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【１】 募集の主旨
図書館振興財団（以下、当財団）は、図書館の利用促進と調べる学習の普及を目的に「図書館を使った
調べる学習コンクール」を開催しています。学校教育・生涯学習の学習方法として有効な「図書館を使った調べる
学習」を推進するために、一定の地域・住民等を募集対象とした「図書館を使った調べる学習コンクール」の「地
域コンクール」を実施する団体を募集しています。
各「地域コンクール」で審査いただいた後、応募数の一定比の上位作品を全国コンクールに推薦いただき、全
国規模で審査・表彰（「全国コンクール」）をさせていただきます。

【２】 募集する地域コンクール
「図書館を使った調べる学習コンクール」の主旨に賛同し、一定の地域・住民等を募集対象とした「図書館を使
った調べる学習コンクール」を開催する地域コンクールを募集します。
当財団が開催を承認した地域コンクールは、次のことを使用していただけます。
・「図書館を使った調べる学習コンクール」名称の使用
・公益財団法人図書館振興財団の後援名義の使用
・全国コンクールキャラクターの使用

●地域コンクールと全国コンクール
※地域コンクールと全国コンクールの仕組みは次頁を参照してください
地域コンクール

・一定の地域・住民等を対象にコンクールを開催し作品募集・審査を行います。
・運営は全国コンクールの方針に沿って、地域で募集部門や賞を設定していただけます。
・審査は全国コンクールの審査基準に沿って行い、一定比の優秀作品を全国コンクール三
次審査に推薦することができます。
・推薦作品は地域コンクールへ返却いたします。

全国コンクール

・図書館振興財団が主催します。
・地域コンクール未開催地域の組織・個人、または地域コンクール開催地でも募集部門が
ない場合は、全国コンクールに応募していただきます。
・全国コンクール一次審査の対象となり応募作品は返却いたしません。

組織応募 全国コンクール「募集要項」に沿って、学校や図書館等の組織が窓口となり、作品を応募
していただきます。
個人応募 全国コンクールの「募集要項」に沿って、個人の方に応募していただきます。

注意事項
※コンクール名称は当財団の登録商標です。当財団の許可なく、「図書館を使った調べる学習コンクール」の名
称は使用できません。
※当財団の許可なく、同主旨のコンクールを開催した場合は他のコンクールとみなします。二重応募にあたるため
全国コンクールへの応募ならびに推薦はできません。
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【３】 募集の対象（地域コンクールを開催していただける団体）
・地方自治体
・自治体から「地域コンクール」の事業実施を認められた団体（図書館、学校、団体、グループ等）
※「地域コンクール」を開催される場合は、2020 年 5 月末までに申請が必要です。

【４】 コンクールのしくみと賞
・コンクールは下図の矢印の流れで審査を行います。
・地域コンクールの開催を含む全体を「図書館を使った調べる学習コンクール」と位置付けます。

入賞
作品

地域

文部科学大臣賞

総務大臣賞

観光庁長官賞
「国連生物多様性の 10 年日本委員会」賞
優秀賞各賞 ＊30 作品

コンクール

図書館を使った調べる学習活動賞
＊3 団体

入選
作品
優良賞 ＊160 作品
＊第 23 回コンクール実績

奨励賞 ＊299 作品

応募総数 116,603 作品

佳作

＊1,540 作品

地域コンクール 137 自治体
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【５】 第２４回コンクールスケジュール（予定）
２０２０年

４月 １日～

５月３１日

開催申請受付期間（年度ごとの申請
になります）

9 月 14 日～

１０月 ５日

地域コンクール実施期間

～１１月

（作品募集・審査）

１１月１０日

１１月１８日

１２月 5 日～

１2 月 6 日

１２月上旬

２０２１年

地域コンクール応募作品集計報告・
推薦作品データ提出期限
地域コンクール推薦作品受付期限
（必着）
全国コンクール 三次予備審査会

参加賞の送付

１月 8 日

全国コンクール審査結果発表
地域コンクールご担当者様へ推薦作品

２月中旬

のご返却（入賞作品除く）

２月下旬

２０２２年

全国コンクール作品募集期間

全国コンクール表彰式開催
応募者ご本人へ入賞作品のご返却

３月

（地域コンクール推薦作品のみ）

＊全国コンクールの募集期間と、地域コンクールの推薦作品の送付期間は異なります。
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【６】 地域コンクールの実施について
（１）地域コンクールの運営
ⅰ 「運営ガイド」に沿って運営してください
・最新の情報は当財団ホームページに随時反映いたします。ご確認の上、実施してください。
（図書館振興財団/図書館を使った調べる学習コンクール/コンクールを開催したい）
https://concours.toshokan.or.jp/region-contest/
・運営に使える「応募カード」「審査用紙」等のひな型データを、当財団のホームページからダウンロードし、開
催方法に沿った修正を施してお使いいただけます。
https://concours.toshokan.or.jp/download/

