
令和３年度補正予算事業　地域の伝統行事等のための伝承事業（国指定等）　採択結果一覧

No. 都道府県 補助事業者名 所在地 事業名称 採択額（千円）

1 北海道 松前神楽小樽ブロック保存会 北海道岩内郡岩内町 松前神楽小樽ブロック保存会 6,126

2 北海道 福島町松前神楽保存会 北海道松前郡福島町 福島町松前神楽保存会 251

3 青森 八戸地方えんぶり連合協議会 青森県八戸市 八戸地方えんぶり連合協議会 4,697

4 青森
八戸三社大祭山車祭り行事保存
会

青森県八戸市 八戸三社大祭山車祭り行事保存会 16,875

5 青森 東通村郷土芸能保存連合会 青森県下北郡東通村 東通村郷土芸能保存連合会 1,557

6 岩手 北上市民俗芸能協会 岩手県北上市 北上市民俗芸能協会 2,463

7 岩手 吉浜スネカ保存会 岩手県大船渡市 吉浜スネカ保存会 200

8 岩手 山屋田植踊保存会 岩手県紫波郡紫波町 山屋田植踊保存会 1,289

9 岩手 岩崎鬼剣舞保存会 岩手県北上市 岩崎鬼剣舞保存会 682

10 岩手 毛越寺延年の舞保存会 岩手県西磐井郡平泉町 毛越寺延年の舞保存会 2,308

11 岩手 青笹町しし踊り保存会 岩手県遠野市 青笹町しし踊り保存会 1,100

12 岩手 チャグチャグ馬コ保存会 岩手県盛岡市 チャグチャグ馬コ保存会 5,385

13 岩手 倉沢人形歌舞伎保存会 岩手県花巻市 倉沢人形歌舞伎保存会 7,205

14 岩手 早池峰大償流土沢神楽保存会 岩手県花巻市 早池峰大償流土沢神楽保存会 2,667

15 岩手 岳神楽保存会 岩手県花巻市 岳神楽保存会 2,473

16 岩手 滑田鬼剣舞保存会 岩手県北上市 滑田鬼剣舞保存会 2,080

17 岩手 早池峰岳流石鳩岡神楽保存会 岩手県花巻市 早池峰岳流石鳩岡神楽保存会 2,449

18 岩手 花巻市 岩手県花巻市 花巻市 3,269

19 宮城 大崎八幡宮能神楽保存会 宮城県仙台市 大崎八幡宮能神楽保存会 11,357

20 宮城 仙台市 宮城県仙台市 仙台市 1,132

21 宮城 秋保の田植踊保存会 宮城県仙台市 秋保の田植踊保存会 5,580

22 宮城 川前の鹿踊剣舞保存会 宮城県仙台市 川前の鹿踊剣舞保存会 1,112

23 秋田 屋敷番楽保存会 秋田県由利本荘市 屋敷番楽保存会 572

24 秋田 坂之下番楽保存会 秋田県由利本荘市 坂之下番楽保存会 3,267

25 秋田 霜月神楽保存会 秋田県横手市 霜月神楽保存会 406

26 秋田 男鹿のナマハゲ保存会 秋田県男鹿市 男鹿のナマハゲ保存会 3,668

27 秋田 秋田市竿燈会 秋田県秋田市 秋田市竿燈会 16,058

28 秋田 船越町内連合会 秋田県男鹿市 船越町内連合会 899

29 秋田 山根谷地町旭会若者 秋田県仙北市 山根谷地町旭会若者 2,965

30 秋田 本町通り 秋田県仙北市 本町通り 2,034

31 秋田 下岩瀬町若者 秋田県仙北市 下岩瀬町若者 636

32 秋田 七日町 秋田県仙北市 七日町 2,044

33 秋田 横町若者 秋田県仙北市 横町若者 3,940

34 秋田 桜美町若者 秋田県仙北市 桜美町若者 2,463

35 秋田 川原町若者 秋田県仙北市 川原町若者 2,997

36 秋田 西部若者 秋田県仙北市 西部若者 1,260

37 秋田 東部若者 秋田県仙北市 東部若者 2,746

38 秋田 岩瀬若者一同 秋田県仙北市 岩瀬若者一同 5,644
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39 秋田 上新町若者 秋田県仙北市 上新町若者 334

