
No 道府県 申請者
（◎は代表自治体）

ストーリー名
（認定年度）

変更事
項

変更個所

申請自治体

【追加】
福岡県・筑紫野市・春日市・大野城市・那珂川市・宇美町、基山町
（佐賀県）
【代表自治体の変更】
太宰府市から福岡県に変更する。

ストーリー

【修正】
〇１節目
・節タイトルおよび２行目 「大宰府」に修正。
〇２節目
・８・２０行目 「大宰府」に修正。
・９行目 「筑紫には天智朝に水城や大野城、基肄城など」に修
正。
・１３行目 「それは水城や大野城、基肄城など」に修正。
・１９行目 文章追加「四方へ広がる官道は、文物・文化の交流を
支えた。」。
・２２行目 「誕生したが、それは「西の都」成立以前からの盛んな
交流の地であった筑紫という素地の上に成り立っていた。」に修
正。
〇３節目
・３行目 「大宰府」に修正。
〇４節目
・節タイトル 「筑紫に花開く文化」に変更。
・１・１２行目 「大宰府」に修正。
・８行目 「生まれ、万葉歌人たちは大野城や次田温泉（二日市温
泉）をはじめ筑紫の風景に心を寄せて和歌を詠んだ。」に修正。
・写真 「梅花宴」の追加。
〇６節目
・１行目 「筑紫に置かれた大宰府」に修正。
・３行目 「筑紫の地の随所」に修正。

構成文化財

【名称を変更】
・「官道［水城西門・東門ルート］」⇒「官道」に変更
【追加】
・「基肄城跡」
・「阿志岐山城跡」
・「次田温泉」
・「塔原塔跡」
・「天拝山」
・「杉塚廃寺」
・「牛頸須恵器窯跡」
・「牛頸須恵器窯跡出土ヘラ書き須恵器」
・「御笠の森」
・「善一田古墳群」
・「裂田溝」

【位置づけを変更】
・番号54 「市房山にある本宮まで登ることの出来ない人々が詣で
る神社。春の例大祭では「お嶽さん参り」にちなむ祭礼が行われて
いる。」に変更。

【名称を変更】
・番号19 「勝福寺関連遺産群」に変更。
・番号25 「多良木相良氏関連遺産群」に変更。
・番号30 「生善院観音堂」を「生善院観音堂及び本堂と庫裏」に
変更。
・番号49 「上村相良氏関連遺産群」に変更。

【追加】
・番号58 人吉球磨のやきもの（上村焼、一勝地焼）
・番号59 市房杉

【その他】
指定等の状況の変更
・番号29 「御大師堂」の指定等の状況を「県重文（建造物・彫刻）」
に変更。
・番号30 「生善院観音堂」の指定等の状況の「国重文（建造物）」
を「国重文（建造物）、村指定（建造物）」に変更。
・番号42 「永留相良氏城郭群の高城跡」の指定等の状況を「村史
跡」に変更。
・番号53 「深田大王神社（深田阿蘇神社）」の指定等の状況を「町
有形（建造物）指定」に変更。

3 石川県 小松市

「珠玉と歩む物語」小松～
時の流れの中で磨き上げ
た石の文化
（平成２８年度）

構成文化財

【名称を変更】
九谷焼製土場（九谷セラミック・ラボラトリーほか）に変更。
【追加】
「滝ケ原八幡神社大鳥居」
「大宮神社の石馬」
「河田神社の扁額」

2 熊本県

◎人吉市、球磨郡錦町、
球磨郡多良木町、球磨郡
湯前町、球磨郡水上村、
球磨郡相良村、球磨郡五
木村、球磨郡山江村、球
磨郡球磨村、球磨郡あさ
ぎり町

相良700年が生んだ保守
と進取の文化～日本で
もっとも豊かな隠れ里―
人吉球磨～
（平成27年度）

令和２年度「日本遺産（Japan Heritage）」認定内容の変更一覧

1 福岡県 太宰府市
古代日本の「西の都」～東
アジアとの交流拠点～
（平成27年度）

構成文化財
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申請自治体 【追加】 中津川市

ストーリー

【修正】
「塩尻市から木曽郡にかけての木曽地域は、総面積1,836㎢と」を
「塩尻市から岐阜県中津川市にかけての木曽地域は、総面積
2,512㎢と」に修正する。
・2頁（4）の20行目～を以下のとおり修正する。
「江戸時代初期には宿場近くに木地師（きぢし）と呼ばれる「ろくろ
細工」職人の集落があり、」を「江戸時代初期には宿場近くで木地
師（きじし）と呼ばれる職人が「南木曽ろくろ細工」を生産するな
ど、」に修正する。

