
助成額

円

1 10,000,000

2 10,000,000

3 10,000,000

4 10,000,000

5 1,000,000

41,000,000

助成額

1 岩手 1,000,000

2 宮城 300,000

3 宮城 850,000

4 福島 575,000

5 福島 200,000

6 福島 100,000

7 茨城 400,000

8 茨城 200,000

東日本大震災被災地復興支援事業

八幡神社

　　　１０７件の申請があり、８２件に助成を決定したが、計画通り事業を実施できないことや他か

　　らの助成を受けたことなどの理由により４件（建造物３、無形１）辞退があったため、７８件に

　　助成を行った。

　　　なお、レスキュー事業に２件の助成を行った。

　　　東日本大震災により被災した文化財の救援と復旧のために募金を行い、当該年度から本格的に

　　修復助成事業を開始した。

木造阿弥陀如来坐像修理 安国寺

随神像（開口像・閉口像）復旧

【美術工芸】

木造伝阿弥陀如来立像修復 毘沙門堂

長福寺・木造地蔵菩薩坐像修理 長福寺

善性寺・木造阿弥陀如来立像修復 善性寺

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

　　レスキュー活動を重点に助成を行った。

　　　東日本大震災により被災した文化財の救援と復旧のために募金を行い、当該年度は文化財

東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

（平成２３年度から令和２年度まで)

天心・六角堂復興プロジェクト 茨城大学

事業名 助成対象者

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（第1次）
東北地方太平洋沖地震被災文化財等
救援委員会

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（第2次）
東北地方太平洋沖地震被災文化財等
救援委員会

合　計

平成２３年度

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

事業名 助成対象者

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（第3次）
東北地方太平洋沖地震被災文化財等
救援委員会

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（第4次）
東北地方太平洋沖地震被災文化財等
救援委員会

