財団法人日本ナショナルトラスト

観光資源保護調査等の実績
（平成21年４月現在）

◆：調査（◇は受託調査）
●：プロパティ
▲：ヘリテイジセンター
○：保護対象

保護対象一覧

【北海道】
◆琴似屯田兵村兵屋／S47
◆タンチョウ／S50
◆サロベツ原野の植生／S51

◆小樽運河と石造倉庫群／S53
◆標津の自然と遺跡群／S54
◆歴史のまち・江差／S57

【青森県】
◆さいはての霊場恐山／S51
◆津軽の庭／S52

◆津軽北端・小泊村の村づくり／S62
◆黒石のこみせの町並み／H13

【秋田県】◆角館の武家屋敷と枝垂桜／S48
【山形県】
◆最上紅花／S49
【新潟県】
◆良寛遺跡五合庵／S47
◆角兵衛獅子／S47
◆蓮華峰寺周辺／S49

◆巻機山の自然／S51
◆撞木造りの町並と米沢街道／S62
◆天領出雲崎の町並と歴史的遺産／H2

【群馬県】
◆武尊山／S50
◆旧中山道３（東京都〜群馬県）／S50
【石川県】
◆揚浜塩田／S47
◆古九谷窯跡／S48
◆尾口の木偶回し／S50
【岐阜県】
◆旧中山道２（長野県〜草津）／S49
◆高須輪中地域／S49
◆美濃古窯跡群／S50
◆飛騨古川の町並まちづくり／S61
◆伝えよう・大湫宿の自然と町並み／S63

○大日堂舞楽

◆米沢の旧武家屋敷群／H6
◆眺山丘陵と下小松古墳群／H9

○黒川能

◆豪雪地渋海川流域の景観とその環境／H10
◆村上の町家と町並景観／H14
○トキ棲息地

◆群馬総社古墳群／S51
◆巻機山の自然（群馬県、新潟県）／S51

◆厚沢部町・観光からのまちづくり／H2
◆美利河・花石の砂金採掘跡／H7
○北海道余市の運上家

○綾子舞
▲村上歴史文化館
【岩手県】
◆早池峰／S50
◆遠野／S50

◆「総社・元総社」歴史の散歩道計画／H1

【宮城県】
◆村田の歴史的町並み／H5

【富山県】 ◆越中五箇山／S52
◆三井の茅葺き民家／H4
◇名勝「白米の千枚田」保存管理計画策定／H13,14
◇輪島の文化的景観・民俗技術調査／H17

◆白川村の合掌造り民家／H1
◆白川村平瀬地区街並み環境整備事業調査・計画策定/H15
◆乗鞍山麓五色ヶ原学術調査／H15
○高山市上三之町
○長滝の延年

【福島県】
◆白水阿弥陀堂／S47

●白川郷合掌造民家旧寺口家
▲白川郷合掌文化館（旧松井家）
▲飛騨の匠文化館
○乗鞍山麓五色ヶ原

【兵庫県】
◆室津の町並み／S47
◆篠山の城下町／S48

◆網野銚子山古墳／H6
◆舞鶴の赤煉瓦建造物群／H8
○頼山陽史跡山紫水明処

【茨城県】●天心遺跡記念公園・墓所

○淡路人形浄瑠璃

【東京都】
◆かぶと造り民家群／S47
◆多摩川流域自然環境（東京都、神奈川県境）／S47
◆多摩川地方山城跡（東京都、神奈川県）／S48
◆旧東海道筋３（東京都、神奈川県）／S49

【広島県】
◆比婆・東城の町並／S56
◆厳島神社門前町ー安芸の宮島町並調査／H16
◆東広島市の町並／H3
◇尾道市歴史的建造物及び町並調査／H17
【山口県】
◆鷺舞神事（京都府、山口県、島根県）／S48 ◆石城山／S51 ○萩城跡

【山梨県】
◆武田氏遺跡／S49
【長野県】
◆高遠／S48
◆旧中山道１／S48
◆善光寺道／S49
◆神坂峠／S49

【佐賀県】
◆有田古窯群跡と町並・窯跡編／S54 ◆有田古窯群跡と町並・町並編２／S56
◆有田古窯群跡と町並・町並編／S55 ◆有田古窯群跡と町並・提言編／S57

