
［別紙7］

【保存継承賞】 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候　補　団　体　名（保存会等） 伝統芸能名 推薦母体
北 海 道 25 鹿追町白蛇姫保存会 白蛇姫舞 鹿追町商工観光課

25 北見池川神楽保存会 北見池川神楽 北見市北見観光協会
25 平原太鼓　鼓友会 平原太鼓 帯広市商工観光部観光課

26 美和権現獅子舞保存会 目名権現獅子舞 北海道厚沢部町教育委員会
26 富栄鹿子舞保存会 土橋鹿子舞 北海道厚沢部町教育委員会
26 上里獅子舞保存会 上俄虫鹿子舞 北海道厚沢部町教育委員会
26 当路鹿子舞保存会 当路鹿子舞 北海道厚沢部町教育委員会
31 えりも駒踊り保存会 えりも駒踊り 北海道文化財保護グループ

岩 手 23 盛岡山車推進会 盛岡山車 盛岡市観光課
23 遠野しし踊り保存会連絡協議会 しし踊り 遠野市観光交流課
30 奥州金津流獅子躍 奥州金津流獅子躍連合会 全日本郷土芸能協会
30 黒石寺蘇民祭保存協力青年部 黒石寺蘇民祭 岩手県奥州市商業観光課
30 日高神社日防災保存会 日高日防災祭 岩手県奥州市商業観光課
30 奥州市江刺鹿踊保存会 江刺鹿踊り「百鹿大群舞」 岩手県奥州市教委育委員

宮 城 27 山田大名行列組合 山田大名行列 本吉町役場産業振興課
22 本郷布袋保存会 本郷布袋踊り 村田町産業振興課
27 中新田火伏せの虎舞保存会 火伏せの虎舞 加美町商工観光課
29 綱木之里大名行列保存会 綱木之里大名行列 宮城県登米市教育委員会
29 平磯芸能保存会 平磯虎舞 宮城県気仙沼市観光課
29 入谷打囃子　入谷の祭りと打囃子を伝承する会 入谷打囃子 宮城県南三陸町産業振興課
30 登米謡曲会 登米能 宮城県登米市教育委員会
30 米川の水かぶり保存会 米川の水かぶり 宮城県登米市商業観光課

秋 田 24 毛馬内盆踊り振興会 毛馬内の盆踊り 鹿角市観光交流課
26 根子番楽保存会 根子番楽 秋田県文化振興課
26 刈和野大網引保存会 刈和野の大網引き 秋田県文化振興課

山 形 22 山五十川古典芸能保存会 山戸能・山五十川歌舞伎 鶴岡市温海庁舎産業課
22 岩根沢太夫太神楽保存会 太太神楽 月山朝日観光協会
23 梓山獅子踊保存会 獅子踊り 米沢市産業部観光課
23 米沢藩古式砲術保存会 米沢藩古式砲術 米沢市産業部観光課
25 稲沢番楽保存会 稲沢番楽 金山町産業課
26 上山氏民俗行事加勢鳥保存会 上山市民俗行事「加勢鳥」 山形県上山市観光課
26 金生田植え踊り保存会 金生田植え踊り 山形県上山市観光課
27 源流花笠おどり保存会連絡協議会 花笠踊り 山形県尾花沢市商工観光課
29 高玉芝居「高栄会」 高玉芝居 山形県白鷹町産業振興課
30 綱木獅子踊り保存会 綱木獅子踊り 山形県米沢市観光課

福 島 25 葛尾三匹獅子保存会 葛尾三匹獅子舞 双葉郡葛尾村教育委員会

25 御山太々神楽保存会 御山太々神楽 福島市教育委員会事務局文化課

27 南須釜念仏保存会 南須釜念仏踊り 福島県石川郡玉川村教育委員会
27 村上の田植踊保存会 村上の田植踊 福島県南相馬市教育委員会
30 山木屋八坂神社三匹獅子舞保存会 三匹獅子舞 福島県川俣町商工会

栃 木 27 鎧塚宮比講神楽保存会 神楽 県観光交流課
27 風見の神楽保存会 神楽 塩谷町商工会
27 牧歌舞伎保存会 地歌舞伎 葛生町商工会
27 南飯田神田囃子保存会 南飯田神田囃子と里神楽 間々田商工会
27 羽川おはやし保存会 お囃子 栃木県小山市商業観光課