木造聖観音菩薩立像修復 渡辺　由起夫

阿弥陀寺　木造阿弥陀如来立像復旧 阿弥陀寺

木造阿弥陀如来立像復旧 粕毛町

平成２４年度



9 茨城 300,000

10 栃木 1,500,000

11 栃木 2,000,000

7,425,000

1 岩手 6,000,000

2 岩手 1,000,000

3 岩手 800,000

4 岩手 400,000

5 宮城 400,000

6 宮城 200,000

7 宮城 185,000

8 宮城 1,200,000

9 宮城 6,090,750

10 宮城 2,370,958

11 宮城 4,000,000

12 宮城 1,059,450

13 宮城 600,000

14 宮城 600,000

15 宮城 5,000,000

16 宮城 2,500,000

17 福島 250,000

18 福島 250,000

19 福島 300,000

20 福島 300,000

21 福島 800,000

22 福島 2,500,000

23 福島 300,000

24 福島 100,000

25 福島 600,000

26 福島 800,000

27 福島 600,000

28 福島 600,000

十八夜観世音堂復旧 十八夜観世音堂保存会

気仙沼・尾形家修復

風待ち復興検討会

小計

【建造物】

蒼龍寺　木造阿弥陀如来立像復旧 蒼龍寺

上根観音千手観音坐像並びに厨子修復 上根自治会

銅造阿弥陀如来坐像保存修理 芳全寺

「世嬉の一酒造場　旧売場倉庫」倒壊防止・修
復

世嬉の一酒造株式会社

盛合家復旧・復元修理 盛合　光徳

丹内山神社緊急災害復旧 丹内山神社

牧庵鞭牛和尚隠居屋敷跡石材玉垣 修復 菊地　清子

祇劫寺本堂修理 祇劫寺

旧仙台城板倉復旧 日野　正一

亀岡八幡宮石鳥居復旧 亀岡八幡宮

愛宕神社拝殿復旧 愛宕神社

男山本店店舗復元 風待ち復興検討会

角星店舗復元 風待ち復興検討会

小野健商店土蔵修復 風待ち復興検討会

武山米店修復

福應寺毘沙門堂長屋門修復 福應寺

尾形　健

升敏明家土蔵修理 升　敏明

禅長寺仏殿部分修理 禅長寺

江尻家住宅部分修理（耐震補強） 江尻　愼一郎

蛇の鼻御殿復旧 ㈱伊東商事

渡辺家住宅 渡辺　一夫

住吉神社本殿部分修理 住吉神社

八槻家住宅土蔵修繕 八槻　浩子

福島市景観100選に選定された蔵の修理 阿部　和永治

八雲神社倉庫外壁工事
木之崎八雲神社
御神輿渡御保存会

桜丘会館修理 県立磐城桜が丘高校

藤屋建造物群「Ｃ蔵」改修 藤田弥五兵衛

松井薬局建造物群改修 安田　豊

大谷忠吉本店建造物群復旧 合名会社大谷忠吉本店



29 福島 600,000

30 福島 400,000

31 茨城 5,000,000

32 茨城 1,000,000

33 茨城 1,000,000

34 茨城 1,000,000

35 茨城 3,000,000

36 栃木 5,000,000

37 埼玉 200,000

38 埼玉 100,000

39 千葉 800,000

40 千葉 800,000

41 千葉 500,000

42 東京 2,488,500

43 東京 600,000

44 東京 1,000,000

63,294,658

1 東京 800,000

2 新潟 798,000

1,598,000

1 岩手 300,000

2 岩手 600,000

3 岩手 400,000

4 宮城 800,000

5 宮城 300,000

6 宮城 264,600

7 宮城 1,400,000

8 宮城 1,200,000

9 宮城 900,000

10 宮城 900,000

11 宮城 871,500飯子浜実業団

竹浦地区獅子舞復活 竹浦区

古谷館打ちばやし保存会復興 古谷館打ちばやし保存会

宮本　昇一

小田部鋳造南土蔵修理 小田部　庄太郎

若駒酒造　酒蔵改修工事 若駒酒造株式会社

遠藤家住宅建造物群修復 遠藤　博巳

小峰城外堀土塁跡及び林家住宅建造物群内外壁
修復

林　道夫

天心・六角堂復興プロジェクト 茨城大学

宮本家住宅店蔵・新蔵・大蔵復旧

旧矢中邸本館・別館復旧 森　洋

沼尻家住宅主屋復旧事業 沼尻　俊一

原田家住宅保存修理 原田　みさ子

山下家住宅倉庫等の補修工事 山下　いね

岩井家住宅主屋（旧武蔵屋店舗）保存修復 岩井　宗志

紅屋商店主屋保存修復 水嶋　陽子

内野家住宅洋館等改修 内野　萬里子

赤羽家長屋門修復 赤羽　敬司

小林家住宅屋根及び室内保存修理 小林　良一

田無神社本殿・拝殿復旧 田無神社

小計

【記念物】

小塚原の首切地蔵（延命寺地蔵尊復旧） 延命寺

津南町被災文化財（縄文土器）修復 津南町教育委員会

小計

【無形】

尾崎青友会虎舞衣裳購入 釜石市尾崎地区

箱崎虎舞流出資材等購入 釜石市浜町

南部藩寿松院年行事支配太神楽被災用具整備事
業

釜石市大只越町

只越芸能保存会復興 只越芸能保存会

東根榊流神楽神楽舞台再建 東根榊流神楽保存会

閖上大漁唄込み踊用道具等復旧整備 閖上大漁唄込み踊保存会

横浦地区獅子舞復活 横浦実業団

野々浜地区獅子舞復活 野々浜区

飯子浜地区獅子舞復活



12 宮城 900,000

13 宮城 770,000

14 宮城 900,000

15 宮城 709,100

16 宮城 900,000

17 宮城 900,000

18 宮城 900,000

19 宮城 600,000

20 宮城 200,000

21 福島 600,000

15,315,200

87,632,858

円

1 20,000,000

2 6,000,000

26,000,000

113,632,858

助成額

円

1 15,000,000

15,000,000

事業名 助成対象者

　〇東日本大震災被災地復興支援事業

　　　音楽芸術の持つ力により被災地の人々を勇気づけ復興の加速を促進し、かつ芸術振興に寄与

尾浦青年部

塚浜地区獅子舞復活 塚浜区

尾浦地区獅子舞復活

桐ヶ崎地区獅子舞復活 桐ヶ崎区

寺間地区獅子舞復活 寺間伝承保存会

女川地区獅子舞復活 女川実業団

相喜会地区獅子舞復活 相喜会

鷲神地区獅子舞復活 鷲神実業団

小乗浜地区獅子舞復活 小乗浜実業団

沢虎舞復興 沢虎舞

薄井神社お浜下り神事復興 いわき市平薄磯区長

小計

合　　計

【レスキュー事業】

東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業
（第5次 1,000万円）、（第6次 1,000万円）

