
No. 所在地 棚⽥名 No. 所在地 棚⽥名

1 北海道岩⾒沢市 栗沢棚⽥ 41 新潟県⼗⽇町市 三ツ⼭の棚⽥

2 北海道岩⾒沢市 岩⾒沢棚⽥ 42 新潟県⼗⽇町市 菅刈の棚⽥

3 北海道上川郡東川町 東川棚⽥ 43 新潟県⼗⽇町市 星峠の棚⽥

4 ⻘森県⿊⽯市 ⼤川原棚⽥ 44 新潟県⼗⽇町市 池⾕・⼊⼭の棚⽥

5 岩⼿県遠野市 旧宮守村棚⽥ 45 新潟県⼗⽇町市 枯⽊⼜の棚⽥

6 岩⼿県⼀関市 ⼭吹棚⽥ 46 新潟県⼗⽇町市 慶地の棚⽥

7 岩⼿県⼀関市 ⾦⼭棚⽥ 47 新潟県⼗⽇町市 松代の棚⽥

8 宮城県登⽶市 津⼭町沢⽥地区の棚⽥ 48 新潟県⼗⽇町市 布川の棚⽥群

9 宮城県伊具郡丸森町 ⼤張沢尻棚⽥ 49 新潟県⼗⽇町市 留守原の棚⽥

10 秋⽥県⼭本郡藤⾥町 横倉棚⽥ 50 新潟県⼗⽇町市 三桶の棚⽥

11 ⼭形県⼭形市 蔵王上野の棚⽥ 51 新潟県⼗⽇町市 蓬平の棚⽥

12 ⼭形県村⼭市 中沢棚⽥ 52 新潟県上越市 筒⽅地区の棚⽥群

13 ⼭形県尾花沢市 ⾼橋の棚⽥ 53 新潟県上越市 名⽔「⼤出⼝泉⽔」流れる棚⽥群

14 ⼭形県尾花沢市 明光寺の棚⽥ 54 新潟県上越市 櫛池の棚⽥群

15 ⼭形県東村⼭郡⼭辺町 ⼤蕨の棚⽥ 55 新潟県上越市 正善寺の棚⽥

16 ⼭形県⻄村⼭郡朝⽇町 椹平の棚⽥ 56 新潟県上越市 ⾓間の棚⽥

17 ⼭形県最上郡⼤蔵村 四ヶ村の棚⽥ 57 新潟県上越市 おぐろの棚⽥群

18 ⼭形県⻄置賜郡⽩鷹町 ⽩鷹北部地区棚⽥群 58 新潟県上越市 川⾕もより棚⽥群

19 ⼭形県飽海郡遊佐町 藤井の棚⽥ 59 新潟県佐渡市 岩⾸昇⻯棚⽥

20 福島県喜多⽅市⼭都町 上堰棚⽥ 60 新潟県佐渡市 歌⾒の棚⽥

21 福島県⼆本松市 東和の布沢棚⽥ 61 新潟県佐渡市 ⼩倉千枚⽥

22 福島県⼆本松市 ⻄⾕棚⽥ 62 新潟県佐渡市 ⽚野尾棚⽥

23 栃⽊県芳賀郡茂⽊町 ⼊郷⽯畑の棚⽥ 63 新潟県佐渡市 北⽚辺棚⽥

24 栃⽊県那珂川町 ⼩砂の棚⽥ 64 新潟県佐渡市 達者棚⽥

25 群⾺県沼⽥市 ⽯墨棚⽥ 65 新潟県佐渡市 ⽉布施棚⽥

26 埼⽟県秩⽗郡横瀬町 寺坂棚⽥ 66 新潟県胎内市 鍬江の棚⽥

27 千葉県鴨川市 ⼤⼭千枚⽥ 67 新潟県津南町 結東の⽯垣⽥

28 千葉県鴨川市 川代柿ノ⽊代棚⽥ 68 富⼭県富⼭市 河⻄の棚⽥

29 神奈川県秦野市 名古⽊の棚⽥群 69 富⼭県富⼭市 三乗の棚⽥

30 ⼭梨県南巨摩郡富⼠川町 𣇃⽶の棚⽥ 70 富⼭県氷⾒市 胡桃棚⽥群

