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全国後期高齢者医療広域連合協議会規約  

 

（名称）  

第１条  本会は、全国後期高齢者医療広域連合協議会という。  

（組織）  

第２条  本会は、全国の都道府県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」と

いう。）をもって組織する。  

（目的）  

第３条  本会は、広域連合の連絡提携を緊密にして、後期高齢者医療制度の円滑

な運営と進展を図ることを目的とする。  

（事業）  

第４条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

 (1) 全国の広域連合の意見集約、国等への意見表明及び広域連合相互の意見交換 

 (2) 広域連合長会議及び事務局長会議の開催  

(3) その他本会の目的を達成するために必要な事項  

（役員）  

第５条  本会に次の役員を置き、第１３条に規定する幹事をもって充てる。  

   会長   １名  

   副会長  ３名  

   監事   ２名  

２  役員の選任方法は、幹事の互選によるものとする。  

（役員の任期）  

第６条  役員の任期は、２年とする。ただし、任期満了後も、新役員が選任される

までの間は、引き続きその職務を行うものとする。  

２  任期途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３  役員の任期中に市区町村長選挙が行われ、同一人物が市区町村長に当選し、

さらに当該広域連合長に当選した場合は、その者が引き続きその任期の期間

役員となる。  

 



（役員の職務）  

第７条  会長は、会務を総理し、本会を代表する。  

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名

した副会長が会長の職務を代理する。  

３  監事は、本会の会計を監査する。  

（広域連合長会議）  

第８条  本会の広域連合長会議は、毎年１回開催する。ただし、会長が必要と

認めるときは臨時に開催することができる。  

２  広域連合長会議は、会長が招集し、その議長となる。  

３  広域連合長会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。  

４  広域連合長会議には、広域連合長が出席するものとする。ただし、特別の

事情があるときは、代理者を出席させることができる。  

（議決事項）  

第９条  広域連合長会議は、幹事会の審議を経た次に掲げる事項を議決する。  

(1) 規約の制定及び改廃に関する事項  

 (2) 予算の承認に関する事項  

 (3) 国等に対する要望及び提案に関する事項  

 (4) その他必要と認めた事項  

 （委任）  

第１０条  広域連合長会議は、議決事項の一部及びその権限の一部を幹事会又は

会長に委任することができる。  

（幹事会）  

第１１条  幹事会は、第１３条に規定する幹事で構成する。  

２  幹事会は、会長が招集し、その議長となる。  

３  幹事会には、幹事である広域連合長が出席するものとする。ただし、特別の

事情があるときは、代理者を出席させることができる。  

４  幹事会は、広域連合長会議へ提案する議決事項の審査、広域連合長会議から

の委任事項の議決その他意見交換等を行う。  



（事務局長会議）  

第１２条  事務局長会議は、全国の広域連合の事務局長で構成し、会長の属する

広域連合の事務局長が議長（以下「事務局長会議長」という。）となる。  

２  会長は必要と認めた場合に、事務局長会議長に対し事務局長会議の開催を

下命し、事務局長会議長が事務局長会議を招集する。  

３  事務局長会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。  

４  事務局長会議は、会長によって求められた事項その他必要な事項を審議する。 

５  事務局長会議には事務局長が出席するものとする。ただし、特別の事情が

あるときは、代理者を出席させることができる。  

（地域ブロック協議会及び幹事）  

第１３条  全国を「北海道・東北」、「関東・信越」、「東海・北陸」、「近畿」、

「中国・四国」及び「九州」の６つの地域ブロックに分けるものとし、当該

地域ブロックごとに協議会を置く。  

２  前項に規定する地域ブロックごとの都道府県は、別表のとおりとする。  

３  幹事は、地域ブロックごとに１名選出されるものとし、広域連合長をもって

充てる。  

４  幹事の選出方法は、地域ブロックごとに任意に定めるものとする。  

５  幹事は、地域ブロック内の意見の調整・集約を行うものとし、また、第５条

に規定する役員を務め、その任期は役員の任期と同一とする。  

（会計）  

第１４条  本会の経費は、各広域連合の分担金、寄附金その他の収入をもって

これを支弁する。  

２  本会の会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。  

３  本会の毎年度の歳入歳出予算は、幹事会の議決を経て、広域連合長会議の

承認を得るものとする。  

４  本会の決算は、幹事会の認定に付し、広域連合長会議に報告するものとする。 

  