東北地方太平洋沖地震被災文化財
等救援委員会

ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ松島 2013
アーク・ノヴァ実行委員会
委員長　梶本眞秀

東日本大震災文化財建造物復旧支援事業（文化財ドク
ター派遣事業）（第1次）

東日本大震災文化財建造物復旧支
援委員会

小計

合　計

平成２５年度

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

　　　本事業は５年間継続して実施する予定であり、本年度は２年目になる。

　　当初、５９件の申請があり、審査の上、４９件に助成を決定したが、計画通り事業を実施できな

総　　計

　　できるよう、企業や外国の団体等からの支援により、ルツェルン・フェスティバル　アーク・

　  ノヴァプロジェクト事業に助成を行った。

　　いなどの理由により３件（美術工芸１、建造物２）辞退があった。

　　　なお、バンクオブアメリカ・メリルリンチからの支援により無形文化財について追加募集を行

　　い、１１件の申請があり、審査の上、１０件の助成と年度当初に助成を決定していた無形文化財

　　４件に助成額を加算しメリルリンチの支援による助成とし、合計１４件の助成を決定した。　



助成額

1 宮城 400,000

2 福島 200,000

3 福島 200,000

4 福島 200,000

5 福島 200,000

6 茨城 1,000,000

7 千葉 800,000

3,000,000

1 岩手 3,000,000

2 岩手 1,000,000

3 岩手 700,000

4 岩手 300,000

5 宮城 1,500,000

6 宮城 1,500,000

7 宮城 5,000,000

8 宮城 2,000,000

9 宮城 2,000,000

10 宮城 300,000

11 宮城 300,000

12 宮城 10,000,000

13 宮城 400,000

14 宮城 2,000,000

15 宮城 1,000,000

16 宮城 5,000,000

17 福島 800,000

18 福島 500,000

19 福島 2,000,000

20 福島 800,000

　　これにより、当初決定分４２件（49件－辞退3件－追加分へ4件）、追加決定分１４件（追加10件

　　＋当処分から4件）、合計５６件に助成を行った。なお、レスキュー事業に２件の助成を行った。

事業名 申請者

【美術工芸】

木造阿弥陀如来坐像一躯修理工事（後期） 安国寺

木造聖観音菩薩立像修復事業 程田自治会

下岩崎の聖観音菩薩立像修理事業 金性寺

護真寺本尊修復事業 護真寺

彫刻家佐藤玄々遺作品修復事業 相馬市教育委員会

絹本著色「両頭愛染明王像」保存修理 應城山　龍蔵院

木造十一面観音立像保存修理事業 長栄寺

小計

【建造物】

「盛合家」復旧・復元修理事業 盛合　光徳

「世嬉の一酒造場」雨樋等修復事業 世嬉の一酒造㈱

「村上家住宅」小屋土壁修復事業 村上　和子

「木造聖観音立像」収蔵庫地震被害復旧工事 吉度　勲

祇劫寺本堂災害復旧事業 祇劫寺

天雄寺観音堂解体調査(H25)及び保存修復(H26) 天雄寺

西光寺大滝不動堂東日本大震災復旧工事 西光寺

善入院観音堂屋根葺替え修理工事 善入院

大沼養之丞家土蔵修理事業 大沼善次郎

気仙沼内湾地区登録文化財等復興事業
(男山本店店舗復元事業）

気仙沼風待ち復興検討会

気仙沼内湾地区登録文化財等復興事業
(角星店舗復元事業）

気仙沼風待ち復興検討会

気仙沼内湾地区登録文化財等復興事業
(小野健商店土蔵修復事業）

気仙沼風待ち復興検討会

気仙沼内湾地区登録文化財等復興事業
(武山米店修復事業）

気仙沼風待ち復興検討会

気仙沼内湾地区登録文化財等復興事業
(三事堂ささ木修復事業）

気仙沼風待ち復興検討会

気仙沼内湾地区登録文化財等復興事業
(千田家住宅修復事業）

気仙沼風待ち復興検討会

気仙沼・尾形家修復保存事業 気仙沼・尾形家修復保存会

なかむらや旅館　東日本大震災復旧工事 なかむらや旅館

東日本大震災登録有形文化財修復事業 渡辺　一夫

