
学校運営協議会
地域学校協働本部/地域学校協働活動

学校 取組

厚真町
厚南地区学校運営協議会
あつまるねっと

厚真町立上厚真小学校
厚真町立厚南中学校

「ふるさと教育」の推進～小中一貫教育で目指す「厚真
の未来を語れる子」の育成～

北海道 北海道名寄高等学校地域学校協働活動 北海道名寄高等学校
学校の魅力化に向けた地域と連携した学校教育活動の
充実

訓子府町
訓子府町学校運営協議会
訓子府町地域学校協働本部

訓子府町立訓子府小学校
訓子府町立居武士小学校
訓子府町立訓子府中学校

ふるさと教育「くんねっぷ学」～訓子府に愛着を持ち、訓
子府の未来を担える子を育てる取組～

青森県 青森県
八戸高等支援学校学校運営協議会
八戸高等支援学校鮫地域協働活動

青森県立八戸高等支援学校
みんなで楽しむ「さめリンピック」～ボッチャで始まる地域
づくりと学校理解～

北上市
上野中学校区学校運営協議会
黒沢尻北地区地域学校協働本部

北上市立黒沢尻北小学校
北上市立上野中学校

わたしたちの安全　地域安全マップを作ろう

八幡平市
安代小学校学校運営協議会
安代小学校地域学校協働本部

八幡平市立安代小学校
コミュニティ・センターやＰＴＡとの連携・協働により郷土
愛を育む取組

大槌町
吉里吉里学園学校運営協議会
吉里吉里学園地域学校協働活動

大槌町立吉里吉里小学校
大槌町立吉里吉里中学校

大槌の教育「ふるさと科」を中心に据えた小中一貫教育
と地域との連携

登米市
北方小学校学校運営協議会
北方小応援団

登米市立北方小学校
北方っ子育成頑張りプロジェクト～地域の宝をみんなの
力で育てよう！～

柴田町
船迫地区小・中学校運営協議会
柴田町協働教育推進委員会

柴田町立船迫中学校
”幸せが訪れますように”ラベンダーを活用した地域学校
協働活動

七ヶ宿町
七ヶ宿町学校運営協議会
七ヶ宿町教育推進協議会

七ヶ宿町立七ヶ宿小学校
七ヶ宿町立七ヶ宿中学校

地域と一体となった取組「かかわる」，「もとめる」，「はた
す」七ヶ宿小・中学校の一貫志教育

北秋田市
鷹巣小学校学校運営協議会
鷹巣地域学校協働本部

北秋田市立鷹巣小学校
地域学校協働活動推進員が核となり地域と協働した「ふ
るさと教育・キャリア教育」の推進

潟上市
羽城中学校運営協議会
羽城中学校区地域学校協働本部

潟上市立羽城中学校
「オラほの学校」を目指して～地域に根ざした学校づくり
～

大石田町
大石田学園運営委員会
大石田町地域学校協働本部

大石田町立大石田中学校/大石田
町立大石田小学校/大石田町立大
石田南小学校/大石田町立大石田
北小学校

誇りと絆と向上心を育む大石田学園

山形県
小国高等学校学校運営協議会
白い森地域学校協働本部

山形県立小国高等学校
挑め、ともに！「白い森人創生プロジェクト」地域の様々
な主体と協働した人材育成と地域活性化・地域創生

長井市
伊佐沢小学校学校運営協議会
伊佐沢小学校地域学校協働本部

長井市立伊佐沢小学校
ふるさとを愛する伊佐沢っ子の育成～学校・家庭・地域
が連携した学校づくり～念佛踊り・運動会を通して

福島県 大玉村
おおたま学園コミュニティ・スクール
大玉村地域学校協働本部

大玉村立大玉中学校/大玉村立大
山小学校/大玉村立玉井小学校/大
玉村立大山幼稚園/大玉村立玉井
幼稚園

おおたまコミュニティ広場
～子どもたちが考える村の将来について地域も一緒に
考える～

牛久市
牛久南中学校学校運営協議会
牛久南中学校地域学校協働本部

牛久市立牛久南中学校
「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて～コミュニ
ティ・スクールを核とした質の高い学びを保障する取組
～

