
令和３年度補正予算事業　地域文化財総合活用推進事業（地域の伝統行事等のための伝承事業）　一覧

1 北海道 江別市 野幌太々神楽保存会 野幌太々神楽用具等整備事業 2,299

2 青森県 むつ市 新盛組用具整備実行委員会 新盛組用具整備事業 1,268

3 岩手県 花巻市 花巻市地域文化財伝承保存実行委員会 花巻市地域文化財伝承保存事業 26,196

4 岩手県 遠野市 遠野市郷土芸能協議会 遠野市文化遺産活用推進事業 7,831

5 岩手県 奥州市 奥州市伝統芸能継承実行委員会 奥州市伝統芸能継承事業 6,189

6 岩手県 野田村 野田まつり実行委員会 野田まつり伝承事業 3,339

7 宮城県 仙台市 仙台・青葉まつり協賛会 仙台・青葉まつり山鉾等修繕事業 12,175

8 宮城県 塩竈市 塩竈みなと祭協賛会 塩竈みなと祭御座船「鳳凰丸」「龍鳳丸」修繕事業 22,743

9 宮城県 石巻市 石巻市大原浜切り絵曼荼羅修復実行委員会 石巻市大原地区切り絵曼荼羅修復事業 4,463

10 秋田県 男鹿市 男鹿市の伝統行事伝承事業協議会 男鹿市の伝統行事のための伝承事業 513

11 山形県 山形市 鹿楽招旭踊保存会 鹿楽招旭踊用具修繕事業 758

12 山形県 酒田市 酒田市民俗芸能保存会 酒田市民俗芸能保存伝承事業 2,117

13 山形県 寒河江市 平塩舞楽保存会 寒河江市文化遺産活用推進事業 2,446

14 福島県 福島県 特定非営利活動法人民俗芸能を継承するふくしまの会 福島県地域文化財を活かした地域活性化事業 47,233

15 福島県 二本松市 二本松市文化遺産活用実行委員会 二本松市文化遺産継承基盤整備事業 12,985

16 茨城県 守谷市 上町氏子会伝統行事継承事業実行委員会 上町氏子会山車解体修理及び馬鹿踊り継承事業 10,826

17 茨城県 土浦市 土浦市花火後継者育成事業実行委員会 土浦市花火技術後継者育成事業 27,184

18 茨城県 桜川市 人形浄瑠璃　真壁白井座保存会 人形浄瑠璃真壁白井座人形修理事業 545

19 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 宇都宮市の文化遺産を活かした地域活性化事業 6,670

20 栃木県 鹿沼市 鹿沼市文化遺産保存・活用推進事業実行委員会 鹿沼市文化遺産保存・活用推進事業 8,163

21 栃木県 日光市 日光弥生祭付祭保存会 日光弥生祭付祭家体献備行事に係る用具等整備事業 89,881

22 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 1,784

23 埼玉県 さいたま市 さいたま市囃子等保存活用推進実行委員会 さいたま市囃子等保存活用推進事業 3,080

24 埼玉県 入間郡越生町 越生町文化遺産活用実行委員会 越生町文化遺産活用事業 71,329

25 埼玉県 神川町 神川町池田の獅子舞用具修理実行委員会 神川町獅子舞用具修理事業 568

26 埼玉県 羽生市 旭町お囃子保存会 旭町祭り囃子保存推進事業 347
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27 埼玉県 寄居町 寄居町文化財活用活性化実行委員会 宗像神社例大祭の保存伝承と地域活性化事業 79,392

