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1 北海道

◎札幌市、旭川市、釧路市、帯広市、北見
市、網走市、留萌市、稚内市、千歳市、石
狩市、倶知安町、余市町、新十津川町、上
川町、増毛町、羽幌町、天塩町、中頓別
町、枝幸町、幌延町、佐呂間町、遠軽町、
湧別町、白老町、安平町、日高町、様似
町、えりも町、広尾町、池田町

食の軌跡が輝く北の大地　～北海道ダイヤモンドロマン～

２ 北海道 小樽市
北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽　～「民の力」で創られ蘇った北
の商都～

３ 北海道 ◎標津町、根室市、別海町、羅臼町 「鮭の聖地」の物語　～根室海峡一万年の道程～

４ 岩手県 ◎二戸市、八幡平市 ”奥南部”漆物語　～安比川流域に受け継がれる伝統技術～

５ 宮城県 石巻市、◎登米市 大河に挑む　北上川ＫＯＭＥものがたり

６ 宮城県 名取市 名取で叶える三社巡りの「熊野詣」

７ 秋田県 北秋田市 阿仁マタギ　-山の恵みは山ノ神からの授かりもの-

８ 茨城県、山梨県 茨城県（◎牛久市）、山梨県（甲州市） 日本ワイン140年史　～国産ブドウで醸造する和文化の結晶～

９ 茨城県、栃木県 茨城県（◎結城市）、栃木県（小山市）
時を越え，昔と今につむぐまち　～絹の内に秘めた輝き　－結城紬－
～

１０ 栃木県
◎那須町、宇都宮市、栃木市、佐野市、大
田原市

伝えられた物語が織りなすミステリーワールド　～妖怪？幽霊？とちぎ
は不思議であふれてる～

１１ 栃木県、茨城県 栃木県（◎益子町）、茨城県（笠間市） かさましこ　～兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”～

１２ 群馬県 嬬恋村 浅間山大噴火からの復興にみる火山国日本の礎

１３ 千葉県
◎酒々井町、八街市、柏市、成田市、鴨川
市、鎌ケ谷市

房総の牧　徳川将軍の牧と近代農業発祥の大地

１４
千葉県、岩手県
東京都、高知県

千葉県（◎富里市）、岩手県（雫石町）、東
京都（台東区）、高知県（安芸市）

百年続く牧の詩　～想いを紡ぐ農場～

１５ 千葉県 ◎富津市、鋸南町
物見遊山の聖地は天空の岩山　～安房と上総を結ぶ山・鋸山は自然
と歴史のテーマパーク～

１６ 東京都 八王子市 霊気満山　高尾山　～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～

１７ 東京都
◎練馬区、墨田区、江東区、品川区、目黒
区、大田区、杉並区、豊島区、北区、荒川
区、板橋区、足立区、江戸川区

江戸東京を支えた近郊農村　―来て見て発見！江戸東京野菜―

１８ 新潟県 十日町市 究極の雪国とおかまち　―真説！豪雪地ものがたりー
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１９ 福井県、滋賀県
福井県（◎南越前町、敦賀市）、滋賀県（長
浜市）

