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ESD担当部署 担当者 E-mail TEL ＦＡＸ

北海道
教育庁学校教育局義務教
育課

伊藤　伸一
kyoiku.shochu1@pref.hokkaido.lg.j
p

011-204-5963 011-232-1072

青森県
教育庁学校教育課高等学
校指導グループ

清野　達雄 tatsuo_seino@pref.aomori.lg.jp 017-734-9883 017-734-8270

岩手県
教育委員会事務局学校教
育室

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

宮城県 教育庁義務教育課指導班 阿部　清司 abe-se819@pref.miyagi.jp 022-211-3646 022-211-3691

秋田県 教育庁義務教育課 安田　和人 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 近内　孝哉 ygimu@pref.yamagata.jp 023-630-3054

高等学校担当 教育庁高校教育課 米野　和徳 ykoko@pref.yamagata.jp 023-630-3026

市町村立学校（小中学
校）

教育庁義務教育課 鯨岡　寬泰
k.gimukyouiku@pref.fukushima.lg.j
p

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 緑川　悟史
midorikawa.satoshi@pc84.fks.ed.j
p

024-521-7772 024-521-7973

茨城県 教育庁高等教育課 野内　頼一 nouti.yorikazu@mail.ibk.ed.jp 029-301-5260 029-301-5269

栃木県
教育委員会事務局学校教
育課小中学校教育担当

市村　政幸 gakkou-kyouiku@pref.tochigi.lg.jp 028-623-3392 028-623-3399

群馬県
教育委員会事務局義務教
育課

津久井 tsukui-takayuki@pref.gunma.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

林　義典 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

服部　修 a6760@pref.saitama.lg.jp 048-830-6769 048-830-4959

千葉県 教育振興部生涯学習課 鶴岡　敦 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 江川　徹
S9000020@section.metro.tokyo.j
p

03-5320-6869 03-5388-1733

神奈川県
教育局生涯学習部生涯学
習課

内田　源一郎 fm4018.i67@pref.kanagawa.jp 045-210-8347 045-210-8939

新潟県
生涯学習推進課生涯学習
振興係

丹後　　裕 ngt500060@pref.niigata.lg.jp 025-280-5616 025-284-9396

富山県
教育委員会生涯学習・文化
財室

清水　俊充
toshimitsu.shimizu@pref.toyama.l
g.jp

076-444-9647 076-444-4434

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

福井県 教育庁生涯学習・文化財課 辻村　完 syoubun@pref.fukui.lg.jp 0776-20-0558 0776‐20‐0672

山梨県 教育庁社会教育課 桐原　ひかる
kirihara-
atpf@pref.yamanashi.lg.jp

055-223-1772 055-223-1775

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

岐阜県
教育委員会社会教育文化
課

鎌宮　好孝 c17768@pref.gifu.lg.jp 058-272-8756 058-278-2824

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

愛知県
教育委員会事務局生涯学
習課社会教育推進グルー
プ

野崎　通広 michihiro_nozaki@pref.aichi.lg.jp 052-954-6780 052-954-6962

三重県
教育委員会事務局社会教
育・文化財保護課

伊藤　誠 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

芳賀　正志 haga-masashi@pref.shiga.lg.jp 077-528-4576 077-528-4953

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

小中学校担当 教育委員会小中学校課 河上　弘子
KawakamiHir@mbox.pref.osaka.lg.
jp

06-6944-3816 06-6944-3826

高等学校担当
教育委員会高等学校課教
務グループ

吉年　匠子
YodoshiShoko@mbox.pref.osaka.l
g.jp

06-6944-2387 06-6944-6888

兵庫県
教育委員会事務局人権教
育課

近藤主任指導主
事

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

奈良県
教育委員会事務局学校教
育課

北浦　義弘
kitaura-
yoshihiro@office.pref.nara.lg.jp

0742-27-9854 0742-23-4312

和歌山県
教育庁学校教育局学校指
導課

前田　成穂
maeda_s0034@pref.wakayama.lg.j
p

073-441-3661 073-441-3652
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埼玉県

大阪府

山形県 023-630-2774
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鳥取県
教育委員会事務局小中学
校課

