
NO. 回数 年度 賞 イベント名 自治体 / 主催者名 都道府県

1 第1回 平成8年度
部門賞／スポーツ・文化
部門

第8回昭和新山国際雪合戦 北海道壮瞥町／昭和新山国際雪フェスティバル実行委員会 北海道

2 第3回 平成10年度
部門賞／スポーツ・文化
部門

とうもろこし3万坪迷路（第11回） 北海道本別町／とうもろこし3万坪迷路実行委員会 北海道

3 第4回 平成11年度 部門賞／祭り・スポーツ
部門

第4回全日本玉入れ選手権 北海道和寒町／全日本玉入れ協会 北海道

4 第5回 平成12年度 選考委員特別賞 たんのカレーライスマラソン（第15回） 北海道常呂郡端野町／たんのカレーライスマラソン実行委員会 北海道

5 第6回 平成13年度 部門賞／産業・観光部門 しもかわアイスキャンドルフェスティバル（第27回）
北海道上川郡下川町／しもかわアイスキャンドルフェスティバル
実行委員会

北海道

6 第7回 平成14年度 部門賞／祭り・スポーツ
部門

夜高あんどん祭り（第26回） 北海道雨竜郡沼田町／沼田町夜高あんどん実行委員会 北海道

7 第10回 平成17年度 大賞　 小樽雪あかりの路（第7回） 北海道小樽市／小樽雪あかりの路実行委員会 北海道

8 第12回 平成19年度 優秀賞 ふるさと 百餅祭り（第２５回） 北海道岩見沢市/岩見沢市観光協会
北海道

9 第13回 平成20年度 優秀賞 全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」（第１５回） 北海道東川町/写真甲子園実行委員会 北海道

10 第14回 平成21年度 大賞　 ２００９しかりべつ湖コタン（第２８回） 北海道鹿追町/然別湖コタン実行委員会・鹿追町 北海道

11 第21回 平成28年度 優秀賞 阿寒湖まりも夏希灯 北海道釧路市/NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構 北海道

