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1 北海道 今金町 今金町 今金町文化財保存活用地域計画作成事業 2,057

2 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 4,889

3 岩手県 宮古市 宮古市 宮古市文化財保存活用地域計画作成事業 1,114

4 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 1,808

5 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 2,628

6 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 145

7 宮城県 名取市 名取市 名取市文化財保存活用地域計画作成事業 4,517

8 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 1,196

9 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 716

10 秋田県 秋田市 秋田市 秋田市文化財保存活用地域計画作成事業 1,170

11 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 791

12 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 4,724

13 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 6,681

14 福島県 白河市 白河市 白河市文化財保存活用地域計画策定事業 934

15 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 331

16 茨城県 土浦市 土浦市 土浦市文化財保存活用地域計画作成事業 735

17 茨城県 石岡市 石岡市 石岡市文化財保存活用地域計画作成事業 3,388

18 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 4,355
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19 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 375

20 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 174

21 埼玉県 春日部市 春日部市 春日部市文化財保存活用地域計画作成事業 2,753

22 埼玉県 川越市 川越市 川越市文化財保存活用地域計画作成事業 1,401

23 埼玉県 北本市 北本市 北本市文化財保存活用地域計画作成事業 1,521

24 埼玉県 さいたま市 さいたま市 さいたま市文化財保存活用地域計画作成事業 841

25 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 1,077

26 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 339

27 埼玉県 飯能市 飯能市 飯能市文化財保存活用地域計画策定事業 1,455

28 埼玉県 本庄市 本庄市 本庄市文化財保存活用地域計画作成事業 5,027

29 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 3,482

30 千葉県 柏市 柏市 柏市文化財保存活用地域計画作成事業 4,778

31 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 1,959

32 千葉県 富里市 富里市 富里市文化財保存活用地域計画作成事業 2,311

33 千葉県 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市 鎌ケ谷市文化財保存活用地域計画作成事業 2,693

34 千葉県 佐倉市 佐倉市 佐倉市文化財保存活用地域計画作成事業 250

35 東京都 千代田区 千代田区 千代田区文化財保存活用地域計画作成事業 5,419

36 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 6,221
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37 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 930