40 秋田 駅通り若者親睦会 秋田県仙北市 駅通り若者親睦会 1,638

41 秋田 大塚若者 秋田県仙北市 大塚若者 3,103

42 秋田 菅沢丁内若者 秋田県仙北市 菅沢丁内若者 3,522

43 秋田 西勝楽町若者 秋田県仙北市 西勝楽町若者 4,911

44 秋田 北部丁内若者 秋田県仙北市 北部丁内若者 714

45 秋田 嬉遊会 秋田県大仙市 嬉遊会 661

46 秋田 秋月会 秋田県仙北市 秋月会 870

47 秋田 高橋キヌ子社中 秋田県仙北市 高橋キヌ子社中 2,166

48 秋田 郷土芸能角館飾山囃子保存会 秋田県仙北市 郷土芸能角館飾山囃子保存会 786

49 秋田 飾山囃子葵会 秋田県仙北市 飾山囃子葵会 2,222

50 秋田 花輪ばやし祭典委員会 秋田県鹿角市 花輪ばやし祭典委員会 22,571

51 秋田 刈和野大綱引保存会 秋田県大仙市 刈和野大綱引保存会 2,394

52 秋田 土崎神明社奉賛会 秋田県秋田市 土崎神明社奉賛会 41,310

53 秋田 本海獅子舞番楽伝承者協議会 秋田県由利本荘市 本海獅子舞番楽伝承者協議会 2,122

54 秋田 秋田県北秋田市 秋田県北秋田市 秋田県北秋田市 849

55 山形 林家舞楽（谷地の舞楽保存会） 山形県西村山郡河北町 林家舞楽（谷地の舞楽保存会） 12,665

56 山形 黒森歌舞伎妻堂連中 山形県酒田市 黒森歌舞伎妻堂連中 35,473

57 福島
二本松市文化遺産活用実行委員
会

福島県二本松市 二本松市文化遺産活用実行委員会 730

58 福島 上大屋台世話人会 福島県南会津郡南会津町 上大屋台世話人会 9,593

59 茨城 祭頭囃保存会 茨城県鹿嶋市 祭頭囃保存会 17,436

60 茨城 東金砂神社田楽舞保存会 茨城県常陸太田市 東金砂神社田楽舞保存会 7,061

61 茨城 西金砂神社田楽舞保存会 茨城県常陸太田市 西金砂神社田楽舞保存会 3,564

62 茨城 常陸大津の御船祭保存会 茨城県北茨城市 常陸大津の御船祭保存会 10,224

63 栃木 鹿沼いまみや付け祭り保存会 栃木県鹿沼市 鹿沼いまみや付け祭り保存会 24,146

64 栃木 発光路強飯式保存会 栃木県鹿沼市 発光路強飯式保存会 3,008

65 栃木 奈佐原文楽座 栃木県鹿沼市 奈佐原文楽座 2,664

66 栃木 間々田のじゃがまいた保存会 栃木県小山市 間々田のじゃがまいた保存会 2,779

67 栃木 烏山山あげ保存会 栃木県那須烏山市 烏山山あげ保存会 26,030

68 群馬 下長磯操り翁式三番叟保存会 群馬県前橋市 下長磯操り翁式三番叟保存会 384

69 埼玉 玉敷神社神楽保存会 埼玉県加須市 玉敷神社神楽保存会 1,080

70 埼玉 催馬楽神楽保存会 埼玉県久喜市 催馬楽神楽保存会 5,049

71 埼玉 大宮住吉神楽保存会 埼玉県坂戸市 大宮住吉神楽保存会 1,876

72 埼玉 秩父祭保存委員会 埼玉県秩父市 秩父祭保存委員会 12,858

73 埼玉 川越氷川祭の山車行事保存会 埼玉県川越市 川越氷川祭の山車行事保存会 5,511

74 埼玉 川越氷川祭の山車行事保存会 埼玉県川越市 川越氷川祭の山車行事保存会 13,024

75 埼玉 川越氷川祭の山車行事保存会 埼玉県川越市 川越氷川祭の山車行事保存会 2,615

76 埼玉 川越氷川祭の山車行事保存会 埼玉県川越市 川越氷川祭の山車行事保存会 4,236
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77 埼玉 川越氷川祭の山車行事保存会 埼玉県川越市 川越氷川祭の山車行事保存会 242

