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1 北海道 中標津町 中標津町 中標津町文化財保存活用地域計画作成事業 2,124

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 1,252

3 岩手県 釜石市 釜石市 釜石市文化財保存活用地域計画作成事業 1,808

4 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 1,000

5 秋田県 横手市 横手市 横手市文化財保存活用地域計画作成事業 3,595

6 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 3,017

7 山形県 寒河江市 寒河江市 寒河江市文化財保存活用地域計画作成事業 941

8 福島県 会津若松市 会津若松市 会津若松市文化財保存活用地域計画作成事業 3,116

9 福島県 喜多方市 喜多方市 喜多方市文化財保存活用地域計画作成事業 2,202

10 福島県 石川町 石川町 石川町文化財保存活用地域計画作成事業 987

11 茨城県 日立市 日立市 日立市文化財保存活用地域計画策定事業 1,615

12 栃木県 小山市 小山市 小山市文化財保存活用地域計画作成事業 2,985

13 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 2,077

14 栃木県 那須塩原市 那須塩原市 那須塩原市文化財保存活用地域計画作成事業 1,690

15 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 1,000

16 群馬県 館林市 館林市 館林市文化財保存活用地域計画策定事業 308

17 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 1,714

18 埼玉県 白岡市 白岡市 白岡市文化財保存活用地域計画作成事業 767
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19 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 940

20 千葉県 松戸市 松戸市 松戸市文化財保存活用地域計画作成事業 181

21 千葉県 柏市 柏市 柏市文化財保存活用地域計画作成事業 3,872

22 千葉県 我孫子市 我孫子市 我孫子市文化財保存活用地域計画 578

23 千葉県 富里市 富里市 富里市文化財保存活用地域計画策定事業 8,700

24 千葉県 香取市 香取市 香取市文化財保存活用地域計画作成事業 939

25 神奈川県 横浜市 横浜市 横浜市文化財保存活用地域計画作成事業 5,695

26 神奈川県 伊勢原市 伊勢原市 伊勢原市文化財保存活用地域計画作成事業 1,051

27 新潟県 新発田市 新発田市 新発田市文化財保存活用地域計画策定事業 3,321

28 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 2,877

29 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 1,944

30 福井県 大野市 大野市 大野市文化財保存活用地域計画策定事業 2,378

31 福井県 勝山市 勝山市 勝山市文化財保存活用地域計画作成事業 4,505

32 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 3,066

33 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 2,438

34 山梨県 甲府市 甲府市 甲府市文化財保存活用地域計画作成事業 1,000

35 長野県 松本市 松本市 松本市文化財保存活用地域計画作成事業 900

36 長野県 上田市 上田市 上田市文化財保存活用地域計画策定事業 1,466
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37 長野県 伊那市 伊那市 伊那市文化財保存活用地域計画策定事業 1,525

38 長野県 千曲市 千曲市 千曲市文化財保存活用地域計画 1,000

39 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 480

40 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 1,708

41 静岡県 富士市 富士市 富士市文化財保存活用地域計画作成事業 1,705

42 静岡県 磐田市 磐田市 磐田市文化財保存活用地域計画作成事業 2,271

43 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 4,870

44 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 5,799

45 愛知県 犬山市 犬山市 犬山市文化財保存活用地域計画作成事業 4,656

46 愛知県 蟹江町 蟹江町 蟹江町文化財保存活用地域計画作成事業 4,212

47 三重県 四日市市 四日市市 四日市市文化財保存活用地域計画策定事業 4,908

48 三重県 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市文化財保存活用地域計画作成事業 4,852

49 滋賀県 長浜市 長浜市 長浜市文化財保存活用地域計画作成事業 2,308

50 滋賀県 草津市 草津市 草津市文化財保存活用地域計画 622

51 滋賀県 守山市 守山市 守山市文化財保存活用地域計画作成事業 2,027

52 滋賀県 栗東市 栗東市 栗東市文化財保存活用地域計画策定事業 3,755

53 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 385

54 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 2,178
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55 滋賀県 東近江市 東近江市 東近江市文化財保存活用地域計画作成事業 672

56 滋賀県 米原市 米原市 米原市文化財保存活用地域計画作成事業 1,048

57 滋賀県 多賀町 多賀町 多賀町文化財保存活用地域計画作成事業 2,755

58 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 3,150

59 京都府 舞鶴市 舞鶴市 舞鶴市文化財保存活用地域計画作成事業 2,243

60 京都府 宮津市 宮津市 宮津市文化財保存活用地域計画作成事業 1,408

61 京都府 亀岡市 亀岡市 亀岡市文化財保存活用地域計画作成事業 1,466

62 京都府 長岡京市 長岡京市 長岡京市文化財保存活用地域計画作成事業 1,547

63 京都府 木津川市 木津川市 木津川市文化財保存活用地域計画作成事業 2,026

64 京都府 与謝野町 与謝野町 与謝野町文化財保存活用地域計画作成事業 1,017

65 大阪府 高槻市 高槻市 高槻市文化財保存活用地域計画作成事業 4,443

66 大阪府 八尾市 八尾市 八尾市文化財保存活用地域計画作成事業 5,691

67 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 4,839

68 大阪府 交野市 交野市 交野市文化財保存活用地域計画作成事業 1,314

69 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 4,928

70 兵庫県 西宮市 西宮市 西宮市文化財保存活用計画作成事業 2,255

71 兵庫県 丹波篠山市 丹波篠山市 丹波篠山市文化財保存活用地域計画作成事業 3,029

72 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 3,635
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73 兵庫県 福崎町 福崎町 福崎町文化財保存活用地域計画作成事業 3,713

74 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 1,096

75 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 561

76 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 2,755

77 鳥取県 鳥取市 鳥取市 鳥取市歴史文化基本構想策定事業 1,157

78 島根県 大田市 大田市 大田市文化財保存活用地域計画作成事業 3,200

79 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 1,844

80 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 842

81 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 555

82 岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市 瀬戸内市文化財保存活用地域計画作成事業 1,000

83 岡山県 美作市 美作市 美作市文化財保存活用地域計画作成事業 1,921

84 山口県 山口市 山口市 山口市文化財保存活用地域計画作成事業 1,012

85 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 1,605

86 香川県 小豆島町 小豆島町 小豆島町文化財保存活用地域計画作成事業 700

87 愛媛県 西予市 西予市 西予市文化財保存活用地域計画作成事業 1,000

88 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 709

89 福岡県 福岡市 福岡市 福岡市文化財保存活用地域計画作成事業 3,585

90 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 2,597
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91 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 3,701

92 福岡県 太宰府市 太宰府市 太宰府市文化財保存活用地域計画策定事業 2,839

93 大分県 竹田市 竹田市 竹田市文化財保存活用地域計画作成事業 2,552

94 大分県 宇佐市 宇佐市 宇佐市文化財保存活用地域計画等策定事業 417

95 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 2,154

96 鹿児島県 南九州市 南九州市 南九州市文化財保存活用地域計画作成事業 639

97 沖縄県 糸満市 糸満市 糸満市文化財保存活用地域計画作成事業 1,163

98 沖縄県 うるま市 うるま市 うるま市文化財保存活用地域計画作成事業 1,095

99 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 1,247


