地域伝統芸能復興基金（まつり応援基金） 支援実績一覧表
日本財団 ソーシャルイノベーション本部
単位：円

基金総額

1,168,716,322

決定金額

1,166,856,804 ※2016年3月末現在。未完了のものは決定額で計算
1,029,518

ROADへ振替

0

基金残額

単位：円
時期

団体名

事業名
基金総額

第１回 釜石虎舞保存連合会（岩手）
平成23年
7月

第2回
平成23年8月

山車の制作及び太鼓の購入
（事業完了）

支援総額

対象
団体数

対象団体

各支援金額

主な支援内容

1,168,716,322
23,272,000

6 東前青年会

5,651,900 【新規】山車1、宮太鼓1、附太鼓1

尾崎青友会

5,651,900 【新規】山車1、宮太鼓1、附太鼓1

只越青年会

5,651,900 【新規】山車1、宮太鼓1、附太鼓1

平田青虎会

4,987,500 【新規】山車1

年行事大神楽

664,400 【新規】宮太鼓1、附太鼓1

箱崎虎舞

664,400 【新規】宮太鼓1、附太鼓1

石巻日高見太鼓（宮城）

太鼓の購入（事業完了）

7,060,427

1 石巻日高見太鼓

磯草虎舞保存会（宮城）

太鼓の購入（事業完了）

10,143,546

1 磯草虎舞保存会

10,143,546 【新規】長胴太鼓3、桶胴太鼓5、締太鼓3

山車、獅子頭の制作及び太鼓など
の購入（事業完了）

76,619,994

9 城内大神楽

15,817,560 【新規】獅子頭10、山車1、獅子反物10、装束一式

第3回 大槌町郷土芸能保存団体連
平成23年 合会（岩手）
9月

中須賀大神楽

17,753,237

安渡大神楽

7,958,075 【新規】獅子頭5、山車1、半纏一式80、横断幕1、のぼり5、獅子幕5

吉里吉里大神楽

4,252,500 【新規】山車1

向川原虎舞

7,713,607 【新規】山車1、山車収納庫1

安渡虎舞

5,931,000 【新規】山車1、装飾一式、太鼓2、半纏60、装束一式、

6 浦浜念仏剣舞保存会
門中組振興会

第4回
相馬市神楽保存会（福島）
平成23年
11月

石巻地区文化協会連絡協議
会（宮城）

神楽用物品の購入（事業完了）

獅子頭の制作、太鼓や衣装の購入
及び修理（事業完了）

1,856,400

13,165,770

太鼓の購入及び修理（事業完了）

49,582,765

10,004,400 【新規】山車1、山車収納庫1
9,503,352 【新規】山車1、山車収納庫1
3,447,250 【新規】刀10、締太鼓2、鳥兜4、面5、装束一式
714,625 【新規】装束一式、笛5

仰山流笹崎鹿踊保存会

3,920,887 【新規】太鼓9、鹿頭9、鹿角8、バチ20、装束一式

永浜鹿踊保存会

3,796,800 【新規】太鼓8、バチ16、装束一式

西舘七福神保存会

1,932,325 【新規】長胴太鼓2、装束一式、笛5

甫嶺獅子舞

3,941,350 【新規】締太鼓6、笛10、獅子頭5、装束一式

3 磯部敬神会

336,000 【新規】鈴2、笛10、半纏10、オカメ装束

岩子青年会

659,400 【新規】大太鼓1、小太鼓1

新田神楽保存会

861,000 【新規】大太鼓1

7 田代島獅子舞保存会
大曲浜獅子舞保存会

福島県太鼓連盟（福島）

【新規】獅子頭2、山車台車1、獅子反物2、山車幕2、のぼり2、装束一式

3,518,505 【修理】山車1

城山虎舞
装束の制作及び太鼓などの購入
（事業完了）

11,920,995 【新規】獅子頭3、山車1、山車収納庫1、太鼓1、獅子反物3

松の下大神楽

陸中弁天虎舞

大船渡市郷土芸能協会
（岩手）

7,060,427 【新規】長胴太鼓6、締太鼓2、抱え桶太鼓1

【新規】大太鼓3、大太鼓台3、小太鼓3、獅子頭（幕付）1、獅子用着物一式
8、横笛10、バチ20、法被20
【新規】長胴太鼓2、太鼓台2、バチ20、獅子頭1
3,206,320
【修理】獅子頭1
2,118,000

