
全ブロック会員リスト 会員数 391

都道府県 No. 自治体名 担当課 担当者 〒 住所 電話番号 メールアドレス

北海道 101 旭川市 地域振興部　都市計画課
課長補佐
原智之

070-8525 旭川市６条１０丁目　第三庁舎３階 0166-25-9704 tosi_kei@city.asahikawa.lg.jp

北海道 102 釧路市 産業振興部　観光振興室
主査
岡田　啓佑

085-8505 釧路市黒金町７丁目５番地 0154-31-4549 ka-kankou@city.kushiro.lg.jp

北海道 103 帯広市 観光交流課 係員　大宮　悠汰 080-8670 帯広市西５条南７丁目１番地 0155-65-4169 tourism@city.obihiro.hokkaido.jp

北海道 104 北見市 観光振興室
主幹
泉　信之

090-8501 北見市大通西３丁目１番地１ 0157-33-1125 nobuyuki.izumi@city.kitami.lg.jp

北海道 105 網走市 観光課
主事
川村　悠人

093-8555 網走市南6条東4丁目 0152-67-6707 zusr-kk-kanko@city.abashiri.lg.jp

北海道 106 美唄市 経済観光課
主事
成田　和幸

072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号 0126-63-0112 kouryu@city.bibai.lg.jp

北海道 107 芦別市 商工観光課
主事
井澤　勇揮

075-8711 芦別市北１条東１丁目３番地 0124-22-7756 kankou@city.ashibetsu.hokkaido.jp

北海道 108 江別市 観光振興課
係長
岩村　太朗

067-8674 江別市高砂町６番地 011-381-1091 kankoshinko@city.eb etsu.lg.jp

北海道 109 名寄市 産業振興室　産業振興課
主事
横澤　耕二

096-8686 名寄市大通南１丁目１番地 01654-3-2111 ny-sangyo@city.nayoro.lg.jp

北海道 110 三笠市 商工観光課
主任主事
新山　淳

068-2192 三笠市幸町2番地 01267-2-3997 kankou@city.mikasa.lg.jp

北海道 111 恵庭市 まちづくり推進課
主幹
東　賢哉

061-1498 恵庭市京町1番地 0123-33-3131 machi@city.eniwa.lg.jp

北海道 112 石狩市 企画課
上窪　健一
江畠　紀和

061-3292 石狩市花川北６条１丁目30番地２ 0133-72-3193 ki-kotsu@city.ishikari.hokkaido.jp

北海道 113 奥尻町
地域政策課
商工観光係

主幹
羽立　仁

043-1498 奥尻郡奥尻町字奥尻806番 01397-2-3404 hadate-j@town.okushiri.lg.jp

北海道 114 島牧村 企画課 奥　康幸 048-0621 島牧郡島牧村字泊83-1 0136-75-6211 kankou@vill.shimamaki.lg.jp

北海道 115 蘭越町 商工労働観光課
課長
水上　昭広

048-1392 磯谷郡蘭越町蘭越町２５８番地５
0136-57-5111
内線268

kankou@town.rankoshi.lg.jp

北海道 116 ニセコ町 商工観光課
課長
齊藤　徹

048-1595 虻田郡ニセコ町字富士見47番地 0136-44-2121 kankou@town.niseko.lg.jp

北海道 117 倶知安町 総合政策課
課長
黒田　智

044-0001 虻田郡倶知安町北１条東３丁目 0136-56-8001 sousei@town.kutchan.lg.jp

北海道 118 由仁町 地域活性課
主事
安田　伶凪

069-1292 夕張郡由仁町新光２００番地 0123-83-2112 chiiki@town.yuni.lg.jp
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北海道 119 妹背牛町 企画振興課 塚原　由大 079-0592 雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地 0164-32-2411 shinkog@town.moseushi.lg.jp

北海道 120 秩父別町
産業課
商工・観光・労働係

片山　真志 078-2192 雨竜郡秩父別町4101番地 0164-33-2111 sangyou@town.chippubetsu.lg.jp

北海道 121 沼田町 産業創出課
主査
大原　利啓

078-2202 雨竜郡沼田町南１条３丁目６番５３号 0164-35-2155 sangyou@town.numata.lg.jp

北海道 122 利尻富士町 企画政策課 種谷　卓 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6番地 0163-82-2850 kikaku@town.rishirifuji.hokkaido.jp

北海道 123 美幌町
商工観光課
商工観光グループ

刀祢　達郎 092-8650 網走郡美幌町字東２条北２丁目 0152-73-1111 kankout@town.bihoro.hokkaido.jp

北海道 124 小清水町 産業課 窪田　卓 099-3698 斜里郡小清水町元町2丁目1番1号 0152-62-4481 syoukoumgr@town.koshimizu.lg.jp

北海道 125 大空町 産業課
主幹
佐川　雅仁

099-2392 網走郡大空町女満別西３条４丁目１番１号 0152-74-2111  masahito.sagawa@town.ozora.lg.jp

北海道 126 音更町
経済部
商工観光課観光係

林　健一郎 080-0198 河東郡音更町元町2番地 0155-42-2111 shoukoukankouka@town.otofuke.lg.jp

北海道 127 上士幌町 商工観光課
観光担当
松岡　佑昌

080-1492 河東郡上士幌町字上士幌東３線238番地 01564-2-4291 syoukoukankouka@town.kamishihoro.hokkaido.jp

北海道 128 鹿追町 商工観光課
課長補佐
大西　亮一

081-0292 鹿追町東町1丁目１５ 0156-66-4034 shoukou@town.shikaoi.lg.jp

北海道 129 新得町
産業課
観光振興係

乙井　逸人 081-8501 上川郡新得町3条南4丁目26番地 0156-64-0522 kankoushinkou@town.shintoku.hokkaido.jp

北海道 130 弟子屈町
観光商工課
観光振興係

川目　恵大 088-3292 川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 015-482-2940 kawame.keita@town.teshikaga.lg.jp

北海道 131 鶴居村 産業振興課 國安　知也 085-1203 阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地 0154-64-2114 tomoya_kuniyasu@vill.tsurui.lg.jp

青森県 201 平内町 水産商工観光課
副指導監
門脇　淳

039-3393 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63番地 017-755-2118 kadowaki-kiyoshi@town.hiranai.aomori.jp

青森県 202 野辺地町 地域戦略課
主査
荒川　純希

039-3131 青森県上北郡野辺地町字野辺地123番地１ 0175-64-2111 j-arakawa@town.noheji.lg.jp

青森県 203 田子町 総務課
総務ＧL
木谷健悦

039-0292 青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平81 0179-32-3111 takko0101a@town.takko.lg.jp

青森県 204 階上町 総合政策課
主幹
髙橋　勇真

039-1201 青森県三戸郡階上町大字道仏字天当平１番地87 0178-88-2113 yuma_ta@town.hashikami.lg.jp

岩手県 205 宮古市 企画部　公共交通推進課
公共交通推進係
長
小笠原　雅明

027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号 0193-68-9134  public_transport@city.miyako.lg.jp

岩手県 206 大船渡市 企画政策部　企画調整課
課長補佐
伊勢徳雄

022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 0192-27-3111 ofu_kikaku@city.ofunato.lg.jp

岩手県 207 花巻市 総合政策部　秘書政策課
主査
澤田　宇利

025-8601 岩手県花巻市花城町９番30号 0198-41-3503 keiei@city.hanamaki.lg.jp
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岩手県 208 北上市 都市整備部　都市再生推進課
交通政策係長
及川　昌昭

024-8502 岩手県北上市上江釣子17-201-2 0197-72-8312 masaaki1529@city.kitakami.iwate.jp

岩手県 209 遠野市 環境整備部　建設課
工務係長
石田　美津江

028-0592 岩手県遠野市中央通り９番１号 0198-62-2111 kensetu@city.tono.lg.jp

岩手県 210 陸前高田市 地域振興部　観光交流課
課長補佐
村上聡

029-2292 岩手県陸前高田市高田町字鳴石42番地５ 0192-54-2111 kankou@city.rikuzentakata.iwate.jp

岩手県 211 釜石市 総務企画部　総合政策課
主事補
高橋　優哉

026-8686 岩手県釜石市只越町３丁目９番13号 0193-27-8413 sougou@city.kamaishi.iwate.jp

岩手県 212 八幡平市 文化スポーツ課 関 028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170 0195-74-2111 takayuki@city.hachimantai.lg.jp

岩手県 213 奥州市 総務企画部　政策企画課
企画推進係長
齋藤輝彦

023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目１番地 0197-34-2125 kikaku@city.oshu.iwate.jp

岩手県 214 滝沢市 企画政策課
主任
小綿　元貴

020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55番地 019-656-6561 kikaku@city.takizawa.iwate.jp

岩手県 215 紫波町 教育部　生涯学習課
主任兼社会教育
主事
上方　雄理

028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目３番地１ 019-672-2111 y-kamikata@town.shiwa.iwate.jp

岩手県 216 矢巾町 企画財政課
企画コミュニティ
担当
係長　立花真記

028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅13-123 019-611-2721 maki.t@town.yahaba.lg.jp

岩手県 217 西和賀町 企画課
主査
高橋　高行

029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40-40-71 0197-82-3284 kikaku@town.nishiwaga.lg.jp

