
都道府県 実施率（※）

岩見沢市 芦別市 滝川市

砂川市 長沼町 妹背牛町

札幌市 苫小牧市 士別市

稚内市 大樹町 本別町

青森県 0.0%
遠野市 陸前高田市 奥州市

滝沢市 雫石町 西和賀町

仙台市 石巻市 川崎町

涌谷町 美里町

秋田県 男鹿市 湯沢市 小坂町 12.0%
山形市 米沢市 鶴岡市

寒河江市 長井市 南陽市

大江町 最上町 高畠町

川西町 白鷹町 飯豊町

福島市 伊達市 本宮市

大玉村 会津美里町 南相馬市

郡山市 いわき市

茨城県 日立市 石岡市 4.5%
栃木県 足利市 小山市 上三川町 12.0%
群馬県 前橋市 高崎市 伊勢崎市 8.6%

さいたま市 川越市 飯能市

春日部市 鴻巣市 志木市

和光市 三郷市 日高市

ふじみ野市 毛呂山町 滑川町

吉見町 鳩山町 ときがわ町

千葉市 市川市 松戸市

流山市 鴨川市 袖ケ浦市

山武市 横芝光町 一宮町

白子町 鋸南町

千代田区 渋谷区 世田谷区

杉並区 板橋区 練馬区

町田市 小金井市 国立市

多摩市

横浜市 相模原市 藤沢市

茅ヶ崎市 三浦市 大和市

綾瀬市 松田町

新潟市 長岡市 小千谷市

妙高市 上越市 佐渡市

湯沢町

13.6%
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岩手県

宮城県

山形県

福島県

埼玉県

千葉県

東京都



都道府県 実施率（※）実施市町村名

高岡市 砺波市 小矢部市

南砺市

石川県 小松市 白山市 野々市市 15.8%
福井県 福井市 敦賀市 11.8%

韮崎市 南アルプス市 北杜市

甲斐市 中央市 山梨市

笛吹市 甲州市 大月市

道志村

長野市 駒ヶ根市 小諸市

伊那市 辰野町 松川町

岐阜県 岐阜市 関市 笠松町 7.1%
伊東市 三島市 伊豆の国市

静岡市 焼津市 藤枝市

袋井市

名古屋市 一宮市 半田市

津島市 碧南市 高浜市

愛西市 あま市

津市 四日市市 伊勢市

桑名市 鈴鹿市 名張市

亀山市 熊野市 志摩市

伊賀市 東員町 大台町

玉城町 度会町 南伊勢町

御浜町 紀宝町

彦根市 長浜市 近江八幡市

守山市 甲賀市 東近江市

米原市

宇治市 舞鶴市 長岡京市

精華町

富田林市 茨木市 泉大津市

高石市 忠岡町 枚方市

岬町 大阪市 寝屋川市

堺市 和泉市

神戸市 姫路市 尼崎市

明石市 洲本市 伊丹市

相生市 赤穂市 三木市

高砂市 川西市 小野市

篠山市 南あわじ市 朝来市

加東市 たつの市 播磨町

市川町 福崎町 佐用町

香美町

奈良市 大和高田市 平群町

三郷町 斑鳩町 田原本町

上牧町 王寺町
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静岡県



都道府県 実施率（※）実施市町村名

和歌山市 海南市 橋本市

御坊市

鳥取県 日南町 5.3%
島根県 奥出雲町 江津市 飯南町 15.8%

岡山市 倉敷市 津山市

玉野市 新見市 鏡野町

呉市 三原市 福山市

府中市 大竹市 東広島市

安芸太田町 北広島町 大崎上島町

神石高原町

山口県 宇部市 山口市 萩市 15.8%
徳島県 鳴門市 4.2%

丸亀市 坂出市 三豊市

土庄町 小豆島町 三木町

宇多津町

愛媛県 久万高原町 5.0%
高知県 高知市 土佐清水市 5.9%

北九州市 大牟田市 直方市

行橋市 大野城市 嘉麻市

久山町 大刀洗町 福智町

みやこ町

佐賀県 唐津市 5.0%
長崎県 大村市 松浦市 佐々町 14.3%

熊本市 荒尾市 山鹿市

菊池市 阿蘇市 玉東町

大津町 菊陽町 芦北町

あさぎり町 多良木町 湯前町

水上村

豊後高田市 中津市 佐伯市

臼杵市 津久見市 竹田市

杵築市 由布市 国東市

日出町

日南市 日向市 三股町

日之影町 美郷町

鹿児島市 薩摩川内市 いちき串木野市

南大隅町 肝付町 徳之島町

沖縄県 浦添市 宮古島市 渡嘉敷村 7.3%
合計 17.6%

※　実施率＝実施市町村数／管内市町村数
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