
生活道路対策エリア登録状況（市区町村別） 令和元年12月末時点

都道府県 市区町村 エリア数 都道府県 市区町村 エリア数 都道府県 市区町村 エリア数 都道府県 市区町村 エリア数 都道府県 市区町村 エリア数

北海道 札幌市 3 福島県 須賀川市 3 群馬県 前橋市 2 石川県 金沢市 2 静岡県 磐田市 1

北海道 函館市 8 福島県 喜多方市 5 群馬県 高崎市 2 石川県 七尾市 1 静岡県 掛川市 3

北海道 旭川市 2 福島県 二本松市 1 埼玉県 さいたま市 3 石川県 小松市 3 静岡県 藤枝市 2

北海道 千歳市 1 福島県 三島町 2 埼玉県 草加市 1 石川県 珠洲市 4 静岡県 御殿場市 1

青森県 青森市 1 福島県 塙町 1 埼玉県 入間市 1 石川県 羽咋市 2 静岡県 袋井市 3

青森県 弘前市 2 福島県 小野町 1 埼玉県 朝霞市 1 石川県 かほく市 3 静岡県 下田市 2

青森県 八戸市 3 茨城県 水戸市 31 埼玉県 ふじみ野市 1 石川県 白山市 9 静岡県 裾野市 2

青森県 黒石市 1 茨城県 日立市 10 千葉県 千葉市 1 石川県 能美市 1 静岡県 湖西市 1

青森県 十和田市 1 茨城県 古河市 5 千葉県 船橋市 3 石川県 野々市市 1 静岡県 伊豆市 1

青森県 つがる市 1 茨城県 石岡市 7 千葉県 習志野市 1 石川県 津幡町 1 静岡県 菊川市 1

青森県 七戸町 1 茨城県 結城市 2 千葉県 鎌ケ谷市 1 石川県 内灘町 2 静岡県 伊豆の国市 1

青森県 横浜町 1 茨城県 下妻市 3 千葉県 君津市 1 石川県 宝達志水町 2 静岡県 松崎町 1

青森県 南部町 1 茨城県 常陸太田市 3 東京都 墨田区 1 石川県 中能登町 1 静岡県 函南町 1

岩手県 盛岡市 4 茨城県 高萩市 4 東京都 目黒区 1 石川県 穴水町 1 静岡県 吉田町 2

岩手県 宮古市 1 茨城県 北茨城市 1 東京都 杉並区 6 石川県 能登町 5 愛知県 名古屋市 2

岩手県 大船渡市 2 茨城県 笠間市 2 東京都 板橋区 2 福井県 敦賀市 1 愛知県 一宮市 2

岩手県 花巻市 2 茨城県 つくば市 9 東京都 練馬区 1 福井県 小浜市 1 愛知県 瀬戸市 1

岩手県 北上市 1 茨城県 ひたちなか市 4 東京都 葛飾区 2 福井県 大野市 1 愛知県 半田市 1

岩手県 二戸市 2 茨城県 守谷市 2 東京都 八王子市 1 福井県 勝山市 1 愛知県 春日井市 1

岩手県 八幡平市 1 茨城県 常陸大宮市 3 東京都 東村山市 1 福井県 鯖江市 2 愛知県 津島市 1

岩手県 奥州市 1 茨城県 那珂市 4 東京都 国立市 4 福井県 あわら市 1 愛知県 刈谷市 4

岩手県 住田町 1 茨城県 筑西市 2 東京都 狛江市 1 福井県 越前市 1 愛知県 豊田市 2

宮城県 仙台市 9 茨城県 桜川市 4 神奈川県 横浜市 7 福井県 坂井市 1 愛知県 蒲郡市 1

宮城県 白石市 1 茨城県 行方市 3 神奈川県 川崎市 1 福井県 美浜町 1 愛知県 江南市 1

宮城県 富谷市 1 茨城県 鉾田市 3 神奈川県 相模原市 3 福井県 高浜町 2 愛知県 小牧市 1

宮城県 大河原町 2 茨城県 小美玉市 7 神奈川県 鎌倉市 3 福井県 若狭町 2 愛知県 大府市 1

宮城県 川崎町 1 茨城県 茨城町 4 神奈川県 小田原市 2 山梨県 都留市 1 愛知県 知多市 1

宮城県 大郷町 1 茨城県 大洗町 2 神奈川県 茅ヶ崎市 1 山梨県 山梨市 1 愛知県 尾張旭市 1

宮城県 美里町 3 茨城県 城里町 1 神奈川県 厚木市 1 山梨県 昭和町 1 愛知県 岩倉市 1

秋田県 秋田市 1 茨城県 大子町 9 神奈川県 大和市 1 長野県 長野市 1 愛知県 豊明市 1

秋田県 能代市 2 茨城県 美浦村 1 神奈川県 座間市 1 長野県 岡谷市 1 愛知県 日進市 1

秋田県 横手市 1 茨城県 阿見町 1 神奈川県 綾瀬市 3 長野県 安曇野市 1 愛知県 清須市 4

秋田県 大館市 1 茨城県 境町 7 新潟県 新潟市 1 長野県 軽井沢町 1 愛知県 北名古屋市 1

秋田県 湯沢市 1 茨城県 利根町 3 新潟県 三条市 1 長野県 下諏訪町 3 愛知県 弥富市 2

秋田県 由利本荘市 2 栃木県 宇都宮市 2 新潟県 新発田市 3 長野県 豊丘村 1 愛知県 みよし市 1

秋田県 潟上市 1 栃木県 足利市 8 新潟県 見附市 4 岐阜県 大垣市 1 愛知県 あま市 1

秋田県 大仙市 1 栃木県 佐野市 12 新潟県 村上市 1 岐阜県 高山市 2 愛知県 長久手市 2

秋田県 にかほ市 1 栃木県 鹿沼市 16 新潟県 燕市 8 岐阜県 多治見市 1 愛知県 東郷町 1

秋田県 小坂町 1 栃木県 日光市 8 新潟県 糸魚川市 1 岐阜県 恵那市 1 愛知県 豊山町 1

山形県 山形市 8 栃木県 小山市 10 新潟県 妙高市 2 岐阜県 各務原市 1 愛知県 扶桑町 1

山形県 鶴岡市 2 栃木県 大田原市 9 新潟県 上越市 3 岐阜県 下呂市 1 愛知県 蟹江町 2

山形県 寒河江市 2 栃木県 矢板市 3 新潟県 阿賀野市 1 岐阜県 大野町 3 愛知県 東浦町 1

山形県 河北町 1 栃木県 那須塩原市 11 新潟県 魚沼市 1 静岡県 静岡市 3 愛知県 幸田町 1

山形県 戸沢村 1 栃木県 さくら市 3 新潟県 南魚沼市 2 静岡県 浜松市 4 三重県 津市 6

山形県 高畠町 2 栃木県 那須烏山市 2 富山県 富山市 2 静岡県 沼津市 4 三重県 四日市市 15

福島県 福島市 11 栃木県 野木町 3 富山県 高岡市 1 静岡県 三島市 1 三重県 松阪市 1

福島県 会津若松市 1 栃木県 塩谷町 3 富山県 魚津市 5 静岡県 富士宮市 2 三重県 桑名市 2

福島県 郡山市 1 栃木県 高根沢町 6 富山県 氷見市 2 静岡県 伊東市 1 三重県 鈴鹿市 7

福島県 いわき市 1 栃木県 那須町 2 富山県 射水市 3 静岡県 島田市 2 三重県 名張市 1

福島県 白河市 4 栃木県 那珂川町 2 富山県 立山町 2 静岡県 富士市 4 三重県 亀山市 1



生活道路対策エリア登録状況（市区町村別） 令和元年12月末時点

都道府県 市区町村 エリア数 都道府県 市区町村 エリア数 都道府県 市区町村 エリア数 都道府県 市区町村 エリア数 都道府県 市区町村 エリア数

三重県 鳥羽市 1 島根県 松江市 4 徳島県 北島町 2 長崎県 長崎市 11 沖縄県 南城市 1