那珂市
白鳥学園学校運営協議会
白鳥学園地域学校協働本部

白鳥学園那珂市立瓜連小学校
白鳥学園那珂市立瓜連中学校

地域は学校の応援団！学校は地域の活力源！-地域・
学校・家庭・行政で協働する持続可能な取組-

那須町
那須中学校学校運営協議会
水曜講座プロジェクト

那須町立那須中学校
地域に学び、地域とともに歩む学校を目指して～地域住
民による水曜講座～

栃木県 日光明峰高等学校学校運営協議会 栃木県立日光明峰高等学校
「日光学」を通した、学校と地域の魅力を高める地域学
校協働活動

高山村
高山村学校運営協議会
高山村地域学校協働本部

高山村立高山中学校
高山村立高山小学校
高山村立たかやまこども園

高山村の魅力を知り、地域を愛する生徒の育成～地域
資源・人材を生かした体験活動を通して～

藤岡市
ぽらりす
コミュニティ・ハウス

藤岡市立北中学校
藤岡市立藤岡第二小学校
藤岡市立神流小学校

未来に生きる力を身に付けた子どもの育成～キャリア教
育に視点をあてた取組を通して～

伊勢崎市
境采女小学校学校運営協議会
采女地区事業推進委員会

伊勢崎市立境采女小学校
「ふるさと学習教室」－郷土に愛着を持ち、地域を大切に
する心の育成を目指して－

高崎市 高崎市
京ケ島小学校学校運営協議会
京ケ島小学校地域学校協働活動

高崎市立京ケ島小学校 「みんなで創ろう　安全・安心で誇れる京ケ島」

埼玉県
本庄特別支援学校学校運営協議会
本庄特別支援学校地域学校協働活動

埼玉県立本庄特別支援学校
生活単元学習～学校から地域へ情報発信「学校と地域
を結ぶ」～

皆野町
三沢小学校学校運営協議会
三沢小学校地域学校協働活動

皆野町立三沢小学校
体験的学習の充実～地域の文化や特色を効果的に学
校教育にいかす取組～

寄居町
用土小学校学校運営協議会
用土小学校地域学校協働活動

寄居町立用土小学校
用土地区子どもを守る会 ～地域に住む児童生徒の安
全を見守る取組～

新座市
野火止小学校学校運営協議会
野火止小学校地域学校協働活動

新座市立野火止小学校
地域とともに豊かな学びを創造し地域の絆を深める学校
づくり

令和４年度「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」に係る文部科学大臣表彰 被表彰取組一覧
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大久保東小学校学校運営協議会
大久保東コミュニティ「大けやき」

