
No ストーリーのタイトル 協議会名 事務局 電話番号 メールアドレス

1
近世日本の教育遺産群　－学ぶ心・礼節の本源
－

教育遺産世界遺産登録推進協
議会

水戸市教育委員会事務局教育
部歴史文化財課

029-306-8132 isan@city.mito.lg.jp

2 かかあ天下－ぐんまの絹物語－
かかあ天下ぐんまの絹物語協議
会

群馬県地域創生部文化振興課
歴史文化遺産室世界遺産係

027-226-2326 bunshinka@pref.gunma.lg.jp

3
加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡
－人､技､心－

高岡市日本遺産推進協議会
高岡市教育委員会文化財保護
活用課

0766-20-1453 bunkazai@city.takaoka.lg.jp

4
灯（あか）り舞う半島　能登　～熱狂のキリコ祭り
～

日本遺産「灯り舞う半島　能登
～熱狂のキリコ祭り～」活性化協
議会

石川県教育委員会事務局文化
財課

076-225-1844 bunkazai@pref.ishikawa.lg.jp

5
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～

小浜市・若狭町日本遺産活用推
進協議会

小浜市産業部文化交流課 0770-64-6019 rekishi@city.obama.lg.jp

6 「信長公のおもてなし」が息づく戦国城下町・岐阜 ぎふ歴史遺産活用推進協議会
岐阜市ぎふ魅力づくり推進部文化
財保護課

058-214-2365 bunkazai@city.gifu.gifu.jp

7 祈る皇女斎王のみやこ　斎宮
明和町日本遺産活用推進協議
会

明和町斎宮跡・文化観光課 0596-52-7126 saikuuato@town.mie-meiwa.lg.jp

8 琵琶湖とその水辺景観－祈りと暮らしの水遺産
日本遺産「水の文化」ツーリズム
推進協議会

公益社団法人びわこビジターズ
ビューロー内

077-511-1530 nihonisan@biwako-visitors.jp

9 日本茶800年の歴史散歩
一般社団法人京都山城地域振
興社（通称：お茶の京都ＤＭＯ）

京都府政策企画部地域政策室 075-414-5742
chiikiseisaku@pref.kyoto.lg.jp

dmo@ochanokyoto.jp

10
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

丹波篠山市日本遺産・創造都市
推進委員会

丹波篠山市観光交流部観光交
流課

079-552-1111(内
線431)
079-552-6907(直
通)