78 埼玉 川越氷川祭の山車行事保存会 埼玉県川越市 川越氷川祭の山車行事保存会 1,777

79 千葉 野田津久舞保存会 千葉県野田市 野田津久舞保存会 488

80 千葉
第九十回松澤熊野神社式年神幸
祭実行委員会

千葉県旭市 第九十回松澤熊野神社式年神幸祭実行委員会 5,564

81 千葉 浦賀神社式年神幸祭実行委員会 千葉県旭市 浦賀神社式年神幸祭実行委員会 9,317

82 千葉 鵜原大名行列保存会 千葉県勝浦市 鵜原大名行列保存会 22,433

83 千葉 佐原山車行事伝書保存会 千葉県香取市 佐原山車行事伝書保存会 22,383

84 千葉 宮本地区神幸祭保存会 千葉県香取郡多古町 宮本地区神幸祭保存会 6,615

85 東京 樫立踊保存会 東京都八丈町 樫立踊保存会 5,417

86 東京 徳丸北野神社田遊び保存会 東京都板橋区 徳丸北野神社田遊び保存会 1,581

87 東京 赤塚諏訪神社田遊び保存会 東京都板橋区 赤塚諏訪神社田遊び保存会 3,691

88 東京 小河内郷土芸能保存団体協議会 東京都西多摩郡奥多摩町 小河内郷土芸能保存団体協議会 6,430

89 東京
重要無形民俗文化財・江戸の里
神楽保持団体松本社中

東京都荒川区 重要無形民俗文化財・江戸の里神楽保持団体松本社中 3,258

90 東京 鳳凰の舞保存会 東京都西多摩郡日の出町 鳳凰の舞保存会 10,143

91 東京 八王子車人形西川古柳座 東京都八王子市 八王子車人形西川古柳座 630

92 東京 神事びんざさら会 東京都台東区 神事びんざさら会 17,556

93 東京 一般財団法人日本青年館 東京都新宿区 一般財団法人日本青年館 9,413

94 神奈川 浦賀虎踊り保存会 神奈川県横須賀市 浦賀虎踊り保存会 660

95 神奈川 相模人形芝居下中座 神奈川県小田原市 相模人形芝居下中座 495

96 神奈川 小田原民俗芸能保存協会 神奈川県小田原市 小田原民俗芸能保存協会 697

97 神奈川 相模人形芝居長谷座 神奈川県厚木市 相模人形芝居長谷座 660

98 神奈川 足柄ささら踊保存会 神奈川県南足柄市 足柄ささら踊保存会 2,098

99 新潟 佐渡の車田植保存会 新潟県佐渡市 佐渡の車田植保存会 203

100 新潟 弥彦神社燈篭おし舞楽保存会 新潟県西蒲原郡弥彦村 弥彦神社燈篭おし舞楽保存会 9,189

101 新潟 大須戸能保存会 新潟県村上市 大須戸能保存会 6,074

102 新潟 村上まつり保存会 新潟県村上市 村上まつり保存会 22,968

103 新潟 柏崎市綾子舞保存振興会 新潟県柏崎市 柏崎市綾子舞保存振興会 7,239

104 新潟 佐渡人形芝居保存会 新潟県佐渡市 佐渡人形芝居保存会 127

105 富山 熊野神社稚児舞保存 富山県富山市 熊野神社稚児舞保存 2,401

106 富山 越中福岡の菅笠製作技術保存会 富山県高岡市 越中福岡の菅笠製作技術保存会 555

107 富山
加茂神社神事伝承会（稚児舞の
部）

富山県射水市 加茂神社神事伝承会（稚児舞の部） 10,161

108 富山 放生津八幡宮曳山・築山保存会 富山県射水市 放生津八幡宮曳山・築山保存会 21,706

109 富山 魚津たてもん保存会 富山県魚津市 魚津たてもん保存会 7,643

110 富山 高岡御車山保存会 富山県高岡市 高岡御車山保存会 33,627

111 富山 富山県民謡民舞大会実行委員会 富山県富山市 富山県民謡民舞大会実行委員会 1,960

112 石川 お熊甲祭奉賛会 石川県七尾市 お熊甲祭奉賛会 17,756

113 石川 青柏祭でか山保存会 石川県七尾市 青柏祭でか山保存会 25,855

114 石川 鵜浦町会（鵜捕部） 石川県七尾市 鵜浦町会（鵜捕部） 113
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115 石川 お熊甲奉賛会 石川県七尾市 お熊甲奉賛会 2,885

