
各都道府県教育委員会 電話番号 各教育委員会問合せ先一覧

北海道教育委員会 011-231-4111 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ktk/corona.htm

青森県教育委員会 017-722-1111 http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/coronavirus_menu.html

岩手県教育委員会 019-651-3111 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/index.html

宮城県教育委員会 022-211-2111 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyou-soumu/kyoi-cov19.html

秋田県教育委員会 018-860-5111 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/16317

山形県教育委員会 023-630-2211 https://www.pref.yamagata.jp/ou/bosai/020072/kochibou/coronavirus/coronavirus.html

福島県教育委員会 024-521-1111 https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/covid-19.html

茨城県教育委員会 029-301-1111 https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/topics/news/kinkyu/corona/index.html

栃木県教育委員会 028-623-3355 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/kennaigakko.html

群馬県教育委員会 027-223-1111 https://www.pref.gunma.jp/02/d29g_00243.html

埼玉県教育委員会 048-824-2111 https://www.pref.saitama.lg.jp/e2201/coronavirus/index.html

千葉県教育委員会 043-223-2110 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/

東京都教育委員会 03-5321-1111 https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

神奈川県教育委員会 045-210-1111 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/u5t/coronavirus.html

山梨県教育委員会 055-237-1111 https://www.pref.yamanashi.jp/kyouiku/top.html

新潟県教育委員会 025-285-5511 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kikitaisaku/shingata-corona.html

長野県教育委員会 026-232-0111 https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku/corona.html

富山県教育委員会 076-431-4111 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/3000/kj00021599.html

石川県教育委員会 076-225-1111 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/index.html

福井県教育委員会 0776-21-1111 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kyousei/korona_kyouiku.html

岐阜県教育委員会 058-272-1111
https://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/soshiki-annai/kyoiku-iinkai/gakko-
anzen/kyouikusoudannsiryou.html

静岡県教育委員会 054-221-3155 http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/20200311.html

愛知県教育委員会 052-961-2111 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/coronavirus.html

三重県教育委員会 059-224-2946 https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000066.htm

滋賀県教育委員会 077-528-4511 https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/hokentaiiku/anzenkyusyoku/hoken/310418.html

京都府教育委員会 075-451-8111 http://www.kyoto-be.ne.jp/soumu/cms/?page_id=848

大阪府教育委員会 06-6941-0351 http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoikusomu/homepage/kyoiku_kannsensho.html

兵庫県教育委員会 078-341-7711 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/200129.html

奈良県教育委員会 0742-22-1101 http://www.pref.nara.jp/item/224443.htm

和歌山県教育委員会 073-432-4111 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000200/covid19.html

鳥取県教育委員会 0857-26-7505 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=64015

島根県教育委員会 0852-22-5111 https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/iinkai/sodan/corona.html

岡山県教育委員会 086-224-2111 https://www.pref.okayama.jp/site/577/

広島県教育委員会 082-228-2111 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/#c1

山口県教育委員会 083-922-3111 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a11000/sodan/koronasoudan.html

徳島県教育委員会 088-621-3115 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kansensho/5035331/

香川県教育委員会 087-831-1111 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir4/dir4_1/dir4_1_1/w2t2n1200228131721.shtml

愛媛県教育委員会 089-941-2111 https://ehime-c.esnet.ed.jp/corona.htm

高知県教育委員会 088-823-1111 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/2020030200186.html
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福岡県教育委員会 092-651-1111 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kyouikutaiou.html

佐賀県教育委員会 0952-24-2111 https://www.pref.saga.lg.jp/list04342.html

長崎県教育委員会 095-824-1111
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-bunka/kyoikukikannado/http-www-
pref-nagasaki-jp-bunrui-kanko-kyoiku-bunka-kyoikukikannado/429139.html

熊本県教育委員会 096-383-1111 http://kyouiku.higo.ed.jp/page10802/

大分県教育委員会 097-536-1111 https://www.pref.oita.jp/site/bosaianzen/shingatacorona.html

宮崎県教育委員会 0985-26-7233
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kansensho-
taisaku/kenko/hoken/covid19.html#event_shisetsu

鹿児島県教育委員会 099-286-2111
https://www.pref.kagoshima.jp/ae06/kenko-fukushi/kenko-
iryo/kansen/kansensho/coronavirus.html

沖縄県教育委員会 098-866-2705 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/kohokoryu/koho/2020_new_korona_virs.html

札幌市教育委員会 011-211-3825 https://www.city.sapporo.jp/kinkyu_202002.html

仙台市教育委員会 022-214-8856 https://www.city.sendai.jp/kikikanri/kinkyu/corona2020/index.html

さいたま市教育委員会 048-829-1623 https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/index.html

千葉市教育委員会 043-245-5903 https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkou/kikaku/kansensyoujyouhou.html

川崎市教育委員会 044-200-3261 http://www.city.kawasaki.jp/880/

横浜市教育委員会 045-671-3240
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-
kyoiku/kyoiku/sesaku/hoken/rinjikyugyo.html

相模原市教育委員会 042-769-8280 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/kansenyobo/1018481.html

新潟市教育委員会 025-226-3149 https://www.city.niigata.lg.jp/smph/iryo/kenko/yobou_kansen/kansen/coronavirus.html

静岡市教育委員会 054-354-2503 https://www.city.shizuoka.lg.jp/388_000101.html

浜松市教育委員会 053-457-2401 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/somu/corona.html

名古屋市教育委員会 052-972-3207 http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000124556.html

京都市教育委員会 075-222-3767 https://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/index.html

大阪市教育委員会 06-6208-9079 https://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/

堺市教育委員会 072-228-7925 https://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/kyoiku/oshirase/index.html

神戸市教育委員会 078-322-5760 https://www.city.kobe.lg.jp/kosodate/education/index.html

岡山市教育委員会 086-803-1571 http://www.city.okayama.jp/hishokouhou/hishokouhou/kouhou_03090.html

広島市教育委員会 082-504-2463 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/korona/

北九州市教育委員会 093-582-2352 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18901196.html

福岡市教育委員会 092-711-4605 https://stopcovid19.codeforfukuoka.org/

熊本市教育委員会 096-328-2704 http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=26562
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