
令和3年1月29日現在

E-mail TEL FAX

北海道
教育委員会生涯学習推進局
生涯学習課

kyoiku.seigaku1@pref.hokkaido.lg.jp 011-204-5742 011-232-2236

青森県
教育庁学校教育課小中学校
指導グループ

E-GAKYO@pref.aomori.lg.jp 017-734-9895 017-734-8270

岩手県
教育委員会事務局学校教育
室

DB0003@pref.iwate.jp 019-629-6135 019-629-6144

宮城県 教育庁義務教育課指導班 gikyout@pref.miyagi.lg.jp 022-211-3646 022-211-3691

秋田県 教育庁義務教育課 gikyo@pref.akita.lg.jp 018-860-5149 018-860-5136

小中学校担当 教育庁義務教育課 ygimu@pref.yamagata.jp 023-630-3054

高等学校担当 教育庁高校教育課 sakuraij@pref.yamagata.jp 023-630-2869

市町村立学校（小中学
校）

教育庁義務教育課 k.gimukyouiku@pref.fukushima.lg.jp 024-521-7776 024-521-7968

県立学校（中学校、高等
学校）

教育庁高校教育課 oowada_yoshimitsu_01@pref.fukushima.lg.jp024-521-7772 024-521-7973

茨城県
教育庁学校教育部義務教育
課

ya.kawano@pref.ibaraki.lg.jp 029-301-5226 029-301-5239

小中学校担当
教育委員会事務局　義務教
育課

gimukyoiku@pref.tochigi.lg.jp 028-623-3389 028-623-3399

高等学校担当
教育委員会事務局　高校教
育課

kokokyoiku@pref.tochigi.lg.jp 028-623-3398 028-623-3393

群馬県
教育委員会事務局義務教育
課

otake-y@pref.gunma.lg.jp 027-226-4618 027-243-7759

小中学校担当
教育局市町村支援部義務教
育指導課

a6750@pref.saitama.lg.jp 048-830-6748 048-830-4962

高等学校担当
教育局県立学校部高校教育
指導課

a6760@pref.saitama.lg.jp 048-830-7391 048-830-4959

千葉県
教育庁教育振興部生涯学習
課

kysho3@mz.pref.chiba.lg.jp 043-223-4071 043-222-3565

東京都 教育庁指導部指導企画課 S9000020@section.metro.tokyo.jp 03-5320-6869 03-5388-1733

神奈川県
神奈川県教育委員会教育局
高校教育課

fm4025z7p@pref.kanagawa.lg.jp 045-210-8347 045-210-8939

小学校・中学校・特別支
援学校

教育庁義務教育課 ngt500040@pref.niigata.lg.jp 025-280-5605 025-285-8087

高等学校、中等教育学校
教育庁高等学校教育課指導
第2係

ngt500050@pref.niigata.lg.jp 025-280-5611 025-285-7998

富山県
教育委員会生涯学習・文化財
室

rika.ogawa01@pref.toyama.lg.jp 076-444-9647 076-444-4434

石川県 教育委員会学校指導課 gakusi@pref.ishikawa.lg.jp 076-225-1827 076-225-1832

福井県 教育庁義務教育課 gimu@pref.fukui.lg.jp 0776-20-0558 0776‐20‐0672

山梨県 教育庁社会教育課 shindou-jphi@pref.yamanashi.lg.jp 055-223-1772 055-223-1775

長野県 教育委員会教学指導課 kyogaku@pref.nagano.lg.jp 026-235-7434 026-235-7495

岐阜県
環境生活部県民文化局文化
伝承課教育文化係

c11148@pref.gifu.lg.jp 058-272-8756 058-278-2824

静岡県 教育委員会社会教育課 kyoui_shakyo@pref.shizuoka.lg.jp 054-221-3160 054-221-3362

愛知県
教育委員会生涯学習課青少年教
育・女性指導者支援グループ

syogaigakushu@pref.aichi.lg.jp 052-954-6749 052-954-6962

三重県
教育委員会事務局社会教育・
文化財保護課

shabun@pref.mie.jp 059-224-3322 059-224-3023

滋賀県
教育委員会事務局学校教育
課

yamamoto-yuji@pref.shiga.lg.jp 077-528-4573 077-528-4953

京都府 教育庁指導部学校教育課 gakkyou@pref.kyoto.lg.jp 075-414-5833 075-414-5837

小中学校担当 教育庁小中学校課
KajinishiM@mbox.pref.osaka.lg.jp,
TerashitaK@mbox.pref.osaka.lg.jp