岩手県 218 金ケ崎町 企画財政課
主査
小野寺　悠

029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-１ 0197-42-2111 kikakuzaisei@town.kanegasaki.lg.jp

宮城県 219 石巻市 産業部　観光課
主任主事
木村　朋彦

986-8501 宮城県石巻市穀町14-１ 0225-95-1111 issightsee@city.ishinomaki.lg.jp

宮城県 220 気仙沼市
震災復興・企画課
けせんぬま創生戦略室

若林　秀和 988-8501 宮城県気仙沼市八日町1丁目1番1号 0226-22-6600 kikaku@kesennuma.miyagi.jp

宮城県 221 名取市 生活経済部　商工観光課
主査
中澤　真哉

981-1292 宮城県名取市増田字柳田80番地 022-724-7149 syousui@city.natori.lg.jp

宮城県 222 岩沼市 総務部　政策企画課
主査
木幡　祐貴

989-2480 宮城県岩沼市桜一丁目６番20号 0223-22-2425 hi-syo@city.iwanuma.miyagi.jp

宮城県 223 栗原市 商工観光部　田園観光課
主事
曽田沙穂里

987-2293 宮城県栗原市築館薬師一丁目７番１号 0228-22-1151 kanko@kuriharacity.jp

宮城県 224 東松島市 産業部　商工観光課
主査
菅原　久義

981-0303 宮城県東松島市小野字新宮前５番地 0225-82-1111 kanko@city.higashimatsushima.lg.jp

宮城県 225 富谷市 企画政策課
課長補佐
横田　善和

981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地 022-358-3111 kikakuseisaku@tomiya-city.miyagi.jp

宮城県 226 七ヶ宿町 ふるさと振興課
主事
髙橋　陸

989-0592 宮城県刈田郡七ヶ宿町字関126 0224-37-2177 shichi23@town.shichikashuku.miyagi.jp

宮城県 227 大河原町 企画財政課
政策企画係長
良田　大

989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19 0224-53-2112 seisaku@town.ogawara.lg.jp

3/21



都道府県 No. 自治体名 担当課 担当者 〒 住所 電話番号 メールアドレス

宮城県 228 柴田町 まちづくり政策課
主事
吉田　衣里

989-1692 宮城県柴田郡柴田町船岡中央２丁目３-45 0224-54-2111 plan@town.shibata.lg.jp

宮城県 229 川崎町 地域振興課
主事
佐藤　克哉

989-1592 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175番地１ 0224-84-2117 kawa-san@town.kawasaki.miyagi.jp

宮城県 230 女川町 産業振興課
観光係長
清水章宏

986-2265 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川一丁目1番地1 0225-54-3131 kanko2@town.onagawa.lg.jp

秋田県 231 横手市 総務企画部　秘書広報課
主任
松井　覚幹

013-8601 秋田県横手市中央町８番２号 0182-35-2189 koho@city.yokote.lg.jp

秋田県 232 大館市 企画調整課 西村　克也 017-8555 秋田県大館市字中城20番地 0186-43-7027 kikaku@city.odate.lg.jp

秋田県 233 男鹿市 観光文化スポーツ部　観光課
副主幹
渡部　健

010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-１ 0185-24-9220 k_watanabe@city.oga.akita.jp

山形県 234 寒河江市 企画創成課
政策調整主査
菊地　稔郎

991-8601 山形県寒河江市中央一丁目９-45 0237-85-1409 seisaku@city.sagae.lg.jp

山形県 235 高畠町 商工観光課
観光交流係長
大河原　多美子

992-0392 山形県東置賜郡高畠町大字高畠436 0238-52-4482 syoukan@town.takahata.yamagata.jp

福島県 236 郡山市 総合交通政策課
主査
橋本　満

963-8601 郡山市朝日一丁目23番7号 024-924-3721 koutuu-kikaku@city.koriyama.lg.jp

福島県 237 いわき市 スポーツ振興課
主事
松﨑　和己

970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地 0246-22-7553 sports-shinko@city.iwaki.lg.jp

福島県 238 相馬市 企画政策部　秘書課
秘書係長
加藤　功嗣

976-8601 相馬市中村字北町63-3 0244-37-2115 hisyo@city.soma.lg.jp

福島県 239 北塩原村 商工観光課 須藤　裕三 966-0485 福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151 0241-32-2511 kankou01@vill.kitashiobara.fukushima.jp

福島県 240 猪苗代町 商工観光課 小鮒　克弘 969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南100 0242-62-2117 syoukan@town.inawashiro.fukushima.jp

福島県 241 棚倉町 地域創生課
歴史観光係長
松本　淳子

963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33 0247-33-2112 chiikisousei@town.tanagura.lg.jp

福島県 242 矢祭町 事業課事業グループ 菊池　克明 963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 0247-46-4577 jigyou-g@town.yamatsuri.lg.jp

福島県 243 塙町
まち振興課
商工観光係

主査
根本　雅士

963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地 0247-43-2112 sinko@town.hanawa.lg.jp

新潟県 301 糸魚川市
産業部　商工観光課
交流観光係

岡田　一貴 941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1－2－5 025-552-1511 kanko@city.itoigawa.lg.jp

新潟県 302 妙高市 観光商工課 牛木　優治 944-8686 新潟県妙高市栄町5-1 0255-74-0021 kankoshoko@city.myoko.niigata.jp

新潟県 303 五泉市 企画政策課 松田　隆之 959-1692 新潟県五泉市太田1094－1 0250-43-3911 kikaku@city.gosen.lg.jp

新潟県 304 佐渡市
観光振興課
交流イベント推進室

中川　拓也 952-0011 新潟県佐渡市両津夷384-11 0259-67-7944 r-promotion@city.sado.niigata.jp
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新潟県 305 南魚沼市 生涯スポーツ課 種村　利治 949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1 025-773-6630 sports＠city.minamiuonuma.lg.jp

富山県 306 氷見市 産業振興部　観光交流課 船木　悠平 935-8686 富山県氷見市鞍川1060 0766-74-8106 yuhei.funaki@city.himi.lg.jp

石川県 307 小松市 都市創造部　まちデザイン課 福野　善則 923-8650 石川県小松市小馬出町91 0761-24-8100 toshikei@city.komatsu.lg.jp

石川県 308 加賀市 建設部　土木課 井上　恵介 922-8622 石川県加賀市大聖寺南町二41 0761-72-7930 douro@city.kaga.lg.jp

福井県 309 大野市 くらし環境部　建設整備課 岡田つかさ 912-8666 福井県大野市天神町1-1 0779-64-4812 kensetu@city.fukui-ono.lg.jp

福井県 310 永平寺町 総務課 河野　雄貴 910-1192 福井県吉田郡永平寺町松岡春日１丁目４番地 0776-61-3941 somu@town.eiheiji.fukui.jp

福井県 311 美浜町 土木建築課 増田　真司 919-1192 福井県三方郡美浜町郷市25-25 0770-32-6707 doboku-kenchiku@town.fukui-mihama.lg.jp

長野県 312 松本市 交通部自転車推進課 竹内　豊明 390-8620 長野県松本市丸の内３番７号 0263-34-3245 toyoaki_takeuchi@city.matsumoto.lg.jp

長野県 313 中野市
商工観光課
観光交流係 兼 ちょうど
いい田舎暮らし推進係

中嶋　宣子 383-8614 長野県中野市三好町一丁目3番19号 0269-22-2111 kanko@city.nakano.nagano.jp

長野県 314 飯山市 経済部　商工観光課 佐藤 恭史 389-2292 長野県飯山市大字飯山1110－1 0269-62-3111 shoukan@city.iiyama.lg.jp

長野県 315 安曇野市 政策部　政策経営課 髙橋　満 399-8281 長野県安曇野市豊科６０００番地 0263-71-2401 seisakukeiei@city.azumino.lg.jp

長野県 316 小谷村
観光振興課
観光商工課係

丸山　和樹 399-9494 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 0261-82-2001 kanko@vill.otari.nagano.jp

長野県 317 山ノ内町 観光商工課 堀米　貴秀 381-0498 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 0269-33-1107 kanko@town.yamanouchi.lg.jp

長野県 318 木島平村
産業課
商工観光係

水澤　祐介 389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷914番地6 0269-82-3111 shokan@vill.kijimadaira.lg.jp

長野県 319 野沢温泉村 観光産業課 富井　健一 389-2592 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817 0269-85-3114 shoko@vill.nozawaonsen.nagano.jp

長野県 320 栄村
商工観光課
観光係

山田　誠士
小林　紀子

389-2702 長野県下水内郡栄村大字北信2903 0269-87-2702 kankou-k@vill.sakae.nagano.jp

茨城県 401 水戸市 市長公室　交通政策課 佐藤　通 310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 029-291-3804 transport@city.mito.lg.jp

茨城県 402 土浦市 市長公室　政策企画課 東郷　裕人 300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
029-826-1111
内線2205

kikaku@city.tsuchiura.lg.jp

茨城県 403 石岡市 市長公室　政策企画課
萩原　克敏
海老澤　昌代

315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 0299-23-7277 kikaku@city.ishioka.lg.jp