群 馬 25 鬼石祭囃子保存会 鬼石夏祭り 藤岡市鬼石商工会
26 吉岡町大藪獅子舞保存会 大藪獅子舞 群馬県北群馬郡吉岡町商工会

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度に推薦頂いた団体については削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。
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埼 玉 22 下里獅子舞保存会 下里のささら獅子舞 小川町教育委員会
29 岩崎獅子舞保存会 岩崎簓獅子舞 埼玉県所沢市　商業観光課
29 重松流祭囃子保存会 重松流祭ばやし 埼玉県所沢市　商業観光課
29 越谷市木遣保存会 木遣唄 埼玉県越谷市　生涯学習課
29 下名栗諏訪神社獅子舞保存会 獅子舞 埼玉県飯能市　生涯学習課
29 飯能市郷土芸能保存会 祭囃子、獅子舞 埼玉県飯能市　生涯学習課
29 催馬楽神楽保存会 鷲宮催馬楽神楽 埼玉県久喜市　文化財保護課
29 脚折雨乞行事保存会 脚折雨乞(すねおりあまごい) 埼玉県鶴ヶ島市生涯学習スポーツ課
29 閏戸の式三番保存会 閏戸の式三番(うるいどのしきさんば) 埼玉県蓮田市　社会教育課
29 出雲伊波比神社やぶさめ保存会 出雲伊波比(いわい)神社やぶさめ 埼玉県毛呂山町産業振興課
29 下間久里獅子舞連中 下間久里の獅子舞 埼玉県越谷市　生涯学習課
30 白久串人形芝居保存会 白久串人形芝居 埼玉県秩父市荒川商工会
30 原馬室獅子舞棒術保存会 ささら獅子舞・棒術 埼玉県鴻巣市教育委員会
31 安行原蛇造り保存会 安行原の蛇造り 川口市教育委員会文化財課

千 葉 26 桜井獅子舞保存会 桜井の獅子舞 千葉県木更津市文化課
26 中島区文化財保存会 木更津市中島の梵天立て 千葉県木更津市文化課
31 浦安囃子保存会 お囃子 浦安市商工観光課
31 北之幸谷獅子連 北之幸谷の獅子舞 東金市教育委員会

東 京 24 江古田獅子舞保存会 江古田獅子舞 中野区都市政策推進室
神 奈 川 22 ちゃっきらこ保存会 チャッキラコ 三浦市生涯学習課
新 潟 22 新潟万代太鼓振興会 太鼓 新潟市観光政策課

22 佐渡鷺流狂言研究会 佐渡鷺流狂言 佐渡市観光課
22 板額太鼓保存会 太鼓 胎内市商工観光課
23 水沢伝統芸能保存会 石場かち、天神ばやし、からす踊り 十日町市教育委員会
23 台輪連絡協議会 しばた本台輪の曳き・あおり 新発田市観光振興課
28 山の下木遣保存会 木遣り 新潟東区地域課

富 山 24 弥栄節保存会 木遣り 高岡市商業観光課
石 川 25 鶴来清沢・赤獅子保存会 鶴来・ほうらい祭り 白山市鶴来商工会

31 小松曳山八町連絡協議会 曳山子供歌舞伎 小松市にぎわい観光文化課
R1 志賀疾風太鼓保存会 志賀の太鼓（太鼓打） 志賀町商工観光課

山 梨 23 藤井公民館　四ツ打ち保存会 四ツ打ち 韮崎市商工観光課
23 韮崎市立甘利小学校 綾棒踊り 韮崎市商工観光課
23 山中明神太鼓保存会 山中明神太鼓 山中湖村観光課
28 田野十二神楽保存会 田野十二神楽 甲州市教育委員会
28 藤木道祖神祭保存会 藤木道祖神祭太鼓乗り 甲州市教育委員会

長 野 23 本町三丁目大名行列保存会 大名行列 飯田市観光課
23 別所温泉岳の幟保存会 岳の幟・三頭獅子・ささら踊 上田市別所温泉観光協会
24 冠着太鼓保存会 冠着太鼓・和太鼓の演奏 千曲市観光課
25 松川村正調安曇節保存会 正調安曇節 松川村商工会
25 和力（わりき） 日本各地の伝統芸能全般 下伊那郡阿智村商工会

岐 阜 28 東座芸能保存会 地芝居 白川町農林商工課
22 手力雄神社火祭り奉賛会 手力の火祭り 岐阜市観光コンベンション課
24 美濃歌舞伎保存会 美濃歌舞伎 瑞浪商工会議所
25 真桑文楽保存会 人形浄瑠璃 本巣市社会教育課
29 白川郷春駒保存会 白川村春駒踊り 岐阜県白川村役場　教育委員会事務局