※開催承認後は、「地域コンクール開催支援サイト」内で必要情報のダウンロードが可能になります。

ⅱ 地域コンクールの名称
・地域コンクール名は、開催地名や図書館名を入れるなど、固有の名称を各地域でお決めください。
例 「○○市図書館を使った調べる学習コンクール」
※ただし、「図書館を使った調べる学習コンクール」のみの名称は避けてください。

（２）地域コンクールの開催申請
ⅰ 年度ごとに当財団へ地域コンクールの開催申請が必要です。
受付期間：2020 年 4 月 1 日（水）～5 月 31 日（日） 必着
コンクールサイトより、エントリーをしてください。（本誌 13～15 頁参照）
①アカウントの作成
②開催計画の入力
③開催申請処理
＊前述の方法が取れない場合のみ、当財団へ以下の申請書類を郵送してください。
・「開催申込書」（押印済原本）
・「開催計画書」
書類は https://www.toshokan.or.jp/download/からダウンロードいただけます。
ＷＥＢ申請の団体は、書類の送付は不要です。
ⅱ 地域コンクールの承認
地域コンクールが承認されると、アカウントのメールアドレスへお知らせが届きます。
支援サイトから、
・「地域コンクール開催承認書」
・「運営上のお願い」
・「運営ガイド」
・「審査の手引き」等をダウンロードしてください。
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（３）地域コンクールの実務
・実施地域を対象とした作品募集・作品審査を行ってください。
・「運営ガイド」「審査の手引き」「審査基準」に沿って運営してください。
・実施費用は実施団体でご負担ください
ⅰ 作品の募集について
・地域コンクールで実施していただける部門は、調べる学習部門のみです。※
募集対象は、全国コンクールの募集対象に沿って、地域コンクールで決めていただけます。
・地域コンクール用のポスター・チラシにより、作品募集を呼びかけてください。
・ポスター・チラシの記載内容の詳細は、運営ガイドをご覧ください。
※「調べる学習指導・支援部門」、ほか地域コンクールを実施しない部の作品は、全国コンクールの募集要項
に沿って、組織（図書館、学校などの団体）もしくは個人として、直接全国コンクール（図書館振興財
団）へ応募することができます。
全国コンクール作品応募フォーム（個人用/組織用）からエントリーの上、応募カードを貼付した作品を
送付してください。
なお、この場合は一次審査の対象となります。
また、組織または個人による応募作品の返却は行いません。
（地域コンクールの推薦作品は返却いたします）

ⅱ 審査方法
「図書館を使った調べる学習コンクール 審査基準」（本紙 13 頁）、以下の「審査の手引き」に沿って
作品審査を行っていただき、次に示す推薦作品数を全国三次予備審査会に推薦してください。

審査の手引き
① 審査員の構成と人数
・審査員長を１名置いてください。
・審査員は、各々の持つ専門性のバランスを考慮してください。
・審査いただく部門は分担していただいても結構です。
・１作品を最低３名以上の審査員が審査出来るように配慮してください。

② 審査基準
全国コンクール「審査基準」（本紙 13 頁参照）を基本に審査してください。
※作品が出した結論に学問上の誤りがないか、可能な範囲でご判断ください。

③ 審査用紙と審査結果
最終審査用紙は、全国コンクール仕様の*用紙に準じてください。
*「審査用紙」は、ホームページ「地域コンクール／必要書類ダウンロード／地域コンクール用途別書類一
覧」（https://www.toshokan.or.jp/download/）からダウンロードしてお使いいただけます。
審査員個々の審査結果は、複数の同点を避けるため、審査対象作品中の「順位付け」で示していただき、
複数の審査員による協議等により選出してください。
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ⅲ 表彰について
・地域コンクールでの表彰は、各地域でお決めください。

ⅳ 第２４回全国コンクールへの推薦作品数と送付について
応募数に応じた作品数を当財団へ送付してください
・推薦いただく作品数は以下の枠内でご選出ください。
・推薦作品送付にかかる経費は地域コンクールでご負担ください。
推薦作品数 算出方法
部
A