31 ⼭梨県南巨摩郡富⼠川町 平林の棚⽥ 71 富⼭県氷⾒市 ⻑坂棚⽥群

32 新潟県⻑岡市 ⽐礼カカシアート棚⽥ 72 富⼭県南砺市 相倉棚⽥

33 新潟県三条市 北五百川の棚⽥ 73 ⽯川県輪島市 ⽩⽶千枚⽥

34 新潟県柏崎市 花坂の棚⽥ 74 ⽯川県⽻咋市 神⼦原地区棚⽥群

35 新潟県柏崎市 梨ノ⽊⽥の棚⽥ 75 ⽯川県⽩⼭市 河原⼭の棚⽥群

36 新潟県柏崎市 上輪新⽥の棚⽥ 76 ⽯川県津幡町 中原棚⽥

37 新潟県柏崎市 飯寺の棚⽥ 77 ⽯川県志賀町 ⼤笹波⽔⽥

38 新潟県⼗⽇町市 蒲⽣の棚⽥ 78 ⽯川県能登町 ⿊川棚⽥

39 新潟県⼗⽇町市 儀明の棚⽥ 79 ⽯川県能登町 当⽬千⽯棚⽥

40 新潟県⼗⽇町市 ⼩荒⼾の棚⽥ 80 福井県⼩浜市 かんにゃ

「つなぐ棚⽥遺産〜ふるさとの誇りを未来へ〜」

選定棚⽥⼀覧（計271）



No. 所在地 棚⽥名 No. 所在地 棚⽥名

81 福井県美浜町 菅浜棚⽥ 121 滋賀県⼤津市 仰⽊ 平尾の棚⽥

82 ⻑野県⻑野市 根越下沖の棚⽥ 122 滋賀県栗東市 ⾛井棚⽥

83 ⻑野県⻑野市 ⼤⻄の棚⽥ 123 滋賀県甲賀市 ⼭⼥原の棚⽥

84 ⻑野県⻑野市 ⽥沢沖の棚⽥ 124 滋賀県甲賀市 今郷棚⽥

85 ⻑野県⻑野市 栃倉の棚⽥ 125 滋賀県⾼島市 鵜川の棚⽥

86 ⻑野県上⽥市 稲倉の棚⽥ 126 滋賀県⾼島市 畑の棚⽥

87 ⻑野県飯⽥市 よこね⽥んぼ 127 京都府京都市 宕陰 越畑・樒原の棚⽥

88 ⻑野県伊那市 ⼭室の棚⽥ 128 京都府福知⼭市 ⽑原の棚⽥

89 ⻑野県伊那市 中尾の棚⽥ 129 京都府宮津市 上世屋・松尾の棚⽥

90 ⻑野県飯⼭市 福島棚⽥ 130 京都府京丹後市 袖志の棚⽥

91 ⻑野県千曲市 姨捨の棚⽥ 131 ⼤阪府河内⻑野市 惣代の棚⽥

92 ⻑野県上伊那郡中川村 飯沼の棚⽥ 132 ⼤阪府豊能郡能勢町 ⻑⾕の棚⽥

93 ⻑野県東筑摩郡⿇績村 市野川棚⽥ 133 ⼤阪府南河内郡河南町 平⽯の棚⽥

94 ⻑野県北安曇郡⽩⾺村 ⻘⻤の棚⽥ 134 ⼤阪府南河内郡河南町 持尾の棚⽥

95 ⻑野県北安曇郡⼩⾕村 ⼩⾕村棚⽥群 135 ⼤阪府千早⾚阪村 下⾚阪の棚⽥

96 ⻑野県下⾼井郡野沢温泉村 野沢沖の棚⽥ 136 兵庫県養⽗市 宮垣の棚⽥

97 岐⾩県⾼⼭市 滝町棚⽥ 137 兵庫県養⽗市 能座の棚⽥

98 岐⾩県中津川市 はちたか地域棚⽥ 138 兵庫県養⽗市 別宮の棚⽥

99 岐⾩県恵那市
「⽇本の棚⽥百選」坂折棚⽥があ

る岐⾩県恵那市中野⽅町の棚⽥群
139 兵庫県宍粟市 ⼭⽥の棚⽥