茨城県 404 笠間市 市長公室　企画政策課
飯塚　友美
枝川　尚樹

309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号
0296-77-1101
内線557

kikaku@city.kasama.lg.jp
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茨城県 405 つくば市
都市計画部　総合交通
政策課　サイクルコミュ
ニティ推進室

藤代　拓 305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
029-883-1111
内線3421

tnp043@city.tsukuba.lg.jp

茨城県 406 かすみがうら市 市長公室　政策経営課
 佐々木　望
貝塚　俊一

315-8512 茨城県かすみがうら市上土田461 0299-59-2111 kikaku@city.kasumigaura.lg.jp

茨城県 407 行方市 企画部　事業推進課
大野　崇
山中　克久

311-3892 茨城県行方市麻生1561-9 0299-72-0811 seisaku03@city.namegata.lg.jp

茨城県 408 境町 秘書公室　まちづくり推進課 金久保　友岐 306-0495 茨城県猿島郡境町391-1 0280-81-1314 syoko@town.ibaraki-sakai.lg.jp

栃木県 409 宇都宮市
経済部　都市魅力創造
課

佐々木　綾
後藤　圭佑

320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 028-632-2736 Japan-cup@city.utsunomiya.tochigi.jp

栃木県 410 栃木市
総合政策部　総合政策
課
スポーツ連携室

田名網　勉 328-8686 栃木県栃木市万町9-25 0282-21-2591 sports-link@city.tochigi.lg.jp

栃木県 411 矢板市
総合政策部　総合政策
課
政策企画担当

佐藤　晶昭 329-2192 栃木県矢板市本町5番4号 0287-43-1112 seisaku@city.yaita.lg.jp

栃木県 412 さくら市
総合政策部　総合政策
課
政策推進室

伊藤　旭 329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地 028-681-1113 sogoseisaku@city.tochigi-sakura.lg.jp

栃木県 413 那須町
那須町教育委員会　生
涯学習課
スポーツ振興係

笠井　盛司 329-3215
栃木県那須郡那須町大字寺子乙2516-36　那須町ス
ポーツセンター内

0287-72-5959 sports@town.nasu.lg.jp

群馬県 414 前橋市
政策部　交通政策課
交通安全･サイクルプロ
モーション係

鴫原　弘樹
辺見　実沙

371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 027-898-6263 koutsuu-seisaku@city.maebashi.lg.jp

群馬県 415 館林市
政策企画部　企画課
政策推進係

塚原　隼平 374-8501 群馬県館林市城町1番1号 0276-47-5102 kikaku@city.tatebayashi.lg.jp

群馬県 416 渋川市
建設交通部　交通政策
課

元山　祥子 377-8501 群馬県渋川市石原80番地 0279-22-2264 koutuu@city.shibukawa.lg.jp

群馬県 417 藤岡市 企画部　企画課 笠原　幹宏 375-8601 群馬県藤岡市中栗須327 0274-40-2424 kikaku@city.fujioka.lg.jp

群馬県 418 東吾妻町 まちづくり推進課 寺嶋　宮野 377-0892 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町1046 0279-68-2111 machi@town.higashiagatsuma.lg.jp

群馬県 419 昭和村 企画課 星野　晃彦 379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井３８８番地 0278-24-5111 t-hosino@vill.gunma-showa.lg.jp

群馬県 420 玉村町 企画課 村田　顕 370-1192 群馬県佐波郡玉村町下新田201 0270-64-7711 kikaku@town.tamamura.lg.jp

埼玉県 421 さいたま市
都市計画部
自転車まちづくり推進課
自転車政策係

鎌田　幸平 330-9588 埼玉県さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 048-829-1398 jitensha-machizukuri-suishin@city.saitama.lg.jp

埼玉県 422 秩父市 市長室　地域政策課 江藤　寿美子 368-8686 埼玉県秩父市熊木町８番１５号 0494-22-2823 seisaku@city.chichibu.lg.jp

埼玉県 423 本庄市
都市整備部　道路管理
課
道路計画係

倉科　琢磨 367-8501 埼玉県本庄市本庄３－５－３ 0495-25-1151 douroka@city.honjo.lg.jp

埼玉県 424 戸田市
企画財政部　共創企画
課
公民連携・ＳＤＧｓ推進

木島　崇
長谷川　昌之

335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1
048-441-1800
内線436

kikaku@city.toda.lg.jp
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千葉県 425 銚子市 都市整備課土木室 淺野　祐一 288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 0479-24-8191 doboku@city.choshi.lg.jp

千葉県 426 館山市
経済観光部　観光みな
と課

川名　茂樹 294-0036 千葉県館山市館山1564-1 0470-22-2544 kanko-minato@city.tateyama.lg.jp

千葉県 427 木更津市 経済部　観光振興課
清水　卓矢
 森　祐太朗
竹内　悠

292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1　木更津市役所駅前
庁舎

0438-23-8459 kankou@city.kisarazu.lg.jp

千葉県 428 野田市
自然経済推進部　ス
ポーツ推進課

茂木　大介 278-8550 千葉県野田市鶴奉7-1 04-7123-1367 sports@city.noda.lg.jp

千葉県 429 市原市
企画部　総合計画推進
課
総合調整係

齋藤　綾 290-8501 千葉県市原市国分寺台中央1-1-1 0436-23-9820 soukei@city.ichihara.lg.jp

千葉県 430 鴨川市
建設経済部　商工観光
課
新たな観光づくり係

早瀬　努 296-8601 千葉県鴨川市横渚1450番地 04-7093-7837 kanko03@city.kamogawa.lg.jp

千葉県 431 君津市 企画政策部　企画課 部田　俊明 299-1192 千葉県君津市久保二丁目13番1号 0439-56-1567 kikaku@city.kimitsu.lg.jp

千葉県 432 南房総市
商工観光部　観光プロ
モーション課

伊藤　大輔 299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地 0470-33-1091 kanko@city.minamiboso.lg.jp

千葉県 433 鋸南町
地域振興課　まちづくり
推進室

中村　真吾 299-2192 千葉県安房郡鋸南町下佐久間３４５８ 0470-55-1560 machidukuri@town.kyonan.lg.jp

東京都 434 江戸川区
土木部　計画調整課
計画係

岩田　望 132-8501 東京都江戸川区中央1-4-1 03-5662-8389 do-keikaku@city.edogawa.lg.jp

東京都 435 府中市
生活環境部観光プロ
モーション課
プロモーション係

瀬野　佳祐 183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地 042-335-4362 kankou@city.fuchu.tokyo.jp

東京都 436 稲城市
産業文化スポーツ部
観光課

係長
入部 普治

206-8601 東京都稲城市東長沼2111
042-378-2111
内線676

kankou@city.inagi.lg.jp

神奈川県 437 横須賀市
文化スポーツ観光部
観光課

花木　亮介
松上　剛

238‐8550 神奈川県横須賀市小川町11番地 046-822-9577 vacp-ec@city.yokosuka.lg.jp

神奈川県 438 大磯町
都市計画課　都市計画
係

磯崎　清彦 255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183 0463-61-4100 toshi-kei@town.oiso.lg.jp

山梨県 439 北杜市 建設部　道路河川課 鈴木　敏仁 408-0188 山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1 0551-42-1363 suzuki-tos@city.hokuto.lg.jp

山梨県 440 富士川町 土木整備課 笹本　聖 400-0501 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町325-2 0556-22-7203 sasamoto-si@town.fujikawa.lg.jp

山梨県 441 道志村 産業振興課 佐藤　勇樹 402-0209　 山梨県南都留郡道志村6181番地1 0554-52-2114 satou-yuuki@vill.doshi.lg.jp

山梨県 442 山中湖村 建設水道課 高村　憲弘 401-0595 山梨県南都留郡山中湖村山中237-1 0555-62-9975 kensetsu@vill.yamanakako.lg.jp

岐阜県 501 大垣市 企画部　地域創生戦略課 森本　崇 503-8601 岐阜県大垣市丸の内２－２９ 0584-47-8244 sousei@city.ogaki.lg.jp

岐阜県 502 高山市 都市計画課 中井　暢彦 506-8555 高山市花岡町２丁目１８番地 0577-57-7444 toshikeikaku@city.takayama.lg.jp
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岐阜県 503 美濃市 秘書課 島田　勇人 501-3792 岐阜県美濃市１３５０番地 0575-33-1122 hisyo_200@city.mino.lg.jp

岐阜県 504 羽島市 建設部　都市計画課 山田　奈美 501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町５５番地 058-392-9926 toshi@city.hashima.lg.jp

岐阜県 505 土岐市 地域振興部　産業振興課 水野　高宏 509-5192 岐阜県土岐市土岐津町土岐口２１０１
0572-54-1111
内線316

sangyo@city.toki.lg.jp

岐阜県 506 山県市 まちづくり・企業支援課 武藤　達也 501-2192 岐阜県山県市高木１０００－１ 0581-22-6831 machi@city.gifu-yamagata.lg.jp

岐阜県 507 瑞穂市 企画部　総合政策課 森川　正 501-0293 岐阜県瑞穂市別府１２８８番地 058-327-4128 sougou@city.mizuho.lg.jp

岐阜県 508 飛騨市 企画部　総合政策課 上手　康平 509-4292 岐阜県飛騨市古川町本町2-22 0577-73-6558 sougouseisaku@city,hida.lg.jp