小学生の部

推薦の上限数
低学年（１・２年生）
中学年（３・４年生）

①応募作品数の２％以内＊

高学年（５・６年生）

（小数点以下切上げ）の作品をご推薦下さい。
※A の部の間で推薦作品数の調整可

中学生の部
高校生の部
B

大人の部

②応募作品数の２％以内＊
（小数点以下切上げ）の作品をご推薦下さい。

子どもと大人の部

※B の部の間で推薦作品数の調整可

推薦の上限数について
【A のみ、もしくは B のみで募集をする場合】

・ 応募作品総数が 2～50 作品の場合、推進のため 計 2 作品 まで推薦することができます。
【A と B で募集をする場合】

・ 応募作品総数×２％ ＞ ①＋② → 応募作品総数×２％を推薦できます
・ 応募作品総数×２％ ＜ ①＋② → ①＋②を推薦できます
・ A と B を合わせた応募作品総数が 2～50 作品の場合、推進のため A を計 2 作品、B を 1 作品まで
推薦することができます
＊推薦の上限数「2％」の比率は、応募総数の増加により、今後変動する可能性があります。

ⅴ 参加賞の送付
当財団より「地域コンクール」応募者全員分の参加賞をご担当者様へ送付いたします。
応募者へお渡しください
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ⅵ 実施報告書の提出
地域コンクールの「実施報告書」を当財団へご提出ください。

ⅶ 推薦作品の返却
・全国コンクール審査後の推薦作品（入賞作品を除く）は、各実施団体へ返却いたします。
応募者へご返却ください。
・地域コンクールへの返送料は当財団で負担いたします。
※推薦作品以外は返却いたしません。
※全国コンクールで入賞した推薦作品は、広報に活用させていただくため、ご本人に通知した上で１年間
お借りし、当財団が責任をもって保管させていただきます。
１年後（２０２２年３月）、当財団から応募者へ直接ご返却いたします。

（４）全国表彰について
参加賞を当財団より「地域コンクール」応募者全員に進呈します。
全国コンクールでは以下の方を表彰します（予定）
【作品表彰】
入賞：文部科学大臣賞
観光庁長官賞 、「国連生物多様性の 10 年日本委員会」賞、優秀賞各賞
入選：優良賞
奨励賞
佳作
【地域コンクール主催者表彰】
地域コンクールの「実施報告書」をもとに、地域コンクール主催団体を表彰いたします。
入賞：総務大臣賞
図書館を使った調べる学習活動賞
・ 公共図書館、学校図書館を使った調べる学習の普及のために、優れた推進活動を行った地域コンク
ール主催団体を表彰します。
その中で、特に、地域の活性化に寄与した地域コンクール主催 1 団体を「総務大臣賞」として表彰い
たします。
※全国コンクール入賞者に対し、当財団主催の表彰式を２月下旬に東京都内で行う予定です。
入賞者の表彰式招待にかかる経費は、原則として当財団が負担します。
※入選者に表彰状を（優良賞、奨励賞は副賞の図書カードも）送付いたします。
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【７】入賞作品の著作権と作品利用
（地域コンクール推薦作品が全国コンクールで入賞した場合）
当財団は、入賞者本人（未成年の場合は代理人）が署名捺印した入賞書類「著作権譲渡契
約証書」を受理した以後、入賞作品の著作権（財産権）を所有します。

【入賞作品の利用について】
・入賞作品は、コンクールならびに調べる学習の普及を目的に、個人・団体からの利用申請に応じて、
複製 （冊子・デジタルデータ）を提供します。
・入賞作品の一部または全部を利用する場合、当財団へ申請が必要です。
・地域コンクールの推薦作品が全国コンクールに入賞した場合も、ご利用の際は当財団へ 「利用申請
書」をご提出ください。
・全頁を複製・公開した作品を利用する場合は、当財団が個人情報や著作権の保護処理をした複製
品を提供いたします。
・複製・公開をしない作品（非公開作品）を利用する場合は、地域コンクールで個人情報や著作権の
保護処理をしていただく場合がございます。ご了承いただけますようお願いいたします。
・入賞者または入賞者以外の第三者が、入賞作品の商用利用を希望する場合、当財団と協議、契約
が必要です。
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【８】 個人情報保護について
図書館振興財団は、下記の方針に従い個人情報を厳重に取り扱って参ります。
■公益財団法人図書館振興財団 個人情報保護方針
公益財団法人図書館振興財団(以下「当財団」とします)は、図書館振興事業に関与する機関・人材を助成・育成
し、あわせて図書館の設立・運営に対する助成を行い、図書館事業及び図書館利用の健全な発展に対する支援を
行い、もって国民の教育・文化に寄与することを目的とする財団です。
当財団の取得する個人情報は、この目的に沿って使用するもので、個人情報に関して適用される法規制、国が定め
る指針その他の規範について遵守するとともに、個人情報保護体制の運用の継続的な改善、向上に努めるものとしま
す。

