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本セッションの構成



本セッションの構成
➡ 自治体特設サイトとは
➡ 注目の自治体特設サイト
- 暮らし、行政編 

➡ 特設サイトと民間団体
➡ 注目の自治体特設サイト
- 観光、イベント編

➡ まとめ
- 特設サイトBEST大賞



自治体特設サイトとは



特設サイトの定義



自治体特設サイトってなに?

➡ 自治体のサイトから行けるテーマ別サイト
➡ サイト内サイトなこともある
➡ 自治体が運営に関わっていることが

クレジットでわかる
➡ 本サイトとはノリが違うケースが多い



特設サイトの見つけ方



特設サイトの見つけ方

➡ カルーセルからリンクされている
➡ バナーからリンクされている
➡ 特設サイト一覧から行ける 
➡ 新着情報で掲載されている
➡ グローバルナビの観光などから行ける
➡ 運と手間



外部リンク・特設ホームページ  広報特設ページ  富山県 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.toyama.jp/public/links.html



兵庫県 ブログ・ツイッター・フェイスブック・メルマガ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://web.pref.hyogo.lg.jp/mm_twitter_blog/index.html



愛知県は右サイドエリアにバナーエリアあり 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.aichi.jp/



県市町村の取り組み感の違い



県と市と町村でやっていることが違う

➡ 県は、タレント起用や
1ページもののスペシャルコンテンツが多い

➡ 市は、ある程度規模を持ったポータルの運営が多い
- 複数の市でまたがるケースもある

➡ 町村は、地元の有識者が作った丁寧な
ミニサイトが多い



県と市と町村でやっていることが違う

➡ 県は、地域のブランディング
- 訪問系・印象系

➡ 市は、特定の施策PR
- 生活系

➡ 町村は、時折ちっちゃい町なのに、
スゲーのがあるのでびっくり



全体的な雑感 : 原

➡ 本サイトとは違う力学で構成されていると感じた
➡ 自治体本サイトのリサーチとは違うわくわく感



日本の多様さ

大きな街、小さな町

文化の奥行き

特設サイト本サイト

本サイト

特設サイト



全体的な雑感 : 清家

➡ 「魅力」の手詰まり感がすごい
➡ 魅力がざっくりしすぎて、どのまちも同じ
➡ 「子育て日本一」でググったときの結果



「子育て日本一」で検索 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://web.pref.hyogo.lg.jp/mm_twitter_blog/index.html



自治体特設サイトのコンテンツ傾向



特設サイトの種類

➡  移住系
➡  まちづくり
➡  子育て
➡  キッズ
➡  ふるさと納税

➡  観光
➡  県や市をまたがる
➡  イベント
➡  Webサービス連動
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特設サイトの種類

➡  移住系
➡  まちづくり
➡  子育て
➡  キッズ
➡  ふるさと納税

➡  観光
➡  県や市をまたがる
➡  イベント
➡  Webサービス連動

暮らし・行政 観光・イベント



注目の自治体特設サイト
暮らし、行政編



特設サイト : 移住系



移住系特設サイトの特徴

➡ 移住系サイトは、自治体外から移住や定住を
サポートする情報サイト

➡ 移住者へのプレッシャー（支援条件）が割とキツめ
➡ 支援の手厚さだけで勝負みたいになっている
➡ 「ゆるい移住」（鯖江市）は一線を画す



鯖江町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://sabae-iju.jp/



鯖江町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://sabae-iju.jp/



興味深かった
移住系特設サイト



空き家に
暮らす?



空き家に暮らす 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.k-akiyakurashi.saga.jp/



空き家に暮らす 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.k-akiyakurashi.saga.jp/



おやじが
ススム



おやじが
ススム×



おじやに
スムスム



小千谷市 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://www.iju.city.ojiya.niigata.jp/



小千谷市 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://www.iju.city.ojiya.niigata.jp/



やさしさの
表現



いばらきまち暮らし 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.ibaraki.lg.jp/ibarakimachi_kurashi/index.html



いばらきまち暮らし 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.ibaraki.lg.jp/ibarakimachi_kurashi/index.html



まつどやさしいくらしラボ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://matsudo-yasashii-labo.jp/



まつどやさしいくらしラボ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://matsudo-yasashii-labo.jp/



さくらでくらす 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/kurasu/



さくらでくらす 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/kurasu/



移住系特設サイトに2タイプがある?