大國魂神社本殿修復事業 大國魂神社

木幡山隠津島神社拝殿修復事業 隠津島神社



21 福島 1,000,000

22 福島 2,000,000

23 福島 800,000

24 福島 500,000

25 福島 1,000,000

26 福島 1,000,000

27 福島 400,000

28 福島 200,000

29 千葉 200,000

30 千葉 2,000,000

31 埼玉 2,000,000

32 埼玉 1,000,000

52,200,000

1 岩手 1,000,000

2 岩手 800,000

3 岩手 200,000

2,000,000

1 岩手 1,610,000

2 岩手 1,470,000

3 岩手 408,500

4 岩手 3,400,000

5 岩手 1,790,000

6 岩手 990,000

7 岩手 460,000

8 宮城 800,000

9 宮城 990,000

10 福島 240,000

11 岩手 900,000

12 岩手 700,000

13 宮城 1,140,000

14 宮城 1,040,000

岩角山「建物修復関連工事」 岩角寺

高橋家住宅・土蔵修復事業 高橋　昭一

瀬上嶋貫本家土蔵（文庫蔵）修復工事 島貫　裕行

白米阿弥陀堂屋根修復事業 白米行政区

長田美容院建造物群修復工事 長田　嘉郎

根本家住宅建造物群修復工事 根本　善隆

松井薬局建造物群改修工事（⑤倉庫蔵） 安田　豊

大崎家住宅建造物修復工事 (合)大崎商店

鬼来迎面保存庫修理事業 広済寺

観明寺四脚門修理事業 観明寺

小渕山観音院仁王門修理事業 観音院

旧小川忠次郎商店店舗及び主屋外壁補修他工事 行田商工会議所

小計

【無形】

尾崎青友会による山車製作事業 尾崎青友会

片岸虎舞保存会による山車製作(組立式)事業　 片岸虎舞保存会

東前青年会による用具整備事業 東前青年会

小計

【追加助成：無形】

小白浜町内会による祭り衣装等整備事業 小白浜町内会

南部藩壽松院年行司支配太神楽による用具整備
事業

南部藩壽松院年行司支配太神楽

両石虎舞保存会による備品整備事業 両石虎舞保存会

神の沢鹿踊保存会による用具整備事業 神の沢鹿踊保存会

平田神楽保存会による幟整備事業 平田神楽保存会

田郷鹿子踊保存会による衣装等整備事業 田郷鹿子踊保存会

只越虎舞保存会による用具整備事業 只越虎舞保存会

法印神楽伝承事業 釜谷長面尾の崎法印神楽保存会

釜谷大般若経巡行被災用具新調事業 釜谷大般若経巡行保存会

水祭場基礎改修工事事業 岡山鹿島神社水かけ祭り保存会

荒川町内会による祭り用具整備事業 荒川町内会

田の浜大神楽保存会による衣装・用具整備事業 田の浜大神楽保存会

お天王さんまつり保存会復旧事業 山元町無形民俗文化財復興協議会

大曲浜獅子舞獅子頭復元事業 大曲浜獅子舞保存会



15,938,500

73,138,500

円

1 4,000,000

2 5,000,000

9,000,000

82,138,500

助成額

円

1 4,800,000

2 32,700,000

37,500,000

No. 都道府県 指定 申請者 助成額

1 岩手 県 宗教法人　光勝寺 400,000

2 茨城 市
應城山龍蔵院檀家代
表　大川伊佐雄

800,000

1,200,000

小計

合　　計

【レスキュー事業】

東日本大震災文化財建造物復旧支援事業（文化財ドク
ター派遣事業）（第２次）

東日本大震災文化財建造物復旧支
援委員会

福島県内被災文化財等救援事業 福島県内被災文化財等救援事務局

小計

総　　計

　〇東日本大震災被災地復興支援事業

　　　音楽芸術の持つ力により被災地の人々を勇気づけ復興の加速を促進し、かつ芸術振興に寄与

　　できるよう、企業や外国の団体等からの支援により、ルツェルン・フェスティバル　アーク・

　  ノヴァプロジェクト事業に助成を行った。

事業名 申請者

ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ松島 2013（第2
次）

アーク・ノヴァ実行委員会
委員長　梶本眞秀

ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ松島 2013（第3
次）

アーク・ノヴァ実行委員会
委員長　梶本眞秀

合　計

平成２６年度

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

　　　本事業は５年間継続して実施する予定であり、本年度は３年目になる。

　　当初、３８件の申請があり、審査の上、２７件の助成を決定したが、計画通り事業を実施できな

　　いなどの理由により１件（建造物）辞退があった。

　　　なお、バンクオブアメリカ・メリルリンチからの支援により無形文化財について追加募集を行

　　い、７件の申請があり、審査の上、７件の助成と年度当初に助成を決定していた無形文化財

　　２件に助成額を加算しメリルリンチの支援による助成とし、合計９件の助成を決定した。　

　　これにより、当初決定分２４件（27件－辞退1件－追加分へ2件）、追加決定分９件（追加7件

　　＋当初分から2件）、合計３３件に助成を行った。

事業名

【美術工芸】

「木像勢至菩薩坐像」修復事業

絹本著色両頭愛染明王像１幅保存修理

小計（2件）



3 岩手
国

登録
盛合　光徳 1,000,000

4 岩手 県 村上　和子 300,000

5 岩手 市
祥雲寺　代表役員
干坂嵃峰

1,000,000

6 岩手 市 鈴木　禮子 100,000

7 岩手 菊池　長一郎 1,000,000

8 宮城 市
宗教法人天雄寺代表
役員　野々村大顕

1,500,000

9 宮城
国

登録
一般社団法人気仙沼風待ち復興検
討会代表理事　菅原　千栄 500,000

10 宮城
気仙沼・尾形家修復
保存会代表 後藤 治

1,000,000

11 福島
国

登録
佐藤　利男 900,000

12 福島
国

登録
島貫　裕行 700,000

13 福島
国

登録
渡辺　一夫 700,000

14 福島 市
金町上町内会 会長
鈴木　恒利

100,000

15 福島 市
宗教法人大國魂神社
代表役員 山名 隆弘

2,000,000

16 福島 市
宗教法人長福寺
代表役員 鈴木 慈海

1,000,000

17 福島 県
宗教法人岩角寺
代表役員 佐藤 俊順

1,000,000

18 福島 矢吹　友市郎 800,000

19 茨城
国

登録
鈴木　正徳 2,000,000

20 埼玉 市
宗教法人　観音院
代表　尾花　繁郎

1,500,000

21 千葉
国

登録
岩井　宗志 1,500,000

22 山梨
国

登録
甲州市長 田辺  篤 1,200,000

19,800,000

23 新潟
津南町教育委員会
教育長　桑原　正

800,000

24 山梨
山梨県立考古博物館
館長 望月 和俊

300,000

1,100,000

25 岩手
荒神大神楽
代表 齊藤　市夫

1,826,000

26 岩手
川向十二支会
代表 阿部　幸栄

3,500,000

27 岩手
箱崎虎舞保存会
会長　川崎　功

800,000

28 岩手
砂子畑鹿踊り保存会
代表 小笠原 成幸

1,611,600

29 宮城
橋浦本地自治会
会長　岡　卓男

559,000

30 宮城
南蒲生太鼓
代表者　二瓶誠治

560,000

【建造物】

「盛合家」復旧・復元修理事業

「村上家住宅」震災復旧事業

祥雲寺「一切経蔵」震災復旧工事

「山神宮石殿」関連鳥居修復事業

旧東屋酒造店復旧復元修理事業

天雄寺観音堂復元工事及び保存修復（H26）

気仙沼内湾地区国登録文化財等復興事業
（小野健商店土蔵修復事業）

気仙沼・尾形家修復保存事業

佐藤家住宅　味噌蔵　修復工事

瀬上嶋貫本家住宅表門修復工事

渡辺家住宅修理事業

天神山五輪塔災害復旧事業

大國魂神社本殿修復事業

長福寺山門解体修復工事

岩角山建物修復関連工事

矢吹家住宅　震災復旧事業

鈴木醸造長屋門修理工事

小渕山観音院仁王門修理事業

国登録有形文化財岩井家住宅主屋
（旧武蔵屋店舗）保存修復事業

旧田中銀行　社屋修復事業

小計（20件）

【記念物・埋蔵文化財】

津南町被災文化財修復事業（歴史民俗資料館「土
器」）

