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地伝芸第 20-10 号 

令和 2年 9月 18日 

各位 

一般財団法人 地域伝統芸能活用センター 

理事長  寺西 達弥 

 

令和 3 年度 高円宮殿下記念地域伝統芸能賞・地域伝統芸能大賞 

および地域伝統芸能奨励賞の表彰候補団体･個人の推薦のお願い 

拝啓  

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は当財団の事業につ

きまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

さて、当財団では地域伝統芸能等の活用により観光及び地域商工業の振興に顕著

な功績のあった団体や個人に対し「高円宮殿下記念地域伝統芸能賞」、「地域伝統芸

能大賞」、「地域伝統芸能奨励賞」を制定して表彰しております。 

受賞される団体や個人につきましては、毎年、高円宮妃殿下久子様のご臨席のも

とに開催されます「地域伝統芸能全国大会」において、表彰を行うとともに、記念

公演を実施していただいており、ご本人や観覧客の皆様にも大変喜ばれております。 

つきましては、令和 3 年度もこれらの表彰を実施致したく、業務ご多忙中のとこ

ろたいへん恐縮ですが、〔別紙 1〕と〔別紙 2〕を参照のうえ、表彰候補を令和 2 年

11月 20 日（金）までに新規ご推薦下さるようお願い申し上げます。 

（今回は〔参考〕として過去の全国の都道府県別推薦件数一覧を掲載しています。） 

 

過去受賞団体は〔別紙 4〕で記載されていて、今回のご推薦は、〔別紙 6-1、6-2〕

により、表彰の種別は、地域伝統芸能保存大賞保存継承賞･活用賞･支援賞･地域振興

賞、地域伝統芸能奨励賞のいずれかでお願いいたします。なお、高円宮殿下記念地

域伝統芸能賞は地域伝統芸能大賞のいずれかの種別でご推薦されたものの中から選

考いたします。 

なお、貴機関から平成 14 年以来ご推薦をいただいておりましたが、平成 21 年以

前の推薦分につきましては平成 28年から、整理をさせていただきました。 

つきましては、平成 22年以降にご推薦いただきましたものにつきまして選考の対

象にすることを考えております。 

また、推薦書の提出は E-mailでも結構ですが、関係資料等につきましては別途郵送

くださるようお願い申し上げます。なお、各賞の受賞結果は令和 3 年 3 月中旬以降

に当センターホームページ(http://www.dentogeino.or.jp/)にて発表の予定です。 

 

令和 3年度の「第 29回地域伝統芸能全国大会」は令和 3年 10月 9日（土）～10日

（日）に鹿児島県鹿児島市、霧島市で開催する予定です。 

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬 具  
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●添付資料等 

 

〔参考 1〕記念式典・表彰式の様子               (ページ数なし) 

〔別紙 1〕地域伝統芸能大賞および奨励賞の候補者推薦書の記載上の留意事項について(P1) 

〔別紙 2〕｢高円宮殿下記念地域伝統芸能賞」、「地域伝統芸能大賞」、「地域伝統芸能

奨励賞」制度の概要について            （P2～3）         

〔別紙 3〕候補者の推薦および選考について           (P4) 

〔別紙 4〕過去受賞者リスト                  （P5～9） 

「高円宮殿下記念地域伝統芸能賞」 

「地域伝統芸能大賞受賞者」 

「地域伝統芸能奨励賞受賞者」 

「祭り文化普及功労賞受賞者」 

「地域伝統芸能特別賞受賞者(平成 24年度のみ)」 

〔別紙 5〕平成 5年度～令和 2年度受賞団体・個人の都道府県別一覧表(日本地図) (P10) 

〔別紙 6〕推薦様式 

〔6-1〕地域伝統芸能大賞 保存継承賞・活用賞 

支援賞・地域振興賞     （P11） 

〔6-2〕地域伝統芸能奨励賞 団体用・個人用    （P12） 

 

〔参考 2〕平成 5年度～令和 2年度 都道府県別推薦数一覧     （P13）            

 

〔別紙 7〕平成 22年～令和 2年度 地域伝統芸能大賞等候補一覧 

 地域伝統芸能 保存継承賞         （P14～19） 

 地域伝統芸能 活用賞           （P20） 

 地域伝統芸能 支援賞           （P21） 

 地域伝統芸能 地域振興賞          (P22) 

 地域伝統芸能奨励賞 団体         （P23） 

 地域伝統芸能奨励賞 個人         （P24） 

 

〔別紙 8〕貴県の推薦状況（都道府県・東京 23区、市のみ） 添付 

 

※推薦様式等、ホームページ（http://www.dentogeino.or.jp/）より 

ダウンロードしていただくことも出来ます。 

又、ご必要であれば電子媒体で送信申し上げますので、メールにてご連絡を 

お願い申し上げます。 

 
お問い合わせ先  一般財団法人 地域伝統芸能活用センター 

〒103-0004 東京都中央区東日本橋二丁目 24番 12号 

東日本橋槇町ビル５階 

TEL:03-5809-3782 / FAX:03-5809-1430 

担当者：大平 伊織  e-mail: ohira@dentogeino.or.jp 

http://www.dentogeino.or.jp/ 



記念式典、表彰式の様子(なら・かしはら大会 2019)       〔参考１〕 

                 

開会記念式典                高円宮妃殿下お言葉 

                        

 

表彰式                  メダルの授与 

  高円宮殿下記念地域伝統芸能賞        地域伝統芸能大賞保存継承賞 

 

高円宮殿下記念地域伝統芸能賞メダル       地域伝統芸能大賞 各賞メダル 

(なら・かしはら大会 2019) 

      

 

 



 〔別紙 1〕 

－ 1 － 

地域伝統芸能大賞〔（イ）保存継承賞・（ロ）活用賞・（ハ）支援賞・（ニ）地域振興賞〕 

と地域伝統芸能奨励賞の推薦書記載上の留意事項について 

 

