
都道府県 自治体名 所属 役職

1 山形県 大江町 町長
2 福島県 郡山市 総務部 次長
3 群馬県 榛東村 村長
4 群馬県 吉岡町 町長
5 埼玉県 川口市 総務部 部長
6 埼玉県 川口市 総務課 主任
7 千葉県 佐倉市 市長
8 千葉県 佐倉市 秘書課 課長
9 東京都 千代田区 国際平和・男女平等人権課 課長
10 東京都 港区 人権・男女 平等参画担当 係員
11 東京都 新宿区 総務部 総務部長
12 東京都 台東区 総務部 総務部長
13 東京都 台東区 総務課 主任
14 東京都 世田谷区 区長
15 東京都 世田谷区 区長室 副参事
16 東京都 世田谷区 人権・男女共同参画担当課 課長
17 東京都 杉並区 区民生活部 管理課 課長代理
18 東京都 杉並区 区民生活部 管理課 主事
19 東京都 足立区 総務部 主査
20 東京都 足立区 総務課 主任
21 東京都 小平市 市長
22 東京都 小平市 教育部 地域学習担当部長
23 東京都 日野市 市長
24 東京都 日野市 総務課 課長
25 東京都 日野市 総務課 主任
26 東京都 国立市 副市長
27 東京都 国立市 政策経営部 市長室 市長室長
28 東京都 国立市 政策経営部 市長室 平和・人権・ダイバーシティ推進係長

29 東京都 国立市 政策経営部 市長室 平和・人権・ダイバーシティ推進係

30 東京都 多摩市 市長
31 東京都 多摩市 平和・人権課 課長
32 東京都 西東京市 市長
33 東京都 西東京市 秘書広報課 課長
34 神奈川県 横浜市 政策総務課 担当課長
35 神奈川県 川崎市 市民文化局 人権・男女共同参画室 担当係長
36 神奈川県 相模原市 渉外課 課長
37 神奈川県 藤沢市 人権男女共同平和課 課長
38 神奈川県 小田原市 総務課　 副課長
39 神奈川県 大和市 市長
40 神奈川県 大和市 国際・男女共同参画課 課長
41 新潟県 妙高市 市長
42 新潟県 妙高市 企画政策課 主事
43 富山県 高岡市 市長
44 富山県 高岡市 生涯学習・文化財課 主事
45 長野県 松本市 総務部 部長
46 長野県 東御市 人権同和 政策課 主任
47 長野県 安曇野市 市長
48 長野県 安曇野市 秘書広報課 課長
49 長野県 立科町 町長
50 長野県 立科町 総務課 係長
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51 長野県 木曽町 町長
52 長野県 木曽町 総務課 課長
53 岐阜県 岐阜市 市民参画部 部長
54 岐阜県 岐阜市 男女共生・生きがい推進課 課長
55 岐阜県 高山市 市長
56 岐阜県 高山市 副市長
57 岐阜県 高山市 教育長
58 岐阜県 多治見市 市長
59 岐阜県 多治見市 主査
60 岐阜県 関市 副市長
61 岐阜県 関市 秘書課 主任主査
62 岐阜県 美濃市 副市長
63 岐阜県 美濃市 秘書課 課長補佐
64 岐阜県 羽島市 副市長
65 岐阜県 羽島市 秘書広報課 課長補佐
66 岐阜県 恵那市 市長
67 岐阜県 美濃加茂市 市長
68 岐阜県 土岐市 市長
69 岐阜県 土岐市 秘書課 課長
70 岐阜県 土岐市 秘書課 秘書係長
71 岐阜県 各務原市 － 副市長
72 岐阜県 各務原市 秘書室 主査
73 岐阜県 山県市 市長
74 岐阜県 山県市 総務課 主事
75 岐阜県 瑞穂市 市長
76 岐阜県 瑞穂市 総合政策課 課長
77 岐阜県 瑞穂市 総合政策課 主査
78 岐阜県 瑞穂市
79 岐阜県 飛騨市 市長
80 岐阜県 郡上市 副市長
81 岐阜県 下呂市 市長
82 岐阜県 下呂市 総務課 課長
83 岐阜県 下呂市 総務課 主任主査
84 岐阜県 北方町 副町長
85 岐阜県 北方町 総務課 主幹
86 岐阜県 富加町 参事
87 岐阜県 川辺町 参事
88 岐阜県 川辺町 企画まちづくり課 課長
89 岐阜県 白川村 副村長
90 愛知県 名古屋市 総合調整室 主査
91 愛知県 刈谷市 総務文書課 主査
92 愛知県 刈谷市 総務文書課 主査
93 愛知県 安城市 市長
94 愛知県 安城市 総務部 次長
95 愛知県 犬山市 企画広報課 課長補佐
96 愛知県 犬山市 企画広報課 主事
97 愛知県 東海市 - 市長
98 愛知県 東海市 企画部 企画政策課 企画部次長兼 企画政策課長

99 愛知県 大府市 市長
100 愛知県 大府市 地域福祉課 課長
101 愛知県 豊明市 市長
102 愛知県 長久手市 行政課 課長補佐
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103 愛知県 幸田町 町長
104 愛知県 幸田町 企画部 部長
105 三重県 四日市市 市民協働安全課 主事
106 滋賀県 彦根市 総務課 課長
107 京都府 京都市 総合政策室 課長補佐
108 京都府 亀岡市 市長
109 京都府 向日市 市長
110 京都府 向日市 ふるさと創生推進部　広聴協働課 課長
111 京都府 京田辺市 総務部総務室 担当課長
112 京都府 井手町 総務課 主事
113 京都府 井手町 企画財政課 係長
114 大阪府 枚方市 市長公室 市長公室長
115 大阪府 高石市 人権推進課 課長
116 大阪府 藤井寺市 協働人権課 課長代理
117 兵庫県 神戸市 行財政局 総務部 総務部長
118 兵庫県 姫路市 企画政策 推進室 主幹
119 兵庫県 芦屋市 人権推進課 課長
120 兵庫県 加西市 市長
121 兵庫県 加西市 秘書課 課長補佐
122 奈良県 安堵町 町長
123 岡山県 倉敷市 総務課 課長
124 広島県 府中町 副町長
125 広島県 熊野町 副町長
126 広島県 熊野町 総務部 次長
127 広島県 広島市 市長
128 広島県 広島市 国際平和推進部 部長
129 広島県 広島市 秘書課 主幹
130 徳島県 三好市 秘書人事課 主査
131 徳島県 三好市 総務課 主査
132 徳島県 三好市 総務課 主事
133 香川県 高松市 市民政策局 次長
134 福岡県 北九州市 総務局 総務課 総務 担当係長
135 福岡県 福岡市 総務企画局 行政部 総務課 課長
136 福岡県 行橋市 総務課 主任
137 福岡県 嘉麻市 市長
138 福岡県 岡垣町 町長
139 福岡県 岡垣町 福祉課 課長
140 福岡県 遠賀町 町長
141 福岡県 上毛町 - 町長
142 福岡県 上毛町 開発交流推進課 係長
143 長崎県 長崎市 市長
144 長崎県 長崎市 平和推進課 平和発信係長
145 長崎県 長崎市 平和推進課 専門官（通訳）
146 大分県 大分市 総務部総務課 総務部次長 兼総務課長
147 宮崎県 日向市 総務部 総務部長
148 鹿児島県 南九州市 知覧特攻 平和会館 館長
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