渡波獅子風流塾

2,666,000 【新規】大太鼓4、小太鼓8、獅子頭（幕付）1、鉦3、横笛10、法被15

雄勝町胴ばやし獅子舞味
噌作愛好連

3,514,000 【新規】大太鼓6、大太鼓台6、獅子頭2、笛6、法被20

河南鹿嶋ばやし保存会

686,000 【修理】大太鼓3

大沢南部神楽保存会

225,750 【修理】大太鼓1

女川漁港大漁獅子舞まむ
し

749,700 【修理】長胴太鼓2

18 安達太良太鼓保存会
福島県立相馬高等学校相
馬太鼓部
原町第一小学校子供九曜
太鼓

2,735,800 【新規】桶胴太鼓1、長胴太鼓4
2,107,518 【新規】大平太鼓1
1,192,365 【新規】桶胴太鼓1、締太鼓2

相馬野馬追太鼓

1,021,020 【新規】長胴太鼓2

南相馬市立真野小学校万
葉太鼓

1,747,830 【新規】長胴太鼓4、締太鼓2

飯舘はなづか太鼓

7,852,005 【新規】桶胴太鼓1、長胴太鼓11、締太鼓4

天栄山黄金太鼓保存会

1,245,510 【新規】長胴太鼓2

岩代國郡山うねめ太鼓保
存会

2,208,000 【新規】桶胴太鼓1、長胴太鼓2、締太鼓1

愛宕陣太鼓連響風組

2,491,020 【新規】長胴太鼓4

飯坂八幡神社祭り太鼓保
存会

3,166,475 【新規】長胴太鼓3

標葉せんだん太鼓保存会

4,215,036 【新規】大平太鼓2

広野昇龍太鼓
ならは天神太鼓うしお会

309,498 【新規】桶胴太鼓2
9,696,950 【新規】桶胴太鼓4、長胴太鼓13、締太鼓10

いなわしろ天鏡太鼓

180,000 【修理】桶胴太鼓1

みつもり太鼓クラブ

504,945 【新規】長胴太鼓1、締太鼓1

いわき市立宮小学校みや
誠承太鼓

660,350 【新規】長胴太鼓1、締太鼓1

山木屋太鼓

3,915,386 【新規】長胴太鼓6、締太鼓3

地域活動支援ｾﾝﾀｰ｢めぐ
み｣一太鼓

4,333,057 【新規】大平太鼓1、長胴太鼓5、締太鼓2

地域伝統芸能復興基金（まつり応援基金） 支援実績一覧表
日本財団 ソーシャルイノベーション本部
時期

団体名

第5回 宮城県太鼓連絡協議会
平成23年 （宮城）
12月

事業名
太鼓の購入及び修理（事業完了）

支援総額
49,941,948

対象
団体数

対象団体

12 女川潮騒太鼓轟会

大森創作太鼓旭ヶ浦

3,460,000 【新規】長胴太鼓4、締太鼓2

豊里風太鼓風の会

2,856,751 【新規】長胴太鼓3、締太鼓3、かつぎ桶太鼓5

伊達の黒船太鼓保存会

5,699,424 【新規】長胴太鼓5、締太鼓5、銅鑼1、かつぎ桶太鼓2

6,669,243 【新規】桶胴太鼓12、締太鼓30

中浜神楽保存会

2,540,164 【新規】長胴太鼓2、締太鼓3、笛7

平磯芸能保存会

5,197,372 【新規】桶胴太鼓3、締太鼓5、長胴太鼓1、笛3、チャンチキ2

1 川口神社

太鼓の購入及び修理（事業完了）

17,874,646

6 大船渡女性会太鼓
久慈備前太鼓
紅太鼓

5,085,612

太鼓の購入及び修理（事業完了）

2,647,914

太鼓の修理（事業完了）

八重垣神社（宮城）

被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）

第9回
神明社（宮城）
平成24年
7月
石巻地区文化協会連絡協議
会（宮城）

被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）
獅子頭等の制作・修理及び太鼓等
の購入（事業完了）