さいたま市立大久保東小学校 家庭教育支援チーム「てとてと」

大門小学校学校運営協議会
大門小学校ＳＳＮプラス（スクールサポートネットワーク）

さいたま市立大門小学校
日光御成道チャレンジ強歩をはじめとする地域に根差し
た教育活動

大宮北高等学校学校運営協議会
小学校へのアウトリーチ活動他

さいたま市立大宮北高等学校
地域の理数教育拠点校として、学校の人的・物的学習資
源を小・中学校の児童生徒へ開く特色ある活動

市川市
市川市立菅野小学校学校運営協議会
第二中ブロック地域学校協働本部

市川市立菅野小学校
地域で連携した通学路の見守り
～みまもりたい♡による地域の安心・安全向上への取組
～

千葉県
飯高特別支援学校学校運営協議会
地域学校協働本部

千葉県立飯高特別支援学校 地域の課題を教育資源に

三鷹市 にしみたか学園コミュニティ・スクール委員会
三鷹市立第二小学校
三鷹市立井口小学校
三鷹市立第二中学校

まちづくりプランナーになろう

杉並区
中瀬中学校学校運営協議会
中瀬中学校学校支援本部「結」

杉並区立中瀬中学校
生徒主体の中瀬中学校を地域と共につくることにより、
次代の地域を創造する。

文京区
本郷小学校学校運営協議会
本郷小学校地域学校協働本部

文京区立本郷小学校
コロナに負けない心と身体の健康づくり～朝遊びの継続
とオンラインを活用した取り組み～

多摩市
連光寺小学校学校運営協議会
連光寺小学校地域学校協働本部

多摩市立連光寺小学校 学校と地域が協働して目指すSDGｓの達成

板橋区
前野小学校コミュニティ・スクール委員会
前野小学校支援地域本部

板橋区立前野小学校
放課後学習教室～ＣＳ委員の提案で開始した「ドッピー
教室」～

八王子市 八王子市
いずみの森義務教育学校学校運営協議会
いずみの森協働本部

八王子市立いずみの森義務教育学
校

子どもの居場所づくり、地域との絆を深める活動

白幡小学校学校運営協議会
白幡小いちょうの会

横浜市立白幡小学校
どの子どもにも確かな学力と体験・人間関係力、学校環
境の充実

いずみ野小学校学校運営協議会
いずみ野小学校運営委員会

横浜市立いずみ野小学校
本校の児童の育成を地域の力によってより充実させ、と
くに特色ある教育活動を推進する学校運営を支援する。

刈羽村
刈羽村学校運営協議会
刈羽村地域学校協働本部

刈羽村立刈羽小学校
刈羽村立刈羽中学校

全校で地域を盛り上げよう「砂丘桃PR作戦」

佐渡市
七浦小学校学校運営協議会
七浦小学校地域学校協働活動

佐渡市立七浦小学校
地域とともに創る学校行事
－七浦地域と七浦小学校のコラボレーション文化祭の取
組－

白南中学校学校運営協議会
白南中学校地域学校協働本部

新潟市立白南中学校
大好き新潟～南区地域福祉アクションプランの実現をめ
ざして～

葛塚中学校区学校運営協議会
葛塚中学校地域学校協働本部
葛塚東小学校地域学校協働本部

新潟市立葛塚中学校
新潟市立葛塚東小学校

地域・産官学の相互作用による、子どもの「伝え合う力」
「かかわり合う力」の育成

富山県 朝日町
朝日町学校運営協議会
朝日町地域学校協働本部

朝日町立さみさと小学校
朝日町立あさひ野小学校
朝日町立朝日中学校

ふるさと朝日に誇りと愛着をもち、新しい時代にたくましく
生きる子供を育むために

石川県 能美市 浜小学校学校運営協議会 能美市立浜小学校 つなぐ・つながる・つづける、学校と子どもと家庭・地域

山梨県 甲州市
菱山小学校学校運営協議会
菱山小学校地域学校協働活動

甲州市立菱山小学校 森林はサステナブル～菱山財産区植林活動～

長野県 飯山市 東小学校学校運営協議会 飯山市立東小学校
ふるさと学習の推進～おらほの学校の取組から広がる
地域に生きる学びの推進～

白川町
黒川地区学校運営協議会
くろかわ地育リーダーズ

白川町立黒川中学校
白川町立黒川小学校

くろかわ地育リーダーズ　～ふるさと黒川を「心の根」に
持つ、地域の将来を担う人材育成～

飛騨市
河合小学校学校運営協議会（CS 河合っ子 THE FUTURE）
河合小学校地域学校協働本部

飛騨市立河合小学校
「河合っ子マルシェ」～河合町のオリジナル商品を作っ
て、河合町をアピールしよう～

岐阜市 岐阜市
市橋小学校学校運営協議会
市橋小学校支援推進委員会

岐阜市立市橋小学校
地域・学校・家庭の連携・協働～市橋子育てプログラム
とＰＤＣＡサイクルを活用した活動改善の取組～

静岡県 静岡県
藤枝西高等学校学校運営協議会
西益津地区社会福祉協議会学習支援活動

静岡県立藤枝西高等学校
「日知塾プロジェクト」～学校・地域・保護者の協働が
キャリア教育の架け橋に！～

津島市
暁中学校学校運営協議会
暁中学校地域学校協働本部

津島市立暁中学校
学校・家庭・地域が繋がることで、地域を愛し、地域から
学び、地域に貢献ができる生徒の育成　「良い環境は良
い子を育てるをモットーに！」

田原市
福江中学校学校運営協議会
渥盛協働本部

田原市立福江中学校
ふるさと学習と学校行事「立志歩行」の横断的取組
～生徒、教職員、家庭、地域が共に創意工夫し、主体的
に取り組む学校づくり～

小牧市
篠岡小学校学校運営協議会
篠岡学区地域協議会

小牧市立篠岡小学校 小中の連携を通して、地域と協働～体験活動を通して～

三重県 伊賀市
柘植中学校学校運営協議会
柘植中学校地域学校協働活動

伊賀市立柘植中学校
人権が大事にされる学校づくり～だれひとり取り残さな
い学力・進路保障～

さいたま市

横浜市

新潟市 新潟市

新潟県

東京都

さいたま市

千葉県

横浜市

岐阜県

愛知県
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名張市
箕曲小学校学校運営協議会
箕曲小学校地域学校協働本部

