
都道府県 都市名 地域名称

1 北海道 札幌市 大通公園、円山･大倉山、北海道大学

2 北海道 根室市 根室半島の灯台群

3 北海道 江差町 ニシン漁で栄えた港町のたたずまい

4 北海道 釧路市、釧路町 春採台・モシリヤなど遺跡群、釧路湿原、阿寒湖

5 北海道 東川町 写真の町東川の風景

6 青森県 十和田市 新渡戸一族による開拓都市（官庁街通り、稲生川）、奥入瀬渓流

7 岩手県 一関市 一関本寺地区の屋敷林

8 岩手県 陸前高田市 三陸海岸の高田松原

9 岩手県 奥州市 胆沢平野の散居村と水沢地区の寺院群

10 岩手県 遠野市 荒川高原

11 宮城県 白石市 白石城周辺、越河宿、齋川宿、上戸沢宿、下戸沢宿

12 山形県 山形市 立石寺・山寺地域

13 山形県 上山市 羽州街道の宿場町　楢下宿

14 山形県 酒田市 山居倉庫の歴史的街並み

15 福島県 喜多方市 蔵造りの街並み　喜多方

16 福島県 三春町 田村家城下町　三春

17 福島県 白河市 南湖公園地域

18 茨城県 桜川市 陣屋町真壁の歴史的街並み

19 栃木県 宇都宮市 大谷寺・大谷石採掘跡

20 栃木県 栃木市 巴波川河岸の歴史的街並み

21 群馬県 前橋市 赤城神社と参道の松並木

22 群馬県 草津町 湯畑を中心とした温泉街のたたずまい

23 千葉県 香取市 伊能忠敬を生んだ水郷の街並み

24 千葉県 成田市 成田山新勝寺・門前の街並み

25 千葉県 我孫子市 手賀沼周辺の古墳・文化人の旧居

26 千葉県 流山市 利根運河

27 東京都 葛飾区 柴又帝釈天及び周辺の街並み

28 東京都 墨田区 墨堤（隅田公園）の桜

29 東京都 青梅市 御岳山、武蔵御嶽神社

30 神奈川県 藤沢市 江の島

31 神奈川県 湯河原町 湯河原温泉郷、湯河原梅林

32 神奈川県 横須賀市 旧日本海軍横須賀・猿島の歴史的遺産

33 新潟県 上越市 松平忠輝が築城した高田城、寺町

34 新潟県 柏崎市 綾子舞街道と荻の島茅葺環状集落
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35 富山県 砺波市 砺波平野の散居村

36 富山県 富山市 富山城址、八尾町の街並み

37 石川県 七尾市 能登畠山氏の山城　七尾城跡

38 福井県 坂井市 北前船の寄港地　三国湊

39 福井県 若狭町 鯖街道の若狭町熊川宿

40 福井県 大野市 越前大野城城下町

41 山梨県 富士河口湖町 富士山麓の湖沼と社寺群

42 山梨県 甲斐市 最古の土木治水遺産　信玄堤とお林

43 長野県 上田市 塩田平の歴史的文化的遺産

44 長野県 東御市 北国街道の宿場町　海野宿

45 長野県 下諏訪町 中山道の宿場町　下諏訪宿

46 長野県 大町市
千国街道大町の歴史的文化的遺産（仁科神明宮、盛連寺観音堂、
霊松寺山門、若一王子神社、天正寺など）

47 長野県 上松町 中山道の景勝地　寝覚の床

48 長野県 飯田市 大火復興のリンゴ並木、遠山郷下栗の山村集落

49 岐阜県 海津市 千本松原

50 静岡県 三島市 箱根旧街道西坂及び宿場町　三島宿

51 静岡県 静岡市 三保の松原

52 静岡県 下田市 港町下田の歴史的街並み

53 愛知県 半田市 醸造業の繁栄を伝える運河沿いの景観

54 愛知県 常滑市 陶業のやきもの散歩道

55 三重県 鳥羽市
港町鳥羽の歴史的文化的遺産（砲台跡、鳥羽城址、日和山の方位
石など）

56 三重県 松阪市 松阪城址、本居宣長生誕、三井家発祥の商家町

57 滋賀県 愛荘町 金剛輪寺地区

58 滋賀県 長浜市 秀吉最初の城下町・長浜

59 京都府 与謝野町 ちりめん街道加悦の歴史的街並み

60 京都府 大山崎町 山崎の合戦の地、天王山

61 京都府 長岡京市
長岡京の歴史的文化的遺産（西山､竹､長岡京､光明寺､長岡天満宮
など）

62 京都府 笠置町 信仰の山　笠置山

63 京都府 八幡市 石清水八幡宮と男山保全地域

64 京都府 京丹後市 袖志の棚田と丹後松島

65 京都府 和束町 鷲峰山保全地域

66 大阪府 箕面市 箕面山の自然と文化的遺産

67 大阪府 大東市 慈眼寺（野崎観音）及び堂山古墳群
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68 大阪府 太子町 日本最古の宮道竹内街道と周辺の古墳群