三重県 志摩市 1 島根県 浜田市 1 徳島県 東みよし町 2 長崎県 佐世保市 4 沖縄県 北中城村 1

三重県 伊賀市 1 島根県 出雲市 2 香川県 高松市 3 長崎県 島原市 2 合計 452市区町村 1065エリア

三重県 木曽岬町 1 島根県 益田市 1 香川県 観音寺市 1 長崎県 諫早市 3

三重県 明和町 5 島根県 安来市 1 香川県 さぬき市 2 長崎県 大村市 5

三重県 大台町 1 島根県 江津市 1 香川県 東かがわ市 3 長崎県 松浦市 1

三重県 御浜町 1 島根県 雲南市 1 香川県 三豊市 2 長崎県 長与町 1

三重県 紀宝町 1 島根県 川本町 1 香川県 土庄町 1 長崎県 時津町 4

滋賀県 彦根市 4 島根県 邑南町 1 香川県 三木町 1 長崎県 東彼杵町 2

滋賀県 近江八幡市 1 島根県 津和野町 1 香川県 多度津町 2 熊本県 熊本市 7

滋賀県 草津市 8 島根県 吉賀町 1 愛媛県 松山市 2 熊本県 八代市 3

滋賀県 栗東市 1 島根県 隠岐の島町 2 愛媛県 今治市 4 熊本県 人吉市 2

滋賀県 東近江市 4 岡山県 岡山市 4 愛媛県 宇和島市 2 熊本県 玉名市 1

滋賀県 米原市 1 岡山県 倉敷市 1 愛媛県 八幡浜市 1 熊本県 菊池市 1

京都府 福知山市 1 岡山県 津山市 1 愛媛県 新居浜市 1 熊本県 天草市 2

京都府 綾部市 1 岡山県 赤磐市 2 愛媛県 西条市 1 熊本県 合志市 2

京都府 城陽市 2 広島県 広島市 1 愛媛県 大洲市 2 熊本県 嘉島町 1

京都府 八幡市 6 広島県 呉市 1 愛媛県 松前町 2 熊本県 あさぎり町 1

京都府 京丹波町 2 広島県 竹原市 2 高知県 高知市 2 大分県 大分市 6

大阪府 大阪市 4 広島県 三原市 1 高知県 土佐市 1 大分県 別府市 2

大阪府 豊中市 1 広島県 尾道市 1 高知県 須崎市 1 大分県 中津市 2

大阪府 泉大津市 8 広島県 福山市 4 高知県 四万十市 2 大分県 竹田市 1

大阪府 高槻市 3 広島県 府中市 1 高知県 香美市 1 大分県 杵築市 2

大阪府 貝塚市 1 広島県 三次市 1 高知県 いの町 1 大分県 宇佐市 5

大阪府 枚方市 1 広島県 庄原市 1 福岡県 北九州市 11 大分県 由布市 3

大阪府 八尾市 1 広島県 大竹市 2 福岡県 福岡市 4 大分県 国東市 1

大阪府 豊能町 2 広島県 東広島市 3 福岡県 大牟田市 1 大分県 日出町 2

大阪府 熊取町 5 広島県 廿日市市 4 福岡県 久留米市 1 宮崎県 宮崎市 1

兵庫県 神戸市 3 広島県 安芸高田市 1 福岡県 筑紫野市 4 宮崎県 都城市 1

兵庫県 姫路市 1 広島県 江田島市 2 福岡県 春日市 1 宮崎県 延岡市 2

兵庫県 伊丹市 1 広島県 府中町 3 福岡県 大野城市 1 宮崎県 日南市 1

兵庫県 豊岡市 1 広島県 海田町 2 福岡県 古賀市 1 宮崎県 小林市 1

兵庫県 宝塚市 1 広島県 熊野町 1 福岡県 福津市 3 宮崎県 国富町 2

兵庫県 宍粟市 2 広島県 坂町 1 福岡県 うきは市 1 宮崎県 高鍋町 2

奈良県 奈良市 1 広島県 安芸太田町 3 福岡県 宮若市 4 宮崎県 諸塚村 1

奈良県 大和高田市 4 広島県 北広島町 1 福岡県 嘉麻市 1 鹿児島県 鹿児島市 9

奈良県 天理市 1 広島県 大崎上島町 1 福岡県 那珂川町 1 鹿児島県 枕崎市 1

奈良県 橿原市 1 広島県 世羅町 1 福岡県 篠栗町 3 鹿児島県 指宿市 1

奈良県 香芝市 1 広島県 神石高原町 1 福岡県 新宮町 1 鹿児島県 西之表市 1

奈良県 広陵町 1 山口県 下関市 2 福岡県 広川町 2 鹿児島県 曽於市 1

和歌山県 和歌山市 6 山口県 宇部市 2 福岡県 苅田町 2 鹿児島県 霧島市 1

和歌山県 田辺市 6 山口県 萩市 1 福岡県 吉富町 4 鹿児島県 南さつま市 2

和歌山県 新宮市 2 山口県 下松市 1 佐賀県 佐賀市 2 鹿児島県 志布志市 1

和歌山県 上富田町 2 山口県 岩国市 1 佐賀県 唐津市 1 鹿児島県 南種子町 1

和歌山県 すさみ町 1 山口県 美祢市 2 佐賀県 鹿島市 1 鹿児島県 大和村 2

和歌山県 串本町 1 徳島県 徳島市 2 佐賀県 小城市 3 沖縄県 宜野湾市 1

鳥取県 鳥取市 2 徳島県 小松島市 2 佐賀県 嬉野市 1 沖縄県 石垣市 1

鳥取県 米子市 1 徳島県 阿南市 2 佐賀県 吉野ヶ里町 1 沖縄県 浦添市 7

鳥取県 倉吉市 1 徳島県 阿波市 1 佐賀県 基山町 2 沖縄県 沖縄市 4

鳥取県 琴浦町 1 徳島県 美馬市 1 佐賀県 有田町 1 沖縄県 うるま市 2



生活道路対策エリア一覧 令和元年12月末時点

北海道 札幌市 北丘珠地区

北海道 札幌市 美園地区

北海道 札幌市 菊水元町地区

北海道 函館市 五稜郭地区

北海道 函館市 東松陰地区

北海道 函館市 港町1丁目地区

北海道 函館市 富岡地区

北海道 函館市 松陰地区

北海道 函館市 杉並地区

北海道 函館市 柏木地区

北海道 函館市 上新川地区

北海道 旭川市 大有小学校周辺地区

北海道 旭川市 神居地区

北海道 千歳市 緑小学校周辺地区

青森県 青森市 新城地区

青森県 弘前市 清野袋地区

青森県 弘前市 城西地区

青森県 八戸市 白銀町地区

青森県 八戸市 尻内町地区

青森県 八戸市 鮫町地区

青森県 黒石市 長崎地区

青森県 十和田市 一本木沢地区

青森県 つがる市 柏稲盛地区

青森県 七戸町 西上川原地区

青森県 横浜町 林ノ後地区

青森県 南部町 剣吉地区

岩手県 盛岡市 土淵地区

岩手県 盛岡市 西見前地区

岩手県 盛岡市 下田字陣場地区

岩手県 盛岡市 河南地区

岩手県 宮古市 五月町ほか地区

岩手県 大船渡市 猪川地区

岩手県 大船渡市 立根地区

岩手県 花巻市 四日町・下幅地区

岩手県 花巻市 若葉町・西大通り地区

岩手県 北上市 二子町地区

岩手県 二戸市 福岡地区

岩手県 二戸市 掘野地区

岩手県 八幡平市 大更地区

岩手県 奥州市 愛宕地区

岩手県 住田町 川向地区他

宮城県 仙台市 錦町上杉地区

宮城県 仙台市 青葉区宮町地区

宮城県 仙台市 通町地区

宮城県 仙台市 落合地区

都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

宮城県 仙台市 自由ヶ丘地区

宮城県 仙台市 二軒茶屋地区

宮城県 仙台市 秋保地区

宮城県 仙台市 太白区袋原地区