100 岐⾩県⾶騨市 種蔵棚⽥ 140 兵庫県宍粟市 飯⾒の棚⽥

101 岐⾩県郡上市 正ヶ洞棚⽥ 141 兵庫県多可郡多可町 岩座神の棚⽥

102 岐⾩県郡上市 六ノ⾥棚⽥（畑ヶ⾕・三ヶ村） 142 兵庫県美⽅郡⾹美町 うへ⼭

103 岐⾩県郡上市 奥住⼩保⽊棚⽥ 143 奈良県葛城市 葛城⼭麓地域の棚⽥

104 岐⾩県下呂市 三ツ⽯棚⽥ 144 奈良県⾼市郡明⽇⾹村 稲渕棚⽥

105 岐⾩県加茂郡⼋百津町 上代⽥棚⽥ 145 和歌⼭県橋本市 芋⾕の棚⽥

106 静岡県浜松市 久留⼥⽊の棚⽥ 146 和歌⼭県海草郡紀美野町 中⽥の棚⽥

107 静岡県浜松市 ⽩橿の棚⽥ 147 和歌⼭県有⽥郡有⽥川町 久野原の棚⽥

108 静岡県浜松市 ⼤栗安の棚⽥ 148 和歌⼭県有⽥郡有⽥川町 杉野原の棚⽥

109 静岡県沼津市 北⼭の棚⽥ 149 和歌⼭県有⽥郡有⽥川町 上湯・あらぎ島

110 静岡県富⼠宮市 平成棚⽥ 150 和歌⼭県有⽥郡有⽥川町 沼の棚⽥・段々畑

111 静岡県伊⾖市 荒原の棚⽥ 151 和歌⼭県有⽥郡有⽥川町 沼⾕「天空の棚⽥」

112 静岡県伊⾖市 茅野の棚⽥ 152 和歌⼭県東牟婁郡那智勝浦町 ⾊川の棚⽥群

113 静岡県菊川市 千框棚⽥ 153 ⿃取県⿃取市 京ヶ原棚⽥

114 静岡県賀茂郡松崎町 ⽯部棚⽥ 154 ⿃取県岩美郡岩美町 横尾棚⽥

115 愛知県岡崎市 千万町棚⽥ 155 ⿃取県⼋頭郡若桜町 つく⽶棚⽥

116 愛知県新城市 四⾕の千枚⽥ 156 島根県浜⽥市 室⾕の棚⽥

117 三重県松阪市 深野だんだん⽥ 157 島根県浜⽥市 都川棚⽥群

118 三重県熊野市 丸⼭千枚⽥ 158 島根県益⽥市 中垣内

119 三重県伊賀市 ⻄⼭の棚⽥ 159 島根県⼤⽥市 佐津⽬⼦ご美の⾥

120 滋賀県⼤津市 上仰⽊棚⽥ 160 島根県⼤⽥市 ⻄⽥ヨズクの⾥



No. 所在地 棚⽥名 No. 所在地 棚⽥名

161 島根県雲南市 ⼭王寺本郷 201 ⾼知県⼟佐町 ⾼須棚⽥

162 島根県仁多郡奥出雲町 追⾕ 202 ⾼知県梼原町 神在居の千枚⽥

163 島根県仁多郡奥出雲町 ⼤原新⽥ 203 ⾼知県⾼岡郡津野町 ⾙ノ川棚⽥

164 島根県仁多郡奥出雲町 いわけ 204 福岡県⼋⼥市星野村 ⿅⾥地区の棚⽥

165 島根県⾢南町 上⽥・平佐棚⽥ 205 福岡県⼋⼥市星野村 広内・上原地区の棚⽥

166 島根県⿅⾜郡吉賀町 ⼤井⾕の棚⽥ 206 福岡県うきは市 つづら棚⽥