 



（分担金）  

第１５条  各広域連合の分担金の算出方法は、広域連合の数による均等割とする。 

（事務局）  

第１６条  本会の事務局は、会長の属する広域連合事務局に置く。  

 （その他）  

第１７条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に会長が定める。  

   附  則  

 この規約は、平成２１年６月３日から施行する。  

 

 

別表（第１３条関係）  

地域ブロック  都道府県  

北海道・東北  
北海道  青森県  岩手県  宮城県  秋田県  山形県  

福島県  

関東・信越  
茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  

神奈川県  新潟県  山梨県  長野県  

東海・北陸  富山県  石川県  岐阜県  静岡県  愛知県  三重県  

近畿  
福井県  滋賀県  京都府  大阪府  兵庫県  奈良県  

和歌山県  

中国・四国  
鳥取県  島根県  岡山県  広島県  山口県  徳島県  

香川県  愛媛県  高知県  

九州  
福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  

鹿児島県  沖縄県  

 



全国後期高齢者医療広域連合協議会役員名簿 

 

役職名 氏 名 
地域ブロック名 

（広域連合名） 

会長 
横 尾

よ こ お

 俊 彦

としひこ

 

（多久市長） 

九州ブロック 

(佐賀県広域連合) 

副会長 

豊

とよ

 田

だ

  稔

みのる

  

（北茨城市長） 

関東・信越ブロック 

（茨城県広域連合) 

前

まえ

 葉

ば

 泰

やす

 幸

ゆき

 

（津市長） 

東海・北陸ブロック 

(三重県広域連合) 

岡

おか

 﨑

ざき

 誠

せい

 也

や

 

（高知市長） 

中国・四国ブロック 

(高知県広域連合) 

監事 

木

こ

 幡

はた

  浩

ひろし

  

（福島市長） 

北海道・東北ブロック 

(福島県広域連合) 

上

うえ

 田

だ

  清

きよし

 

（大和郡山市長） 

近畿ブロック 

(奈良県広域連合) 

 

 



