
N0. 都道府県名
計画策定

地方公共団体名
補助事業者名 補助事業名

採択額
（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 地域の文化遺産次世代継承事業 6,664

2 北海道 札幌市
札幌市歴史文化のまちづくり推進協議
会

札幌市歴史文化のまちづくり推進事業 1,900

3 北海道 上ノ国町 神の国ファンクラブ 神の国歴史文化観光推進事業 713

4 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

8,263

5 青森県 十和田市 十和田市伝統芸能継承事業実行委員会 十和田市地域文化財総合活用推進事業 387

6 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文化遺産活性化事業 22,944

7 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 702

8 岩手県 大船渡市 大船渡市郷土芸能活性化実行委員会 大船渡市郷土芸能活性化事業 3,233

9 岩手県 奥州市 奥州市文化遺産活用実行委員会 奥州市の文化財継承と創造事業 1,225

10 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 15,041

11 宮城県 白石市
（仮）白石市レガシープロジェクト実
行委員会

白石市レガシープロジェクト 607

12 秋田県 秋田市
文化遺産総合活用推進事業（秋田市）
実施実行委員会

秋田市地域文化遺産活性化事業 9,855

13 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 107

14 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総合活用推進事業 792

15 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 3,249

16 福島県 福島県
福島県文化遺産を活かした地域活性化
実行委員会

福島県文化遺産を活かした地域活性化事業 994

17 福島県 郡山市 郡山文化遺産総合活性化実行委員会 郡山文化遺産総合活性化プロジェクト 3,105

18 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 5,679

19 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 332

20 福島県 国見町 国見町歴史まちづくりフォーラム 国見町文化遺産総合活用推進事業 1,151

21 栃木県 野木町
「野木町煉瓦窯」を活かした地域活性
化プロジェクト実行委員会

「野木町煉瓦窯」を活かした地域活性化プロジェ
クト事業

3,167

22 群馬県 群馬県
群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実
行委委員会

群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信事業 32,509
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23 群馬県 前橋市
二之宮式三番叟・薪能まつり実行委員
会

