
８３件（４０都府県，２３８市町村）の提案

No 都道府県
申請者

（◎は代表自治体）
ストーリーのタイトル

1 岩手県 平泉町 平泉と義経

2 宮城県 多賀城市 みちのくの都・多賀城と歌枕－都人があこがれ、芭蕉が泪したみちのくの風雅－

3 山形県

◎山形県
（山形市，寒河江市，東根市，村山市，尾花
沢市，中山町，河北町，朝日町，大江町，大
石田町，新庄市，舟形町，大蔵村，戸沢村，
米沢市，長井市，高畠町，川西町，白鷹町，
鶴岡市，酒田市，庄内町）

最上川舟運が育んだ文化と景観　～人々が川とともに創り上げた歴史・文
化・景観を今に伝える唯一の川・最上川～

4 山形県 鶴岡市
日本最大の蚕室群　松ヶ岡開墾場　～庄内藩士の開拓精神とジャパン侍シ
ルクの源流

5 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

仏都会津　～徳一と会津の仏教遺産群～

6
茨城県・栃木県・岡
山県・大分県

◎水戸市（茨城県）・足利市（栃木県）・備前
市（岡山県）・日田市（大分県）

近世日本の教育遺産群　－学ぶ心・礼節の本源－

7 栃木県 日光市 日本近代化の縮図 足尾銅山

8 群馬県
◎群馬県
（桐生市，甘楽町，中之条町，片品村）

かかあ天下－ぐんまの絹物語－

9 群馬県 甘楽町 水の流れる城下町　― 街をつくった泉水路「雄川堰(おがわぜき)」物語 ―

10 群馬県 下仁田町 世界遺産の養蚕地域を支えた信仰～日常生活に宿る養蚕豊作への願い～

11 埼玉県 行田市 東国歴史フィールドミュージアム

12 東京都 ◎国分寺市・府中市 古代武蔵国の国府と国分寺－古代律令都市1,300年の歴史が紡ぐまち－

13 神奈川県 小田原市 今に息づく報徳仕法の源流を訪ねて

14 富山県 高岡市 加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡 －人、技、心－

15 石川県
◎石川県
（七尾市，輪島市，珠洲市，志賀町，穴水
町，能登町）

灯（あか）り舞う半島　能登　～熱狂のキリコ祭り～

16  石川県 金沢市 元祖文化創造都市　～加賀百万石文化～

17  石川県 ◎羽咋市・宝達志水町 「漂着神」たちの聖地　～口能登地域の祈りと祭りの文化財めぐり～

18  石川県 金沢市 黄金の国ジパング・きらめく金沢の金箔

19  石川県 金沢市 三つの寺院群と茶屋街　～歩く・観る・祈る～

20  石川県 金沢市 城下町金沢　～水と雪の文化が織りなす庭園美～

21  石川県 白山市 「白山」雪の女神が生み出した宝物

22  石川県 白山市 加賀一向一揆の城と寺院　～「百姓の持ちたる国」を往く～

23  石川県 小松市 源平ロマンの足跡と歌舞伎の華「勧進帳」のふるさと

24  石川県 小松市 大地が育んだ石と人とものづくりの産業遺産群

25  石川県 ◎輪島市・金沢市・羽咋市 禅の聖地　北陸　～瑩山(けいざん)禅師(ぜんじ)の足跡を辿る～

26 石川県 加賀市
北前船船主集落　～近代グローバル社会へ挑んだ日本海海村の知恵と魂
（こころ）～

27 福井県
◎福井県
（小浜市，若狭町）

海と都をつなぐ若狭の往来文化遺産群　～御食国（みけつくに）若狭と鯖街道～
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28 福井県
◎福井県
（福井市，大野市，勝山市，永平寺町）