29 白川郷獅子舞保存会 白川村の獅子舞 岐阜県白川村役場　教育委員会事務局

29 白川村民謡保存連絡協議会 こだいじん 岐阜県白川村役場　教育委員会事務局

29 佐見歌舞伎実行委員会 地歌舞伎 岐阜県白川町　教育委員会　教育課
29 笠松大名行列お奴保存会 笠松大名行列お奴 岐阜県笠松町教育委員会文化課
29 円城寺芭蕉踊保存会 円城寺芭蕉踊り 岐阜県笠松町　教育文化課
29 岐南町伏屋獅子舞保存会 獅子舞 岐阜県岐南町　自治振興課
29 平方勢獅子保存会 平方勢獅子 岐阜県羽島市　教育委員会
29 下呂の田の神祭保存会 田の神祭り 岐阜県下呂市　観光課
30 坂下歌舞伎保存会 坂下歌舞伎 岐阜県中津川市
31 いび祭子ども歌舞伎保存会 子ども歌舞伎 揖斐川町社会教育文化課
R1 白鳥おどり保存会 白鳥おどり 郡上市市長公室政策推進課
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静 岡 23 下田太鼓伝統保存会 下田太鼓 下田市観光交流課
23 三島農兵節普及会 農兵節 三島商工会議所
25 なぶら御前太鼓保存会 なぶら御前太鼓 御前崎市商工観光課
30 草薙神社龍勢保存会 草薙神社龍勢花火 静岡市観光交流局　文化財課
31 掛塚屋台囃子保存会 掛塚屋台囃子 磐田市商工観光課
R1 三島囃子保存会 三島囃子 三島市教育推進部郷土文化財室
R1 親王囃保存会 親王囃 静岡市観光交流文化局文化財課
R1 梅ヶ島新田神楽保存会 梅ヶ島の舞 静岡市観光交流文化局文化財課
R1 有東木芸能保存会 有東木の神楽 静岡市観光交流文化局文化財課
R1 有東木芸能保存会 有東木の盆踊 静岡市観光交流文化局文化財課
R1 お太鼓祭保存会 由比のお太鼓祭 静岡市観光交流文化局文化財課
R1 川根本町徳山古典芸能保存会 徳山の盆踊 川根本町社会教育課
R1 桜ヶ池お櫃納め保存会 桜ヶ池のお櫃納め 御前崎市社会教育課
R1 三社祭礼囃子保存会 三社祭礼囃子 掛川市社会教育課
R1 横尾歌舞伎保存会 横尾歌舞伎 浜松市文化財課
R1 川名ひよんどり保存会 川名のひよんどり 浜松市文化財課
R1 寺野伝承保存会 寺野のひよんどり 浜松市文化財課
R1 西浦田楽保存会 西浦の田楽 浜松市文化財課
R1 川合花の舞保存会 川合花の舞 浜松市文化財課
R1 滝沢放歌踊り保存会 滝沢の放歌踊 浜松市文化財課
R1 遠州大念仏保存会 遠州大念仏 浜松市文化財課
R1 勝坂神楽保存会 勝坂神楽 浜松市文化財課
R1 八幡神楽保存会 八幡神楽 浜松市文化財課
R1 遠江国一宮小國神社古式舞楽保存会 遠江国一宮小國神社古式舞楽 森町教育委員会社会教育課
R1 天宮神社十二段舞楽保存会 天宮神社十二段舞楽 森町教育委員会社会教育課
R1 山名神社天王祭舞楽保存会 山名神社天王祭舞楽 森町教育委員会社会教育課

愛 知 22 蒲郡市三谷中学校御殿舞クラブ 三河万歳、御殿舞 蒲郡市観光課
26 金沢歌舞伎 農村歌舞伎 愛知県豊川市産業部商工観光課
26 大治太鼓保存会 尾張神楽 愛知県海部郡大治町 教育委員会社会教育課

27 桜井町下谷棒の手保存会 桜井町下谷棒の手 愛知県安城市商工課
27 三河万歳保存会 三河万歳 愛知県安城市商工課
27 六ッ美悠紀斎田保存会 六ッ美悠紀斎田お田植えまつり 愛知県安城市商工課
28 西尾市三河万歳保存会 三河万歳 愛知県西尾市文化振興課
28 幸田町三河万歳保存会 三河万歳 幸田町振興課
29 名古屋市指定文化財山車連絡協議会 名古屋の山車祭り 名古屋市観光文化交流局観光推進室
29 北設樂花祭保存会 花祭 愛知県東栄町　振興課
29 刈谷春祭実行委員会 大名行列・山車曳き回し 愛知県刈谷市　文化観光課
29 大脇梯子獅子保存会 大脇の梯子獅子 愛知県豊明市　生涯学習課
30 参候祭保存会 参候祭 愛知県設楽町産業課
30 田峯念仏踊り保存会 田峯念仏踊り 愛知県設楽町産業課

三 重 22 津民芸保存会 八幡獅子舞、入江和歌獅子 津市観光振興課
22 津しゃご馬保存会 しゃご馬 津市観光振興課
30 片野長龍保存会 長龍神事 三重県多気町教委育委員会
31 平尾井区 平尾井踊り 三重県紀宝町企画調整課