名張市立箕曲小学校
３つの「きょう育」（教育・郷育・共育）で子どもたちに学び
と育ちを

四日市市 山手中学校地域学校協働活動 四日市市立山手中学校
地域とともにある学校づくり～学校の応援団としてのか
かわりを通して～

竜王町
竜王西小学校学校運営協議会
竜王町地域学校協働本部

竜王町立竜王西小学校
ふるさと学習推進プロジェクト～地域（ふるさと）を語れる
子に、地域（ふるさと）を誇れる子に～

高島市
高島小学校　学校運営協議会
高島中学校　学校運営協議会
高島学園地域学校協働本部

高島学園（高島市立高島小学校）
高島学園（高島市立高島中学校）

みんなでつくる低学年向け図書室「お話ルーム」

米原市
山東小学校学校運営協議会
大東学区地域学校協働本部

米原市立山東小学校 つながろう「光り照らすかがやきっ子」

南丹市
園部小学校運営協議会
園部小学校地域学校協働活動

南丹市立園部小学校
地域で始める、登下校安全の取組～地域の子は、地域
で育てよう～

城陽市
古川小学校学校運営協議会
古川放課後子ども教室

城陽市立古川小学校
地域社会と学校が連携・協働した子どもたちの安心・安
全な居場所づくり

安朱小学校学校運営協議会 京都市立安朱小学校
地域社会参画能力の育成～地域に開かれ、地域から愛
され、地域とともに学ぶ学校づくり～

上賀茂幼稚園学校運営協議会「カモンサポートチーム」 京都市立上賀茂幼稚園
子どもたちの健やかな成長を目指して～園と地域が心
一つに～

守口市
守口市立さつき学園学校運営協議会
守口市立さつき学園学校支援地域本部

守口市立さつき学園 さつきフレンド～子どもたちの「応援団」となる取組～

大阪府
大阪府立岸和田支援学校学校運営協議会
岸和田支援学校なかよし広場

大阪府立岸和田支援学校
地域の方への障がい児・者理解のきっかけづくり「ボラン
ティア体験講座」

大阪狭山市
南第一小学校学校運営協議会
南第一小学校地域学校協働活動

大阪狭山市立南第一小学校
一小応援団～こどもたちのために「できるときに、できる
ことを」～

丹波市
南小学校学校運営協議会
たんばふるさと学

丹波市立南小学校
チーム学校からチームぬぬぎ(地域)の学校へ「参画　協
働　共汗　共創」の地域学校協働活動

赤穂市
尾崎小学校学校運営協議会
尾崎地区まちづくり連絡協議会

赤穂市立尾崎小学校 地域とともにある尾崎小学校～尾崎を学ぶ取組づくり～

多可町
八千代小学校学校運営協議会
多可町地域学校協働本部

多可町立八千代小学校
地域ぐるみで子どもを育てる～学校統合による校区再編
に対応した持続可能なつながりづくり～

尼崎市 尼崎市
尼崎市立尼崎北小学校運営協議会
尼崎北小学校地域連携協働本部

尼崎市立尼崎北小学校
子どもたちの心に郷土愛を育む～学校・家庭・地域一体
となって～

生駒市
生駒市立あすか野小学校学校運営協議会
あすか野小学校区地域学校協働本部

生駒市立あすか野小学校
心豊かに自ら学ぶ子を育む 創意と活力にみちた地域学
校協働活動～ 一人ひとりが輝ける安心安全な地域・学
校を目指して ～

奈良県
奈良県立高取国際高等学校学校運営協議会
高取国際高等学校地域学校協働活動

奈良県立高取国際高等学校
地域協働活性化プロジェクト～「あすか学」による地域の
魅力発信～

和歌山県 紀美野町 美里中学校区学校運営協議会
紀美野町立美里中学校
紀美野町立下神野小学校

総合防災訓練～つながる！広がる！ネットワーク！～

鳥取県 鳥取市
湖南学園学校運営協議会
湖南学園地域学校協働本部

鳥取市立湖南学園
地域や自己の未来を拓く特設教科「拓」～夢を叶える通
り道～

島根県 益田市
豊川地区学校運営協議会
とよかわの未来をつくる会