kanko_div@city.sasayama.hyogo.jp

11
日本国創成のとき～飛鳥を翔（かけ）た女性たち
～

日本遺産「飛鳥」魅力発信事業
推進協議会

明日香村教育委員会文化財課 0744-54-5600 bunkazai@tobutori-asuka.jp

12
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～

三朝町日本遺産活用推進協議
会

三朝町観光交流課 682-0195 kankou@town.misasa.tottori.jp

13 津和野今昔～百景図を歩く～
津和野町日本遺産活用推進協
議会

津和野町商工観光課 0856-72-0652 kankou@town.tsuwano.lg.jp

14 尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市
尾道市歴史文化まちづくり推進協
議会

尾道市企画財政部文化振興課 0848-20-7425 bunkazai@city.onomichi.hiroshima.jp

15
「四国遍路」～回遊型巡礼路と独自の巡礼文化
～

四国遍路日本遺産協議会
高知県文化生活スポーツ部歴史
文化財課

088-823-9052 142001@ken.pref.kochi.lg.jp

16 古代日本の「西の都」～東アジアとの交流拠点～ 「西の都」日本遺産活性化協議会
福岡県教育庁教育総務部文化
財保護課

092-643-3875 kbunkazai@pref.fukuoka.lg.jp

17
国境の島　壱岐・対馬・五島　～古代からの架け
橋～

日本遺産「国境の島」推進協議会
長崎県文化観光国際部文化振
興・世界遺産課

095-895-2762 s38080@pref.nagasaki.lg.jp

18
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 ～

人吉球磨日本遺産活用協議会 人吉市教育委員会文化課 0966-22-2324 bunka@hitoyoshi.kumamoto.jp

19 政宗が育んだ“伊達”な文化
「“伊達”な文化」魅力発信推進
事業実行委員会

宮城県教育庁文化財課 022-211-3683 bunzaih@pref.miyagi.lg.jp

20
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～

出羽三山「生まれかわりの旅」推
進協議会

観光文化スポーツ部文化財活用
課

023-630-2284 ybunkazai@pref.yamagata.jp

21
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～

極上の会津プロジェクト協議会 会津若松市役所観光課 0242-39-1251
gokujou-

aizu@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

22
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－

日本遺産「一本の水路」プロモー
ション協議会

郡山市文化スポーツ部国際政策
課

024-924-3711 gakuto@city.koriyama.lg.jp

23

「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－

日本遺産北総四都市江戸紀行
活用協議会

千葉県教育庁教育振興部文化
財課

043-223-4082 hokuso-4cities@mz.pref.chiba.lg.jp

24
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」～

伊勢原市日本遺産協議会 伊勢原市役所商工観光課 0463-94-4729 syoukou@isehara-city.jp

25
「いざ、鎌倉」　～歴史と文化が描くモザイク画の
まちへ～

日本遺産いざかまくら協議会 鎌倉市市民防災部観光課 0467-61-3884 kankou@city.kamakura.kanagawa.jp

26
「なんだ、コレは！」　信濃川流域の火焔型土器
と雪国の文化

信濃川火焔街道連携協議会
新潟市文化スポーツ部歴史文化
課

025-226-2579 rekishi@city.niigata.lg.jp

27
『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～

一般社団法人　こまつ観光物産
ネットワーク

小松市交流推進部文化振興課 0761-24-8130 bunkaka@city.komatsu.lg.jp
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28
木曽路はすべて山の中　～  山を守り　山に生き
る  ～

木曽地域文化遺産活性化協議
会

木曽広域連合 0264-23-1050 chiikisinkou@kisoji.com

29
飛騨匠の技・こころ　―木とともに、今に引き継ぐ
１３００年―

高山市飛騨匠日本遺産推進協
議会

高山市教育委員会事務局文化
財課

0577-35-3156 bunkazai@city.takayama.lg.jp

30
『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～

淡路島日本遺産委員会 一般社団法人淡路島観光協会 0799-22-0742 awajinihonisan@gmail.com

31
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”～

吉野地域日本遺産活性化協議
会

吉野町役場産業観光課 0746-32-3081 kankou_s@town.yoshino.lg.jp

32 鯨とともに生きる 熊野灘捕鯨文化継承協議会
和歌山県商工観光労働部観光
局観光振興課

073-441-2424 e0624001@pref.wakayama.lg.jp

33 地蔵信仰が育んだ日本最大の大山牛馬市
日本遺産大山山麓魅力発信推
進協議会

大山町観光課 0859-53-3110 kankou@town.daisen.lg.jp

34
出雲國たたら風土記　～鉄づくり千年が生んだ物
語～

鉄の道文化圏推進協議会 奥出雲町まちづくり産業課 0854-54-2524 oku-kanko@town.okuizumo.shimane.jp

35
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～

旧軍港市日本遺産活用推進協
議会

旧軍港市振興協議会 03-5510-3260 kyugun@theia.ocn.ne.jp

36
“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－

村上海賊魅力発信推進協議会
今治市教育委員会事務局文化
振興課

0898-36-1608 bunka@imabari-city.jp

37
日本磁器のふるさと　肥前　～百花繚乱のやきも
の散歩～

「肥前窯業圏」活性化推進協議
会事務局

佐賀県　文化・観光局　文化課 0952-25-7236 culture_art@pref.saga.lg.jp

38
江差の五月は江戸にもない　─ニシンの繁栄が
息づく町─

江差町観光まちづくり協議会 江差町役場 追分観光課 0139-52-6716 taisei.kitajima@town.hiyama-esashi.lg.jp

39
荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間　～北
前船寄港地・船主集落～

北前船日本遺産推進協議会
酒田市地域創生部交流観光課
酒田市教育委員会社会教育文
化課

0234-26-5759
0234-24-2994

kankou@city.sakata.lg.jp

bunkazai@city.sakata.lg.jp

40
サムライゆかりのシルク　日本近代化の原風景に
出会うまち鶴岡へ

鶴岡「サムライゆかりのシルク」推
進協議会

鶴岡市企画部政策企画課
0235-25-2111(内
線525)

seisakukikaku@city.tsuruoka.yamagata.jp

41 和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田 行田市日本遺産推進協議会
行田市教育委員会文化財保護
課

