 福井県 鯖江市 近松の里づくり事業推進会議
伝統芸能のまちさばえ創出事業（文
楽）

1,043

123 福井県 鯖江市
特定非営利活動法人かわだ夢グリー
ン

狂言「塗師」うるしの里活性化事業 1,197

124 福井県 小浜市 放生祭祭礼委員会 「放生祭」を活かした地域活性化事業 6,481

125 福井県 永平寺町 「禅の里」まちづくり実行委員会
永平寺町の文化遺産を生かした地域
活性化事業

11,074

126 福井県 高浜町 高浜七年祭東山保存会 地域の文化遺産継承事業 210

127 福井県 若狭町 若狭町伝統文化保存協会
若狭町の文化遺産を活かした地域活
性化事業

707
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No. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名

交付決定額
（千円）

128 長野県 長野県 長野県文化財活用活性化実行委員会
信州の文化遺産を活かした地域活性
化事業

9,954

129 長野県 長野市 長野市伝統文化継承事業実行委員会
平成27年度 長野市伝統文化継承事
業

3,495

130 長野県 松本市
松本市歴史文化基本構想文化財調査
実行委員会

松本市歴史文化基本構想文化財調査
事業

2,900

131 長野県 上田市
大河ドラマ「真田丸」上田市推進協議
会

真田氏を中心とした上田地域のおもて
なし向上事業

3,833

132 長野県 飯田市 飯田市文化遺産継承活用実行委員会
地域遺産の保存と次世代への継承事
業

4,013

133 長野県 小諸市 城下町にぎわい協議会
小諸城下町・歴史遺産を活かした活性
化事業

1,130

134 長野県 伊那市 伊那市文化遺産活用実行委員会 伊那市文化遺産活用活性化事業 7,234

135 長野県 大町市 大町市伝統文化活性化実行委員会 大町市文化遺産総合活用活性化事業 1,322

136 長野県 池田町
池田町文化遺産次世代継承実行委員
会

あづみ野池田町文化遺産次世代継承
プロジェクト

6,192

137 長野県 信濃町
信濃町文化遺産を活用した地域活性
化事業実行委員会

信濃町文化遺産を活用した地域活性
化事業

125

138 長野県
南信州広域連
合

南信州阿南町新野雪祭等資産化事業
実行委員会

南信州阿南町新野雪祭等資産化事業 2,370

139 岐阜県 岐阜市
岐阜市の文化遺産を活かした地域活
性化事業実行委員会

岐阜市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

5,522

140 岐阜県 高山市 歴史的風致維持向上委員会 高山市歴史的風致維持向上事業 718

141 岐阜県 関市 長良川伝統漁法保護事業実行委員会 長良川伝統漁法保護事業 1,120

142 岐阜県 中津川市 加子母風起こし実行委員会
加子母明治座改修を核とする地域の
複合的文化発信力向上促進事業

1,166

143 岐阜県 中津川市 馬籠ルネッサンス実行委員会
中山道・馬籠宿歴史遺産活用プロジェ
クト ～文人たちの旅路と宿場、その
情景～

7,910
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No. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名

交付決定額
（千円）

144 岐阜県 美濃市 美濃市文化遺産活用実行委員会 地域の文化遺産次世代継承事業 5,491

145 岐阜県 瑞浪市
瑞浪市伝統文化後継者育成事業実行
委員会

瑞浪市伝統文化後継者育成事業 6,587

146 岐阜県 羽島市
羽島市伝統文化活性化事業実行委員
会

羽島市伝統文化継承・後継者育成事
業

5,309

147 岐阜県 山県市
山県市伝統文化地域活性化実行委員
会

山県市の無形民俗文化財調査研究、
記録作成、普及事業

847

148 岐阜県 郡上市 郡上市伝統文化活性化実行委員会 寒水の掛踊記録作成、調査研究事業 2,181

149 岐阜県 養老町 養老町文化遺産情報活用実行委員会
養老町文化遺産情報の調査・活用事
業

1,412

150 岐阜県 揖斐川町 揖斐川町伝統芸能活性化実行委員会 伝統芸能活用活性化事業 3,192

151 岐阜県 白川村
白川村文化遺産活用観光マネジメント
事業実行委員会

白川村文化遺産活用観光マネジメント
事業

730

152 静岡県 静岡県 静岡県文化財保存協会 地域の文化遺産次世代継承事業 1,517

153 静岡県 静岡市 二峠六宿道旅推進実行委員会
静岡市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