 

1.本依頼文は各県、政令指定都市、東京 23 区および東京都下各市の観光部局に送付しておりますが、ご推

薦について貴観光部局はもとより、文化財関係課、市町村観光関係団体、商工会議所、商工会、民俗学者

等の皆様からも広くお願いしたいと考えておりますので、必要に応じてご連絡いただければ幸いです。 

2.各候補分野に推薦していただいても、選考委員会で別の分野で決定することもあります。 

3.地域伝統芸能大賞の（イ）～（ニ）の中から当選考委員会で「高円宮殿下記念地域伝統芸能賞」を選定し

ますので、高円宮殿下記念地域伝統賞の推薦は不要です。 

なお当センターは地域伝統芸能を活用した、観光及び地域商工業の振興及び活性化を目的にした団体です

ので、選考にあたっては、その貢献度についても考慮の対象と致します。 

4.地域伝統芸能大賞 

（イ） 保存継承賞 

地域伝統芸能等の保存や後継者育成に尽力し、その実演を行っている団体又は個人が対象です。 

〔別紙 7〕のとおり候補者が多く非常に激戦区となっています。 

他の賞でのご推薦もご検討下さい。 

（ロ） 活用賞 

地域伝統芸能等を活用した行事を行い、その地域が賑やかになっていることに貢献をしている団体又

は個人が対象です。 

（ハ） 支援賞 

地域伝統芸能等の公演運営の実施に際し、衣装・用具等の製作や収集、舞台道具の作製や運営、観

光誘致の宣伝や公演団体の運営に関わっている等、行事を支えている団体又は個人が対象です。 

（ニ） 地域振興賞 

地域伝統芸能等の活用を通じ、観光及び地域商工業の振興等、地元振興活動に貢献があった個人又

は団体が対象です。上記（イ）～（ハ）に該当するか疑問がある場合は、この種別でご検討下さい。 

5.地域伝統芸能奨励賞 

   【団体の場合】 

   この 10 年以内に結成され、又は若年層で構成され活躍を期待される団体か、あるいは 10 年程度の間

に新しい企画・運営による行事等を実施している団体が対象です。 

   【個人の場合】 

   概ね 40歳以内の者を対象とし、その地域の伝統芸能を担って活動しており、将来有望な比較的若年の

者が対象です。 

6.近年、支援賞と地域伝統芸能奨励賞の推薦が減少しています。是非、この賞への推薦をご検討下さい。 

地域伝統芸能大賞及び地域伝統芸能奨励賞の概要は〔別紙 2〕をご参照下さい。 

〔別紙 6-1〕、〔別紙 6-2〕の推薦書様式に文化財指定の記載欄がありますが、あくまで参考とします。 
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 「高円宮殿下記念地域伝統芸能賞」、「地域伝統芸能大賞」「地域伝統芸能

奨励賞」および「祭り文化普及功労賞」表彰制度の概要について 

 

 地域伝統芸能賞等の沿革 

一般財団法人地域伝統芸能活用センターでは、地域伝統芸能の活用を通じ、観光の振興や地

域商工業の振興に多大な貢献をしたと認められる団体や個人を顕彰するため、平成 5 年度に

「地域伝統芸能大賞」を、15年度に「高円宮殿下記念地域伝統芸能賞」を制定し、それぞれ表

彰を行ってきている。 

これらの事業は、全国各地の伝統芸能の関係者の間で、高い評価を得、今やこの分野で代表

的な表彰制度として、定着してきている。 

 

 「高円宮殿下記念地域伝統芸能賞」、「地域伝統芸能大賞」 

1. 表彰の目的 

地域伝統芸能等の活用を通じ観光の振興又は、地域商工業振興に多大の貢献をしたと認めら

れる個人又は団体を表彰することにより、国民の地域伝統芸能等の活用に対する認識を高める

とともに、ゆとりある国民生活及び地域固有の文化等を活かした個性豊かな地域社会実現に寄

与することを目的とする。 

2. 表彰の対象者 

(1) 地域伝統芸能大賞 

次のいずれかに該当するものであって、多年にわたり、地域の民衆の生活の中で受け継が

れ、当該地域固有の歴史、文化等を色濃く反映した伝統的な芸能及び風俗習慣（以下「地域

伝統芸能等」という。）の活用を通じ、観光又は商工業の振興に顕著な貢献のあったものに対

して「地域伝統芸能大賞」を授与する。 

（イ） 保存継承賞 （第１類） 

地域伝統芸能等の実演に係わる団体又は個人 

（例 ○○保存会） 

（ロ） 活 用 賞 （第２類） 

地域伝統芸能等を活用した行事の実施主体（地方自治体を含む） 

（例 ○○フェスティバル実行委員会等） 

（ハ） 支 援 賞 （第３類） 

地域伝統芸能等に係る人材の確保、地域伝統芸能等に係る実演等を行うための施設の

確保、地域伝統芸能等に用いられる衣装・器具等物品の確保、活用製品、宣伝、観光旅

行者及び顧客の利便の増進等に関する事業にかかわる団体又は個人 

（例 衣装・用具等の製造者） 

（ニ） 地域振興賞 （第４類） 

前各号の他、地域伝統芸能等の活用を通じ、観光又は商工振興に特に顕著な貢献のあ

ったもの。 
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(2) 高円宮殿下記念地域伝統芸能賞 

(１)－(イ)～(ニ)に該当する団体又は個人であって、特に地域伝統芸能の保存、継承及び

活用に抜きんでた功績の認められるものに対して「高円宮殿下記念地域伝統芸能賞」を授与

する。 

 