12 第23回 平成30年度 優秀賞 撮りフェスin室蘭2017 北海道室蘭市／撮りフェスin室蘭実行委員会 北海道

13 第24回 令和元年度 大賞【内閣総理大臣賞】 地獄の谷の鬼花火 北海道登別市／一般社団法人　登別国際観光コンベンション協
会

北海道

14 第3回 平成10年度 優秀賞 立佞武多の運行（第1回） 青森県五所川原市／五所川原市 青森県

15 第15回 平成22年度 大賞 田んぼアート【稲作体験ツアー】（第１８回） 青森県田舎館村/田舎館村むらおこし推進協議会 青森県

16 第19回 平成26年度 優秀賞 レッツウォークお山参詣（31回） 青森県弘前市/岩木山観光協会 青森県

17 第20回 平成27年度 大賞 【内閣総理大臣賞】 桜流鏑馬 青森県十和田市/桜流鏑馬実行委員会 青森県

18 第22回 平成29年度 ふるさとキラリ賞 八戸工場大学 青森県八戸市／八戸市 青森県

19 第25回 令和2年度 最優秀賞 ファッション甲子園（全国高等学校ファッションデザイン選手権大会）青森県弘前市／ファッション甲子園実行委員会 青森県

20 第24回 令和元年度 次点 荒馬まつり 青森県今別町/今別町観光協会 青森県

21 第5回 平成12年度 部門賞／地域経済振興
部門

大船渡・かがり火まつり（第5回） 岩手県大船渡市／大船渡・かがり火まつり実行委員会 岩手県

22 第10回 平成17年度 優秀賞 藤沢野焼祭（第30回） 岩手県藤沢町／藤沢野焼祭実行委員会 岩手県

23 第18回 平成25年度 奨励賞 日本のふるさと遠野まつり（第42回） 岩手県遠野市/日本のふるさと遠野まつり実行委員会 岩手県

24 第19回 平成26年度 選考委員特別賞 チャグチャグ馬コ 岩手県盛岡市・滝沢市・矢巾町/チャグチャグ馬コ保存会 岩手県

25 第2回 平成9年度 大賞 小学生創作ミュージカル発表会（第4回） 宮城県歌津町／歌津町教育委員会 宮城県

26 第10回 平成17年度 優秀賞 エアロバティックジャパンＩＮかくだ2005（第2回） 宮城県角田市／エアロバティックジャパンＩＮかくだ2005実行委員
会

宮城県

27 第11回 平成18年度 優秀賞 みやぎ村田町蔵の陶器市（第６回） 宮城県村田町／みやぎ村田町蔵の陶器市実行委員会 宮城県

28 第16回 平成23年度 優秀賞 【復興応援特別賞】～史都多賀城～ 万葉復興祭（第１回） 宮城県多賀城市/（社）塩釜青年会議所 宮城県

29 第19回 平成26年度 大賞 【内閣総理大臣賞】 塩竈みなと祭り（第67回） 宮城県塩竈市/塩竈みなと祭協賛会 宮城県

30 第19回 平成26年度 ふるさとキラリ賞 わらじで歩こう七ヶ宿（29回） 宮城県七ヶ宿町/七ヶ宿町・七ヶ宿町観光協会 宮城県

31 第23回 平成30年度 次点 Reborn-Art Festival 宮城県石巻市/Reborn-Art Festival 実行委員会 　 宮城県

32 第25回 令和2年度 優秀賞 全国500歳野球大会 秋田県大仙市／500歳・550歳野球大会実行委員会（秋田魁新報
社、大仙市）

秋田県

33 第25回 令和2年度 次点 三種ミュージカル「秋田の赤い靴物語」 秋田県三種町/三種ミュージカル実行委員会 秋田県

34 第10回 平成17年度 部門賞 産業・観光部門 さくらんぼ種飛ばしジャパングランプリ（第18回） 山形県東根市／さくらんぼ種飛ばし実行委員会 山形県

35 第13回 平成20年度 大賞　 月山志津温泉　雪旅籠の灯り（第３回） 山形県西川町/月山志津温泉雪旅籠の灯り実行委員会 山形県

36 第15回 平成22年度 奨励賞 ながい黒獅子まつり（第２１回） 山形県長井市/ながい黒獅子まつり実行委員会 山形県

37 第19回 平成26年度 優秀賞 寒河江まつり「神輿の祭典」（32回） 山形県寒河江市/寒河江神輿會 山形県

38 第7回 平成14年度 優秀賞 松明あかし 福島県須賀川市／松明あかし実行委員会 福島県

39 第16回 平成23年度 奨励賞 【復興応援特別賞】復興なみえ町十日市祭 福島県浪江町/復興なみえ町十日市祭運営委員会 福島県

40 第20回 平成27年度 最優秀賞 會津十楽 福島県会津若松市/サムライシティプロジェクト実行委員会 福島県

第１回～第２５回のふるさとイベント大賞の各受賞イベント及び第２1回～２５回の次点イベント（別紙１）



41 第21回 平成28年度 ふるさとキラリ賞 柳橋歌舞伎定期公演 福島県郡山市/柳橋歌舞伎保存会 福島県

42 第22回 平成29年度 最優秀賞 ゲレンデ逆走マラソン 福島県猪苗代市／ＧＡＭＢＡＲＵＺＯ！ふくしま実行委員会 福島県

43 第24回 令和元年度 次点 あるけあるけ初日詣大会 福島県浪江町/なみえ新春イベント実行委員会 福島県

44 第25回 令和2年度 次点 いわき回転やぐら盆踊り大会 福島県いわき市/いわき回転櫓盆踊実行委員会 福島県

45 第8回 平成15年度 大賞 西塩子の回り舞台歌舞伎公演（第4回） 茨城県那珂郡大宮町／西塩子の回り舞台保存会 茨城県

46 第22回 平成29年度 選考委員特別賞 潮来の嫁入り舟 茨城県潮来市／水郷潮来あやめまつり実行委員会 茨城県

47 第2回 平成9年度 部門賞／スポーツ・文化
部門

上三原田の歌舞伎舞台公演（第2回） 群馬県赤城村／上三原田歌舞伎舞台操作伝承委員会 群馬県

48 第9回 平成16年度 部門賞／祭り・スポーツ
部門

安政遠足侍マラソン（第30回） 群馬県安中市・松井田町／安政遠足保存会・安中市・松井田町 群馬県

49 第12回 平成19年度 選考委員特別賞 わたらせ渓谷鐵道各駅イルミネーション（第４回） 群馬県みどり市/わたらせ渓谷鐡道各駅イルミネーション事業実
行委員会

群馬県

50 第14回 平成21年度 優秀賞 ＫＩＮＧ　ＫＡＬＡＫＡＵＡ　ＴＨＥ　“ＭＥＲRＩＥ　ＭＯＮＡＲＣＨ”伊香保ハワイアンフェスティバル（第１３回）群馬県渋川市/渋川市 群馬県