116 石川
塩津かがり火恋まつり保存会（塩
津町会）

石川県七尾市 塩津かがり火恋まつり保存会（塩津町会） 264

117 石川 観音町 石川県輪島市 観音町 6,290

118 石川 中浜町 石川県輪島市 中浜町 4,790

119 石川 新田町 石川県輪島市 新田町 5,569

120 石川 常盤区 石川県輪島市 常盤区 5,344

121 石川 鳳祥会 石川県輪島市 鳳祥会 6,273

122 石川 智翔会 石川県輪島市 智翔会 8,773

123 石川 令和申酉会 石川県輪島市 令和申酉会 7,754

124 石川 出田会 石川県珠洲市 出田会 787

125 石川 飯田町燈籠山祭り保存会 石川県珠洲市 飯田町燈籠山祭り保存会 4,588

126 石川 西大町町内会連合会 石川県珠洲市 西大町町内会連合会 3,470

127 石川 鍛治町藤和会 石川県珠洲市 鍛治町藤和会 4,236

128 石川 下組若連中 石川県珠洲市 下組若連中 1,088

129 石川 旭町青年部 石川県珠洲市 旭町青年部 569

130 石川 蛸島町栄町町内会 石川県珠洲市 蛸島町栄町町内会 531

131 石川 諏訪町若連中 石川県珠洲市 諏訪町若連中 464

132 石川 中貝蔵若連中 石川県珠洲市 中貝蔵若連中 4,427

133 石川 本仲町若連中 石川県珠洲市 本仲町若連中 514

134 石川 熊谷町浜祭礼実行委員会 石川県珠洲市 熊谷町浜祭礼実行委員会 260

135 石川 粟津区太鼓山保存会 石川県珠洲市 粟津区太鼓山保存会 2,071

136 石川 川上本町奉灯組 石川県珠洲市 川上本町奉灯組 2,308

137 石川 小泊中島組 石川県珠洲市 小泊中島組 2,962

138 石川 清内会祭礼実行委員会 石川県珠洲市 清内会祭礼実行委員会 7,012

139 福井 大森睦月神事保存会 福井県福井市 大森睦月神事保存会 494

140 福井 越前万歳保存会 福井県越前市 越前万歳保存会 2,510

141 福井 福井県池田町 福井県今立郡池田町 福井県池田町 4,879

142 福井 若狭能倉座 福井県小浜市 若狭能倉座 1,416

143 福井 宇波西神社神事芸能保存会 福井県三方上中郡若狭町 宇波西神社神事芸能保存会 792

144 山梨 無生野大念仏保存会 山梨県上野原市 無生野大念仏保存会 1,396

145 長野 両島八日念仏足半草履保存会 長野県松本市 両島八日念仏足半草履保存会 561

146 長野 跡部踊り念仏保存会 長野県佐久市 跡部踊り念仏保存会 386

147 長野 雨宮御神事踊り保存会 長野県千曲市 雨宮御神事踊り保存会 16,361

148 長野 真々部諏訪神社氏子 長野県安曇野市 真々部諏訪神社氏子 3,855

149 長野 中萱紫石会 長野県安曇野市 中萱紫石会 184

150 長野 大鹿歌舞伎保存会 長野県下伊那郡大鹿村 大鹿歌舞伎保存会 4,548

151 長野 穂高人形・御船祭保存会 長野県安曇野市 穂高人形・御船祭保存会 11,477

152 長野 楡祭り保存会 長野県安曇野市 楡祭り保存会 982
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153 岐阜 大垣祭保存会 岐阜県大垣市 大垣祭保存会 5,821

