
都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村
札幌市 さいたま市 横浜市
小樽市 熊谷市 川崎市
旭川市 川口市 相模原市
室蘭市 所沢市 平塚市
釧路市 東松山市 鎌倉市
北見市 深谷市 藤沢市

苫小牧市 入間市 小田原市
江別市 白岡市 茅ヶ崎市
千歳市 小川町 逗子市
滝川市 寄居町 三浦市
深川市 戸田市 秦野市

富良野市 千葉市 厚木市
恵庭市 市川市 大和市
伊達市 船橋市 伊勢原市
枝幸町 松戸市 座間市
遠軽町 野田市 大磯町

青森県 青森市 習志野市 二宮町
盛岡市 柏市 新潟市
一関市 市原市 長岡市
宮古市 流山市 柏崎市
仙台市 八千代市 新発田市
松島町 我孫子市 見附市
秋田市 鎌ケ谷市 糸魚川市
大館市 浦安市 上越市
山形市 袖ケ浦市 南魚沼市
南陽市 千代田区 湯沢町
福島市 港区 魚津市

会津若松市 新宿区 射水市
郡山市 文京区 高岡市

いわき市 台東区 石川県 金沢市
水戸市 墨田区 福井市
日立市 江東区 敦賀市
土浦市 品川区 甲府市
石岡市 目黒区 山梨市
笠間市 大田区 笛吹市
取手市 世田谷区 上野原市

ひたちなか市 中野区 松本市
宇都宮市 杉並区 岡谷市
栃木市 豊島区 諏訪市
佐野市 北区 塩尻市
鹿沼市 荒川区 茅野市
日光市 板橋区 岐阜市
小山市 練馬区 多治見市

那須塩原市 足立区 中津川市
下野市 葛飾区 瑞浪市
壬生町 渋谷区 羽島市
前橋市 八王子市 恵那市
高崎市 武蔵野市 美濃加茂市

伊勢崎市 三鷹市 土岐市
府中市 各務原市
調布市 可児市
町田市 瑞穂市

小金井市 笠松町
日野市 垂井町
羽村市

茨城県

宮城県

群馬県

栃木県

基本構想作成市町村一覧 　　(令和３年度末時点)

福井県

新潟県

岩手県

東京都

富山県

岐阜県

埼玉県

神奈川県

山梨県

山形県

長野県

福島県

秋田県

北海道

千葉県



都道府県 市町村 都道府県 市町村 都道府県 市町村
静岡市 大阪市 鳥取市
浜松市 堺市 米子市
沼津市 岸和田市 倉吉市
熱海市 豊中市 松江市
三島市 池田市 出雲市

富士宮市 吹田市 江津市
伊東市 高槻市 倉敷市
島田市 貝塚市 笠岡市
富士市 守口市 津山市
焼津市 枚方市 広島市
藤枝市 茨木市 呉市

御殿場市 八尾市 三原市
袋井市 泉佐野市 尾道市

名古屋市 富田林市 福山市
岡崎市 寝屋川市 東広島市
弥富市 河内長野市 廿日市市
瀬戸市 松原市 大竹市

春日井市 大東市 海田町
豊川市 和泉市 坂町
刈谷市 箕面市 下関市
豊田市 柏原市 山口市
日進市 羽曳野市 周南市
知多市 門真市 徳島県 徳島市

阿久比町 摂津市 高松市
津市 高石市 丸亀市

伊勢市 藤井寺市 松山市
松阪市 東大阪市 今治市
桑名市 泉南市 高知県 高知市
亀山市 四條畷市 北九州市
大津市 交野市 福岡市
彦根市 大阪狭山市 大牟田市
長浜市 阪南市 久留米市

近江八幡市 島本町 筑紫野市
草津市 神戸市 大野城市
守山市 姫路市 古賀市
栗東市 明石市 福津市
甲賀市 西宮市 糸島市
野洲市 芦屋市 遠賀町
高島市 加古川市 佐賀県 唐津市
米原市 宝塚市 長崎市
竜王町 川西市 佐世保市
京都市 播磨町 熊本県 熊本市

福知山市 奈良市 大分市
宇治市 大和郡山市 別府市
亀岡市 橿原市 宮崎県 宮崎市
向日市 香芝市 鹿児島県 鹿児島市

長岡京市 葛城市 那覇市
八幡市 五條市 宮古島市

京田辺市 河合町
木津川市 桜井市
大山崎町 斑鳩町 計 ３１６市町村
精華町 上牧町

生駒市
和歌山市
橋本市
田辺市
高野町

那智勝浦町

沖縄県

静岡県

滋賀県

京都府
奈良県

三重県

愛知県

大阪府

和歌山県

鳥取県

香川県

愛媛県

福岡県

兵庫県

島根県

岡山県

山口県

広島県

長崎県

大分県