海を越えた鉄道 ～世界へつながる　鉄路のキセキ～

２０ 福井県 小浜市 小浜に息づく物語「八百比丘尼」　～美と不老長寿のまち～

２１ 福井県 ◎越前市、鯖江市、越前町 縁結び　－人と人と伝統工芸　丹南で出会う－

２２ 福井県、京都府
福井県（◎高浜町、おおい町）、京都府（南
丹市、京都市）

陰陽道の世界　～陰陽宗家と若丹街道　「食・いのり・自然」を訪ねる
～

２３ 山梨県 ◎甲府市、甲斐市
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～

２４ 山梨県 ◎大月市、上野原市
鬼の棲む山と、英雄が歩んだ軌跡　－鬼伝説と地名から生まれた桃太
郎－

２５ 長野県 千曲市
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」－

２６ 長野県 上田市
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～

２７ 長野県 伊那市
山里に花開いた石工文化と野に咲く芸術　〜高遠石工のふるさと信州
伊那・高遠～

２８

岐阜県、岩手県
宮城県、秋田県
山形県、福島県
栃木県、埼玉県
東京都、新潟県
富山県、石川県
福井県、三重県

岐阜県（垂井町、◎大垣市）、岩手県（一関
市、平泉町）、宮城県（岩沼市、多賀城市、
塩竈市、松島町、栗原市、大崎市）、秋田県
（にかほ市）、山形県（最上町、尾花沢市、
天童市、大石田町、新庄市、鶴岡市、遊佐
町）、福島県（白河市、二本松市）、栃木県
（鹿沼市、日光市、大田原市、那須町）、埼
玉県（草加市）、東京都（江東区、荒川区、
足立区）、新潟県（出雲崎町、糸魚川市）、
富山県（滑川市、高岡市）、石川県（金沢
市、小松市、加賀市）、福井県（南越前町、
敦賀市）、三重県（伊賀市）

時間と空間を超えた『おくのほそ道』の旅　～不易流行の世界へ～

２９ 岐阜県 郡上市 袖振り合うも他生の縁　－踊りのまち　郡上－

３０ 静岡県 ◎藤枝市、静岡市
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）～

３１ 静岡県 静岡市
漆＝japan 　駿河ものづくりの系譜　木工職人の巧みな技が生み出し
た「模型の世界首都・静岡」

３２ 静岡県 掛川市 100年の大講堂　～今なお講義が聞こえる立体回廊～

３３ 愛知県 岡崎市 天下泰平への軌跡　－家康と三河武士が築いたまち　岡崎－

３４ 愛知県 豊田市
過去とミライが体験できる道「中馬街道」　～中馬ビリティーと豊田モビ
リティー～

３５ 三重県 亀山市
もてなしの心を継ぐ東海道・関宿　～伊勢国の玄関口「一の鳥居」の物
語～

３６ 滋賀県 長浜市 秀吉さんが生んだ匠の技　仏壇と縮緬から曳山を創ったまち・長浜
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３７ 滋賀県 東近江市
日本の森林を適正に管理した木地師文化と禅の教えが伝えた幻の銘
茶「政所茶」

３８ 京都府 ◎京都府（京都市、亀岡市、南丹市）
悠久の都に森の恵みを運んだ水のみち　～杣人と川人が築いた丹波・
北山と保津川文化～

３９ 京都府、滋賀県 京都府（◎京都市）、滋賀県（大津市）
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

４０ 京都府 京都市 京都の町衆が紡いだ文化芸術　－躍動する天才たち－

４１ 京都府 ◎南丹市、亀岡市、京丹波町 瑞々しい稲穂の里　～京都丹波の千年村～

４２ 大阪府 ◎大阪市、堺市
町人の自治精神が育んだ歴史・文化の香るまち・大阪　～近代建築群
がいざなうタイムトラベル～

４３
大阪府、奈良県

和歌山県
大阪府（◎河内長野市）、奈良県（宇陀
市）、和歌山県（九度山町、高野町）

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～

４４ 大阪府 大阪狭山市 池を守る　―万民豊穣を支えた池の記録―

４５ 兵庫県
◎伊丹市、尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸
市

「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

４６ 奈良県 ◎桜井市、天理市
日本最古のトレッキング道　～ふるさとへの憧れを旅する「山の辺の
道」～

４７ 奈良県 奈良市
日本の紅を支える月ヶ瀬の烏梅づくり　－時代で形を変え人々の心を
染める名勝月瀬林－

４８ 奈良県、大阪府 奈良県（◎三郷町）、大阪府（柏原市）
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～

４９
奈良県、大阪府

兵庫県

奈良県（奈良市、大和郡山市、桜井市、香
芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、
安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾
村、明日香村、◎王寺町、広陵町、河合
町、大淀町）、大阪府（大阪市、太子町）、兵
庫県（太子町）

ここに聖徳太子が「実在」する　－奈良を中心に受け継がれる1400年
の太子信仰－

５０
和歌山県、大阪府

奈良県

◎和歌山県（和歌山市、橋本市、紀の川
市、岩出市、かつらぎ町）、大阪府（岸和田
市、泉佐野市、河内長野市、和泉市、柏原
市、阪南市、岬町、河南町、千早赤阪村）、
奈良県（五條市、御所市、香芝市、葛城
市、王寺町）