今にのこる中世の巨大政治都市・宗教都市、日本最大の修行道場

29 長野県 南木曽町 「妻籠宿と中山道」‐いつまでも変わらない歴史の古道(こどう)へ‐

30 長野県 松本市 四神相応の城下町に伝わる商人文化～あめ市・ぼんぼん・七夕人形～

31 岐阜県 岐阜市 「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜

32 岐阜県 高山市 伝統的な町並みの中に町人文化が息づくまち　高山

33 岐阜県 中津川市 馬籠宿・落合宿と中山道―「夜明け前の世界」

34 岐阜県 高山市 時代の変遷とともに歴史を重ねる五街道

35 岐阜県 高山市 飛騨山脈に抱かれた人々の信仰と暮らし

36 岐阜県 郡上市 日本一のおどりまち郡上（郡上の盆踊り文化）

37 静岡県 静岡市 駿府は家康公の理想郷

38 愛知県 名古屋市 豪華絢爛好きの大名・徳川宗春の祭礼・芸能振興による都市の活性化

39  三重県 明和町 祈る皇女斎王のみやこ　斎宮

40 三重県 亀山市 日本の東西を結ぶまち　東海道　鈴鹿越え

41 滋賀県
◎滋賀県
（大津市，彦根市，近江八幡市，高島市，東
近江市，米原市）

琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産

42 滋賀県・三重県 ◎甲賀市（滋賀県）・伊賀市（三重県） 忍者の聖地、甲賀・伊賀　～「正心」(せいしん)を呼び覚ませ

43 滋賀県 長浜市
「まんまんちゃんあん！」が息づく里・長浜  －朝な夕なに仏とくらす戦国戦地
の物語－

44 滋賀県 大津市
日本人の心のよりどころー世の中に山てふ山は多かれど　山とは比叡の御
山をぞいふー

45 滋賀県 彦根市 赤備えの町・彦根-Home (Town) of the Red Warriors

46 滋賀県 ◎甲賀市・湖南市・草津市・大津市 広重の愛した女（ひと）～歴史の道　東海道編～

47 京都府
◎京都府
（宇治市，城陽市，八幡市，京田辺市，木津
川市，宇治田原町，和束町，南山城村）

日本茶800年の歴史散歩

48 京都府 京都市 京・花街の文化

49 京都府
◎京都府
（宮津市，与謝野町，舞鶴市）

天地山海・和の源流

50 京都府・滋賀県 ◎京都市（京都府）・大津市（滋賀県） 琵琶湖疏水と庭園群

51 兵庫県 篠山市 丹波篠山　デカンショ節　-民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶

52 兵庫県 ◎淡路市・洲本市・南あわじ市 日本のはじまりの地　淡路島

53 兵庫県 高砂市
やま・うみ・かわの交流を活かすまち～竜山石の文化・みなとのまち・塩づく
り・白砂青松～

54 兵庫県 姫路市 HIMEJI－平和と安寧を祈るまち－

55 奈良県 ◎明日香村・橿原市・高取町 「日本国創成のとき―飛鳥を翔（かけ）た女性たち―」

56 奈良県 吉野町 水の聖地～吉野の文化遺産群

57 和歌山県
◎和歌山県
（橋本市，かつらぎ町，九度山町，高野町，岩
出市，海南市，田辺市，串本町，紀の川市）

超人 空海が遺した伝説と文化

58 和歌山県 ◎御坊市・日高川町 日本最古のシンデレラストーリー

59 鳥取県 三朝町 六根清浄と六感治癒の地 ～日本一危ない国宝鑑賞と世界屈指のラドン泉～

60 島根県 津和野町 津和野今昔～百景図を歩く～
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61 島根県 ◎雲南市・安来市・奥出雲町 たたら製鉄と神話が息づく鉄の道

62 岡山県 高梁市 天空の城と赤褐色の町並み－備中高梁の歴史遺産群－

63 岡山県 津山市 津山城と城下町の祭礼　～藩主と町方が共に楽しんだ祭礼～

64 岡山県 備前市 天下人が愛したうつわ

65 広島県 尾道市 尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市

66 山口県 岩国市 夢と時代の架け橋「錦帯橋」

67 香川県 ◎小豆島町・土庄町 今もなお現役の文化財　～木桶が醸す小豆島の醤油～

68
愛媛県・高知県・
徳島県・香川県

◎愛媛県・高知県・徳島県・香川県
（各県内57市町村）

「四国遍路」～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化～

69 愛媛県
◎愛媛県
（今治市，松山市）

再発見「瀬戸内水軍」ロマン遺産

70 愛媛県 大洲市 大洲の和のおもてなし

71 愛媛県 西予市 ふぉんしいほるとの娘が学んだ町と近代へのあゆみ

72 愛媛県 松山市 ことばのまち松山の詩歌文学遺産群

73 愛媛県 新居浜市 別子銅山近代化産業遺産群

74 高知県 佐川町 文教のまち佐川～酒と桜の香に酔いしれ偉人達の夢に想いをはせる～

75 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～

76 福岡県・佐賀県
◎大野城市・宇美町（福岡県）・基山町（佐賀
県）

古代山城歴史回廊～倭国から日本国へ～

77 長崎県
◎長崎県
（対馬市，壱岐市，五島市，新上五島町）

国境の島　壱岐・対馬　～古代からの架け橋～

78 長崎県 長崎市
石炭産業盛衰の経験を活かし、地域・観光振興に挑む四つの島の物語～石
炭の島から体験・エコの島へ～

79 熊本県
◎人吉市・錦町・あさぎり町・多良木町・湯前
町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村

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 ～

80 宮崎県
◎宮崎県
（宮崎市，日南市，高原町，西都市，日向市，
高千穂町）

日本の始まりの物語　～神話の源流～

82 宮崎県 日南市 緑に囲まれた石垣の城下町飫肥―400年間維持してきた自然との共生―

82 鹿児島県
◎東串良町・鹿屋市・志布志市・大崎町・肝
付町

日本最南端の古墳群と神話の物語

83 沖縄県
◎名護市・国頭村・今帰仁村・宜野座村・金
武町・恩納村・伊江村

民話と神話の里やんばる

※ 網掛けは平成27年度の「日本遺産（Japan Heritage)」に認定されたもの
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