17,802

154 静岡県 浜松市
浜松市中山間地域の文化遺産活用実
行委員会

浜松市中山間地域の文化遺産活性化
事業

14,092

155 静岡県 掛川市 掛川市文化観光実行委員会
掛川市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

10,888

156 静岡県 湖西市
新居地域の文化遺産を活かした地域
活性化事業実行委員会

新居地域の文化遺産を活かした地域
活性化事業

1,363

157 静岡県 磐田市 磐田市伝統文化活性化実行委員会 磐田市伝統文化保存記録・育成事業 1,526

158 静岡県 函南町
かんなみ竹林芸術劇場・仏の里地域
活性化実行委員会

函南町の文化遺産を活かした地域活
性化事業

5,094

159 愛知県 愛知県
あいちヘリテージマネージャー養成講
座実行委員会

あいちヘリテージマネージャー事業 4,931
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No. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名

交付決定額
（千円）

160 愛知県 愛知県
愛知県国登録有形文化財建造物所有
者の会

愛知県内登録有形文化財の保存・活
用促進にむけた文化財建造物所有者
と県民との連携事業（その５）

8,047

161 愛知県 愛知県 花祭の未来を考える実行委員会
花祭の保存・伝承による次世代継承お
よび地域活性化事業

8,935

162 愛知県 愛知県 日本の伝統文化をつなぐ実行委員会 日本の伝統文化をつなぐ事業 8,026

163 愛知県 名古屋市 文化財名古屋保存活用実行委員会 名古屋文化財等保存活用事業 31,061

164 愛知県 名古屋市 「伝統の音と舞」実行委員会 次世代へ繋ぐ尾張なごやの文化遺産 2,303

165 愛知県 瀬戸市 瀬戸市文化遺産活用実行委員会
瀬戸市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

3,435

166 愛知県 犬山市 犬山市文化遺産活用実行委員会
犬山市文化遺産を活用した地域活性
化事業

5,313

167 愛知県 小牧市 小牧市文化遺産活用実行委員会 小牧市文化遺産総合活用活性化事業 2,408

168 愛知県 半田市 萬三の白モッコウバラ祭実行委員会
半田市指定天然記念物「萬三の白モッ
コウバラ」を活用した観光振興事業

366

169 愛知県 常滑市
『尾州廻船が伝えた常滑』地域活性化
委員会

『尾州廻船が伝えた常滑』地域活性化
事業

1,122

170 愛知県 常滑市 大野谷文化圏活性化推進委員会
大野谷の文化遺産を活かした地域活
性化事業

1,914

171 愛知県 東海市 東海市伝統文化保存継承実行委員会
東海市の伝統芸能を活かした地域活
性化事業

5,810

172 愛知県 知多市 知多市文化遺産活用事業実行委員会 知多市文化遺産活用事業 7,068

173 愛知県 阿久比町 阿久比町文化遺産活用実行委員会 文化遺産総合活用活性化事業 401

174 愛知県 南知多町
南知多町文化遺産保存活用実行委員
会

南知多町文化遺産活用活性化事業 21,072

175 愛知県 美浜町 美浜町山車まつり実行委員会
美浜町文化遺産活用地域活性化プラ
ン

8,008
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No. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名
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（千円）

176 愛知県 岡崎市
岡崎市文化遺産活用活性化実行委員
会

岡崎市文化遺産活用活性化事業 45

177 愛知県 西尾市
西尾市文化遺産地域活性化実行委員
会

西尾市文化遺産を活用した観光によ
る地域活性化事業

5,883

178 愛知県 知立市
知立市地域伝統文化後継者養成事業
実行委員会

知立市地域伝統文化後継者養成事業 215

179 愛知県 豊川市 豊川市文化遺産活用実行委員会
豊川市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

6,211

180 三重県 三重県 一般社団法人三重県建築士会 三重県文化遺産総合活性化事業 1,525

181 三重県 鈴鹿市 神戸地子町石取祭車再建委員会
鈴鹿市神戸地域の文化遺産を活かし
た、地子町による地域活性化事業

4,047

182 三重県 松阪市 松阪市文化遺産普及活用実行委員会
松阪市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