宮城県 仙台市 泉区南光台地区

宮城県 白石市 福岡地区

宮城県 富谷市 あけの平地区

宮城県 大河原町 新東地区

宮城県 大河原町 金ヶ瀬地区

宮城県 川崎町 前川地区

宮城県 大郷町 中村地区

宮城県 美里町 北浦地区

宮城県 美里町 牛飼地区

宮城県 美里町 西館地区

秋田県 秋田市 土崎南小地区

秋田県 能代市 渟城南小学校

秋田県 能代市 渟城西小学校

秋田県 横手市 十文字地区

秋田県 大館市 有浦地区

秋田県 湯沢市 千石町地区

秋田県 由利本荘市 石脇地区

秋田県 由利本荘市 東由利地区

秋田県 潟上市 天王地区

秋田県 大仙市 大曲地区

秋田県 にかほ市 平沢地区

秋田県 小坂町 中央地区

山形県 山形市 桜田東地区

山形県 山形市 鈴川地区

山形県 山形市 南山形地区

山形県 山形市 西小学校地区

山形県 山形市 山形駅前地区

山形県 山形市 香澄町ほか地区

山形県 山形市 宮町ほか地区

山形県 山形市 七日町地区

山形県 鶴岡市 本町二丁目地区

山形県 鶴岡市 千石町地区

山形県 寒河江市 西根地区

山形県 寒河江市 中河原地区

山形県 河北町 要害地区

山形県 戸沢村 津谷地区

山形県 高畠町 福沢地区

山形県 高畠町 高畠地区

福島県 福島市 大町・置賜町地区

福島県 福島市 南矢野目地区

福島県 福島市 南矢野目（矢野目小学校）地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

福島県 福島市 杉妻町地区

福島県 福島市 清明町地区

福島県 福島市 飯坂地区

福島県 福島市 矢倉下地区

福島県 福島市 浜田地区

福島県 福島市 飯坂町平野地区

福島県 福島市 平野沖高地区

福島県 福島市 笹谷地区

福島県 会津若松市 東山地区

福島県 郡山市  神明・桃見台地区

福島県 いわき市 泉地区

福島県 白河市 第1小学校地区

福島県 白河市 第2小学校地区

福島県 白河市 第3小学校地区

福島県 白河市 みさか小学校地区

福島県 須賀川市 第一小地区

福島県 須賀川市 第二小地区

福島県 須賀川市 大東小地区

福島県 喜多方市 御清水東地区

福島県 喜多方市 豊川地区

福島県 喜多方市 岩月地区

福島県 喜多方市 関柴地区

福島県 喜多方市 豊川地区

福島県 二本松市 郭内地区

福島県 三島町 宮下地区

福島県 三島町 高清水地区

福島県 塙町 塙地区

福島県 小野町 小野新町地区

茨城県 水戸市 新荘小地区

茨城県 水戸市 常磐小地区

茨城県 水戸市 柳河小1地区

茨城県 水戸市 柳河小2地区

茨城県 水戸市 三の丸小地区

茨城県 水戸市 五軒小地区

茨城県 水戸市 城東小地区

茨城県 水戸市 浜田小地区

茨城県 水戸市 上大野小地区

茨城県 水戸市 吉田小地区

茨城県 水戸市 吉沢小地区

茨城県 水戸市 酒門小地区

茨城県 水戸市 河和田小地区

茨城県 水戸市 上中妻小地区

茨城県 水戸市 赤塚小地区

茨城県 水戸市 渡里小地区

茨城県 水戸市 堀原小地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

茨城県 水戸市 見川小地区

茨城県 水戸市 笠原小地区

茨城県 水戸市 石川小地区

茨城県 水戸市 千波小地区

茨城県 水戸市 下大野小地区

茨城県 水戸市 稲荷第一小地区

茨城県 水戸市 稲荷第二小地区

茨城県 水戸市 大場小地区

茨城県 水戸市 鯉淵小地区

茨城県 水戸市 妻里小地区

茨城県 水戸市 内原小地区

茨城県 水戸市 梅が丘小地区

茨城県 水戸市 緑岡小地区

茨城県 水戸市 寿小地区

茨城県 日立市 助川地区

茨城県 日立市 会瀬地区

茨城県 日立市 仲町地区

茨城県 日立市 河原子地区

茨城県 日立市 諏訪地区

茨城県 日立市 水木地区

茨城県 日立市 大沼地区

茨城県 日立市 日高地区

茨城県 日立市 久慈地区

茨城県 日立市 坂本地区

茨城県 古河市 駅南地区

茨城県 古河市 松並地区

茨城県 古河市 駒羽根・釈迦地区

茨城県 古河市 駒込・片田地区

茨城県 古河市 仁連・山田地区

茨城県 石岡市   関川小学校地区

茨城県 石岡市   高浜小学校地区

茨城県 石岡市   国府中学校地区

茨城県 石岡市   小桜小学校地区

茨城県 石岡市   柿岡小学校地区

茨城県 石岡市   八郷中学校地区

茨城県 石岡市   三村小学校地区

茨城県 結城市 城西小学校地区

茨城県 結城市 江川南小学校地区

茨城県 下妻市 下妻地区

茨城県 下妻市 上妻地区

茨城県 下妻市 高道祖地区

茨城県 常陸太田市 佐竹地区

茨城県 常陸太田市 世矢地区

茨城県 常陸太田市 太田地区

茨城県 高萩市 東小地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

茨城県 高萩市 松岡小地区

茨城県 高萩市 高萩小地区

茨城県 高萩市 秋山小地区

茨城県 北茨城市 磯原地区

茨城県 笠間市 笠間地区

茨城県 笠間市 稲田地区

茨城県 つくば市 竹園西小学校地区

茨城県 つくば市 吾妻小学校地区

茨城県 つくば市 春日学園義務教育学校地区

茨城県 つくば市 大曽根小学校地区

茨城県 つくば市 吉沼小学校地区

茨城県 つくば市 小野川小学校地区

茨城県 つくば市 谷田部南小学校地区

茨城県 つくば市 桜南小学校地区

茨城県 つくば市 千現地区

茨城県 ひたちなか市 佐和駅周辺地区

茨城県 ひたちなか市 外野地区

茨城県 ひたちなか市 阿字ヶ浦・磯崎・平磯地区

茨城県 ひたちなか市 柳が丘・美田多町地区

茨城県 守谷市 守谷地区

茨城県 守谷市 大井沢地区

茨城県 常陸大宮市 石沢地区

茨城県 常陸大宮市 抽ヶ台町地区

茨城県 常陸大宮市 北町地区

茨城県 那珂市 額田地区

茨城県 那珂市 菅谷地区

茨城県 那珂市 五台地区

茨城県 那珂市 瓜連地区

茨城県 筑西市 新治地区

茨城県 筑西市 村田地区

茨城県 桜川市  真壁町伊佐々地区

茨城県 桜川市 山口地区

茨城県 桜川市 西飯岡地区

茨城県 桜川市 真壁町下谷貝地区

茨城県 行方市 岡・根小屋地区

茨城県 行方市 手賀地区

茨城県 行方市 井上藤井地区

茨城県 鉾田市 鉾田南小地区

茨城県 鉾田市 鉾田北小地区

茨城県 鉾田市 阿玉・大蔵地区

茨城県 小美玉市 小川北部地区

茨城県 小美玉市 小川南部地区

茨城県 小美玉市 小川東部地区