048-553-3581 bunka@city.gyoda.lg.jp

42 忍びの里　伊賀・甲賀─リアル忍者を求めて─ 忍びの里伊賀甲賀忍者協議会 甲賀市観光企画推進課 0748-69-2190 koka10352000@city.koka.lg.jp

43 300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊
一般社団法人京都府北部地域
連携都市圏振興社（通称：海の京
都ＤＭＯ）

京都府政策企画部地域政策室 075-414-5742
chiikiseisaku@pref.kyoto.lg.jp

info@uminokyoto.jp

44
1400年に渡る悠久の歴史を伝える「最古の国
道」～竹内街道・横大路（大道）～

竹内街道・横大路～難波から飛
鳥へ日本最古の官道「大道」～活
性化実行委員会

大阪府都市整備部事業調整室
事業企画課

06-6941-0351
(内線2963)

jigyokikaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp

45
播但貫く、銀の馬車道 鉱石の道～資源大国日
本の記憶をたどる73kmの轍～

日本遺産「銀の馬車道・鉱石の
道」推進協議会

兵庫県但馬県民局地域政策室
地域づくり課

0796-26-3676 tajimachiiki@pref.hyogo.lg.jp

46 絶景の宝庫　和歌の浦
和歌の浦日本遺産活用推進協議
会

和歌山県商工観光労働部観光
局観光振興課

073-441-2424 e0624001@pref.wakayama.lg.jp

47 「最初の一滴」醤油醸造の発祥の地　紀州湯浅 紀州湯浅日本遺産協議会 湯浅町ふるさと振興課 0737-64-1112 kanko@town.yuasa.lg.jp

48
日が沈む聖地出雲　～神が創り出した地の夕日
を巡る～

出雲市日本遺産推進協議会 出雲市市民文化部文化財課 0853-21-6893 bunkazai@city.izumo.shimane.jp

49
一輪の綿花から始まる倉敷物語　～和と洋が織
りなす繊維のまち～

倉敷市日本遺産推進協議会 倉敷市日本遺産推進室 086-426-3018 kura-story@city.kurashiki.okayama.jp

50
きっと恋する六古窯　─日本生まれ日本育ちの
やきもの産地─

六古窯日本遺産活用協議会
（越前町、瀬戸市、常滑市、甲賀
市、丹波篠山市、備前市）

備前市文化観光部文化観光課 0869-64-1885 bzkankou@city.bizen.lg.jp

51
森林鉄道から日本一のゆずロードへ　─ゆずが香
り彩る南国土佐・中芸地域の景観と食文化─

中芸のゆずと森林鉄道日本遺産
協議会

中芸のゆずと森林鉄道日本遺産
協議会

0887-30-1865 yuzurintetsu@mk.pikara.ne.jp

52
関門“ノスタルジック”海峡　～時の停車場、近代
化の記憶～

関門海峡日本遺産協議会
北九州市市民文化スポーツ局文
化企画課

093-582-2391 shi-bunkakikaku@city.kitakyushu.lg.jp

53
米作り、二千年にわたる大地の記憶　～菊池川
流域「今昔『水稲』物語」～

菊池川流域日本遺産協議会 和水町商工観光課 0968-86-5725 syokou@town.nagomi.lg.jp

54
やばけい遊覧～大地に描いた山水絵巻の道をゆ
く～

中津玖珠日本遺産推進協議会 中津市歴史博物館 0979-23-8615 bunka@city.nakatsu.lg.jp
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55
カムイと共に生きる上川アイヌ　～大雪山のふと
ころに伝承される神々の世界～

