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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 6,289

2 岩手県 花巻市 花巻市 花巻市文化財保存活用地域計画作成事業 2,068

3 宮城県 涌谷町 涌谷町 涌谷町文化財保存活用地域計画作成事業 2,222

4 秋田県 横手市 横手市 横手市歴史文化基本構想策定事業 2,959

5 秋田県 湯沢市 湯沢市 湯沢市文化財保存活用地域計画作成事業 2,682

6 山形県 飯豊町 飯豊町 飯豊町歴史文化基本構想策定事業 3,035

7 福島県 国見町 国見町 国見町歴史文化基本構想策定事業 5,406

8 茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市 常陸大宮市文化財保存活用地域計画作成事業 2,689

9 栃木県 大田原市 大田原市 大田原市文化財保存活用地域計画作成事業 2,500

10 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事業 3,956

11 栃木県 下野市 下野市 下野市文化財保存活用地域計画作成事業 2,500

12 埼玉県 秩父市 秩父市 秩父市文化財保存活用地域計画作成事業 2,240

13 千葉県 銚子市 銚子市 銚子市文化財保存活用地域計画作成事業 1,831

14 千葉県 柏市 柏市 柏市文化財保存活用地域計画作成事業 3,081

15 千葉県 富里市 富里市 富里市歴史文化基本構想策定事業 4,605

16 石川県 金沢市 金沢市 金沢市文化財保存活用地域計画作成事業 3,665

17 石川県 輪島市 輪島市 輪島市文化財保存活用地域計画作成事業 2,622

18 福井県 小浜市 小浜市 小浜市文化財保存活用地域計画作成事業 6,418
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19 福井県 大野市 大野市 大野市文化財保存活用地域計画作成事業 2,500

20 福井県 坂井市 坂井市 坂井市文化財保存活用地域計画作成事業 5,863

21 福井県 若狭町 若狭町 若狭町文化財保存活用地域計画作成事業 1,922

22 山梨県 山梨市 山梨市 山梨市文化財保存活用地域計画作成事業 2,438

23 長野県 伊那市 伊那市 伊那市歴史文化基本構想策定事業 2,500

24 長野県 千曲市 千曲市 千曲市歴史文化基本構想策定事業 1,443

25 岐阜県 岐阜市 岐阜市 岐阜市文化財保存活用地域計画作成事業 6,752

26 岐阜県 美濃市 美濃市 美濃市文化財保存活用地域計画作成事業 6,296

27 静岡県 浜松市 浜松市 浜松市文化財保存活用地域計画作成事業 3,148

28 愛知県 岡崎市 岡崎市 岡崎市文化財保存活用地域計画作成事業 4,869

29 愛知県 西尾市 西尾市 西尾市文化財保存活用地域計画作成事業 7,973

30 三重県 明和町 明和町 明和町文化財保存活用地域計画作成事業 8,464

31 滋賀県 大津市 大津市 大津市歴史文化基本構想策定事業 2,500

32 滋賀県 長浜市 長浜市 長浜市歴史文化基本構想策定事業 3,019

33 滋賀県 草津市 草津市 草津市文化財保存活用地域計画作成事業 2,136

34 滋賀県 甲賀市 甲賀市 甲賀市文化財保存活用地域計画作成事業 1,500

35 滋賀県 高島市 高島市 高島市文化財保存活用地域計画作成事業 3,097

36 京都府 京都市 京都市 京都市文化財保存活用地域計画作成事業 5,223
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37 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事業 1,821

38 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 1,592

39 大阪府 泉佐野市 泉佐野市 泉佐野市文化財保存活用地域計画作成事業 5,439

40 兵庫県 明石市 明石市 明石市文化財保存活用地域計画作成事業 3,541

41 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 2,072

42 兵庫県 加西市 加西市 加西市歴史文化遺産保存活用計画策定事業 5,781

43 兵庫県 篠山市 篠山市 篠山市文化財保存活用地域計画作成事業 2,564

44 兵庫県 淡路市 淡路市 淡路市文化財保存活用地域計画作成事業 3,677

45 兵庫県 神河町 神河町 神河町文化財保存活用地域計画作成事業 8,116

46 兵庫県 香美町 香美町 香美町文化財保存活用地域計画作成事業 1,219

47 奈良県 王寺町 王寺町 王寺町文化財保存活用地域計画作成事業 562

48 和歌山県 湯浅町 湯浅町 湯浅町文化財保存活用地域計画作成事業 5,343

49 鳥取県 鳥取市 鳥取市 鳥取市歴史文化基本構想策定事業 2,500

50 島根県 益田市 益田市
益田市益田・吉田地区文化財保存活用地域計画
作成事業

330

51 島根県 津和野町 津和野町 津和野町文化財保存活用地域計画作成事業 5,583

52 岡山県 津山市 津山市 津山市文化財保存活用地域計画作成事業 2,735

53 岡山県 備前市 備前市 備前市文化財保存活用地域計画作成事業 1,004

54 山口県 山口市 山口市 山口市歴史文化基本構想策定事業 5,872
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55 徳島県 徳島市 徳島市 徳島市文化財保存活用地域計画作成事業 1,969

56 愛媛県 松野町 松野町 松野町文化財保存活用地域計画作成事業 1,050

57 福岡県 久留米市 久留米市 久留米市文化財保存活用地域計画作成事業 3,367

58 福岡県 小郡市 小郡市 小郡市歴史文化基本構想策定事業 3,148

59 福岡県 宗像市 宗像市 宗像市文化財保存活用地域計画作成事業 4,553

60 鹿児島県 西之表市 西之表市 西之表市文化財保存活用地域計画作成事業 2,500

61 沖縄県 宮古島市 宮古島市 宮古島市文化財保存活用地域計画作成事業 2,239