 「地域伝統芸能奨励賞」 

1. 表彰の目的 

日本各地に伝わる伝統芸能の技の継承に、日頃から地道な努力を重ね、その地域の伝統芸能

をになって立つと期待される、将来有望な若い新人や、あるいは、伝統芸能を活用した新しい

行事等の企画・運営により、地域の観光振興や商工業の発展に取り組んでいる団体を発掘し、

激励することにより、地域伝統芸能の保存と継承を図り、ゆとりある国民生活及び地域固有の

文化等を活かした個性豊かな地域社会実現に寄与することを目的とする。 

2. 表彰の対象者 

(1) 多年にわたり、地域の民衆の生活の中で受け継がれ、当該地域固有の歴史、文化等を色濃く

反映した伝統的な芸能及び風俗習慣（以下「地域伝統芸能等」という。）を受け継ぐため、 

(イ) 地域伝統芸能等の継承に、日頃から地道な努力を重ね、周囲の模範となる貢献をして

いる新人若しくは団体、又は個人。 

 

(ロ) 地域伝統芸能等を活用した新しい行事等を企画・運営することにより、将来に向けて

当該地域の新しい観光需要の創出や商工業の発展に大きく貢献することが期待される

団体。 

(2) 被推薦者が個人である場合、その年齢については、表彰制度の主旨にかんがみて概ね 40歳

以下の者を対象とすることが望ましいが、伝統芸能の種類が多岐にわたっており、芸能の

分野によっては、その技の習得に相当長期間の修行を要するものもあることから、年齢の

上限については、推薦を受ける芸能の実体に応じて、弾力的に運用することが出来る。ま

た、被推薦者が団体である場合、概ね、ここ 10年以内に結成されたか、構成員の平均年齢

が 40歳以下か、又は 10年以内の新しい企画・運営による行事等を実施している団体を対

象とする。 

 

 「祭り文化普及功労賞」 

1. 表彰の目的 

祭りや地域伝統芸能等に関する絵画、音楽等の創作、公演、その他祭りや地域伝統芸能等の

紹介活動等により、祭りや地域伝統芸能等の文化の普及に功労があったと認められる個人・

団体を顕彰することにより、祭りや地域伝統芸能等の振興、ひいては地域の観光や商工業の

振興に寄与することを目的とする。 

2. 表彰の対象者 

表彰の目的に照らし合わせ、副会長及び有識者の意見を聞いたうえで、会長が選定する。 
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候補者の推薦および選考について 

 

1. 候補者の推薦方法 

都道府県･政令指定都市、民俗学者、観光関係団体、商工会議所、商工会等を推薦者とし、部

門ごとに所定の推薦書により推薦していただく。 

なお、「高円宮殿下記念地域芸能大賞」については「地域伝統芸能大賞」ご推薦の中から選考

する。 

 

2. 受賞者の選考方法 

当財団に設ける「高円宮殿下記念地域伝統芸能賞等選考委員会」（以下「選考委員会」とい

う。）においてその選考を行う。なお、選考委員会で推薦があった団体又は個人について審査し

た結果、各賞に相応しいものがない場合には、該当者なしとする。 

 

3. 選考の基本的な考え方 

(1) 地域伝統芸能活用センターが設けた賞であるので、「地域伝統芸能等を活用した行事の実施

による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律」並びに、センターの設立主旨及び事業

目的に照らして相応しいものであること。 

(2) その他 

(イ) 「多年にわたり」とは、概ね１０年以上とする。 

(ロ) 「地域伝統芸能等」とは、地域の伝統的な芸能及び風俗習慣をいう。なお国、地方公

共団体から文化財の指定を受けているか否かは問わない。 

(ハ) 「活用」とは、地域伝統芸能等を主題として、観光及び地域の商工業の振興を図るこ

とをいい、地域伝統芸能等そのものの保存のみを目的としたものは除外する。 

(ニ) 「観光及び地域の商工業の振興に著しい貢献」とは当該地域伝統芸能等の公演回数、

集客状況等から判断する。 

(ホ) 「祭り文化普及功労賞」については今回、有力な候補がなかったことにより選考対象

から外すこととする。 
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平成 5年度～令和 2年度地域伝統芸能賞等受賞者リスト 

 

高円宮殿下記念地域伝統芸能賞受賞者 

平成１５年 １回 日立郷土芸能保存会(茨城県日立市) 

１６年 ２回 博多祗園山笠振興会(福岡県福岡市) 

１７年 ３回 長崎伝統芸能振興会(長崎県長崎市) 

１８年 ４回 青森ねぶた祭実行委員会・弘前ねぷた保存会(青森県青森市・弘前市) 

１９年 ５回 阿波おどり振興協会・徳島県阿波踊り協会(徳島県徳島市) 

２０年 ６回 秋田市竿燈会(秋田県秋田市) 

２１年 ７回 秩父祭保存委員会(埼玉県秩父市) 

２２年 ８回 早池峰神楽保存会(岩手県花巻市) 

２３年 ９回 一般社団法人高千穂町観光協会(宮崎県高千穂町) 

２４年 １０回 八槻都々古別神社楽人会・御田植保存会(福島県棚倉町) 

２５年 １１回 御陣乗太鼓保存会(石川県輪島市) 

２６年 １２回 山形県花笠協議会(山形県山形市) 

２７年 １３回 角館のお祭り保存会(秋田県仙北市) 辞退 

２８年 １４回 (公財)長浜曳山文化協会(滋賀県長浜市) 

２９年 

３０年 

令和元年 

令和２年 

１５回 

 １６回 

１７回 

１８回 

浜田石見神楽社中連絡協議会(島根県浜田市) 

北設楽花祭保存会(愛知県東栄町、設楽町、豊根村) 

一般財団法人春日若宮おん祭保存会(奈良県奈良市) 

西浦田楽保存会(静岡県浜松市) 

 