7,246

183 三重県 志摩市
志摩市文化遺産地域活性化実行委員
会

志摩市文化遺産地域活性化事業 9,059

184 三重県 名張市 名張市文化遺産活性化実行委員会 名張の文化遺産活用活性化事業 2,093

185 三重県 紀宝町 うどの水軍協議会
三重県紀宝町・鵜殿地区の文化遺産
を活かした地域活性化事業

3,432

186 滋賀県 滋賀県
滋賀県ヘリテージマネージャー実行委
員会

滋賀県ヘリテージマネージャー育成事
業

1,271

187 滋賀県 滋賀県 滋賀県民俗文化財保護ネットワーク 滋賀の民俗文化保存継承事業 4,816

188 滋賀県 大津市 歴まち大津の未来を考える会
大津市中心部の文化遺産を活用した
地域活性化事業

6,864

189 滋賀県 彦根市 彦根歴史的風致活用実行委員会
彦根歴史的風致を活かした地域活性
化事業

8,016

190 滋賀県 近江八幡市 近江八幡市文化資産活用実行委員会 近江八幡市文化資産活用事業 11,966

191 滋賀県 守山市
守山市文化遺産を活かした地域活性
化事業実行委員会

守山市文化遺産を活かした地域活性
化事業

5,337
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No. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名

交付決定額
（千円）

192 滋賀県 甲賀市 甲賀伝統文化活性化実行委員会
甲賀市文化遺産を活かした地域活性
化計画

1,714

193 滋賀県 高島市 高島市文化遺産活用実行委員会
高島市文化遺産を活かした地域活性
化事業

2,504

194 滋賀県 日野町 日野町文化遺産活用実行委員会
日野町の文化遺産を活用した活性化
事業

821

195 京都府 京都府
公益財団法人京都文化交流コンベン
ションビューロー（古典の日推進委員
会）

古典の日制定記念「古典」普及啓発事
業

1,977

196 京都府 京都府
京都府文化遺産活用事業推進実行委
員会

京都府無形民俗文化財等文化遺産活
用事業

3,768

197 京都府 京都市
京都の文化遺産総合活性化実行委員
会

京都の文化遺産総合活性化事業 29,787

198 京都府 大山崎町
大山崎町の歴史・文化遺産を活かした
地域活性化実行委員会

栄えの街、大山崎の歴史と文化遺産を
活かした地域活性化事業―エゴマと茶
の湯文化をキーワードに―

466

199 京都府 宇治市
宇治市における院政期文化遺産を生
かした観光振興・地域活性化事業実行
委員会

古典の日記念今様合再興による地域
活性化事業

661

200 京都府 和束町 和束町観光振興協議会
茶源郷和束 文化遺産次世代継承者
育成事業

3,319

201 京都府 亀岡市 地域資源活用実行委員会 亀岡市文化遺産総合活用活性化事業 7,285

202 京都府 福知山市 福知山市文化遺産活用実行委員会
平成27年度福知山市文化遺産活用・
活性化事業

7,255

203 大阪府 大阪府 公益社団法人大阪府建築士会 文化遺産総合活用活性化事業 4,848

204 大阪府 大阪府 上方演芸遺産活用実行委員会
上方演芸遺産を活かした地域活性化
事業

5,900

205 大阪府 大阪府
”河内の国”文化遺産総合活用実行委
員会

”河内の国”文化遺産総合活用活性化
啓発事業

4,802

206 大阪府 大阪市 大阪市文化遺産活用実行委員会
大阪市文化遺産を活かした地域活性
化事業

9,711

207 大阪府 堺市 堺市地域文化遺産活性化実行委員会 堺市地域文化遺産活用活性化事業 14,078
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No. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者 補助事業名
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208 大阪府 寝屋川市
平成27年度 寝屋川市地域文化遺産
活性化実行委員会

寝屋川市の文化遺産を活かした地域
活性化事業

6,211

209 大阪府 四條畷市 四條畷「だんじり」「蒲団太鼓」連合会
四條畷市文化遺産を活かした地域活
性化事業

7,572

210 大阪府 大東市 大東市伝統文化活性化実行委員会
大東市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