28 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 10,899

29 埼玉県 坂戸市 坂戸市無形民俗文化財保存団体協議会 坂戸市無形民俗文化財活用推進事業 397

30 埼玉県 上尾市 上尾市地域文化財総合活用推進実行委員会 上尾市地域文化財総合活用推進事業 2,655

31 埼玉県 加須市 加須市民俗芸能保存継承事業実行委員会 加須市民俗芸能保存継承事業 6,875

32 埼玉県 久喜市
久喜市文化遺産活用・地域の伝統行事等のための伝承
事業実行委員会

久喜市文化遺産活用・地域の伝統行事等のための伝承
事業

17,964

33 埼玉県 三芳町 三芳町郷土芸能保存活用実行委員会 三芳町郷土芸能保存活用事業 3,606

34 埼玉県 川越市 川越市文化遺産活用実行委員会 川越市文化遺産活用事業 17,876

35 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 15,305

36 埼玉県 日高市 日高市文化遺産活用推進実行委員会 日高市文化遺産活用推進事業 11,112

37 埼玉県 入間市 入間市文化遺産活用推進実行委員会 入間市文化遺産活用推進事業 10,508

38 埼玉県 飯能市 飯能市地域の伝統行事等のための伝承事業実行委員会 飯能市地域の伝統行事等のための伝承事業 21,566

39 埼玉県 深谷市 深谷市文化財活用活性化実行委員会 深谷市西島町屋台修理工事 11,371

40 埼玉県 本庄市 本庄市文化遺産保存活用実行委員会 本庄市文化遺産保存活用事業 51,169

41 千葉県 市川市 獅子保存会 市川市文化遺産活用推進事業 7,521

42 千葉県 船橋市 小栗原稲荷神社秋季大祭実行委員会 小栗原稲荷神社秋季大祭実行委員会太鼓山車修繕事業 1,281

43 千葉県 館山市 館山の地域伝承事業実行委員会 館山の地域伝承事業 11,478

44 千葉県 野田市 バッパカ獅子舞保存会 野田市文化遺産活用用具等整備事業 5,139

45 千葉県 成田市 成田市伝統行事推進委員会 成田市伝統行事推進事業 41,690

46 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 12,995

47 千葉県 勝浦市 勝浦区 勝浦区祭屋台等用具整備事業 3,030

48 千葉県 流山市 流山市指定無形民俗文化財保存活用実行委員会 流山市指定無形民俗文化財保存活用実行委員会 6,550

49 千葉県 浦安市 浦安市無形民俗文化財活用推進実行委員会 浦安市無形民俗文化財用具整備事業 2,435

50 千葉県 多古町 多古祇園祭伝統継承実行委員会 多古祇園祭伝統継承事業 11,408

51 東京都 文京区 動坂町会山車修理委員会 動坂町会山車修理事業 2,833

52 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 4,631

53 東京都 豊島区 豊島区無形民俗文化財活用実行委員会 豊島区無形民俗文化財活用事業 1,357
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54 東京都 板橋区 板橋区文化遺産保存活用実行委員会 板橋区文化遺産保存活用推進事業 6,571