茨城県 小美玉市 美野里南部地区

茨城県 小美玉市 美野里西部地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

茨城県 小美玉市 美野里北部地区

茨城県 小美玉市 玉里中部地区

茨城県 茨城町 川根地区

茨城県 茨城町 沼前地区

茨城県 茨城町 長岡地区

茨城県 茨城町 石崎地区

茨城県 大洗町 磯浜町地区　　　　　　　

茨城県 大洗町 大貫・成田町地区

茨城県 城里町  石塚・那珂西地区

茨城県 大子町 大子地区

茨城県 大子町 上岡地区

茨城県 大子町 下金沢地区

茨城県 大子町 高田地区

茨城県 大子町 下野宮地区

茨城県 大子町 後冥賀地区

茨城県 大子町 高柴地区

茨城県 大子町 池田地区

茨城県 大子町 大沢地区

茨城県 美浦村 土屋地区

茨城県 阿見町 本郷・若栗地区

茨城県 境町 静地区

茨城県 境町 長井戸地区

茨城県 境町 長田地区

茨城県 境町 境地区

茨城県 境町 猿島地区

茨城県 境町 山神町染谷地区

茨城県 境町 森戸地区

茨城県 利根町 文間地区

茨城県 利根町 文地区

茨城県 利根町 布川地区

栃木県 宇都宮市 峰地区

栃木県 宇都宮市 陽東地区

栃木県 足利市 青葉小学校地区

栃木県 足利市 山辺小学校地区

栃木県 足利市 南小学校地区

栃木県 足利市 三重小学校地区

栃木県 足利市 北郷小学校地区

栃木県 足利市 矢場川小学校地区

栃木県 足利市 久野小学校地区

栃木県 足利市 御厨小学校地区

栃木県 佐野市 佐野地区

栃木県 佐野市 植野地区

栃木県 佐野市 佐野西地区

栃木県 佐野市 界地区

栃木県 佐野市 犬伏地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

栃木県 佐野市 堀米地区

栃木県 佐野市 赤見地区

栃木県 佐野市 田沼地区

栃木県 佐野市 田沼南地区

栃木県 佐野市 閑馬地区

栃木県 佐野市 葛生地区

栃木県 佐野市 常盤地区

栃木県 鹿沼市 中央地区

栃木県 鹿沼市 西地区

栃木県 鹿沼市 鹿沼駅東地区

栃木県 鹿沼市 菊沢西地区

栃木県 鹿沼市 石川地区

栃木県 鹿沼市 池ノ森地区

栃木県 鹿沼市 さつきが丘・みどりが丘地区

栃木県 鹿沼市 北押原地区

栃木県 鹿沼市 加園地区

栃木県 鹿沼市 板荷地区

栃木県 鹿沼市 上南摩地区

栃木県 鹿沼市 南押原地区

栃木県 鹿沼市 粟野地区

栃木県 鹿沼市 清洲地区

栃木県 鹿沼市 永野地区

栃木県 鹿沼市 粕尾地区

栃木県 日光市 大沢地区

栃木県 日光市 今市地区

栃木県 日光市 日光東町地区

栃木県 日光市 大桑町地区

栃木県 日光市 豊田地区

栃木県 日光市 落合地区

栃木県 日光市 矢野口・塩野室・小林地区

栃木県 日光市 長畑・明神地区

栃木県 小山市 羽川地区

栃木県 小山市 若木地区

栃木県 小山市 萱橋地区

栃木県 小山市 萩島地区

栃木県 小山市 東城南・雨ケ谷地区

栃木県 小山市 横倉地区

栃木県 小山市 東野田地区

栃木県 小山市 間々田地区

栃木県 小山市 平和地区

栃木県 小山市 乙女地区

栃木県 大田原市 中薄葉地区

栃木県 大田原市 城山地区

栃木県 大田原市 南金丸地区

栃木県 大田原市 須佐木地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

栃木県 大田原市 中野内地区

栃木県 大田原市 湯津上地区

栃木県 大田原市 市野沢地区

栃木県 大田原市 川西地区

栃木県 大田原市 紫塚地区

栃木県 矢板市 東町地区

栃木県 矢板市 泉地区

栃木県 矢板市 片岡地区

栃木県 那須塩原市 下永田地区

栃木県 那須塩原市 共墾社地区

栃木県 那須塩原市 豊町地区

栃木県 那須塩原市  埼玉小学校地区

栃木県 那須塩原市 関谷地区

栃木県 那須塩原市 太夫塚地区

栃木県 那須塩原市 東原地区

栃木県 那須塩原市  稲村小学校地区

栃木県 那須塩原市 三島地区

栃木県 那須塩原市 方京地区

栃木県 那須塩原市 槻沢地区

栃木県 さくら市 氏家地区

栃木県 さくら市 上松山地区

栃木県 さくら市 喜連川地区

栃木県 那須烏山市 烏山地区

栃木県 那須烏山市 田野倉地区

栃木県 野木町 野木・野渡地区

栃木県 野木町 南赤塚・中谷地区

栃木県 野木町 潤島・佐川野地区

栃木県 塩谷町 船生地区

栃木県 塩谷町 玉生地区

栃木県 塩谷町 大宮地区

栃木県 高根沢町 阿久津地区

栃木県 高根沢町 石末地区

栃木県 高根沢町 太田地区

栃木県 高根沢町 上高根沢地区

栃木県 高根沢町 仁井田地区

栃木県 高根沢町 宝光台地区

栃木県 那須町 芦野地区

栃木県 那須町 黒田原地区

栃木県 那珂川町 馬頭地区

栃木県 那珂川町 小川地区

群馬県 前橋市 鎌倉通り線周辺地区

群馬県 前橋市 文京2丁目地区

群馬県 高崎市 上中井地区

群馬県 高崎市 浜尻地区

埼玉県 さいたま市 東大宮二丁目地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

埼玉県 さいたま市 東浦和一・二丁目地区

埼玉県 さいたま市 三橋二・四丁目地区

埼玉県 草加市 清門地区

埼玉県 入間市 豊岡地区

埼玉県 朝霞市 東弁財地区

埼玉県 ふじみ野市 駒西地区

千葉県 千葉市 千葉市稲毛区山王町地区

千葉県 船橋市  習志野台地区

千葉県 船橋市 習志野台８丁目地区

千葉県 船橋市 高根台地区

千葉県 習志野市 袖ケ浦東地区

千葉県 鎌ケ谷市 中央・南初富地区

千葉県 君津市 泉・中島地区

東京都 墨田区 向島地区

東京都 目黒区 学芸大学駅周辺地区

東京都 杉並区 堀ノ内三丁目地区

東京都 杉並区 上高井戸一丁目地区

東京都 杉並区 阿佐ヶ谷・高円寺地区

東京都 杉並区 上井草地区

東京都 杉並区 阿佐谷・天沼地区

東京都 杉並区 高円寺南四丁目地区

東京都 板橋区 蓮根地区

東京都 板橋区 徳丸三丁目地区

東京都 練馬区 大泉学園駅南側地区

東京都 葛飾区 西新小岩地区

東京都 葛飾区 立石五丁目地区

東京都 八王子市 絹ヶ丘2丁目

東京都 東村山市 萩山町地区

東京都 国立市 国立駅周辺地区

東京都 国立市 谷保駅周辺地区

東京都 国立市 矢川駅周辺地区

東京都 国立市 南部地区

東京都 狛江市 東和泉一丁目地内市道第237号線

神奈川県 横浜市  港北区大倉山３丁目

神奈川県 横浜市 緑区中山町地区