滋 賀 22 山之上祭礼保存会 ケンケト祭り 竜王町産業振興課
22 八日市大凧保存会 近江八日市の大凧揚げ習俗 東近江市商工観光課
23 流星保存会 流星打上げ 米原市商工会
26 淡海節保存会 淡海節 大津北商工会
R1 冨田人形共遊団 冨田人形 滋賀県文化スポーツ部文化芸術課

京 都 23 出雲風流花踊保存会 風流花踊り 亀岡市秘書広報課
23 亀岡祭山鉾連合会 亀岡祭 亀岡市秘書広報課
23 亀岡市太鼓連合会 亀岡太鼓 亀岡市秘書広報課
23 福知山踊振興会 踊り 福知山市観光振興課

奈 良 30 題目立保存会 題目立 奈良県教育委員会
30 奈良豆比古神社翁舞保存会 奈良豆比古神社の翁舞 奈良県教育委員会
30 十津川村小原・武蔵・西川大踊保存会 十津川の大踊 奈良県教育委員会

奈 良 30 (一財)春日若宮おん祭保存会 春日若宮おん祭の神事芸能 奈良県教育委員会
30 篠原おどり保存会 篠原おどり 奈良県五條市文化財課
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［別紙7］

【保存継承賞】 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候　補　団　体　名（保存会等） 伝統芸能名 推薦母体

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度に推薦頂いた団体については削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。

30 當麻寺菩薩講 當麻寺錬供養 奈良県葛城市教育委員会
30 東山地区神事芸能保存会 東山の神事芸能 奈良県山添村教育委員会
30 神波多神事獅子保存会 天王の獅子舞 奈良県山添村教育委員会
30 菅生春楽社能楽保存会 菅生春楽社神楽 奈良県山添村教育委員会
30 菅生おかげ踊り保存会 おかげ踊り 奈良県山添村教育委員会
30 鴨都波神社　鴨の宮若衆会 御所の献灯行事 奈良県御所市教育委員会
30 二十五菩薩供養奉賛会 久米寺練供養 奈良県橿原市文化振興課
30 畝火山口神社 御田植祭 奈良県橿原市文化振興課
30 橿原市だんじり保存会 だんじり秋祭り 奈良県橿原市文化振興課
30 保田自治会(団体) 子出来おんだ祭り 奈良県磯城郡川西町教育委員会

30 膳夫町自治会 子供相撲 奈良県橿原市文化振興課
30 ほうらんや奉賛会 ほうらんや火祭り 奈良県橿原市文化振興課
30 上品寺町本村自治会 シャカシャカ祭 奈良県橿原市文化振興課

大 阪 22 南横山笹踊り保存会 笹踊り 和泉商工会議所
兵 庫 25 原の松明 原の松明 太子町産業経済課

25 沼田獅子連 沼田の獅子舞 太子町産業経済課
26 甘地獅子舞保存会 播州甘地の獅子舞 兵庫県神崎郡市川町地域振興課
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［別紙7］

【保存継承賞】 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候　補　団　体　名（保存会等） 伝統芸能名 推薦母体

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度に推薦頂いた団体については削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。

鳥 取 27 江波三番叟保存会 江波の三番叟 鳥取市企画推進部
27 三朝区陣所保存会 三朝の大綱引き 鳥取県文化政策課
27 せきがねさいとりさし保存会 せきがねさいとりさし 倉吉市文化財課
27 打吹童子ばやし 太鼓 倉吉市市民参画課
27 関金御幸行列伝承保存会 関金御幸行列 倉吉市商工観光課
27 米子盆踊り保存会 米子盆踊り 鳥取県米子市教育委員会事務局文化課

27 関金子供歌舞伎保存会 子供歌舞伎 鳥取県倉吉市観光交流課
30 法勝寺歌舞伎保存会 法勝寺歌舞伎 鳥取県南部教育委員会
R1 瀬戸獅子舞保存会 瀬戸獅子舞 鳥取県生涯学習課

島 根 27 松江市鼕行列 風流 県観光課
27 浜田大名行列保存会 大名行列 島根県商工労働部観光振興課
30 石見銀山神楽連盟 石見神楽 島根県大田市観光振興課

広 島 22 比和町郷土芸能振興会 比和牛供養田植 県観光課
山 口 27 下関平家踊保存会 平家踊り 山口県下関市観光政策課
徳 島 22 鳴門大凧保存会 鳴門大凧 鳴門市商工観光課
愛 媛 27 菊間町愛馬会　 お供馬の走り込み 菊間町商工会

27 今治地区獅子舞振興保存会 獅子舞 県観光課
24 鬼北文楽保存会 鬼北（きほく）文楽 県経済労働部観光国際局観光物産課
25 節安花とび踊り保存会 節安花とび踊り 県経済労働部管理局観光物産課