55 東京都 町田市 木曽囃子連 山車の修理 3,146

56 東京都 瑞穂町 殿ケ谷山車修理実行委員会 殿ケ谷の山車修理事業 11,371

57 東京都 日の出町 日の出町文化遺産活用実行委員会 日の出町文化遺産活用用具等整備事業 11,727

58 東京都 立川市 立川よいと祭り実行委員会 立川よいと祭り事業 27,508

59 東京都 八王子市 八王子まつり実行委員会 八王子まつり関連文化財活用推進事業 23,244

60 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 荒川区文化遺産の後継者育成事業 68

61 東京都 足立区 足立区郷土芸能保存会 足立区郷土芸能保存会活動保存継承支援事業 493

62 東京都 世田谷区 新野睦会 北沢八幡神社祭礼連合神輿渡御神輿文化継承事業 6,945

63 神奈川県 横浜市 牛込獅子保存会 横浜市地域文化財総合活用推進事業 1,946

64 神奈川県 相模原市 相模原市地域文化財活用事業実行委員会（仮称）
相模原市文化財を活用した地域文化財総合活用推進事
業

9,978

65 神奈川県 厚木市 厚木市文化遺産保存・活用推進実行委員会 厚木市文化遺産保存・活用推進事業 1,845

66 神奈川県 伊勢原市 伊勢原市無形民俗文化財活用実行委員会 伊勢原市無形民俗文化財活性化事業 14,438

67 神奈川県 南足柄市 南足柄市無形民俗文化財活性化実行委員会 南足柄市無形民俗文化財活性化事業 2,184

68 神奈川県 寒川町 寒川町文化遺産活用整備実行委員会 寒川町文化遺産活用整備事業 3,191

69 新潟県 村上市 村上市地域文化遺産活用事業実行委員 村上市の文化遺産を活かした地域活性化事業 10,239

70 新潟県 新潟市 新潟市地域文化遺産保存活用事業実行委員会 新潟市地域文化遺産保存活用事業 17,152

71 新潟県 魚沼市
堀之内十五夜まつり大煙火大会実行委員会　下モ組青
年團

魚沼市堀之内地区における文化遺産活用地域活性化事
業

483

72 富山県 富山市 富山市地域伝統行事等伝承事業実行委員会 富山市地域伝統行事等伝承事業 52,645

73 富山県 高岡市 高岡市歴史文化推進協議会 高岡市伝統行事用具等整備事業 70,071

74 富山県 射水市 （仮）射水市文化財保存継承事業実行委員会 射水市文化財保存継承推進事業 40,282

75 富山県 魚津市 魚津市文化財活用実行委員会（仮称） 魚津市文化財活用事業 1,245

76 富山県 滑川市 滑川市伝統文化保存継承推進実行委員会 滑川市伝統文化保存継承事業 1,285

77 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 3,167

78 富山県 砺波市 砺波市伝統行事活性化実行委員会 砺波市伝統行事活性化事業 16,647

79 富山県 小矢部市 小矢部市石動曳山修繕等実行委員会 小矢部市石動曳山修繕等事業 32,843

80 富山県 南砺市 南砺市地域文化財総合活用推進事業実行委員会 南砺市地域文化財総合活用推進事業 40,903
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81 石川県 輪島市 輪島市文化遺産活用実行委員会 輪島市文化遺産活用補助事業 7,693