06-6944-3816 06-6944-3826

高等学校担当
教育庁教育振興室高等学校
課教務グループ

MaedaYoshit@mbox.pref.osaka.lg.jp 06-6944-2387 06-6944-6888

兵庫県
教育委員会事務局人権教育
課

jinkenkyouikuka@pref.hyogo.lg.jp 078-362-3793 078-362-4294

ユネスコスクール（公立学校担当）窓口一覧

新潟県

埼玉県

大阪府

山形県 023-630-2774

栃木県

福島県
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令和3年1月29日現在

E-mail TEL FAX担当部署

奈良県
教育委員会事務局学校教育
課

sakai-takahiro@office.pref.nara.lg.jp 0742-27-9854 0742-23-4312

和歌山県 義務教育課 e5011001@pref.wakayama.lg.jp 073-441-3651 073-424-8877

鳥取県
教育委員会事務局小中学校
課

shimadata@pref.tottori.lg.jp 0857-26-7915 0857-26-8170

市町村立学校（市町村教育委
員会経由）、県立高等学校

教育庁教育指導課学力育成
スタッフ

shidou@pref.shimane.lg.jp 0852-22-5421 0852-22-6026

県立特別支援学校
教育庁特別支援教育課企画
グループ

tokubetsushien@pref.shimane.lg.jp 0852-22-5420 0852-22-6231

岡山県 教育庁生涯学習課 syogai@pref.okayama.lg.jp 086-226-7596 086-224-2035

広島県 教育委員会義務教育指導課 gimushidou@pref.hiroshima.lg.jp 082-513-4978 082-222-1468

山口県 教育庁高校教育課 a50300@pref.yamaguchi.lg.jp 083-933-4627 083-933-4619

徳島県
教育委員会グローバル文化
教育課

globalbunkakyouikuka@pref.tokushima.
jp

088-621-3055 088-621-2882

小中学校担当
教育委員会事務局義務教育
課

gimukyoiku@pref.kagawa.lg.jp 087-832-3741 087-806-0231

県立高等学校・県立中学
校担当

教育委員会事務局高校教育
課

ac8313@pref.kagawa.lg.jp 087-832-3750 087-806-0232

愛媛県
スポーツ・文化部文化局まな
び推進課

manabisuishin@pref.ehime.lg.jp 089-947-5622 089-913-2617

高知県
教育委員会事務局小中学校
課

310301@ken.pref.kochi.lg.jp 088-821-4638 088-821-4926

福岡県 教育庁教育振興部社会教育課 ksyakai@pref.fukuoka.lg.jp 092-643-3886 092-643-3889

佐賀県 教育庁学校教育課 gakkoukyouiku@pref.saga.lg.jp 0952-25-7395 0952-25-7286

長崎県 教育庁高等教育課 s40120@pref.nagasaki.lg.jp 095-894-3354 095-824-5965

熊本県 教育庁教育総務局文化課 gimukyouiku@pref.kumamoto.lg.jp 096-333-2705 096-384-7220

大分県 教育庁文化課、高等教育課
kono-shoko@pref.oita.lg.jp
satou-tetsuya@oen.ed.jp

097-506-5493 097-506-1811

宮崎県
宮崎県教育庁　学校政策課
高校教育担当（文化担当）

ky-gakkoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp 0985-26-7033 0985-26-0721