51 第18回 平成25年度 奨励賞 平成25年　老神温泉大蛇祭り（第49回） 群馬県沼田市/老神温泉観光協会 群馬県

52 第25回 令和2年度 優秀賞 廃線ウォーク　　 群馬県安中市／（一社）安中市観光機構 群馬県

53 第17回 平成24年度 大賞 脚折雨乞（第１０回） 埼玉県鶴ヶ島市/脚折雨乞行事保存会 埼玉県

54 第21回 平成28年度 選考委員特別賞 加須市民平和祭～ジャンボこいのぼり遊泳～ 埼玉県加須市/加須市民平和祭実行委員会 埼玉県

55 第22回 平成29年度 次点 古利根川流灯まつり 埼玉県杉戸町/杉戸町観光協会 埼玉県

56 第9回 平成16年度 部門賞／産業・観光部門 南総里見まつり（第23回館山城まつり） 千葉県館山市／南総里見まつり実行委員会 千葉県

57 第12回 平成19年度 奨励賞 全国大学フラメンコフェスティバルｉｎ館山（第１３回） 千葉県館山市/館山市・館山市教育委員会 千葉県

58 第13回 平成20年度 優秀賞 成田太鼓祭（第２０回） 千葉県成田市/成田太鼓祭実行委員会 千葉県

59 第17回 平成24年度 優秀賞 【復興応援特別賞】あさひ砂の彫刻美術展２０１２～笑顔をここから～（第６回） 千葉県旭市/あさひ砂の彫刻美術展実行委員会 千葉県

60 第25回 令和2年度 大賞 【内閣総理大臣賞】 ジャパンバードフェスティバル２０１９ 千葉県我孫子市／ジャパンバードフェスティバル実行委員会 千葉県

61 第24回 令和元年度 次点 国分川鯉のぼりフェスティバル 千葉県市川市/国分川鯉のぼり実行委員会 千葉県

62 第3回 平成10年度 部門賞／展示・博覧会部
門

青梅宿アートFes.「招き猫たちの青梅宿」（第6回） 東京都青梅市／青梅海宿アートFes.実行委員会 東京都

63 第4回 平成11年度 選考委員特別賞 「鉄炮組百人隊」出陣（第20回） 東京都新宿区／鉄炮組百人隊保存会 東京都

64 第24回 令和元年度 次点 スミファ（すみだファクトリーめぐり） 東京都墨田区/スミファ実行委員会 東京都

65 第13回 平成20年度 選考委員特別賞 第３４回野毛大道芸（第３４回） 神奈川県横浜市/野毛大道芸実行委員会 神奈川県

66 第16回 平成23年度 選考委員特別賞 横浜 JAZZ PROMENADE（第１９回） 神奈川県横浜市/横浜JAZZ PROMENADE実行委員会 神奈川県

67 第23回 平成30年度 次点 Ｊ：ＣＯＭ×寒川びっちょり祭 神奈川県寒川町/寒川びっちょり祭実行委員会 神奈川県

68 第5回 平成12年度 大賞 大地の芸術祭・越後妻有アートトリエンナーレ2000（第1回） 新潟県十日町市・津南町／越後妻有大地の芸術祭実行委員会 新潟県

69 第8回 平成15年度 優秀賞 つがわ狐の嫁入り行列（第14回） 新潟県東蒲原郡津川町／つがわ狐の嫁入り行列実行委員会 新潟県

70 第8回 平成15年度 部門賞／祭り・スポーツ
部門

えちごせきかわ大したもん蛇まつり（第16 回）
新潟県岩船郡関川村／えちごせきかわ大したもん蛇まつり実行
委員会

新潟県

71 第11回 平成18年度 優秀賞 白根大凧合戦（３００年以上）　　 新潟県新潟市／白根大凧合戦実行委員会 新潟県

72 第12回 平成19年度 大賞　 アース・セレブレーション２００７（第２０回） 新潟県佐渡市/アース・セレブレーション実行委員会 新潟県

73 第14回 平成21年度 選考委員特別賞 日本海政令市にいがた　水と土の芸術祭２００９（第１回） 新潟県新潟市/水と土の芸術祭実行委員会 新潟県

74 第16回 平成23年度 奨励賞 むらかみ宵の竹灯籠まつり（第１０回） 新潟県村上市/チーム黒塀プロジェクト・竹灯籠まつり実行委員会 新潟県

75 第18回 平成25年度 選考委員特別賞 燕三条　工場の祭典（第1回） 新潟県三条市・燕市/燕三条工場の祭典実行委員会 新潟県

76 第20回 平成27年度 優秀賞 にいがた総おどり 新潟県新潟市/新潟総踊り祭実行委員会 新潟県

77 第22回 平成29年度 優秀賞 城下町しばた全国雑煮合戦 新潟県新発田市／新発田商工会議所青年部 新潟県

78 第23回 平成30年度 優秀賞 2018　小出雪まつり　 新潟県魚沼市／小出雪まつり実行委員会 新潟県

79 第24回 令和元年度 ふるさとキラリ賞 狐の夜祭り 新潟県柏崎市／狐の夜祭り実行委員会 新潟県

80 第１回 平成8年度 大賞 万葉集全20巻朗唱の会（第7回） 富山県高岡市／高岡市万葉まつり実行委員会 富山県

81 第5回 平成12年度 部門賞／祭り・スポーツ
部門

源平火牛祭り（第11回） 富山県小矢部市／メルヘン市民委員会 富山県

82 第15回 平成22年度 優秀賞 スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド２０１０（第２０回） 富山県南砺市/スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会 富山県