地域伝統芸能大賞受賞者 

保存継承賞（第１類）＜地域伝統芸能の実演に係わる団体又は個人＞ 

平成 ５年 １回 興梠 金長 （高千穂の夜神楽）(宮崎県高千穂町) 

６年 ２回 清和文楽人形芝居保存会(熊本県清和町) 

７年 ３回 富山県民謡おわら保存会(富山県八尾市) 

８年 ４回 郡上おどり保存会(岐阜県郡上八幡町) 

９年 ５回 鷺舞保存会(山口県津和野町) 

１０年 ６回 八戸地方えんぶり連合協議会(青森県八戸市) 

１１年 ７回 西馬音内盆踊保存会(秋田県雄勝郡) 

１２年 ８回 白石踊会(岡山県笠岡市) 

１３年 ９回 山鹿灯籠まつり実行委員会(熊本県山鹿市) 

１４年 １０回 壬生の花田植保存会(広島県山県郡北広島町) 

１５年 １１回 白鳥拝殿踊り保存会(岐阜県白鳥町) 

１６年 １２回 犬山祭保存会(愛知県犬山市) 

１７年 １３回 黒森歌舞伎妻堂連中(山形県酒田市) 

１８年 １４回 盛岡さんさ踊り実行委員会(岩手県盛岡市) 

１９年 １５回 柏崎市綾子舞保存振興会(新潟県柏崎市) 

２０年 １６回 黒丸踊保存会(長崎県大村市) 
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２１年 １７回 藤守の田遊び保存会(静岡県焼津市) 

２２年 １８回 魚津たてもん保存会(富山県魚津市) 

２３年 １９回 北上鬼剣舞連合会(岩手県北上市) 

２４年 ２０回 小奴可地区芸能保存会(広島県庄原市) 

２５年 ２１回 雄勝法印神楽保存会(宮城県石巻市) 

２６年 ２２回 東通村郷土芸能保存連合会(青森県下北郡) 

２７年 ２３回 知立山車文楽保存会・知立からくり保存会(愛知県知立市) 

２８年 ２４回 徳丸北野神社田遊び保存会・赤塚諏訪神社田遊び保存会(東京都板橋区) 

２９年 

３０年 

令和元年 

令和２年 

２５回 

２６回 

２７回 

２８回 

石井芸能保存会(福島県二本松市) 

比婆荒神神楽保存会(広島県庄原市) 

平戸神楽振興会(長崎県平戸市) 

毛馬内盆踊り振興会(秋田県鹿角市) 

 

 

活 用 賞（第２類）  ＜地域伝統芸能を活用した行事の実施主体＞ 

平成 ５年 １回 山形県櫛引町（黒川能） 

６年 ２回 四国こんぴら歌舞伎大芝居推進協議会(香川県琴平町) 

７年 ３回 北上・みちのく芸能まつり実行委員会(岩手県北上市) 

８年 ４回 財団法人淡路人形協会(兵庫県南あわじ市) 

９年 ５回 遊佐町民俗芸能保存協議会等(山形県遊佐町) 

１０年 ６回 出雲神話と神楽フォーラム実行委員会(島根県大東町) 

１１年 ７回 佐原の大祭実行委員会(千葉県佐原市) 

１２年 ８回 先帝祭上臈参拝行事実行委員会(山口県下関市) 

１３年 ９回 城端むぎや祭協賛会(富山県城端町) 

１４年 １０回 唐津曳山取締会(佐賀県唐津市) 

１５年 １１回 八王子まつり実行委員会(東京都八王子市) 

１６年 １２回 小鹿野歌舞伎保存会(埼玉県小鹿野歌舞伎)(埼玉県小鹿野町) 

１７年 １３回 （株）神楽門前湯治村(広島県安芸高田市) 

１８年 １４回 沖縄全島エイサーまつり実行委員会(沖縄県沖縄市) 

１９年 １５回 加賀百万石まつり実行委員会(石川県金沢市) 

２０年 １６回 五箇山麦屋・こきりこ祭り実行委員会(富山県南砺市) 

２１年 １７回 登米秋まつり協賛会(宮城県登米市) 

２２年 １８回 新居浜市太鼓祭り推進委員会(愛媛県新居浜市) 

２３年 １９回 八代妙見祭保存振興会(熊本県八代市) 

２４年 ２０回 寺崎はねこ踊り保存会（宮城県石巻市） 

２５年 ２１回 かんこ踊保存会(石川県白山市) 

２６年 ２２回 成田市祇園祭実行委員会(千葉県成田市) 

２７年 ２３回 キンニャモニャ祭り実行委員会(島根県隠岐郡海士町) 

２８年 ２４回 小倉祇園太鼓保存振興会(北九州市小倉北区) 

２９年 

３０年 

令和元年 

令和２年 

２５回 

２６回 

２７回 

２８回 

仙台・青葉まつり協賛会(宮城県仙台市) 

よさこい祭振興会(高知県高知市) 

NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会(東京都杉並区) 

川越まつり協賛会(埼玉県川越市) 
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支 援 賞（第３類） ＜衣装、用具等の製作、人材等の確保に係わる団体又は個人＞ 

平成 ５年 １回 徳永 正弘   （山鹿灯籠師）(熊本県山鹿市) 

６年 ２回 安井 武次   （青柏祭曳山行事人形師）(石川県七尾市) 

７年 ３回 細川 史子   （石見神楽衣装の製作者）(島根県浜田市) 

８年 ４回 永松 茂・雪美 （小城・山挽祇園山笠人形の製作師）(佐賀県小城町) 

９年 ５回 石水 信至   （西条まつり だんじりの彫刻師）(愛媛県西条市) 

１０年 ６回 山本 幸太郎  （御坊獅子頭の製作者）(和歌山県御坊市) 

１１年 ７回 岩堀 薫    （三国祭人形山車の人形製作者）(福井県三国志) 

