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世界に様々な大きなリスク



今後10年間、世界規模で最も深刻なリスクは「気候変動対策の失敗」

出典：世界経済フォーラム(2022)「グローバルリスク報告書 2022年版」
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
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気候変動対策の失敗

異常気象

天然資源の危機生物多様性の損失

人為的な環境破壊

感染症

債務危機

ジオエコノミクスの対立雇用と生計の危機

社会的結束の浸食
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「気候変動をはじめとしたリスク」を回避す
ると同時に「生活の質」重視の社会の

キーワード

―「多様性」と「自律性」―



多様・自律したコミュニティが社会を変える

〇地域が「多様」な特性を活かし、エネルギー
、資源・社会インフラをできるだけ「自律」

〇各地域が「連携」して共生する

「脱炭素」と「生活の質の向上」を実現





北海道 山形県 茨城県 埼玉県 東京都 新潟県 山梨県 長野県 三重県 兵庫県 広島県 佐賀県
　古平町 　東根市 　水戸市 　秩父市 　葛飾区 　佐渡市 　南アルプス市 　白馬村 　志摩市 　明石市 　尾道市 　武雄市
　札幌市 　米沢市 　土浦市 　さいたま市 　多摩市 　粟島浦村 　甲斐市 　池田町 　南伊勢町 　神戸市 　広島市 　佐賀市
　ニセコ町 　山形市 　古河市 　所沢市 　世田谷区 　妙高市 　笛吹市 　小谷村 　桑名市 　西宮市 　大崎上島町 熊本県
　石狩市 　朝日町 　結城市 　深谷市 　豊島区 　十日町市 　上野原市 　軽井沢町 　多気町 　姫路市 香川県 　熊本市
　稚内市 　高畠町 　常総市 　小川町 　武蔵野市 　新潟市 　中央市 　立科町 　明和町 　加西市 　善通寺市 　菊池市
　釧路市 　庄内町 　高萩市 　飯能市 　調布市 　柏崎市 　市川三郷町 　南箕輪村 　大台町 　豊岡市 　高松市 　宇土市
　厚岸町 　飯豊町 　北茨城市 　狭山市 　足立区 　津南町 　富士川町 　佐久市 　大紀町 奈良県 　東かがわ市 　宇城市
　喜茂別町 　南陽市 　牛久市 　入間市 　国立市 富山県 　昭和町 　小諸市 　紀北町 　生駒市 　丸亀市 　阿蘇市
　鹿追町 　川西町 　鹿嶋市 　日高市 　港区 　魚津市 　北杜市 　東御市 　度会町 　天理市 愛媛県 　合志市
　羅臼町 　鶴岡市 　潮来市 　春日部市 　狛江市 　南砺市 　甲府市 　松本市 滋賀県 　三郷町 　松山市 　美里町
　富良野市 　尾花沢市 　守谷市 　久喜市 　中央区 　立山町 　富士吉田市 　上田市 　湖南市 和歌山県 高知県 　玉東町
　当別町 福島県 　常陸大宮市 　越谷市 神奈川県 　富山市 　都留市 　高森町 京都府 　那智勝浦町 　四万十市 　大津町
岩手県 　郡山市 　那珂市 　草加市 　横浜市 石川県 　山梨市 　伊那市 　京都市 鳥取県 　宿毛市 　菊陽町
　久慈市 　大熊町 　筑西市 　三郷市 　小田原市 　加賀市 　大月市 　飯田市 　与謝野町 　北栄町 　南国市 　高森町
　二戸市 　浪江町 　坂東市 　吉川市 　鎌倉市 　金沢市 　韮崎市 静岡県 　宮津市 　南部町 福岡県 　西原村
　葛巻町 　福島市 　桜川市 　八潮市 　川崎市 　白山市 　甲州市 　御殿場市 　大山崎町 　米子市 　大木町 　南阿蘇村
　普代村 　広野町 　つくばみらい市 　松伏町 　開成町 福井県 　早川町 　浜松市 　京丹後市 　鳥取市 　福岡市 　御船町
　軽米町 　楢葉町 　小美玉市 　川越市 　三浦市 　坂井市 　身延町 　静岡市 　京田辺市 　境港市 　北九州市 　嘉島町
　野田村 　本宮市 　茨城町 　本庄市 　相模原市 　福井市 　南部町 　牧之原市 　亀岡市 　日南町 　久留米市 　益城町
　九戸村 栃木県 　城里町 千葉県 　横須賀市 　大野市 　道志村 　富士宮市 　福知山市 島根県 　大野城市 　甲佐町
　洋野町 　那須塩原市 　東海村 　山武市 　藤沢市 　西桂町 　御前崎市 大阪府 　松江市 　鞍手町 　山都町
　一戸町 　大田原市 　五霞町 　野田市 　厚木市 　忍野村 　藤枝市 　枚方市 　邑南町 長崎県 　荒尾市
　八幡平市 　那須烏山市 　境町 　我孫子市 　秦野市 　山中湖村 　焼津市 　東大阪市 　美郷町 　平戸市 大分県
　宮古市 　那須町 　取手市 　浦安市 　葉山町 　鳴沢村 　伊豆の国市 　泉大津市 岡山県 　五島市 　大分市
　一関市 　那珂川町 　下妻市 　四街道市 　茅ヶ崎市 　富士河口湖町 　島田市 　大阪市 　真庭市 　長崎市 宮崎県
　紫波町 　鹿沼市 　ひたちなか市 　千葉市 　寒川町 　小菅村 　富士市 　阪南市 　岡山市 　長与町 　串間市
宮城県 群馬県 　笠間市 　成田市 　真鶴町 　丹波山村 愛知県 　豊中市 　津山市 　時津町 鹿児島県
　気仙沼市 　太田市 　八千代市 　松田町 岐阜県 　豊田市 　吹田市 　玉野市 　鹿児島市
　富谷市 　藤岡市 　木更津市 　大垣市 　みよし市 　高石市 　総社市 　知名町
　美里町 　神流町 　銚子市 　郡上市 　半田市 　能勢町 　備前市 　指宿市
　仙台市 　みなかみ町 　船橋市 　羽島市 　岡崎市 　河内長野市 　瀬戸内市 沖縄県
秋田県 　大泉町 　中津川市 　大府市 　堺市 　赤磐市 　久米島町
　大館市 　館林市 　田原市 　八尾市 　和気町 　竹富町
　大潟村 　嬬恋村 　武豊町 　和泉市 　早島町

