
No 都道府県
申請者

（◎印は代表自治体）
ストーリーのタイトル

1 青森県 青森市 青森港を中心とした近世からの都市計画～大火・戦災の記憶とともに～

2 青森県 ◎八戸市・階上町 ヤマセと馬が生んだ風俗と景観

3 宮城県
◎宮城県
（仙台市，塩竈市，多賀城市，松島町）

政宗が育んだ“伊達”な文化

4 秋田県 ◎大仙市・仙北市・美郷町
豊穣を願う雪国のまつりと水への祈り～美田・美酒・美人の郷「あきた仙北
平野」～

5 秋田県

◎秋田県
（北秋田市，能代市，男鹿市，秋田市，由
利本荘市，にかほ市，大仙市，横手市，湯
沢市，美郷町）

菅江真澄が記した江戸時代の秋田－あきた今昔ものがたり－

6 山形県
◎山形県
（鶴岡市，西川町，庄内町）

自然と信仰が息づく『生まれかわりの旅』～樹齢300年を超える杉並木に
つつまれた2,446段の石段から始まる出羽三山～

7 山形県 鶴岡市 教学の精神が育てた城下町鶴岡 ～ 藩校致道館と松ヶ岡開墾場

8 福島県

◎会津若松市・喜多方市・南会津町・下
郷町・檜枝岐村・只見町・北塩原村・西会
津町・磐梯町・猪苗代町・会津坂下町・湯
川村・柳津町・会津美里町・三島町・金山
町・昭和村

会津の三十三観音めぐり～巡礼を通して観た往時の会津の文化～

9 福島県 ◎郡山市・猪苗代町
未来を拓いた「一本の水路」－大久保利通“最期の夢”と開拓者の軌跡
郡山・猪苗代－

10 栃木県 日光市 はじめて物語 足尾 日本初がある銅の町

11 群馬県 甘楽町 水が流れる織田の城下町 ─街の生き字引「雄川堰」─

12 埼玉県 行田市 忍の水物語 ～“浮き城”と呼ばれた忍城と足袋のまち行田～

13 埼玉県
◎春日部市・久喜市・幸手市・杉戸町・松
伏町・吉川市・三郷市・八潮市

埼玉県東部地域の水路と水田文化 ―葛西用水路と周辺水路・水辺の歴
史の生き証人―

14 埼玉県 ◎川越市・新座市・三芳町 武蔵野を拓く！ 江戸に最も近い川越藩の挑戦

15 千葉県
◎千葉県
（佐倉市，成田市，香取市，銚子市）

「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み」─佐倉・成田・佐原・
銚子：百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表的町並み群─

16 東京都 ◎国分寺市・府中市 日本一広い国府と国分寺 ～徳川家康が崇敬した古代武蔵のまちづくり～

17 神奈川県 伊勢原市 江戸庶民の信仰と行楽の地～巨大な木太刀を担いで「大山詣り」～

18 神奈川県 鎌倉市 「いざ、鎌倉」 ～歴史と文化が描くモザイク画のまちへ～

19 新潟県
◎三条市・新潟市・長岡市・十日町市・津
南町

「なんだ、コレは！」 信濃川流域の火焔型土器と雪国の文化

20 富山県 南砺市 日本に誇る民謡の宝庫「なんと」 ～唄い踊り継がれる歴史と伝統～

21 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～

22 石川県 金沢市 きらめく金箔 ～黄金の国ジパングを支える金沢～

23 福井県 大野市 湧水と共に暮らしてきた城下町 越前大野 ～ 大野人が守り続けた水文化 ～

24 福井県
◎福井県
（福井市，勝山市）

蘇る中世越前の威風 ～戦国にいざなう 一乗谷と白山平泉寺～

25 山梨県

◎山梨県
（甲府市，富士吉田市，山梨市，大月市，
韮崎市，南アルプス市，北杜市，甲斐市，
笛吹市，甲州市，身延町，南部町，富士河
口湖町）

世界に知られた甲斐国の王 信玄─フォッサ・マグナが生んだ戦国の名将
とその遺産群

26 長野県 長野市
ご縁を結ぶ地‐長野 ～善光寺と戸隠‐戦国の戦乱から復興を遂げた日本
一の門前町～

27 長野県
◎ 南木曽町・大桑村・上松町・木曽町・木
祖村・王滝村・塩尻市

木曽路はすべて山の中 ～  山を守り 山に生きる  ～

28 岐阜県 高山市 飛騨匠の技・こころ ―木とともに、今に引き継ぐ１３００年―

29 岐阜県
◎岐阜県
（大垣市，垂井町，関ケ原町，養老町）

ここが東西出会いの地 関ケ原

30 静岡県・愛知県 ◎浜松市・静岡市・岡崎市 若き家康に出逢うまち～戦国大名・徳川家康の城下町、岡崎・浜松・静岡～

31 愛知県

◎愛知県
（名古屋市，犬山市，清須市，津島市，愛
西市，あま市，蟹江町，半田市，常滑市，
阿久比町，武豊町，岡崎市，碧南市，西尾
市，豊田市）

「あいちde醸（かも）す」 ─あいちの醸造文化を巡る─

32 愛知県 犬山市 城と城下町が紡ぐ町人文化 ─温故知新のまち 犬山─
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33 愛知県 名古屋市 尾張名古屋は堀川でもつ―城下町名古屋に生命を吹き込み、育てた運河―