神奈川県 横浜市 泉区緑園地区

神奈川県 横浜市 中区花咲町３丁目（音楽通り）地区

神奈川県 横浜市 西区藤棚地区

神奈川県 横浜市 西区北軽井沢地区

神奈川県 横浜市 港北区大曽根地区

神奈川県 川崎市  多摩区菅４丁目地区

神奈川県 相模原市 橋本地区

神奈川県 相模原市 星が丘地区

神奈川県 相模原市 東林地区

神奈川県 鎌倉市 御成小学校地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

神奈川県 鎌倉市 稲村ヶ崎小学校地区

神奈川県 鎌倉市 第一小学校地区

神奈川県 小田原市 鴨宮地区

神奈川県 小田原市 桜井地区

神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎南地区

神奈川県 厚木市 戸室小学校地区

神奈川県 大和市  林間１丁目・鶴間２丁目地区

神奈川県 座間市 新羽根沢地区

神奈川県 綾瀬市 寺尾釜田地区

神奈川県 綾瀬市 寺尾西地区

神奈川県 綾瀬市 小園早川地区

新潟県 新潟市 日和山小学校地区

新潟県 三条市 本町地区

新潟県 新発田市 新富町･緑町地区

新潟県 新発田市 東新町地区

新潟県 新発田市 富塚町地区

新潟県 見附市 美里地区

新潟県 見附市 緑町地区

新潟県 見附市 今町地区

新潟県 見附市 葛巻地区

新潟県 村上市 村上南小学校地区

新潟県 燕市 吉田西太田地区

新潟県 燕市 吉田日之出町地区

新潟県 燕市 吉田弥生町地区

新潟県 燕市 新生町地区

新潟県 燕市 南町地区

新潟県 燕市 白山町地区

新潟県 燕市 分水桜町地区

新潟県 燕市 吉田東栄町地区

新潟県 糸魚川市 南寺町地区

新潟県 妙高市 新井北小学校地区

新潟県 妙高市 妙高高原北小学校地区

新潟県 上越市 佐内町地区

新潟県 上越市 大和地区

新潟県 上越市 西城町地区

新潟県 阿賀野市 緑町地区

新潟県 魚沼市 井口新田・七日市地区

新潟県 南魚沼市 北辰小学校地区

新潟県 南魚沼市 田中町地区

富山県 富山市 中央地区

富山県 富山市 豊田地区

富山県 高岡市 博労地区

富山県 魚津市 経田小学校地区

富山県 魚津市 道下小学校地区

富山県 魚津市 清流小学校地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

富山県 魚津市 よつば小学校地区

富山県 魚津市 星の杜小学校地区

富山県 氷見市 朝日丘地区

富山県 氷見市 比美乃江地区

富山県 射水市 太閤山小学校地区

富山県 射水市 大門小学校地区

富山県 射水市 大島小学校地区

富山県 立山町 釜ヶ渕小学校地区

富山県 立山町 立山中央小学校周辺地区

石川県 金沢市 今町・二日市町地区

石川県 金沢市 吉原地区

石川県 七尾市 七尾中学校地区

石川県 小松市 芦城地区

石川県 小松市 光陽地区

石川県 小松市 符津地区

石川県 珠洲市 飯田地区

石川県 珠洲市 野々江地区

石川県 珠洲市 正院地区

石川県 珠洲市 宝立地区

石川県 羽咋市 余喜地区

石川県 羽咋市 上甘田地区

石川県 かほく市 高松小学校地区

石川県 かほく市 外日角小学校地区

石川県 かほく市 宇ノ気小学校地区

石川県 白山市  松任駅北地区

石川県 白山市 蝶屋地区

石川県 白山市 湊地区

石川県 白山市  広陽小学校地区

石川県 白山市  明光小学校地区

石川県 白山市 松任地区

石川県 白山市 東明小学校地区

石川県 白山市 蕪城小学校地区

石川県 白山市 美川小学校地区

石川県 能美市 福岡町地区

石川県 野々市市 本町地区

石川県 津幡町 津幡地区

石川県 内灘町 向粟崎旭ケ丘地区

石川県 内灘町 大学２丁目地区

石川県 宝達志水町 相見地区

石川県 宝達志水町 宝達地区

石川県 中能登町 鹿島北部地区

石川県 穴水町 大町地区

石川県 能登町 宇出津地区

石川県 能登町 鵜川地区

石川県 能登町 小木地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

石川県 能登町 松波地区

石川県 能登町 柳田地区

福井県 敦賀市 木崎地区

福井県 小浜市 松永地区

福井県 大野市 本町、元町、城町、水落町地区

福井県 勝山市 沢町2丁目、昭和町1丁目地区

福井県 鯖江市 神明地区

福井県 鯖江市 立待地区

福井県 あわら市 自由ヶ丘地区

福井県 越前市 大虫地区

福井県 坂井市 春江東部地区

福井県 美浜町 美浜東小学校地区

福井県 高浜町 高浜地区

福井県 高浜町 高浜地区

福井県 若狭町 みそみ地区

福井県 若狭町 三宅地区

山梨県 都留市 四日市場地区

山梨県 山梨市 日下部小学校地区

山梨県 昭和町 清水新居地区

長野県 長野市 長野市鶴賀権堂地区

長野県 岡谷市 銀座地区

長野県 安曇野市 明科地区（明科区・町区）

長野県 軽井沢町 軽井沢長倉地区

長野県 下諏訪町 弥生町・栄町地区

長野県 下諏訪町 諏訪大社周辺地区

長野県 下諏訪町 下諏訪北小学校周辺地区

長野県 豊丘村 林里地区

岐阜県 大垣市 北地区

岐阜県 高山市 西地区

岐阜県 高山市 山王地区

岐阜県 多治見市 精華地区

岐阜県 恵那市 永田地区

岐阜県 各務原市 三ツ池町交差点周辺地区

岐阜県 下呂市 萩原地区

岐阜県 大野町  黒野地区～稲富地区

岐阜県 大野町  黒野地区～下方地区

岐阜県 大野町  黒野地区～瀬古・中之元地区

静岡県 静岡市 清水区入江東地区

静岡県 静岡市 清水区入江西地区

静岡県 静岡市 駿河区中田地区

静岡県 浜松市 曳馬地区

静岡県 浜松市 船越・野口・八幡地区

静岡県 浜松市 佐鳴台地区

静岡県 浜松市 飯田地区

静岡県 沼津市 庄栄町地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

静岡県 沼津市 末広町地区

静岡県 沼津市 下香貫地区

静岡県 沼津市 花園町地区

静岡県 三島市 富士ビレッジ地区

静岡県 富士宮市 万野原新田地区

静岡県 富士宮市 貴船町地区

静岡県 伊東市 中央町地区

静岡県 島田市 本通3丁目・4丁目・大川町地区

静岡県 島田市 日之出町・本通2丁目地区

静岡県 富士市 錦町1丁目地区

静岡県 富士市  中央町1丁目他地区

静岡県 富士市  中野地区

静岡県 富士市 中島地区

静岡県 磐田市 中泉、国府台地区

静岡県 掛川市 城西１丁目瓦町西町地区

静岡県 掛川市 杉谷南一丁目地区