ブロック 都道府県 広域連合長 副広域連合長 事務局長

北海道  原　田　　　裕（恵庭市長）  髙　橋　正　夫（本別町長）  金  谷　    学

青森県  小野寺　晃　彦（青森市長）  浜　谷　豊　美（階上町長）  堀　内　隆　博

岩手県  谷　藤　裕　明（盛岡市長）  山　本　賢　一（軽米町長）  藤  原  真  人

宮城県  伊　藤　康  志（大崎市長）  佐  藤    　仁（南三陸町長）  熊　谷　  　徹

 津　谷　永　光（北秋田市長）

 佐々木　哲  男（東成瀬村長）

 遠　藤　直　幸（山辺町長）

 中　川　　　勝（米沢市長）

福島県  木　幡　　　浩（福島市長）  髙　橋　宣　博（桑折町長）  河　野　義　樹

茨城県  豊　田　　　稔（北茨城市長）  小　谷　隆　亮（大洗町長）  根　本　智恵子

栃木県  佐　藤　栄　一（宇都宮市長）  古　口　達　也（茂木町長）  石　﨑　金　市

群馬県  清　水　聖　義（太田市長）  茂　原　荘　一（甘楽町長）  新　井　史　代

埼玉県  富  岡    　清（熊谷市長）  石木戸　道　也（皆野町長）  菱　沼　広　美

千葉県  清　水　聖　士（鎌ケ谷市長）  岩　田　利　雄（東庄町長）  山　本　　　昇

 武　井　雅　昭（港区長）

 清　水　庄　平（立川市長）

 河　村　文　夫（奥多摩町長）

 三ッ木  晴  雄（常勤）

 冨　田　幸　宏（湯河原町長）

 加　藤　憲　一（小田原市長）

新潟県  村　山　秀　幸（上越市長）  小　林　則　幸（出雲崎町長）  八　木　  　弘

山梨県  保　坂　　　武（甲斐市長）  佐　野　和　広（南部町長）  奈　良　則　之

 今　井　竜　五（岡谷市長）

 牛　越　　  徹（大町市長）

 羽　田　健一郎（長和町長）

 平　林　明　人（松川村長）

富山県  髙　橋　正　樹（高岡市長）  舟　橋　貴　之（立山町長）  上　見　弘　昭

石川県  梶　　　文　秋（輪島市長）  杉  本　栄　蔵（中能登町長）  小　﨑　隆　司

 小　川　　　敏（大垣市長）

 武　藤　鉄　弘（美濃市長）

 水　野　光　二（瑞浪市長）

 宇佐美　晃　三（大野町長）

 柴　山　佳　也（坂祝町長）

 太　田　順　一（菊川市長）

 太　田　長　八（東伊豆町長）

愛知県  河　村　たかし（名古屋市長）  竹　本　幸　夫（豊川市長）  鈴　木　孝　昌

 森　　　智　広（四日市市長）

 加　藤　　　隆（木曽岬町長）

 西　田　　　健（紀宝町長）

 杉　本　博　文（池田町長）

 松　崎　晃　治（小浜市長）

 伊  藤  定  勉（豊郷町長）

 仁　科　芳　昭（常勤）

 堀　　　忠　雄（和束町長）

 桂　川　孝　裕（亀岡市長）

空　席

 村　上　圭　子（京都市副市長）

 渡　辺　　　隆（常勤）

空　席

 永　藤　英　機（堺市長）

 澤　井　宏　文（松原市長）

 和　田　吉　衛（忠岡町長）

 藤　原　龍　男（貝塚市長）

 山　名　宗　悟（神河町長）

 谷　口　進　一（丹波市長）

 松  井　正  剛（桜井市長）

 岡　下　守　正（大淀町長）

 荒　井　正　吾（識見）

 真  砂　充  敏（田辺市長）

 寺　本　光　嘉（紀美野町長）

 中　山　正　隆（有田川町長）

山形県  佐　藤　孝　弘（山形市長）

全国広域連合長等名簿

北海道
・
東北 秋田県  穂　積　　　志（秋田市長）  伊　藤　　　健

 高　橋　　　勇

関東
・
信越

東京都  山　﨑　孝　明（江東区長）
 三ッ木  晴  雄
（副広域連合長）

神奈川県  鈴　木　恒　夫（藤沢市長）  鈴  木　秀太郎

長野県  加　藤　久　雄（長野市長）  清　水　剛　一

東海
・
北陸

岐阜県  柴　橋　正　直（岐阜市長）  市　岡　三　明

静岡県  齊　藤　　栄（熱海市長）  安　藤　　  弘

三重県  前　葉　泰　幸（津市長）  前  田      達

滋賀県  宮　本　和　宏（守山市長）
 仁　科　芳　昭
（副広域連合長）

京都府  堀　口　文　昭(八幡市長)  渡　辺　　　隆

 児　玉　成　二

和歌山県  平　木　哲　朗（橋本市長）  益　田　照　久

大阪府  野　田　義　和（東大阪市長）  小　野　雅　一

兵庫県

近畿

福井県  東　村　新　一（福井市長）  向　出　宏　二

奈良県  上　田　　　清（大和郡山市長）  今　西　尚　子

 谷　口　芳　紀（相生市長）



ブロック 都道府県 広域連合長 副広域連合長 事務局長

鳥取県  深　澤　義　彦（鳥取市長）  宮　脇　正　道（湯梨浜町長）  衣  笠    　章

島根県  松　浦　正　敬（松江市長）  下　森　博　之（津和野町長）  土　井　晃　一

 山　崎　親　男（鏡野町長）

空　席

 入　山　欣　郎（大竹市長）

 高　垣　広　徳（東広島市長）

 吉　田　隆　行（坂町長）

 奥　田　正　和（世羅町長）

空　席

山口県  井　原　健　太　郎（柳井市長）  西　岡　　　晃（美祢市長）  斉　藤　　　肇

 坂　口　博　文（那賀町長）

空　席

 大　山　茂　樹（さぬき市長)

 谷　川　俊　博（宇多津町長)