市町村立学校（小中学
校）

教育庁義務教育課 kikakuseito@pref.kagoshima.lg.jp 099-286-5298 099-286-5669

県立学校（中等学校、高
等学校）

教育庁高校教育課 ekoukou@pref.kagoshima.lg.jp 099-286-5291 099-286-5678

沖縄県 教育庁生涯学習振興課 ihakaoru@pref.okinawa.lg.jp 098-866-2746 098-863-9547

札幌市 教育委員会教育課程担当課 kyoiku@city.sapporo.jp 011-211-3861 011-211-3862

仙台市 教育局教育指導課 kyo019120@city.sendai.jp 022-214-8897 022-264-4437

さいたま市
教育委員会学校教育部指導
１課

kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 048-829-1660 048-829-1989

千葉市
教育委員会学校教育部指導
課

shido.EDS@city.chiba.lg.jp 043-245-5936 043-245-5989

川崎市
教育委員会学校教育部指導
課

88sidou@city.kawasaki.jp 044-200-3290 044-200-2853

教育委員会事務局指導部指
導企画課

ky-esd@city.yokohama.lg.jp 045-671-3266 045-664-5499

横浜市教育委員会事務局高
校教育課

ky-koko@city.yokohama.jp

相模原市 教育委員会学校教育課
gakkokyouiku@city.sagamihara.kanaga
wa.jp

042-769-8284 042-758-9036

新潟市 教育委員会学校支援課 gakko@city.niigata.lg.jp 025-226-3263 025-230-0432

静岡市
教育委員会事務局教育部学
校教育課

gakkyo@city.shizuoka.lg.jp 054-354-2519 054-354-2481

浜松市
教育委員会事務局教育総務
課

somu@city.hamamatsu-szo.ed.jp 053-457-2401 053-457-2404

名古屋市
教育委員会学校教育部指導
室

a3231@kyoiku.city.nagoya.lg.jp 052-972-3288 052-972-4177

香川県

島根県

鹿児島県

横浜市
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令和3年1月29日現在

E-mail TEL FAX担当部署

京都市
教育委員会事務局指導部学
校指導課

gakkousidouka@edu.city.kyoto.jp 075-222-3806 075-231-3117

大阪市
大阪市教育センター教育振興
担当専門研修企画グループ

katsuic-ikeda@city.osaka.lg.jp 06-6572-0603 06-6202-7055

堺市
教育委員会学校教育部学校
企画担当企画推進グループ

morikawa-k@city.sakai.lg.jp 072-228-7436 072-228-7421

神戸市
教育委員会事務局学校教育
部学校教育課

miyako_fukuda@office.city.kobe.lg.jp 078-322-6546 078-322-6143

岡山市 教育委員会事務局指導課 shidouka@city.okayama.lg.jp 086-803-1591 086-803-1884

教育委員会事務局学校教育
部指導第一課

kyo-sido1@city.hiroshima.lg.jp 082-504-2781 082-504-2142

教育委員会事務局学校教育
部指導第二課

kyo-sido2@city.hiroshima.lg.jp 082-504-2704 082-504-2142

北九州市
教育委員会指導部指導第一
課

kyou-kikaku@city.kitakyushu.lg.jp 093-582-2357 093-581-5871

福岡市
教育委員会指導部学校指導
課

shido.BES@city.fukuoka.lg.jp 092-711-4638 092-733-5780

熊本市 教育委員会教育政策課 shudo.hiroyuki@city.kumamoto.lg.jp 096-328-2703 096-359-6951

広島市

mailto:gakkousidouka@edu.city.kyoto.jp#
mailto:katsuic-ikeda@city.osaka.lg.jp#
mailto:miyako_fukuda@office.city.kobe.lg.jp#
mailto:shidouka@city.okayama.lg.jp#
mailto:kyo-sido1@city.hiroshima.lg.jp#
mailto:kyou-kikaku@city.kitakyushu.lg.jp#
mailto:shido.BES@city.fukuoka.lg.jp#
mailto:shudo.hiroyuki@city.kumamoto.lg.jp#