益田市立豊川小学校
学校内外の学びの充実～子どもたちが楽しく主体的に
学ぶ場を創造し活用する取組～

岡山県 浅口市
よりしま魅力化推進協議会
よりしま地域学校協働本部

浅口市立寄島中学校
浅口市立寄島小学校
浅口市立寄島こども園

地域と学校が連携・協働し、「生きる力」と「もやいの心」
を育てる

府中町
府中小学校学校運営協議会
府小っ子応援団

府中町立府中小学校
学校まるごと図書館～図書ボランティアとの協働による
ワクワクな挑戦～

広島県 加計高等学校学校運営協議会 広島県立加計高等学校
かわいがられ，地域貢献する加計高校～ミライ探究プロ
ジェクトの活動を通して～

広島県
庄原実業高等学校学校運営協議会
庄原ひとづくりコンソーシアム

広島県立庄原実業高等学校
最先端の農業教育で地域・社会に貢献するクリエーター
の育成

府中市
国府小学校学校運営協議会
Kネット

府中市立国府小学校 国府演JOY祭プロジェクトを通した学びの充実

光市
室積学園学校運営協議会
室積まちぐるみ協議会(地域協育ネット）

光市立室積小学校
光市立室積中学校

地域とともにある「室積学園」をめざして～「学校・地域連
携カリキュラム」の活用・評価・改善サイクルの構築～

山口県
熊毛北高等学校運営協議会
熊毛学園

山口県立熊毛北高等学校
地域との連携による「総合的な探究の時間」の充実に向
けた取組

防府市
向島小学校学校運営協議会
向島小学校地域学校協働活動

防府市立向島小学校 ふるさとを愛し、こころ豊かでたくましい児童の育成

京都府

京都市 京都市

山口県

滋賀県

三重県

大阪府

兵庫県

奈良県

広島県



学校運営協議会
地域学校協働本部/地域学校協働活動

学校 取組
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自治体

別紙１

山口県 山口市
八坂小学校学校運営協議会
徳地地域協育ネット

山口市立八坂小学校 八坂っ子ふるさと元気プロジェクト

松茂町
松茂町学校運営協議会
松茂町地域学校協働本部

松茂町立松茂中学校/松茂町立松
茂小学校/松茂町立喜来小学校/松
茂町立長原小学校/松茂町立松茂
幼稚園/松茂町立喜来幼稚園

「STEAM学び隊」について

海陽町
海部小学校運営協議会
海部っ子

海陽町立海部小学校
放課後における子どもたちの居場所づくり、体験活動支
援（放課後子ども教室）

香川県 観音寺市
観音寺小学校学校運営協議会
観音寺小学校サポート隊

観音寺市立観音寺小学校
教育環境と教育活動の充実～４つのサポート（安全安
心・学習・学校・広報企画）を通して～

宇和島市
津島中学校学校運営協議会
津島中学校地域学校協働本部

宇和島市立津島中学校 地域と交流し、地域に貢献する地域学校協働活動

新居浜市
高津小学校学校運営協議会
東中学校学校運営協議会
高津校区地域学校協働本部

新居浜市立高津小学校
新居浜市立東中学校

地域の力で子どもたちの教育活動を支えよう

いの町
伊野小学校学校運営協議会
伊野小学校地域学校協働本部

いの町立伊野小学校
厳しい環境にある児童を切れ目なく見守り・支える取組
～持続可能な仕組の構築～

北川村
北川村保小中学校運営協議会
北川村保小中学校地域学校協働本部

北川村立北川小学校
北川村立北川中学校

住民参画による学校づくり～地域学や学校行事への住
民参画による地域と共にある学校の実現～

春日市
春日野小学校学校運営協議会
春日野小学校地域学校協働本部

春日市立春日野小学校
コロナ禍でも歩みを進める！学校運営協議会と協働活
動のPDCAサイクルの確立～地域連携カリキュラム（社
会に開かれた教育課程）のマネジメント～