　上野村 　犬山市 　久米南町
　千代田町 　蒲郡市 　美咲町
　前橋市 　吉備中央町

384自治体（40
都道府県、225市、
６特別区、94町、
19村）が「2050
年までに二酸化炭
素排出実質ゼロ」
を表明。 2021年
5月6日時点

〇気候変動にどう向き合うか
社会の変革を担う大きな担い手が、地方自治体・地域コミュニティ


21.05.06（川越市・本庄市・尾花沢市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				東京都 トウキョウト				新潟県 ニイガタケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				三重県 ミエケン				兵庫県 ヒョウゴケン				広島県 ヒロシマ ケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　葛飾区 カツシカク				　佐渡市 サドシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　志摩市 シマシ				　明石市 アカシ				　尾道市 オノミチ シ				　武雄市 タケオ シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　多摩市 タマ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　神戸市 コウベ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　佐賀市 サガ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　世田谷区 セタガヤ ク				　妙高市 ミョウコウ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　桑名市 クワナシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ				熊本県

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　豊島区 トシマ ク				　十日町市 トオカマチ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　多気町 タキチョウ				　姫路市 ヒメジ シ				香川県 カガワ ケン				　熊本市 クマモトシ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　武蔵野市 ムサシノ シ				　新潟市 ニイガタシ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　明和町 メイワ チョウ				　加西市 カサイ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　菊池市 きくちし