第8回
平成24年4月

248,000
10,591,650
5,258,514
40,783,283

【新規】長胴太鼓3、締太鼓2、鉄筒1、チャッパ1、チャンチキ1、太鼓台10

2,693,876 【修理】長胴太鼓9
【新規】縄締太鼓4、片面ザル太鼓2、太鼓台19、鐘1
4,509,000
【修理】縄締太鼓5、宮太鼓5、ボルト締太鼓7
【新規】桶胴太鼓3、締太鼓1、太鼓台4
779,415
【修理】長胴太鼓3

5,295,186 【新規】長胴太鼓8、締太鼓2、太鼓台10、鉄筒1

7 王将太鼓

497,742 【修理】長胴太鼓2
1,378,692 【新規】長胴太鼓1、太鼓台1
393,120 【修理】大太鼓1、長胴太鼓1

向中野剣舞保存会

1,581,619 【新規】担ぎ桶太鼓8、締太鼓2、締太鼓用座り台2

二ッ森神楽保存会

426,195 【新規】桶胴太鼓1、締太鼓2、締太鼓用金足台2
【新規】大平太鼓1、長胴太鼓6、桶胴太鼓6、締太鼓4、太鼓台17
【修理】桶胴太鼓1、長胴太鼓3

みよこ太鼓

9,940,610

遊びっ鼓組"遊"

5,359,470 【新規】大平太鼓1、長胴太鼓6、大拍子太鼓6、締太鼓5、太鼓台18

津軽海峡海鳴り太鼓保存
普及会
羽川剣ばやし保存会築峰
15
太鼓

160,020 【修理】中太鼓2、締太鼓1
561,456 【修理】長胴太鼓4、締太鼓2、太鼓台1

やまばと太鼓

146,160 【修理】長胴太鼓2

河辺太鼓保存会

363,888 【修理】長胴太鼓5

いずみ太鼓の会

85,680 【修理】長胴太鼓1
【新規】銅鑼2
【修理】平釣太鼓1

蘭導

498,351

唐松太鼓保存会

171,360 【修理】長胴太鼓2

刈和野大網太鼓

383,040 【修理】長胴太鼓4

菖蒲太鼓保存会

259,770 【修理】長胴太鼓1

東今泉八幡太鼓

534,240 【修理】長胴太鼓1、平釣太鼓1

仙北太鼓

459,480

金沢八幡太鼓保存会

408,660 【修理】長胴太鼓2、締太鼓3

【新規】長胴太鼓1
【修理】長胴太鼓2

96,600 【修理】大拍子太鼓1

大雄太鼓愛好会

698,670 【修理】長胴太鼓6

能恵姫竜神太鼓

138,978 【修理】長胴太鼓2

仁賀保太鼓伝承会

279,279 【修理】長胴太鼓4

2 太鼓道場「風の会」

970,200 【新規】長胴太鼓3

龍・連山と和太鼓「龍」
茨城県太鼓連盟（茨城）

【新規】特大神輿運搬台1、特大神輿用胴巻金襴4、太鼓1、太鼓台1、バチ1、旗2、大のぼり1、猿田
彦神装束一式、獅子頭1、獅子反物1、紋入装束170【修理】神輿3

磯鶏太鼓

大森太鼓愛好会

山形県太鼓連盟（山形）

27,778,200

4,099,427 【新規】平太鼓1、桶胴太鼓5、附締太鼓用革5、太鼓台6

八甲田太鼓

太鼓の購入及び修理（事業完了）

669,900 【修理】長胴太鼓6

鼓舞櫻会

氷上太鼓

秋田県太鼓連盟（秋田）

【新規】締太鼓6、長胴太鼓10、大平太鼓1、大締太鼓3
【修理】長胴太鼓5

浜虎太鼓

27,778,200

19,239,726

12,198,656

3,027,507 【新規】締太鼓10、かつぎ用桶胴太鼓6、平太鼓1

神輿の修理及び獅子舞など必要な物品の製作
及び購入(事業完了)