静岡県 掛川市 中央３丁目中央高町地区

静岡県 藤枝市 岡部町三輪地区

静岡県 藤枝市 茶町・音羽町（藤枝中央小学校・藤枝中学校）地区

静岡県 御殿場市 御殿場地区

静岡県 袋井市 神長地区

静岡県 袋井市 久能地区

静岡県 袋井市 川井地区（袋井西小学校）

静岡県 下田市 立野地区

静岡県 下田市 高根・山口・河内地区

静岡県 裾野市 佐野地区

静岡県 裾野市 伊豆島田地区

静岡県 湖西市 新居地区

静岡県 伊豆市 修善寺地区

静岡県 菊川市 堀之内地区

静岡県 伊豆の国市 長岡地区

静岡県 松崎町 松崎地区

静岡県 函南町 平井地区

静岡県 吉田町 川尻1地区

静岡県 吉田町 川尻2地区

愛知県 名古屋市 熱田神宮北地区

愛知県 名古屋市 植田東地区

愛知県 一宮市 丹陽西小学校地区

愛知県 一宮市 萩原小学校北部地区

愛知県 瀬戸市 川北東川北西川西地区

愛知県 半田市 青山西地区

愛知県 春日井市 篠木地区

愛知県 津島市 南本町地区

愛知県 刈谷市 原崎・稲場地区

愛知県 刈谷市 日高・高倉地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

愛知県 刈谷市 高津波地区

愛知県 刈谷市 住吉地区

愛知県 豊田市 和会地区

愛知県 豊田市 猿投台地区

愛知県 蒲郡市 南部地区

愛知県 江南市 赤童子町・古知野町地区

愛知県 小牧市 間々地区

愛知県 大府市 大東地区

愛知県 知多市 つつじが丘西地区

愛知県 尾張旭市 北本地ヶ原地区

愛知県 岩倉市 中部地区

愛知県 豊明市 中部地区

愛知県 日進市 竹の山地区

愛知県 清須市 古城小地区

愛知県 清須市 新川小地区

愛知県 清須市 清洲小地区

愛知県 清須市 春日小中地区

愛知県 北名古屋市 高田寺・久地野地区

愛知県 弥富市 かおるヶ丘団地地区

愛知県 弥富市 白鳥学区内東中地・西中地・前ケ平地区

愛知県 みよし市 ひばりケ丘地区

愛知県 あま市 甚目寺南小学校周辺地区

愛知県 長久手市 杁ケ池地区

愛知県 長久手市 片平・丁子田地区

愛知県 東郷町 北山台地区

愛知県 豊山町 志水地区

愛知県 扶桑町 山名地区

愛知県 蟹江町 今・藤丸地区

愛知県 蟹江町 源才・東大海用地区

愛知県 東浦町 石浜中央地区

愛知県 幸田町 幸田駅東地区

三重県 津市 育生地区

三重県 津市 修成地区

三重県 津市 南が丘地区

三重県 津市 藤水地区

三重県 津市 高茶屋地区

三重県 津市 戸木地区

三重県 四日市市 東富田地区

三重県 四日市市 橋北地区

三重県 四日市市 西浦地区

三重県 四日市市 志氐我野東地区

三重県 四日市市 志氐我野西地区

三重県 四日市市 北町中部地区

三重県 四日市市 八田一丁目地区

三重県 四日市市 八田二丁目地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

三重県 四日市市 羽津中二丁目地区

三重県 四日市市 羽津中三丁目地区

三重県 四日市市 楠町北五味塚地区

三重県 四日市市 別名北地区

三重県 四日市市 別名西地区

三重県 四日市市 別名南地区

三重県 四日市市 桜小学校地区

三重県 松阪市 中心市街地周辺地区

三重県 桑名市 精義地区

三重県 桑名市 松ノ木地区

三重県 鈴鹿市 神戸・河曲地区

三重県 鈴鹿市 旭が丘地区

三重県 鈴鹿市 住吉地区

三重県 鈴鹿市 道伯地区

三重県 鈴鹿市 算所地区

三重県 鈴鹿市 神戸・西条地区

三重県 鈴鹿市 庄野地区

三重県 名張市 蔵持地区

三重県 亀山市 亀山中央地区

三重県 鳥羽市 堅神地区

三重県 志摩市 鵜方地区

三重県 伊賀市 上野中町他地区

三重県 木曽岬町 見入～和泉地区

三重県 明和町 有爾中地区

三重県 明和町 下御糸地区

三重県 明和町 上御糸地区

三重県 明和町 斎宮地区

三重県 明和町 明星地区

三重県 大台町 佐原地区

三重県 御浜町 阿田和地区

三重県 紀宝町 鵜殿地区

滋賀県 彦根市 彦根市金亀町

滋賀県 彦根市 彦根市古沢町

滋賀県 彦根市 彦根市小泉町

滋賀県 彦根市 彦根市長曽根町

滋賀県 近江八幡市 御所内地区

滋賀県 草津市 南山田地区

滋賀県 草津市 笠山地区

滋賀県 草津市 野路地区

滋賀県 草津市 若草地区

滋賀県 草津市 南笠東地区

滋賀県 草津市 鳩が森地区

滋賀県 草津市 湖州平地区

滋賀県 草津市 橋岡地区

滋賀県 栗東市 治田西地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

滋賀県 東近江市 南部地区

滋賀県 東近江市 中野地区

滋賀県 東近江市 五個荘地区

滋賀県 東近江市 須田地区

滋賀県 米原市 高溝地区

京都府 福知山市 堀地区

京都府 綾部市 西八田地区

京都府 城陽市 久世地区

京都府 城陽市 青谷地区

京都府 八幡市 橋本小学校北東地区

京都府 八幡市 南山小学校西地区（南山地区）

京都府 八幡市 くすのき小学校西地区

京都府 八幡市 美濃山小学校（欽明台西）

京都府 八幡市 橋本小学校西南地区

京都府 八幡市 さくら小学校西地区

京都府 京丹波町 蒲生地区

京都府 京丹波町 須知地区

大阪府 大阪市 高津地区

大阪府 大阪市 緑地区

大阪府 大阪市 西区北堀江・新町地区

大阪府 大阪市 大正区三軒家東地区

大阪府 豊中市 桜井谷地区

大阪府 泉大津市 戎小学校区

大阪府 泉大津市 浜小学校区

大阪府 泉大津市 旭小学校区

大阪府 泉大津市 穴師小学校区

大阪府 泉大津市 上條小学校区

大阪府 泉大津市 条東小学校区

大阪府 泉大津市 条南小学校区

大阪府 泉大津市 楠小学校区

大阪府 高槻市  芝生町・栄町地区

大阪府 高槻市 上本町地区

大阪府 高槻市 八丁畷・高垣地区

大阪府 貝塚市 東山地区

大阪府 枚方市 御殿山地区

大阪府 八尾市 高美南小学校地区

大阪府 豊能町 西地区

大阪府 豊能町 東地区

大阪府 熊取町 町立西小学校地区

大阪府 熊取町 町立中央小学校地区

大阪府 熊取町 町立東小学校地区

大阪府 熊取町 町立南小学校地区

大阪府 熊取町 町立北小学校地区

兵庫県 神戸市  須磨区板宿地区

兵庫県 神戸市  中央区熊内町地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

兵庫県 神戸市 深田

兵庫県 姫路市 田寺

兵庫県 伊丹市 寺本地区

兵庫県 豊岡市 城崎地区