１２年 ８回 高木 虎男   （西浦田楽の仮面製作と西浦田楽の伝承）(静岡県水窪町) 

１３年 ９回 五十嵐 藤二  （置賜地方の獅子祭りの獅子頭製作）(山形県飯豊町) 

１４年 １０回 大畑からかさ万灯保存会(茨城県新治村) 

１５年 １１回 田村 恒夫   （阿波木偶の製作）(徳島県徳島市) 

１６年 １２回 橘  斌    （相馬野馬追の甲冑製作）(福島県相馬市) 

１７年 １３回 該当者なし 

１８年 １４回 該当者なし 

１９年 １５回 梶原 一龍   （佐賀県鹿島市「面浮立」の面の製作等） 

２０年 １６回 長嶋 作造   （大分県日田市「日田祇園祭」の人形製作） 

２１年 １７回 中山 勘治   （鳥取県鳥取市「麒麟獅子頭」の製作等） 

２２年 １８回 田中 常治   （長崎県長崎市「龍踊」の龍体製作） 

２３年 １９回 上三原田歌舞伎舞台操作伝承委員会（群馬県渋川市「舞台装置操作と地芝居」） 

２４年 ２０回 植田 倫吉   （島根県浜田市「石見神楽蛇胴」の制作） 

２５年 ２１回 石川 千秋   （ナマハゲ面製作）(秋田県男鹿市) 

２６年 ２２回 匠乃会      (白根大凧の凧綱製作者の育成)(新潟県南区) 

２７年 ２３回 該当者なし 

２８年 ２４回 鹿沼の名匠   (彫刻屋台制作修復技術者)(栃木県鹿沼市) 

  (乾芳雄、宇賀神久男、黒崎孝雄、澤田了司) 

２９年 

３０年 

令和元年 

令和２年 

２５回 

２６回 

２７回 

２８回 

伊藤 よし   (山形県飯豊町 山形花笠まつり用菅笠の再作と継承) 

加藤 孝治   (愛知県知多市「朝倉の梯子獅子」の獅子頭製作と修復) 

丸尾 万次郎  (奈良県奈良市 舞楽面・菩薩面・能面の修復) 

柿田 勝郎   (島根県浜田市 石見神楽面の制作) 

 

地域振興賞（第４類）      ＜その他特に顕著な貢献のあったもの＞ 

平成 ５年 １回 島袋 光史   （沖縄の伝統芸能振興） 

６年 ２回 南部盛岡チャグチャグ馬コ保存会(岩手県盛岡市) 

７年 ３回 浜田 守太郎  （文弥人形遣い師）(新潟県佐渡市) 

８年 ４回 隼人町鈴かけ馬おどり保存会(鹿児島県隼人町) 

９年 ５回 竹中 義雄   （谷汲踊の復活に貢献）(岐阜県揖斐郡谷汲村) 

１０年 ６回 片桐 登    （大鹿歌舞伎の伝承・振興に貢献）(長野県大鹿村) 

１１年 ７回 鶴崎おどり保存会（国際交流・鶴崎踊の振興に貢献）(大分県大分市) 

１２年 ８回 烏山山あげ保存会（山あげの保存・育成と山あげ祭振興）(栃木県烏山市) 

１３年 ９回 長浜曳山祭総当番（子供歌舞伎の育成と曳山まつり振興）(滋賀県長浜市) 

１４年 １０回 島田大祭保存振興会（島田大祭の保存と振興）(静岡県島田市) 

１５年 １１回 能登キリコ祭り振興協議会（能登各地のキリコ祭り振興）(石川県七尾市) 

１６年 １２回 佐伯灯籠保存会 （佐伯灯籠の保存と振興）(京都府亀岡市) 
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１７年 １３回 国府町因幡の傘踊り保存会（因幡の傘踊りの保存と振興）(鳥取県鳥取市) 

１８年 １４回 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り組織委員会(北海道札幌市) 

１９年 １５回 牛深ハイヤまつり実行委員会(熊本県天草市) 

２０年 １６回 桐生八木節まつり協賛会(群馬県桐生市) 

２１年 １７回 庄内神楽座長会(大分県由布市) 

２２年 １８回 新潟市民謡連盟 （大民謡流し）(新潟県新潟市) 

２３年 １９回 五所川原立佞武多運営委員会（立佞武多の運行や祭りの運営と振興） 

 (青森県五所川原市) 

２４年 ２０回 該当者なし 

２５年 ２１回 勝山左義長まつり実行委員会(福井県勝山市) 

２６年 ２２回 全国太鼓フェスティバル実行委員会(岩手県陸前高田市) 

２７年 ２３回 銚子はね太鼓保存会(銚子市の地域振興)(千葉県銚子市) 

２８年 ２４回 八尾河内音頭まつり振興会(河内音頭まつりの運営と振興) 

２９年 

３０年 

令和元年 

令和２年 

２５回 

２６回 

２７回 

２８回 

安来節保存会(正調安来節の普及と宣伝) 

相模人形芝居連合会(神奈川県小田原市、平塚市、南足柄市) 

あらしゃげ会(鹿児島県奄美市 八月踊り) 

御宝殿熊野神社稚児田楽・風流保存会(福島県いわき市) 

 

 

 

地域伝統芸能奨励賞受賞者 

１４年 １回 木村 香澄     （江差追分の歌唱、普及等）(北海道江差町) 

１５年 ２回 渋谷 和生     （津軽三味線の演奏、普及等）(青森県弘前市) 

１６年 ３回 沖縄新歌舞団大太陽 （琉球舞踊、沖縄の民俗芸能の公演、文化交流等） 

                        (沖縄県那覇市) 

１７年 ４回 貴島 康男     （奄美島唄の歌唱、普及等）(鹿児島県名瀬市) 

１８年 ５回 寺島 絵里佳    （江差追分の歌唱、普及等）(北海道函館市) 