太鼓の購入及び修理（事業完了）

907,887 【新規】締太鼓3、かつぎ桶太鼓3

わ組

仙台市立中野小学校

第7回
青森県太鼓連盟（青森）
平成24年
3月

【新規】桶胴太鼓1、長胴太鼓5、銅鑼1、チャッパ5
【修理】大平太鼓2、長胴太鼓1、締太鼓3

1,484,275 【新規】桶胴太鼓2、締太鼓2【修理】大平太鼓1、長胴太鼓2

創作和太鼓倭多里道の会

第6回 岩手県太鼓連盟（岩手）
平成24年
1月

5,230,769

主な支援内容

閖上太鼓保存会

いそやまあかり太鼓

川口神社（宮城）

各支援金額

1 下館若囃太鼓
1 八重垣神社
1 神明社
25 相川南部神楽保存会

1,677,714 【修理】長胴太鼓3、平釣太鼓2
248,000 【修理】長胴太鼓2、締太鼓1
10,591,650 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費
5,258,514 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費
1,150,000 【新規】神楽面23

大室契約講

2,300,500 【新規】獅子頭（幕付）2、大太鼓2、横笛5、たっつけ風袴1

小泊契約講

1,167,000 【新規】獅子頭（幕付）1、大太鼓2、横笛2

小室契約会

584,000 【新規】大太鼓2、横笛5、バチ10、ひょっとこ面1、たっつけ風袴1

伊勢畑地区獅子振り保存
会

1,416,000 【新規】和太鼓1、太鼓台1、獅子頭（幕付）1、横笛2

大浜地区青年部「八日会」

1,042,400 【新規】獅子頭1、獅子反物1、篠笛3

桑浜羽坂地区

630,000 【新規】獅子頭（幕付）1

下雄勝地区獅子振り保存
会

1,416,000 【新規】和太鼓1、太鼓台1、獅子頭（幕付）1、横笛2

名振地区

4,391,496 【新規】獅子頭1、獅子反物1、篠笛3、金鯱2、山車1

地域伝統芸能復興基金（まつり応援基金） 支援実績一覧表
日本財団 ソーシャルイノベーション本部
時期

団体名

事業名

支援総額

対象
団体数

対象団体

船戸地区獅子振り養成会

1,460,000 【新規】和太鼓1、太鼓台1、獅子頭（幕付）1、横笛4

明神地区共和会

2,645,200 【新規】獅子頭1、獅子反物1、篠笛3、和太鼓2、太鼓台2

立成会

2,725,200 【新規】獅子頭1、獅子反物1、篠笛3、和太鼓2、太鼓台2

小網倉地区牡鹿神楽保存
会

1,269,500 【新規】装束10、長胴太鼓1、鉦1、横笛3、太刀3、神楽面10

大原浜実業団

1,298,500

1,345,500 【新規】バチ12、横笛5、法被20、装束20、獅子頭（幕付）1

小網倉地区実業団

1,645,000

鹿立獅子舞保存会
泊実業団
前網実業団
谷川青年団
寄磯実業団

第11回
青巣稲荷神社（宮城）
平成24年
10月
川口神社（宮城）
鳥海塩神社（宮城）
小竹浜氏子会（宮城）
第12回
本吉法印神楽会（宮城）
平成25年
4月
本吉太々法印神楽保存会
（宮城）
気仙沼市文化協会（宮城）

被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）
被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）
被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）
獅子頭の制作（事業完了）
神楽面の制作及び神楽用物品等
の購入
神楽面の修復及び神楽用物品等
の購入（事業完了）
芸能に必要な物品の購入
（事業完了）