154 岐阜 古川祭保存会 岐阜県飛騨市 古川祭保存会 2,192

155 岐阜 寒水掛踊保存会 岐阜県郡上市 寒水掛踊保存会 448

156 岐阜 大矢田ひんここ祭保存会 岐阜県美濃市 大矢田ひんここ祭保存会 5,334

157 静岡 来宮会 静岡県賀茂郡南伊豆町 来宮会 3,702

158 静岡
静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞
保存会

静岡県静岡市 静岡浅間神社廿日会祭の稚児舞保存会 4,755

159 静岡 焼津神社獅子木遣り保存会 静岡県焼津市 焼津神社獅子木遣り保存会 1,892

160 静岡
川原町春の例大祭保存継承実行
委員会

静岡県掛川市 川原町春の例大祭保存継承実行委員会 23,090

161 静岡
遠江国一宮小國神社古式舞楽保
存会

静岡県周智郡森町 遠江国一宮小國神社古式舞楽保存会 7,932

162 静岡 山名神社天王祭舞楽保存会 静岡県周智郡森町 山名神社天王祭舞楽保存会 633

163 静岡 小國神社田遊び神事保存会 静岡県周智郡森町 小國神社田遊び神事保存会 1,310

164 静岡 見付天神裸祭保存会 静岡県磐田市 見付天神裸祭保存会 3,147

165 静岡 西浦田楽保存会 静岡県浜松市 西浦田楽保存会 328

166 静岡 川名ひよんどり保存会 静岡県浜松市 川名ひよんどり保存会 1,055

167 静岡 寺野伝承保存会 静岡県浜松市 寺野伝承保存会 1,358

168 愛知 亀崎潮干祭保存会 愛知県半田市 亀崎潮干祭保存会 2,937

169 愛知 人形小路の会 愛知県高浜市 人形小路の会 1,067

170 愛知 勝幡おこわまつり保存会 愛知県愛西市 勝幡おこわまつり保存会 211

171 愛知 月花祭保存会 愛知県北設楽郡東栄町 月花祭保存会 3,103

172 愛知 古戸花祭保存会 愛知県北設楽郡東栄町 古戸花祭保存会 3,244

173 愛知 御園花祭保存会 愛知県北設楽郡東栄町 御園花祭保存会 981

174 愛知 中設楽花祭保存会 愛知県北設楽郡東栄町 中設楽花祭保存会 251

175 愛知 東薗目花祭保存会 愛知県北設楽郡東栄町 東薗目花祭保存会 1,704

176 愛知 尾張津島天王祭協賛会 愛知県津島市 尾張津島天王祭協賛会 5,702

177 愛知 尾張津島天王祭協賛会 愛知県津島市 尾張津島天王祭協賛会 2,100

178 愛知
一般社団法人犬山祭保存会（下
本町）

愛知県犬山市 一般社団法人犬山祭保存会（下本町） 3,747

179 愛知
一般社団法人犬山祭保存会（魚
屋町）

愛知県犬山市 一般社団法人犬山祭保存会（魚屋町） 6,326

180 愛知 田峯田楽保存会 愛知県北設楽郡設楽町 田峯田楽保存会 2,678

181 愛知 須成文化財保護委員会 愛知県海部郡蟹江町 須成文化財保護委員会 2,240

182 愛知 高浜おまんと祭り保存会 愛知県高浜市 高浜おまんと祭り保存会 2,396

183 三重 桑名石取祭保存会 三重県桑名市 桑名石取祭保存会 3,123

184 三重 富田鯨船保存会連合会 三重県四日市市 富田鯨船保存会連合会 12,238

185 三重 高向区 三重県伊勢市 高向区 3,154

186 三重 安乗人形芝居保存会 三重県志摩市 安乗人形芝居保存会 1,859

187 滋賀 大津祭保存会 滋賀県大津市 大津祭保存会 26,382

188 滋賀 公益財団法人長浜曳山文化協会 滋賀県長浜市 公益財団法人長浜曳山文化協会 11,915

189 滋賀 草津のサンヤレ踊り保存協議会 滋賀県草津市 草津のサンヤレ踊り保存協議会 17,811

190 滋賀
近江のケンケト祭り長刀振り連合
保存会

滋賀県守山市 近江のケンケト祭り長刀振り連合保存会 20,721
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191 滋賀 小杖祭り保存会 滋賀県栗東市 小杖祭り保存会 4,684