83 第15回 平成22年度 奨励賞 金屋町楽市　in　さまのこ（第３回） 富山県高岡市/金屋町楽市実行委員会 富山県



84 第16回 平成23年度 奨励賞 南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ2011（第６回） 富山県南砺市/南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ実行委員会 富山県

85 第17回 平成24年度 奨励賞 アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ２０１２（第２１回）
富山県高岡市/アーティスティック・ムーブメント・トヤマ実行委員
会

富山県

86 第21回 平成28年度 大賞 【内閣総理大臣賞】 福岡町つくりもんまつり 富山県高岡市/福岡町つくりもんまつり実行委員会 富山県

87 第3回 平成10年度 選考委員特別賞 雪だるまウィーク’98（第9回） 石川県白峰村／雪だるまウィーク実行委員会 石川県

88 第5回 平成12年度 部門賞／文化・交流部門 全国子供歌舞伎フェスティバルin小松
石川県小松市／全国子供歌舞伎フェスティバルin小松実行委員
会

石川県

89 第7回 平成14年度 部門賞／文化・交流部門 金沢・浅の川園遊会（第16回） 石川県金沢市／浅の川園遊会実行委員会 石川県

90 第10回 平成17年度 部門賞 文化・交流部門 モントレージャズフェスティバルイン能登2005（第１７回） 石川県七尾市／モントレージャズフェスティバルイン能登開催理
事会・実行委員会

石川県

91 第14回 平成21年度 優秀賞 能登ふるさと博　灯りでつなぐ能登半島　能登・千枚田あぜの万燈（第２回）石川県輪島市/「ほっと石川」観光キャンペーン実行委員会・輪島
市

石川県

92 第19回 平成26年度 最優秀賞 奥能登珠洲の秋祭りと「ヨバレ」 石川県珠洲市/珠洲まつり特別委員会 石川県

93 第21回 平成28年度 最優秀賞 お旅まつり曳山八基曳揃え 石川県小松市/曳山八基曳揃え実行委員会 石川県

94 第24回 令和元年度 優秀賞 能登小木港イカす会2019 石川県能登町／能登小木港スマイルプロジェクト 石川県

95 第7回 平成14年度 部門賞／産業・観光部門
観光部門

農林ピック・そばフェスタ2002（第5回） 福井県今立郡池田町／農林ピック・そばフェスタ2002実行委員会 福井県

96 第19回 平成26年度 優秀賞 勝山左義長まつり 福井県勝山市/勝山左義長まつり実行委員会 福井県

97 第24回 令和元年度 優秀賞 RENEW 福井県鯖江市／RENEW実行委員会 福井県

98 第23回 平成30年度 次点 三国湊　帯のまち流し 福井県坂井市/一般+E157社団法人三国會所 福井県

99 第24回 令和元年度 次点 奈良田盆踊り復活祭 山梨県早川町/「奈良田盆踊り復活祭」実行委員会 山梨県

100 第1回 平成8年度 部門賞／展示・博覧会部
門

全国「小ちゃなしあわせ絵手紙展」（第1回） 長野県栄村／栄村・全国絵手紙展栄村実行委員会 長野県

101 第2回 平成9年度 部門賞／祭り部門 祭in大町・北安曇’97炎（第8回）
長野県大町市／祭in大町・北安曇’97実行委員会・大北地区
オリンピックパラリンピック推進協議会