 石　川　勝　行（新居浜市長）

 高　門　清　彦（伊方町長）

 池　田　洋　光（中土佐町長）

 清　藤　真　司（香南市長）

福岡県  二　場　公　人（田川市長）  永　原　譲　二（大任町長）  米　田　昭　彦

 秀　島　敏　行（佐賀市長）

 末　安　伸　之（みやき町長）

 杉　澤　泰　彦（西海市長）

 一　瀬　政　太（波佐見町長）

熊本県  大　西　一　史（熊本市長）  荒　木　泰　臣（嘉島町長）  近　浦　茂　実

 長　野 恭　紘（別府市長）

 本　田　博　文（日出町長）

 黒　木　定　藏（西米良村長）

 宮　原　義　久（小林市長）

鹿児島県  岩　切　秀　雄（薩摩川内市長）  川　添　    健（長島町長）  田　﨑　寛　二

 仲  間　    一（金武町長）

 照  屋　    勉（与那原町長）

全国広域連合長等名簿

中国
・
四国

岡山県  黒　田　　　晋（玉野市長）  安　田　充　年

 福　原　扶　慈　子 岡　﨑　誠　也（高知市長）

香川県  大　西　秀　人（高松市長）  永　正　千　里

広島県  平　谷　祐　宏（尾道市長）  熊　野　　　智

徳島県  内　藤　佐 和 子（徳島市長）  弘　田　昌　紀

大分県

愛媛県  野　志　克　仁（松山市長）  松　木　晶　裕

高知県

九州

佐賀県  横　尾　俊　彦（多久市長）  牧　瀬　稔　子

長崎県  田　上　富　久（長崎市長）  本　多　浩　志

沖縄県  島　袋　俊　夫（うるま市長）  上　原　徳　一　郎

 佐　藤　樹一郎（大分市長）  川　野　洋　史

宮崎県  戸　敷　　　正（宮崎市長）  下大園　浄　司



ＴＥＬ

ＦＡＸ

〒０６０－００６２ ０１１－２９０－５６０１

札幌市中央区南２条西１４丁目　国保会館内 ０１１－２１０－５０２２

〒０３０－０８０１ ０１７－７２１－３８２３

青森市新町２丁目４番１号　青森県共同ビル１階 ０１７－７２３－１４０１

〒０２０－８５１０　 ０１９－６０６－７５００

盛岡市山王町４番１号　岩手県自治会館４階 ０１９－６０６－７５０５

〒９８０－００１１ ０２２－２６６－１０２６

仙台市青葉区上杉１丁目２番３号　宮城県自治会館９階 ０２２－２６６－１０３１

〒０１０－０９５１ ０１８－８３８－０６１０

秋田市山王４丁目２番３号　秋田県市町村会館１階 ０１８－８３８－０６１１

〒９９１－００４１ ０２３７－８４－７１００

寒河江市大字寒河江字久保６番地　山形県国保会館内 ０２３７－８５－８５３０

〒９６０－８０４３ ０２４－５２８－９０２５

福島市中町８－２　福島県自治会館２階 ０２４－５２１－０２５４

〒３１１－４１４１ ０２９－３０９－１２１１

水戸市赤塚１丁目１番地　ミオス１階 ０２９－３０９－１１２６

〒３２０－００３３ ０２８－６２７－６８０５

宇都宮市本町３－９　栃木県本町合同ビル２階 ０２８－６２７－６８０９

〒３７１－０８５４ ０２７－２５６－７１７１

前橋市大渡町１－１０－７　群馬県公社総合ビル６Ｆ ０２７－２５５－１３１２

〒３３０－００７４ ０４８－８３３－３２２２

さいたま市浦和区北浦和５－６－５　埼玉県浦和合同庁舎４階 ０４８－８３３－３４７１

〒２６３－００１６　 ０４３－２１６－５０１１

千葉市稲毛区天台６丁目４番３号　国保会館内 ０４３－２０６－００８５

〒１０２－００７２ ０３－３２２２－４４９７

千代田区飯田橋３－５－１　東京区政会館１５階 ０３－３２２２－４４７７

〒２２１－００５２ ０４５－４４０－６７１４

横浜市神奈川区栄町８－１　ヨコハマポートサイドビル９階 ０４５－４４１－１５００