兵庫県 宝塚市 伊孑志地区

兵庫県 宍粟市 中広瀬地区

兵庫県 宍粟市 野地区

奈良県 奈良市 三条宮前町地区

奈良県 大和高田市 磐園校区池尻地区

奈良県 大和高田市 陵西校区大谷地区

奈良県 大和高田市 陵西校区池田地区

奈良県 大和高田市 陵西校区田井地区

奈良県 天理市 富堂町、東井戸堂町、西井戸堂町地区

奈良県 橿原市 新賀・葛本地区

奈良県 香芝市 真美ヶ丘西小地区

奈良県 広陵町 馬見南4丁目地区

和歌山県 和歌山市 雄湊地区

和歌山県 和歌山市 安原地区

和歌山県 和歌山市 安原地区

和歌山県 和歌山市 宮前地区

和歌山県 和歌山市 木本地区

和歌山県 和歌山市 西脇地区

和歌山県 田辺市 田辺会津地区

和歌山県 田辺市 田辺新庄地区

和歌山県 田辺市 田辺第一地区

和歌山県 田辺市 田辺第二地区

和歌山県 田辺市 田辺第三地区

和歌山県 田辺市 田辺東部地区

和歌山県 新宮市 神倉地区

和歌山県 新宮市 緑ヶ丘地区

和歌山県 上富田町 朝来地区

和歌山県 上富田町 南紀の台地区

和歌山県 すさみ町 江住地区

和歌山県 串本町 潮岬地区

鳥取県 鳥取市 日進小学校地区

鳥取県 鳥取市 修立地区

鳥取県 米子市 福米東小学校地区

鳥取県 倉吉市 白壁土蔵群地区

鳥取県 琴浦町 赤碕小学校地区

島根県 松江市 外中原・黒田地区

島根県 松江市 北田・南田地区

島根県 松江市 東津田地区

島根県 松江市 古志原地区

島根県 浜田市 大辻・元浜地区

島根県 出雲市 今市地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

島根県 出雲市 平田地区

島根県 益田市 高津町地区

島根県 安来市 十神地区

島根県 江津市 北新地地区

島根県 雲南市 加茂地区

島根県 川本町 因原地区

島根県 邑南町 石見地区

島根県 津和野町 日原地区

島根県 吉賀町 六日市地区

島根県 隠岐の島町 下西地区

島根県 隠岐の島町 西町地区

岡山県 岡山市 西小学校地区

岡山県 岡山市 弓之町～天神町地区

岡山県 岡山市 石井小学校地区

岡山県 岡山市 南輝1丁目～3丁目地区

岡山県 倉敷市 福島地区

岡山県 津山市 東小学校地区

岡山県 赤磐市 山陽小学校地区

岡山県 赤磐市 桜が丘地区

広島県 広島市  安佐北区口田地区

広島県 呉市 焼山本庄地区

広島県 竹原市 忠海中町2丁目地区

広島県 竹原市 吉名駅周辺地区

広島県 三原市 三原駅前地区

広島県 尾道市 三成地区

広島県 福山市 新涯地区

広島県 福山市 大津野小学校地区

広島県 福山市 駅家地区

広島県 福山市 松永地区

広島県 府中市 府中駅周辺地区

広島県 三次市 三次町地区

広島県 庄原市 庄原地区

広島県 大竹市 新町地区

広島県 大竹市 栄町地区

広島県 東広島市 黒瀬町乃美尾地区

広島県 東広島市 高屋町中島地区

広島県 東広島市 西条町御薗宇地区

広島県 廿日市市 阿品台地区

広島県 廿日市市 宮内地区

広島県 廿日市市 宮島口地区

広島県 廿日市市 大野原地区

広島県 安芸高田市 吉田地区

広島県 江田島市 飛渡瀬地区

広島県 江田島市 中町地区

広島県 府中町 浜田本町地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

広島県 府中町 浜田地区

広島県 府中町 柳ヶ丘地区

広島県 海田町 海田小学校地区

広島県 海田町 海田西小学校地区

広島県 熊野町 中溝・荻原・呉地地区

広島県 坂町 坂地区

広島県 安芸太田町 加計北地区

広島県 安芸太田町 上殿地区

広島県 安芸太田町 戸河内地区

広島県 北広島町 壬生地区

広島県 大崎上島町 大崎小学校周辺地区

広島県 世羅町 本郷地区

広島県 神石高原町 小畠地区

山口県 下関市 勝山地区

山口県 下関市 清末地区

山口県 宇部市 琴芝地区

山口県 宇部市 東新川・錦町地区

山口県 萩市 川内地区

山口県 下松市 中村小地区

山口県 岩国市 麻里布地区

山口県 美祢市 大嶺地区

山口県 美祢市 大田地区

徳島県 徳島市 幟町地区

徳島県 徳島市 南前川地区

徳島県 小松島市 和田島小学校地区

徳島県 小松島市 新開小学校地区

徳島県 阿南市 岩脇小学校地区

徳島県 阿南市 富岡地区

徳島県 阿波市 市場小学校地区

徳島県 美馬市 美馬地区

徳島県 北島町 北島南小学校区

徳島県 北島町 北島小学校区

徳島県 東みよし町 足代小学校地区

徳島県 東みよし町 加茂小学校地区

香川県 高松市 伏石地区

香川県 高松市 国分寺南部地区

香川県 高松市 中野町地区

香川県 観音寺市 柞田地区

香川県 さぬき市 志度地区

香川県 さぬき市 寒川地区

香川県 東かがわ市 引田地区

香川県 東かがわ市 白鳥地区

香川県 東かがわ市 大内地区

香川県 三豊市 仁尾浜地区

香川県 三豊市 山本地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

香川県 土庄町 土庄・渕崎地区

香川県 三木町 平井小学校地区

香川県 多度津町 多度津小学校周辺地区

香川県 多度津町 四箇小学校周辺地区

愛媛県 松山市 古川北地区

愛媛県 松山市 東石井地区

愛媛県 今治市 城東地区

愛媛県 今治市 鳥生地区

愛媛県 今治市 立花地区

愛媛県 今治市 美須賀地区

愛媛県 宇和島市 枡形町・明倫町・文京町地区

愛媛県 宇和島市 丸之内・御殿町・西堀端地区

愛媛県 八幡浜市 保内町喜須来地区

愛媛県 新居浜市 中萩・本郷地区

愛媛県 西条市 大町地区

愛媛県 大洲市 肱北地区

愛媛県 大洲市 平地区

愛媛県 松前町 筒井・浜・西小泉地区

愛媛県 松前町 西古泉（東部）地区

高知県 高知市 潮江地区

高知県 高知市 旭地区

高知県 土佐市 高岡地区

高知県 須崎市 緑町地区

高知県 四万十市 具同小学校地区

高知県 四万十市 中村小学校地区

高知県 香美市 土佐山田地区

高知県 いの町 枝川地区

福岡県 北九州市 門司区柳町地区

福岡県 北九州市 門司区栄町地区

福岡県 北九州市 小倉北区昭和町地区

福岡県 北九州市 小倉北区足原地区

福岡県 北九州市 小倉南区中曽根東地区

福岡県 北九州市 若松中央小学校地区

福岡県 北九州市 八幡東区川淵町地区

福岡県 北九州市 八幡東区祇園地区

福岡県 北九州市 八幡西区大浦地区

福岡県 北九州市 八幡西区千代ケ崎地区