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　調布市 チョウフシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大台町 オオダイチョウ				　豊岡市 トヨオカシ				　高松市 タカマツ シ				　宇土市 うと し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　足立区 アダチク				　津南町 ツナンマチ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　大紀町 タイキチョウ				奈良県 ナラケン				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇城市 うきし

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　国立市 クニタチシ				富山県 トヤマケン				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　紀北町 キホクチョウ				　生駒市				　丸亀市 マルガメ シ				　阿蘇市 あそ し

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　港区 ミナトク				　魚津市 ウオヅシ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　度会町 ワタライ チョウ				　天理市 テンリシ				愛媛県 エヒメケン				　合志市 こう し し

								　羅臼町 ラウス チョウ				　鶴岡市 ツルオカ シ				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　狛江市 コマエシ				　南砺市 ナント シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				滋賀県 シガケン				　三郷町 サンゴウマチ				　松山市 マツヤマ シ				　美里町 みさとまち

								　富良野市 フラノシ				　尾花沢市 オバナザワ シ				　守谷市 モリヤシ				　久喜市 クキ シ				　中央区 チュウオウク				　立山町 タテヤマ マチ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　湖南市 コナン シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				高知県 コウチケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　当別町 トウベツ マチ				福島県 フクシマケン				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　越谷市 コシガヤ シ				神奈川県 カナガワケン				　富山市 トヤマシ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				京都府 キョウトフ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　四万十市 シマントシ				　大津町 おおづまち

								岩手県				　郡山市				　那珂市 ナカシ				　草加市 ソウカ シ				　横浜市 ヨコハマシ				石川県 イシカワケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				　京都市 キョウトシ				鳥取県 トットリケン				　宿毛市 スクモ シ				　菊陽町 きくようまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　筑西市 チクセイシ				　三郷市 ミサト シ				　小田原市 オダワラシ				　加賀市 カガシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				　与謝野町 ヨサノ				　北栄町				　南国市 ナンゴク シ				　高森町 たかもりまち

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　坂東市 バンドウ シ				　吉川市 ヨシカワ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　金沢市 カナザワシ				　韮崎市				静岡県 シズオカケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　南部町 ナンブ				福岡県 フクオカケン				　西原村 にしはらむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　桜川市 サクラガワシ				　八潮市 ヤシオシ				　川崎市 カワサキシ				　白山市 ハクサン シ				　甲州市				　御殿場市 ゴテンバシ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　米子市 ヨナゴシ				　大木町 オオキマチ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　つくばみらい市 シ				　松伏町 マツブシマチ				　開成町 カイセイ				福井県 フクイ ケン				　早川町				　浜松市 ハママツ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　鳥取市 トットリ シ				　福岡市 フクオカシ				　御船町 みふねまち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　川越市 カワゴエ シ				　三浦市 ミウラ				　坂井市 サカイシ				　身延町				　静岡市 シズオカ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　境港市 サカイミナト シ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　嘉島町 かしままち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　茨城町 イバラキ マチ				　本庄市 ホンジョウ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　福井市 フクイシ				　南部町				　牧之原市 マキノハラシ				　亀岡市 カメオカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　久留米市 クルメ シ				　益城町 ましき まち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　城里町 シロサト マチ				千葉県 チバケン				　横須賀市 ヨコスカ シ				　大野市 オオノ シ				　道志村				　富士宮市 フジノミヤ シ				　福知山市 フクチヤマシ				島根県 シマネ ケン				　大野城市 オオノジョウ シ				　甲佐町 こうさまち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　東海村 トウカイムラ				　山武市 サンム				　藤沢市 フジサワ シ								　西桂町				　御前崎市 オマエザキ シ				大阪府				　松江市 マツエ シ				　鞍手町 クラテマチ				　山都町 やま と まち