69 大阪府 泉佐野市 日根荘の歴史的文化的遺産

70 兵庫県 朝来市 生野鉱山、竹田城址及び周辺の街並み

71 兵庫県 たつの市 自然発生的な宿場町を原形とした城下町

72 兵庫県 赤穂市 港町坂越の歴史的街並み

73 兵庫県 高砂市 歴史的な意味を持つ街並み(町割り及び町名)

74 兵庫県 西宮市 夙川河川敷緑地（夙川公園）

75 奈良県
広陵町、河合町、大
和高田市

馬見古墳群

76 奈良県 御所市 古代遺跡を巡る散策路「巨勢の道」

77 和歌山県 湯浅町 醸造文化の薫り漂う街並み

78 鳥取県
大山町、伯耆町、江
府町

大山寺周辺地域及び大山道

79 鳥取県 鳥取市、岩美町 因幡三山と稲葉山一帯

80 鳥取県
若桜町、智頭町、八
頭町

若桜街道と智頭街道の宿場町の街並み

81 島根県 安来市 清水月山周辺地域

82 島根県 飯南町 銀山街道と宍道、尾道街道の宿場町、琴引山

83 岡山県 総社市 吉備文化発祥の地、古代山城鬼ノ城

84 岡山県 津山市 鶴山公園

85 広島県 竹原市 棒瓦と格子窓の街並み

86 山口県 防府市 防府天満宮・周防国の国分寺・毛利邸・毛利氏庭園

87 山口県 光市 象鼻ヶ岬一帯、石城山

88 山口県 柳井市  柳井市　白壁の町並み

89 徳島県 徳島市 徳島城址、新町川公園

90 徳島県 鳴門市 鳴門市　大津・大麻エリアの往来景観

91 香川県 さぬき市 四国遍路結願の道

92 愛媛県 大洲市 大洲城、河辺地域浪漫八橋、長浜大橋

93 愛媛県 今治市 能島水軍文化の里

94 高知県 安芸市 藩政時代の面影を今も残す土居廓中

95 高知県 室戸市 台風常襲地域の伝統的街並み

96 福岡県 東峰村 竹地区の棚田及び岩屋神社などの山岳信仰遺跡群

97 福岡県 うきは市 新川・田篭地区のかやぶき民家群とつづら棚田

98 福岡県 八女市 商家町八女福島の歴史的街並み

99 福岡県 柳川市 立花家の城下町、堀割の町
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100 佐賀県 嬉野市 長崎街道の宿場町・川港塩田津の歴史的街並み

101 佐賀県 小城市
小城鍋島家城下町の遺産（小城公園、星巌寺山門、陣屋跡、三岳
寺、見瀧寺など）

102 佐賀県 鹿島市 肥前浜宿の歴史的街並み

103 熊本県 山鹿市 豊前街道の宿場町　山鹿

104 熊本県 宇城市 三角西港、松合の土蔵白壁建造物群

105 熊本県 天草市 天草の歴史的文化的遺産（祇園橋、上田家住宅、崎野津天主堂）

106 大分県 日田市 商家町豆田町の歴史的街並み

107 大分県 由布市
由布院盆地の歴史的遺産（旧日野医院、由布院キリシタン墓群、
大杵社の大スギなど）と田園

108 大分県 大分市 佐賀関の歴史的文化的遺産（太田缶詰工場、早吸日女神社など）

109 大分県 豊後高田市 荘園村落遺跡　田染荘小崎地区

110 長崎県 雲仙市
神代小路の武家屋敷群及び周辺の歴史的文化的遺産（神代城趾、
明治・大正期の建築など）

111 宮崎県 椎葉村 椎葉村十根川の山村集落

112 宮崎県 西都市 西都原古墳群

113 鹿児島県 薩摩川内市 入来麓の武家屋敷群、新田神社と参道

114 鹿児島県 出水市 出水麓の武家屋敷群

115 沖縄県 本部町 備瀬のフクギ屋敷林

116 沖縄県 渡名喜村 渡名喜島
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