東日本大震災被災土器修復事業

小計（2件）

【追加助成：無形】

荒神大神楽による用具整備事業

川向十二支会による用具整備事業

箱崎虎舞保存会による衣装整備事業

砂子畑鹿踊り保存会による用具等整備事業

石巻北上町橋浦本地地区伝統芸能（獅子舞）保存事業

南蒲生らしさを生かした産業交流づくり
～地域伝統文化継承事業～



31 福島
横町町内会
会長　栗原　実

120,000

32 岩手
新神大黒舞
代表　藤原　吉明

2,000,000

33 岩手
平田青虎会
会長　高澤　昌志

560,000

11,536,600

33,636,600

助成額

円

1 20,350,000

20,350,000

No. 都道府県 指定 申請者 助成額

1 岩手 県 光勝寺 600,000

600,000

2 岩手
国

登録
盛合　光徳 1,500,000

3 岩手
八幡神社　総代長
伊藤　栄一

2,000,000

4 岩手 菊池　長一郎 2,000,000

5 宮城 門間　　清 4,000,000

6 宮城 町
湊神社　本郷区長
佐藤　豊茂

600,000

7 宮城
国

登録
気仙沼風待ち復興検討会
代表理事　菅原　千栄 2,500,000

8 福島
国

登録
佐藤　利男 2,000,000

9 福島 市
大國魂神社
代表役員 山名 隆弘

500,000

10 福島 市
普門寺　代表役員
日高　久光

1,500,000

湊神社社殿修復事業

気仙沼内湾地区国登録文化財等復興事業
（三事堂ささ木）

佐藤家住宅文庫蔵・主屋復旧事業

大國魂神社本殿修復事業

普門寺観音堂修理復元事業

小計（1件）

【建造物】

「盛合家」復旧・復元修理事業

八幡神社社殿修理工事事業

東屋土蔵復旧・復元修理事業

桜田屋敷（旧門間宅）修復事業

事業名

【美術工芸】

阿弥陀如来脇侍像（観音菩薩坐像）修復事業

白河提灯祭り山車修繕事業

新神大黒舞による衣装等整備事業

平田青虎会による山車御簾作成事業

小計（9件）

合　　計（33件）

　〇東日本大震災被災地復興支援事業

　　　音楽芸術の持つ力により被災地の人々を勇気づけ復興の加速を促進し、かつ芸術振興に寄与

　　できるよう、企業や団体等からの支援により、ルツェルン・フェスティバル　アーク・ノヴァ

　  プロジェクト事業に助成を行った。

事業名 申請者

ルツェルン・フェスティバル アーク・ノヴァ　プロジェクト
アーク・ノヴァ実行委員会
委員長　梶本眞秀

合　計

平成２７年度

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

　　　本事業は５年間継続して実施する予定であり、本年度は４年目になる。

　　　申請のあった２４件の中から審査の上、１９件に助成を行った。

　　　なお、無形文化財の助成はバンクオブアメリカ・メリルリンチからの支援によるものである。



11 福島 県
岩角寺　代表役員
佐藤　俊順

3,000,000

12 福島 歴
 合名会社　大谷忠吉本
店　大谷　浩男 1,500,000

13 福島 歴 澤野　昌男 1,500,000

14 福島 歴 友部　壽枝 700,000

15 福島 八槻　浩子 2,500,000

16 千葉 市 三谷　昌子 3,000,000

28,800,000

17 岩手 市
金沢八幡神社大名行列保
存会会長　小野寺　英明 300,000

18 岩手
箱崎虎舞保存会
会長　川崎　功 600,000

900,000

19 山梨
山梨県立考古博物館館
長 萩原　三雄 300,000

300,000

30,600,000

No. 都道府県 指定 申請者 助成額

1 岩手 県 光勝寺 600,000

600,000

2 岩手
国

登録
盛合　光徳 2,000,000

3 岩手 市
弥栄日吉神社
氏子総代表　金田則士 200,000

4 岩手 菊池　長一郎 2,500,000

5 宮城
国

登録
気仙沼風待ち復興検討会
代表理事　菅原　千栄 22,500,000

6 宮城
国

登録
気仙沼風待ち復興検討会
代表理事　菅原　千栄 500,000

7 宮城 市
羽黒神社
代表 庄司　純

2,000,000