8,431,000
11,025,000
7,398,000
472,500

12 相喜会

被災した神社の再建（事業完了）

第14回 荒神社(岩手)
平成25年
11月 大杉神社(岩手)
神明社（宮城）
鳥海塩神社（宮城）
宮城県神社庁気仙沼支部
（宮城）

996,450 【新規】獅子頭（幕付）2、半纏17

2,670,230 【新規】宮太鼓1、桶太鼓1、太鼓台3、笛6、半纏30、装束一式

尾浦青年団

3,993,150 【新規】長胴太鼓2、太鼓台2、半纏30

桐ケ崎区

1,224,770 【新規】宮太鼓1、太鼓台3、半纏20、笛2

小乗浜実業団

2,684,850 【新規】長胴太鼓2、太鼓台2、半纏25、笛10

竹浦実業団

2,474,850 【新規】長胴太鼓2、半纏30、笛10

塚浜行政区

1,230,178 【新規】太鼓1、太鼓台1、半纏15、笛5

寺間伝承行事保存会

1,930,215 【新規】鋲止太鼓2、太鼓台2、チャンチキ1、半纏20、笛5

野々浜区

1,202,250 【新規】大太鼓1、太鼓台1、半纏20、笛5

横浦実業団

2,623,425 【新規】長胴太鼓1、締太鼓1、太鼓台2、半纏20、笛10

鷲神氏子総代会

6,457,150 【新規】獅子頭2、獅子頭幕2、長胴太鼓6、太鼓台6、半纏50、笛10

1 青巣稲荷神社
1 川口神社
1 鳥海塩神社
1 小竹浜氏子会

8,431,000 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費
11,025,000 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費
7,398,000 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費
472,500 【新規】獅子頭1

23,058,488

1 本吉法印神楽会

23,058,488 【新規】神楽面27、装束一式

15,730,900

1 本吉太々法印神楽保存会

15,730,900

20,496,198

5 大沢伊勢神楽保存会

八幡太鼓保存会

葉山神社（宮城）

【新規】法被15、御のぼり旗4
【修理】獅子頭1
【新規】小太鼓2、太鼓台2、バチ12、吹流し2、御のぼり旗2
680,000
【修理】大太鼓1、中太鼓1
【新規】長胴太鼓1、附締太鼓1、太鼓台2、バチ12、獅子幕1、
2,133,613
横笛6、法被15
【新規】獅子幕1、大太鼓1、太鼓台1、横笛5、装束10、御のぼり旗4
1,100,000
法被5
503,000

女川実業団

只越芸能保存会

第13回 復興陸前高田うごく七夕まつり 山車の製作及び太鼓や保管庫の
平成25年 実行委員会(岩手)
購入（事業完了）
6月

2,016,000 【新規】獅子頭1、獅子反物1、長胴太鼓2

1,708,770 【新規】太鼓1、締太鼓1、太鼓台2、半纏20

古谷館打ちばやし保存会

獅子頭や天狗面等祭りに必要な物
品の購入（事業完了）

【新規】大太鼓1、小太鼓1、太鼓台2、バチ12、獅子頭（幕付）1
横笛5、法被15、御のぼり旗4
【新規】大太鼓1、小太鼓2、太鼓台3、バチ20、獅子頭（幕付）1
2,458,500
横笛5、法被20、御のぼり旗14

飯子浜実業団

沢虎舞

小泉八幡神社（宮城）

【新規】小太鼓2、バチ12、太鼓台2、横笛5、法被15、御神木横幕3
【修理】大太鼓1、獅子頭1
【新規】大太鼓1、小太鼓1、太鼓台2、バチ10、獅子頭（幕付）1
2,109,000
横笛5、法被10、御のぼり旗4
【新規】大太鼓1、小太鼓1、太鼓台2、バチ12、獅子頭（幕付）1
1,274,000
横笛5、法被10

十八成区

鮫浦実業団

29,196,288

【新規】獅子頭1、横笛3、神楽舞台1
【修理】獅子頭1

2,022,874

給分地区獅子振り保存会

獅子振りに必要な物品の購入
（事業完了）

主な支援内容

船越地区

大谷川実業団

第10回 女川町獅子振り復興協議会
平成24年 （宮城）
9月

各支援金額

1,761,750

1 小泉八幡神社

141,375,000

1 葉山神社

15,322,450

2 松原祭組
荒町七夕祭組

【新規】装束一式
【修理】神楽面35
【新規】山車1、宮太鼓1、締太鼓1、半纏200、笛5、紅白幕2
11,814,755
保管用物置1
467,000 【新規】締太鼓5
【新規】欅彫抜き太鼓2、桶胴太鼓15、化粧まわし30、太鼓台30
虎頭1、虎反物1、保管用物置1
【新規】七福神用装束一式、締太鼓11、太鼓用台7、幟旗1、笛5
2,587,770
紅白幕8、保管用物置1
3,867,263