「歴史都市まえばし」オンリーワン型地域遺産活
用事業 1,876

24 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 91

25 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 126

26 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 2,704

27 千葉県 銚子市 銚子資産活用協議会 銚子資産活用事業 1,178

28 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

1,216

29 千葉県 富津市 房州石調査研究実行委員会
房州石に関するシンポジウムの開催及び広報利活
用事業

419

30 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 111

31 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 163

32 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

かながわの伝統文化の継承と創造プロジェクト 34,663

33 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 1,332

34 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 1,135

35 神奈川県 南足柄市
南足柄市文化遺産次世代継承実行委員
会

南足柄市文化遺産次世代継承プロジェクト～足柄
の文化は魅力いっぱいプロジェクト～ 3,065

36 神奈川県 山北町 山北町地域文化遺産活性化実行委員会 山北町地域文化遺産活性化プロジェクト 2,855

37 神奈川県 箱根町 箱根町文化遺産活性化実行委員会 箱根の歴史と文化活用・普及プロジェクト 1,931

38 神奈川県 清川村 青龍祭実行委員会 青龍祭 196

39 新潟県 小千谷市
小千谷市伝統民俗芸能保存活用事業実
行委員会

小千谷市の伝統民俗芸能を活かした地域活性化事
業

233

40 新潟県 佐渡市 佐渡民謡活性化実行委員会 佐渡伝統芸能活性化推進事業 914

41 富山県 富山県
とやまの文化遺産魅力発信事業実行委
員会

とやまの文化遺産魅力発信事業 4,368

42 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 16,581

43 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事業 2,714

44 石川県 輪島市 輪島市文化財総合活用実行委員会 輪島市文化財総合活用事業 5,780

45 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 7,450



46 福井県 鯖江市 特定非営利活動法人かわだ夢グリーン うるしの里活性化事業 1,108

47 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 958

48 長野県 飯田市 飯田市文化遺産継承活用実行委員会 飯田市文化遺産継承活用事業 719

49 長野県 軽井沢町 軽井沢文化遺産発信事業実行委員会 軽井沢文化遺産発信事業 4,169

50 長野県 木曽広域連合 木曽観光連盟 木曽路文化遺産活用総合推進事業 8,193

51 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 324

52 岐阜県 岐阜市
日本遺産「信長公のおもてなし」岐阜
市推進協議会

岐阜市地域文化財総合活用推進事業 4,245

53 岐阜県 関市 関市文化財活用事業実行委員会 関市文化財活用事業 850

54 岐阜県 中津川市 中津川市文化遺産活用実行委員会 中津川市文化遺産活用プラン 4,523

55 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 187

56 岐阜県 恵那市 恵南地区文化遺産活用実行委員会 恵那市恵南地区文化遺産活用推進事業 6,573

57 岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂自然文化活用推進協議会 美濃加茂市文化財総合活用推進事業 3,619

