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認定年月 認定年月 作成年月

令和4年度申請額： 千円

 7 実施計画における目標と期待される効果 別紙①のとおり

住所

 10 その他事業（自主財源，民間団体，他省庁等からの補助（支援）を予定している事業など）

 9 その他計画実施により想定される効果（定性的な効果を記載）

 13 担当部局

ＴＥＬ

Ｅ-mail

ＦＡＸ

地方公共団体
担当部局課

ふりがな

担当者氏名

 12 「文化財保存活用地域計画（大綱）」の作成や「歴史的風致維持向上計画」の作成・認定に向けた計画の見込
等

 11 「文化財保存活用地域計画(大綱)」、「文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画」、「歴史文化基本構
想」の作成状況

文化財保存活用地域計画(大綱)
文化観光推進法に基づく拠点計画及び

地域計画
歴史文化基本構想

地域文化財総合活用推進事業　実施計画

 2 補助事業の種類 1 都道府県・市区町村名

 3 実施計画の名称

 4 実施計画年度

 6 実施体制

 5 実施計画の概要

地域伝統行事・民俗芸能等
継承基盤整備

令和 4 年度

事業概要：

事業概要：

（2）実施事業の概要 別紙②のとおり

（1）補助金額 8 補助事業の概要

様式１－１



達成率４： (実績値） 令和 4 年度 （単位） ⇒ 達成率

（単位） ⇒ 達成率

達成率３： (実績値） 令和 4 年度 （単位） ⇒ 達成率

（目標値）

評価指標区分４： （リストから選択してください。） （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標４： （具体的な指標を記載してください。）

目標区分３：

年度 （単位） ⇒ 達成率

4 年度（単位）

令和 年度 （単位）

目標値４：

設定根拠４：

目標区分４： （リストから選択してください。）

目標値３： ⇒

（リストから選択してください。） （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標２： 関連事業:

目標値２： ⇒

設定根拠２：

達成率２： (実績値） 令和 4 年度

7 実施計画における目標と期待される効果　別紙

目標区分２： （リストから選択してください。）

評価指標区分２：

目標区分１： （リストから選択してください。）

評価指標区分１： 祭礼行事等の保存会会員数、保存団体数（必須） （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標１： 関連事業:

目標値１： ⇒(現状値） 令和 3 （単位）

設定根拠１：

達成率１：

⇒(現状値） 令和 年度 （単位）

（リストから選択してください。）

評価指標区分３： （リストから選択してください。） （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標３： （具体的な指標を記載してください。） 関連事業:

設定根拠３：

(現状値）

（目標値） 令和 年度 （単位）

令和 年度 （単位）

関連事業:

（目標値）

（単位）(現状値） 令和 3 年度 （目標値） 令和

令和 4 年度年度 （単位）

(実績値） 令和 4

様式１－１別紙①



達成率達成率： (実績値） 令和 4 年度 （単位） ⇒

達成率： (実績値）

達成率： (実績値） 令和 4 年度 （単位） ⇒ 達成率

令和 4 年度 （単位） ⇒

事業概要：

3 年度 （単位）

（単位）

評価指標区分：

具体的な指標：

事業④：

（具体的な指標を記載してください。）

（事業名を記載してください。） 実施団体： （実施団体名を記載してください。）

事業区分： （リストから選択してください。） 事業年度： 令和 4

具体的な指標：

目標値：

（リストから選択してください。） （具体的な指標は次のとおり）

（単位）

（単位） （目標値） 令和

⇒

⇒

実施団体：

(実績値） 令和 4 年度 （単位） ⇒ 達成率

達成率

(現状値） 令和 年度 （単位） （目標値） 令和 年度

年度

目標値：

事業概要：

⇒

（リストから選択してください。） （具体的な指標は次のとおり）

年度

評価指標区分： （リストから選択してください。） （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標：

目標値： (現状値） 令和 3 年度 （単位） （目標値） 令和 4 年度 （単位）

年度

事業概要：

事業②：

目標値：

事業概要：

事業区分： （リストから選択してください。） 事業年度： 令和 4 年度

(現状値） 令和 3 年度

(現状値） 令和 （目標値） 令和 4⇒

事業区分： （リストから選択してください。） 事業年度： 令和 4 年度

評価指標区分：

事業③： 実施団体：

事業区分： （リストから選択してください。） 事業年度： 令和 4

 8（2）実施事業の概要　別紙

事業①： 実施団体：

評価指標区分： （リストから選択してください。） （具体的な指標は次のとおり）

具体的な指標：

年度 （単位）

達成率：

4

様式１－１別紙②
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