当財団は以下に示す個人情報保護方針を定めます。

１．個人情報保護管理責任者を設定し、当財団の業務での個人情報の取り扱いについて適切に管理・指導いたし
ます。
２．個人情報を取得・利用および提供をおこなう場合は、あらかじめ明示した利用目的の範囲内で取得・利用および
提供をおこないます。法令により例外として扱われるべき場合を除き、本人または未成年の場合は代理権を有する代
理人の同意を得ずに第三者へ提供することはありません。
３．当財団の管理下にある個人情報については不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等について、適切な
防止および是正処置を実施いたします。また個人情報を第三者へ提供する場合は、当財団の規定と同様の適切な
取り扱いがおこなわれるよう管理・監督いたします。
４．当財団が管理する個人情報に関して、本人および代理権を有する代理人からの照会、苦情および相談に対し、
窓口を公開し適切な対応を迅速におこないます。
２０１２年４月１日
公益財団法人図書館振興財団

業務上保有する個人情報の利用目的
公益財団法人図書館振興財団(以下「当財団」とします)が保有する個人情報は、わが国の図書館振興に尽く
すことを目的として当財団が行う次の事業に利用します。
１．図書館振興に対する助成
・振興助成事業の運営のため
２．図書館利用の促進
・「図書館を使った調べる学習コンクール」の運営のため
・友の会「図書館の学校」の運営のため
・選書事業の運営のため
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３．図書館の活性化
・機関誌の発行・配布のため
・研修事業の運営のため
・提案型助成事業の運営のため
その他、上記 1～3 の事業運営のために行う業務の達成のため(今後行うこととなる事項を含む)

【９】 「地域コンクール」サポート
（１）地域コンクールポータルサイト

https://concours.toshokan.or.jp/
（２）コンクール運営に関する相談
・「図書館を使った調べる学習」のすすめ方や指導の仕方等、研修会や講座の企画相談
・「図書館を使った調べる学習」に関する研修会や講座の講師紹介
講師紹介の詳細はこちらをご覧ください
https://concours.toshokan.or.jp/region-contest/
・「広めよう！図書館を使った調べる学習 指導者育成のための体験講座」ＤＶＤの提供
・関連書籍の提供
など、下記で随時ご相談を受付けております。お気軽にご相談ください。

【相談窓口】
図書館振興財団

電 話

03-3943-4743 / ＦＡＸ

03-5978-3291

コンクール担 当

鈴木香代子 suzuki@toshokanshinko.or.jp
植 村 圭 子 uemura@toshokanshinko.or.jp
出 光

良 idemitsu@toshokanshinko.or.jp
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2009 年 9 月 25 日改定