長野県

102 第6回 平成13年度 優秀賞 いいだ人形劇フェスタ（第3回） 長野県飯田市／いいだ人形劇フェスタ実行委員会 長野県

103 第16回 平成23年度 優秀賞 文化文政風俗絵巻之行列（第４４回） 長野県南木曽町/（財）妻籠を愛する会 長野県

104 第18回 平成25年度 優秀賞 長野灯明まつり（第10回） 長野県長野市/長野灯明まつり実行委員会 長野県

105 第21回 平成28年度 優秀賞 天空の楽園日本一の星空ナイトツアー 長野県阿智村/スタービレッジ阿智誘客促進協議会 長野県

106 第24回 令和元年度 次点 ウエルカム三才児まつり in　スポーツパーク 長野県長野市/ウエルカム三才児プロジェクト 長野県

107 第25回 令和2年度 次点 長野デザインウィーク～善光寺表参道イルミネーション～ 長野県長野市/善光寺表参道イルミネーション実行委員会 長野県

108 第6回 平成13年度 大賞 美濃和紙あかりアート展（第8回） 岐阜県美濃市／美濃和紙あかりアート展実行委員会 岐阜県

109 第10回 平成17年度 部門賞 祭り・スポーツ部門氷点下の森　氷祭り（第30回） 岐阜県高山市／氷点下の森氷祭り運営委員会 岐阜県

110 第11回 平成18年度 大賞　 岐阜フラッグアート展２００６（第１０回） 岐阜県岐阜市／岐阜市商店街振興組合連合会 岐阜県

111 第1回 平成8年度 優秀賞 大道芸ワールドカップイン静岡（第5回） 静岡県静岡市/大道芸ワールドカップ実行委員会 静岡県

112 第14回 平成21年度 奨励賞 小祢理（不明） 静岡県掛川市/横須賀区祭典総代会 静岡県

113 第18回 平成25年度 優秀賞 島田髷まつり（第56回） 静岡県島田市/島田髷まつり保存会 静岡県

114 第25回 令和2年度 ふるさとキラリ賞 UNMANNED無人駅の芸術祭/大井川 静岡県島田市／特定非営利活動法人クロスメディアしまだ 静岡県

115 第25回 令和2年度 次点 峠の国盗り綱引き合戦 静岡県浜松市/峠の国盗り綱引き実行委員会 静岡県

116 第4回 平成11年度 優秀賞 からくりデザインフェスティバル'99（ 第1回）
愛知県名古屋市／名古屋からくりデザインフェスティバル実行委
員会

愛知県

117 第7回 平成14年度 部門賞／文化・交流部門 中馬のおひなさん（第4回） 愛知県東加茂郡足助町／足助町観光協会・AT21倶楽部 愛知県

118 第11回 平成18年度 奨励賞 世界チェンソーアート競技大会IN東栄２００６（第６回）※世界大会としては第１回愛知県東栄町／とうえい宝の山づくり実行委員会 愛知県

119 第12回 平成19年度 優秀賞 来る福招き猫まつりin瀬戸（第１２回） 愛知県瀬戸市/来る福招き猫まつりin瀬戸実行委員会 愛知県

120 第22回 平成29年度 大賞 【内閣総理大臣賞】 刈谷万燈祭 愛知県刈谷市／刈谷万燈保存会 愛知県

121 第20回 平成27年度 優秀賞 燈籠祭 三重県紀北町/紀北町燈籠祭実行委員会 三重県

122 第23回 平成30年度 次点 丸山千枚田の虫おくり 三重県熊野市/丸山千枚田の虫おくり実行委員会 三重県

123 第8回 平成15年度 部門賞／文化・交流部門 近江中世城跡琵琶湖一周のろし駅伝（第2回）
滋賀県坂田郡米原町／近江中世城跡保存団体連絡会（近江の
ろしの会）