移住系特設サイトのタイプ

➡ 新しく人生が始まるフレッシュな移住
➡ 一旦何かが終わった人のための定住
➡ どっちに惹かれるかで、今の自分が見えたり?



特設サイト : まちづくり系



まちづくり特設サイトとは?

➡ 市民活動の一環サイト
➡ 様々な人をあつめることで活気をあげる
➡ 情報があつまる、まちづくりポータル
➡ まちに関する会議



まちづくりプロジェクト



伊勢崎市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.imap.ne.jp/mt/



Webの駅



天草Webの駅 - みんなで作るあまくさの情報 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://amakusa-web.jp/



天草Webの駅 - みんなで作るあまくさの情報 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://amakusa-web.jp/



水俣ＷＥＢの駅 新発見！みなまタウン 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://minamata-web.jp/



水俣ＷＥＢの駅 新発見！みなまタウン 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://minamata-web.jp/



わかもの会議



燕市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://tsubame-wakamono.com/



燕市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://tsubame-wakamono.com/



宇宙のまちづくり



大樹町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://kachimai.jp/taiki-spaceport/



大樹町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://kachimai.jp/taiki-spaceport/



地元のまちづくり的な活動に
参加されている方?



特設サイト : 子育て系



子育て系特設サイト

➡ 子育てする人のための自治体が運営する情報サイト
➡ どの自治体サイトにも、大なり小なり存在する
➡ 多くの場合は、サイト内サイト
➡ たまに、すごく力が入った特設サイトがある
➡ やさしさの表現をみるなら子育て系



成功例としての流山市
ウェブが果たしている役割はどこなのか



成功例としての流山市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.nagareyama-city.jp/



成功例としての流山市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.nagareyama-city.jp/



子育て系で
よく使われるサービス



成功例としての流山市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://nagareyama-city.mamafre.jp/



成功例としての流山市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://nagareyama-city.mamafre.jp/



サイト内サイトの例



育てる日光 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.nikko.lg.jp/shise/city/sodateru/index.html



育てる日光 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.nikko.lg.jp/shise/city/sodateru/index.html



幸せ系



はぎハピ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.hagihapi.jp/



はぎハピ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.hagihapi.jp/



作り込み系



常陸太田市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/settle/index.html



常陸太田市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/settle/index.html



じょうづるさん 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/settle/character/index.html



じょうづるさん 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/data/settle/character/index.html



情報整理の参考に



情報がすごくよくまとまっている 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/



情報がすごくよくまとまっている 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/



子育て系特設サイトの傾向



子育て系特設サイトの傾向

➡ ママフレ圧倒的人気
➡ サイト内サイトが大多数
➡ 癒し系と幸せ系がある



特設サイト : ふるさと納税系



ふるさと納税とは?

➡ ふるさと納税とは、自治体への寄附金
➡ 個人が2,000円を超える寄附を行ったときに

住民税のおよそ2割程度が還付、控除される制度



ふるさと納税系特設サイトとは?

➡ ふるさと納税を検討する人のための情報サイト
➡ 魅力的な品物がならぶ
➡ ふるさと納税サイトへ直リンクしているケースも

多い



ふるさと納税サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.furusato-tax.jp/about.html



どんなのがあるのか?



気合がはいっているふるさと納税サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://furusato-bungotakada.jp/



気合がはいっているふるさと納税サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://furusato-bungotakada.jp/



ポイントまで明記



ツメツメなふるさと納税サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/dir000015.html



ツメツメなふるさと納税サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/dir000015.html



応援サイト



気合がはいっているふるさと納税サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/dir000015.html



気合がはいっているふるさと納税サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/dir000015.html



ふるさと納税やったことある人?