「図書館を使った調べる学習コンクール」審査基準
■ 小学生・中学生・高校生の部
①

学校図書館や公共図書館の資料を活用した研究・調査であるか

②

発達段階に応じたテーマであるか

③

的確な資料・情報収集ができているか

④

複数の資料・情報を活用しているか

⑤

使用した資料・情報の出典が明示されているか

⑥

調べる目的、方法、過程などをきちんと示しているか

⑦

資料・情報をもとに、自分の考えをまとめているか

⑧

調べる過程や作品に、主体的に学ぶ喜びが読みとれるか

⑨

情報の整理や表現方法が工夫されているか

■ 大人の部
①

学校図書館や公共図書館の資料を活用した研究・調査であるか

②

的確な資料・情報収集ができているか

③

複数の資料・情報を活用しているか

④

使用した資料・情報の出典が明示されているか

⑤

調べる目的、方法、過程などをきちんと示しているか

⑥

資料・情報をもとに、自分の考えをまとめているか

⑦

調べる過程や作品に、主体的に学ぶ喜びが読みとれるか

⑧

情報の整理や表現方法が工夫されているか

■ 子どもと大人の部
①

学校図書館や公共図書館の資料を活用した研究・調査であるか

②

発達段階に応じたテーマであるか

③

的確な資料・情報収集ができているか

④

複数の資料・情報を活用しているか

⑤

使用した資料・情報の出典が明示されているか

⑥

調べる目的、方法、過程などをきちんと示しているか

⑦

資料・情報をもとに、自分の考えをまとめているか

⑧

調べる過程や作品に、主体的に学ぶ喜びが読みとれるか

⑨

情報の整理や表現方法が工夫されているか

⑩

子どもの自主性がうかがえるか

⑪

大人による導き・援助は適切か
13

【９】 地域コンクール開催申請の方法
① 地域コンクールアカウントの作成
＜新規でアカウントを作成する場合＞

＜前年度と同じアカウントの場合＞

（担当者変更含む）

地域コンクール運営関係者ログイン

https://concours.toshokan.or.jp/region-contest/

https://portals.toshokan.or.jp/login/

ア
カ
ウ
ン
ト
本
登
録
完
了
メ
ー
ル

アカウント仮登録完了メール

≪contest@toshokanshinko.or.jp≫のアドレスを受信可に設定してください。
※この段階では、地域コンクールの参加申請は完了していません。ご注意ください。
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② 地域コンクー開催計画の入力
１、「地域コンクール運営関係者ログイン」から、地域コンクール開催支援サイトに入り、「アカウント情報」の必要
事項をすべて入力し、保存してください。
２、「コンクール開催計画」より必要情報をすべて入力し、「開催申請」を行ってください。

保存

開催計画

※計画段階で未定の部分は「未定」等の文字を入力し、決定後、修正入力してください。
※「検索表示用」に入力した内容は、後日、「地域コンクール開催地検索」にそのまま反映されます。
地域コンクール開催地検索：https://concours.toshokan.or.jp/search/
2020 年 6 月公開予定
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③ 地域コンクール開催申請
開催計画の画面より「開催申請」を行うと、下記確認画面が表示されます。
「開催申請をする」を実行してください。

④ 地域コンクール参加の承認
地域コンクールが承認されると、アカウントのメールアドレスへお知らせが届きます。
支援サイトから、
・「地域コンクール開催承認書」
・「運営上のお願い」
・「運営ガイド」
・「審査の手引き」等をダウンロードしてください。

【お申し込み・お問合せ先】
公益財団法人図書館振興財団 コンクール係
〒112-0012 東京都文京区大塚 3-5-9 住友成泉小石川ビル別館５階
ＴＥＬ：03-3943-4743

（お問い合わせ：平日 9：30～17：30）

ＦＡＸ：03-5978-3291
https://concours.toshokan.or.jp/
受付期間：2020 年４月１日（水）～2020 年５月 3１日（日）（必着）
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＜開催申込書 １＞

「図書館を使った調べる学習コンクール」

地域コンクール開催申込書

当団体は、２０２０年度実施の第 2４回全国コンクールに参加します
年

月

公益財団法人図書館振興財団

理事長 石井 昭 殿
主催団体名

フリガナ（

）

フリガナ（

）

代表者役職・氏名
担当者名

フリガナ（

担当者住所

〒

担当者連絡先

電話

印

）

所属・役職

都・道・府・県

FAX

E メールアドレス
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日

＜開催申込書 ２＞

開催計画書
年

月

日

※申請時は予定で結構です。変更が出た場合は随時お知らせください。
※は必ずご記入ください

よみ：

１．地域コンクール
実施回数・名称 ※
２．自治体名（よみ）※

第

回

名称：

都道府県：
市区町村：

（ よみ：

（よみ：
団体名

）

）

【住所】

〒

都道府県/郡市区町村
番地

３．主催団体

※

ビル名等
（よみ：
代表者姓：

）

（よみ：
代表者名：

TEL

）

FAX

E-mail

４．共催団体

５．後援団体
６．作品募集期間 ※

７．募集部門

※

年

月

日 ～

年

月

日

調べる学習部門
□ 小学生の部
□ 中学生の部
□ 高校生の部
□ 大人の部
□ 子どもと大人の部
※募集部門にチェックしてください
備考（特定の学年のみの受付等、注意事項がある場合はご記載ください）

８．授与する賞
９．審査員人数

名

１０．審査会

年

月

日

１１．表彰式

年

月

日
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１２．運営担当 ※
(コンクール実務担当)