1,759,410 【新規】鋲太鼓6、三丁掛太鼓6、法被38
【新規】板瓔珞1、神輿用赤白綱1、獅子頭1、獅子反物1、天狗面1
猿田彦神装束1、鳥兜1、紋付旗1、小忌衣14
【新規】本殿、弊殿、拝殿、神楽収蔵庫、神楽準備室、斉室、
141,375,000
事務室等の建築
【新規】山車1、曳き綱1、山車照明・音響設備一式、太鼓2、笛20
7,734,450
保管庫1
【新規】山車1、曳き綱1、山車照明・音響設備一式、太鼓2、保管庫1
7,588,000
【修理】太鼓1
1,761,750

神輿と神輿庫の製作及び渡御等に
係る物品の購入（事業完了）

11,605,000

1 荒神社

11,605,000 【新規】神輿1、神輿庫1、白張100

神輿の修理、神輿庫と御篭り場の建築及び渡
御等に係る物品の購入

49,325,153

1 大杉神社

49,325,153

14,260,950

1 神明社

神輿の修理及び渡御等に係る物
品の購入（事業完了）
神輿の製作及び渡御等に係る物
品の購入（事業完了）
神輿の修理・製作及び渡御等に係
る物品の整備（事業完了）

5,396,000
30,315,173

1 鳥海塩神社
8 穐葉神社

【新規】神輿庫1、御篭り場1、神輿神具、太鼓1、提灯、衣装
【修理】神輿1
【新規】太鼓1、のぼり
14,260,950
【修理】神輿1
5,396,000 【新規】神輿1、獅子頭1
544,801 【新規】獅子頭1、龍笛1、法螺貝1、装束
【新規】神輿1、子供神輿1、長胴太鼓1、太鼓台1、矛1、矛用台、旗1、長襦
袢、半纏

愛宕神社

9,316,979

一景島神社

1,851,397 【新規】神輿庫1

賀茂神社

7,187,329

琴平神社
古谷館八幡神社
早馬神社
鹿折八幡神社

【新規】神輿台1、白張、旗、装束
【修理】神輿1
【新規】胴長太鼓1、太鼓台1、賽銭箱1、白張、白張烏帽子、幟、装束、祭
2,146,010
半纏
3,590,622 【新規】奉納演芸常設舞台1
【新規】締太鼓2、四神旛1、鉾1、小鳥毛1、小熊毛1、槍1、立傘1、手鉾1、
5,512,000 社名旗、長袢天
【修理】神輿1
166,035 【新規】装束一式

地域伝統芸能復興基金（まつり応援基金） 支援実績一覧表
日本財団 ソーシャルイノベーション本部
時期

団体名

事業名

高白実業興親会（宮城）
第15回 伊去波夜和氣命神社（宮城）
平成26年
3月
五十鈴神社（宮城）
新山神社（宮城）
見渡神社（福島）
第16回 天照御祖神社（岩手）
平成26年
4月
市杵嶋神社（岩手）

対象
団体数

支援総額

獅子振りに必要な物品の購入（事
業完了）
被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）
被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）
被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）
被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）
神輿庫の建築及び渡御等に係る
物品の購入（事業完了）

主な支援内容

1 高白実業興親会

2,277,517 【新規】獅子頭1（幕付）、長胴太鼓2、笛5

8,470,000

1 伊去波夜和氣命神社

8,470,000 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費

8,490,000

1 五十鈴神社

8,490,000 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費

9,070,000

1 新山神社

9,070,000 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費

6,240,000

1 見渡神社

6,240,000 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費

2,164,644

1 天照御祖神社
1 市杵嶋神社

11,217,128 【新規】神輿庫1、装束タンス1、装束一式等
2,164,644 【修理】神輿庫1

鵜住神社（岩手）

神輿の製作、神輿庫兼御篭り場の建築及び渡
御等に係る物品の購入(事業完了)