１９年 ６回 一宇川 耕士    （安来節の唄や踊り等の継承・普及）(島根県安来市) 

２０年 ７回 中村 瑞希     （奄美島唄の歌唱、普及等）(鹿児島県奄美市) 

２１年 ８回 大田 守邦     （琉球舞踊・組踊の継承）(沖縄県那覇市) 

２２年 ９回 福田 廣平     （民謡の歌唱、保存育成等）(岩手県盛岡市) 

２３年 １０回 熊田 かほり    （鶴田流薩摩琵琶の演奏、活動）(宮城県) 

２４年 １１回 該当者なし 

２５年 １２回 川畑 さおり    （奄美島唄）(鹿児島県大島郡喜界町) 

２６年 １３回 香川 良子      (篠笛の演奏、普及等)(東京都八王子市) 

２７年 １４回 一之瀬高橋の春駒保存会(春駒の再興)(山梨県甲州市) 

２８年 １５回 米本 太郎      (鷺流狂言の継承と普及) 

２９年 

３０年 

令和元年 

令和２年 

１６回 

１７回 

１８回 

１９回 

茎永校区青年団    (地域伝統行事「蚕舞」の継承) 

鷲宮中学校郷土芸能部 (鷲宮催馬楽神楽の習得)(埼玉県久喜市) 

神戸市立神港橘高等学校龍獅團 (兵庫県神戸市 南獅獅子舞・福州龍舞) 

静岡県立横須賀高等学校郷土芸能部(静岡県掛川市 三社祭礼囃子) 
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祭り文化普及功労賞受賞者 

祭りや地域伝統芸能等に関する絵画、音楽等の創作、公演、その他祭りや地域伝統芸能等の紹介活

動等により、上記の普及に功労があったと認められる個人・団体を顕彰する。 

表彰対象者は、副会長及び有識者の意見を聞いたうえで、会長が選定する。 

 

平成２７年  傅 益瑶        (水墨画家) (東京都立川市) 

 

 

 

 

 

地域伝統芸能特別賞受賞者（平成 24年度のみ） 

平成 24年度は単年度の特別表彰として、平成 23年 3月の東日本大震災の被災地において、大震災

により団員が被災し、衣装・用具等に被害が生じたにもかかわらず、地域伝統芸能の活動を再開し、

被災者に復興の活力を与えていると認められる団体または個人を対象に 24 年度の表彰に限っての

措置として「地域伝統芸能特別賞」を選考し、3団体を表彰いたしました。 

 

平成２４年  釜石虎舞保存連合会    （岩手県釜石市：釜石の虎舞） 

  行山流水戸辺鹿子躍保存会 （宮城県南三陸町：行山流水戸辺鹿子躍） 

  請戸芸能保存会      （福島県浪江町：請戸の田植踊 

 



滋賀 2 富山 4 北海道 3
地域9 長浜曳山祭総当番(子供歌舞伎の育成と曳山まつり振興)(H13) 保存3 富山県民謡おわら保存会(H7) 地域14 YOSAKOIソーラン祭り組織委員会(H18)

宮14 （公財）長浜曳山文化協会(H28) 保存18 魚津たてもん保存会(H22) 奨励1 木村　香澄(江差追分の歌唱、普及等)(H14)

活用9 城端むぎや祭協賛会(H13) 奨励5 寺島　絵里佳(江差追分の歌唱、普及等)(H18)

京都 1 活用16 五箇山麦屋・こきりこまつり実行委員会(H20)

地域12 佐伯灯籠保存会(佐伯灯籠の保存と振興)(H16) 青森 6
石川 5 宮4 青森ねぶた祭実行委員会(H18)

大阪 1 宮11 御陣乗太鼓保存会(H25) 宮4 弘前ねぷた保存会(H18)
地域24 八尾河内音頭まつり振興会(H28) 活用15 金沢百万石まつり実行委員会(H19) 保存6 八戸地方えんぶり連合協議会(H10)

活用21 白峰かんこ踊保存会(H25) 地域19 五所川原立佞武多運営委員会(H23)

兵庫 2 支援2 安井　武次(青柏祭曳山行事人形師)(H6) 奨励2 渋谷　和生(津軽三味線の演奏、普及等)(H15)

福岡 2 活用4 財団法人淡路人形協会(H8) 地域11 能登キリコ祭り振興協議会(能登各地のキリコ祭り振興)(H15) 保存22東通村郷土芸能保存連合会(H26)

宮2 博多祗園山笠振興会(H16) 奨励18神戸市立神港橘高等学校龍獅團(H31) 秋田 4
活用24 小倉祇園太鼓保存振興会(H28) 福井 2 宮6 秋田市竿燈会(H20) 岩手 8

奈良 2 支援7 岩堀　薫(三国祭人形山車の人形製作者)(H11) 保存7 西馬音内盆踊保存会(H11) 宮8 早池峰神楽保存会(H22)
佐賀 3 宮17 (一財)春日若宮おん祭保存会(H31) 地域21 勝山左義長まつり実行委員会(H25) 支援21 石川千秋(男鹿ナマハゲ面彫師)(H25) 保存14 盛岡さんさ踊り実行委員会(H18)

活用10 唐津曳山取締会(H14) 支援27 丸尾　万次郎(舞楽面等の製作)(H31) 保存28毛馬内盆踊り振興会(R2) 保存19 北上鬼剣舞連合会(H23)
支援8 永松茂・雪美(小城・山挽祇園山笠人形の製作師)(H8) 活用3 北上・みちのく芸能まつり実行委員会(H7)

支援15 梶原　一龍(「面浮立」の面の制作等)(H19) 和歌山 1 山形 6 地域2 南部盛岡チャグチャグ馬コ保存会(H6)