ちょっと変わった系



特設サイト : ちょっと変わった系



超FaceBookいっぱい



Facebookページむちゃ充実 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.masuda.lg.jp/



Facebookページむちゃ充実 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.masuda.lg.jp/



タブレットで
出来ている



Coworking Space 452 with Adobe Slate 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://slate.adobe.com/a/WEMqq/



Coworking Space 452 with Adobe Slate 2015LOCAL
GOVERNMENT

https://slate.adobe.com/a/WEMqq/



対東京



VS東京 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.vs-tokyo.jp/



VS東京 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.vs-tokyo.jp/



対日本



あわじ国独立 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.awajikoku.com/



あわじ国独立 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.awajikoku.com/



特設サイトと民間団体



自治体と民間団体



自治体/民間、どっち主導?

➡ 観光課
➡ 観光協会
➡ 観光物産協会
➡ 観光協議会



観光協会と観光情報はなぜ分けるのか?



観光協会と観光情報はなぜ分ける?

➡ 合併前から観光協会があり、
それがそのまま複数あるケース

➡ 観光協会は会員組織であるが、
観光情報サイトは開かれている
- 情報掲載にコストがいる



注目の自治体特設サイト
観光、イベント編



特設サイト : 観光系



観光系は
特設サイトの花形

➡ 自治体によって熱の入れ方は様々
➡ 特設サイトもあれば、普通の情報ページとして

存在しているだけの自治体も



黄色がテーマカラー



美咲 黄福物語 MISAKI YELLOW HAPPY PROJECT 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.misaki.okayama.jp/kouhuku/



美咲 黄福物語 MISAKI YELLOW HAPPY PROJECT 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.misaki.okayama.jp/kouhuku/



ファーストビュー強し



内子さんぽ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.we-love-uchiko.jp/



内子さんぽ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.we-love-uchiko.jp/



ターゲットを
女性に絞った



奈良県 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://welcome-nara.jp/



奈良県 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://welcome-nara.jp/



まず
人をつたえる



下市町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://shimoichi-kanko.jp/



下市町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://shimoichi-kanko.jp/



雰囲気を全面に



北海道洞爺湖町 2015LOCAL
GOVERNMENT



北海道洞爺湖町 2015LOCAL
GOVERNMENT



観光系特設サイトの傾向



観光系特設サイトの傾向

➡ 単にまちの見どころを紹介するケースは
サイト内サイトだったりする

➡ 見どころ + 物産 + 人とのつながり
➡ 観光情報と言いつつ、総合まちアピール



特設サイト : 県や市をまたがる系



観光系の特設サイトで
広域にまたがるタイプのサイトもある

➡ いくつかの自治体で運営されているケース
➡ 複数の自治体に共通のバナーが貼ってあるケース
➡ 一つの運動に様々な自治体が参加している



広域情報サイト



国東半島の広域サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.quattro-yocchi.com/



国東半島の広域サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.quattro-yocchi.com/



京都のお茶
大集合



京都の広域 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://ochanokyoto.jp/



京都の広域 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://ochanokyoto.jp/



三地域合同



長浜・米原・奥びわ湖を楽しむ観光情報サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://kitabiwako.jp/



長浜・米原・奥びわ湖を楽しむ観光情報サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://kitabiwako.jp/



長浜・米原・奥びわ湖を楽しむ観光情報サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://kitabiwako.jp/



結構な自治体が参加



日本で最も美しい村連合



日本で最も美しい村連合 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.utsukushii-mura.jp/



日本で最も美しい村連合 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.utsukushii-mura.jp/



ジオパーク



日本ジオパークネットワーク 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.geopark.jp/



日本ジオパークネットワーク 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.geopark.jp/



県や市をまたがる系の特徴



県や市をまたがる系の特徴

➡ 数自体はそれほどないが、多くの自治体が
参加しているので、目につく

➡ 予算がありそう感ある
➡ どこが運営しているんだろう？
- どこかが代表?