8 茨城 市 矢口　喜代 2,000,000

東屋土蔵復旧・復元修理事業

気仙沼内湾地区国登録文化財等復興事業
（角星店舗復元）
気仙沼内湾地区国登録文化財等復興事業
（小野健商店土蔵修復）

羽黒神社・月山湯殿山社殿改修工事

矢口家長屋門修復事業

「盛合家」復旧・復元修理事業

「弥栄日吉神社三殿一体」傾斜補正事業

事業名

【美術工芸】

阿弥陀如来像修復事業

小計（１件）

【建造物】

　　　本事業は５年間継続して実施する予定であり、本年度は５年目になる。

　　　申請のあった２７件の中から審査の上、１８件に助成を行った。

　　　なお、無形文化財の助成はバンクオブアメリカ・メリルリンチからの支援によるものである。

箱崎虎舞保存会による衣装整備事業

小計（2件）

【記念物・埋蔵文化財】

土器類保存修復事業

小計（1件）

合　　計（19件）

平成２８年度

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

旧神歯科医院補修工事事業

八槻家住宅土蔵修繕事業

三谷家座敷屋修復工事事業

小計（15件）

【無形文化財】

金沢八幡神社大名行列保存会による備品修理事業

大谷忠吉本店（白陽酒造）建造物群補修工事事業

澤野家住宅建造物群補修工事事業（その1）

普門寺観音堂修理復元事業



9 茨城 市
雷神社
宮司　増渕堯美

2,000,000

10 千葉 市 三谷　昌子 3,000,000

36,700,000

11 岩手 県 南部藩寿松院年行司支配太神
楽　胴取　三浦　成三 780,000

12 岩手 市
砂子畑丹内神楽　代
表　川崎敏彦

1,798,000

13 岩手 市
根岬梯子虎舞組
代表　菅野修一

1,086,000

14 岩手
砂子畑道々虎舞
代表　栗沢哲生

966,000

15 岩手
なかまち「絆」の会
代表　村上　馨

996,000

16 岩手
雁舞道七福神会
会長　渡辺裕人

194,000

17 宮城
中浜神楽保存会
会長　島田敬二

540,000

6,360,000

18 茨城 町
下石崎氏子総代会
総代表　照山勝夫

500,000

500,000

44,160,000

No. 都道府県 指定 申請者 助成額

1 岩手
国

登録
盛合　光徳 800,000

2 岩手 県
陸前高田市
市長　戸羽太

800,000

3 岩手 菊池　長一郎 700,000

4 宮城 大沼　所左衛門 800,000

5 宮城
国

登録
気仙沼風待ち復興検討会
代表理事 菅原 千栄 2,500,000

6 宮城
国

登録
気仙沼風待ち復興検討会
代表理事 菅原 千栄 17,000,000

7 福島
国

登録
矢吹　友市郎 700,000

8 福島
国

登録
阿部　寛 600,000

9 福島
国

登録
加藤　治 600,000

矢吹家住宅震災復旧事業

なかむらや旅館第４期震災復旧工事

「吉田家住宅」復元事業

東屋土蔵復旧・復元修理事業

大沼家別荘修理工事

気仙沼内湾地区国登録文化財等復興事業
（三事堂ささ木修復事業）
気仙沼内湾地区国登録文化財等復興事業
（武山米店修復事業）

平成２９年度

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

　　　本事業は平成２４年度から５年計画で実施したが、引続きの助成要望及び募金受入も

　　もあることから本年度も助成を行った。

　　　申請のあった２２件の中から審査の上、１６件に助成を行った。

合　　計（１８件）

事業名

【建造物】

「盛合家」復旧・復元修理事業

砂子畑道々虎舞による備品整備事業

なかまち「絆」の会による仲町虎舞用具 整備事業

雁舞道七福神会による用具整備事業

中浜神楽保存会継承用具復旧事業

小計（７件）

【記念物・埋蔵文化財】

茨城町石造道標地蔵尊修復事業

小計（１件）

根岬梯子虎舞組による梯子製作事業

雷神社本殿・幣殿・拝殿保存修理事業

三谷家座敷屋修復工事事業

小計（９件）

【無形文化財】

南部藩寿松院年行司支配太神楽による備品 整備事業

砂子畑丹内神楽による備品整備事業

「花水館　奥の間（御殿）」　震災復旧事業