構成文化財

【位置づけを変更】【名称を変更】
・「木曽森林鉄道」を「木曽の森林鉄道」に変更する。合わせて構
成文化財のストーリーの中の位置づけを「木曽森林鉄道の中核を
なした森林鉄道で、今も観光用に樹齢300年の天然林が茂る森林
浴発祥の赤沢自然休養林の中を走り抜けている。なお、森林鉄道
は木曽谷一帯に建設された。」を「小川、王滝森林鉄道を中心に
木曽谷一帯に建設された。今も観光用に樹齢300年の天然林が茂
る森林浴発祥の赤沢自然休養林の中を走り抜けている。」に変更
する。
・「蕎麦切り発祥の地」を「そば切り発祥の里」に変更する。合わせ
て構成文化財のストーリーの中の位置づけを「本山宿に建立。木
曽谷が蕎麦の特産地であることを示している。」を「本山宿に碑、
定勝寺に古文書がある。現在の蕎麦の形が木曽谷から始まった
と考えられ、蕎麦が木曽の生活に根ざした特産品であることを示し
ている。」に変更する。
【追加】
・「木曽の朴葉巻」、「旧帝室林野局木曽支局庁舎」、「島崎藤村宅
（馬籠宿本陣）跡」を追加する。

5
広島県，神奈川県，京
都府，長崎県

広島県（◎呉市），神奈川県
（横須賀市），京都府（舞鶴
市），長崎県（佐世保市）

鎮守府 横須賀・呉・佐世
保・舞鶴
（平成２８年度）

構成文化財

【名称を変更】
「海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎（旧呉鎮守府庁舎）、地区内
のれんが建物群及び旧地下作戦室（旧呉鎮守府司令部地下壕）」
を「海上自衛隊呉地方総監部第一庁舎（旧呉鎮守府庁舎）、地区
内のれんが建物群及び呉鎮守府地下施設群」に変更する。
ストーリーの中の位置づけの「庁舎海側の崖を切り開いて建設さ
れた旧地下作戦室」を削除し、「地下施設」とする。
【追加】
亀ヶ首発射場跡（呉市）
舞鶴鎮守府島嶼施設（舞鶴市）

申請自治体

【追加】
石川県白山市、志賀町、大阪府泉佐野市

構成文化財

【追加】
石川県白山市：藤塚神社、藤塚神社奉納物、御酒、美川のおかえ
り祭り、美川仏壇、ふぐの卵巣の糠漬、石川ルーツ交流館北前船
関係資料、今湊神社、呉竹文庫所蔵資料

石川県志賀町：旧福浦灯台、日和山、方角石(石造方位盤)、北前
船関連資料群、奉納船絵馬群、めぐり(繋船孔)、福浦祭り

大阪府泉佐野市：食野家邸宅跡、いろは蔵通り、西法寺、春日神
社、
妙浄寺梵鐘、旧佐野浦の町並み、野出墓地、食野一統資料群、
禅徳寺船主資料群、ふとん太鼓、佐野くどき（佐野踊り）、奉納弁
財船

7 滋賀県・三重県
滋賀県（◎甲賀市）、三重県
（伊賀市）

忍びの里 伊賀・甲賀
－リアル忍者を求めて－
（平成２９年度）

構成文化財

【追加】
「長福寺」（甲賀市）、
「称名寺」（甲賀市）、
「多聞寺」（甲賀市）、
「唯称寺」（甲賀市）、
「慈眼寺」（甲賀市）、
「愛宕神社」（伊賀市）、
「勝因寺」（伊賀市）、
「藤原千方伝説地」（伊賀市）、
「掛田城跡」（伊賀市）

8 福岡県・山口県
福岡県（◎北九州市）、山口
県（下関市）

関門“ノスタルジック”海峡
～時の停車場、近代化の
記憶～
（平成２９年度）

構成文化財

【位置づけを変更】
・「三宜楼」の位置づけのうち「関門港を代表する大型旅館」を「関
門港を代表する大型料亭」に修正する
【名称を変更】
・「若松石炭会館」を「石炭会館」に修正。
・「三菱重工株式会社下関造船所」を「三菱重工業株式会社下関
造船所」に修正。
・「三宜楼」のルビ 「さんぎろう」を「さんきろう」に修正。