特設サイト : キャンペーン系



キャンペーン系の特設サイト

➡ 大きな自治体では、タレントなどを使って派手に
➡ 広告代理店がからんでいるケースが一番多い
➡ 小さな自治体では、アイデア勝負
➡ やはりいいクリエイターを擁しているところは強そう



くまモン



くまモンは別格 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.kininaru-k.jp/



くまモンは別格 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.kininaru-k.jp/



タレントが使える



高知家 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/



高知家 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/



代理店系の
ティザーサイトぽい



新キャラクターのデビューキャンペーン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.komaki.aichi.jp/komakiyama/



新キャラクターのデビューキャンペーン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.komaki.aichi.jp/komakiyama/



新キャラクターのデビューキャンペーン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.komaki.aichi.jp/komakiyama/



新キャラクターのデビューキャンペーン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.komaki.aichi.jp/komakiyama/



1アイデアで攻める



かるたにして遊ぶ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.toyokaruta.com/



かるたにして遊ぶ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.toyokaruta.com/



かるたにして遊ぶ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.toyota.aichi.jp/pressrelease/1011554/1011875.html



宝くじの受託事業収入を財源



てなんど小林 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://tenandoproject.com/



てなんど小林 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://tenandoproject.com/



話題の大河



岩櫃 - 東吾妻町役場　地域政策課 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://iwabitsu-sanadamaru.com/

http://www1.town.higashiagatsuma.gunma.jp/
http://www1.town.higashiagatsuma.gunma.jp/


岩櫃 - 東吾妻町役場　地域政策課 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://iwabitsu-sanadamaru.com/



キャンペーン系特設サイトの傾向



キャンペーン系特設サイトの傾向

➡ ソーシャルの力を利用しやすくしている
➡ 有名俳優を使うなどをするケースが大型自治体では

見られるものの、効果はどれくらいだったのか
➡ 地元の人を使うことで、

持続可能な価値を提供できるのでは?



特設サイト : Webサービスとコラボ系



Webサービスコラボ系特設サイト

➡ 意外とメジャー系のWebサービスと
自治体は相性がいい

➡ 位置情報、グルメ情報、コミュニケーション
自治体ならでは



タッグを組んでいるWebサービス

➡ Ingress
➡ bokete
➡ cookpad
➡ ぐるなび



Ingress



YAMATO de INGRESS : 神奈川県 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.yamato.lg.jp/ymd/index.html



YAMATO de INGRESS 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.yamato.lg.jp/ymd/index.html



STRATEGY BASE FOR INGRESS IN YOKOSUKA 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.cocoyoko.net/ingress/



STRATEGY BASE FOR INGRESS IN YOKOSUKA 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.cocoyoko.net/ingress/



bokete



静岡×bokete　地域情報 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://tsukai-shizuoka.jp/



静岡×bokete　地域情報 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://tsukai-shizuoka.jp/



cookpad



高山市の公式キッチン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://cookpad.com/kitchen/11703089



高山市の公式キッチン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://cookpad.com/kitchen/11703089



ぐるなび



【石川県×ぐるなび】北陸新幹線金沢開通記念サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.gnavi.co.jp/sightseeing/ishikawa/



【石川県×ぐるなび】北陸新幹線金沢開通記念サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.gnavi.co.jp/sightseeing/ishikawa/



Webサービスとコラボ系の傾向



Webサービスとコラボ系の傾向

➡ 自治体サイトのコアとして、
Webサービスを使うケース
- ママフレ
- tumblr

➡ 一時的なキャンペーンとして、
Webサービスを使うケース

➡ 情報発信先として、
Webサービスを使うケース



まとめ



特設サイトここに注目



まとめ

➡ 自治体特設サイトには、様々な自治体ならではの
カテゴリがある

➡ 特設サイトは、周りを巻き込んで盛り上がるのと、
閑古鳥が鳴くものとで明暗が明確にでる

➡ 規模があるところは強いです
➡ 才能ある若者を抱えている (活かせる) 