58 岐阜県 下呂市 下呂市エコツーリズム推進協議会 下呂の文化遺産を活用した地域活性化事業 2,972

59 岐阜県 関ケ原町 関ケ原古戦場おもてなし連合 関ヶ原町文化遺産観光推進事業 4,181

60 岐阜県 神戸町
神戸町文化遺産活用推進事業実行委員
会

神戸町文化遺産活用推進事業 640

61 岐阜県 輪之内町 輪之内観光委員会 輪之内町の輪中・水郷文化遺産総合活用推進事業 1,893

62 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 24,414

63 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総合活用推進事業 10,979

64 静岡県 松崎町
松崎町漆喰文化次世代継承事業実行委
員会

松崎町漆喰文化次世代継承事業 7,700

65 静岡県 小山町 須走まちづくり推進協議会 小山町文化遺産を活かした巡拝の道づくり事業 8,477

66 愛知県 愛知県 愛知県文化遺産活用事業実行委員会 愛知県文化遺産活用事業 26,855

67 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 1,424

68 愛知県 名古屋市 なごや歴史文化活用協議会 名古屋市文化財保存活用推進事業 1,832



69 愛知県 碧南市 大浜にぎわいづくり実行委員会 碧南市大浜地区文化遺産活用推進事業 3,624

70 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

12,744

71 愛知県 蒲郡市
蒲郡市上ノ郷城跡と竹島ルネッサンス
実行委員会

蒲郡市文化財総合活用推進事業 2,519

72 愛知県 常滑市 常滑市文化遺産活用推進委員会 常滑市文化遺産総合活用推進事業 2,834

73 三重県 尾鷲市 未来のおわせ向上計画実行委員会 尾鷲文化遺産活用推進事業 3,127

74 三重県 いなべ市 立田地区委員会 立田文化遺産活用推進事業 2,492

75 三重県 明和町 明和町日本遺産活用推進協議会 明和町文化遺産活用・保存事業 6,320

76 滋賀県 彦根市 彦根歴史的風致活用実行委員会
彦根の歴史的風致を活かした人材育成とまちづく
り 731

77 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 765

78 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 3,186

79 滋賀県 東近江市 聖徳太子文化活用推進協議会 聖徳太子1400年悠久の近江魅力再発見事業 5,031

80 滋賀県 米原市 米原地域文化遺産活用実行委員会
米原の地域文化遺産を活かした人材育成とまちづ
くり

393

81 滋賀県 多賀町 多賀地域文化遺産活用実行委員会
多賀の地域文化遺産を活かした人材育成とまちづ
くり 213

82 京都府 京都府 古典の日推進委員会 文化庁京都移転記念・「古典」普及啓発事業 3,603

83 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 50,379

84 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性化事業 4,576

85 京都府 南丹市
森の京都「なんたん」エコミュージア
ム実行委員会

森の京都「なんたん」エコミュージアム推進事業 567

86 京都府 関西広域連合
関西広域文化観光資源活用地域活性化
実行委員会

通訳案内士に向けた地域のお祭り研修セミナー
と、お祭り当日の実地研修 9,138

87 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 19,096

88 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 118

89 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 1,589

90 大阪府 阪南市 阪南市文化遺産活用実行委員会 阪南市の文化遺産啓発事業 748

91 兵庫県 兵庫県
兵庫県歴史文化遺産総合活用推進実行
委員会

兵庫県歴史文化遺産総合活用推進事業 1,831



92 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 367

93 兵庫県 姫路市 姫路歴史文化遺産活用事業実行委員会 姫路歴史文化遺産活用事業 2,169

94 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 1,142

95 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 1,324

96 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 125

97 兵庫県 加西市
加西市歴史文化プロモーション実行委
員会

加西市文化財保存活用地域計画を活かした拠点形
成推進事業

2,651

98 兵庫県 養父市 養父市文化遺産活性化事業実行委員会 養父市文化遺産活性化事業 3,248

99 兵庫県 南あわじ市
南あわじ市文化遺産総合活用推進事業
実行委員会

南あわじ市文化遺産総合活用推進事業 901

100 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 2,446

101 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 6,355

102 兵庫県 多可町 多可町文化遺産活用実行委員会 多可町文化遺産総合活用活性化事業 99

103 兵庫県 香美町
香美町の歴史文化を未来へつなぐ協議
会

香美町の歴史文化を未来へつなぐ事業 875

104 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

大和文化遺産活性化事業 6,514

105 奈良県 大和高田市 大和高田市文化遺産活性化協議会 大和高田市の地域文化遺産活性化事業 696

106 奈良県 王寺町
王寺町の文化財を生かした観光拠点づ
くり協議会

王寺町の文化財を生かした観光拠点づくり事業 5,744

107 和歌山県 和歌山県
和歌山県ヘリテージマネージャー育成
事業実行委員会

和歌山県ヘリテージマネージャー育成事業 156

108 和歌山県 田辺市
田辺祭を活かした地域活性化事業実行
委員会

田辺祭を活かした地域活性化事業 268

109 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 3,276

110 島根県 島根県 公益財団法人しまね文化振興財団 島根県立八雲立つ風土記の丘活用推進事業 931

111 島根県 益田市
益田の歴史文化を活かした観光拠点づ
くり実行委員会

関連文化財群・歴史文化保存活用区域普及啓発事
業 424

112 島根県 雲南市 雲南市たたらプロジェクト会議 雲南市たたら文化遺産総合活用推進事業 3,080

113 岡山県 岡山県 一般社団法人岡山県建築士会
岡山県地域文化財建造物専門家（ヘリテージマ
ネージャー）養成事業

1,365

114 岡山県 倉敷市 倉敷市日本遺産推進協議会 「日本遺産のまち 倉敷」普及啓発推進事業 1,064



115 広島県 広島県 公益社団法人広島県建築士会 広島県ヘリテージマネージャー養成事業 1,023

116 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 319

117 山口県 山口県 一般社団法人山口県建築士会 山口県ヘリテージマネージャー養成事業 357

118 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 6,354

119 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 15,258

120 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 10,131

121 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 2,477

122 福岡県 福岡市 ふくおか歴史資源活用協議会
2000年都市の歴史資源を活かした観光拠点づくり
事業 11,675

123 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 4,050

124 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 444

125 熊本県 八代市 八代市伝統文化活性化協議会 八代市文化遺産公開活用・地域活性化事業 619

126 熊本県 山都町
山都町文化遺産保存活用事業実行委員
会

令和3年度　山都町文化遺産総合活用推進事業 1,957

127 宮崎県 延岡市 オール延岡人地域文化実行委員会
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 3,477

128 鹿児島県 鹿児島県 公益社団法人　　鹿児島県建築士会
ヘリテージマネージャーのための「地域文化財建
造物保存修理技術スキルアップ講習会」事業 1,236

129 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推進事業 844

130 沖縄県 西原町 我謝十五夜村あしび実行委員会 我謝十五夜村あしび 123