25 鹿島櫂練保存会 鹿島の櫂練り 県経済労働部管理局観光物産課

26 内子町川登自治会筏保存部 川登 川まつり・筏流し 愛媛県内子町商工会
30 大洲市臥龍太鼓保存会 和太鼓 愛媛県観光物産課
31 一人角力保存会 一人角力 愛媛県観光物産課
31 伊予長浜豊年踊り保存会 伊予長浜豊年踊り 長浜町商工会

福 岡 22 戸畑祇園大山傘振興会 戸畑祇園大山笠行事 北九州市戸畑区
22 細男舞・神相撲保存会 細男舞・神相撲 吉冨町産業建設課
22 唐原神楽講 唐原神楽 上毛町企画情報課
22 成恒神楽保存会 成恒神楽 上毛町企画情報課
22 友枝神楽講 友枝神楽 上毛町企画情報課
24 博多松囃子振興会 博多松囃子 福岡市観光振興課
28 福井神楽保存会 福井神楽 福岡圏糸島市企画部

佐 賀 28 荒穂神社総代会 御神幸祭 佐賀県基山町産業振興課
長 崎 27 上五島神楽保存会 上五島神楽 長崎県観光振興課

27 壱岐神楽保存会 壱岐神楽 長崎県観光振興課
29 平戸神楽振興会 平戸神楽 長崎県平戸市　文化交流課
29 田助ハイヤ節保存会 田助ハイヤ節 長崎県平戸市　文化交流課
29 国見町神代鳥刺し保存会 鳥刺し 長崎県雲仙市　観光物産課

熊 本 22 中嶋町獅子舞保存会 獅子舞 八代市教育委員会文化課
26 竹迫観音祭保存会 竹迫観音祭 熊本県合志市生涯学習課
27 中江岩戸神楽保存会 中江岩戸神楽 熊本県阿蘇市教育委員会
27 上荒尾熊野座神社神楽保存会 上荒尾熊野座神社神楽 熊本県荒尾市教育委員会生涯学習課
28 御松囃子御能保存会 御松囃子御能 菊池市教育委員会生涯学習課
31 吉原岩戸神楽保存会 吉原岩戸神楽 南小国町教育委員会
31 龍の舞・龍神太鼓保存会 龍の舞・龍神太鼓 上益城郡甲佐町社会教育課

大 分 R1 豊の国ゆふいん源流太鼓 豊の国ゆふいん源流太鼓 由布市総合政策課
R1 長尾　郁 庄内神楽 由布市総合政策課

鹿 児 島 26 亀津浜踊り保存会 亀津浜踊り 鹿児島県徳之島町地域営業課
27 大崎伝統芸能神舞保存会 大崎伝統芸能「神舞奉納」 鹿児島県大崎町商工会議所
27 七夕保存会 七夕踊 鹿児島県いちき串木野観光交流課
29 加治木町くも合戦保存会 加治木くも合戦大会 鹿児島県姶良市　商工観光課
29 山宮神社春祭りに伴う芸能保存会 山宮神社春祭に伴う芸能 鹿児島県鹿屋市　生涯学習課
31 弥五郎どん保存会 弥五郎どん祭り 鹿児島県曽於市商工会

宮 崎 28 門川だんじり振興会 門川だんじり祭 宮崎県門川町商工会
29 橘ひょっとこ踊り保存会 永田のひょっとこ踊り 宮崎県日向市　観光振興課
29 銀鏡神楽保存会 米良神楽 宮崎県西都市　商工観光課
30 五ヶ瀬町坂本荒踊保存会 五ヶ瀬町坂本荒踊 宮崎県観光推進課
30 師走祭り実行委員会 師走祭り 宮崎県観光推進課
30 城山神楽実行委員会 城山かぐらまつり 宮崎県観光推進課

-　18　-



［別紙7］

【保存継承賞】 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候　補　団　体　名（保存会等） 伝統芸能名 推薦母体

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度に推薦頂いた団体については削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。

沖 縄 23 安波連本勇 路地楽、御座楽 県観光振興課
（注）推薦母体の（民）は民俗芸能学会会員、（報道）は新聞社、放送局等の職員
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［別紙7］

【活 用 賞】 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候補団体名（実行委員会等） 伝統芸能名 推薦母体
北 海 道 23 （社）登別観光協会まつりイベント委員会 地獄の谷の鬼花火 北海道経済部観光局

23 厚沢部町鹿子舞交流協議会 鹿子舞 北海道経済部観光局
31 襟裳神楽保存会 襟裳神楽 北海道文化財保護グループ

青 森 23 縄文荒吐会 創作太鼓 県観光企画課
岩 手 23 岩手花巻春日流鹿踊保存協議会 花巻まつり 花巻市商工観光部観光課
宮 城 22 気仙沼みなとまつり委員会 虎舞、民謡等 気仙沼市観光課

