
地方分権改革の旗手一覧

令和３年５月１日現在

団体名 所属

北海道 1 都道府県 北海道 総合政策部地域行政局行政連携課

2 指定都市 札幌市 総務局行政部総務課

3 市町村 釧路市 総合政策部　都市経営課

都市整備部　公園緑地課

4 市町村 稚内市 企画総務部企画調整課

5 市町村 滝川市 総務部総務課

総務部企画課

6 市町村 北広島市 総務部税務課

青森県 7 都道府県 青森県 企画政策部企画調整課

岩手県 8 都道府県 岩手県 政策企画部政策企画課

ふるさと振興部地域振興室

9 市町村 遠野市 経営企画部

10 市町村 奥州市 総務企画部行財政改革推進室

宮城県 11 都道府県 宮城県 総合政策課

12 指定都市 仙台市 まちづくり政策局政策企画部政策企画課

秋田県 13 都道府県 秋田県 総合政策課

山形県 14 都道府県 山形県 みらい企画創造部企画調整課

15 市町村 山形市 総務部行政経営課

福島県 16 都道府県 福島県 総務部行政経営課

17 市町村 白河市 市長公室企画政策課
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茨城県 18 都道府県 茨城県 総務部行政経営課

19 市町村 笠間市 総務課

20 市町村 阿見町 町長公室 政策秘書課

栃木県 21 都道府県 栃木県 総合政策部総合政策課

総合政策部市町村課

経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課

経営管理部文書学事課

22 市町村 栃木市 財務部　行財政改革推進課

23 市町村 小山市 行政経営課

24 市町村 下野市 総合政策部総合政策課

群馬県 25 都道府県 群馬県 総務部総務課

26 市町村 前橋市 総務部行政管理課

埼玉県 27 都道府県 埼玉県
（国から県関係）
企画財政部企画総務課

（県から市町村関係）
企画財政部地域政策課

28 指定都市 さいたま市 都市戦略本部都市経営戦略部

29 市町村 行田市 総合政策部企画政策課

30 市町村 久喜市 総務部企画政策課
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千葉県 31 都道府県 千葉県 総合企画部政策企画課

32 指定都市 千葉市 総合政策局総合政策部政策調整課

33 市町村 松戸市 行政経営課

34 市町村 白井市 企画財政部財政課

東京都 35 都道府県 東京都 政策企画局総務部渉外課

36 市町村 八王子市 都市戦略部都市戦略課

37 市町村 国分寺市 政策部政策経営課行政改革推進担当

神奈川県 38 都道府県 神奈川県 政策局自治振興部広域連携課

39 指定都市 横浜市 政策局大都市制度・広域行政室大都市制度推進課

40 指定都市 川崎市 総務企画局都市政策部地方分権担当

41 指定都市 相模原市 市長公室総合政策部広域行政課

42 市町村 横須賀市 総務部総務課

43 市町村 茅ヶ崎市 企画部行政改革推進室

新潟県 44 都道府県 新潟県 総務管理部行政改革課

45 指定都市 新潟市 総務部行政経営課

46 市町村 三条市 総務部政策推進課

47 市町村 妙高市 観光商工課
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富山県 48 都道府県 富山県 経営管理部総務課行政経営班

49 市町村 高岡市 人事課経営管理室

50 市町村 射水市 企画管理部人事課

石川県 51 都道府県 石川県 総務部行政経営課

52 市町村 金沢市 都市政策局企画調整課

農業委員会事務局

53 市町村 中能登町 税務課

福井県 54 都道府県 福井県 地域戦略部未来戦略課

55 市町村 鯖江市 総務部総務課

山梨県 56 都道府県 山梨県 知事政策局政策企画グループ

57 団体 山梨県町村会 振興課

58 市町村 市川三郷町 政策秘書課

59 市町村 南部町 総務課

60 市町村 富士川町 政策秘書課

61 市町村 道志村 ふるさと振興課

62 市町村 忍野村 総務課

63 市町村 鳴沢村 企画課

64 市町村 富士河口湖町 政策企画課政策調整係

政策企画課政策調整係

65 市町村 丹波山村 総務課
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長野県 66 都道府県 長野県 企画振興部総合政策課