〒９５０－０９６５ ０２５－２８５－３２２１

新潟市中央区新光町４番地１　新潟県自治会館本館３階 ０２５－２８５－３３１５

〒４００－８５８７　 ０５５－２３６－５６７１

甲府市蓬沢１丁目１５番３５号　山梨県自治会館２階 ０５５－２３５－６３７３

〒３８０－０９３５ ０２６－２２９－５３２０

長野市大字中御所７９－５　NOSAI長野会館２階 ０２６－２２８－１８５０

〒９３９－２７９８ ０７６－４６５－７５０１

富山市婦中町速星７５４番地　富山市婦中行政サービスセンター５階 ０７６－４６５－３９６７

〒９２０－０９６８ ０７６－２２３－０１４０

金沢市幸町１２番１号　石川県幸町庁舎５階 ０７６－２２３－０１４４

〒５０１－６１１１ ０５８－３８７－６３６８

岐阜市柳津町宮東１丁目１番地　岐阜市役所柳津地域事務所内 ０５８－２１８－２２７５

〒４２０－０８５１ ０５４－２７０－５５２０

静岡市葵区黒金町５９番地の７　ニッセイ静岡駅前ビル３階 ０５４－２７２－３３１２

〒４６１－０００１ ０５２－９５５－１２２７

名古屋市東区泉１丁目６番５号　国保会館内 ０５２－９５５－１２９８

〒５１４－０００３ ０５９－２２１－６８８０

津市桜橋二丁目９６番地　三重県自治会館内 ０５９－２２１－６８８１

全国広域連合所在地等一覧

ブロック 都道府県 所在地 メールアドレス

北海道
・

東　北

北海道 soumu@iryokouiki-hokkaido.jp 

青森県 aomori-kouikirengou@dolphin.ocn.ne.jp

岩手県 soumu@iwate-kouiki.jp

宮城県 info@miyagi-kouiki.jp

秋田県 a-kouiki@aria.ocn.ne.jp

山形県 info@yamagata-kouiki.jp

福島県 kouikirengou@fukushima.email.ne.jp

関　東
・

信　越

茨城県 k08kouiki@union.ibaraki.lg.jp

栃木県 soumu@kouikirengo-tochigi.jp

群馬県 info@gunma-kouiki.jp

埼玉県 soumu@saitama-koukikourei.jp

千葉県 info@kouiki-chiba.jp

東京都 kikaku@tokyo-kouiki.jp

神奈川県 kouikirengou@union.kanagawa.lg.jp

新潟県 jim00@niigata-kouiki.jp

山梨県 soumu@yamanashi-iryoukouiki.jp

長野県 jimukyoku@koukikourei-nagano.jp

東　海
・

北　陸

富山県 info@toyama-iryou.jp

石川県 post@ishikawa-kouiki.jp

岐阜県 iryou-kr@gkouiki.jp

静岡県 jimukyoku@shizuoka-ki.jp

愛知県 jimukyoku@aichi-kouiki.jp

三重県 koukikourei-mie@mie-kouiki.jp



ＴＥＬ

ＦＡＸ

〒９１０－０８４３ ０７７６－５４－６３３０

福井市西開発４丁目２０２－１　福井県自治会館５階 ０７７６－５２－５７２０

〒５２０－００４４ ０７７－５２２－３０１３

大津市京町四丁目３番２８号　滋賀県厚生会館４階 ０７７－５２２－３０２３

〒６００－８４１１ ０７５－３４４－１２０２

京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６２０　COCON 烏丸５階 ０７５－３４４－１２５１