29 南三陸町福興市実行委員会 福興市 宮城県南三陸町　産業振興課
山 形 22 ふじしま夏まつり実行委員会 獅子舞、神楽等 鶴岡市藤島庁舎産業課

R1 ながい黒獅子まつり実行委員会 ながい黒獅子まつり 長井市商工観光課
福 島 25 松明あかし実行委員会 松明あかし 須賀川市観光交流課
埼 玉 29 久喜市祭典委員会 久喜八雲神社の山車行事 埼玉県久喜市　教育委員会

29 北川崎自治会 北川崎の虫追い 埼玉県越谷市　生涯学習課
29 川越まつり協賛会 山車行事 埼玉県川越市　観光課

千 葉 27 大原はだか祭り実行委員会 大原はだか祭り 千葉県いすみ市役所商工観光課

東 京 29 NPO法人赤坂氷川山車保存会 赤坂氷川山車 東京都港区　産業振興課
30 あきしま郷土芸能まつり実行委員会 神輿、獅子舞、囃子、太鼓、屋台、山車 東京都昭島市産業活性課

神 奈 川 22 相模国府祭保存会 相模国府祭の舞 大磯町観光推進室
新 潟 23 柳都振興株式会社 芸妓の舞 新潟市観光政策課
山 梨 23 山中明神安産祭り 例大祭　山中明神太鼓 山中湖村観光課
石 川 31 日本子ども歌舞伎まつりin小松実行委員会 曳山子供歌舞伎 小松市にぎわい観光文化課
岐 阜 25 真桑文楽保存会 真桑人形浄瑠璃 本巣市社会教育課
静 岡 26 富士宮秋まつり青年協議会 山車 県観光政策課

R1 清水みなと祭り実行委員会 清水みなと祭りの港かっぽれ 静岡市観光交流文化局文化財課
R1 遠江のひよんどりとおくない連絡協議会 遠江のひよんどりとおくない 浜松市文化財課
R1 水窪祭り実行委員会 水窪祭り 浜松市文化財課

愛 知 26 大治太鼓保存会 神楽太鼓 愛知県海部郡大治町教育委員会社会教育課

27 桜井凧保存会 桜井凧 愛知県安城市商工課
滋 賀 26 湖族の郷 献饌供御人行列 大津北商工会
兵 庫 26 一般社団法人有馬温泉観光協会 有馬温泉入初式 神戸市観光コンベンション課
岡 山 23 矢掛の宿場まつり大名行列実行委員会 まつり大名行列 矢掛町総務ｌ企画課
山 口 27 花岡歌舞伎の会 歌舞伎 山口県下松市教育委員会生涯学習振興課

高 知 30 土佐絵金歌舞伎伝承会 土佐絵金歌舞伎 全日本郷土芸能協会

長 崎 27 おおむら夏越まつり協賛会 黒丸踊ほか 長崎県観光振興課
29 のんのこ諫早まつり振興会 諫早のんのこ節皿踊り 長崎県諫早市　商工観光課

大 分 R1 庄内神楽祭り実行委員会 庄内神楽 由布市総合政策課
沖 縄 23 八重瀬町青年エイサー祭り実行委員会 エイサー祭り 八重瀬町商工会

24 あまわり浪漫の会 肝高の阿麻和利 うるま市観光物産協会
31 沖縄県青年団協議会 エイサー 沖縄県文化振興課

（注）推薦母体の（民）は民俗芸能学会会員、（報道）は新聞社、放送局等の職員

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度推薦候補団体については、削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。

- 20 - 



［別紙7］

【支 援 賞】 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候　補　者（団　体）　名 伝統芸能名 推薦母体
福 島 24 山田登志美 昔話の語り部 県観光振興課
滋 賀 31 辻清、樋口安彦、渡邊嘉久（長浜曳山の名工） 長浜曳山祭の曳山行事 長浜市歴史遺産課
静 岡 R1 横尾歌舞伎保存会床山衣裳部 横尾歌舞伎の鬘・衣裳の製作と修理 浜松市文化財課
愛 知 26 神谷重明 菊人形製作 愛知県高浜市文化スポーツグループ

奈 良 31 丸尾幸雄（舞楽面・菩薩面・能面の製作） 舞楽面・菩薩面・能面等の製作 奈良県地域振興部文化振興課
大 阪 31 高橋　聖峰(本名：達也)80歳 大阪欄間彫刻の技術・技法の伝承 松原商工会議所
島 根 28 船津　信重 大元神楽(横笛の伝承) 島根県商工労働部振興課

30 柿田　勝郎 石見神楽面の製作 島根県浜田市観光交流課
徳 島 26 阿波木偶人形製作　多田健二 阿波木偶人形製作 (元)徳島県文化協会会長
（注）推薦母体の（民）は民俗芸能学会会員、（報道）は新聞社、放送局等の職員

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度推薦候補団体については、削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。
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［別紙7］