岐阜県 509 本巣市 産業建設部　産業経済課 坂口　瑠菜 501-0493 岐阜県本巣市三橋１１０１番地６ 058-323-7756 sankei@city.motosu.lg.jp

岐阜県 510 下呂市 建設部　建設総務課 桂川　博行 509-2506 岐阜県下呂市萩原町羽根2605番地1
0576-53-2010
内線115

gco000008@city.gero.lg.jp

岐阜県 511 海津市 産業経済部　商工観光課 内堀　壱仁 503-0695 岐阜県海津市海津町高須515番地 0584-53-1374 shokokanko@city.kaizu.lg.jp

岐阜県 512 大野町 まちづくり推進課 青木　哲平 501-0592 岐阜県揖斐郡大野町大字大野８０番地
0585-34-1111(代
表）
0585-35-5374(直

kigyo@town-ono.jp

岐阜県 513 七宗町 企画課 井上　昇 509-0492 岐阜県加茂郡七宗町上麻生２４４２－３ 0574-48-2291 kikaku@town.hichiso.lg.jp

静岡県 514 静岡市 都市計画部　交通政策課 永田　聖大 420-8602　 静岡県静岡市葵区追手町５番１号 054-221-1570 kotsu@city.shizuoka.lg.jp

静岡県 515 浜松市 道路企画課 大石　圭介 430-8652 静岡県浜松市中区元城町１０３番地の２ 053-457-2232 kotsuanzen@city.hamamatsu.shizuoka.jp

静岡県 516 沼津市 ウィズスポーツ課 清水　崇也 410-8601 静岡県沼津市御幸町１６－１ 055-934-4843 sports@city.numazu.lg.jp

静岡県 517 三島市
商工観光課
地域ブランド創造室

室長
石井　章代

411-8666 静岡県三島市北田町４－４７ 055-983-2766 syoukou@city.mishima.shizuoka.jp

静岡県 518 富士宮市
企画戦略課
地域政策推進室

山本　明子 418-8601 静岡県富士宮市弓沢町１５０番地 0544-22-1215 kikaku@city.fujinomiya.lg.jp

静岡県 519 島田市 産業観光部　観光課 杉浦　元紀 427-8501 静岡県島田市中央町１番の１ 0547-36-7399 kankou@city.shimada.lg.jp

静岡県 520 富士市 市民部　スポーツ振興課 石井　俊勝 417-8601 静岡県富士市永田町１－１００ 0545-55-2876 si-sports@div.city.fuji.shizuoka.jp

静岡県 521 磐田市 スポーツ振興課 萩原　理帆 438-0077 静岡県磐田市国府台３番地１ 0538-37-4832 sports@city.iwata.lg.jp

静岡県 522 焼津市 生きがい・交流　スポーツ課 伊東　正貴 425-8502 静岡県焼津市本町二丁目１６－３２ 054-626-9413 sports@city.yaizu.lg.jp
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静岡県 523 掛川市
産業経済部　観光交流
課

竹下　綾乃 436-8650 静岡県掛川市長谷１－１－１ 0537-21-1121 kanko@city.kakegawa.shizuoka.jp

静岡県 524 藤枝市 都市建設部　都市政策課 加藤　晃平 426-8722 静岡県藤枝市岡出山１丁目１１－１ 054-643-3373 toshiseisaku@city.fujieda.lg.jp

静岡県 525 御殿場市 企画部　企画課 佐野　秀人 412-8601 静岡県御殿場市荻原４８３ 0550-82-4421 kikaku@city.gotemba.lg.jp

静岡県 526 袋井市 企画財政部　企画政策課 安田　拓矢 437-8666 静岡県袋井市新屋１－１－１ 0538-44-3105 kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp

静岡県 527 裾野市 産業部　産業振興課 山口　直樹 410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 055-995-1825 kankou@city.susono.shizuoka.jp

静岡県 528 湖西市 産業部　文化観光課 久野　海晟 431-0492 静岡県湖西市吉美3268番地 053-576-1230 kankou@city.kosai.lg.jp

静岡県 529 伊豆市
産業部
東京オリンピック・パラリ
ンピック推進課

梅原　雄児 410-2413 静岡県伊豆市小立野３８－２ 0558-74-2020 bicycleizu@city.izu.shizuoka.jp

静岡県 530 御前崎市 建設経済部　建設課 沖　和久 437-1692 静岡県御前崎市池新田5585 0537-85-1122 kensetsu@city.omaezaki.shizuoka.jp

静岡県 531 伊豆の国市 観光文化部　スポーツ振興課 小嶋　優 410-2292 静岡県伊豆の国市長岡346-1 055-948-1460 sports@city.izunokuni.shizuoka.jp

静岡県 532 函南町 建設経済部　産業振興課 前川　修 419-0192 静岡県田方郡函南町平井7171番地の13 055-979-8173 sangyo@town.kannami.lg.jp

静岡県 533 清水町 企画課 加賀　可奈子 411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭２１０－１ 055-981-8279 kikakuchousei@town.shizuoka-shimizu.lg.jp

静岡県 534 長泉町 住民福祉部門　健康増進課 植松　幸太朗 411- 0933 静岡県駿東郡長泉町納米里５４９番地 055-989-5575 zosin@town.nagaizumi.lg.jp

静岡県 535 小山町 経済建設部　商工観光課 秡川　悟 410-1395 静岡県駿東郡小山町藤曲５７－２ 0550-76-6114 kankou@town.shizuoka-oyama.lg.jp

愛知県 536 豊橋市 都市計画部　都市交通課 加藤　孝亮 440-8501 愛知県豊橋市今橋町１番地 0532-51-2621 toshikotsu@city.toyohashi.lg.jp

愛知県 537 一宮市 まちづくり部　地域交通課 木村　和広 491-8501 愛知県一宮市本町２丁目５番６号 0586-85-7438 chiikikotsu@city.ichinomiya.lg.jp

愛知県 538 瀬戸市 経営戦略部　政策推進課 吉﨑　桜子 489-8701 愛知県瀬戸市追分町６４－１ 0561-88-2500 hisyo@city.seto.lg.jp

愛知県 539 安城市 都市計画課　総合交通係 大見　麻綾 446-8501 愛知県安城市桜町18番23号 0566-71-2243 toshikei@city.anjo.lg.jp

愛知県 540 江南市
都市計画課
都市政策グループ

近藤　翔子 483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀９０ 0587-54-1111 tokei@city.konan.lg.jp

愛知県 541 稲沢市
建設部　都市整備課
公園緑地グループ

中須　優太 492-8269 愛知県稲沢市稲府町１ 0587-32-1372 toshiseibi@city.inazawa.lg.jp

愛知県 542 尾張旭市
都市整備部　都市整備
課
道路雨水整備係

伊藤　大貴 488-8666 愛知県尾張旭市東大道町原田２６００番地１ 0561-76-8160 toshiseibi@city.owariasahi.lg.jp
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愛知県 543 岩倉市 総務部　秘書企画課 岡田　剛幸 482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地 0587-38-5805 hishokikaku@city.iwakura.lg.jp

愛知県 544 田原市
企画課
企画係

三ツ矢　慎平 441-3492 愛知県田原市田原町南番場30番地1 0531-23-3507 kikaku@city.tahara.lg.jp

三重県 545 伊勢市 産業観光部　観光振興課 近藤　流成 516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号東館3階 0596-21-5566 kanko-sinko@city.ise.mie.jp

三重県 546 名張市 都市整備部　都市計画室 福井　貴子 518-0492 三重県名張市鴻之台１番町１番地 0595-63-7749 toshi@city.nabari.lg.jp

三重県 547 尾鷲市 建設課 山中　英幹 519-3696 三重県尾鷲市中央町10番43号 0597-23-8241 kense_soumu@city.owase.lg.jp

三重県 548 鳥羽市 建設課　管理係 河邑　友美 517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号 0599-25-1171 kensetsu-kanri@city.toba.lg.jp

三重県 549 熊野市 建設課
課長補佐
大井　伸剛

519-4392 三重県熊野市井戸町796 0597-89-4111 kensetsu-dp@city.kumano.mie.jp

三重県 550 いなべ市 農林商工部　商工観光課 杉本　寅昌 511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜３１番地 0594-86-7833 t-sugimoto01@city.inabe.mie.jp

三重県 551 志摩市 観光課 原条　泰輝 517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098-22 0599-44-0005 kanko@city.shima.lg.jp

三重県 552 度会町 産業振興課 玉村　憲也 516-2195 三重県度会郡度会町棚橋1215番地1 0596-62-2416 shinko@town.watarai.lg.jp

三重県 553 大紀町 建設課 西川　憲 519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1 0598-86-2247 kes@town.mie-taiki.lg.jp

三重県 554 紀北町 商工観光課 野中　周 519-3292 三重県北牟婁郡紀北町東長島769-1 0597-46-3115 nonaka-s@town.mie-kihoku.lg.jp

三重県 555 御浜町
企画課
企画係

和田　恭星 519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1 05979-3-0507 m-kikaku@town.mihama.mie.jp

三重県 556 紀宝町 企画調整課 岡　伸悟 519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地 0735-33-0334 oka-shi@town.kiho.lg.jp