ところも強い



ご要望



ご要望

➡ ふりがなだいじ
➡ いつ作ったかは書いて欲しい
➡ トップページでちゃんと取り上げましょう
➡ どこが母体かちゃんと明記してほしい
➡ シティプロモーション系の部署で、

特設サイト勉強会やるのなら、
原と清家が伺います



特設サイト大賞



原のBEST特設サイト



とよかるた
http://www.toyokaruta.com/

http://www.toyokaruta.com
http://www.toyokaruta.com


かるたにして遊ぶ 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://www.toyokaruta.com/



清家のBEST特設サイト



てなんど小林
http://tenandoproject.com/

http://tenandoproject.com
http://tenandoproject.com


てなんど小林 2016LOCAL
GOVERNMENT

http://tenandoproject.com/



        デザイントレンド
自治体特設サイトスペシャル

Web
CSS Nite  LP 44

成田空港第3ターミナル
http://www.narita-airport.jp/t3/jp/

ありがとうございました!!

http://www.narita-airport.jp/t3/jp/
http://www.narita-airport.jp/t3/jp/


おまけ



特設サイト : キッズ系



キッズ(子供)向けサイト

➡ 自治体に興味がある子供のための情報サイト
➡ よくあるのは、サイト内サイト
➡ 子供にわかりやすい表現
➡ ルビが多い



サイト内サイト



小松市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.komatsu.lg.jp/kids/



小松市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.komatsu.lg.jp/kids/



Flashコンテンツを
全面に出したサイト



宇治市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.uji.kyoto.jp/kids/



モダンなものも
(たまに)ある



海津市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kaizu.lg.jp/kids/



海津市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kaizu.lg.jp/kids/



キッズ系特設サイトの傾向



キッズ(子供)向けサイトの傾向

➡ 随分前にFlashで作られて放置が多い
➡ 今後どうしていくのだろう?



特設サイト : イベント系



イベント系の特設サイト

➡ 一番多いのは、PDF
➡ 続いて多いのは、サイト内にある特設ページ
➡ ここぞという時では、特設サイトとなる
- なかなか独自デザインのイベントは少ない



コンテンツが強いと
シンプルでもOK



舟形町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://megami.town.funagata.yamagata.jp/



舟形町 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://megami.town.funagata.yamagata.jp/



巻物のように
自由に



宇陀市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.uda.nara.jp/udakikimanyou/



宇陀市 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.uda.nara.jp/udakikimanyou/



ポスターに近い
構成



やいま石垣さんばしマーケット 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://sanbashi.jp/



やいま石垣さんばしマーケット 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://sanbashi.jp/



イベント系特設サイトの特徴



イベント系特設サイトの特徴

➡ どこまでが自治体運営なのかよくわからない
➡ ペラいちものが多い
➡ レイアウトが自由、奇抜なものが多い



特設サイトのアクセシビリティ



特設サイトのアクセシビリティについて

➡ アクセシビリティに取り組んでいる場合
「方針」が示されている

➡ でも、大方、公式サイトだけ
➡ 割と取り組みが進んでいる自治体でも、

特設サイトは気にしていない感じ
➡ ドメインが違うので、方針から外れる（外してる）



そのほか
気になったサイト



コンセプトは
森



秩父市の観光情報サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://morinokatsujin.com/



秩父市の観光情報サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://morinokatsujin.com/



とにかく
よくまとまっている



一関市の観光情報サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.ichitabi.jp/



一関市の観光情報サイト 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.ichitabi.jp/



武将系
キャンペーン



支倉常長（はせくら つねなが） 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://kawasaki-tsunenagatai.jp/



支倉常長（はせくら つねなが） 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://kawasaki-tsunenagatai.jp/



支倉常長（はせくら つねなが） 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://kawasaki-tsunenagatai.jp/