滋賀県

124 第12回 平成19年度 奨励賞 コトナリエサマーフェスタ2007（第４回） 滋賀県東近江市/コトナリエ サマーフェスタ実行委員会 滋賀県

125 第14回 平成21年度 奨励賞 ゆるキャラⓇまつりＩＮ彦根～キグるミさみっと２００９～（第２回）滋賀県彦根市/井伊直弼と開国１５０年祭実行委員会 滋賀県



126 第21回 平成28年度 次点 おっきん！椋川 滋賀県高島市/「おっきん！椋川」実行委員会 滋賀県

127 第20回 平成27年度 ふるさとキラリ賞 いす-１ＧＰ「キララ２時間ＩＳＵ耐久レース」 京都府京田辺市/キララ商店街事業協同組合 京都府

128 第22回 平成29年度 次点 竹の径・かぐやの夕べ 京都府向日市/向日市観光協会 京都府

129 第25回 令和2年度 次点 第16回美山かやぶきの里　雪灯廊 京都府南丹市/かやぶきの里雪灯廊 京都府

130 第5回 平成12年度 選考委員特別賞 西暦2000年世界民族芸能祭“ワッショイ！2000” 大阪府堺市／西暦2000年世界民族芸能祭組織委員会 大阪府

131 第23回 平成30年度 選考委員特別賞 じないまち四季物語 大阪府富田林市／じないまち四季物語実行委員会 大阪府

132 第1回 平成8年度 選考委員特別賞 神戸ルミナリエ（第1回） 兵庫県神戸市／神戸ルミナリエ実行委員会 兵庫県

133 第2回 平成9年度 優秀賞 星の都絵本大賞（第4回） 兵庫県佐用町／佐用町・星の都絵本大賞実行委員会 兵庫県

134 第9回 平成16年度 部門賞／文化・交流部門
丹波の森国際音楽祭シューベルティアーデたんば2004 （第10
回）

財団法人丹波の森協会（兵庫県丹波市・篠山市）／丹波の森国
際音楽祭シューベルティアーデたんば実行委員会

兵庫県

135 第10回 平成17年度 選考委員特別賞 第3回コウノトリ未来・国際かいぎ 兵庫県豊岡市／第3回コウノトリ未来・国際かいぎ実行委員会 兵庫県

136 第20回 平成27年度 優秀賞 菓子祭前夜祭 兵庫県豊岡市/菓子祭前日祭実行委員会 兵庫県

137 第24回 令和元年度 次点 サンタ×三田プロジェクト 兵庫県三田市/三田市 兵庫県

138 第7回 平成14年度 部門賞／産業・観光部門 なら燈花会（第4回） 奈良県奈良市／なら夏のイベント推進委員会・なら燈花会の会 奈良県

139 第23回 平成30年度 ふるさとキラリ賞 ザ！雑巾ダッシュ！！2017inみつえ 奈良県御杖村／御杖村 奈良県

140 第22回 平成29年度 次点 古都飛鳥文化祭 奈良県明日香村/明日香村観光交流活性化事業実行委員会 奈良県

141 第11回 平成18年度 奨励賞 天体界道１００kmにちなんおろちマラソン全国大会（第６回） 鳥取県日南町／にちなん１００kmマラソン実行委員会 鳥取県

142 第23回 平成30年度 次点 29ロードウォーク 鳥取県若桜町/29ロードネットワークス 鳥取県

143 第15回 平成22年度 奨励賞 ＩＮＡＫＡイルミ＠おおなん（第１回） 島根県邑南町/ＩＮＡＫＡイルミ実行委員会 島根県

144 第17回 平成24年度 優秀賞 松江水燈路（第１０回） 島根県松江市/松江ライトアップ・キャラバン実行委員会 島根県

145 第23回 平成30年度 次点
石見神楽と共奏
「オペラ石見銀山」の制作・上演

島根県大田市/オペラ「石見銀山」実行委員会 島根県

146 第25回 令和2年度 次点 堀尾吉晴公・松江武者行列 島根県松江市/松江武者行列実行委員会 島根県

147 第6回 平成13年度 部門賞／文化・交流部門 がいせん桜祭り（第18回） 岡山県真庭郡新庄村／がいせん桜祭り実行委員会 岡山県

148 第8回 平成15年度 部門賞／産業・観光部門 北房ぶり市 岡山県上房郡北房町／呰部商店会 岡山県

149 第9回 平成16年度 優秀賞 岡山弁はええもんじゃ～ことばの祭り・建部～（第5回） 岡山県建部町／建部町 岡山県

150 第3回 平成10年度 大賞 因島水軍まつり（第8回） 広島県因島市／因島水軍まつり実行委員会 広島県

151 第5回 平成12年度 優秀賞 第7回ゲタリンピック2000 広島県福山市／ゲタリンピック実行委員会 広島県

152 第23回 平成30年度 ふるさとキラリ賞 鞆の津　八朔の馬出し 広島県福山市／鞆の津　八朔の馬出し実行委員会 広島県

153 第6回 平成13年度 選考委員特別賞 21世紀未来博覧会（山口きらら博） 山口県／21世紀未来博覧会協会 山口県