「葛城修験」　－里人とともに守り伝える修験道はじまりの地

５１ 和歌山県
◎和歌山県（橋本市、御坊市、田辺市、新
宮市、高野町、印南町、みなべ町、日高川
町、那智勝浦町）

きのくに　絵解きの聖地　－旅人をもてなす絵解き文化が息づく地－

５２ 島根県 益田市 中世日本の傑作 益田を味わう　－地方の時代に輝き再び－

５３ 島根県 大田市
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～

５４
岡山県、長崎県

鹿児島県
岡山県（◎総社市）、長崎県（対馬市）、鹿
児島県（南種子町）

赤いヒカリノミに出逢う里　～受け継がれた赤米の記憶～

５５ 岡山県 高梁市 「ジャパンレッド」発祥の地　－弁柄と銅の町・備中吹屋－

５６ 岡山県、兵庫県
岡山県（◎美作市、西粟倉村）、兵庫県（宍
粟市）

古くて新しい「里地里山」　－後山の麓で息づく人と自然の物語－
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５７ 広島県、島根県
広島県（◎三次市、世羅町、府中市、尾道
市）、島根県（大田市、飯南町、美郷町）

天下泰平、江戸の世を支えた石見銀山街道　～石見から備後へつな
げ！銀のバトン～

５８

山口県、北海道
宮城県、千葉県

石川県、和歌山県
佐賀県、長崎県

山口県（◎下関市、長門市）、北海道（網走
市、釧路市）、宮城県（石巻市）、千葉県（南
房総市）、石川県（能登町）、和歌山県（太
地町）、佐賀県（唐津市）、長崎県（新上五
島町、東彼杵町、長崎市、壱岐市）

南氷洋に進路をとれ　～近代捕鯨と鯨捕りの物語～

５９ 徳島県、兵庫県 ◎徳島県（鳴門市）、兵庫県（南あわじ市） 渦巻く「鳴門」　～潮流がいざなう絶景・絶品～

６０ 愛媛県 宇和島市 四国に開かれた近代の扉　―城下町宇和島の文明開化―

６１ 福岡県、大分県
福岡県（◎添田町、豊前市、東峰村、福智
町、苅田町、みやこ町、上毛町、築上町）、
大分県（中津市）

山神の聖地「英彦山」　～豊前英彦山六峰の山里に息づく山神への祈
り～

６２ 福岡県
◎田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎
町、大任町、赤村、福智町

ヤマのマチ「豊前田川」　～今も続くヤマとの語らい～

６３ 佐賀県 多久市 学びの里 論語と生きるまち　～多久の雀は論語をさえずる～

６４
長崎県、福岡県

佐賀県

長崎県(◎長崎市、諫早市、大村市)、福岡
県(飯塚市、北九州市)、佐賀県(嬉野市、小
城市、佐賀市)

砂糖文化を広めた長崎街道　～シュガーロード～

６５ 長崎県、宮崎県
長崎県（◎南島原市、大村市、西海市、雲
仙市、波佐見町）、宮崎県（西都市）

日本を世界地図に描かせた少年たち　～天正遣欧少年使節～

６６ 熊本県 八代市
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～

６７

宮崎県、三重県
大阪府、奈良県

和歌山県、岡山県
広島県、福岡県

大分県

宮崎県（◎宮崎市、日向市、高原町、都農
町）、三重県（大紀町、熊野市）、大阪府（東
大阪市、泉南市）、奈良県（橿原市、桜井
市、宇陀市、東吉野村）、和歌山県（和歌山
市、新宮市、那智勝浦町）、岡山県（岡山
市、笠岡市）、広島県（府中町、呉市）、福岡
県（芦屋町、北九州市）、大分県（大分市、
佐伯市、宇佐市）

日本最古の冒険物語『神武東遷』　～ The first emperor JINMU：
Journey to the east ～

６８ 鹿児島県
◎薩摩川内市、鹿屋市、霧島市、南さつま
市

カゴシマ神景［ＫＯＵＫＥＩ］　～神代三山陵と笠狭宮から紡がれる風土
［ＦＯＯＤ］～

６９ 沖縄県 うるま市
心おどる三線、島唄のまち・うるま市　～祈りの舞から歌、三線発祥の
地を旅する～

※　太字・色付きは令和２年度の「日本遺産（Japan Heritage）」に認定されたもの