大雪山麓上川アイヌ日本遺産推
進協議会

上川町役場産業経済課商工観
光G

01658-2-4058 jhk@town.hokkaido-kamikawa.lg.jp

56 山寺が支えた紅花文化 「山寺と紅花」推進協議会
観光文化スポーツ部文化財活用
課

023-630-3342 ybunkazai@pref.yamagata.jp

57
地下迷宮の秘密を探る旅～大谷石文化が息づく
まち宇都宮～

宇都宮市大谷石文化推進協議
会

宇都宮市教育委員会事務局文
化課

028-632-2766 u4607@city.utsunomiya.tochigi.jp

58
明治貴族が描いた未来　～那須野が原開拓浪
漫譚～

那須野が原開拓日本遺産活用推
進協議会

那須塩原市教育委員会事務局
教育部生涯学習課文化振興係

0287-37-5419 shougai@city.nasushiobara.lg.jp

59
宮大工の鑿一丁から生まれた木彫刻美術館・井
波

井波日本遺産推進協議会
南砺市ブランド戦略部文化・世界
遺産課

0763-23-2014 bunkaka@city.nanto.lg.jp

60 葡萄畑が織りなす風景　－山梨県峡東地域 －
峡東地域ワインリゾート推進協議
会

山梨県観光文化部観光資源課 055-223-1573 kankou-sgn@pref.yamanashi.lg.jp

61
星降る中部高地の縄文世界ー数千年を遡る黒
曜石鉱山と縄文人に出会う旅ー

甲信縄文文化発信・活性化協議
会

山梨県観光文化部文化振興・文
化財課

055-223-1791 bunka@pref.yamanashi.lg.jp

62
旅人たちの足跡残る悠久の石畳道―箱根八里
で辿る遥かな江戸の旅路―

箱根八里街道観光推進協議会
三島市役所産業文化部商工観
光課

055-983-2656 syoukou@city.mishima.shizuoka.jp

63
「百世の安堵」　～津波と復興の記憶が生きる広
川の防災遺産～

広川町日本遺産推進協議会 広川町企画政策課 0737-23-7731 kikaku7@town.hirogawa.wakayama.jp

64
「桃太郎伝説」の生まれたまち　おかやま　～古
代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語～

日本遺産「桃太郎伝説の生まれ
たまち　おかやま」推進協議会

岡山市プロモーション・MICE推進
課

086-803-1333 promotion@city.okayama.lg.jp

65
瀬戸の夕凪が包む　国内随一の近世港町～セピ
ア色の港町に日常が溶け込む鞆の浦～

日本遺産鞆の浦魅力発信協議会
福山市経済環境局文化観光振
興部文化振興課

084-928-1278 bunkazai@city.fukuyama.hiroshima.jp

66 鬼が仏になった里「くにさき」 六郷満山日本遺産推進協議会
豊後高田市教育委員会文化財
室

0978-53-5112 bunkazai@city.bungotakada.lg.jp

67
古代人のモニュメント　ー台地に絵を描く　南国
宮崎の古墳景観ー

日本遺産　南国宮崎の古墳景観
活用協議会

西都市教育委員会社会教育課 0983-35-3009 syakyo@city.saito.lg.jp

68
本邦国策を北海道に観よ！～北の産業革命「炭
鉄港」～

炭鉄港推進協議会
北海道空知総合振興局地域政
策課

0126-20-0034 sorachi.chisei2@pref.hokkaido.lg.jp

69
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ー

日本遺産「みちのくGOLD浪漫」推
進協議会

涌谷町教育委員会生涯学習課
文化財保護班

0229-43-3001 gr-bunkazai@town.wakuya.miyagi.jp

70
里沼(SATO-NUMA)－「祈り」「実り」「守り」の沼が
磨き上げた館林の沼辺文化－

館林市「日本遺産」推進協議会 館林市教育委員会文化振興課 0276-71-4111
nihonisan@city.tatebayashi.lg.jp

nihonisan@city.tatebayashi.gunma.jp

71
400年の歴史の扉を開ける旅～石から読み解く
中世・近世のまちづくり　越前・福井～

福井・勝山日本遺産活用推進協
議会

福井県文化交流部文化・スポー
ツ局文化課

0776-20-0572 bunka@pref.fukui.lg.jp

72
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～

有松日本遺産推進協議会
名古屋市教育委員会事務局文
化財保護室

052-972-3220 a3268@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

73
海女(Ama)に出逢えるまち 鳥羽・志摩～素潜り
漁に生きる女性たち

海女振興協議会
志摩市役所　産業振興部　水産
課

0599-44-0289 suisan@city.shima.lg.jp

74
1300年つづく日本の終活の旅　～西国三十三
所観音巡礼～

日本遺産「日本の終活の旅」推進
協議会

西国三十三所札所会
(大津市産業観光部観光振興課）

075-744-6233
(077-528-2756)