154 第12回 平成19年度 奨励賞 着物ウィークｉｎ萩（第２回） 山口県萩市/着物ウィークｉｎ萩実行委員会
山口県

155 第17回 平成24年度 奨励賞 湯田温泉スリッパ卓球大会（第１回） 山口県山口市/湯田温泉スリッパ卓球大会実行委員会 山口県

156 第19回 平成26年度 ふるさとキラリ賞 通くじら祭り（23回) 山口県長門市/通くじら祭り実行委員会 山口県

157 第20回 平成27年度 ふるさとキラリ賞 日本初のホタル舟 山口県下関市/ホタル舟実行委員会 山口県

158 第25回 令和2年度 ふるさとキラリ賞 まちぐるみWedding 山口県光市／光市おせっかいプロジェクトチーム 山口県

159 第4回 平成11年度 部門賞／文化・交流部門 ドイチェス・フェストinなると（第6回） 徳島県鳴門市／ドイチェス・フェストinなると実行委員会 徳島県

160 第8回 平成15年度 部門賞／文化・交流部門 ビッグひな祭り（ 第15回） 徳島県勝浦郡勝浦町／持定非営利活動法人阿波勝浦井戸端塾 徳島県

161 第9回 平成16年度 部門賞／文化・交流部門 高開石積ライトアップ（第4回） 徳島県吉野川市／美郷宝さがし探検隊・吉野川市美郷ほたる館 徳島県

162 第21回 平成28年度 ふるさとキラリ賞 日和佐八幡神社　秋祭り 徳島県美波町/日和佐ちょうさ保存会 徳島県

163 第22回 平成29年度 ふるさとキラリ賞 木頭杉一本乗り大会 徳島県那賀町／木頭杉一本乗り大会実行委員会 徳島県

164 第24回 令和元年度 ふるさとキラリ賞 Humanoise　Project　農村舞台音楽公演 徳島県那賀町／丹生谷清流座 徳島県

165 第7回 平成14年度 大賞 仁尾八朔人形まつり2002（第5回） 香川県三豊郡仁尾町／ 仁尾町商工会 香川県

166 第10回 平成17年度 部門賞 祭り・スポーツ部門獅子舞フェスタ（第14回） 香川県三木町／三木町・獅子たちの里三木活き生きふれあいま
つり実行委員会

香川県

167 第15回 平成22年度 選考委員特別賞 瀬戸内国際芸術祭２０１０（第１回） 香川県/瀬戸内国際芸術祭実行委員会 香川県

168 第17回 平成24年度 奨励賞 さかいで塩まつり（第２１回） 香川県坂出市/さかいで塩まつり実行委員会 香川県



169 第1回 平成8年度 優秀賞 「かまぼこ板の絵」展覧会（第2回） 愛媛県城川町／城川町 愛媛県

170 第6回 平成13年度 優秀賞
松山・21世紀イベント「ことばのちから2001」※俳句甲子園は第
4回

愛媛県松山市／松山市・松山21世紀委員会 愛媛県

171 第9回 平成16年度 選考委員特別賞 えひめ町並博2004 愛媛県／愛媛県町並博2004実行委員会 愛媛県

172 第13回 平成20年度 奨励賞 奥地の海のカーニバル（第２５回） 愛媛県西予市/みかめイベント実行委員会 愛媛県

173 第15回 平成22年度 優秀賞 全国高校書道パフォーマンス選手権大会（第３回） 愛媛県四国中央市/書道パフォーマンス甲子園実行委員会 愛媛県

174 第15回 平成22年度 奨励賞 夕焼けプラットホームコンサート（第２５回） 愛媛県伊予市/夕焼けプラットホームコンサート運営委員会 愛媛県

175 第23回 平成30年度 最優秀賞 乙亥大相撲 愛媛県西予市／西予市観光協会野村支部 愛媛県

176 第25回 令和2年度 次点 瀬戸内かみじまアートプロジェクト2019  防波堤ペインティング愛媛県上島町/上島町 愛媛県

177 第4回 平成11年度 大賞 仁淀川紙のこいのぼり（第5回） 高知県伊野町／仁淀川紙のこいのぼり実行委員会 高知県

178 第9回 平成16年度 大賞
「あったか高知まんがフェア」第13回全国高等学校漫画選手権
大会

高知県／高知県「あったか高知」まんがフェスティバル実行委員
会

高知県

179 第24回 令和元年度 最優秀賞 よさこい祭り 高知県高知市／よさこい祭振興会 高知県

180 第21回 平成28年度 次点 貝ノ川棚田　キャンドルまつり 高知県津野町/貝ノ川棚田保存会 高知県

181 第2回 平成9年度 優秀賞 柳川ソーラーボート大会（第2回） 福岡県柳川市／柳川ソーラーボート大会実行委員会 福岡県

182 第3回 平成10年度 優秀賞 棚田inうきは彼岸花めぐり（第4回） 福岡県浮羽町／棚田inうきは彼岸花めぐり実行委員会 福岡県

183 第13回 平成20年度 奨励賞 第３回ＴＡＧAWAコールマイン・フェスティバル ～炭坑節まつり～（第３回）福岡県田川市/ＴＡＧＡＷＡコールマイン・フェスティバル実行委員
会