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　野田市 ノダシ				　厚木市 アツギ シ								　忍野村				　藤枝市 フジエダ シ				　枚方市				　邑南町 オオナンチョウ				長崎県 ナガサキ ケン				　荒尾市 アラオシ

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　境町 サカイマチ				　我孫子市 アビコ シ				　秦野市 ハダノシ								　山中湖村				　焼津市 ヤイヅシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　美郷町 ミサト チョウ				　平戸市 ヒラド シ				大分県 オオイタ ケン

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　葉山町 ハヤママチ								　鳴沢村				　伊豆の国市 イズ クニシ				　泉大津市 イズミオオツ シ				岡山県 オカヤマケン				　五島市 ゴトウ シ				　大分市 オオイタシ

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　下妻市 シモツマ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ								　富士河口湖町				　島田市 シマダシ				　大阪市 オオサカ				　真庭市 マニワシ				　長崎市 ナガサキシ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　ひたちなか市 シ				　千葉市 チバ シ				　寒川町 サムカワ マチ								　小菅村				　富士市 フジ シ				　阪南市 ハンナン				　岡山市				　長与町 ナガヨ チョウ				　串間市 クシマ シ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　笠間市 カサマシ				　成田市 ナリタ シ				　真鶴町 マナツル マチ								　丹波山村				愛知県 アイチケン				　豊中市 トヨナカ シ				　津山市				　時津町 トギツ チョウ				鹿児島県 カゴシマケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ								　八千代市 ヤチヨ シ				　松田町 マツダ マチ								岐阜県 ギフ ケン				　豊田市				　吹田市 スイタシ				　玉野市								　鹿児島市

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　木更津市 キサラヅシ												　大垣市 オオガキ シ				　みよし市				　高石市 タカイシ				　総社市								　知名町 チナチョウ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　銚子市 チョウシシ												　郡上市 グジョウ シ				　半田市 ハンダ シ				　能勢町 ノセチョウ				　備前市								　指宿市 イブスキ シ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　船橋市 フナバシ シ												　羽島市 ハシマシ				　岡崎市 オカザキシ				　河内長野市 カワチナガノシ				　瀬戸内市								沖縄県 オキナワ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町																				　中津川市 ナカツガワシ				　大府市 オオブシ				　堺市 サカイシ				　赤磐市								　久米島町 クメジママチ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ																								　田原市 タハラ シ				　八尾市 ヤオ シ				　和気町								　竹富町 タケトミ チョウ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ																								　武豊町 タケトヨチョウ				　和泉市 イズミシ				　早島町

												　上野村 ウエノ ムラ																								　犬山市 イヌヤマシ								　久米南町

												　千代田町 チヨダマチ																								　蒲郡市 ガマゴオリ シ								　美咲町

												　前橋市 マエバシシ																																　吉備中央町

								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体、市区町村の表明のない都道府県名は省略 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ シク チョウソン ヒョウメイ トドウフケン メイ ショウリャク

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.26（越谷・吉川・三郷・松伏・草加・八潮、南国

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				東京都 トウキョウト				新潟県 ニイガタケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				三重県 ミエケン				兵庫県 ヒョウゴケン				広島県 ヒロシマ ケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　葛飾区 カツシカク				　佐渡市 サドシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　志摩市 シマシ				　明石市 アカシ				　尾道市 オノミチ シ				　武雄市 タケオ シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　多摩市 タマ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　神戸市 コウベ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　佐賀市 サガ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　世田谷区 セタガヤ ク				　妙高市 ミョウコウ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　桑名市 クワナシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ				熊本県

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　豊島区 トシマ ク				　十日町市 トオカマチ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　多気町 タキチョウ				　姫路市 ヒメジ シ				香川県 カガワ ケン				　熊本市 クマモトシ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　武蔵野市 ムサシノ シ				　新潟市 ニイガタシ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　明和町 メイワ チョウ				　加西市 カサイ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　菊池市 きくちし