7,066

211 大阪府 東大阪市
平成27年度東大阪市地域文化遺産活
性化実行委員会

東大阪市の文化遺産を活用した地域
活性化事業

6,917

212 大阪府 八尾市 高安能未来継承事業推進協議会
やお発 次世代へつなぐ高安能未来
発信プロジェクト

1,184

213 大阪府 八尾市 大窪文化遺産活用実行委員会 地域の文化遺産承継事業 5,833

214 大阪府 柏原市
,昭和町秋の禮大祭保存継承実行委員
会

昭和町秋の禮大祭保存継承事業 6,211

215 大阪府 羽曳野市
平成２７年度誉田八幡宮秋季大祭馬
場町地車保存活用事業実行委員会

平成２７年度誉田八幡宮秋季大祭馬
場町地車保存活用事業

6,384

216 大阪府 藤井寺市 まなリンク協議会
藤井寺市の文化遺産等を活用した地
域活性化事業

3,532

217 大阪府 大阪狭山市 前田秋の禮大祭保存継承実行委員会
狭山神社禮大祭の保存伝承と地域活
性化事業

6,211

218 大阪府 富田林市 富田林市伝統文化保護団体連絡会 富田林市文化遺産総合活性化事業 7,336

219 大阪府 河内長野市
河内長野市文化遺産活用事業実行委
員会

河内長野市文化遺産活用事業 11,868

220 大阪府 太子町 八社連合
科長神社禮大祭の保存伝承と地域活
性化事業

6,157

221 大阪府 河南町
今堂地区秋の禮大祭保存継承実行委
員会

今堂地区秋の禮大祭保存継承事業 6,211

222 大阪府 千早赤阪村
川野邉秋の禮大祭保存継承実行委員
会

川野邉秋の禮大祭保存継承事業 6,205

223 大阪府 和泉市 和泉市文化財活性化推進実行委員会
和泉市文化財を活用した地域活性化
推進事業

4,173
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224 大阪府 貝塚市 感田神社祭礼運営委員会 貝塚市文化遺産継承事業 6,229

225 大阪府 泉佐野市
泉佐野市文化遺産活用活性化実行委
員会

泉佐野市文化遺産活用活性化事業 7,377

226 大阪府 泉佐野市 泉佐野郷土芸能の集い実行委員会
泉佐野市郷土芸能による地域活性化
促進事業

1,926

227 大阪府 阪南市 阪南市文化遺産活用実行委員会
阪南市の伝統文化を活かしたまちづく
り推進事業

1,005

228 兵庫県 兵庫県
兵庫県歴史文化遺産活用活性化実行
委員会

兵庫県歴史文化遺産活用活性化事業 13,364

229 兵庫県 神戸市 神戸市文化遺産活用実行委員会 神戸市文化遺産総合活用活性化事業 8,254

230 兵庫県 姫路市 近世遺産活用事業実行委員会 近世遺産活用事業 12,856

231 兵庫県 尼崎市 浜田秋の禮大祭保存継承実行委員会 浜田秋の禮大祭保存継承事業 6,211

232 兵庫県 明石市
明石市文化遺産を活かした地域活性
化事業実行委員会

明石市文化遺産を活かした地域活性
化事業

10,488

233 兵庫県 洲本市 洲本市文化遺産活性化実行委員会 洲本市文化遺産活性化事業 629

234 兵庫県 芦屋市
芦屋市文化遺産継承・活性化事業実
行委員会

芦屋市文化遺産継承・活性化事業 5,650

235 兵庫県 豊岡市
豊岡市歴史文化遺産活用活性化事業
実行委員会

豊岡市の文化遺産を活かした活性化
事業

5,181

236 兵庫県 加古川市 加古川文化遺産活性化実行委員会 加古川文化遺産活性化事業 5,634

237 兵庫県 赤穂市
赤穂市の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化実行委員会

赤穂市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

904

238 兵庫県 三木市 三木市文化遺産活性化実行委員会 三木市文化遺産総合活用活性化事業 6,412

239 兵庫県 高砂市
高砂市文化遺産活用地域活性化事業
実行委員会

高砂市文化遺産活用地域活性化事業 15,992
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240 兵庫県 川西市
平成27年度川西市文化遺産継承・活
性化事業実行委員会