福岡県

184 第18回 平成25年度 奨励賞 京築神楽の里フェスティバル（第12回） 福岡県京築地区/神楽の里づくり推進協議会 福岡県

185 第21回 平成28年度 優秀賞 糸田祇園山笠 福岡県糸田町/糸田祇園山笠運行実行委員会 福岡県

186 第22回 平成29年度 優秀賞 飯塚新人音楽コンクール 福岡県飯塚市／飯塚文化連盟 福岡県

187 第24回 令和元年度 優秀賞 柳川雛祭り　さげもんめぐり 福岡県柳川市／柳川雛祭り実行委員会 福岡県

188 第25回 令和2年度 優秀賞 大川木工まつり 福岡県大川市／大川木工まつり実行委員会 福岡県

189 第23回 平成30年度 次点 あしや砂像展2017 福岡県芦屋町/あしや砂像展実行委員会 福岡県

190 第23回 平成30年度 次点
FUKUCHI FIND FESTIVAL
福智スイーツ大茶会

福岡県福智町/福智町・福智スイーツ大茶会実行委員会 福岡県

191 第25回 令和2年度 次点 第31回　とばた菖蒲まつり2019 福岡県北九州市/とばた菖蒲まつり実行委員会 福岡県

192 第2回 平成9年度 選考委員特別賞 1997佐賀熱気球世界選手権（第14回） 佐賀県佐賀市／1997佐賀熱気球世界選手権組織委員会 佐賀県

193 第6回 平成13年度 部門賞／祭り・スポーツ
部門

国際渓流滝登りinななやま（第14回） 佐賀県東松浦郡七山村／大雨風七山 佐賀県

194 第7回 平成14年度 優秀賞 鹿島ガタリンピック（第18回） 佐賀県鹿島市／フォーラム鹿島 佐賀県

195 第5回 平成12年度 優秀賞 長崎ランタンフェスティバル（第7回） 長崎県長崎市／長崎ランタンフェスティバル実行委員会 長崎県

196 第10回 平成17年度 部門賞 産業・観光部門 土谷棚田の火祭り（第3回） 長崎県松浦市(イベント開催時は福島町）／土谷棚田保存会 長崎県

197 第24回 令和元年度 選考委員特別賞 フェスティビタス　ナタリス 長崎県南島原市／南島原市冬のお祭り実行委員会 長崎県

198 第5回 平成12年度 部門賞／ミレニアム・世代
越え部門

GET21なんかん音と光のカウントダウン2001（第2回）
熊本県玉名郡南関町／GET21なんかん音と光のカウントダウン
実行委員会

熊本県

199 第16回 平成23年度 大賞 熊本暮らし人祭り　みずあかり（第８回） 熊本県熊本市/みずあかり実行委員会 熊本県

200 第23回 平成30年度 優秀賞 きくち夏まつり　菊池白龍 熊本県菊池市／菊池市祭実行委員会 熊本県

201 第4回 平成11年度 部門賞／地域経済振興
部門

竹光芸まつり（第3回） 大分県臼杵市／竹光芸まつり実行委員会 大分県

202 第11回 平成18年度 選考委員特別賞 大分国際車いすマラソン大会（第２６回） 大分県／大分県（他７団体） 大分県

203 第21回 平成28年度 次点 木浦すみつけ祭り保存会 大分県佐伯市/木浦すみつけ祭り保存会 大分県

204 第4回 平成11年度 優秀賞 師走祭り「迎え火」（第12回） 宮崎県南郷村／百済の里南郷温泉観光協会 宮崎県

205 第8回 平成15年度 優秀賞 西都古墳まつり（第17回） 宮崎県西都市／西都古墳まつり実行委員会 宮崎県

206 第13回 平成20年度 奨励賞 椎葉平家まつり２００８（第２２回） 宮崎県椎葉村/椎葉平家まつり実行委員会 宮崎県

207 第22回 平成29年度 優秀賞 日向ひょっとこ夏祭り 宮崎県日向市／日向ひょっとこ夏祭り実行委員会 宮崎県

208 第25回 令和2年度 選考委員特別賞 都城六月灯 おかげ祭り 宮崎県都城市／おかげ祭り振興会 宮崎県

209 第1回 平成8年度 部門賞／祭り部門 吹上浜砂の祭典（第10回）
鹿児島県加世田市／吹上浜砂の祭典実行委員会・加世田
市・南日本放送・南日本新聞社

鹿児島県

210 第2回 平成9年度 部門賞／展示・博覧会部
門

あづま造形美術展（第7回）
鹿児島県東町／東町・東町実行委員会・あづま造形美術展実行
委員会

鹿児島県

211 第3回 平成10年度 部門賞／祭り部門 一万人のエイサー踊り隊（第4回） 沖縄県那覇市／夏祭りin那覇実行委員会 沖縄県



212 第9回 平成16年度 優秀賞 南の島の星まつり（第2回） 沖縄県石垣市／南の島の星まつり実行委員会 沖縄県

213 第11回 平成18年度 奨励賞 クイチャーフェスティバル（第５回） 沖縄県宮古島市／クイチャーフェスティバル実行委員会 沖縄県

214 第14回 平成21年度 奨励賞 鳩間島音楽祭（第１２回） 沖縄県竹富町/鳩間島音楽祭実行委員会 沖縄県

215 第18回 平成25年度 大賞 糸満大綱引 沖縄県糸満市/糸満大綱引行事委員会 沖縄県

216 第19回 平成26年度 ふるさとキラリ賞 いぜな88トライアスロン大会（27回） 沖縄県伊是名村 沖縄県

217 第23回 平成30年度 大賞【内閣総理大臣賞】 与那原大網曳まつり 沖縄県与那原町／与那原大綱曳まつり運営委員会 沖縄県