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　調布市 チョウフシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大台町 オオダイチョウ				　豊岡市 トヨオカシ				　高松市 タカマツ シ				　宇土市 うと し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　足立区 アダチク				　津南町 ツナンマチ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　大紀町 タイキチョウ				奈良県 ナラケン				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇城市 うきし

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　国立市 クニタチシ				富山県 トヤマケン				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　紀北町 キホクチョウ				　生駒市				　丸亀市 マルガメ シ				　阿蘇市 あそ し

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　港区 ミナトク				　魚津市 ウオヅシ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　度会町 ワタライ チョウ				　天理市 テンリシ				愛媛県 エヒメケン				　合志市 こう し し

								　羅臼町 ラウス チョウ				　鶴岡市 ツルオカ シ				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　狛江市 コマエシ				　南砺市 ナント シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				滋賀県 シガケン				　三郷町 サンゴウマチ				　松山市 マツヤマ シ				　美里町 みさとまち

								　富良野市 フラノシ				福島県 フクシマケン				　守谷市 モリヤシ				　久喜市 クキ シ				　中央区 チュウオウク				　立山町 タテヤマ マチ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　湖南市 コナン シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				高知県 コウチケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　当別町 トウベツ マチ				　郡山市				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　越谷市 コシガヤ シ				神奈川県 カナガワケン				　富山市 トヤマシ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				京都府 キョウトフ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　四万十市 シマントシ				　大津町 おおづまち

								岩手県				　大熊町 オオクママチ				　那珂市 ナカシ				　草加市 ソウカ シ				　横浜市 ヨコハマシ				石川県 イシカワケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				　京都市 キョウトシ				鳥取県 トットリケン				　宿毛市 スクモ シ				　菊陽町 きくようまち

								　久慈市				　浪江町 ナミエマチ				　筑西市 チクセイシ				　三郷市 ミサト シ				　小田原市 オダワラシ				　加賀市 カガシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				　与謝野町 ヨサノ				　北栄町				　南国市 ナンゴク シ				　高森町 たかもりまち

								　二戸市				　福島市 フクシマ				　坂東市 バンドウ シ				　吉川市 ヨシカワ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　金沢市 カナザワシ				　韮崎市				静岡県 シズオカケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　南部町 ナンブ				福岡県 フクオカケン				　西原村 にしはらむら

								　葛巻町				　広野町 コウノチョウ				　桜川市 サクラガワシ				　八潮市 ヤシオシ				　川崎市 カワサキシ				　白山市 ハクサン シ				　甲州市				　御殿場市 ゴテンバシ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　米子市 ヨナゴシ				　大木町 オオキマチ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　普代村				　楢葉町 ナラハマチ				　つくばみらい市 シ				　松伏町 マツブシマチ				　開成町 カイセイ				福井県 フクイ ケン				　早川町				　浜松市 ハママツ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　鳥取市 トットリ シ				　福岡市 フクオカシ				　御船町 みふねまち

								　軽米町				　本宮市 モトミヤ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				千葉県 チバケン				　三浦市 ミウラ				　坂井市 サカイシ				　身延町				　静岡市 シズオカ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　境港市 サカイミナト シ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　嘉島町 かしままち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　茨城町 イバラキ マチ				　山武市 サンム				　相模原市 サガミハラ シ				　福井市 フクイシ				　南部町				　牧之原市 マキノハラシ				　亀岡市 カメオカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　久留米市 クルメ シ				　益城町 ましき まち