34 三重県 亀山市 神官を遙かに仰ぐ宿場町 関宿

35 滋賀県 長浜市
神を斎（いつ）く観音霊場・竹生島 ～神仏習合の風土から発信するメッ
セージ～

36 滋賀県・三重県 ◎甲賀市（滋賀県）・伊賀市（三重県） ─忍びの里 伊賀・甲賀─ 忍者の真の姿を追え！

37 京都府
◎京都府
（宮津市，与謝野町）

天橋立 ～ 天に架ける橋と人々との出会い ～

38 大阪府 河内長野市
僧と民衆が創ったもう一つの中世的世界～奥河内にあった共和国・境内都
市・民主政治～

39 大阪府 藤井寺市 巨大前方後円墳があるまち・藤井寺 ─土師氏の智恵と技術が遺した風景─

40 兵庫県 高砂市 神々の力が宿る石 ～古代から伝わる竜山石の文化の継承～

41 兵庫県 ◎淡路市・洲本市・南あわじ市
『古事記』の冒頭を飾る「国生みの島・淡路」 ～古代国家を支えた海人の
営み～

42 兵庫県
◎朝来市・姫路市・福崎町・市川町・神河
町・養父市

近代日本の鉱山システムを生み出した、生野鉱山と馬車の道

43 奈良県 ◎桜井市・天理市
日本麺食文化のルーツ 三輪素麺 ～三輪山の神の子孫がつくった伝統
食が今も息づく 三輪・山の辺の地～

44 奈良県
◎吉野町・下市町・黒滝村・天川村・下北
山村・上北山村・川上村・東吉野村

森に育まれ、森を育んだ人々の暮らしとこころ～美林連なる造林発祥の地
“吉野”～

45 奈良県

◎奈良県
（奈良市，大和郡山市，橿原市，桜井市，
五條市，御所市，葛城市，宇陀市，斑鳩
町，高取町，明日香村）

薬の発祥の地～知れば知るほどおもしろい奈良のくすり1400年の歴史～

46 和歌山県
◎和歌山県
（新宮市，那智勝浦町，太地町，串本町）

鯨とともに生きる

47 和歌山県 ◎和歌山県（和歌山市，海南市） 御三家紀州徳川家の「父母状」を継承する街

48 鳥取県 ◎大山町・伯耆町・江府町・米子市 地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市

49 島根県 ◎雲南市・安来市・奥出雲町 出雲國たたら風土記 ～鉄づくり千年が生んだ物語～

50
岡山県・福井県・愛
知県・滋賀県・兵庫

県

◎備前市（岡山県）・越前町（福井県）・瀬
戸市・常滑市（愛知県）・甲賀市（滋賀県）・
篠山市（兵庫県）

炎と土の結晶 ─日本六古窯─

51 岡山県
◎高梁市・倉敷市・新見市・備前市・真庭
市・美咲町

幕末の「地方創生」－備中の儒学者山田方谷の改革－

52
広島県・神奈川
県・長崎県・京都

府

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

鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち
～

53 山口県 岩国市 生まれかわる橋と受け継がれる匠の心～錦帯橋がつなぐ創造城下町～

54 徳島県・兵庫県 ◎徳島県・鳴門市（徳島県）・南あわじ市（兵庫県） 鳴門海峡の恵み ～「潮」と「塩」の物語 ～

55 香川県 ◎小豆島町・土庄町
海と大地の恵みを受けて、島びとの自普請が育んだ小豆島の近世食産業
と文化 ～ 塩・醤油・素麺・農村歌舞伎 ～

56 愛媛県 松山市 “Haiku”の都・松山 俳句が織りなす文学の街

57 愛媛県 ◎大洲市・内子町 河道を行く ～生命を生み出し、産業を育み、物や人を運ぶ道「肱川」～

58 愛媛県・広島県 ◎今治市（愛媛県）・尾道市（広島県）
“日本最大の海賊”の本拠地：芸予諸島－よみがえる村上海賊“Murakami
KAIZOKU”の記憶－

59 高知県
◎佐川町・土佐市・いの町・越知町・仁淀
川町・日高村

清流・仁淀川が育む土佐和紙の産業文化と暮らしの風景

60 佐賀県・長崎県

◎佐賀県
（唐津市，伊万里市，武雄市，嬉野市，有
田町）
長崎県
（佐世保市，平戸市，波佐見町）

日本磁器のふるさと 肥前 ～百花繚乱のやきもの散歩～

61 長崎県・佐賀県・福岡県

◎長崎市・諫早市・大村市（長崎県）・嬉野
市・小城市・佐賀市（佐賀県）・飯塚市（福
岡県）

長崎街道シュガーロード～スイーツの旅～

62 熊本県 ◎山鹿市・玉名市・菊池市・和水町 天下第一の米作り ～菊池川流域 二千年の米作りの歴史～

63 大分県 ◎豊後高田市・国東市
国東半島に咲いた六郷満山の大蓮華 ～耶馬から見る寺院と農村の交流
史～

64 大分県 ◎中津市・玖珠町 「巌石の王国」耶馬渓 －100年前の自動車遊覧－

65 大分県・愛媛県 ◎別府市（大分県）・松山市（愛媛県） 道後・別府の温泉文化遺産群～神話の時代からつながる２つの温泉地～

66 宮崎県 日南市 山の道から海の道へ～杉生産量日本一を生んだ「日向弁甲」のふるさと

67 宮崎県 ◎西都市・西米良村 おらが殿様が今に伝えた、古からの優美な都文化・精神文化

※ 網掛けは平成28年度の「日本遺産（Japan Heritage）」に認定されたもの