平成27年度川西市文化遺産継承・活
性化事業

3,479

241 兵庫県 小野市
小野市地域遺産活性化協議会実行委
員会

小野市地域遺産活性化事業 2,108

242 兵庫県 加西市 加西市文化遺産活用実行委員会 加西市文化遺産活用活性化事業 7,676

243 兵庫県 篠山市 篠山市歴史文化活用実行委員会
篠山市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

5,614

244 兵庫県 養父市
養父市文化遺産を活かした地域活性
化事業実行委員会

養父市文化遺産を活かした地域活性
化事業

3,016

245 兵庫県 南あわじ市
南あわじ市の文化遺産を活かした地
域活性化事業実行委員会

南あわじ市の文化遺産を活かした地
域活性化事業

8,080

246 兵庫県 朝来市 朝来市文化遺産活用実行委員会 朝来市文化遺産活用活性化事業 3,893

247 兵庫県 淡路市 淡路市文化遺産活用実行委員会 淡路市文化遺産活用元気アップ事業 1,113

248 兵庫県 加東市
加東市文化遺産地域活性化推進実行
委員会

加東市文化遺産地域活性化推進事業 3,377

249 兵庫県 たつの市
たつの市の文化遺産を活かした地域
活性化事業実行委員会

たつの市の文化遺産を活かした地域
活性化事業

9,637

250 兵庫県 猪名川町
猪名川町歴史文化遺産活性化実行委
員会

猪名川町歴史文化遺産活性化事業 1,474

251 兵庫県 播磨町 播磨町文化遺産活性化実行委員会 「播磨町の文化遺産」発信・活用事業 400

252 兵庫県 市川町 市川町文化遺産活性化実行委員会 市川町文化遺産総合活用活性化事業 8,871

253 兵庫県 福崎町 福崎町文化遺産活性化実行委員会 福崎町文化遺産活性化事業 4,362

254 兵庫県 神河町 神河町文化財活性化委員会
神河町歴史文化次世代継承プロジェク
ト

2,943

255 兵庫県 香美町
香美町歴史文化遺産活性化実行委員
会

香美町歴史文化遺産活性化事業 2,145
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256 兵庫県 新温泉町
新温泉町歴史文化遺産活用実行委員
会

新温泉町歴史文化遺産総合活性化事
業

1,082

257 奈良県 奈良県
奈良の文化遺産を活かした総合地域
活性化事業実行委員会

奈良の文化遺産を活かした総合地域
活性化事業

14,470

258 奈良県 奈良県 芸能フェスティバル・奈良実行委員会 芸能フェスティバル・奈良事業 10,706

259 奈良県 奈良市 奈良市伝統文化いきいき実行委員会
奈良市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

16,657

260 奈良県 大和高田市
大和高田市の文化遺産を活かした総
合地域活性化事業実行委員会

大和高田市の文化遺産を活かした総
合地域活性化事業

6,548

261 奈良県 天理市 天理市文化遺産活性化委員会
天理市文化遺産を活かした地域活性
化事業

4,965

262 奈良県 五條市 五條市文化遺産活用実行委員会
五條市文化遺産を活かした地域活性
化事業

2,375

263 奈良県 御所市 御所市文化遺産活性化委員会
御所市の地域文化遺産継承・活用事
業

4,270

264 奈良県 葛城市 當麻秋の禮大祭保存継承実行委員会
菅原神社禮大祭の保存伝承と地域活
性化事業

6,211

265 奈良県 宇陀市 宇陀市文化遺産活性化委員会 宇陀市文化遺産活性化事業 3,277

266 奈良県 平群町 信貴山観光振興実行委員会
信貴山地域の文化遺産を活用した地
域活性化事業

3,863

267 奈良県 黒滝村 黒滝村文化財活性化委員会 黒滝村文化遺産活用活性化事業 1,308

268 奈良県 川上村
源流の村・歴史・民俗・文化資源活用
実行委員会

源流の村の民俗文化の価値の発見・
共有・発信事業

2,926

269 奈良県 東吉野村 平野秋の例大祭保存継承実行委員会
平野水分神社例大祭の保存伝承と地
域活性化事業

6,211

270 和歌山県 和歌山県 和歌山県文化遺産活用活性化委員会
和歌山県の文化遺産を活かした地域
活性化事業

1,418

271 和歌山県 和歌山県
紀の川流域文化遺産活用地域活性化
協議会

紀の川流域の文化遺産を活かした地
域活性化事業

4,445
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272 和歌山県 和歌山市
和歌山市文化遺産活用活性化事業実
行委員会