滋賀県 601 大津市 観光振興課 清水　祐太朗 520-8575 大津市御陵町3-1 077-528-2756 shimizu_yutarou@city.otsu.lg.jp

滋賀県 602 彦根市 観光交流課 矢田　祐馬 255-8501 彦根市元町4-2 0749-30-6120 kanko@ma.city.hikone.shiga.jp

滋賀県 603 長浜市 観光振興課 大橋　莉奈 526-8501 長浜市八幡東町632 0749-62-4111 kankouka@city.nagahama.lg.jp

滋賀県 604 近江八幡市 文化観光課 川村　昌由 523-0893 近江八幡市桜宮町236 0748-36-5573 048200@city.omihachiman.lg.jp

滋賀県 605 草津市 交通政策課 福留　直樹 525-8588 草津市草津３丁目13-30 077-561-2343 kotsu@city.kusatsu.lg.jp

滋賀県 606 守山市 地域振興課 高山　尚道 524-8585 守山市吉身２丁目5-22 077-582-1165 chiikishinko@city.moriyama.lg.jp
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滋賀県 607 甲賀市 観光企画推進課 山本　俊輔 528-8502 甲賀市水口町水口6053 0748-69-2191 koka10352000@city.koka.jp

滋賀県 608 野洲市 商工観光課 田中　広樹 520-2395 野洲市小篠原2100-1 077-587-6008 syoukan@city.yasu.lg.jp

滋賀県 609 高島市 観光振興課 尾中　純 520-1592 高島市新旭町北畑565 0740-25-8040 kanko@city.takashima.lg.jp

滋賀県 610 東近江市 観光物産課 岩崎　絵理 527-8527 東近江市八日市緑町10－5 0748-24-5662 kanko@city.higashiomi.lg.jp

滋賀県 611 米原市 シティセールス課 酒居　和哉 521-8501 米原市米原1016 0749-53-5140 visit@city.maibara.lg.jp

京都府 612 八幡市 商工観光課 大洞　真白 614-8038 八幡市八幡園内75 075-983-1111 syokan@mb.city.yawata.kyoto.jp

京都府 613 京田辺市 文化・スポーツ振興課 河野　良平 610-0331 京田辺市田辺80 0774-63-1302 bunka@city.kyotanabe.lg.jp

京都府 614 木津川市 観光商工課 西田　真唯 619-0214 木津川市木津南垣外110－9 0774-75-1216 kanko@city.kizugawa.lg.jp

京都府 615 精華町 自治振興課 岩永一啓 619-0285 京都府相楽郡精華町南稲八妻北尻70 0774-95-1934 jichi@town.seika.lg.jp

大阪府 616 堺市 自転車環境整備課 課長　髙田 善裕 590-0078 堺市堺区南瓦町３番１号 072-228-0294 jisei@city.sakai.lg.jp

大阪府 617 岸和田市 観光課 武智　花菜 596-8510 岸和田市岸城町7番1号 072-423-9486 kankou@city.kishiwada.osaka.jp

大阪府 618 貝塚市 道路公園課 堀川　力也 597-8585 貝塚市畠中１丁目17番１号 072-433-7344 dorokoen@city.kaizuka.lg.jp

大阪府 619 枚方市 交通対策課 川崎　敦弘 573-8666 枚方市大垣内町２丁目1-20 050-7102-6527 koutai@city.hirakata.osaka.jp

大阪府 620 泉佐野市 政策推進課 福井　丈司 598-8550 泉佐野市市場東一丁目295番地の3 072-463-1212 seisaku1@city.izumisano.lg.jp

大阪府 621 河内長野市 産業観光課 山中　怜子 586-8501 河内長野市原町一丁目１番1号 0721-53-1111 kankou@city.kawachinagano.lg.jp

大阪府 622 門真市 道路公園課 藤滿　武人 571-8585 門真市中町１番１号 06-6902-6645 ken05@city.kadoma.lg.jp

大阪府 623 岬町 まちづくり戦略室　政策推進担当 松田　 修 599-0392 泉南郡岬町深日2000番地の１ 072-492-2725 kouro@town.osaka₋misaki.lg.jp

兵庫県 624 神戸市 建設局道路部　計画課 佐伯　優介 650-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-7コンコルディア神戸4F 078-595-6415 yusuke_saeki@office.city.kobe.lg.jp

兵庫県 625 姫路市 観光推進課 藤原　正俊 670-0955 姫路市安田四丁目１番地 079-287-3652 kankokoryu@city.himeji.lg.jp

兵庫県 626 洲本市 建設課 宇城　章文 656-8686 洲本市本町三丁目４番10号 0799-22-3421 kensetsu@city.sumoto.lg.jp
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兵庫県 627 三田市 まちのブランド観光課 江田　貴子 669-1595 三田市三輪２－１－１ 079-559-5012 machibrand@city.sanda.lg.jp

兵庫県 628 加西市 文化・観光・スポーツ課 高見　昭紀 675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000 0790-42-8773 bunka@city.kasai.lg.jp

兵庫県 629 南あわじ市 商工観光課 大原　有香 656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22-1 0799-43-5221  shoukou_kankou@city.minamiawaji.hyogo.jp

兵庫県 630 淡路市 商工観光課 川口　来羽 656-2292 淡路市生穂新島８番地 0799-64-2542 awaji_syoukan@city.awaji.lg.jp

兵庫県 631 宍粟市 商工観光課 前野　侑也 671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133－6 0790-63-3127 kanko-kk@city.shiso.lg.jp

兵庫県 632 加東市 商工観光課 松原　範明 673-1431 加東市社50番地 0795-43-0530 kanko@city.kato.lg.jp

奈良県 633 奈良市 環境政策課 石飛　智稔 630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 0742-34-5652 kankyoseisaku@city.nara.lg.jp

奈良県 634 桜井市 行政経営課　 嶋岡　晃 631-8585 奈良県桜井市字粟殿432-１ 0744-42-9111 gyoseikeiei@city.sakurai.lg.jp

奈良県 635 宇陀市 観光課・スポーツツーリズム推進課 小林　雄也 633-0292 奈良県宇陀市榛原下井足17番地3 0745-82-2457 s-kankou@city.uda.lg.jp

奈良県 636 東吉野村 地域振興課 井上　知彦 633-2492 吉野郡東吉野村小川99番地 0746-42-0441 tiikishinkou@vill.higashiyoshino.lg.jp

和歌山県 637 和歌山市 交通政策課 湯川　誠 640-8511 和歌山市七番丁23番地 073-435-1016 kotsuseisaku@city.wakayama.lg.jp

和歌山県 638 海南市 まちづくり部　産業振興課 井村　実咲 642-8501 和歌山県海南市南赤坂11番地 073-483-8461 sangyosinko@city.kainan.lg.jp

和歌山県 639 橋本市 経済推進部 シティセールス推進課 牧野　美起 648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号 0736-33-6106 chiikisn@city.hashimoto.lg.jp

和歌山県 640 有田市 経営管理部経営企画課 花野　公輔 649-0392 和歌山県有田市箕島50番地 0737-22-3731 keieikikaku@city.arida.lg.jp

和歌山県 641 御坊市 総務部企画課 古谷　功太郎 644-8686 和歌山県御坊市薗350番地 0738-23-5518 kikaku@city.gobo.lg.jp

和歌山県 642 田辺市 観光振興課 佐向　大輝 646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 0739-26-9929 sako.d@city.tanabe.lg.jp

和歌山県 643 新宮市 商工観光課 津越　紀宏 647-8555 新宮市春日１番１号 0735-23-3333 syoukou@city.shingu.lg.jp

和歌山県 644 紀の川市 企画部　企画経営課 西川　洋一郎 649-6492 紀の川市西大井３３８ 0736-77-2526 K030600-001@city.kinokawa.lg.jp

和歌山県 645 岩出市 市長公室 目崎　暢也 649-6292 和歌山県岩出市西野209番地 0736-62-2141 koushitsu＠city.iwade.lg.jp

和歌山県 646 紀美野町 産業課 前田　歩美 640-1192 和歌山県海草郡紀美野町動木287番地 073-489-5901 maeda-a@town.kimino.lg.jp
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和歌山県 647 かつらぎ町 企画公室 平岡　政芳 649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地 0736-22-0300 koushitsu-machidukuri@town.katsuragi.lg.jp

和歌山県 648 九度山町 建設課 岩井　繁明 648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山1190 0736-54-2019 s-iwai@town.kudoyama.lg.jp

和歌山県 649 高野町 観光振興課 茶原　敏輝 648-0281 和歌山県伊都郡高野町高野山357　高野山観光情報センター内 0736-56-2780 ｔ-chahara@town.koya.wakayama.jp

和歌山県 650 湯浅町 ふるさと振興課 蜂谷　脩人 643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1982 0737-64-1112 kanko@town.yuasa.lg.jp

和歌山県 651 広川町 企画政策課 丸山　紘平 643-0071 和歌山県有田郡広川町広1500番地 0737-23-7732 Kikaku4@town.hirogawa.wakayama.jp

和歌山県 652 有田川町 商工観光課 栗栖　悠起 643-0021 和歌山県有田郡有田川町大字中井原136-2 0737-52-2111 kurisu.y@town.aridagawa.lg.jp