【静岡県】
◆長崎・中島川と石橋群・その２／S58 ◆島原ーキリシタン弾圧の痕跡を残す町家と町並み／H13
◆黒島の自然とキリシタン／H6
◆平戸の町並み／H14
◆玖島城址と大村と武家屋敷通り／H11 ○堂崎天主堂

◆水俣の歴史・文化環境と薩摩街道／S61

【その他広域調査】
◆保護を要する観光資源調査／S46
◆全国鳴き砂調査／H9（地球環境基金助成）
◇伝統的集落における歴史的環境整備を中心とした地域活性化方策の調査／H9／文化庁
◇歴史的宿泊施設の観光活用を通じた地域活性化推進調査／H11／運輸省
◇東北地方における都市間連携による広域観光圏整備計画調査／H13／文化庁
◇棚田地域等の多面的機能を活用した体験活動による地域活性化推進調
査／H13／文部科学省
◆すぐれた自然環境としての葦原・茅場の保全活用調査／H13・14（地球
環境基金助成）
◇茅葺民家に関する調査研究／H14／（財）都市農山漁村交流活性化機構
◆観光資源としての鳴き砂（鳴り砂）の浜の総合調査／H15・16・17（日本財団助成）
◇中国・四国地方の自然、歴史・文化を活かした魅力溢れる地域づくり
に関する調査／H16／国土交通省
◇地域遺産を活用した地域の観光振興方策策定／H18・19／国土交通省
◇地域の観光振興のための地域遺産の保全及び活用におけるボランティ
アのあり方検討／H20／観光庁

◆緑川流域石橋群／H1

【大分県】
◆国東半島の仏教文化／S48
◆豊後竹田／S51
◆国東六郷満山文化／S55
【宮崎県】
◆御崎馬／S48
◆高千穂／S50

◆臼杵の町並み／S60
○国東半島の石塔、石仏群

◆飯高寺を中心とした巨木を育む里山／H15

◆鳳凰の舞／S49
◆旧中山道３（東京都〜群馬県）／S50
◆八丈島／S50
○黄八丈

●旧安田楠雄邸庭園

◆天津司舞／S50
◆上条集落の切妻民家群／H16
◆旧中山道２（長野県〜草津）／S49
◆木曽路／S51
◆木曽開田高原／S53
◆信州飯田・大平宿の集落／S55

◆旧東海道筋１（静岡県内）／S47

【愛知県】
◆旧東海道筋２（愛知県以西）／S48
◆旧中山道２（長野県〜草津）／S49
【愛媛県】

【高知県】

◆外泊の石垣集落／S52
◇水と翠のまち西条の歴史遺産／H14
▲四国鉄道文化館
◆檮原の文化と環境／S59

【香川県】
【徳島県】

◆猪熊邸／S48
◆阿波藍／S52

◆阿波貞光／H3

【三重県】
◆関の町並み／S54
◆伊勢河崎みの町並／S54
◆美旗古墳群とその周辺／S56

【沖縄県】
◆沖縄の観光資源総合調査／S47
◆竹富島の民家と集落／S50
◆与那国島の植生／S52
◆渡名喜島伝統集落周辺域における自然的歴史景観の保全活用調査／H12
◆竹富町波照間島の歴史的景観の保存活用調査／H17

○西浦の田楽

○谷川士清旧宅

◆ワークショップによる博物館都市長浜と大通寺／H7
◆中山道柏原宿の町並調査／H9
◆城下町彦根の町並／H11
◆日野商人と桟敷窓の町並み保存とその活用／H12

◆ホフマン窯と赤煉瓦／H15
○ED70形１号交流用電気機関車
▲長浜鉄道文化館
▲北陸線電化記念館

○法輪寺三重塔
▲葛城の道歴史文化館
▲名勝大乗院庭園文化館

◆平野の町並／S60
◆泉州・熊取・旧中林綿布工場保存活用調査／H10

◆黒江の町並みと民家／S58

【岡山県】
◆吉備路風土記の丘／S47
◆瑜伽山蓮台寺／S48

●トラストトレイン

◆瀬戸古窯跡群／S52
○三河花祭の芸能
◆三州足助の町並み／S52
◆尾張・津島の町家と町並み／S59

◆天平古道（奈良県〜滋賀県）／S53
◆葛城の道／S58
◇名勝月瀬梅林保存管理計画策定／H17

【大阪府】
◆河内の飛鳥／S49
◆富田林の町並みと民家／S50
【和歌山県】

○中山道妻籠宿付近
◆信州須坂の歴史的町並み／S63・H2
○小林一茶終焉の跡
◆風穴と小諸宿の町並み／H4
○善光寺道海野宿
◆白馬桃源郷青鬼の集落／H8
◇名勝姥捨田毎の月保存管理計画策定／H10・11

