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1. 地域づくり団体関係者および行政関係者の方
都道府県 都道府県協議会名 住    所 担当部署 担当 電話番号 ファックス番号

北海道・東北

北海道 地域づくりネットワーク北海道連絡会議 060-8588 
札幌市中央区北3条西6

北海道総合政策部 地域づくり支
援局地域政策課地域再生グループ 齋藤 011-231-4111 

内23-472 011-232-1053

青森県 青森県地域づくりネットワーク推進協議会 030-8570 
青森市長島1-1-1

青森県企画政策部 地域活力振興
課地域活性化グループ 田中 017-734-9147 017-734-8027

岩手県 岩手県地域づくり連絡会議 020-8570 
盛岡市内丸10-1

岩手県政策地域部地域振興室 県
北沿岸・定住交流課 齊藤 019-629-5194 019-629-5219

宮城県 みやぎ地域づくり団体協議会 983-0841 
仙台市青葉区本町3-8-1

宮城県震災復興・企画部地域復興
支援課 巻 022-211-2423 022-211-2442

秋田県 秋田県地域づくり団体協議会 010-8570 
秋田市山王4-1-1 秋田県企画振興部 地域活力創造課 黒川 018-860-1238 018-860-3875

山形県 ふるさと山形塾ネットワーク 990-0832 山形市城西町1-7-19
山形県ＮＰＯ支援センター1Ｆ 山形創造NPO支援ネットワーク 結城 023-647-0675 023-647-0676

福島県 福島県まちづくり会議 960-8670 
福島市杉妻町2-16（本庁舎5階） 福島県企画調整部 地域政策課 渡部 024-521-7119 024-521-7912

新潟県 地域づくり団体新潟県協議会 950-8570 
新潟市中央区新光町4-1

新潟県総務管理部 地域政策課特
定地域振興班 熊倉 025-280-5095

（2414） 025-280-5227

関　　東

茨城県 地域づくり団体茨城県協議会 310-8555 
水戸市笠原町978-6 茨城県企画部 地域計画課 藤田 029-301-2720 029-301-2738

栃木県 地域づくり団体栃木県協議会 320-8501 
宇都宮市塙田1-1-20 栃木県総合政策部 地域振興課 西 028-623-2239 028-623-2234

群馬県 群馬県地域づくり協議会 371-8570 
前橋市大手町1-1-1 群馬県企画部 地域政策課 青木

星野 027-226-2370 027-243-3110

埼玉県 地域づくりネットワーク埼玉県協議会 330-9301 
さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県企画財政部 地域政策課 五江渕 048-830-2768 048-830-4741

千葉県 地域づくり団体千葉県協議会 260-8667 
千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部市町村課 自治振興室 鶴岡 043-223-2362 043-224-0989

東京都 東京都地域づくり団体協議会 163-8001 
新宿区西新宿2-8-1 東京都総務局行政部 振興企画課 大澤 03-5388-2407 03-5388-2417

神奈川県 神奈川県地域づくり団体協議会 231-8588 
横浜市中区日本大通り1

神奈川県政策局自治振興部 地域
政策課地域活性化グループ 沼畑 045-210-3260 045-210-8837

山梨県 山梨県地域づくり団体協議会 400-8501 
甲府市丸の内1-6-1

山梨県企画県民部 県民生活・男女
参画課 杉山 055-223-1351 055-223-1354

長野県 地域づくりネットワーク長野県協議会 380-8570 
長野市南長野字幅下692-2 長野県総務部 市町村課地域振興係 鈴木 026-235-7139 026-232-2557

静岡県 しずおか未来づくりネットワーク 420-8601 
静岡市葵区追手町9-6

静岡県経営管理部 自治局自治行
政課 永田 054-221-2056 054-221-2776

東海・北陸

富山県 富山県観光・地域振興局地域振興課 930-8501 
富山市新総曲輪1-7 富山県観光・地域振興局 地域振興課 大石 076-444-3114 076-444-4561

石川県 石川地域づくり協会 920-8580 
金沢市鞍月1-1 石川県企画振興部 地域振興課 寺田 076-225-1312 076-225-1328

岐阜県 地域づくり団体岐阜県協議会 500-8570 
岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県観光交流推進局 観光課 山崎 058-272-8078 058-278-2674

愛知県 愛知県地域づくり団体交流協議会 460-8501 
名古屋市中区三の丸3-1-2 愛知県地域振興部 地域政策課 小林 052-954-6096 052-954-6906

三重県 みえ地域づくり団体交流会議 514-8570 
津市広明町13

三重県地域連携部地域支援課地域
支援班 松本 059-224-2420 059-224-2219

近　　畿

福井県 福井県地域づくりネットワーク協議会 910-8580 
福井市大手3-17-1 福井県総務部 市町振興課 中田

村田 0776-20-0747 0776-20-0631

滋賀県 滋賀県総務部市町振興課 520-8577 
大津市京町4-1-1 滋賀県総務部 市町振興課 糠貝 077-528-3230 077-528-4820

京都府 京都府地域づくり団体ネットワーク協議会 602-8570 京都市上京区下
立売通新町西入薮ノ内町 京都府総務部 自治振興課 堀川 075-414-4461 075-451-5452

大阪府 大阪府地域づくり団体協議会 540-8570 
大阪市中央区大手前2-1-22

大阪府総務部 市町村課振興・分権
グループ

森景
泰田

06-6941-0351
（2228）・
06-6944-7131

06-6944-6099

兵庫県 ひょうごふるさとづくり交流会議 650-8567 
神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県企画県民部 地域振興課 林田 078-362-9014 078-362-3950

参加申込先一覧
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都道府県 都道府県協議会名 住    所 担当部署 担当 電話番号 ファックス番号