								　九戸村				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　城里町 シロサト マチ				　野田市 ノダシ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　大野市 オオノ シ				　道志村				　富士宮市 フジノミヤ シ				　福知山市 フクチヤマシ				島根県 シマネ ケン				　大野城市 オオノジョウ シ				　甲佐町 こうさまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　東海村 トウカイムラ				　我孫子市 アビコ シ				　藤沢市 フジサワ シ								　西桂町				　御前崎市 オマエザキ シ				大阪府				　松江市 マツエ シ				　鞍手町 クラテマチ				　山都町 やま と まち

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　厚木市 アツギ シ								　忍野村				　藤枝市 フジエダ シ				　枚方市				　邑南町 オオナンチョウ				長崎県 ナガサキ ケン				　荒尾市 アラオシ

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　境町 サカイマチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　秦野市 ハダノシ								　山中湖村				　焼津市 ヤイヅシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　美郷町 ミサト チョウ				　平戸市 ヒラド シ				大分県 オオイタ ケン

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　取手市 トリデ シ				　千葉市 チバ シ				　葉山町 ハヤママチ								　鳴沢村				　伊豆の国市 イズ クニシ				　泉大津市 イズミオオツ シ				岡山県 オカヤマケン				　五島市 ゴトウ シ				　大分市 オオイタシ

								　一関市 イチノセキ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　下妻市 シモツマ シ				　成田市 ナリタ シ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ								　富士河口湖町				　島田市 シマダシ				　大阪市 オオサカ				　真庭市 マニワシ				　長崎市 ナガサキシ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　紫波町 シワチョウ				群馬県 グンマケン				　ひたちなか市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　寒川町 サムカワ マチ								　小菅村				　富士市 フジ シ				　阪南市 ハンナン				　岡山市				　長与町 ナガヨ チョウ				　串間市 クシマ シ

								宮城県 ミヤギ				　太田市  オオタシ				　笠間市 カサマシ				　木更津市 キサラヅシ				　真鶴町 マナツル マチ								　丹波山村				愛知県 アイチケン				　豊中市 トヨナカ シ				　津山市				　時津町 トギツ チョウ				鹿児島県 カゴシマケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　藤岡市 フジオカシ								　銚子市 チョウシシ				　松田町 マツダ マチ								岐阜県 ギフ ケン				　豊田市				　吹田市 スイタシ				　玉野市								　鹿児島市

								　富谷市 トミヤシ				　神流町 カンナマチ								　船橋市 フナバシ シ												　大垣市 オオガキ シ				　みよし市				　高石市 タカイシ				　総社市								　知名町 チナチョウ

								　美里町 ミサトマチ				　みなかみ町																				　郡上市 グジョウ シ				　半田市 ハンダ シ				　能勢町 ノセチョウ				　備前市								　指宿市 イブスキ シ

								　仙台市 センダイシ				　大泉町																				　羽島市 ハシマシ				　岡崎市 オカザキシ				　河内長野市 カワチナガノシ				　瀬戸内市								沖縄県 オキナワ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　館林市  タテバヤシ シ																				　中津川市 ナカツガワシ				　大府市 オオブシ				　堺市 サカイシ				　赤磐市								　久米島町 クメジママチ

								　大館市 オオダテ				　嬬恋村 ツマゴイムラ																								　田原市 タハラ シ				　八尾市 ヤオ シ				　和気町								　竹富町 タケトミ チョウ

								　大潟村 オオガタムラ				　上野村 ウエノ ムラ																								　武豊町 タケトヨチョウ				　和泉市 イズミシ				　早島町

												　千代田町 チヨダマチ																								　犬山市 イヌヤマシ								　久米南町

												　前橋市 マエバシシ																								　蒲郡市 ガマゴオリ シ								　美咲町

																																												　吉備中央町

								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体、市区町村の表明のない都道府県名は省略 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ シク チョウソン ヒョウメイ トドウフケン メイ ショウリャク