192 滋賀 東近江大凧保存会 滋賀県東近江市 東近江大凧保存会 200

193 滋賀 建部祭検討委員会 滋賀県東近江市 建部祭検討委員会 12,992

194 滋賀 芋くらべ祭保存会 滋賀県蒲生郡日野町 芋くらべ祭保存会 3,572

195 京都 やすらい踊保存団体連合会 京都府京都市 やすらい踊保存団体連合会 5,032

196 京都 久多花笠踊保存会 京都府京都市 久多花笠踊保存会 171

197 京都 京都六斎念仏保存団体連合会 京都府京都市 京都六斎念仏保存団体連合会 4,438

198 京都 公益財団法人祇園祭山鉾連合会 京都府京都市 公益財団法人祇園祭山鉾連合会 2,005

199 京都 公益財団法人函谷鉾保存会 京都府京都市 公益財団法人函谷鉾保存会 14,567

200 京都 公益財団法人鶏鉾保存会 京都府京都市 公益財団法人鶏鉾保存会 6,469

201 京都 公益財団法人菊水鉾保存会 京都府京都市 公益財団法人菊水鉾保存会 2,999

202 京都 公益財団法人放下鉾保存会 京都府京都市 公益財団法人放下鉾保存会 6,679

203 京都 公益財団法人祇園祭船鉾保存会 京都府京都市 公益財団法人祇園祭船鉾保存会 29,514

204 京都 公益財団法人岩戸山保存会 京都府京都市 公益財団法人岩戸山保存会 5,405

205 京都 公益財団法人保昌山保存会 京都府京都市 公益財団法人保昌山保存会 9,616

206 京都 公益財団法人山伏山保存会 京都府京都市 公益財団法人山伏山保存会 5,023

207 京都 公益財団法人霰天神山保存会 京都府京都市 公益財団法人霰天神山保存会 5,478

208 京都 公益財団法人郭巨山保存会 京都府京都市 公益財団法人郭巨山保存会 870

209 京都 一般財団法人伯牙山保存会 京都府京都市 一般財団法人伯牙山保存会 3,583

210 京都 公益財団法人芦刈山保存会 京都府京都市 公益財団法人芦刈山保存会 5,208

211 京都 一般財団法人太子山保存会 京都府京都市 一般財団法人太子山保存会 3,087

212 京都 公益財団法人白楽天山保存会 京都府京都市 公益財団法人白楽天山保存会 12,731

213 京都 公益財団法人北観音山保存会 京都府京都市 公益財団法人北観音山保存会 5,150

214 京都 公益財団法人南観音山保存会 京都府京都市 公益財団法人南観音山保存会 1,688

215 京都 公益財団法人鯉山保存会 京都府京都市 公益財団法人鯉山保存会 6,011

216 京都 公益財団法人浄妙山保存会 京都府京都市 公益財団法人浄妙山保存会 6,480

217 京都
公益財団法人四条町大船鉾保存
会

京都府京都市 公益財団法人四条町大船鉾保存会 19,144

218 京都 公益財団法人鷹山保存会 京都府京都市 公益財団法人鷹山保存会 20,464

219 京都 佐伯灯籠保存会 京都府亀岡市 佐伯灯籠保存会 6,905

220 京都 壬生大念仏講中 京都府京都市 壬生大念仏講中 1,698

221 京都 嵯峨大念仏狂言保存会 京都府京都市 嵯峨大念仏狂言保存会 7,967

222 京都 市原ハモハ尼講中 京都府京都市 市原ハモハ尼講中 1,044

223 京都 松尾寺仏舞保存会 京都府舞鶴市 松尾寺仏舞保存会 4,966

224 京都 多治神社民俗芸能保存会 京都府南丹市 多治神社民俗芸能保存会 2,746

225 兵庫
兵庫県無形・民俗文化財保護協
会

兵庫県神戸市 兵庫県無形・民俗文化財保護協会 568

226 兵庫 鎧麒麟獅子舞保存会 兵庫県美方郡香美町 鎧麒麟獅子舞保存会 440

227 兵庫 公益財団法人淡路人形協会 兵庫県南あわじ市 公益財団法人淡路人形協会 2,483

228 兵庫
播磨国総社一ツ山大祭・三ツ山
大祭保存会

兵庫県姫路市 播磨国総社一ツ山大祭・三ツ山大祭保存会 2,174
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229 奈良
一般財団法人春日若宮おん祭保
存会