和歌山県 653 美浜町 防災企画課 太田　康之 644-0044 和歌山県日高郡美浜町和田1138-278 0738-23-4902 y-ohta@town.wakayama-mihama.lg.jp

和歌山県 654 日高町 企画まちづくり課 上畑　考士 649-1213 和歌山県日高郡日高町大字高家626番地 0738-63-2051 uehata.t@town.wakayama-hidaka.lg.jp

和歌山県 655 由良町 総務政策課 高瀬　正俊 649-1111 和歌山県日高郡由良町里1220-1 0738-65-1801 takase@town.yura.lg.jp

和歌山県 656 印南町 企画産業課 前山　良春 649-1534 和歌山県日高郡印南町大字印南2570 0738-42-1737 maeyama01@town.wakayama-inami.lg.jp

和歌山県 657 みなべ町 総務課 前田　嘉仁 645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地 0739-72-2051 somu@town.minabe.lg.jp

和歌山県 658 日高川町 企画政策課 前田　翔太 649-1324 歌山県日高郡日高川町大字土生160番地 0738-22-2041 kikaku@town.hidakagawa.lg.jp

和歌山県 659 白浜町 総務課 鳴尾　豪 649-2211 和歌山県西牟婁郡白浜町1600番地 0739-43-6598 somu@town.shirahama.lg.jp

和歌山県 660 上富田町 振興課 藤江　康輝 649-2192 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来763番地 0739-47-0550 fujie@town.kamitonda.lg.jp

和歌山県 661 すさみ町 産業振興課 桂　　渉 649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見4089 0739-55-4805 katsura_w01@town.susami.lg.jp

和歌山県 662 那智勝浦町 観光企画課 橋本　さらな 649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地７丁目１－１ 0735-29-2007 kikaku04＠town.nachikatsuura.lg.jp

和歌山県 663 太地町 総務課 和田　正希 649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町大字太地３７６７−１ 0735-59-2335 masaki.wada@town.taiji.lg.jp

和歌山県 664 古座川町 地域振興課 谷岡　翔 649-4104 東牟婁郡古座川町高池673-2 0735-72-0180 tanioka-001@town.kozagawa.lg.jp

和歌山県 665 北山村 総務課 小林　賢司 647-1603 和歌山県東牟婁郡北山村大沼42 0735-49-2331 k-kobayashi@vill.kitayama.lg.jp

和歌山県 666 串本町 産業課 阪本　祥 649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町串本1800番地 0735-62-0557  s h o . s a k a m o t o @ t o w n . k u s h i m o t o . l g . j p 
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鳥取県 701 大山町 観光課 門脇　稔 689-3332 鳥取県西伯郡大山町末長500 0859-53-3110 kankou@town.daisen.lg.jp

島根県 702 松江市 観光文化課 吉田　直人 690-8540 島根県松江市末次町86番地 0852-55-5220 kankou-kakari@city.matsue.lg.jp

島根県 703 益田市 五輪キャンプ誘致推進課 池田　尚 698-0024 島根県益田市駅前町17-1益田駅前ビルEAGA内 0856-31-0342 olympic@city.masuda.lg.jp

島根県 704 大田市 産業振興部　観光振興課 尾添　健太 694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地 大田市役所本庁舎2階 0854-83-8193 o-kankou@city.ohda.lg.jp

島根県 705 安来市 政策推進部　政策企画課 松岡　啓太 692-8686 島根県安来市安来町878-2 0854-23-3060 seisaku＠city.yasugi.shimane.jp

島根県 706 飯南町 産業振興課 石川　健 690-3513 島根県飯石郡飯南町下赤名880番地 0854-76-2214 ishitobi-mikihiro@re.iinan.jp

岡山県 707 井原市 定住観光課観光係 橋本　啓玄 715-8601 岡山県井原市井原町311番地1 0866-62-8850 teijukanko@city.ibara.lg.jp

岡山県 708 高梁市 観光課 赤堀　友洋 716-8501 岡山県高梁市松原通2043番地 0866-21-0217 tomohiro_akahori@city.takahashi.lg.jp

岡山県 709 真庭市 産業観光部　産業政策課
主事
冨谷　奈央

719-3292 岡山県真庭市久世2927-2 0867-42-1033 sangyou@city.maniwa.lg.jp

岡山県 710 新庄村 産業建設課 小畑　貴弘 717-0201 岡山県真庭郡新庄村2008-1 0867-56-2628 takahiro_obata@vill.shinjo.lg.jp

岡山県 711 吉備中央町 協働推進課
課長補佐
中山　仁

716-1101 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1-2 0866-54-1301 kyoudou@town.kibichuo.lg.jp

広島県 712 広島市
道路交通局
自転車都市づくり推進課

松田　優輝 730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 082-504-2349 jitensha@city.hiroshima.lg.jp

広島県 713 呉市 都市計画課 石川　和慶 737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号 0823-25-3374 tosikei@city.kure.lg.jp

広島県 714 竹原市 総務企画部　産業振興課 川本　将司 725-8666 広島県竹原市中央五丁目１番35号 0846-22-7745 kankou@city.takehara.lg.jp

広島県 715 尾道市 観光課
主事
明野　隼也

722-8501 広島県尾道市久保一丁目15-1 0848-38-9184 kanko@city.onomichi.hiroshima.jp

広島県 716 福山市 建設局都市部　都市交通課 桑原 720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 084-928-1161 toshikou@city.fukuyama.hiroshima.jp

広島県 717 府中市 経済観光部　観光課 大平　翼 726-8601 広島県府中市府川町315 0847-43-7141 kanko@city.fuchu.hiroshima.jp

広島県 718 三次市 産業振興部　商工観光課 柚木　淳 728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 0824-64-0066 kankou@city.miyoshi.hiroshima.jp

広島県 719 庄原市 企画振興部　商工観光課 木村　泰三 727-8501 広島県庄原市中本町1丁目10-1 0824-73-1179 kankou@city.shobara.lg.jp

広島県 720 東広島市 産業部産業振興課　観光振興室 吉川　智崇 739-8601 東広島市西条栄町8-29 082-420-0921 hgh200921@city.higashihiroshima.lg.jp
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広島県 721 江田島市 産業部　交流観光課 尾上　元気 737-2297 広島県江田島市大柿町大原505番地 0823-43-1644 kankou@city.etajima.hiroshima.jp

広島県 722 世羅町 商工観光課 前川　弘樹 722-1192 広島県世羅郡世羅町大字西上原123番地1 0847-22-1111 shoukoukankou@town.sera.hiroshima.jp

山口県 723 下関市 都市整備部　交通対策課 野坂　英嗣 750-8521 下関市南部町1番1号 083-231-1909 tskotsut@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

山口県 724 宇部市 道路整備課 徳光　麻衣 755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 0836-34-8412 dkkanri@city.ube.yamaguchi.jp

山口県 725 山口市 交流創造スポーツ交流課 池田　恭子 753-8650 山口県山口市亀山町2番1号 083-934-2912 sports@city.yamaguchi.lg.jp

山口県 726 防府市 地域交流部　おもてなし観光課 福谷 747-8501 防府市寿町７番１号 0835-25-2513 kankou@city.hofu.yamaguchi.jp

山口県 727 長門市 観光政策課 田中　輝 759-4192 山口県長門市東深川1339番地2 0837-23-1295 kanko.s@city.nagato.lg.jp

山口県 728 美祢市 観光商工部　観光振興課 西山　洋史 754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506-2 0837-62-1430 kankoushinkou@city.mine.lg.jp

山口県 729 平生町 産業課 三宅 742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1 0820-56-7117 shoko@town.hirao.lg.jp

徳島県 801 徳島市 道路建設課 米田　正人 770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 088-621-5334 doro_kensetu@city.tokushima.lg.jp

徳島県 802 鳴門市 戦略企画課 林　裕史 772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜１７０ 088-684-1120
kikaku@city.naruto.i-tokushima.jp
y1.hayashi@city.naruto.i-tokushima.jp

徳島県 803 阿南市
スポーツ振興課
秘書広報課

岩佐　洋志
遠藤　大介

774-8501 阿南市富岡町トノ町１２番地３
0884-22-3394
0884-22-1110

taiiku@city.anan.lg.jp
hisho@city.anan.lg.jp

徳島県 804 美馬市 秘書課
西木　照記
二宮　正経

777-8577 美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地
0883-52-8006
0883-52-5610

hisyo@mima.i-tokushima.jp
kankou@mima.i-tokushima.jp

徳島県 805 三好市 社会教育課 石山　健介 778-0003 三好市池田町サラダ1737番地1 0883-72-3900 shakaikyouiku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

徳島県 806 勝浦町 企画交流課 石花　功貴 771-4395 勝浦郡勝浦町大字久国字久保田３ 0885-42-2552 k_ishibana@town.katsuura.i-tokushima.jp

徳島県 807 佐那河内村 産業環境課 多田 771-4195 名東郡佐那河内村下字中辺７１番地１ 088-679-2115 sankan@sanagochi.i-tokushima.jp

徳島県 808 神山町 産業観光課 高橋　宏徳 771-3395 名西郡神山町神領字本野間１００ 088-676-1118
hironori-takahashi@kamiyama.i-tokushima.jp
sangyoukanko@kamiyama.i-tokushima.jp

