
３．Living History（生きた歴史体感プログラム）促進事業　採択団体一覧
（文化庁ホームページより）

No 都道府県名 補助事業者名 補助事業名 核となる文化財

1 新潟県 十日町市 芸術を生み出す縄文文化体感プログラム事業 新潟県笹山遺跡出土深鉢形土器
（火焔型土器）

2 兵庫県 姫路市 姫路城を活かした歴史体感プログラム事業 姫路城
3 広島県

京都府
旧軍港市日本遺産活用推進
協議会

日本遺産「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〜」の構成文化財を活かした歴史体感プロ
グラム事業

旧呉鎮守府司令長官官舎
舞鶴旧鎮守府倉庫施設

4 京都府 Living History in 京都・二
条城 協議会

Living History in 京都・二条城〜生きた歴史体感プログラム〜 旧二条離宮（二条城）

5 石川県 石川県 「文化立県」いしかわの文化資源活用推進プログラム事業 兼六園
金沢城跡
青柏祭の曳山行事
奥能登のあえのこと

6 石川県 金沢市 湯涌江戸村の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 旧松下家住宅
7 石川県 加賀市 加賀市の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 加賀市加賀橋立伝統的建造物群保存地区
8 岩手県 矢巾町 矢巾町の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 徳丹城跡
9 和歌山県 和歌山市歴史体感プログラ

ム活用推進協議会
和歌山市の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 和歌山城

和歌山城西ノ丸庭園
和歌山城岡口門

10 奈良県 明日香村 明日香村の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 石舞台古墳
11 福井県 一乗谷朝倉氏遺跡活用推進

協議会
一乗谷朝倉氏遺跡　戦国体感プログラム事業 一乗谷朝倉氏遺跡

12 島根県 津和野町 津和野藩校養老館を活かした歴史体感プログラム事業 津和野伝統的建造物群保存地区
13 鹿児島県 仙巌園歴史体感プログラム

活用推進協議会
仙巌園歴史体感プログラム事業 仙巌園附花倉御仮屋庭園

犬追物関係資料
島津家文書

14 富山県 高岡市歴史文化推進協議会 高岡市の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 勝興寺
15 京都府 Living History in 京都御所

運営協議会
Living History in 京都御所〜生きた歴史体感プログラム〜 西行物語絵巻

融通念仏縁起
桑実寺縁起
雅楽
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No 都道府県名 補助事業者名 補助事業名 核となる文化財

1 富山県 高岡市歴史文化推進協議会 高岡市の文化財を活かした歴史体験プログラム事業 勝興寺
2 福井県 一乗谷朝倉氏遺跡活用推進

協議会
一乗谷朝倉氏遺跡　戦国体感プログラム 一乗谷朝倉氏遺跡

3 山梨県 梅之木縄文ムラ活用促進協
議会

梅之木縄文ムラLiving Prehistory体感プログラム事業 梅之木遺跡
金生遺跡
星ヶ塔黒曜石原産地遺跡

4 静岡県 静岡市 東アジア稲作文化登呂ムラの発信事業 登呂遺跡
静岡県登呂遺跡出土品

5 三重県 日本忍者協議会 忍者の精神や伝統技術、忍者文化を体感する「忍道プロジェクト」上野城跡
6 京都府 art KYOTO Living History

制作委員会
artKYOTO Living History事業
二条城の歴史体験舞踊劇“剣舞・誇り高き人”を核にした
二条城history in action festival事業

旧二条離宮（二条城）

7 京都府 一般社団法人 先端イメージ
ング工学研究所

仁和寺と戊辰戦争の史実仮想再現 仁和寺

8 京都府 Living History in 京都・二
条城協議会

Living History in 京都・二条城
～生きた歴史体験プログラム～

旧二条離宮（二条城）

9 和歌山県 和歌祭四百年祭実行委員会 和歌祭四百年祭歴史体感プログラム事業 和歌の浦
東照宮
和歌山城

10 和歌山県 和歌山市歴史体感プログラ
ム活用推進協議会

和歌山市の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 和歌山城
和歌山城西ノ丸庭園
和歌山城岡口門

11 島根県 津和野町 津和野藩校養老館を活かした歴史体感プログラム事業 津和野町津和野伝統的建造物群保存地区
森鴎外旧宅
西周旧居

12 香川県 公益社団法人 香川県観光協
会

Living History in 琴平
～生きた歴史体験プログラム「こんぴら詣で（KOMPIRA 
MODE）」～

金毘羅庶民信仰資料 
旧金毘羅大芝居

13 福岡県 「神宿る島」宗像・沖ノ島と
関連遺産群保存活用協議会

世界遺産「宗像・沖ノ島」の保存と調和した歴史体感プログラ
ム開発事業

「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 

14 福岡県 古 代 お も て な し 料 理 の 復
元・活用事業実行委員会

古代おもてなし料理の復元・活用事業 鴻臚館跡附女原瓦窯跡

15 大分県 宇佐国東半島を巡る会 宇佐・国東半島地域LivingHistory事業 宇佐神宮造営図
修正鬼会 

16 鹿児島県 出水市 日本遺産「出水麓」を活かした歴史体験プログラム 出水市出水麓伝統的建造物群保存地区
17 岩手県 矢巾町 矢巾町の文化財を活かした歴史体感プログラム事業 徳丹城跡 
18 神奈川県 株式会社NI-WA 令和2年度Living History促進事業

鎌倉の抹茶伝来の起源から辿る、都市人に向けた歴史空間体験
プログラム

喫茶養生記
吾妻鏡
浄妙寺境内
木造不動明王坐像

19 神奈川県 鎌倉武士文化財活用協議会 バーチャル運慶meets鎌倉BUSHIDO
～写経とミニ仏像作成で発願体験する～

木造阿弥陀如来及両脇侍像(運慶作)
木造(不動明王／毘沙門天)立像(運慶作)

20 神奈川県 横浜市 重要文化財 帆船日本丸を活用した海事文化体感プログラム事業 日本丸 
21 石川県 七尾城歴史資源活用協議会 「合戦前夜！七尾城 能登の風雲第一幕」再現プロジェクト 七尾城跡 

22 三重県 王朝文化体感プログラム協
議会 

王朝文化体感プログラム事業 斎宮跡

23 京都府 「温故知新」生きた歴史体感
実行委員会

「温故知新」生きた歴史体感プログラム事業 南丹市美山町北伝統的建造物群保存地区

24 大阪府 八尾市 八尾市の歴史資産体感プログラム事業 由義寺跡
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