主催に同じ （
（よみ）
団体名

同じ場合は☑を入れてください。

）

異なる場合は以下ご記入ください

（

）

＊財団との「連絡窓口」となる方 【住所】
〒
をご記入してください
都道府県/郡市区町村
番地
ビル名等
担当者役職
（よみ：
担当者姓：

）

TEＬ：

（よみ：
担当者名：

）

FAX：

E-mail
運営担当に同じ（

同じ場合は☑を入れてください。

）

異なる部分は以下ご記入ください

団体名
※WEB 公開用団体名表記が異なる場合は、表示用もご記入ください
表示用団体名：
（

１３．作品の応募先※

【住所】

）

〒

都道府県/郡市区町村
番地
ビル名等
TEＬ：

FAX：

連絡先が WEB 上に表示されることに支障がある場合は、表示用もご記入ください
表示用
TEL：
運営担当に同じ

表示用
FAX：
（

）

作品の応募先に同じ（

同じ場合は☑を入れてください。

）

異なる部分は以下ご記入ください

団体名
１４．参加賞の送付先
推薦作品のご返却先

（よみ：

）

担当者 姓：
【住所】

（よみ：
担当者 名：

〒

都道府県/郡市区町村
番地
ビル名等
TEＬ

FAX
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）

2019 年度 地域コンクール一覧（137 自治体）
都道府県

地域コンクール開催地

＊新規開催

北海道

函館市❸ 苫小牧市❺ 滝川市❹ 恵庭市❿ 北広島市❾ 石狩市❽

青森県

弘前市❷ 八戸市❾ 十和田市❹ 三沢市⓬ つがる市❸

岩手県

紫波町❺

宮城県

名取市❹ 富谷市❽

秋田県

能代市❸ 由利本荘市❷

福島県

会津若松市❻ 大熊町❿

栃木県

大田原市❺ 那須塩原市❼ 上三川町❼ 壬生町❸ 高根沢町❺

埼玉県

行田市➏ 春日部市❸ 鴻巣市❻
桶川市❸ 北本市❹
八潮市❼ 三郷市❼ 坂戸市❻
鶴ヶ島市❸ 吉川市❺ ふじみ野市❸ 伊奈町➊＊ 毛呂山町❺ 小鹿野町❹ 上里町❺ 宮代町❽

千葉県

船橋市➋ 茂原市❺ 柏市❸ 八千代市❹ 袖ケ浦市⓴

東京都

港区➊＊ 新宿区⓫ 文京区㉑ 墨田区❾ 大田区❽ 杉並区⓴ 豊島区⓱ 荒川区❾ 板橋区❽
練馬区（大泉・貫井・南田中・関町図書館❸/平和台図書館❷） 足立区❷ 江戸川区❽
八王子市❸ 青梅市❸ 瑞穂町❷

神奈川県

小田原市❹ 大和市❷ 海老名市❹ 座間市❿

新潟県

長岡市❽ 燕市❻

石川県

小松市❼ かほく市❼ 白山市⓮ 野々市市❼ 津幡町❺ 内灘町❹

山梨県

韮崎市❻

長野県

駒ヶ根市❸ 茅野市⓭

岐阜県

高山市❿

静岡県

浜松市⓫

愛知県

名古屋市⓬ 豊橋市❻ 豊田市❼ 知多市❹ 武豊町❹

三重県

松阪市❼ 桑名市⓯

滋賀県

近江八幡市❹ 草津市❷＊

京都府

井手町❾

大阪府

茨木市❷ 大東市❹ 和泉市❹ 羽曳野市❾ 高石市❷ 大阪狭山市❿ 熊取町❼

兵庫県

姫路市❸ 伊丹市❷ 三田市❻ 播磨町❿

奈良県

大和高田市❺ 五條市❹ 御所市❷ 宇陀市❸ 平群町❸

和歌山県

橋本市❸ 岩出市❸ 有田川町❺

島根県

浜田市❻

岡山県

倉敷市❷ 津山市❺

広島県

府中市❺ 東広島市❸

山口県

防府市➐ 長門市❷

香川県

高松市❽ 綾川町❼

福岡県

大牟田市❸ 飯塚市❷ 田川市❸ 中間市❹ 春日市❶＊ 宗像市⓮ みやま市❸ 宇美町⓫ 遠賀町❷

佐賀県

佐賀市❹ 伊万里市❹

長崎県

長崎市❽ 佐世保市❸ 平戸市❹

熊本県

熊本市❷ 八代市❸

大分県

豊後高田市❶＊

宮崎県

えびの市❹ 川南町❶＊

鹿児島県

鹿屋市❺ 出水市❻ いちき串木野市❸ 南さつま市❸

開催なし

山形県、茨城県、群馬県、富山県、福井県、鳥取県、徳島県、愛媛県、高知県、沖縄県
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