
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 6,650

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 3,309

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 271

4 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 303

5 宮城県 気仙沼市 （仮称）「けせんぬま遺産」活用推進実行委員会 気仙沼市文化遺産活用まちづくり事業 2,788

6 宮城県 白石市 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（地域文化遺産） 814

7 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 39

8 秋田県 湯沢市 湯沢市文化財活用推進会議(仮称） 湯沢市文化財活用事業 14,505

9 福島県 郡山市 郡山市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 2,107

10 茨城県 大子町 大子町の文化遺産を活かす推進委員会 大子町文化遺産総合活用推進事業 1,773

11 群馬県 前橋市
二之宮式三番叟・産泰神社太々神楽・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

1,921

12 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 1,761

13 神奈川県 鎌倉市 玉縄城址まちづくり会議 鎌倉・玉縄城址を活かす歴史ミュウジアム事業 184

14 神奈川県 伊勢原市 伊勢原市地域文化財保存活用協議会 伊勢原市地域文化財保存活用事業 1,971

15 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 1,927

16 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 1,901

17 神奈川県 清川村 青龍祭実行委員会 青龍祭 148

18 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 5,951

19 富山県 高岡市 高岡市日本遺産推進協議会 高岡市日本遺産魅力発信事業 3,896

20 富山県 魚津市 魚津市観光協会 魚津市文化観光体験プラン事業 3,663

21 長野県 阿智村 阿智村文化財活用事業プロジェクト 阿智村文化財活用事業プロジェクト 13,369
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22 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 5,873

23 岐阜県 岐阜県 公益社団法人　岐阜県建築士会

「ヘリテージマネージャー育成及び文化財建造物
保存修理技術スキルアップ講習会」事業及び「文
化財建造物の保存修理について相談できる人材の
育成」事業

1,300

24 岐阜県 岐阜市 ぎふ歴史遺産活用推進協議会 岐阜市地域文化財総合活用推進事業 1,846

25 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 198

26 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 10,778

27 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観光推進事業 1,930

28 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 3,600

29 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 4,589

30 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 253

31 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 8,561

32 静岡県 静岡県 ふじのくに無形民俗文化財活性化実行委員会 ふじのくに無形民俗文化財活性化事業 3,017

33 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 6,669

34 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 1,553

35 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 7,303

36 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 5,575

37 愛知県 小牧市 小牧市文化遺産活用実行委員会 小牧市文化遺産総合活用活性化事業 151

38 愛知県 田原市 田原市文化遺産地域活性化実行委員会 渥美半島の文化遺産を活用した地域活性化事業 7,251

39 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 2,505

40 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 2,792

41 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 4,915

42 三重県 大紀町 錦戸畔地域活性化プロジェクト実行委員会 錦戸畔地域活性化プロジェクト事業 2,218

43 滋賀県 米原市 米原の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

102
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44 滋賀県 多賀町 多賀の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

166

45 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 484

46 関西広域連合 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

46,280

47 大阪府 大阪市 大阪市文化遺産活用実行委員会 大阪市文化遺産活用推進事業 3,128

48 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 3,172

49 兵庫県 西宮市 西宮市歴史資産活用活性化協議会 西宮市歴史資産活用活性化事業 1,456

50 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

3,149

51 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 719

52 奈良県 奈良市 奈良市伝統文化いきいき実行委員会 奈良市地域文化遺産活性化プロジェクト 9,326

53 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 775

54 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 7,432

55 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 348

56 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 3,479

57 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 620

58 岡山県 備前市 備前市歴史文化総合活用推進協議会 備前市の文化遺産を活用した地域活性化事業 1,855

59 広島県 尾道市 尾道市文化遺産塾実行委員会 尾道文化遺産総合活性化プロジェクト 213

60 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 602

61 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 15,048

62 香川県 坂出市 十州入浜塩田作業唄・構築史実行委員会 十州入浜塩田作業唄・構築史普及啓発事業 947

63 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 451

64 熊本県 宇土市 宇土雨乞い大太鼓魅力再発見事業実行委員会 宇土の文化遺産を活かした地域活性化事業 1,041

65 大分県 大分県 豊の国文化遺産活用実行委員会 おおいた遺産を活用した観光人材の育成事業 871
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66 宮崎県 宮崎県 宮崎県文化遺産活性化委員会 宮崎県文化遺産保存活用活性化事業 944

67 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

962

1 北海道 札幌市 札幌市歴史文化のまちづくり推進協議会
（観光拠点整備事業継続）札幌市歴史文化の観光
拠点づくり推進事業

2,444

2 青森県 八戸市 八戸歴史文化発信事業実行委員会
（観光拠点整備事業継続）八戸市歴史文化発信事
業

739

3 福島県 郡山市 郡山文化遺産総合活性化実行委員会
（観光拠点整備事業継続）郡山文化遺産総合活性
化プロジェクト

3,415

4 岐阜県 岐阜市 ぎふ歴史遺産活用推進協議会 （観光拠点整備事業継続）ぎふ歴史遺産活用事業 224

5 岐阜県 恵那市 恵南地区文化遺産活用実行委員会
（観光拠点整備事業継続）恵那市恵南地区文化遺
産活用推進事業

977

6 滋賀県 大津市 大津市浜大津・石山地区文化遺産活用実行委員会
（観光拠点整備事業継続）大津市浜大津・石山地
区の文化遺産を活かした地域活性化事業

10,617

7 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

（観光拠点整備事業継続）森の京都「なんたん」
エコミュージアム推進事業

2,498

8 京都府 亀岡市 地域資源活用実行委員会
（観光拠点整備事業継続）丹波亀山城下町エリア
歴史文化遺産活用推進事業

11,134

9 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
（観光拠点整備事業継続）王寺町の文化財を生か
した観光拠点づくり事業

3,449

10 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

（観光拠点整備事業継続）益田の歴史文化を活か
した観光拠点整備事業

682

11 広島県 尾道市 尾道文化遺産塾実行委員会
（観光拠点整備事業継続）尾道文化遺産総合活性
化プロジェクト

355

12 長崎県 平戸市 地域資源を活かした観光拠点形成推進協議会
（観光拠点整備事業継続）文化遺産保全活用ポー
タルサイト構築事業

1,498

【観光拠点整備事業継続分】令和４年度地域文化財総合活用推進事業（地域文化遺産・地域計画等）　一覧（１２件）
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