宗像市
宗像の郷「中央学園」学園運営協議会
中央学園「サポート隊」

宗像市立中央中学校
宗像市立東郷小学校
宗像市立南郷小学校

学校・家庭・地域の総掛かりで「豊かな心」を育成する体
制の構築～中央学園「サポート隊」の取組～

豊前市
大村小学校学校運営協議会
大村小学校地域学校協働本部

豊前市立大村小学校
学習習慣と基礎学力の定着を目指した放課後学び場
寺子屋

佐賀県 白石町
北明小学校学校運営協議会
北明小学校地域学校協働活動

白石町立北明小学校
５ STAR かがやきプロジェクト～ 『ひっきゃでしゅい。(み
んなでしよう)』つなぎ つながる かがやく 北明 ～

西海市
大瀬戸小学校学校運営協議会
根っこの会

西海市立大瀬戸小学校
学びの出口を地域につくる～地域・学校を活性化させる
のは人だ～

壱岐市
田河小学校学校運営協議会
田河小学校サポート隊

壱岐市立田河小学校 引き継がれる「地域交流事業」を目指して

佐世保市 佐世保市
金比良小・光海中学校運営協議会
金比良小学校・光海中学校地域学校協働本部

佐世保市立金比良小学校
佐世保市立光海中学校

ふるさとに誇りと愛着をもつ金比良っ子・光海っ子の育み
プラン

阿蘇市
阿蘇小学校学校運営協議会
阿蘇市地域学校協働本部

阿蘇市立阿蘇小学校
オレンジベスト　安心の目印！～阿蘇っ子の登下校の安
全・安心を担う「阿蘇っ子見守り隊」の取組～

荒尾市
緑ケ丘小学校学校運営協議会
荒尾市地域学校協働本部

荒尾市立緑ケ丘小学校
地域・学校・家庭の協働で、みんな笑顔～子供たちの地
域貢献を通して～

水俣市
水俣市立水俣第一小学校学校運営協議会
水俣市地域学校協働本部

水俣市立水俣第一小学校
「ふるさと・人・命」を大切にし、夢や目標に向かい粘り強
く努力する児童の育成～「一小まつり」を中心とした地域
とのつながりのあるさまざまな体験を通して～

別府市
中部中学校学校運営協議会
中部子ども応援プロジェクト

別府市立中部中学校
自ら学べ！ドリームスクール！！～生徒の動機づけに
地域の力を～

玖珠町
玖珠町立北山田小学校運営協議会
北山田地区コミュニティ運営協議会

玖珠町立北山田小学校
地域とともに創る社会に開かれた教育課程～地域人材
による豊かな経験や知識・技能を活かした学習支援の
取組～

中津市
今津校区学校運営協議会
今津校区学校応援団実行会議

中津市立今津小学校
中津市立今津中学校

「クリーンアップごみゼロデー」～みんなでふるさと今津
の環境美化を目指して～

五ヶ瀬町

鞍岡小学校学校運営協議会/三ヶ所小学校学校運営協議
会/坂本小学校学校運営協議会/上組小学校学校運営協議
会/五ヶ瀬中学校学校運営協議会/五ヶ瀬町地域学校協働
本部

五ヶ瀬町立鞍岡小学校/三ヶ所小学
校/坂本小学校/上組小学校/五ヶ瀬
中学校

次世代を担う人材育成・持続可能な五ヶ瀬町の実現に
向けて

椎葉村
椎葉村立椎葉小学校 学校運営協議会
椎葉村地域学校協働本部

椎葉村立椎葉小学校
「かえりたい『郷』で生きていく。」ことを目指した文化伝承
の取組～子供が椎葉をまるごと理解し、生涯にわたって
かかわり続けようとする姿を目指して～

鹿屋市
細山田小・中学校学校運営協議会
細山田校区地域学校協働本部

鹿屋市立細山田小学校
鹿屋市立細山田中学校

「ＣＳの日」を中心とした学校と地域による協働活動

和泊町
大城小学校運営協議会
大城小学校地域学校協働本部

和泊町立大城小学校
共に学び　共に伸びる　先祖の知恵を受け継ぐ大城小
学校

薩摩川内市
薩摩川内市立東郷学園義務教育学校学校運営協議会
さつませんだい学校応援団東郷地域本部

薩摩川内市立東郷学園義務教育学
校

世代を超えて地域について語ろう～ふるさと「東郷」をよ
りよい町にするために～

大分県

宮崎県

鹿児島県

長崎県

愛媛県

福岡県

熊本県

高知県

徳島県
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