【地域振興賞】 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候　補　団　体　名（保存会等） 伝統芸能名 推薦母体
北海道 27 北見菊人形着付会 菊人形着付 北見市商工観光部観光振興室観光振興課

岩 手 30 一関市民俗芸能団体協議会 南部神楽ほか 岩手県一関市教育委員会
宮 城 27 七ヶ宿観光協会 わらじで歩こう七ヶ宿 七ヶ宿町産業振興課

29 大森創作太鼓旭ヶ浦保存会 大森創作太鼓 宮城県南三陸町　産業振興課
29 行山流水戸辺鹿子踊保存会 行山流水戸辺鹿子踊 宮城県南三陸町　産業振興課
29 歌津漁竜太鼓　伊里前契約会 歌津漁竜太鼓 宮城県南三陸町　産業振興課
29 平磯芸能保存会 平磯虎舞 宮城県南三陸町　産業振興課

秋 田 24 新関ささら保存会 獅子舞（鹿頭） 潟上市生涯学習課
福 島 31 御宝殿熊野神社田楽保存会 御宝殿の稚児田楽・風流 福島県教育局文化財課
栃 木 28 鹿沼いまみや付け祭り保存会 鹿沼今宮神社祭の屋台行事 鹿沼市　文化課
茨 城 29 西塩子の回り舞台保存会 西塩子の回り舞台及び歌舞伎公演 茨城県生活環境部生活文化課
埼 玉 26 藤波の餅つき踊り保存会 藤波の餅つき踊り 埼玉県上尾市環境経済部商工課

26 平方のどろいんきょ保存会 平方祇園祭のどろいんきょ行事 埼玉県上尾市環境経済部商工課

30 赤沼民俗文化保存会 赤沼獅子舞 埼玉県春日部商工会議所
東 京 24 中野打越町会 打越太鼓 中野区都市政策推進室

31 東京高円寺阿波おどり振興会 東京高円寺阿波おどり 杉並区産業振興センター
千 葉 28 松戸神楽神幸祭実行委員会 松戸神社神幸祭 松土市文化観光課
神 奈 川 30 鶴見田祭り保存会 鶴見の田祭り 横浜市教育委員会
新 潟 24 新潟総踊り祭り実行委員会 新潟総踊り・下駄総踊り 新潟市観光政策課
山 梨 28 熊野神社打ちばやし保存会 熊野神社御幸行列 甲州市教育委員会　文化財課
愛 知 29 尾張万歳保存会 尾張万歳 愛知県知多市　商工振興課
静 岡 R1 伊豆の国市音頭保存会 あやめ音頭 伊豆の国市政策戦略部

R1 静岡浅間神社廿日会祭 静岡浅間神社の廿日会祭の稚児舞 静岡市観光交流文化局文化財課

石 川 25 山代わざおぎ 山代大田楽 石川県観光交流局
奈 良 30 今井町並み保存会 今井町並み散歩 奈良県橿原市文化振興課
兵 庫 25 播州段文音頭網干保存会 播州段文音頭 姫路市観光交流推進室
香 川 27 肥土山農村歌舞伎保存会 農村歌舞伎 土庄町教育委員会
愛 媛 27 久万山五神太鼓保存会 久万山五神太鼓 愛媛県観光物産課

R1 今治寿太鼓保存会 今治寿太鼓 愛媛県観光物産課
R1 能島水軍太鼓保存会 能島水軍太鼓 愛媛県観光物産課
R1 来島水軍太鼓 来島水軍太鼓 愛媛県観光物産課

鳥 取 28 三朝町さいとりさし踊り保存会 さいとりさし 鳥取県三朝町教育委員会
福 岡 25 川渡り神幸祭山笠保存会 川渡り神幸祭 福岡県田川市商工観光課
熊 本 27 天草ほんどハイヤ祭り実行委員会 ほんどハイヤ踊り 熊本県天草市観光振興課

28 八朔祭実行委員会 八朔祭 熊本県山都町教育委員会
30 東方組太鼓踊り保存会 東方組太鼓踊り 熊本県文化企画課
31 葦北鉄砲隊 葦北鉄砲隊稲富流砲術 芦北町　生涯学習課

大 分 26 塚原自治区・並柳自治区・荒木自治区 ゆふいん盆地まつり 大分県 由布市 商工観光課
R1 草地踊り保存会 草地踊り 大分県 豊後高田市商工観光課

宮 崎 27 小原練り踊り保存会 小原練り踊り 宮崎県北郷商工会
鹿 児 島 27 串木野さのさ保存会 さのさ踊り 鹿児島県いちき串木野市観光交流課

30 あらしゃげ会 八月踊り 奄美大島商工会議所
R1 天孫降臨霧島九面太鼓保存会 天孫降臨霧島九面太鼓 鹿児島県霧島市スポーツ・文化振興課

沖 縄 22 慶良間太鼓同志会 太鼓 渡嘉敷村経済建設課
（注）推薦母体の（民）は民俗芸能学会会員、（報道）は新聞社、放送局等の職員

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度推薦候補団体については、削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。
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［別紙7］