38 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 3,707

39 新潟県 糸魚川市 糸魚川市 糸魚川市文化財保存活用地域計画策定事業 3,821

40 富山県 南砺市 南砺市 南砺市文化財保存活用地域計画作成事業 557

41 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 3,969

42 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 2,354

43 福井県 福井市 福井市 福井市文化財保存活用地域計画作成事業 149

44 福井県 越前市 越前市 越前市文化財保存活用地域計画作成事業 2,136

45 福井県 大野市 大野市 大野市文化財保存活用地域計画作成事業 2,264

46 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 4,435

47 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 3,613

48 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 1,210

49 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 1,329

50 山梨県 甲斐市 甲斐市 甲斐市文化財保存活用地域計画作成事業 5,350

51 長野県 長野市 長野市 長野市文化財保存活用地域計画作成事業 4,106

52 長野県 上田市 上田市 上田市文化財保存活用地域計画作成事業 2,079

53 長野県 伊那市 伊那市 伊那市文化財保存活用地域計画作成事業 1,701

54 長野県 塩尻市 塩尻市 塩尻市文化財保存活用地域計画 3,815



No. 都道府県名
計画作成
地方公共
団体名

申請者名 補助事業名
採択額
(千円）

令和３年度地域文化財総合活用推進事業（文化財保存活用地域計画作成）採択一覧

55 長野県 千曲市 千曲市 千曲市文化財保存活用地域計画 639

56 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 328

57 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 3,402

58 静岡県 小山町 小山町 小山町文化財活用地域計画策定事業 2,914

59 静岡県 袋井市 袋井市 袋井市文化財保存活用地域計画作成事業 637

60 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 788

61 静岡県 焼津市 焼津市 焼津市文化財保存活用地域計画作成事業 607

62 静岡県 伊豆の国市 伊豆の国市 伊豆の国市文化財保存活用地域計画作成事業 461

63 静岡県 藤枝市 藤枝市 藤枝市文化財保存活用地域計画作成事業 3,022

64 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 1,417

65 愛知県 名古屋市 名古屋市 名古屋市文化財保存活用地域計画作成事業 6,391

66 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 716

67 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 4,817

68 愛知県 犬山市 犬山市 犬山文化財保存活用地域計画作成事業 7,829

69 愛知県 南知多町 南知多町 南知多町文化財保存活用地域計画作成事業 1,817

70 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 7,524

71 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 4,718

72 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 9,182
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73 三重県 伊賀市 伊賀市 伊賀市文化財保存活用地域計画作成事業 1,014

74 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 1,278

75 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 2,346

76 滋賀県 栗東市 栗東市 栗東市文化財保存活用地域計画作成事業 4,036

77 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 1,298

78 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 1,028

79 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 1,600

80 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 633

81 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 4,080

82 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 1,026

83 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 1,571

84 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 6,460

85 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 6,195

86 京都府 京丹後市 京丹後市 京丹後市文化財保存活用地域計画作成事業 7,868

87 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 2,198

88 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 997

89 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 719

90 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 2,422



No. 都道府県名
計画作成
地方公共
団体名

申請者名 補助事業名
採択額
(千円）

令和３年度地域文化財総合活用推進事業（文化財保存活用地域計画作成）採択一覧

91 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 4,131

92 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 6,764

93 大阪府 大阪狭山市 大阪狭山市 大阪狭山市文化財保存活用地域計画作成事業 1,159

94 兵庫県 西宮市 西宮市 西宮市文化財保存活用地域計画作成事業 1,807

95 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 3,662

96 兵庫県 小野市 小野市 小野市文化財保存活用地域計画作成事業 4,597

97 兵庫県 加西市 加西市 加西市歴史文化遺産保存活用計画策定事業 692

98 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 4,429

99 兵庫県 新温泉町 新温泉町 新温泉町文化財保存活用地域計画策定事業 2,851

100 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 915

101 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 1,090

102 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 1,788

103 鳥取県 米子市 米子市 米子市文化財保存活用地域計画作成事業 1,591

104 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 6,753

105 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 681

106 島根県 松江市 松江市 松江市文化財保存活用地域計画作成事業 1,325

107 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 1,243

108 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 363
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109 広島県 呉市 呉市 呉市文化財保存活用地域計画作成事業 2,839

110 広島県 三原市 三原市 三原市文化財保存活用地域計画作成事業 3,255

111 広島県 廿日市市 廿日市市 廿日市市文化財保存活用地域計画作成事業 2,885

112 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 716

113 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 864

114 徳島県 藍住町 藍住町 藍住町文化財保存活用地域計画作成事業 4,223

115 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 286

116 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 441

117 愛媛県 松山市 松山市 松山市文化財保存活用地域計画策定事業 4,259

118 愛媛県 久万高原町 久万高原町 久万高原町文化財保存活用地域計画作成事業 3,269

119 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 797

120 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 5,141

121 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作成事業 2,890

122 福岡県 飯塚市 飯塚市 飯塚市文化財保存活用地域計画作成事業 4,392

123 長崎県 島原市 島原市 島原市文化財保存活用地域計画作成事業 6,179

124 長崎県 松浦市 松浦市 松浦市文化財保存活用地域計画作成事業 8,256

125 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 7,066

126 大分県 宇佐市 宇佐市 宇佐市文化財保存活用地域計画作成事業 931
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127 大分県 中津市 中津市 中津市文化財保存活用地域計画作成事業 2,224

128 大分県 臼杵市 臼杵市 臼杵市文化財保存活用地域計画作成事業 5,951

129 大分県 佐伯市 佐伯市 佐伯市文化財保存活用地域計画作成事業 3,721

130 大分県 日田市 日田市 日田市文化財保存活用地域計画作成事業 500

131 鹿児島県 指宿市 指宿市 指宿市文化財保存活用地域計画作成事業 1,900

132 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 4,597

133 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 1,473

134 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 979

135 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 993