26,567,660

1 鵜住神社

26,567,660 【新規】神輿1、神輿庫及び御篭り場1、氏子衣装一式等

大杉神社神輿会（岩手）

山車の製作及び山車倉庫の建築
等（事業完了）

18,236,880

1 大杉神社神輿会

18,236,880 【新規】山車1、山車倉庫1、衣装200着

13,662,038

1 小友町虎舞復興協議会

13,662,038

13,816,112

1

小友町虎舞復興協議会（岩
山車の製作及び山車収納庫の建築、渡御等に
係る物品の購入（事業完了）
手）
綾里地区被災公民館 権現様 山車の製作及び保管庫の設置、渡御等に係る
物品の購入（事業完了）
を復興する会（岩手）
釜石虎舞保存団体連合会(岩
第17回
山車の制作（事業完了）
手)
平成26年
8月
荒神社(岩手)
被災した神社の再建（事業完了）

5,275,773
55,404,000
156,406,400

綾里地区被災公民館 権
現様を復興する会

1 白浜虎舞好友会
1 荒神社

八重垣神社(宮城)

被災した神社の再建

鶴樹神社講中（岩手）

梯子虎舞に必要な梯子、太鼓等の
保管庫の建築（事業完了）

8,050,000

第19回
平成26年 紫神社(宮城)
11月
瑞山流大室南部神楽保存会
(宮城)

神輿の修理及び神輿庫の建築（事
業完了）

16,851,502

第20回
平成27年 八幡神社(宮城)
2月
ひょうたん島復興プロジェクト
(岩手)

被災した鎮守の森再生に向けた植
樹（事業完了）

17,770,000

1 八幡神社

被災した神社の再建（事業完了）

20,970,360

1

第18回
平成26年9月

各支援金額

2,277,517

11,217,128

神輿庫の修理（事業完了）

対象団体

神楽面及び舞台の制作（事業完
了）

1,843,308

合計

1,166,856,804

ROADへ振替

1 八重垣神社
1 鶴樹神社講中
1 紫神社
1

瑞山流大室南部神楽保存
会

ひょうたん島復興プロジェ
クト

【新規】山車3、山車倉庫2、虎頭4、氏子衣装一式等
【修理】太鼓1

13,816,112 【新規】山車3、山車倉庫3、氏子衣装一式等
5,275,773 【新規】山車1
55,404,000 【新規】長床の建築
156,406,400 【新規】社殿、社務所兼管理棟、神輿庫、授与所、手水舎の建築
8,050,000 【新規】保管庫の建築
16,851,502 【修理】神輿1【新規】神輿庫
1,843,308 【新規】神楽面2、舞台
17,770,000 基盤工事、植樹及び植樹祭開催に係る経費
20,970,360 【新規】社殿の建築、鳥居・昇り階段・通路設置

180

1,029,518

基金残額

0

■支援物品の名称は団体からの報告に基づいて記載。
■支援金額及び支援内容は、事業が未完了の団体は決定時の金額及び内容を記載し、事業が完了した団体は完了時の報告に基づいて記載した。事業完了団体は事業名の後に（事業完了）と記載。
事業内容別

社殿及び神楽殿・神輿庫などの再建
合計
県別

件数

団体数

地域の中核的な年中行事、まつりに出演
する芸能団体への支援
鎮守の森復活プロジェクト
(平成24年4月～)

支援金額（単位：円）

150

30

533,028,893

10

10

92,744,164

20
180

13
53

541,083,747
1,166,856,804

件数

団体数

支援金額（単位：円）

宮城県

90

30

694,819,312

岩手県

40

16

387,137,075

福島県

22
25

3
4

57,679,165
27,221,252

177

53

1,166,856,804

その他
合計

■団体数については重複する分はカウントせず。同一団体でも事業が異なる場合があるため事業内容別と県別の団体数は一致しない。