奈良県 奈良県地域づくり団体協議会 630-8501 
奈良市登大路町30

奈良県地域振興部教育振興課 教
育振興・私学係 中嶋 0742-27-8347 0742-22-7215

和歌山県 地域づくりネットワーク和歌山県協議会 644-8585 
和歌山市小松原通1-1 企画部地域振興局地域政策課 川崎 073-441-2371 073-441-2377

中　　国

鳥取県 とっとり県民活動活性化センター
680-8570 鳥取市東町一丁
目220 鳥取県未来づくり推
進局鳥取力創造課内

鳥取県未来づくり推進局鳥取力創
造課 桑村 0857-26-7071 0857-26-8196

島根県 島根県地域づくりネットワーク協議会 690-0003 島根県松江市朝
日町478-18 松江テルサ3階

公益財団法人 ふるさと島根定住
財団 地域活動支援課長 光明 0852-28-0690 0852-28-0692

岡山県 地域づくり団体岡山県協議会 700-8570 
岡山市北区内山下2-4-6

岡山県県民生活部中山間・地域振
興課 杉本 086-226-7267 086-224-6195

広島県 広島県地域政策局過疎地域振興課 730-8511 
広島市中区基町10-52 広島県地域政策局 過疎地域振興課 新川 082-513-2632 082-224-1977

山口県 地域づくり団体山口県協議会 753-8501 
山口市滝町1-1 山口県環境生活部 県民生活課 則近 083-933-2614 083-933-2629

四　　国

徳島県 徳島県地域づくりネットワーク協議会 770-8570 
徳島市万代町1-1

徳島県政策創造部地域振興総局 地
域創造課集落再生室集落再生担当 上田 088-621-2745 088-621-2829

香川県 香川県地域づくりネットワーク協議会 760-8570 
高松市番町4-1-10

香川県政策部政策課 地域づくり
推進室 古市 087-832-3125 087-806-0234

愛媛県 愛媛県ふるさとづくりネットワーク推進会議 790-0065 
松山市宮西1-5-19

公益財団法人 えひめ地域政策研
究センター 平岡 089-926-2200 089-926-2205

高知県 高知県地域づくり連絡会議 780-8570 
高知市丸ノ内1-2-20

高知県産業振興推進部 地域づく
り支援課 髙井 088-823-9781 088-823-9258

九州・沖縄

福岡県 地域づくりネットワーク福岡県協議会 812-8577 福岡市博多区東公園
7-7（福岡県広域地域振興課内）

福岡県企画・地域振興部 広域地域
振興課 新平 092-643-3179 092-643-3164

佐賀県 佐賀県地域づくりネットワーク協議会 840-0824 佐賀市呉服元町
2-24 呉服元町ビル10号 NPO法人 佐賀県CSO推進機構 鈴木 0952-26-2378 0952-26-2227

長崎県 長崎県地域づくりネットワーク協議会 850-0875 長崎市栄町4-9 
長崎県市町村会館内 長崎県町村会 振興課 塩井 095-827-5511 095-824-6993

熊本県 火の国未来づくりネットワーク 862-8570 熊本市中央区水前
寺6-18-1（熊本県地域振興課内）

熊本県企画振興部地域・文化振興
局 地域振興課 櫻木 096-333-2137 096-381-9001

大分県 公益社団法人ツーリズムおおいた 874-0828 別府市山の手町
12-1 ビーコンプラザ内 公益社団法人ツーリズムおおいた 小山田 0977-26-6250 0977-26-6252

宮崎県 宮崎県地域づくりネットワーク協議会 880-0811 宮崎市錦町1-10 
宮崎グリーンスフィア壱番館３F 特定非営利活動法人 宮崎文化本舗 高妻 0985-74-7075 0985-74-7076

鹿児島県 南のふるさとづくり協議会 891-1202 
鹿児島市西伊敷6-34-14 南のふるさとづくり協議会 松元 090-8406-8859

沖縄県 沖縄県地域づくりネットワーク 901-1202 沖縄県南城市大
里字大里2013番地 （財）沖縄県公衆衛生協会 當眞 098-945-2686 098-945-3979

2. 地域づくり団体関係者および行政関係者以外の個人の方

　　　　　あわら温泉情報処 おしえる座ぁ　〒910-4104 福井県あわら市温泉1丁目１-１

　　　　　TEL 0776-77-1877   FAX 0776-77-1878  担当：九谷、小林、鈴木　営業時間9：00〜18：00（全日営業）

宿泊企画／あわらツアーデザインセンター 〈旅行業登録福井県知事第3-302号〉 （一般社団法人あわら市観光協会内）
総合旅行業務取扱主任者　福島　幹雄

〈 前泊のご案内 〉 

１１月１５日（金） Aタイプ Bタイプ Cタイプ

1泊朝食

１名利用 − 16,500円 −

2名利用 7,800円 8,850円 10,950円

3名利用 6,750円 7,800円 9,900円

4名利用 5,700円 6,750円 8,800円

※ご宿泊については、原則２名様以上でお引き受けさせていただきます。個室を希望される場合は、 
　23ページの“相部屋の可否”の欄の否に○をつけてください。

※ご宿泊施設のタイプについては、ご希望に沿えない場合がございますので、予めご了承ください。

※宿泊施設の場所については、24ページの「あわら温泉宿泊マップ」をご覧ください。

　 
宿泊施設名 タイプ

グランディア芳泉 B
C

みのや泰平閣 B

白和荘 B
C

花の宿福寿 B
長谷川 A
あわらグランドホテル C
あわらの宿八木 B
あわら温泉美松 B
清風荘 B
ホテルゆ楽 C

　

お申込み・ 
お問合せ先