【団体】奨励賞 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候　補　団　体　名 伝統芸能名 推薦母体
岩 手 R1 岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部 鬼剣舞 （一社）北上観光コンベンション協会

福 島 29 広瀬熊野神社の御田植祭保存会 広瀬熊野神社の御田植 福島県　文化財課
埼 玉 26 熊谷八坂神社祭礼行事保存会 熊谷うちわ祭 熊谷市教育委員会社会教育課
新 潟 28 伝承芸能　石山節保存会 民謡 新潟市東区地域課
岐 阜 25 美濃もとす太鼓保存会 美濃もとす太鼓 本巣市社会教育課

29 岐南町伏屋獅子舞保存会 獅子舞 岐阜県岐南町　自治振興課
31 いび祭子ども歌舞伎塾 義太夫 揖斐川町社会教育文化課

静 岡 R1 来宮神社鹿島踊保存会 来宮神社鹿島踊 熱海市生涯学習課
R1 初木神社鹿島踊保存会 初木神社鹿島踊 熱海市生涯学習課
R1 多賀神社鹿島踊保存会 多賀神社鹿島踊 熱海市生涯学習課
R1 下多賀神社鹿島踊保存会 下多賀神社鹿島踊 熱海市生涯学習課
R1 阿治古神社鹿島踊保存会 阿治古神社鹿島踊 熱海市生涯学習課
R1 今宮神社獅子神楽保存会 今宮神社獅子神楽 熱海市生涯学習課
R1 和田木神社獅子神楽保存会 和田木神社獅子神楽 熱海市生涯学習課
R1 清澤神楽保存会 清沢の神楽 静岡市観光交流文化局文化財課

R1 静岡県立横須賀高等学校郷土芸能部 三社祭礼囃子 掛川市社会教育課
愛 知 29 朝倉梯子獅子青年会 朝倉の梯子 愛知県知多市商工振興課
兵 庫 29 神戸市立神港橘高等学校龍獅團 南獅獅子舞・福州龍舞 兵庫県　芸術文化課

29 葛畑農村歌舞伎伝承会 農村歌舞伎 兵庫県　芸術文化課
鳥 取 27 淀江さんこ節保存会 淀江さんこ節 米子市教育委員会文化課
徳 島 31 日和佐ちょうさ保存会 日和佐八幡神社秋祭り 徳島県美波町産業振興課
福 岡 28 田川創作炭鉱節CDR21 炭鉱節 福岡県田川市　商工観光課
長 崎 27 上五島神楽保存会 上五島神楽 長崎県観光振興課(保存継承と重複)推薦

熊 本 27 福連木子守唄＆童謡まつり実行委員会 福連木子守唄 熊本県天草市観光振興課
31 横島潟担い節保存会 横島潟担い節 玉名市教育委員会

大 分 R1 三代目源流少年隊 豊の国ゆふいん源流太鼓 大分県 由布市 総合政策課
R1 庄内神楽有志会 庄内神楽 大分県 由布市 総合政策課
R1 庄内子供神楽愛好会 庄内神楽 大分県 由布市 総合政策課

沖 縄 31 創作エイサー協議会 エイサー 沖縄県文化振興会
（注）推薦母体の（民）は民俗芸能学会会員、（報道）は新聞社、放送局等の職員

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度推薦候補団体については、削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。

- 23 -



［別紙7］

【個人】奨励賞 (既受賞団体徐く)

県　名 年度 候　補　者　名 伝統芸能名 推薦母体
秋 田 26 髙橋　康信 椒沢番楽　等 秋田県文化振興課
千 葉 27 片野　聡 篠笛の演奏と篠笛の製作 千葉県香取市商工観光課
東 京 30 荒井龍凰(個人) 吟詠・吟剣詩舞 武蔵野市民芸術文化協会

30 兼井麻衣(個人) 染織工芸 武蔵野市民芸術文化協会
30 若柳華環(個人) 日本舞踊 武蔵野市民芸術文化協会

静 岡 R1 田力　剛 横尾歌舞伎の三味線・義太夫の継承と普及 浜松市文化財課
愛 知 26 若山　和之 尾張神楽 愛知県海部郡大治町教育委員会
島 根 30 小林　泰三(個人) 石見神楽面の製作 島根県大田市観光振興課
（注）推薦母体の（民）は民俗芸能学会会員、（報道）は新聞社、放送局等の職員

平成22年度～令和2年度地域伝統芸能大賞等 候補一覧
※平成14年度～21年度推薦候補団体については、削除しております。

削除されたもののうち推薦継続を希望される団体がありましたら再度、新規にて推薦をお願いいたします。
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