
令和４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
（千円）

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 929

2 北海道 中川町 中川町 中川町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,808

3 北海道 別海町 別海町 別海町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 4,626

4 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 4,013

5 岩⼿県 奥州市 奥州市 奥州市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

6 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 1,000

7 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 1,923

8 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 1,589

9 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 217

10 宮城県 名取市 名取市 名取市市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 911

11 宮城県 塩竈市 塩竈市 ⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

12 秋⽥県 ⿅⾓市 ⿅⾓市 ⿅⾓地域⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,598

13 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 1,000

14 秋⽥県 ⼤仙市 ⼤仙市 ⼤仙市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 500

15 ⼭形県 ⼭形市 ⼭形市 ⼭形市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 977

16 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 899

17 福島県 喜多⽅市 喜多⽅市 市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 4,743

18 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 490

19 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 1,577

20 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 2,370

21 茨城県 かすみがうら市 かすみがうら市 かすみがうら市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,601

22 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 2,023

23 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 1,000

24 群⾺県 ⾼崎市 ⾼崎市 ⾼崎市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 369

25 群⾺県 館林市 館林市 館林市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 219

26 群⾺県 嬬恋村 嬬恋村 嬬恋村⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,296

27 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 1,539

28 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 2,208

29 埼⽟県 ⾏⽥市 ⾏⽥市 ⾏⽥市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,580

30 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 1,583

31 埼⽟県 飯能市 飯能市 飯能市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,662

32 埼⽟県 東松⼭市 東松⼭市 東松⼭市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,456

33 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 3,292

34 千葉県 千葉市 千葉市 千葉市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 5,238

35 千葉県 野⽥市 野⽥市 野⽥市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 158

36 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 1,091

37 千葉県 柏市 柏市 柏市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,874

38 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 4,285

39 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 989

40 千葉県 松⼾市 松⼾市 松⼾市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

41 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 2,719
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42 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 2,067

43 神奈川県 川崎市 川崎市 川崎市⽂化財保存活⽤地域計画策定事業 1,000

44 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作成事業 2,026

45 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作成事業 2,102

46 新潟県 ⼗⽇町市 ⼗⽇町市 ⼗⽇町市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 4,245

47 富⼭県 ⾼岡市 ⾼岡市 ⾼岡市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,620

48 富⼭県 砺波市 砺波市 砺波市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

49 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 1,014

50 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 900

51 ⽯川県 ⼩松市 ⼩松市 ⼩松市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,855

52 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 1,088

53 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 1,202

54 福井県 敦賀市 敦賀市 敦賀市⽂化財保存活⽤地域計画策定事業 2,896

55 福井県 ⼤野市 ⼤野市 ⼤野市⽂化財保存活⽤地域計画策定事業 1,000

56 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 5,280

57 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 1,000

58 ⼭梨県 北杜市 北杜市 北杜市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,353

59 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 681

60 ⻑野県 ⻑野市 ⻑野市 ⻑野市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,987

61 ⻑野県 伊那市 伊那市 伊那市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 880

62 ⻑野県 塩尻市 塩尻市 塩尻市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 4,380

63 ⻑野県 千曲市 千曲市 千曲市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 803

64 ⻑野県 宮⽥村 宮⽥村 宮⽥村⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,564

65 岐⾩県 美濃加茂市 美濃加茂市 美濃加茂市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,330

66 静岡県 三島市 三島市 三島市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,160

67 静岡県 ⼩⼭町 ⼩⼭町 ⼩⼭町⽂化財保存活⽤地域計画策定事業 1,387

68 静岡県 沼津市 沼津市 沼津市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,913

69 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 1,000

70 静岡県 静岡市 静岡市 静岡市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,007

71 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 684

72 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 711

73 静岡県 島⽥市 島⽥市 島⽥市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

74 静岡県 掛川市 掛川市 掛川市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,999

75 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 978

76 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 3,776

77 愛知県 豊川市 豊川市 豊川市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,266

78 愛知県 ⻄尾市 ⻄尾市 ⻄尾市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

79 愛知県 ⽝⼭市 ⽝⼭市 ⽝⼭市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 5,376

80 愛知県 あま市 あま市 あま市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,478

81 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 4,676

82 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 1,000

83 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 1,584

84 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 2,216
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85 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 144

86 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 1,000

87 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 900

88 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 1,394

89 滋賀県 ⽇野町 ⽇野町 ⽇野町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,250

90 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 1,286

91 京都府 ⻲岡市 ⻲岡市 ⻲岡市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 4,521

92 京都府 ⻑岡京市 ⻑岡京市 ⻑岡京市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,993

93 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 3,169

94 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等作成事業 1,000

95 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 2,047

96 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 1,000

97 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 1,000

98 ⼤阪府 ⾙塚市 ⾙塚市 ⾙塚市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,536

99 ⼤阪府 富⽥林市 富⽥林市 富⽥林市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,915

100 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 839

101 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 3,654

102 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 2,672

103 兵庫県 多可町 多可町 多可町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,446

104 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 1,978

105 奈良県 ⼤淀町 ⼤淀町 ⼤淀町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

106 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 1,000

107 ⿃取県 ⽇野町 ⽇野町 ⽇野町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 448

108 島根県 浜⽥市 浜⽥市 浜⽥市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,001

109 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 1,048

110 島根県 美郷町 美郷町 美郷町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,265

111 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 505

112 岡⼭県 瀬⼾内市 瀬⼾内市 瀬⼾内市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

113 岡⼭県 新⾒市 新⾒市 新⾒市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,567

114 広島県 呉市 呉市 呉市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,340

115 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 2,913

116 広島県 福⼭市 福⼭市 福⼭市⽂化財保存活⽤地域計画策定事業 1,745

117 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 1,825

118 広島県 熊野町 熊野町 熊野町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,925

119 ⼭⼝県 萩市 萩市 萩市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,245

120 徳島県 藍住町 藍住町 ⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,489

121 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 1,000

122 愛媛県 ⻄予市 ⻄予市 ⻄予市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 510

123 愛媛県 松⼭市 松⼭市 松⼭市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,706

124 愛媛県 ⻤北町 ⻤北町 ⻤北町⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000

125 ⾼知県 ⽇⾼村 ⽇⾼村 ⽇⾼村⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 4,294

126 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 1,000

127 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 890
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128 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 1,711

129 福岡県 朝倉市 朝倉市 朝倉市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,315

130 ⻑崎県 諫早市 諫早市 諫早市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,712

131 ⻑崎県 島原市 島原市 島原市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,946

132 ⻑崎県 松浦市 松浦市 松浦市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 2,525

133 熊本県 ⽔俣市 ⽔俣市 ⽔俣市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 3,741

134 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 3,266

135 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 4,321

136 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 1,076

137 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 3,868

138 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 2,165

139 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 6,829

140 ⿅児島県 ⻄之表市 ⻄之表市 ⻄之表市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 832

141 ⿅児島県 南九州市 南九州市 南九州市地⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 4,065

142 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 1,147

143 ⿅児島県 薩摩川内市 薩摩川内市 薩摩川内市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,101

144 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 1,000

145 沖縄県 宮古島市 宮古島市 うるま市⽂化財保存活⽤地域計画作成事業 1,000