info@saikoku33.gr.jp

（otsu1604@city.otsu.lg.jp）

75
旅引付と二枚の絵図が伝えるまち－中世日根荘
の風景－

日本遺産日根荘推進協議会
泉佐野市教育委員会文化財保
護課

072-447-6766 bunkazai@city.izumisano.lg.jp

76
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～

河内長野市日本遺産推進協議
会

河内長野市役所環境経済部産
業観光課

0721-53-1111 kankou@city.kawachinagano.lg.jp

77 「日本第一」の塩を産したまち　播州赤穂 赤穂市日本遺産推進協議会
赤穂市産業振興部観光課日本
遺産推進担当

0791-43-6839 kankou@city.ako.lg.jp

78
日本海の風が生んだ絶景と秘境　幸せを呼ぶ霊
獣・麒麟が舞う大地「因幡・但馬」

日本遺産「麒麟のまち」推進協議
会

鳥取市役所企画推進部文化交
流課

0857-30-8021 bunka@city.tottori.lg.jp

79
神々や鬼たちが躍動する神話の世界　～石見地
域で伝承される神楽～

石見観光振興協議会 石見観光振興協議会事務局 0855-29-5647 seibu-kankou@pref.shimane.lg.jp

80
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～

せとうち備讃諸島日本遺産推進
協議会

①笠岡市教育委員会生涯学習
課
②笠岡市産業部商工観光課日
本遺産推進室

① 0865-69-2155
② 0865-69-1177

syougaigakusyu@city.kasaoka.okayama.jp

syoukoukankou@city.kasaoka.okayama.jp

81
藍のふるさと　阿波～日本中を染め上げた至高
の青を訪ねて～

藍のふるさと阿波魅力発信協議
会

藍住町教育委員会社会教育課 088-637-3128 syakaikyouiku@aizumi.i-tokushima.jp
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82
薩摩の武士が生きた町　～武家屋敷群「麓」を
歩く～

日本遺産「薩摩の武士が生きた
町」魅力発信推進協議会

鹿児島県教育庁文化財課 099-286-5355
siteibun@pref.kagoshima.lg.jp

bunkazai@pref.kagoshima.lg.jp

83
琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な
「琉球料理」と「泡盛」、そして「芸能」

琉球文化日本遺産推進協議会
沖縄県文化観光スポーツ部文化
振興課

098-866-2768 aa058106@pref.okinawa.lg.jp

84
「鮭の聖地」の物語　～根室海峡一万年の道程
～

鮭の聖地メナシネットワーク 標津町ポー川史跡自然公園 0153-82-3674 po-gawa@shibetsutown.jp

85
”奥南部”漆物語　～安比川流域に受け継がれ
る伝統技術～

日本遺産奥南部漆物語推進協
議会

二戸市役所政策推進課 0195-23-3115 seisaku@city.ninohe.iwate.jp

86
日本ワイン140年史　～国産ブドウで醸造する和
文化の結晶～

ワイン文化日本遺産協議会
牛久市教育委員会文化芸術課
文化財グループ

029-874-3121
bunkazai@city.ushiku.ibaraki.jp

tkmiyakoji@gmail.com

87 かさましこ　～兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”～
かさましこ日本遺産活性化協議
会