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



【予備】21.04.26（越谷・吉川・三郷・松伏・草加・八潮）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				　鶴岡市 ツルオカ シ				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								　富良野市 フラノシ				福島県 フクシマケン				　守谷市 モリヤシ				　久喜市 クキ シ				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　当別町 トウベツ マチ				　郡山市				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　越谷市 コシガヤ シ				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								岩手県				　大熊町 オオクママチ				　那珂市 ナカシ				　草加市 ソウカ シ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　久慈市				　浪江町 ナミエマチ				　筑西市 チクセイシ				　三郷市 ミサト シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				　多気町 タキチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　二戸市				　福島市 フクシマ				　坂東市 バンドウ シ				　吉川市 ヨシカワ シ				　真鶴町 マナツル マチ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　明和町 メイワ チョウ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　葛巻町				　広野町 コウノチョウ				　桜川市 サクラガワシ				　八潮市 ヤシオシ				　松田町 マツダ マチ				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				　大台町 オオダイチョウ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　普代村				　楢葉町 ナラハマチ				　つくばみらい市 シ				　松伏町 マツブシマチ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　大紀町 タイキチョウ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　軽米町				　本宮市 モトミヤ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				千葉県 チバケン				　佐渡市 サドシ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　紀北町 キホクチョウ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　茨城町 イバラキ マチ				　山武市 サンム				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　度会町 ワタライ チョウ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　九戸村				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　城里町 シロサト マチ				　野田市 ノダシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				滋賀県 シガケン				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　東海村 トウカイムラ				　我孫子市 アビコ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　湖南市 コナン シ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				京都府 キョウトフ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　境町 サカイマチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　京都市 キョウトシ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　取手市 トリデ シ				　千葉市 チバ シ				　津南町 ツナンマチ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　与謝野町 ヨサノ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　下妻市 シモツマ シ				　成田市 ナリタ シ				富山県 トヤマケン				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				群馬県 グンマケン				　ひたちなか市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				　太田市  オオタシ				　笠間市 カサマシ				　木更津市 キサラヅシ				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ								　広島市 ヒロシマ シ								　指宿市 イブスキ シ

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　藤岡市 フジオカシ								　銚子市 チョウシシ				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ				　京田辺市 キョウタナベ シ								　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								沖縄県 オキナワ ケン

								　富谷市 トミヤシ				　神流町 カンナマチ								　船橋市 フナバシ シ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ				　亀岡市 カメオカ シ																　久米島町 クメジママチ

								　美里町 ミサトマチ				　みなかみ町								東京都 トウキョウト				石川県 イシカワケン				　小菅村				　島田市 シマダシ				　福知山市 フクチヤマシ																　竹富町 タケトミ チョウ

								　仙台市 センダイシ				　大泉町								　葛飾区 カツシカク				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　富士市 フジ シ

								秋田県 アキタ ケン				　館林市  タテバヤシ シ								　多摩市 タマ シ				　金沢市 カナザワシ

								　大館市 オオダテ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　世田谷区 セタガヤ ク				　白山市 ハクサン シ