167              岡⼭県真庭市                  社棚⽥ 207 福岡県⽷島市 吉井上棚⽥

168                岡⼭県美作市 美作市上⼭の千枚⽥ 208 福岡県朝倉郡東峰村 ⽵

169                 岡⼭県和気郡和気町                  ⽥⼟の棚⽥ 209 佐賀県唐津市 蕨野の棚⽥

170                 岡⼭県久⽶郡久⽶南町                  上籾棚⽥ 210 佐賀県唐津市 駄⽵の棚⽥

171                 岡⼭県久⽶郡久⽶南町                  北庄棚⽥ 211 佐賀県唐津市 ⼤浦の棚⽥

172    岡⼭県美咲町                  ⼤垪和⻄の棚⽥ 212 佐賀県多久市 平野棚⽥

173 岡⼭県美咲町                  ⼩⼭の棚⽥ 213 佐賀県伊万⾥市 中⽥棚⽥

174 広島県庄原市 ⽐和 三河内の棚⽥ 214 佐賀県伊万⾥市 川内野棚⽥

175                 広島県安芸太⽥町                  寺領・⽉の⼦の棚⽥ 215 佐賀県武雄市 川内の棚⽥

176 広島県安芸太⽥町 津浪の棚⽥ 216 佐賀県⼩城市 江⾥⼭の棚⽥

177                 広島県安芸太⽥町                  井仁の棚⽥ 217 佐賀県東松浦郡⽞海町 浜野浦の棚⽥

178 ⼭⼝県下関市 ⾼野の棚⽥ 218 佐賀県⻄松浦郡有⽥町 岳の棚⽥

179 ⼭⼝県⼭⼝市 吉敷畑地区の棚⽥ 219 ⻑崎県⻑崎市 ⼤中尾棚⽥

180 ⼭⼝県⻑⾨市 東後畑の棚⽥ 220 ⻑崎県平⼾市 ⼤根坂の棚⽥

181 ⼭⼝県⻑⾨市 本郷の棚⽥ 221 ⻑崎県平⼾市 春⽇の棚⽥

182 ⼭⼝県周南市 ⼤道理⿅野地の棚⽥ 222 ⻑崎県松浦市福島町⼟⾕免 ⼟⾕棚⽥

183 ⼭⼝県周南市 中須の棚⽥ 223 ⻑崎県雲仙市 ちぢわ岳棚⽥

184 ⼭⼝県熊⽑郡⽥布施町 ⽯ノ⼝の棚⽥ 224 ⻑崎県東彼杵郡川棚町 ⽇向の棚⽥

185 ⼭⼝県阿武郡阿武町 ⽊与の棚⽥ 225 ⻑崎県東彼杵郡波佐⾒町 ⻤⽊棚⽥

186 徳島県勝浦郡上勝町 市宇の棚⽥ 226 ⻑崎県東彼杵郡波佐⾒町 川内棚⽥

187 徳島県勝浦郡上勝町 ⽥野々の棚⽥ 227 ⻑崎県東彼杵郡波佐⾒町野 野々川郷百枚⽥

188 徳島県勝浦郡上勝町 ⼋重地の棚⽥ 228 熊本県⼋代市 ⼆⾒平野地区棚⽥

189 徳島県勝浦郡上勝町 樫原の棚⽥ 229 熊本県⽔俣市 久⽊野校区の棚⽥群