82 石川県 珠洲市 須須守護神太鼓保存会 須須守護神太鼓整備（修理）事業 1,214

83 福井県 越前市 若獅子会夫婦神輿保存委員会 若獅子会夫婦神輿保存事業 5,271

84 山梨県 富士吉田市 富士吉田市文化遺産活用実行委員会 富士吉田市文化遺産保存活用事業 9,105

85 長野県 長野市 長野市地域文化財総合活用推進事業実行委員会 長野市地域文化財総合活用推進事業 9,844

86 長野県 千曲市 千曲市文化遺産保存活用実行委員会 千曲市文化遺産保存活用事業 2,010

87 岐阜県 関市 関市民俗文化財保存活用事業実行委員会 関市民俗文化財保存活用事業 3,578

88 静岡県 森町 森町文化遺産保存活用実行委員会 森町文化遺産保存継承活用推進事業 7,563

89 静岡県 磐田市 掛塚まつり本部 磐田市掛塚地区文化遺産活用用具等整備事業 3,256

90 静岡県 浜松市 浜松市無形民俗文化財保護団体連絡会 浜松市無形民俗文化財活用推進事業 2,334

91 愛知県 名古屋市 文化財名古屋保存活用実行委員会 名古屋市文化遺産活用事業 21,180

92 愛知県 一宮市 一宮市文化遺産活用推進事業実行委員会 一宮市文化遺産活用推進事業 353

93 愛知県 半田市
半田市文化遺産活用山車等民俗文化財保存修理実行委
員会

半田市文化遺産活用山車等民俗文化財保存修理事業 26,227

94 愛知県 豊川市 豊川市文化遺産活用実行委員会 豊川市文化遺産活用事業 27,650

95 愛知県 犬山市 犬山市文化遺産活用推進実行委員会 犬山市文化遺産活用推進事業 14,869

96 愛知県 常滑市 常滑市文化遺産保存継承推進実行委員会
常滑地域の伝統行事・伝統文化伝承のための用具等整
備事業

6,772

97 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 6,904

98 愛知県 知立市 知立山車連合保存会 知立祭り伝承事業 1,953

99 愛知県 武豊町 武豊町文化遺産活用実行委員会 武豊町文化遺産活用事業 31,086

100 愛知県 設楽町 三都橋参候祭保存会 参候祭行事地域の伝統行事等のための伝承事業 476

101 三重県 津市 津市無形民俗文化財保存・伝承事業実行委員会 津市無形民俗文化財保存・伝承事業 5,246

102 三重県 四日市市 四日市市伝統行事等保存活用実行委員会 四日市市伝統行事等保存活用事業 4,501

103 三重県 伊勢市 伊勢市民俗文化財保存継承実行委員会 伊勢市民俗文化財保存継承事業 5,017

104 三重県 松阪市 松阪市伝統行事等伝承事業実行委員会 松阪市文化遺産活用整備事業 30,794

105 三重県 名張市 名張市伝統行事伝承事業実行委員会 名張市伝統行事伝承事業 1,047

106 三重県 鳥羽市 国崎熨斗あわび文化保存会 鳥羽市文化遺産伝承事業 297

107 三重県 熊野市 熊野市文化遺産保存活用実行委員会
熊野市の文化遺産を活用した地域文化財総合活用推進
事業の実施

22,543
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108 三重県 明和町 明和町日本遺産活用推進協議会 明和町伝統行事等伝承事業 16,734

109 三重県 玉城町 玉城町民俗芸能保存実行委員会 玉城町民俗芸能保存事業 2,309

110 三重県 度会町 度会町文化遺産保存活動実行委員会 度会町文化遺産保存活動用具等整備事業 611

111 滋賀県 大津市 大津市文化遺産活用推進実行委員会 大津市文化遺産活用推進事業 6,022

112 滋賀県 草津市 老杉神社頭屋行事保存会
滋賀県選択無形民俗文化財老杉神社の頭屋行事　地域
の伝統行事等のための伝承事業

3,852

113 滋賀県 甲賀市 水口まつり保存振興会
滋賀県指定無形民俗文化財　水口曳山祭　用具等整備
地域の伝統行事等のための伝承事業

5,023

114 滋賀県 高島市 高島市文化遺産活用実行委員会 高島市の伝統行事のための伝承事業 2,292

115 滋賀県 東近江市 東近江市伝統文化推進事業実行委員会 東近江市文化遺産活用事業 12,896

116 滋賀県 日野町 日野曳山保存会
日野曳山祭用具整備 地域の伝統行事等のための伝承
事業

4,245

117 滋賀県 愛荘町 円城寺宮世話会 山車の車輪修理事業 266

118 京都府 京都市 京都の文化遺産総合活性化実行委員会
京都の国指定等以外の文化財の用具整備・後継者育成
事業

77,422

119 京都府 舞鶴市 舞鶴市歴史文化遺産総合活用推進事業実行委員会 舞鶴市歴史文化遺産総合活用推進事業 5,177

120 京都府 綾部市 綾部市伝統行事保存継承実行委員会 綾部市文化遺産保存・活用事業 14,592

121 京都府 亀岡市 地域資源活用実行委員会 亀岡市無形文化遺産継承事業 8,665

122 京都府 南丹市 南丹市地域文化活性化連絡協議会 南丹市文化遺産活用推進事業 11,567

123 京都府 伊根町 伊根町地域文化活性化連絡協議会 伊根町地域の伝統行事等のための伝承事業 1,422

124 京都府 与謝野町 与謝野町伝統芸能活用推進事業実行委員会 与謝野町伝統芸能活用推進事業 16,141

125 大阪府 大阪市 大阪市文化遺産活用実行委員会 大阪市文化遺産活用推進事業 9,008

126 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 386,950

127 大阪府 岸和田市 岸和田市地域文化財総合活用推進協議会 岸和田市地域文化財総合活用事業 170,648

128 大阪府 泉大津市 泉大津市文化遺産活性化実行委員会 泉大津市文化遺産活性化事業 35,243

129 大阪府 貝塚市 貝塚市文化遺産活用実行委員会 貝塚市文化遺産活用事業 46,965

130 大阪府 守口市 守口市文化遺産活用守口市地車連絡協会 地域（南寺方地区）文化遺産継承事業 10,006

131 大阪府 八尾市 八尾歴史資産活用実行委員会 八尾歴史遺産継承活用事業 21,041

132 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 158,771

133 大阪府 富田林市 富田林市伝統文化保護団体連絡会 富田林市文化遺産を活かした地域活性化事業 85,230

134 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実行委員会（地域の伝統
行事等のための伝承事業）