企画振興部市町村課

67 市町村 長野市 総務部職員課

企画政策部企画課

68 市町村 飯田市 総合政策部企画課

69 市町村 塩尻市 総務部税務課市民税係

岐阜県 70 都道府県 岐阜県 清流の国づくり政策課

71 市町村 多治見市 企画防災課

72 市町村 郡上市 市長公室企画課

静岡県 73 都道府県 静岡県 経営管理部市町行財政課

経営管理部地域振興課

健康福祉部政策管理局経理課

74 指定都市 静岡市 企画局企画課

75 指定都市 浜松市 企画調整部企画課

76 市町村 伊東市 建設課

77 市町村 富士市 総務部行政経営課

78 市町村 藤枝市 企画創生部企画政策課
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愛知県 79 都道府県 愛知県 政策企画局企画調整部企画課

80 指定都市 名古屋市 総務局企画部大都市・広域行政推進室

81 市町村 豊田市 行政改革推進課

三重県 82 都道府県 三重県 戦略企画部政策提言・広域連携課

滋賀県 83 都道府県 滋賀県 総合企画部企画調整課広域連携推進室

農政水産部農業経営課

京都府 84 都道府県 京都府 政策企画部総合政策課

85 指定都市 京都市 総合企画局総合政策室

大阪府 86 都道府県 大阪府 政策企画部広域調整室地域主権課

87 指定都市 大阪市 政策企画室企画部政策企画担当

88 指定都市 堺市 政策企画部広域連携担当

89 市町村 河内長野市 総合政策部政策企画課

90 市町村 大阪狭山市 政策推進部企画グループ

兵庫県 91 都道府県 兵庫県 企画県民部政策調整局広域調整課

92 指定都市 神戸市 神戸市企画調整局企画課

神戸医療産業都市推進機構経営企画部広報戦略課

神戸市企画調整局企画課

93 市町村 洲本市 総務部総務課

94 市町村 三田市 市長公室政策課
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奈良県 95 都道府県 奈良県 知事公室政策推進課

知事公室市町村振興課

和歌山県 96 都道府県 和歌山県 政策審議課

97 市町村 和歌山市 総務局総務部行政経営課

98 市町村 岩出市 保険年金課 保険年金係

鳥取県 99 都道府県 鳥取県 令和新時代創造本部総合統括課

100 市町村 智頭町 智頭町役場　企画課

島根県 101 都道府県 島根県 政策企画局政策企画監室

地域振興部市町村課

岡山県 102 都道府県 岡山県 総合政策局政策推進課

103 指定都市 岡山市 政策局政策部政策企画課

104 市町村 総社市 総合政策部政策調整課

広島県 105 都道府県 広島県 総務局経営企画チーム

106 指定都市 広島市 企画総務局行政経営部行政経営課

山口県 107 都道府県 山口県 総合企画部政策企画課

108 市町村 萩市 総務企画部総務課
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徳島県 109 都道府県 徳島県 政策創造部　総合政策課　広域行政室

110 市町村 上勝町 企画環境課

香川県 111 都道府県 香川県 政策部政策課

112 市町村 高松市 総務局人事課行政改革推進室

愛媛県 113 都道府県 愛媛県 総務部行財政改革局行革分権課

114 市町村 松山市 総合政策部企画戦略課

115 市町村 砥部町 企画政策課

高知県 116 都道府県 高知県 総務部政策企画課

福岡県 117 都道府県 福岡県 企画・地域振興部　総合政策課　分権改革推進室

118 指定都市 北九州市 企画調整局政策部企画課

119 指定都市 福岡市 総務企画局行政部法制課

120 市町村 久留米市 総合政策部総合政策課

121 市町村 小竹町 企画調整課

佐賀県 122 都道府県 佐賀県 政策課

市町支援課
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長崎県 123 都道府県 長崎県 新行政推進室

企画振興部　IR推進課

124 市町村 長崎市 総務部行政体制整備室

熊本県 125 都道府県 熊本県 企画振興部企画課

126 指定都市 熊本市 政策局　総合政策部　政策企画課

大分県 127 都道府県 大分県 総務部行政企画課

128 市町村 豊後高田市 総務課

129 市町村 九重町 総務課

宮崎県 130 都道府県 宮崎県 総合政策部総合政策課

鹿児島県 131 都道府県 鹿児島県 行政管理室

132 市町村 奄美市 企画調整課

133 市町村 長島町 総務課

沖縄県 134 都道府県 沖縄県 企画部企画調整課

沖縄県教育庁那覇教育事務所
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