山形県
北海道
青森県
秋田県
新潟県
富山県
石川県
福井県
京都府
大阪府
兵庫県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
香川県

山形県（◎酒田市、鶴岡
市）、
北海道（函館市、小樽市、石
狩市、松前町）、青森県
（鰺ヶ沢町、深浦町、野辺地
町）、秋田県（秋田市、能代
市、男鹿市、由利本荘市、
にかほ市）、新潟県（新潟
市、長岡市、上越市、佐渡
市、出雲崎町）、富山県(富
山市､高岡市)、石川県（金
沢市、小松市、輪島市、加
賀市）、福井県（敦賀市、小
浜市、坂井市、南越前町）、
京都府（宮津市）、大阪府
（大阪市）、兵庫県（神戸市、
姫路市、洲本市、赤穂市、
高砂市、たつの市、新温泉
町）、鳥取県（鳥取市）、島根
県（浜田市）、岡山県（倉敷
市）、広島県（呉市、竹原
市、尾道市）、香川県（多度
津町）

荒波を越えた男たちの夢
が紡いだ異空間
(平成２９年度）

6

長野県
岐阜県

4

◎ 南木曽町
（南木曽町・大桑村・上松
町・木曽町・木祖村・王滝
村・塩尻市・中津川市）

木曽路はすべて山の中～
山を守り山に生きる～
（平成２８年度）



No 道府県 申請者
（◎は代表自治体）

ストーリー名
（認定年度）

変更事
項

変更個所

9 岩手県、宮城県

岩手県(陸前高田市・平泉
町)
宮城県(気仙沼市・◎涌谷
町･南三陸町)

みちのくGOLD浪漫～黄金
の国ジパング、産金はじま
りの地をたどる～
（令和元年度）

構成文化財

【位置づけを変更】
気仙本吉御絵図の位置づけをを絵図の調査により、「３４か所」か
ら「85か所」に変更する。

ストーリー

【変更】
・１頁の２０行目
「有松は世界一絞り技法の多い絞り染めの産地として知られてお
り、国の伝統的工芸品に指定されています。」を「『有松・鳴海絞』
が国の伝統的工芸品に指定されている有松・鳴海地域は、世界
一絞り技法の多い絞り染めの産地として知られており、」に変更。
・１頁の２９行目、３２行目、３５行目及び２頁の２５行目
 「有松」を「有松・鳴海地域」に変更。
・１頁の３４行目及び写真の解説
 「有松絞り」を「有松・鳴海絞」に変更。
・２頁の２６行目
 「有松の町」を「有松・鳴海地域」に変更。
・２頁の３０行目
 「有松は絞り」を「有松・鳴海絞」に変更。

構成文化財

【名称の変更】
・構成文化４３、構成文化財の位置図（様式１－２）及び構成文化
財の写真一覧（様式３－２）
 「有松絞り」を「有松・鳴海絞」に変更。
・構成文化４３
 「有松の町」を「有松・鳴海地域」に変更。
・構成文化財位置図（様式１－２）
 「４３有松・鳴海絞の製造技術及び製品（鳴海地区）」を追加。

ストーリー

【修正】
「東寺初代長官となった空海が」を「東寺を真言密教の根本道場

とした空海が、」高野山と東寺の中間にあるに修正する。

構成文化財

【追加】
「薬樹山延命寺」
「八幡神社」

ストーリー

【修正】
＜ストーリーの概要＞
「三井本館」を 「明治生命館」に変更する。
＜ストーリー＞
「三井本館」を削除する。
「３棟」を「２棟」に修正する。
「大阪府立中之島図書館」を「大阪市中央公会堂」修正する。

構成文化財

【文章を変更】
「三井本館」を削除する。
【名称を変更】
「西光寺」を「土庄本町地区の町並み（迷路のまち）」に変更する。
【追加】
「千歳座」（丸亀市）
「大石山」（笠岡市）
「心経山」（丸亀市）

10 愛知県 名古屋市

江戸時代の情緒に触れる
絞りの産地 ～藍染が風に
ゆれる町 有松～
（令和元年度）

12
岡山県
香川県

岡山県（◎笠岡市）
香川県（丸亀市，土庄町，小
豆島町）

知ってる!? 悠久の時が流
れる石の島
～海を越え，日本の礎を築
いた せとうち備讃諸島～
（令和元年度）

11 大阪府 河内長野市

中世に出逢えるまち～千
年にわたり護られてきた中
世文化遺産の宝庫～
（令和元年度）