7,284



NO 都道府県名
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135 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 2,871

136 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 65,704

137 大阪府 柏原市 柏原市文化遺産活用実行委員会 柏原市青谷地区文化遺産活用事業 3,014

138 大阪府 羽曳野市
羽曳野市文化遺産活用西浦地車次世代継承事業実行委
員会

羽曳野市文化遺産活用西浦地車次世代継承事業 1,137

139 大阪府 門真市 三番奉賛会 門真市旧三番地区地車保存継承事業 4,086

140 大阪府 高石市 高石市文化遺産活用継承実行委員会 高石市文化遺産活用継承事業 40,865

141 大阪府 泉南市
令和４年度泉南市内の地域文化財総合活用推進事業実
行委員会

令和４年度泉南市内の文化財総合活用推進事業 41,530

142 大阪府 大阪狭山市 口大野地車前田地車修繕実行委員会 口大野地車前田地車修繕事業 15,735

143 大阪府 阪南市 阪南市文化遺産活用実行委員会 阪南市文化遺産活用推進事業 22,389

144 大阪府 能勢町 能勢人形浄瑠璃実行委員会 能勢人形浄瑠璃活性事業 454

145 大阪府 忠岡町 忠岡町文化遺産活用道之町実行委員会 忠岡町文化遺産活用用具等整備事業 4,032

146 大阪府 熊取町 熊取伝統文化活用推進実行委員会 熊取伝統文化活用推進事業 7,552

147 兵庫県 姫路市 屋台文化保存連絡会 令和4年度　播州祭礼文化遺産修繕保存事業 12,010

148 兵庫県 尼崎市 尼崎市伝統行事・祭礼等保存活用実行委員会 尼崎市伝統行事・祭礼等保存活用事業 36,876

149 兵庫県 明石市 明石市の文化遺産総合活用推進事業実行委員会 明石市の文化遺産総合活用推進事業 7,758

150 兵庫県 西宮市 西宮市地域文化遺産活用事業実行委員会 西宮市地域文化遺産活用事業 45,746

151 兵庫県 豊岡市 城崎温泉秋祭り実行委員会 城崎温泉秋祭り　壇尻修繕事業 21,834

152 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 11,984

153 兵庫県 西脇市 西脇市歴史文化遺産活用活性化実行委員会 西脇市歴史文化遺産活用活性化事業 2,243

154 兵庫県 三木市 三木市文化遺産活性化実行委員会 地域の伝統行事等のための伝承事業 11,057

155 兵庫県 高砂市 高砂市地域文化財総合活用推進事業実行委員会 高砂市地域文化財総合活用推進事業 3,951

156 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 1,062

157 兵庫県 三田市 三田市の伝統行事等のための伝承事業実行委員会 地域の伝統行事等のための伝承事業 808

158 兵庫県 加西市 加西市文化遺産活用実行委員会 加西市歴史文化遺産を活かした地域活性化事業 46,111

159 兵庫県 南あわじ市 南あわじ地域伝統文化保存伝承実行委員会 南あわじ地域伝統文化保存伝承事業 34,733

160 兵庫県 淡路市 淡路市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 淡路市文化遺産総合活用推進事業 1,940

161 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推進事業 2,692
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162 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 58,016

163 兵庫県 香美町 香住三番叟保存会 香住三番叟衣装整備事業 2,130

164 奈良県 奈良県 奈良地域伝統文化保存協議会 奈良県無形民俗文化財交流・研修会事業 6,086

165 奈良県 橿原市
橿原市指定民俗文化財「土市の地車、今井の地車」保
存継承実行委員会

橿原市指定民俗文化財「土市の地車、今井の地車」保
存継承事業

53,723

166 奈良県 御所市 御所の伝統行事伝承事業実行委員会 御所市の伝統行事伝承事業 3,115

167 奈良県 安堵町 東安堵六斎念仏継承サポート実行委員会 東安堵六斎念仏継承サポート事業 506

168 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 7,252

169 和歌山県 橋本市 橋本市東家区秋祭り地域文化遺産総合推進実行委員会 橋本市東家区秋祭り地域文化遺産総合活用推進事業 11,338

170 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 16,614

171 和歌山県 御坊市 御坊市文化財総合活用推進事業実行委員会 御坊市文化財総合活用推進事業 4,779

172 和歌山県 高野町 細川傘鉾祭保存活用事業実行委員会 細川傘鉾祭保存活用事業 11,282

173 和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町地域伝統文化保存継承推進委員会 那智勝浦町浦神地区伝統文化保存継承事業 8,409