徳島県 809 那賀町 にぎわい推進課
課長補佐
増井　英子

771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1 0884-62-1198 eiko-masui@naka.i-tokushima.jp

徳島県 810 板野町 産業課 大礒　友花 779-0192 徳島県板野郡板野町吹田字町南22-2 088-672-5994 ooiso-yuka@town.itano.lg.jp

香川県 811 高松市
交通政策課
（観光交流課･スポーツ
振興課･道路整備課）

谷口　紗代 760-8571 高松市番町一丁目８番１５号 087-839-2138 kotsuseisaku@city.takamatsu.lg.jp
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香川県 812 丸亀市
産業観光課
秘書政策課

河西　優樹
阪本　麗子

763-8501 丸亀市大手町二丁目４番２１号 0877-24-8816
sangyokanko-k@city.marugame.lg.jp
hishoseisaku-k@city.marugame.lg.jp

香川県 813 坂出市 産業課にぎわい室
山家　智士
飛彈　大輔

762-8601 坂出市室町二丁目３番５号 0877-44-5015 nigiwai@city.sakaide.lg.jp

香川県 814 善通寺市 商工観光課
山下　義喜
星　佳人

765-8503 善通寺市文京町二丁目１番１号 0877-63-6315 shoukan@city.zentsuji.kagawa.jp

香川県 815 観音寺市 商工観光課
深川　陽介
髙橋　美恵

768-8601 観音寺市坂本町一丁目１番１号 0875-23-3933 shoukan@city.kanonji.lg.jp

香川県 816 さぬき市 商工観光課
元山　香保里
阿部　洋

769-2195 さぬき市志度５３８５番地８ 087-894-1114 syokokanko@city.sanuki. lg.jp

香川県 817 東かがわ市 地域創生課 小坂　浩城 769-2792 東かがわ市湊１８４７番地１ 0879-26-1276 ml00429@city.higashikagawa.lg.jp

香川県 818 三豊市 産業政策課 亀山　岳季 767-8585 三豊市高瀬町下勝間２３７３番地１ 0875-73-3012 sangyou@city.mitoyo.lg.jp

香川県 819 土庄町 企画財政課
課長　鳥井　基史
中西　真也

761-4192 小豆郡土庄町甲５５９番地２ 0879-62-7014
kikakuzaisei@town.tonosho.lg.jp
t0819@town.tonosho.lg.jp

香川県 820 小豆島町 商工観光課 船波　哲雄 761-4492 小豆郡小豆島町片城甲４４番地９５ 0879-82-7021 olive-shoko@town.shodoshima.lg.jp

香川県 821 宇多津町 まちづくり課 木谷　文昭 769-0292 綾歌郡宇多津町1881番地 0877-49-8009 machi@town.utazu.kagawa.jp

香川県 822 綾川町 経済課 亀山　和成 761-2392 綾歌郡綾川町滝宮２９９番地 087-876-5282
keizai@town.ayagawa.lg.jp
kameyama.kazushige@town.ayagawa.lg.jp

香川県 823 琴平町 観光商工課
中村　光博
（政策観光課　河
合）

766-8502 仲多度郡琴平町榎井８１７－１０ 0877-75-6710 kankousyoukou@town.kotohira.lg.jp

香川県 824 多度津町 政策観光課 合田　顕宏 764-8501 仲多度郡多度津町栄町一丁目１番９１号 0877-33-1116 seisaku@town.tadotsu.lg.jp

香川県 825 まんのう町 地域振興課 脇　隆博 766-0022 仲多度郡まんのう町吉野下430番地 0877-73-0122 t-waki@town.manno.lg.jp

愛媛県 826 松山市 都市・交通計画課
門屋　充哲
高須賀　大祐

790-8571 松山市二番町四丁目７－２　本館７階 089-948-6836 toshi-kou@city.matsuyama.lg.jp

愛媛県 827 今治市
観光課
サイクルシティ推進室

鳥生　敬輔 794-8511 愛媛県今治市別宮町一丁目４番地１ 0898-36-1541 i2198@imabari-city.jp

愛媛県 828 宇和島市
商工観光課
観光係

岡　隼也 798-8601 宇和島市曙町１番地 0895-49-7023 shoko@city.uwajima.lg.jp
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愛媛県 829 八幡浜市 商工観光課 松浦　宏昭 796-8501 八幡浜市北浜１丁目１番地１号 0894-22-3111 syokokanko@city.yawatahama.lg.jp

愛媛県 830 新居浜市 総合政策課 和田　美佳 792-8585 新居浜市一宮町一丁目５番１号 0897-65-1210 seisaku@city.niihama.lg.jp

愛媛県 831 西条市 観光振興課 田村　みなみ 793-8601 西条市明屋敷１６４番地 0897-52-1690 tamura1681@saijo-city.jp

愛媛県 832 大洲市 復興支援課 久保　圭一 795-8601 大洲市大洲６９０番地の１ 0893-57-9989 fukkoushienka@city.ozu.ehime.jp

愛媛県 833 伊予市 経済雇用戦略課 木曽　智仁 799-3193 伊予市米湊８２０番地 089-982-1120 kiso-tomohito@city.iyo.lg.jp

愛媛県 834 四国中央市 観光交通課 藤田　喜一郎 799-0497 四国中央市三島宮川４丁目６番５５号 0896-28-6187 kanko-kotsu@city.shikokuchuo.ehime.jp

愛媛県 835 西予市
経済振興課
観光振興係

堀内　智代 797-8501 西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１ 0894-62-6408 chiyo.horiuchi@city.seiyo.ehime.jp

愛媛県 836 東温市 地域活力創出課 戒能　耕児 791-0292 東温市見奈良５３０番地１ 089-964-4414 chikaso@city.toon.lg.jp

愛媛県 837 上島町 産業振興課 小林　宣貴 794-2506 越智郡上島町弓削下弓削1037-2 0897-77-2252 sangyo-shinko@town.kamijima.ehime.jp

愛媛県 838 久万高原町 ふるさと創生課 矢野　豪 791-1201 上浮穴郡久万高原町久万２１２ 0892-21-1111 yano-go@town.kumakogen.lg.jp

愛媛県 839 松前町
産業課
商工水産観光係

亀岡　政志 791-3192 伊予郡松前町大字筒井６３１番地(庁舎２階） 089-985-4120 212syoko@town.masaki.lg.jp

愛媛県 840 砥部町
商工観光課
砥部焼観光係

穂積　邦雄 791-2195 伊予郡砥部町宮内１３９２番地 089-962-7288 025shoukan@town.tobe.lg.jp

愛媛県 841 内子町
総務課
政策調整班

重松　夢来 795-0392 喜多郡内子町平岡甲１６８番地 0893-44-6151 soumu-g@town.uchiko.ehime.jp

愛媛県 842 伊方町
観光商工課
観光商工室

主事
林　里花子

796-0301 西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１ 0894-38-2657 shokoshinko@town.ikata.lg.jp

愛媛県 843 松野町 ふるさと創生課 石田　和弘 798-2192 北宇和郡松野町大字松丸３４３ 0895-42-1111 m-sousei@town.matsuno.lg.jp

愛媛県 844 鬼北町
企画振興課
地域活力創出係

主査
久保田　周

798-1395 北宇和郡鬼北町大字近永８００番地１ 0895-45-1111 s.kubota@town.ehime-kihoku.lg.jp

愛媛県 845 愛南町 商工観光課 日野　瑞希 798-4196 南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地 0895-72-7315 hino-mxa@town.ainan.lg.jp
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高知県 846 土佐市 未来づくり課 池上　香奈 781-1192 高知県土佐市高岡町甲2017-1 088-852-7682 mirai@city.tosa.lg.jp

高知県 847 須崎市 元気創造課 津田　直輝 785-8601 須崎市山手町１番７号 0889-42-3951 syoko1@city.susaki.lg.jp

高知県 848 宿毛市
商工観光課
観光振興係

係長
谷口　博一

788-8686 宿毛市桜町２番１号 0880-63-1119
hirokazu-taniguchii@city.sukumo.lg.jp
kanko@city.sukumo.lg.jp

高知県 849 土佐清水市 観光商工課 岡﨑　正嗣 787-0392 高知県土佐清水市天神町11-2 0880-82-1212 kanshou-lg@city.tosashimizu.lg.jp

高知県 850 四万十市 観光商工課 伊与田　太輝 787-8501 四万十市中村大橋通４丁目１０ 0880-34-1783 kanko@city.shimanto.lg.jp

高知県 851 香南市 商工水産課 田渕　浩平 781-5292 香南市野市町西野２７０６番地 0887-57-7520 shoukou@city.kochi-konan.lg.jp

高知県 852 田野町 まちづくり推進課 泉井　紀子 781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 0887-38-2813 machidukuri@town.kochi-tano.lg.jp

高知県 853 安田町 地域創生課 山本 781-6421 高知県安芸郡安田町大字安田1850番地 0887-38-6713 sousei@town.kochi-yasuda.lg.jp

高知県 854 北川村 産業課 松本　りさ 781-6441 高知県安芸郡北川村野友甲１５３０ 0887-32-1223 sangyo@vill.kitagawa.lg.jp

高知県 855 芸西村 企画振興課 山本　浩孝 781-5792 高知県安芸郡芸西村和食甲1262番地 0887-33-2114 kikaku@vill.geisei.lg.jp