福岡県 北九州市 あやめが丘小学校地区

福岡県 福岡市 千早西地区

福岡県 福岡市 板付・麦野地区

福岡県 福岡市 鳥飼地区

福岡県 福岡市 薬院・平尾・平丘町地区

福岡県 大牟田市 曙町地区

福岡県 久留米市 南地区

福岡県 筑紫野市 二日市北小学校地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

福岡県 筑紫野市 二日市東小学校地区

福岡県 筑紫野市 二日市小学校地区

福岡県 筑紫野市 天拝小学校地区

福岡県 春日市 惣利地区

福岡県 大野城市 栄町地区

福岡県 古賀市 天神地区

福岡県 福津市 花見地区

福岡県 福津市 中央地区

福岡県 福津市 福間南・日蒔野地区

福岡県 うきは市 吉井地区

福岡県 宮若市 福丸地区

福岡県 宮若市 金丸地区

福岡県 宮若市 宮田地区

福岡県 宮若市 所田地区

福岡県 嘉麻市 稲築地区

福岡県 那珂川町 片縄地区

福岡県 篠栗町 尾仲地区

福岡県 篠栗町 篠栗地区

福岡県 篠栗町 津波黒地区

福岡県 新宮町 緑ケ浜地区

福岡県 広川町 川上地区

福岡県 広川町 新代・日吉地区

福岡県 苅田町 南原地区

福岡県 苅田町 与原地区

福岡県 吉富町 広津地区

福岡県 吉富町 今吉地区

福岡県 吉富町 池下地区

福岡県 吉富町 小犬丸地区

佐賀県 佐賀市 高木瀬地区

佐賀県 佐賀市 北川副地区

佐賀県 唐津市 和多田西山地区

佐賀県 鹿島市 西牟田地区

佐賀県 小城市 三日月町甲柳原地区

佐賀県 小城市 牛津町下砥川地区

佐賀県 小城市 三日月地区

佐賀県 嬉野市 馬場下地区

佐賀県 吉野ヶ里町 吉田地区

佐賀県 基山町 西長野地区

佐賀県 基山町 文教通り地区

佐賀県 有田町 上本地区

長崎県 長崎市 恵美須町・桜町他地区

長崎県 長崎市 樺島町・万才町他地区

長崎県 長崎市 中町・筑後町地区

長崎県 長崎市 桜町・栄町地区

長崎県 長崎市 界１丁目・２丁目・宿町地区



都道府県
市区町村

(452市区町村)
地区名
(1065地区)

長崎県 長崎市 文教町・千歳町地区

長崎県 長崎市 浜口町・岩川町・目覚町地区

長崎県 長崎市 上戸町１・２丁目地区

長崎県 長崎市 曙町地区

長崎県 長崎市 城栄地区

長崎県 長崎市 平和公園地区

長崎県 佐世保市  コモンライフ日宇ヶ丘地区

長崎県 佐世保市 高砂地区

長崎県 佐世保市 広田3丁目地区

長崎県 佐世保市 上相浦新田地区

長崎県 島原市 城内地区

長崎県 島原市  白山地区（島原市立第三小学校周辺）

長崎県 諫早市 諫早中校区地区

長崎県 諫早市 馬渡地区

長崎県 諫早市 上山小校区

長崎県 大村市 松並地区

長崎県 大村市 三城地区

長崎県 大村市 放虎原地区

長崎県 大村市 富の原地区

長崎県 大村市 西大村地区

長崎県 松浦市 志佐浦地区

長崎県 長与町 嬉里郷地区

長崎県 時津町 時津東小学校西地区

長崎県 時津町 時津東小学校東地区

長崎県 時津町 浦、浜田地区

長崎県 時津町 浦、野田地区

長崎県 東彼杵町 蔵本地区

長崎県 東彼杵町 本町地区

熊本県 熊本市 新屋敷１丁目地区

熊本県 熊本市 新屋敷2丁目地区

熊本県 熊本市 馬渡1丁目地区

熊本県 熊本市 東町3丁目地区

熊本県 熊本市 黒髪地区

熊本県 熊本市 月出地区

熊本県 熊本市 平成地区

熊本県 八代市 松高地区

熊本県 八代市 八千把地区

熊本県 八代市 宮地地区

熊本県 人吉市 東小学校地区

熊本県 人吉市 東間小学校地区

熊本県 玉名市 岩崎地区

熊本県 菊池市 七城地区

熊本県 天草市 川原町地区

熊本県 天草市 浜崎町外地区

熊本県 合志市 永江団地地区
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熊本県 合志市 杉並台地区

熊本県 嘉島町 上島地区

熊本県 あさぎり町 免田東地区

大分県 大分市 城南地区

大分県 大分市 碩田地区

大分県 大分市 津留地区

大分県 大分市 荷揚地区

大分県 大分市 金池地区

大分県 大分市 長浜地区

大分県 別府市 中島地区

大分県 別府市 亀川浜田地区

大分県 中津市 如水地区

大分県 中津市 牛神地区

大分県 竹田市 竹田

大分県 杵築市 杵築地区

大分県 杵築市 若宮地区

大分県 宇佐市 四日市南地区

大分県 宇佐市 柳ヶ浦地区

大分県 宇佐市 四日市北地区

大分県 宇佐市 封戸地区

大分県 宇佐市 安心院地区

大分県 由布市 挾間地区

大分県 由布市 由布川地区

大分県 由布市 由布院地区

大分県 国東市 鶴川地区

大分県 日出町 日出地区

大分県 日出町 豊岡地区

宮崎県 宮崎市 江平西地区

宮崎県 都城市 川東小周辺地区

宮崎県 延岡市 中島地区

宮崎県 延岡市 平原地区

宮崎県 日南市 吾田地区

宮崎県 小林市 三松地区

宮崎県 国富町 本庄小周辺地区

宮崎県 国富町 本庄中周辺地区

宮崎県 高鍋町 高鍋中央地区

宮崎県 高鍋町 正ヶ井手地区

宮崎県 諸塚村 柳原地区～原内地区

鹿児島県 鹿児島市 大竜地区

鹿児島県 鹿児島市 西田地区

鹿児島県 鹿児島市 上荒田地区

鹿児島県 鹿児島市 清和地区

鹿児島県 鹿児島市 荒田地区

鹿児島県 鹿児島市 田上地区

鹿児島県 鹿児島市 真砂本町地区
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鹿児島県 鹿児島市 宇宿地区

鹿児島県 鹿児島市 西紫原地区

鹿児島県 枕崎市 千代田地区

鹿児島県 指宿市 湯の浜地区

鹿児島県 西之表市 榕城地区

鹿児島県 曽於市 末吉地区

鹿児島県 霧島市 日当山地区

鹿児島県 南さつま市 本町地区

鹿児島県 南さつま市 小湊地区

鹿児島県 志布志市 志布志地区

鹿児島県 南種子町 中之上地区

鹿児島県 大和村 名音地区

鹿児島県 大和村 大棚地区

沖縄県 宜野湾市 大謝名～大山地区

沖縄県 石垣市 新栄地区

沖縄県 浦添市 仲西小学校地区

沖縄県 浦添市 港川地区

沖縄県 浦添市 牧港地区

沖縄県 浦添市 神森小学校地区

沖縄県 浦添市 内間小学校地区

沖縄県 浦添市 宮城小学校地区

沖縄県 浦添市 当山小学校地区

沖縄県 沖縄市 宮里地区

沖縄県 沖縄市 諸見地区

沖縄県 沖縄市 越来地区

沖縄県 沖縄市 中の町地区

沖縄県 うるま市 宮里地区

沖縄県 うるま市 石川１丁目地区

沖縄県 南城市 仲間地区

沖縄県 北中城村 喜舎場地区