奈良県奈良市 一般財団法人春日若宮おん祭保存会 12,237

230 奈良 奈良豆比古神社翁講 奈良県奈良市 奈良豆比古神社翁講 3,027

231 奈良 當麻寺菩薩講 奈良県葛󠄀城市 當麻寺菩薩講 18,184

232 奈良 ホーランヤ奉賛会 奈良県橿原市 ホーランヤ奉賛会 2,347

233 奈良 念仏寺鬼はしり保存会 奈良県五條市 念仏寺鬼はしり保存会 292

234 奈良 篠原おどり保存会 奈良県五條市 篠原おどり保存会 4,165

235 和歌山 熊野速玉大社祭事保存会 和歌山県新宮市 熊野速玉大社祭事保存会 2,058

236 和歌山 那智の扇祭り保存会
和歌山県東牟婁郡那智勝浦
町

那智の扇祭り保存会 6,076

237 和歌山 那智田楽保存会
和歌山県東牟婁郡那智勝浦
町

那智田楽保存会 4,663

238 和歌山 古座川河内祭保存会 和歌山県東牟婁郡串本町 古座川河内祭保存会 584

239 和歌山 古座獅子舞保存会 和歌山県東牟婁郡串本町 古座獅子舞保存会 808

240 鳥取 円通寺人形芝居保存会 鳥取県鳥取市 円通寺人形芝居保存会 853

241 島根 島後久見神楽保持者会 島根県隠岐郡隠岐の島町 島後久見神楽保持者会 1,016

242 島根 槻の屋神楽保持者会 島根県雲南市 槻の屋神楽保持者会 2,952

243 島根 佐陀神能保存会 島根県松江市 佐陀神能保存会 3,150

244 島根 美保神社神事保存会 島根県松江市 美保神社神事保存会 23,084

245 島根
ホーランエンヤ五大地連合保存
会

島根県松江市 ホーランエンヤ五大地連合保存会 10,465

246 島根 弥栄神社の鷺舞保存会 島根県鹿足郡津和野町 弥栄神社の鷺舞保存会 2,008

247 岡山 千手山弘法寺踟供養保存会 岡山県瀬戸内市 千手山弘法寺踟供養保存会 3,383

248 岡山 唐子踊保存会 岡山県瀬戸内市 唐子踊保存会 3,576

249 岡山 布施神社行事実行委員会 岡山県苫田郡鏡野町 布施神社行事実行委員会 329

250 岡山 備中神楽影社 岡山県総社市 備中神楽影社 5,321

251 広島 原田はやし田保存会 広島県安芸高田市 原田はやし田保存会 920

252 広島 阿刀神楽団 広島県広島市 阿刀神楽団 1,670

253 山口 阿月郷土芸能保存会 山口県柳井市 阿月郷土芸能保存会 2,451

254 山口 三作神楽保存会 山口県周南市 三作神楽保存会 198

255 山口 徳地人形浄瑠璃保存会 山口県山口市 徳地人形浄瑠璃保存会 2,796

256 山口 赤崎神社楽踊保存会 山口県長門市 赤崎神社楽踊保存会 97

257 山口 湯本南条踊保存会 山口県長門市 湯本南条踊保存会 1,097

258 徳島
公益財団法人阿波人形浄瑠璃振
興会

徳島県徳島市 公益財団法人阿波人形浄瑠璃振興会 3,691

259 香川 滝宮念仏踊保存会 香川県綾歌郡綾川町 滝宮念仏踊保存会 17,347

260 香川
土庄町肥土山農村歌舞伎保存振
興実行委員会

香川県小豆郡土庄町 土庄町肥土山農村歌舞伎保存振興実行委員会 7,449

261 香川 中山農村歌舞伎保存会 香川県小豆郡小豆島町 中山農村歌舞伎保存会 2,932

262 高知 御田祭保存会 高知県室戸市 御田祭保存会 2,785

263 高知 池川神楽保存会 高知県吾川郡仁淀川町 池川神楽保存会 865

264 高知 梼原町津野山神楽保存会 高知県高岡郡梼原町 梼原町津野山神楽保存会 2,731

265 高知 津野山古式神楽保存会 高知県高岡郡津野町 津野山古式神楽保存会 8,931

266 高知 久礼八幡宮氏子会 高知県高岡郡中土佐町 久礼八幡宮氏子会 5,490
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267 福岡 博多松囃子振興会 福岡県福岡市 博多松囃子振興会 11,098