令和元年7月5日現在

E-mail TEL FAX

北海道 総務部法務・法人局学事課 somu.gakuji1@pref.hokkaido.lg.jp 011-204-5065 011-242-2985

青森県 総務部総務学事課 gakujishinko@pref.aomori.lg.jp 017-734-9869 017-734-8006

岩手県 総務部法務学事課 AH0007@pref.iwate.jp 019-629-5041 019-629-5049

宮城県 私学文書課 sibun@pref.miyagi.jp 022-211-2268 022-211-2296

秋田県 教育庁総務課 akita-shigaku@mail2.pref.akita.jp 018-860-5114 018-860-5851

山形県 総務部学事文書課 ybunsho@pref.yamagata.jp 023-630-2191 023-630-2546

福島県 総務部私学法人課 shigakuhoujin@pref.fukushima.lg.jp 024-521-7092 024-521-7903

茨城県 総務部総務課私学振興室 somu6@pref.ibaraki.lg.jp 029-301-2249 029-301-2259

栃木県 経営管理部文書学事課 shigaku-syukyo@pref.tochigi.lg.jp 028-623-2056 028-623-2074

群馬県
総務部学事法制課　私学振興
係

takahasi-no@pref.gunma.lg.jp 027-226-2142 027-223-2436

埼玉県 総務部学事課 a2550-09@pref.saitama.lg.jp 048-830-2558 048-830-4735

千葉県 総務部学事課 gakuji2@mz.pref.chiba.lg.jp 043-223-2155 043-225-9383

東京都
生活文化局私学部私学行政
課小中高校係

S0000036@section.metro.tokyo.jp 03-5388-3194 03-5388-1336

神奈川県
福祉子どもみらい局子どもみ
らい部私学振興課

sigaku@pref.kanagawa.jp 045-210-3786 045-210-8839

新潟県
総務管理部大学・私学振興課
支援班（私学担当）

ngt010020@pref.niigata.lg.jp  025-280-5020 025-280-5701

富山県 企画調整室 akikakuchosei@pref.toyama.lg.jp 076-444-9645 076-444-3475

石川県 総務課 e110300b@pref.ishikawa.lg.jp 076-225-1233 076-225-1234

福井県 総務部大学・私学振興課 daishi@pref.fukui.lg.jp 0776-20-0248 0776-26-1171

山梨県 私学・科学振興課 yamashita-sbyg@pref.yamanashi.lg.jp 055-223-1322 055-223-1781

長野県 総務部情報公開・私学課 shigaku@pref.nagano.lg.jp 026-235-7058 026-235-7370

岐阜県 私学振興・青少年課 c11151@pref.gifu.lg.jp 058-272-8240 058-278-2612

静岡県
文化・観光部文化学術局私学
振興課

shigakushinkou@pref.shizuoka.lg.jp 054-221-2009 054-221-2943

愛知県
県民生活部学事振興課
私学振興室

shigaku@pref.aichi.lg.jp 052-954-6188 052-971-9889

三重県 環境生活部 私学課 sigaku@pref.mie.jp 059-224-2161 059-224-2408

滋賀県 総務部総務課 ikeda-koichi@pref.shiga.lg.jp 077-528-3114 077-528-4811

京都府 文化環境部文教課 k-yamaguchi36@pref.kyoto.lg.jp 075-414-4520 075-414-4523

大阪府 教育庁私学課
shigakudaigaku-
g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

06-6210-9274 06-6210-9276

兵庫県 企画県民部管理局教育課 kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp 078-362-3104 078-362-3963

奈良県
地域振興部 文化・教育課 私
学・県立大学係

kitaura-yoshihiro@office.pref.nara.lg.jp 0742-27-8347 0742-22-7215

和歌山県 企画部文化学術課 e0221001@pref.wakayama.lg.jp 073-441-2098 073-436-7767

鳥取県 企画部教育・学術振興課 kyoikugakujyutsu@pref.tottori.lg.jp 0857-26-7022 0857-26-8110

島根県
教育庁特別支援教育課企画
グループ

tokubetsushien@pref.shimane.lg.jp 0852-22-5420 0852-22-6231

岡山県 総務部総務学事課 gakuji@pref.okayama.lg.jp 086-226-7198 086-234-7433

ユネスコスクール（私立学校担当）窓口一覧
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E-mail TEL FAX担当部署

広島県 環境県民局学事課 kangakuji@pref.hiroshima.lg.jp 082-513-2758 082-211-3239

山口県 総務部学事文書課 a10400@pref.yamaguchi.lg.jp 083-933-2138 083-933-2137

徳島県 経営戦略部総務課 soumuka@pref.tokushima.lg.jp 088-621-2027 088-621-2821

香川県 総務部総務学事課 cx7196@pref.kagawa.lg.jp 087-832-3058 087-806-0213

愛媛県
スポーツ・文化部文化局まな
び推進課

manabisuishin@pref.ehime.lg.jp 089-947-5622 089-913-2617

高知県 文化生活部私学・大学支援課 140901@ken.pref.kochi.lg.jp 088-823-9135 088-823-9058

福岡県
総務部私学学事振興局私学
振興課

shigaku@pref.fukuoka.lg.jp 092-643-3129 092-643-3135

佐賀県 こども未来課 kodomomirai@pref.saga.lg.jp 0952-25-7382 0952-25-7339

長崎県 総務部学事振興室 s01150@pref.nagasaki.lg.jp 095-895-2282 095-895-2547

熊本県
総務部文書私学局私学振興
課

shigakushinkou@pref.kumamoto.lg.jp 096-333-2064 096-384-6552

大分県
生活環境部私学振興・青少年
課

a13255@pref.oita.lg.jp 097-506-3073 097-506-1745

宮崎県
宮崎県教育庁　学校政策課
高校教育担当（文化担当）

ky-gakkoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp 0985-26-7033 0985-26-0721

小・中・高等学校担当 総務部学事法制課 gbgakkou@pref.kagoshima.lg.jp 099-286-2146 099-286-5508

幼稚園担当
県民生活局青少年男女共同
参画課

s-youho@pref.kagoshima.lg.jp 099-286-2148 099-286-5541

沖縄県 総務部総務私学課 aa002003@pref.okinawa.lg.jp 098-866-2074 098-866-2079

鹿児島県

mailto:cx7196@pref.kagawa.lg.jp#
mailto:ky-gakkoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp#