高知県 856 土佐町 産業振興課 式地　涼 781-3492 高知県土佐郡土佐町土居194 0887-82-2450 tosat-40@town.tosa.lg.jp

高知県 857 いの町 産業経済課 伊與田　ひとみ 781-2192 高知県吾川郡いの町１７００－１ 088-893-1115 h-iyota@town.ino.lg.jp

高知県 858 中土佐町 まちづくり課 市川　文啓 789-1301 高岡郡中土佐町久礼６６６３－１ 0889-52-2365 machi@town.nakatosa.lg.jp

高知県 859 梼原町 産業振興課
田尾
 竹倉

785-0695 高知県高岡郡梼原町梼原1444-1 0889-65-1250
y-tao@town.yusuhara.lg.jp
S-takekura@town.yusuhara.lg.jp

高知県 860 四万十町 にぎわい創出課 田辺　俊輔 786-8501 高岡郡四万十町琴平町１６番１７号 0880-22-3281 kanko@town.shimanto.lg.jp

福岡県 901 大野城市 都市計画課 糸山　太貴 816-8510 福岡県大野城市曙町2丁目2番1号 092-580-1867 kentoshi@city.onojo.fukuoka.jp

福岡県 902 うきは市 うきはブランド推進課 呉羽  孝文 839-1497 福岡県うきは市浮羽町朝田582-1 0943-76-9059 brand@city.ukiha.lg.jp
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佐賀県 903 嬉野市 観光商工課 吉野　健一朗 849-1492 嬉野市塩田町大字馬場下甲１７６９番地 0954-42-3310 kankou@city.ureshino.lg.jp

佐賀県 904 神埼市
商工観光課
商工観光係

佐藤　健一 842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴３５４２番地１ 0952-37-0107 syoukou-kankou@city.kanzaki.lg.jp

長崎県 905 大村市 企画政策課 松尾　亮佑 856-8686 大村市玖島１丁目２５番地 0957-53-4111 kikaku@city.omura.nagasaki.jp

長崎県 906 南島原市
建設課
自転車道路整備班

寺田　知空 859-2202 長崎県南島原市有家町山川58番地１ 0957-73-6675 cycleroad@city.minamishimabara.lg.jp

熊本県 907 人吉市 地域コミュニティ課 白坂　禎敏 868-8601 人吉市下城本町1578番地１ 0966-22-2111 t-shirasaka@city.hitoyoshi.lg.jp

熊本県 908 菊池市 企画振興課 池田　健太郎 861-1392 菊池市隈府888 0968-25-7250 kikaku@city.kikuchi.lg.jp

熊本県 909 上天草市 総務課 浦田　芽彩 869-3692 上天草市大矢野町上１５１４番地 0964-26-5525 soumu@city.kamiamakusa.lg.jp

熊本県 910 阿蘇市 観光課 宮岡　千尋 869-2695 阿蘇市一の宮町宮地５０４番地１ 0967-22-3111 chihiro-m@city.aso.lg.jp

熊本県 911 天草市 観光振興課 楠本　周平 863-8631 天草市東浜町８番１号 0969-32-6787 kankou-a@city.amakusa.lg.jp

熊本県 912 錦町
企画観光課
地域振興係

手柴　智晴 868-0302 球磨郡錦町大字一武１５８７ 0966-38-4419 t-teshiba@town.kumamoto-nishiki.lg.jp

大分県 913 大分市 都市交通対策課 大神　翔太 870-8504 大分市荷揚町２番３１号 097-537-5690 tosikotu@city.oita.oita.jp

大分県 914 中津市 企画観光部　耶馬溪観光室 杉木　康史 871-8501 中津市豊田町14番3号
0979-22-1111
内線321

sugiki.kohji@city.nakatsu.lg.jp

大分県 915 日田市 スポーツ振興課
総括
神﨑　大神

877-8601 日田市田島二丁目６番１号 0973-22-8442 taiiku@city.hita.oita.jp

大分県 916 佐伯市 観光課 佐藤　皓之 876-8585 佐伯市中村南町１－１ 0972-22-4071 tourism@city.saiki.lg.jp

大分県 917 杵築市 企画財政課 平山　善規 873-0001 杵築市大字杵築３７７番地１ 0978-62-1804 seisaku@city.kitsuki.lg.jp

大分県 918 宇佐市 総合政策課 佐藤　豪 879-0492 宇佐市大字上田１０３０番地の１ 0978-27-8109 kikaku07@city.usa.lg.jp

大分県 919 国東市 政策企画課 南　　裕 873-0503 国東市国東町鶴川149 0978-72-5161 kikaku@city.kunisaki.lg.jp
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宮崎県 920 宮崎市 都市計画課 迫田　智美 880-8505 宮崎市橘通西１丁目１番１号 0985-21-1811 30tosike@city.miyazaki.miyazaki.jp

宮崎県 921 日南市 総合戦略課 宇都　敬太 887-8585 日南市中央通一丁目１番地１ 0987-31-1128 k-uto_ni@city.nichinan.lg.jp

宮崎県 922 日向市 観光交流課 佐藤　喜一郎 883-8555 日向市本町１０番５号 0982-66-1026 kankou@city.hyuga.lg.jp

宮崎県 923 串間市 商工観光スポーツランド推進課 内田　葵 888-8555 串間市大字西方5550
0987-72-1111
内線268

akita@city.kushima.lg.jp

宮崎県 924 西都市 商工観光課 長友　優裕 881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地 0983-43-3421 kankotourism@city.saito.lg.jp

宮崎県 925 えびの市 観光商工課 平松　貴文 889-4292 えびの市大字栗下１２９２ 0984-35-1114 tk-hiramatsu@city.ebino.lg.jp

鹿児島県 926 鹿児島市 交通政策課 益満　麻衣 892-8677 鹿児島市山下町１１番１号 099-216-1113 ko-seisaku@city.kagoshima.lg.jp

鹿児島県 927 鹿屋市 市民スポーツ課 甲斐　涼太郎 893-8501 鹿屋市共栄町２０番１号 0994-31-1139 r.kai@city.kanoya.lg.jp

鹿児島県 928 枕崎市
水産商工課
観光交流係

加治屋　昭則 898-8501 枕崎市千代田町２７番地 0993-76-1668 kankoukouryu@city.makurazaki.lg.jp

鹿児島県 929 出水市 観光交流課 窪　太壱 899-0292 出水市緑町１番３号 0996-63-4061 kanko_c@city.izumi.kagoshima.jp

鹿児島県 930 指宿市 観光課 梶原　洋平 891-0497 指宿市十町２４２４ 0993-22-2111 kankou@city.ibusuki.lg.jp

鹿児島県 931 日置市 商工観光課 前田　祐輝 899-2592 日置市伊集院町郡１丁目１００番地 099-248-9409 kanko@city.hioki.lg.jp

鹿児島県 932 いちき串木野市 観光交流課 長崎　崇 896-8601 いちき串木野市昭和通１３３番地１ 0996-33-5640 kankou1@city.ichikikushikino.lg.jp

鹿児島県 933 南さつま市 企画政策課
主査
若松　雄二

897-8501 鹿児島県南さつま市加世田川畑2648 0993-53-2111 e_kikakus@city.minamisatsuma.lg.jp

鹿児島県 934 南九州市
商工観光課
観光交流係

有薗　由香 897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204 0993-83-2511 skankou07@city.minamikyushu.lg.jp

鹿児島県 935 姶良市
商工観光課
観光係

今里　あゆみ 899-5294 鹿児島県姶良市加治木町本町253番地 0995-66-3145 shokan@city.aira.lg.jp

鹿児島県 936 三島村 総務課 宮永　　征尚 892-0821 鹿児島市名山町１２－１８ 099-222-3141 soumu14@mishimamura.jp
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鹿児島県 937 湧水町
産業振興課
商工観光係

福寿　裕臣 899-6292 鹿児島県姶良郡湧水町木場222 0995-74-3111 syokokanko@town.yusui.lg.jp

鹿児島県 938 南大隅町 企画課 石畑　光紀 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北226 0994-24-3113 kikakuka@town.minamiosumi.lg.jp

鹿児島県 939 肝付町 企画調整課 木佐貫　英哉 893-1207 肝属郡肝付町新富98 0994-65-8422 kikaku@town.kimotsuki.lg.jp

鹿児島県 940 瀬戸内町 水産観光課 龍山　和彦 894-1592 大島郡瀬戸内町古仁屋船津23 0997-72-1115 kankou@town.setouchi.lg.jp

鹿児島県 941 和泊町 土木課 平山　烈士 894-9112 大島郡和泊町和泊10番地 0997-84-3520 thirayama@town.wadomari.lg.jp

沖縄県 942 名護市 観光課 国吉　拓真 905-0014 名護市港二丁目１番１号　名護市民会館２F 0980-53-5438
takuma-k@city.nago.lg.jp

沖縄県 943 うるま市 都市政策課 仲宗根　仁 904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号 098-923-7620 toshi-seisakuka@city.uruma.lg.jp

沖縄県 944 宮古島市 観光商工課 我如古　千佳枝 906-8501 宮古島市平良字西里１１４０番地 0980-73-2690 kanko@city.miyakojima.lg.jp
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