〒５４０－００２８　 ０６－４７９０－２０２９

大阪市中央区常盤町１丁目３番８号　中央大通ＦＮビル８階 ０６－４７９０－２０３０

〒６５０－００２１ ０７８－３２６－２６１２

神戸市中央区三宮町１丁目９番１－１２０１号　センタープラザ１２階 ０７８－３２６－２７４４

〒６３４－００６１ ０７４４－２９－８４３０

橿原市大久保町３０２番１　奈良県市町村会館７階 ０７４４－２９－８４３３

〒６４０－８１３７ ０７３－４２８－６６８８

和歌山市吹上２丁目１－２２　日赤会館９階 ０７３－４２８－６６７７

〒６８９－０７１４ ０８５８－３２－１０９７

東伯郡湯梨浜町龍島５００　湯梨浜町役場東郷支所２階 ０８５８－３２－１０６７

〒６９０－０８８７ ０８５２－２０－２２３６

松江市殿町８番地３　島根県市町村振興センター４階 ０８５２－２１－５５５１

〒７００－０９７５ ０８６－２４５－００９０

岡山市北区今二丁目２番１号　岡山県市町村振興センター３階 ０８６－２４５－７２７７

〒７３０－８６２６ ０８２－５０２－７８２２

広島市中区東白島町１９番４９号　国保会館５階 ０８２－５０２－７８４４

〒７５３－００７２ ０８３－９２１－７１１０

山口市大手町９番１１号　山口県自治会館４階 ０８３－９３２－５３２１

〒７７１－０１３５ ０８８－６７７－８８５６

徳島市川内町平石若松７８－１ ０８８－６６６－０１０４

〒７６０－００６６ ０８７－８１１－１８６６

高松市福岡町２丁目３番２号　香川県自治会館２階 ０８７－８１１－１８６５

〒７９９－２４３０ ０８９－９１１－７７３８

松山市北条辻６番地　松山市役所北条支所２階 ０８９－９１１－７７３５

〒７８０－０８５０ ０８８－８２１－４５２５

高知市丸ノ内２丁目４番１号　高知県保健衛生総合庁舎1階 ０８８－８２１－４５１８

〒８１２－００４４ ０９２－６５１－３１１１

福岡市博多区千代４丁目１番２７号　福岡県自治会館５階 ０９２－６５１－３１２０

〒８４０－０２０１ ０９５２－６４－８４７６

佐賀市大和町大字尼寺１８７０番地　佐賀市大和支所３F ０９５２－６２－０１５０

〒８５０－０８７５ ０９５－８１６－３９３０

長崎市栄町４番９号　長崎県市町村会館５階 ０９５－８２３－２４２５

〒８６２－０９１１ ０９６－３６８－６５１１

熊本市東区健軍２丁目４番１０号　熊本県市町村自治会館２階 ０９６－３６８－６５７７

〒８７０－００３７ ０９７－５３４－１７７１

大分市東春日町１７番２０号　大分第２ソフィアプラザビル６階 ０９７－５３４－１７７８

〒８８０－０８０５ ０９８５－６２－０９２０

宮崎市橘通東１丁目７番４号　第一宮銀ビル３階 ０９８５－２７－７６９９

〒８９０－００６４ ０９９－２０６－１３９７

鹿児島市鴨池新町７番４号　鹿児島県市町村自治会館２階 ０９９－２０６－１３９５

〒９０４－１１９２ ０９８－９６３－８０１１

うるま市石川石崎１－１　うるま市石川庁舎３階 ０９８－９６４－７７８５

鹿児島県 info@kagoshima-kouiki.jp

沖縄県 soumu@kouiki-okinawa.jp

info-42_01@nagasaki-kouiki.jp

熊本県 koukikoureisya@kumamoto-kouiki.jp

大分県 info@oita-kouiki.jp

宮崎県 kouikirengo@miyazaki-kourei-kouiki.jp

愛媛県 info@ehime-kouiki.jp

高知県 info@kouiki.jimusho.jp

九　州

福岡県 rengou@fukuoka-kouki.jp

佐賀県 info@saga-kouiki.jp

長崎県

info@kouiki-hiroshima.jp

山口県 info@yamaguchi-kouiki.jp

徳島県 soumu@koukikourei-tokushima.jp

香川県 info@kagawa-kouiki.jp

和歌山県 info@union.wakayama.lg.jp

中　国
・

四　国

鳥取県 kourei@koureikouiki-tottori.jp

島根県 soumu@shimane-kouiki.jp

岡山県 jimukyoku@kouiki-okayama.jp

広島県

info@kouiki-kyoto.jp

大阪府 koukikourei@kouikirengo-osaka.jp

兵庫県 jimukyoku@kouiki-hyogo.jp

奈良県 nara-kouikirengo@oboe.ocn.ne.jp

ブロック 都道府県 所在地 メールアドレス

近　畿

福井県 info@fukui-kouiki.or.jp

滋賀県 soumu@shigakouiki.jp

京都府

全国広域連合所在地等一覧