支援6 山本　幸太郎(御坊獅子頭の製作者)(H10) 保存13 黒森歌舞伎妻堂連中(H17) 奨励9 福田　廣平(民謡の歌唱・保存育成等)(H22)

長崎 4 活用1 山形県櫛引町（黒川能）(H5) 特別1 釜石虎舞保存会連合会（釜石虎舞）(H24)

宮3 長崎伝統芸能振興会(H17) 鳥取 2 活用5 遊佐町民俗芸能保存協議会等(H9) 地域22 全国太鼓フェスティバル実行委員会(H26)

保存16 黒丸踊保存会(H20) 支援17 中山　勘治(麒麟獅子頭の制作等)(H21) 支援9 五十嵐　藤二(置賜地方の獅子祭りの獅子頭製作)(H13)

支援18 田中　常冶(龍踊りの龍体の制作)(H22) 地域13 国府町因幡の傘踊り保存会(因幡の傘踊りの保存と振興)(H17) 宮12 山形県花笠協議会(H26) 宮城 6
保存27 平戸神楽振興会(H31) 支援25 伊藤よし(H29) 保存21 雄勝法印神楽保存会(法印神楽)(H25)

島根 9 活用17 登米秋祭り協賛会(H21)
熊本 5 保存5 鷺舞保存会(H9) 新潟 4 活用20 寺崎はねこ踊り保存会(H24)

保存2 清和文楽人形芝居保存会(H6) 活用6 出雲神話と神楽フォーラム実行委員会(H10) 保存15 柏崎市綾子舞保存振興会(H19) 奨励10 熊田　かほり(鶴田流薩摩琵琶)(H23)

保存9 山鹿灯籠まつり実行委員会(H13) 支援3 細川　史子(石見神楽衣装の製作者)(H7) 地域3 浜田　守太郎(文弥人形遣い師)(H7) 特別1 行山流水戸辺獅子躍（行山流水戸辺獅子躍）(H24)

活用19 八代妙見祭保存振興会(H23) 支援20 植田　倫吉(石見神楽の蛇胴制作)(H24) 地域18 新潟市民謡連盟(H22) 活用25 仙台・青葉まつり協賛会(H29)

支援1 徳永　正弘(山鹿灯籠師)(H5) 奨励6 松崎　耕士(安来節の唄や踊り等の継承・普及)(H19) 支援22 匠乃会(白根大凧の凧綱製作者の育成)(H26)

地域15 牛深ハイヤ祭り実行委員会(H19) 活用23 キンニャモニャ祭り実行委員会(H27) 福島 6
宮15 浜田石見神楽社中連絡協議会(H29) 宮10 八槻都々古別神社楽人会(H24)

大分 3 地域25 安来節保存会(H29) 茨城 2 宮10 八槻都々古別神社御田植保存会(H24)

支援16 長嶋　作造(日田祗園祭の人形制作)(H20) 支援28 柿田　勝郎(石見神楽面の制作(R2) 宮1 日立郷土芸能保存会(H15) 支援12 橘　斌(相馬野馬追の甲冑製作)(H16)

地域7 鶴崎おどり保存会(国際交流･鶴崎踊の振興に貢献)(H11) 支援10 大畑からかさ万灯保存会(H14) 特別1 請戸芸能保存会（請戸の田植踊）(H24)

地域17 庄内神楽座長会(H21) 岡山 1 保存25 石井芸能保存会(H29)

保存8 白石踊会(H12) 栃木 2 地域28 御宝殿熊野神社稚児田楽・風流保存会(R2)

宮崎 2 地域8 烏山山あげ保存会(山あげの保存･育成と山あげ祭振興)(H12)

宮9 高千穂町観光協会(H23) 広島 4 支援24 鹿沼の名匠(彫刻屋台の制作修復)(H28) 神奈川 1
保存1 興梠　金長(高千穂の夜神楽)(H5) 保存10 壬生の花田植保存会(H14) 地振26 相模人形芝居連合会(H26)

保存20 小奴可地区芸能保存会(H24) 群馬 2
鹿児島 6 活用13 （株）神楽門前湯治村(H17) 長野 1 支援19 上三原田歌舞伎舞台操作伝承委員会(舞台装置と地芝居)(H23)

活用4 隼人町鈴かけ馬おどり保存会(H8) 保存26 比婆荒神神楽保存会(H30) 地域6 片桐　登(大鹿歌舞伎の伝承･振興に貢献)(H10) 地域16 桐生八木節まつり協賛会(H20)

奨励4 貴島　康男(奄美島唄の歌唱、普及等)(H17)

奨励7 中村　瑞希(奄美のPR、島唄の普及に貢献) (H20) 山口 2 岐阜 3 埼玉 4
奨励12 川畑　さおり(奄美の島唄の歌唱、普及)(H25) 活用8 先帝祭上臈参拝行事実行委員会(H12) 保存4 郡上おどり保存会(H8) 宮7 秩父祭保存委員会(H21)
奨励16 茎永校区青年団(H29) 奨励15 米本太郎(鷺流狂言の継承と普及)(H28) 保存11 白鳥拝殿踊り保存会(H15) 活用12 小鹿野歌舞伎保存会(H16)
地域27 あらしゃげ会(H31) 地域5 竹中　義雄(谷汲踊の復活に貢献)(H9) 奨励17 鷲宮中学校郷土芸能部(H30)

活用28川越まつり協賛会(R2)
沖縄 4 静岡 5
活用14 沖縄全島エイサーまつり実行委員会※(H18) 保存17 藤守の田遊び保存会(H21) 千葉 3
地域1 島袋　光史(沖縄の伝統芸能振興)(H5) 支援8 高木　虎男(西浦田楽の仮面製作･西浦田楽の伝承)(H12) 活用7 佐原の大祭実行委員会(H11)
奨励3 沖縄新歌舞団大太陽(琉球舞踊、沖縄民俗芸能の公演、文化交流等)(H16) 地域10 島田大祭保存振興会(島田大祭の保存と振興)(H14) 活用22 成田市祇園祭実行委員会(H26)