和歌山市文化遺産活用活性化事業 813

273 和歌山県 和歌山市 和歌山市伝統文化活性化実行委員会
平成２７年度和歌山市伝統文化活性
化事業

2,421

274 和歌山県 海南市 海南市文化遺産活用実行委員会
海南市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

8,475

275 和歌山県 紀の川市
紀の川市文化遺産活用・観光振興・地
域活性化事業実行委員会

紀の川市文化遺産活用・観光振興・地
域活性化事業

9,130

276 和歌山県 岩出市
岩出市文化財活用地域活性化実行委
員会

岩出市文化遺産記録作成、調査研究
事業

824

277 和歌山県 橋本市
南馬場秋の禮大祭保存継承実行委員
会

学文路天満宮禮大祭の保存伝承と地
域活性化事業

6,211

278 和歌山県 九度山町
九度山町文化財活用地域活性化事業
実行委員会

九度山町文化遺産を活かした地域活
性化事業

1,497

279 和歌山県 湯浅町 湯浅町歴史文化財活用実行委員会 湯浅町文化遺産総合活用活性化事業 101

280 和歌山県 御坊市 御坊市文化遺産活用事業実行委員会 御坊市文化遺産活用活性化事業 2,263

281 和歌山県 新宮市 新宮市伝統文化継承事業実行委員会 新宮市の文化財活用活性化事業 4,750

282 鳥取県 鳥取県 鳥取県文化財保存協会 鳥取県文化遺産活用地域活性化事業 17,322

283 鳥取県 鳥取県 一般社団法人鳥取県建築士会
鳥取県の歴史的建造物を活用した地
域活性化事業

1,569

284 鳥取県 倉吉市
伯耆国文化遺産地域活性化実行委員
会

伯耆国文化遺産を活かした地域活性
化事業

994

285 鳥取県 境港市 境港市伝統文化継承事業実行委員会 境港市伝統文化継承事業 1,300

286 鳥取県 湯梨浜町
橋津藩倉を活用した地域活性化事業・
実行委員会

橋津藩倉を活用した地域活性化事業 2,009

287 島根県 島根県 公益財団法人 しまね文化振興財団
八雲立つ風土記の丘の総合的地域活
性化事業

2,275
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288 島根県 島根県 一般社団法人 島根県建築士会
島根県ヘリテージマネージャー育成事
業

