
NO. 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 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

2,342

2 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 793

3 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 974

4 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 7,761

5 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 3,212

6 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 63

7 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 10,872

8 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 4,601

9 群馬県 桐生市
桐生の文化遺産継承発信事業実行委員
会

祗園・屋台・鉾を核とする桐生の文化遺産継承発
信事業

2,326

10 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 424

11 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伝承と地域活性化事業 7,225

12 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 8,069

13 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 7,650

14 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 7,222

15 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 7,591

16 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 1,124

17 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 5,394

19 神奈川県 横浜市
横浜市民俗文化遺産活性化事業実行委
員会

横浜市無形民俗文化遺産の発展と継承活性化事業 1,434

20 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 365

22 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 371

23 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 4,360

25 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 692

令和３年度地域文化財総合活用推進事業（地域無形文化遺産継承基盤整備）採択結果一覧



26 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 2,315

27 岐阜県 高山市 歴史的風致維持向上委員会 ふるさと伝承記録整備事業 757

28 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 704

29 岐阜県 瑞浪市
瑞浪市伝統文化後継者育成事業実行委
員会

瑞浪市伝統文化後継者育成事業 6,137

30 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 1,710

31 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 878

32 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 1,467

33 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 321

34 静岡県 掛川市 掛川市文化観光実行委員会 掛川市の文化遺産を活かした地域活性化事業 8,075

35 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 7,295

36 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 6,800

37 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 4,692

38 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 520

39 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 7,225

40 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 7,225

41 愛知県 知立市
知立市地域伝統文化後継者養成事業実
行委員会

知立市の文化遺産を活かした地域活性化事業 383

42 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 6,699

43 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 854

44 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事業 30,424

45 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 3,586

46 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 10,773

47 大阪府 岸和田市
八木地区池尻町文化遺産保存継承推進
実行委員会

八木地区池尻町文化遺産保存継承事業 3,760

48 大阪府 岸和田市
春木地区松風町地域文化財総合活用推
進実行委員会

春木地区松風町地域文化財総合活用推進事業 3,349



49 大阪府 豊中市
豊中稲荷神社氏子地域文化遺産総合活
用推進実行委員会

豊中市豊中稲荷神社氏子地域文化遺産総合活用推
進事業 8,106

50 大阪府 泉大津市 濱地区宮本町地車保存継承実行委員会 宮本町地車祭保存継承事業 3,769

51 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 7,945

52 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 9,302

53 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 7,325

54 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 4,947

55 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 1,776

56 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 7,225

57 大阪府 柏原市 柏原市文化遺産活用実行委員会 柏原市文化遺産活用事業 6,858

58 大阪府 羽曳野市
令和３年度羽曳野市内の地域文化財総
合活用推進事業実行委員会

羽曳野市誉田地域伝統文化保存継承事業 6,842

59 大阪府 高石市 高石市髙磯地車保存継承実行委員会 髙磯地区文化遺産継承事業 6,800

60 大阪府 東大阪市
東大阪市地域文化遺産活性化実行委員
会

東大阪市の文化遺産を活用した地域活性化事業 5,497

61 大阪府 忠岡町
生之町（生帰）地車保存継承実行委員
会

生帰文化遺産総合活用推進事業 2,049

62 大阪府 河南町
寛弘寺地区御神輿渡御祭保存継承実行
委員会

寛弘寺地区御神輿渡御祭保存継承事業 6,103

63 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 6,528

64 兵庫県 尼崎市
尼崎市地域文化遺産活性化事業実行委
員会

尼崎市地域文化遺産活性化事業 7,944

65 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 7,225

66 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 6,820

67 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 3,368

68 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 6,506

69 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 5,291

70 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 4,770

71 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 6,366



72 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 8,493

73 兵庫県 丹波篠山市 丹波篠山市歴史文化活用実行委員会 丹波篠山市の文化遺産を活かした地域活性化事業 6,270

74 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 541

75 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 118

76 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 1,769

77 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 992

78 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 1,782

80 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 680

81 奈良県 宇陀市 古市場地区文化遺産活用実行委員会 古市場地区文化遺産継承事業 7,152

82 奈良県 広陵町
広陵町文化遺産総合活用推進実行委員
会

箸尾地域櫛玉比女命神社禮大祭文化遺産総合活用
推進事業 7,479

83 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 7,820

84 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 1,097

85 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 5,791

86 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 23,536

87 島根県 浜田市 浜田市文化遺産活用事業実行委員会 浜田市文化遺産活用事業 4,606

88 島根県 江津市 江津市文化遺産活用事業実行委員会 江津市文化遺産継承・活用事業 4,291

89 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 2,753

90 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活用活性化事業 385

91 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 5,807

92 佐賀県 佐賀市
佐賀市文化財総合活用推進事業実行委
員会

佐賀市文化財総合活用推進事業 3,762

93 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 233

94 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 291

95 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 435



96 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 283

97 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 847