190 徳島県勝浦郡上勝町 府殿の棚⽥ 230 熊本県⼭⿅市 番所の棚⽥

191 ⾹川県観⾳寺市 五郷の棚⽥ 231 熊本県菊池市 滝棚⽥

192 ⾹川県⼩⾖郡⼟庄町 唐櫃の棚⽥ 232 熊本県菊池 佐野棚⽥

193 ⾹川県⼩⾖郡⼩⾖島町 中⼭千枚⽥ 233 熊本県上天草市 ⼤作⼭の千枚⽥

194 ⾹川県⽊⽥郡三⽊町 ⼩蓑の棚⽥ 234 熊本県阿蘇市 阿蘇⽔掛の棚⽥

195 愛媛県⻄条市 千町の棚⽥ 235 熊本県下益城郡美⾥町 ⼩崎の棚⽥群

196 愛媛県⼤洲市 樫⾕棚⽥ 236 熊本県下益城郡美⾥町 ⽩⽯野の棚⽥

197 愛媛県東温市 井内の棚⽥ 237 熊本県下益城郡美⾥町 下福良の棚⽥群

198 愛媛県東温市 ⾬滝⾳⽥の棚⽥ 238 熊本県下益城郡美⾥町 夏⽔の棚⽥

199 愛媛県北宇和郡松野町 奥内の棚⽥ 239 熊本県阿蘇郡産⼭村 扇棚⽥

200 ⾼知県本⼭町 ⼟佐・本⼭ 天空の棚⽥群 240 熊本県⾼森町 菅⼭の棚⽥群



No. 所在地 棚⽥名

241 熊本県上益城郡⼭都町 峰棚⽥

242 熊本県上益城郡⼭都町 ⽩⽷台地棚⽥

243 熊本県上益城郡⼭都町 菅迫⽥棚⽥

244 熊本県球磨郡球磨村 くまむら棚⽥群

245 ⼤分県別府市 天間棚⽥

246 ⼤分県別府市 堂⾯棚⽥

247 ⼤分県別府市 内成棚⽥

248 ⼤分県別府市 ⼤所棚⽥

249 ⼤分県別府市 東⼭の棚⽥群

250 ⼤分県⽇⽥市 ⽉出⼭棚⽥

251 ⼤分県豊後⾼⽥市 ⽥染荘 ⼩崎の棚⽥

252 ⼤分県宇佐市 両合棚⽥

253 ⼤分県国東市 密乗院の棚⽥

254 ⼤分県玖珠郡玖珠町 ⼭浦早⽔

255 宮崎県⽇南市 坂元棚⽥

256 宮崎県児湯郡⻄⽶良村 向江棚⽥

257 宮崎県児湯郡⻄⽶良村 春之平棚⽥

258 宮崎県東⾅杵郡椎葉村
椎葉のマチュピチュ

「下松尾仙⼈の棚⽥」

259 宮崎県⻄⾅杵郡⾼千穂町 尾⼾の⼝棚⽥

260 宮崎県⻄⾅杵郡⾼千穂町 東岸寺扇の峰棚⽥

261 宮崎県⻄⾅杵郡⾼千穂町 徳別当の棚⽥

262 宮崎県⻄⾅杵郡⾼千穂町 川登棚⽥群（栃⼜の棚⽥）

263 宮崎県⻄⾅杵郡⽇之影町 深⾓棚⽥

264 宮崎県⻄⾅杵郡⽇之影町 ⽯垣の村「⼾川」

265 宮崎県⻄⾅杵郡五ヶ瀬町 ⽇蔭棚⽥

266 宮崎県⻄⾅杵郡五ヶ瀬町 下の原棚⽥

267 宮崎県⻄⾅杵郡五ヶ瀬町 ⿃の巣棚⽥

268 ⿅児島県⿅児島市 ⼋重の棚⽥

269 ⿅児島県指宿市 尾下の棚⽥

270 ⿅児島県指宿市 新永吉の棚⽥

271 ⿅児島県姶良郡湧⽔町 幸⽥の棚⽥群