井上　英之 inoue_hi@pref.tottori.jp 0857-26-7935 0857-26-8170

島根県 教育庁義務教育課 渡部　正嗣 gimu@pref.shimane.lg.jp 0852-22-6057 0852-22-6026

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

広島県
教育委員会事務局教育部
義務教育指導課

森田 晋也 gimushidou@pref.hiroshima.lg.jp 082-513-4975 082-222-1468

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

徳島県
教育委員会教育文化政策
課

井形　啓二
kyouikubunkaseisakuka@pref.tok
ushima.lg.jp

088-621-3163 088-621-2886

小中学校担当
教育委員会事務局義務教
育課

山地　京子 gimukyoiku@pref.kagawa.lg.jp 087-832-3742 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

近藤　雅和 pj7341@pref.kagawa.lg.jp 087-832-3750 087-806-0232

愛媛県
教育委員会事務局管理部
生涯学習課

山内　治朋 shougaigaku@pref.ehime.jp 089-912-2930 089-912-2929

高知県
教育委員会事務局小中学
校課

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

小中学校担当
教育庁教育振興部義務教
育課

新谷　祥生 shintani-y3940@pref.fukuoka.lg.jp 092-643-3910 092-643-3912

高等学校担当
教育庁教育振興部高校教
育課

中野　敏昭 kkokyo@pref.fukuoka.lg.jp 092-643-3905 092-643-3906

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

長崎県 教育庁義務教育課 松尾　　勉 s40110@pref.nagasaki.lg.jp 095-894-3373 095-894-3474

熊本県 教育庁文化課 須藤　美代
sudou-m-
da@pref.kumamoto.lg.jp

096-333-2705 096-384-7220

教育庁文化課 河野 翔子 kono-shoko@oref.oita.lg.jp 097-506-5493 097-506-1811

教育庁高校教育課 佐藤　哲也 satou-tetsuya@oen.ed.jp

宮崎県
教育庁全国高等学校総合
文化祭推進室

野邊　文博
bunkasai-
suishinshitsu@pref.miyazaki.lg.jp

0985-26-7597 0985-26-7246

鹿児島県 教育庁義務教育課 田畠　悦子 kikakuseito@pref.kagoshima.lg.jp 099-286-5298 099-286-5669

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

札幌市
教育委員会学校教育部指
導室

紺野　宏子 hiroko.konno@city.sapporo.jp 011-211-3861 011-211-3862

仙台市
教育委員会学校教育部教
育指導課

長井　眞一 kyo019120@city.sendai.jp 022-214-8875 022-264-4437

さいたま市
教育委員会学校教育部指
導１課

浅野　博一 kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp 048-829-1661 048-829-1989

千葉市
教育委員会学校教育部指
導課

安齋　洋一 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

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

横浜市
教育委員会事務局指導部
指導企画課

鈴木 智彦 to73-suzuki@city.yokohama.jp 045-671-3266 045-664-5499

相模原市 教育委員会学校教育課 井上　典子
gakkokyouiku@city.sagamihara.ka
nagawa.jp

042-769-8284 042-758-9036

新潟市 教育委員会学校支援課 石川　治 o01.ishikawa@city.niigata.lg.jp 025-226-3261 025-230-0432

静岡市
教育委員会事務局教育部
教育総務課

田中　朗 kyoikusomu@city.shizuoka.lg.jp 054-354-2505 054-354-2472

浜松市
教育委員会事務局教育総
務課

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

名古屋市
教育委員会事務局学校教
育部指導室

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

京都市
教育委員会事務局指導部
学校指導課

西村  篤
sa172-
nishimura@edu.city.kyoto.jp

075-222-3806 075-231-3117

大阪市
教育委員会事務局指導部
人権・国際理解教育グルー
プ

茨木　久治 h-ibaraki@city.osaka.lg.jp 06-6208-8128 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

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

神戸市
教育委員会事務局社会教
育部生涯学習課

稲田　晃 manabee@office.city.kobe.lg.jp 078-322-5794 078-322-6144

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

広島市
教育委員会事務局学校教
育部指導第二課

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

大分県

福岡県
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北九州市 教育委員会総務部企画課 中澤　美保 kyou-kikaku@city.kitakyushu.lg.jp 093-582-2357 093-581-5871

福岡市
教育委員会事務局指導部
学校指導課

田中　大三 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 首藤　浩之
shudo.hiroyuki@city.kumamoto.lg.
jp

096-328-2703 096-359-6951
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