174 和歌山県 串本町 串本町内祭礼行事伝承事業実行委員会 串本町内祭礼行事伝承事業 18,546

175 鳥取県 米子市 よいとまかせ保存・伝承の会 日吉神社神幸神事「よいとまかせ保存・伝承」事業 238

176 島根県 江津市 江津市文化遺産活用事業実行委員会 江津市文化遺産活用・推進事業 43,555

177 岡山県 岡山市 追川獅子舞保存会 追川獅子舞用具修理事業 4,374

178 岡山県 真庭市 真庭市文化遺産活用推進実行委員会 真庭市文化遺産活用推進事業 4,670

179 岡山県 美作市 美作市伝統芸能継承実行委員会 美作市伝統芸能継承事業 1,187

180 岡山県 久米南町 久米南町地域の伝統行事伝承事業実行委員会 久米南町地域の伝統行事伝承事業 9,264

181 山口県 下関市 下関市文化遺産活用事業実行委員会 下関市の伝統行事等伝承事業 661

182 山口県 山口市 山口市文化遺産保存活用実行委員会 山口市文化遺産保存活用事業 542

183 山口県 周南市 周南郷土伝統芸能保存協会 周南市無形民俗文化財の伝統行事等のための伝承事業 4,350

184 徳島県 徳島市 徳島市無形文化遺産活用事業実行委員会 徳島市無形文化遺産活用事業 6,805

185 徳島県 美波町 日和佐ちょうさ保存会 美波町日和佐地区八幡神社秋祭り持続活性化事業 9,177

186 香川県 香川県 獅子舞王国さぬき実行委員会 獅子舞王国さぬき総合推進事業 1,175

187 香川県 観音寺市 観音寺市文化遺産活用実行委員会（仮称） 地域の伝統行事等のための伝承事業 18,125

188 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伝承事業 19,383
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189 香川県 土庄町 土庄町文化芸術振興実行委員会 土庄町内における地域の伝統行事等のための伝承事業 21,752

190 香川県 小豆島町 小豆島伝統行事等活用推進事業実行委員会 小豆島町伝統行事等活用推進事業 9,362

191 香川県 まんのう町 大川念仏踊実行委員会 大川念仏踊伝承事業 1,733

192 愛媛県 新居浜市 新居浜市太鼓祭り推進委員会 新居浜市太鼓祭り活用推進事業 74,014

193 愛媛県 西条市 大師町屋台保存会 西条市文化遺産活用事業 10,423

194 愛媛県 四国中央市 四国中央市秋季例大祭文化保存継承事業実行委員会 四国中央市秋季例大祭文化保存継承事業 82,946

195 高知県 四万十町 興津八幡宮氏子会 興津八幡宮の古式神事 文化遺産活用用具等整備事業 2,485

196 福岡県 北九州市 「地域文化財総合活用推進事業」北九州市実行委員会
令和３年度補正事業地域文化財総合活用推進事業(地
域の伝統行事等のための伝承事業)

2,405

197 福岡県 福岡市 福岡市文化財活性化実行委員会 福岡市文化遺産活用推進事業 91,194

198 福岡県 大牟田市 大牟田大蛇山まつり補助事業推進実行委員会 おおむた大蛇山まつり伝承振興事業 16,193

199 福岡県 宗像市 田熊山笠振興会 田熊山笠行事用具等整備事業 1,516

200 福岡県 朝倉市 朝倉市地域コミュニティ協議会 朝倉市文化遺産活用用具等整備・後継者養成事業 1,360

201 福岡県 須恵町 上須恵文化遺産活用実行委員会 上須恵文化遺産活用推進事業 2,550

202 長崎県 雲仙市 千々石町下峰名鍬踊保存会 雲仙市千々石町下峰名鍬踊用具等整備事業 233

203 長崎県 長崎市 長崎諏訪流鏑馬奉賛会
長崎くんちの流鏑馬担い手継承、技術錬磨事業と射手
装束新調、三懸（馬の装束）新調事業

1,049

204 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 宇土の文化遺産を活かした地域活性化事業 3,988