467

289 島根県 島根県 公益社団法人 島根県観光連盟 島根の歴史文化に関する講演会 772

290 島根県 出雲市
出雲市伝統文化・古代遺産発信事業
実行委員会

出雲市伝統文化・古代遺産発信事業 2,621

291 島根県 浜田市 浜田市文化遺産活用事業実行委員会 浜田市文化遺産活用事業 2,070

292 島根県 益田市
益田市の文化遺産を活かした観光振
興・地域活性化事業実行委員会

益田市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

4,802

293 岡山県 岡山県 岡山県民俗芸能大会実行委員会 岡山県民俗芸能大会 282

294 岡山県 岡山県 一般社団法人岡山県建築士会
岡山県ヘリテージマネージャー育成事
業

757

295 岡山県 倉敷市
倉敷市文化遺産を活かした地域活性
化事業実行委員会

倉敷市文化遺産を活かした地域活性
化事業

3,805

296 岡山県 津山市 東新町町内会
県指定有形民俗文化財 龍鷹䑓の修
理

242

297 岡山県 玉野市 八浜秋の禮大祭保存継承実行委員会 八浜秋の禮大祭保存継承事業 4,516

298 岡山県 瀬戸内市
長船刀剣製作技術総合伝承事業実行
委員会

長船刀剣製作技術総合伝承事業 1,028

299 岡山県 矢掛町 矢掛町文化財活用実行委員会 矢掛町文化財活用事業 488

300 広島県 広島県 広島県文化財協会
文化遺産を活かした広島県地域活性
化事業

625

301 広島県 呉市
旧呉海軍工廠等文化遺産活用実行委
員会

旧呉海軍工廠等 呉の文化遺産調査・
研究事業

5,085

302 広島県 庄原市 庄原市民俗芸能大会実行委員会 庄原市民俗芸能大会事業 336

303 広島県 北広島町
北広島町文化遺産保存活用実行委員
会

「花田植」を活かした地域活性化事業 1,517
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304 山口県 萩市
萩まちじゅう博物館文化遺産活用事業
実行委員会

萩まちじゅう博物館文化遺産活用事業 5,079

305 山口県 下関市 下関市文化遺産活用事業実行委員会
下関市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

2,248

306 山口県 周南市 周南郷土伝統芸能保存協会
周南市地域の文化遺産次世代継承事
業

676

307 徳島県 徳島県
徳島県地域伝統文化総合活性化委員
会

徳島県文化遺産総合活性化事業 13,300

308 徳島県 徳島市 徳島市文化遺産活用事業実行委員会 徳島市文化遺産活用事業 1,719

309 徳島県 小松島市 小松島市文化財活性化実行委員会
小松島市の文化遺産を活かした地域
活性化事業

359

310 徳島県 松茂町 松茂町文化遺産活用実行委員会 松茂町文化遺産継承・活性化事業 806

311 香川県 丸亀市 丸亀市文化財保存活用実行委員会 香川県丸亀市文化財活用活性化事業 40

312 香川県 善通寺市 善通寺市文化事業推進委員会 善通寺市文化推進事業 1,676

313 香川県 三豊市
三豊市地域伝統文化活用活性化事業
実行委員会

三豊市地域伝統文化活用活性化事業 223

314 愛媛県 今治市 今治市文化遺産活用実行委員会
今治市の文化遺産を活かした地域活
性化事業

6,841

315 高知県 高知県
高知ヘリテージマネージャー・サポー
ター養成講座実行委員会

高知ヘリテージマネージャー・サポー
ター養成講座事業

339

316 高知県 四万十市 四万十市文化遺産活用実行委員会
四万十市文化遺産総合活用活性化事
業

1,722

317 福岡県 福岡県
福岡県の文化遺産を活かした地域活
性化事業実行委員会

福岡県の文化遺産を活かした地域活
性化事業

19,241

318 福岡県 福岡市 福岡市文化財活性化実行委員会
福岡市文化遺産を活かした地域活性
化事業

6,632

319 福岡県 中間市 中間市文化遺産活性化実行委員会
中間市の文化遺産を活用した地域活
性化事業

1,073
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320 福岡県 小郡市 伝統文化実行委員会 小郡市伝統文化活性化事業 4,369