268 福岡 志賀海神社神事芸能保存会 福岡県福岡市 志賀海神社神事芸能保存会 1,155

269 福岡 福岡県豊前神楽保存連合会 福岡県豊前市 福岡県豊前神楽保存連合会 2,766

270 福岡 豊前市 福岡県豊前市 豊前市 2,383

271 福岡 豊前感応楽保存連合会 福岡県豊前市 豊前感応楽保存連合会 2,575

272 福岡 幸若舞保存会 福岡県みやま市 幸若舞保存会 554

273 福岡 風流・はんや舞保存会 福岡県八女市 風流・はんや舞保存会 453

274 佐賀 竹崎観世音寺修正会鬼祭保存会 佐賀県藤津郡太良町 竹崎観世音寺修正会鬼祭保存会 200

275 佐賀 加勢鳥保存会 佐賀県佐賀市 加勢鳥保存会 462

276 佐賀 音成面浮立保存会 佐賀県鹿島市 音成面浮立保存会 165

277 佐賀 唐津曳山取締会 佐賀県唐津市 唐津曳山取締会 22,896

278 長崎 長崎県長崎市上町自治会 長崎県長崎市 長崎県長崎市上町自治会 2,639

279 長崎 江戸町自治会 長崎県長崎市 江戸町自治会 603

280 長崎 長崎くんち踊町　油屋町自治会 長崎県長崎市 長崎くんち踊町　油屋町自治会 800

281 長崎 長崎くんち踊町　賑町自治会 長崎県長崎市 長崎くんち踊町　賑町自治会 799

282 長崎 長崎くんち踊町  新大工町自治会 長崎県長崎市 長崎くんち踊町  新大工町自治会 2,520

283 熊本 八代市伝統文化活性化協議会 熊本県八代市 八代市伝統文化活性化協議会 1,225

284 熊本 八代妙見祭保存振興会 熊本県八代市 八代妙見祭保存振興会 16,855

285 大分 長岩屋修正鬼会保存会 大分県豊後高田市 長岩屋修正鬼会保存会 1,861

286 大分 成仏寺修正鬼会保存会 大分県国東市 成仏寺修正鬼会保存会 467

287 大分 鶴崎おどり保存会 大分県大分市 鶴崎おどり保存会 4,115

288 大分
国指定重要無形民俗文化財御嶽
神楽座

大分県豊後大野市 国指定重要無形民俗文化財御嶽神楽座 2,468

289 宮崎 銀鏡神楽保存会 宮崎県西都市 銀鏡神楽保存会 3,131

290 宮崎 尾八重神楽保存会 宮崎県西都市 尾八重神楽保存会 10,905

291 宮崎 小川神楽保存会 宮崎県児湯郡西米良村 小川神楽保存会 321

292 宮崎 神門神社師走祭り保存会 宮崎県東臼杵郡美郷町 神門神社師走祭り保存会 2,625

293 宮崎 荒踊保存会 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町 荒踊保存会 25,477

294 鹿児島 与論十五夜踊り保存会 鹿児島県大島郡与論町 与論十五夜踊り保存会 7,983

295 鹿児島 与論島芭蕉布保存会 鹿児島県大島郡与論町 与論島芭蕉布保存会 1,783

296 沖縄 登野城字会 沖縄県石垣市 登野城字会 4,131

297 沖縄 泡瀬京太郎保存会 沖縄県沖縄市 泡瀬京太郎保存会 2,064

298 沖縄 喜屋武自治会 沖縄県島尻郡南風原町 喜屋武自治会 300

299 沖縄 津嘉山区自治会 沖縄県島尻郡南風原町 津嘉山区自治会 968
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