10 福島
国

登録
大谷　芳江 800,000

11 福島  阿部　和永治 600,000

12 福島 藤田　彌五兵衛 700,000

13 茨城 市
雷神社
宮司　増渕 堯美

800,000

27,400,000

14 岩手 市
東前青年会
会長　佐野貴政

600,000

15 岩手 金澤神楽による備品等整備事業
金澤神楽保存会
代表 大久保正人

700,000

16 岩手
中村・青ノ木郷土芸能研
究会代表　及川 春男 700,000

2,000,000

29,400,000

No. 都道府県 指定 申請者 助成額

1 岩手
国

登録
盛合　光徳 1,500,000

2 岩手 市
橋野町振興協議会
会長　和田松男

800,000

3 岩手 菊池　長一郎 1,400,000

4 宮城 町 奥平　穣士 1,700,000

5 宮城 町
山元町長
斉藤　俊夫

1,000,000

6 福島 町
宗教法人 真照寺
代表役員 山岸英男

1,700,000

7 福島 天野　高夫 1,200,000

8 福島 藤田　彌五兵衛 6,000,000

9 福島
国

登録
一般財団法人可月亭庭園美術
館代表理事　星野　珙二 700,000

16,000,000

10 宮城
東北大学工学研究科
准教授　野村　俊一 1,900,000

1,900,000

17,900,000

栃窪簡易郵便局　土蔵等修復工事

「福島市景観100選」蔵保存修復事業

藤屋建造物群③蔵屋敷修復事業

雷神社本殿・幣殿・拝殿保存修復事業

小計（13件）

【無形文化財】

東前太神楽による備品等整備事業

中村熊野神社神楽による備品等整備事業

小計（3件）

合　　計（16件）

平成３０年度

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

　　　本事業は平成２４年度から５年計画で実施したが、引続きの助成要望及び募金受入れ

　　もあることから本年度も助成を行った。

　　　申請のあった１１件の中から審査の上、１０件に助成を行った。

事業名

【建造物】

盛合家住宅復旧・復元修理事業

栗橋分工場周辺の保存修復事業

東屋復旧・復元修理事業

奥平家住宅倒壊防止応急対策事業

「仙台藩大條家茶室」構造と部材調査

古四王堂震災復旧再建事業

天野家住宅主屋他修復事業

藤屋建造物群 店舗 修復事業

旧鍋三本店土蔵における館内環境保全機能の高次化事
業

小計（9件）

【美術工芸】

東北帝国大学・仙台高等工業学校旧蔵建築
資料修復・保存・公開事業

小計（1件）

合　　計（10件）



No. 都道府県 指定 申請者 助成額

円

1 宮城
国

登録
気仙沼風待ち復興検討会
代表理事 菅原 千栄 22,500,000

2 宮城
国

登録
気仙沼風待ち復興検討会
代表理事 菅原 千栄 10,000,000

32,500,000

No.都道府県指定 申　請　者 助成額

円

1 岩手 県 陸前高田市長 1,500,000

1,500,000

旧吉田家住宅主屋　復元事業

　　が未だに含まれており、東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業の募金及び残予算もある

　　ことから、下記のとおり助成を行った。

事　　業　　名

【建造物】

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

　　　例年実施の文化財保存修復助成申請の中には東日本大震災被災文化財の保存修復事業の案件

合　　計（1件）

令和２年度

令和元年度

　〇東日本大震災被災文化財救援・復旧支援事業

　　　本事業は平成２４年度から実施しており、その中で宮城県気仙沼内湾地区国登録文化財等復

気仙沼内湾地区国登録文化財等復興事業
（千田家住宅）

合　　計（2件）

　　興事業として６件の店舗等復元事業が行われ、４件は完了済みである。残りの２件も地盤嵩上

　　工事が終了したことに伴い復元工事が着工・完了し、下記のとおり助成を行った。

事業名

【建造物】

気仙沼内湾地区国登録文化財等復興事業
（男山本店店舗）


