
都道府県 実施率（※）

札幌市 江別市 当別町
函館市 江差町 赤井川村
京極町 岩見沢市 滝川市
砂川市 美唄市 士別市
美瑛町 羽幌町 初山別村
天塩町 猿払村 浜頓別町
枝幸町 豊富町 幌延町
網走市 美幌町 津別町
室蘭市 苫小牧市 登別市
豊浦町 壮瞥町 洞爺湖町
新ひだか町 帯広市 音更町
上士幌町 芽室町 幕別町
池田町 豊頃町 本別町
足寄町 釧路市 標茶町
弟子屈町 白糠町 中標津町
別海町

青森県 青森市 弘前市 八戸市 7.5%
岩手県 西和賀町 一戸町 6.1%
宮城県 仙台市 2.9%
秋田県 横手市 湯沢市 8.0%
山形県 0.0%
福島県 0.0%
茨城県 0.0%
栃木県 0.0%
群馬県 高崎市 館林市 玉村町 8.6%

さいたま市 川越市 川口市
秩父市 所沢市 飯能市
本庄市 狭山市 深谷市
草加市 越谷市 志木市
久喜市 八潮市 坂戸市
鶴ヶ島市 越生町
千葉市 野田市 習志野市
柏市 鎌ヶ谷市 浦安市
山武市 佐倉市

東京都 0.0%
横浜市 川崎市 相模原市
横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市
伊勢原市 秦野市 厚木市
海老名市 綾瀬市
新潟市 糸魚川市 佐渡市
阿賀町

富山県 富山市 小矢部市 13.3%
石川県 0.0%
福井県 0.0%

南アルプス市 山梨市 大月市
北杜市 笛吹市
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実施市町村名

北海道 25.7%

神奈川県 33.3%

新潟県 13.3%

埼玉県 27.0%

千葉県 14.8%

山梨県 18.5%



都道府県 実施率（※）実施市町村名

長野県 0.0%
岐阜県 0.0%
静岡県 掛川市 熱海市 5.7%
愛知県 名古屋市 春日井市 東郷町 5.6%
三重県 桑名市 3.4%
滋賀県 大津市 長浜市 10.5%
京都府 京都市 福知山市 7.7%

大阪市 堺市 岸和田市
豊中市 池田市 高槻市
貝塚市 八尾市 泉佐野市
富田林市 河内長野市 羽曳野市
東大阪市 泉南市 大阪狭山市
阪南市 忠岡町 田尻町
岬町
神戸市 姫路市 尼崎市
明石市 西宮市 伊丹市
相生市 赤穂市 宝塚市
川西市 たつの市

奈良県 奈良市 2.6%
和歌山県 0.0%
鳥取県 鳥取市 米子市 10.5%

松江市 浜田市 出雲市
益田市 大田市 津和野町
岡山市 津山市 総社市
瀬戸内市 浅口市

広島県 福山市 4.3%
山口県 0.0%
徳島県 美馬市 4.2%
香川県 丸亀市 5.9%
愛媛県 松山市 5.0%
高知県 0.0%

福岡市 久留米市 直方市
うきは市 中間市 筑紫野市
古賀市 福津市 嘉麻市

佐賀県 0.0%
長崎県 0.0%

山鹿市 御船町 水俣市
人吉市 錦町 あさぎり町
多良木町 湯前町 水上村
相良村 五木村 山江村
球磨村 天草市

大分県 中津市 5.6%
宮崎県 0.0%
鹿児島県 霧島市 奄美市 4.7%
沖縄県 沖縄市 北中城村 4.9%
合計 10.9%

※　実施率＝実施市町村数／管内市町村数

大阪府 44.2%

兵庫県 26.8%
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18.5%岡山県

31.6%島根県

熊本県 31.1%

福岡県 15.0%
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