笠間市教育委員会生涯学習課 0296-77-1101 n_isan@city.kasama.lg.jp

88
霊気満山　高尾山　～人々の祈りが紡ぐ桑都物
語～

日本遺産「桑都物語」推進協議
会

八王子市都市戦略部都市戦略
課併生涯学習スポーツ部文化財
課（日本遺産推進担当）

042-620-7434 japan-heritage-soto@city.hachioji.tokyo.jp

89
究極の雪国とおかまち　―真説！豪雪地ものが
たりー

十日町市文化観光推進協議会 十日町市文化観光課 025-755-5133 t-bunka-kanko@city.tokamachi.lg.jp

90
海を越えた鉄道 ～世界へつながる　鉄路のキセ
キ～

長浜市・敦賀市・南越前町観光
連携協議会

長浜市観光振興課 0749-65-6521 kankouka@city.nagahama.lg.jp

91
甲州の匠の源流・御嶽昇仙峡　～水晶の鼓動が
導いた信仰と技、そして先進技術へ～

昇仙峡地域活性化推進協議会 甲府市産業部観光課 055-237-5702 sangkaka@city.kofu.lg.jp

92
月の都　千曲　－姨捨の棚田がつくる摩訶不思
議な月景色「田毎の月」－

千曲市日本遺産推進協議会
千曲市企画政策部日本遺産推
進室

026-273-4170 jh-suishin@city.chikuma.lg.jp

93
レイラインがつなぐ「太陽と大地の聖地」　～龍と
生きるまち　信州上田・塩田平～

上田市日本遺産推進協議会
上田市政策企画部交流文化ス
ポーツ課

0268-75-2005 koryusports@city.ueda.nagano.jp

94

日本初「旅ブーム」を起こした弥次さん喜多さん、
駿州の旅
～滑稽本と浮世絵が描く東海道旅のガイドブック
（道中記）～

駿州の旅日本遺産推進協議会
藤枝市スポーツ文化観光部街
道・文化課

054-643-3036 bunka@city.fujieda.shizuoka.jp

95
京都と大津を繋ぐ希望の水路　琵琶湖疏水　～
舟に乗り、歩いて触れる明治のひととき

琵琶湖疏水沿線魅力創造協議
会

京都市上下水道局総務部総務
課

075-672-7709 biwako_sosui@suido.city.kyoto.lg.jp

96
女性とともに今に息づく女人高野　～時を超え、
時に合わせて見守り続ける癒しの聖地～

女人高野日本遺産協議会
河内長野市役所環境経済部産
業観光課

0721-53-1111 kankou@city.kawachinagano.lg.jp

97
「伊丹諸白」と「灘の生一本」　下り酒が生んだ銘
醸地、伊丹と灘五郷

阪神間日本遺産推進協議会
伊丹市役所都市活力部 まち資
源室 空港・にぎわい課

072-744-2088 toshibrand@city.itami.lg.jp

98
もう、すべらせない！！　～龍田古道の心臓部
「亀の瀬」を越えてゆけ～

日本遺産「龍田古道・亀の瀬」推
進協議会

柏原市市民部にぎわい観光課 072-940-6165 kanko@city.kashiwara.lg.jp

99
「葛城修験」－里人とともに守り伝える修験道はじ
まりの地

葛城修験日本遺産活用推進協
議会

和歌山県商工観光労働部観光
局観光振興課

073-441-2424 e0624001@pref.wakayama.lg.jp

100
中世日本の傑作 益田を味わう　－地方の時代
に輝き再び－

益田の歴史文化を活かした観光
拠点づくり実行委員会

一般社団法人益田市観光協会 0856-22-7120 info2@masudashi.com

101
石見の火山が伝える悠久の歴史　～‶縄文の森”
‶銀の山”と出逢える旅へ～

大田市日本遺産推進協議会
大田市役所産業振興部観光振
興課

0854-83-8192 o-kankou@city.oda.lg.jp

102
「ジャパンレッド」発祥の地　－弁柄と銅の町・備
中吹屋－

高梁市日本遺産推進協議会
高梁市産業経済部日本遺産・歴
まち推進室

0866-21-0257 rekishimachi@city.takahashi.lg.jp

103 砂糖文化を広めた長崎街道　～シュガーロード～ シュガーロード連絡協議会 長崎市商工部商工振興課 095-829-1150 shoko@city.nagasaki.lg.jp

104
八代を創造した石工たちの軌跡　～石工の郷に
息づく石造りのレガシー～

八代市日本遺産活用協議会
八代市経済文化交流部文化振
興課

0965-33-4533 bunka@city.yatsushiro.lg.jp