205 大分県 中津市 中津市地域文化財活用推進実行委員会 中津市地域文化財活用推進事業 15,613

206 大分県 大分市 大分市文化財活用推進事業実行委員会 大分市地域文化財活用推進事業 9,411

207 大分県 由布市 庄内神楽座長会 由布市地域文化財活用推進事業 1,648

208 大分県 津久見市
堅浦地区の伝統文化を活用した地域活性化事業実行委
員会

堅浦地区の伝統文化を活用した地域活性化事業 1,029

209 大分県 竹田市 竹田市伝統文化活性化実行委員会 竹田市伝統文化活性化事業 20,637

210 宮崎県 延岡市 延岡市文化継承実行委員会 延岡市文化継承推進事業 13,836

211 宮崎県 日南市 日南市日南太鼓保存継承実行委員会 日南市日南太鼓保存継承事業 4,303

212 鹿児島県 鹿児島県
かごしま無形民俗文化財継承支援・活性化事業実行委
員会

かごしま無形民俗文化財継承支援・活性化事業 18,349

213 鹿児島県 霧島市 天孫降臨霧島九面太鼓保存会 霧島九面太鼓保存会　用具等整備事業 5,073

214 沖縄県 石垣市 石垣市民俗芸能用具等整備事業実行委員会 石垣市民俗芸能用具等整備事業 2,960

215 沖縄県 八重瀬町 八重瀬町地域伝統文化啓発実行委員会 やえせの民俗芸能用具整備及び後継者育成事業 6,913



【移行分】令和４年度地域文化財総合活用推進事業（地域伝統行事・民俗芸能等継承基盤整備）　一覧

1 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 2,073

2 秋田県 大館市 大館市文化遺産活用まちづくり実行委員会 大館市文化遺産活用まちづくり事業 45

3 福島県 二本松市 二本松市文化遺産活用実行委員会 二本松市文化遺産継承基盤整備事業 3,144

4 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 宇都宮市の文化遺産を活かした地域活性化事業 7,306

5 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 529

6 群馬県 渋川市 渋川山車まつり実行委員会 渋川山車まつりの保存継承と地域活性化事業 9,768

7 埼玉県 深谷市 深谷市文化財活用活性化実行委員会 深谷市屋台等の保存伝承と地域活性化事業 5,835

8 千葉県 我孫子市 我孫子市布佐地区三丁目山車継承実行委員会 我孫子市布佐地区三丁目山車継承事業 217

9 神奈川県 横浜市 天王町商店街協同組合 保土ケ谷子ども歌舞伎 1,885

10 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 310

11 神奈川県 小田原市 小田原第２３区自治会山車保存継承実行委員会 松原神社例大祭の保存継承と地域活性化事業 13,472

12 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 5,341

13 長野県 下條村 下條村伝統文化保存継承推進協議会 下條村文化遺産保存継承推進事業 689

14 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

岐阜市の地域伝統行事・民俗芸能等継承基盤整備 799

15 岐阜県 羽島市 羽島市伝統文化活性化事業実行委員会 羽島市伝統文化活性化事業 3,510

16 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 1,538

17 静岡県 森町 森のまつり保存継承本町実行委員会 森の祭りの保存伝承と地域活性化事業 11,371

18 愛知県 名古屋市 文化財名古屋保存活用実行委員会 名古屋市文化遺産活用事業 4,199

19 愛知県 碧南市 大浜にぎわいづくり実行委員会 碧南市登録有形文化財「大浜中切ノ車」修理事業 9,256

20 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 1,205

21 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 479

22 愛知県 大府市 大府市文化遺産活用事業実行委員会 大府市文化財地域活性化事業 8,130

23 愛知県 知多市 知多市文化遺産活用実行委員会 知多市文化遺産活用事業 7,061

24 愛知県 みよし市 みよし市郷土芸能伝承活動推進実行委員会
みよし市文化財保護計画（無形民俗文化財郷土芸能囃
子・棒の手伝承活動）

254

25 愛知県 東浦町 東浦町文化遺産活用実行委員会 東浦町文化遺産保存活用事業 7,389

26 滋賀県 長浜市 長浜市無形民俗文化財保存活用協議会 長浜市伝統芸能保存・活用事業 1,239

27 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 957
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28 京都府 京都府 京都府地域文化活性化連絡協議会 地域文化を活用した地域活性化プロジェクト 5,384