321 福岡県 太宰府市
太宰府市民遺産を守り育てる実行委
員会

太宰府市の文化遺産を活かした地域
活性化事業

5,824

322 福岡県 須恵町 須恵町文化遺産活用実行委員会 須恵町文化遺産次世代継承事業 693

323 福岡県 みやこ町 みやこ町文化遺産活用実行委員会
みやこ町の文化遺産を活かした地域
活性化事業

3,785

324 佐賀県 小城市 小城山曳祇園700年祭実行委員会
小城山曳祇園700年祭へ向けての地
域活性化事業

393

325 佐賀県 唐津市 唐津文化遺産の日実行委員会 「唐津文化遺産の日」プロジェクト 2,989

326 佐賀県 多久市 公益財団法人 孔子の里 多久市文化遺産活用地域活性化事業 7,354

327 佐賀県 武雄市 武雄市伝統芸能保存連絡協議会 武雄市伝統芸能活性化事業 750

328 佐賀県 基山町 基山町文化遺産活用推進実行委員会
「きやまんもん」の文化遺産を活かした
地域活性化事業

2,444

329 長崎県 長崎県 長崎巡礼協議会
「長崎県内の教会群とキリスト教関連
遺産」を活かした地域活性化事業

3,175

330 長崎県 長崎市
長崎の近代化遺産活用事業実行委員
会

長崎の近代化遺産活用事業 4,124

331 長崎県 壱岐市 壱岐市文化遺産体験活動実行委員会 壱岐市文化遺産総合活用活性化事業 709

332 長崎県 五島市 五島八十八ヵ所巡り推進協議会 文化遺産総合活用活性化事業 3,300

333 長崎県 西海市
中浦地区文化遺産活用地域活性化実
行委員会

七釜鍾乳洞等の文化遺産を活かした
活性化事業

2,137

334 長崎県 西海市
西海地域の歴史文化遺産活用実行委
員会

西海市の伝統文化活性化事業 9,880

335 長崎県 雲仙市
雲仙市小浜温泉歴史文化遺産活用実
行委員会

小浜温泉歴史文化遺産活用事業 562
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336 長崎県 新上五島町
新上五島町つばきアイランドプラン推
進協議会

文化遺産総合活用活性化事業 2,239

337 熊本県 宇土市
宇土雨乞い大太鼓魅力再発見事業実
行委員会

宇土大太鼓 これからの１００年 プロ
ジェクト

1,693

338 熊本県 益城町 津森神宮お法使屋会 津森神宮お法使祭調査研究事業 499

339 熊本県 山都町
山都町文化遺産保存活用事業実行委
員会

平成２７年度 山都町文化遺産を活か
した地域活性化事業

3,257

340 熊本県 八代市 八代妙見祭活性化協議会
八代市文化遺産公開活用・地域活性
化事業

6,470

341 大分県 大分県 おおいた遺産活性化委員会
おおいた遺産を活用した地域活性化
事業

3,639

342 大分県 大分県
おおいた民謡・民俗芸能活性化委員
会

大分県文化遺産を活用した地域活性
化事業

2,387

343 大分県 大分県 公益社団法人大分県建築士会
地域の歴史的建造物の保存・活用を
推進するための人材育成事業

2,293

344 大分県 大分県 大分県文化遺産活用推進実行委員会 おせったいガイド育成事業 1,601

345 大分県 国東市 国東市文化遺産活用実行委員会
おおいたのキリシタン・南蛮文化遺産
活用・発信プロジェクト in 国東市

2,074

346 大分県 竹田市 竹田市文化財活性化実行委員会
おおいたのキリシタン・南蛮文化遺産
活用・発信プロジェクト in 竹田市

572

347 大分県 大分市
おおいたのキリシタン・南蛮文化遺産
活用・発信プロジェクト in 大分市実行
委員会

おおいたのキリシタン・南蛮文化遺産
活用・発信プロジェクトin 大分市

2,825

348 大分県 杵築市 杵築市文化遺産活用推進実行委員会 文化遺産総合活用活性化事業 1,469

349 宮崎県 宮崎県 一般社団法人宮崎県建築士会
地域の文化遺産情報発信、人材育成
事業

611

350 宮崎県 宮崎県 神楽保存・継承実行委員会
宮崎県の文化遺産を活用した地域活
性化プラン

7,703

351 宮崎県 延岡市

オール延岡人！！市民みんなでスクラ
ム組んで！！いっしょにやっちみろ
や！！文化遺産を活かした地域活性
化実行委員会

地域の文化遺産伝承活動に根ざした、
市民みんなで支え合う地域活性化事
業

11,304
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352 宮崎県 延岡市
あがたの趣を伝える地域活動実行委
員会

あがたの趣を守り、後世に伝える地域
文化活動推進事業

10,463

353 鹿児島県 龍郷町 龍郷町奄美遺産活用事業実行委員会 龍郷町シマ（集落）遺産調査事業 2,115

354 鹿児島県 宇検村 宇検村文化財活性化実行委員会 宇検村文化遺産総合活性化事業 4,678

355 鹿児島県 奄美市 奄美遺産実行委員会 奄美遺産総合的活用事業 1,631

356 鹿児島県 指宿市 指宿まるごと博物館実行委員会 指宿まるごと博物館構想推進事業 5,480

357 沖縄県 宮古島市 宮古島市文化遺産活用実行委員会
架橋がつなぐ伊良部島・下地島の文化
遺産を活かした地域活性化プラン

4,864

358 関西広域連合 関西広域連合 関西広域連合「文化の道」実行委員会 関西「文化の道」事業 4,962
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