◆斎宮跡／S57
◆伊勢松坂／S62
◆美杉村・多気の歴史遺産調査／H5
◆伊勢街道市場庄の町並み／H9

【滋賀県】
◆旧中山道２（長野県〜草津）／S49
◆三井寺法明院／S49
◆天平古道（奈良県〜滋賀県）／S53
【奈良県】
◆法輪寺三重塔／S47
◆旧大乗院庭園／S47
◆山の辺道／S48

◆甦る日向国都於郡城／H3
◆油津の町並と堀川運河／H8

◆高倉群／S50
【鹿児島県】
◆風葬墓地／S47 ◆清色城と入来H2麓武家屋敷群／H2
◆奄美大島笠利町の民家調査／H7
◆知覧／S49

○偕楽園好文亭

【神奈川県】
○チャッキラコ
◆多摩川流域自然環境保全（東京都、神奈川県境）／S47 ◆猿島の自然／S53
◆多摩川地方山城跡（東京都、神奈川県）／S48 ◇国府津地区国道一号周辺まちなみ調査／H14 ○箱根旧東海道及び石塔石仏群
◆旧東海道筋３（東京都、神奈川県）／S49 ◇横須賀市近代化遺産調査／H10・11 ●旧モーガン邸

【福岡県】
◆草野の町並み／S61
◆聖福寺周辺／S49
◆修験の里・求菩提山／S55 ◆二丈町・姉子の浜の鳴砂／H11
○幸若舞
◆八女丘陵／S53

【熊本県】
◆三角西港の石積埠頭／S59

◆栃木の町並み景観／H17

【千葉県】
◆肉食植物群生地／S47 ◆佐倉の武家屋敷／S56
◆佐原の町並み／S57
◆芝山古墳群／S50

◆たたら製鉄とその関連遺跡／S52
【島根県】
◆三徳山／S49
◆出雲玉造遺跡／S48
◆津和野／S49
◆吉田村の町並／H1
◆鷺舞神事（京都府、山口県、島根県）／S48 ◆大元神楽／S51 ◆斐川平野の築地松と散居集落／H2

【長崎県】
◆五島の初期教会堂と堂崎天主堂／S48
◆厳原／S50
◆長崎・中島川と石橋群／S51

◆恵日寺周辺／S51

【埼玉県】
◆旧中山道３（東京都〜群馬県）／S50
◆ふるさとの原風景・浮野の里ー市民参加による保全活用計画／H12
◆旧吉田宿の町並み調査／H13

●駒井家住宅
○祇園祭船鉾
○壬生狂言
▲琴引浜鳴き砂文化館

◆利神城と平福の町並み／S58 ◆摂津・多田銀銅山・第２次／S60
◆摂津・多田銀銅山／S59
◆江井の町並みと廻船問屋住田家／S62

○秋保の田植踊

【栃木県】
◆迫間湿地の保全と利活用／S63

【福井県】
◆旧若狭街道の自然と歴史遺産／H4 ◇東尋坊地域活性化調査／H12
◆一乗谷朝倉氏遺跡／S47 ◆宇波西神事／S52
○睦月神事芸能
◆鯖街道熊川宿の町並み／S60 ◆越前大野の城下町と町家／H10
◆越前味真野の里／S52
【京都府】
◆鷺舞神事（京都府、山口県、島根県）／S48
◆琴引浜の鳴砂／S59
◆美山の茅葺き民家の保存と再生／H5

○毛越寺の延年

◆南部の曲り家／S58
○石川啄木旧居

○長保寺

◆因幡街道・大原宿の町並み／S61
◆陣屋町足守の町並み／S63