29 大阪府 大阪市 大阪市文化遺産活用実行委員会 大阪市文化遺産活用推進事業 4,333

30 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 12,196

31 大阪府 岸和田市 岸和田市地域文化財総合活用推進協議会 岸和田市地域文化財総合活用推進事業 6,254

32 大阪府 泉大津市 豊中町飯之山行事活用実行委員会 豊中町飯之山行事活用事業 3,770

33 大阪府 貝塚市 貝塚市文化遺産活用実行委員会 貝塚市文化遺産活用事業 11,107

34 大阪府 守口市 守口市文化遺産活用守口市地車連絡協議会 地域（高瀬地区）文化遺産継承事業 7,901

35 大阪府 八尾市 八尾歴史遺産活用実行委員会 八尾市歴史遺産継承活用事業 7,971

36 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 7,767

37 大阪府 富田林市 富田林市伝統文化保護団体連絡会 富田林市文化遺産を活かした地域活性化事業 443

38 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（地域伝統行事・民俗芸
能等継承基盤整備）

730

39 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 13,582

40 大阪府 柏原市 柏原市文化遺産活用実行委員会 柏原市青谷地区文化遺産活用事業 8,329

41 大阪府 高石市 高石市羽衣地車保存継承実行委員会 羽衣地区文化遺産継承事業 9,047

42 大阪府 四條畷市 四條畷「だんじり」「蒲団太鼓」連合会 忍陵神社禮大祭文化遺産総合活用推進事業 8,575

43 大阪府 熊取町 大宮区文化財推進実行委員会 大宮区文化遺産継承事業 9,362

44 大阪府 田尻町 田尻町嘉祥寺地区地域文化財総合活用推進実行委員会 田尻町嘉祥寺地区伝統文化保存継承事業 10,348

45 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 5,043

46 兵庫県 明石市 明石市の文化遺産総合活用推進事業実行委員会 明石市の文化遺産総合活用推進事業 3,573

47 兵庫県 西宮市 西宮市地域文化遺産活用事業実行委員会 西宮市地域文化遺産活用事業 8,282

48 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 3,225

49 兵庫県 赤穂市 赤穂市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 赤穂市文化遺産総合活用推進事業 225

50 兵庫県 西脇市 西脇市歴史文化遺産活用活性化実行委員会 西脇市歴史文化遺産活用活性化事業 3,419

51 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 2,537

52 兵庫県 高砂市 高砂市地域文化財総合活用推進事業実行委員会 高砂市地域文化財総合活用推進事業 6,850

53 兵庫県 加西市 加西市文化遺産活用実行委員会 加西市文化遺産活性化事業 8,958

54 兵庫県 淡路市 淡路市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 淡路市文化遺産総合活用推進事業 3,904
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55 兵庫県 たつの市 たつの市文化遺産総合活用推進事業実行委員会 たつの市文化遺産総合活用推進事業 322

56 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 3,860

57 奈良県 宇陀市 岩崎地区文化遺産活用実行委員会 岩崎地区文化遺産継承事業 7,319

58 奈良県 広陵町 広陵町文化遺産総合活用推進実行委員会 広陵町文化遺産総合活用推進事業 10,476

59 奈良県 東吉野村 東吉野村小川祭保存活用実行委員会 東吉野村小川祭保存活用事業 7,581

60 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 1,400

61 島根県 江津市 江津市文化遺産活用事業実行委員会 江津市文化遺産活用・推進事業 3,274

62 佐賀県 伊万里市 伊万里市文化遺産継承活用実行委員会 伊万里市文化遺産継承促進事業 249

63 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 宇土の文化遺産を活かした地域活性化事業 1,499