奨励8 大田　守邦(琉球舞踊・組踊の継承・公演等)(H21) 宮18 西浦田楽保存会(R2) 地振23 銚子はね太鼓保存会(H27)
徳島 2 奨励19 静岡県立横須賀高等学校郷土芸能部(三社祭礼囃子)(R2)

宮5 徳島県阿波踊り協会(H19) 東京 5
宮5 阿波おどり振興協会(H19) 愛知 4 活用11 八王子まつり実行委員会(H15)
支援11 田村　恒夫(阿波木偶の製作)(H15) 保存12 犬山祭保存会(H16) 奨励13 香川良子(篠笛の演奏、普及等)(H26)

保存23 知立山車文楽からくり保存会(H27) 功労1 傅　益瑶(水墨画家)(H27)
香川 1 宮16 北設楽花祭保存会(H30) 保存24徳丸北野・赤塚諏訪の田遊び保存会(H28)

活用2 四国こんぴら歌舞伎大芝居推進協議会(H6) 支援26 加藤　孝治(H30) 活用27 東京高円寺阿波おどり振興協会(H31)

高知 1
活用26よさこい祭振興会(H30) 愛媛 2 三重 0 山梨 1

活用18 新居浜市太鼓祭り推進委員会(H22) 奨励14 一之瀬高橋の春駒保存会(H27)

支援9 石水　信至(西条まつり　だんじりの彫刻師)(H9)
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平成5年から、受賞団体、個人の都道府県別一覧表
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令和   年  月  日 

地域伝統芸能大賞 候補者推薦書 
保存継承賞☐   活用賞  ☐   
支援賞  ☐  地域振興賞 ☐   

（いずれかにチェックをお願いします。なお複数の推薦者がある場合は別葉でご利用下さい。） 
                                都道府県市            課 
                          住所：〒                      
                          担当者：                     
                          ＴＥＬ：                     
                          e-mail：                     
 
団体（個人）の名称                                                                        
       住所  〒                                                                      
    TEL・FAX  TEL                              FAX                                  
      e-mail                                                                          
団体の場合は代表者氏名                                                                              

   住所  〒                                                                       
    TEL・FAX  TEL                              FAX                                  
      e-mail                                                                          

推薦に関わる伝統芸能の名称【               】 

推薦の対象となる活動   【            】例【○○踊りの保存・継承】【○○面の製作】

                                         【○○まつりの実施】【○○の後継者育成】 

 
 
活動の具体的内容 

 
 
 
 
 
 
 

推薦理由 
（具体例として観光客の 

増加や地域商工業の貢献 

度合をご記入下さい。） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

文化財指定の有無 有・無（指定名：                        ） 
参考となる資料（パンフレット・ＤＶＤ）等がある場合は添付またはご郵送お願いします。 
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令和  年  月  日 

地域伝統芸能奨励賞 候補者推薦書 

       団体 ☐  個人 ☐   
（いずれかにチェックをお願いします。なお複数の推薦がある場合は別葉でご利用ください。） 

       都道府県市           課 

住所：〒                    

担当者：                    

ＴＥＬ：                    

e-mail：                    

 

候補者（団体・個人）の名称                               

     住所  〒                                     

   TEL・FAX  TEL              FAX                    

   e-mail                                       

団体の場合は代表者氏名                                   

     住所  〒                                     

   TEL・FAX  TEL              FAX                    

    e-mail                                       

推薦に関わる伝統芸能の名称【                 】 

推薦の対象となる活動【               】例【○○の修得、普及】【○○踊りの継承】 

                                    【○○まつりの企画運営】【○○歌唱、普及】 

活動の具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推薦理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財指定の有無 有・無（指定名：                      ） 

参考となる資料（パンフレット・ＤＶＤ）等がある場合は添付して下さい 

 



［参考2］

1 北海道 12 21 岐阜 20 41 佐賀 1

2 青森 2 22 静岡 44 42 長崎 7

3 岩手 8 23 愛知 21 43 熊本 13

4 宮城 15 24 三重 4 44 大分 8

5 秋田 5 25 滋賀 7 45 宮崎 7

6 山形 12 26 京都 4 46 鹿児島 7

7 福島 9 27 大阪 2 47 沖縄 6

8 茨城 1 28 兵庫 6

9 栃木 6 29 奈良 18 合計 361

10 群馬 2 30 和歌山 0

11 埼玉 21 31 鳥取 11

12 千葉 7 32 島根 6

13 東京 7 33 岡山 1

14 神奈川 3 34 広島 1

15 新潟 9 35 山口 2

16 富山 1 36 徳島 3

17 石川 6 37 香川 1

18 福井 0 38 愛媛 13

19 山梨 7 39 高知 1

20 長野 5 40 福岡 9

平成22年～令和2年度　都道府県別　推薦数一覧
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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
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年度推薦候補団体については、削除いたします。
平成28年度の候補より除外されますので、新規にて推薦をお願いいたします。

-　12　-



［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年度推薦候補団体については、削除いたします。
平成28年度の候補より除外されますので、新規にて推薦をお願いいたします。

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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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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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
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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年度推薦候補団体については、削除いたします。
平成28年度の候補より除外されますので、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、削除いたします。
平成28年度の候補より除外されますので、新規にて推薦をお願いいたします。
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［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、削除いたします。
平成28年度の候補より除外されますので、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、削除いたします。
平成28年度の候補より除外されますので、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、削除いたします。
平成28年度の候補より除外されますので、新規にて推薦をお願いいたします。
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［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、削除いたします。
平成28年度の候補より除外されますので、新規にて推薦をお願いいたします。
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