								　大潟村 オオガタムラ				　上野村 ウエノ ムラ								　豊島区 トシマ ク

												　千代田町 チヨダマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ

												　前橋市 マエバシシ								　調布市 チョウフシ

																				　足立区 アダチク												＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

																				　国立市 クニタチシ

																				　港区 ミナトク

																				　狛江市 コマエシ

																				　中央区 チュウオウク

























・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.22（久喜市・前橋市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				　鶴岡市 ツルオカ シ				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								　富良野市 フラノシ				福島県 フクシマケン				　守谷市 モリヤシ				　久喜市 クキ シ				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　当別町 トウベツ マチ				　郡山市				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				千葉県 チバケン				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								岩手県				　大熊町 オオクママチ				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　久慈市				　浪江町 ナミエマチ				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				　多気町 タキチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　二戸市				　福島市 フクシマ				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　真鶴町 マナツル マチ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　明和町 メイワ チョウ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　葛巻町				　広野町 コウノチョウ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				　松田町 マツダ マチ				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				　大台町 オオダイチョウ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　普代村				　楢葉町 ナラハマチ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　大紀町 タイキチョウ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　軽米町				　本宮市 モトミヤ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　千葉市 チバ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　紀北町 キホクチョウ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　茨城町 イバラキ マチ				　成田市 ナリタ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　度会町 ワタライ チョウ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　九戸村				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　城里町 シロサト マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				滋賀県 シガケン				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　東海村 トウカイムラ				　木更津市 キサラヅシ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　湖南市 コナン シ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　銚子市 チョウシシ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				京都府 キョウトフ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　境町 サカイマチ				　船橋市 フナバシ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　京都市 キョウトシ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　津南町 ツナンマチ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　与謝野町 ヨサノ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　下妻市 シモツマ シ				　葛飾区 カツシカク				富山県 トヤマケン				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				群馬県 グンマケン				　ひたちなか市 シ				　多摩市 タマ シ				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				　太田市  オオタシ				　笠間市 カサマシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ								　広島市 ヒロシマ シ								　指宿市 イブスキ シ

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ				　京田辺市 キョウタナベ シ								　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								沖縄県 オキナワ ケン

								　富谷市 トミヤシ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ				　亀岡市 カメオカ シ																　久米島町 クメジママチ

								　美里町 ミサトマチ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				石川県 イシカワケン				　小菅村				　島田市 シマダシ				　福知山市 フクチヤマシ																　竹富町 タケトミ チョウ

								　仙台市 センダイシ				　大泉町								　足立区 アダチク				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　富士市 フジ シ

								秋田県 アキタ ケン				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　金沢市 カナザワシ

								　大館市 オオダテ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク				　白山市 ハクサン シ

								　大潟村 オオガタムラ				　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ

												　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

												　前橋市 マエバシシ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.20（鶴岡市・松田町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				　鶴岡市 ツルオカ シ				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								　富良野市 フラノシ				福島県 フクシマケン				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　当別町 トウベツ マチ				　郡山市				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								岩手県				　大熊町 オオクママチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　久慈市				　浪江町 ナミエマチ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				　多気町 タキチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　二戸市				　福島市 フクシマ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　真鶴町 マナツル マチ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　明和町 メイワ チョウ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　葛巻町				　広野町 コウノチョウ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　松田町 マツダ マチ				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				　大台町 オオダイチョウ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　普代村				　楢葉町 ナラハマチ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　大紀町 タイキチョウ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　軽米町				　本宮市 モトミヤ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　紀北町 キホクチョウ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　度会町 ワタライ チョウ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　九戸村				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				滋賀県 シガケン				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　湖南市 コナン シ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				京都府 キョウトフ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　京都市 キョウトシ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　津南町 ツナンマチ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　与謝野町 ヨサノ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				富山県 トヤマケン				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				群馬県 グンマケン				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				　太田市  オオタシ				　笠間市 カサマシ				　豊島区 トシマ ク				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ								　広島市 ヒロシマ シ								　指宿市 イブスキ シ

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　藤岡市 フジオカシ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ				　京田辺市 キョウタナベ シ								　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								沖縄県 オキナワ ケン

								　富谷市 トミヤシ				　神流町 カンナマチ								　調布市 チョウフシ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ				　亀岡市 カメオカ シ																　久米島町 クメジママチ

								　美里町 ミサトマチ				　みなかみ町								　足立区 アダチク				石川県 イシカワケン				　小菅村				　島田市 シマダシ				　福知山市 フクチヤマシ																　竹富町 タケトミ チョウ

								　仙台市 センダイシ				　大泉町								　国立市 クニタチシ				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　富士市 フジ シ

								秋田県 アキタ ケン				　館林市  タテバヤシ シ								　港区 ミナトク				　金沢市 カナザワシ

								　大館市 オオダテ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　狛江市 コマエシ				　白山市 ハクサン シ

								　大潟村 オオガタムラ				　上野村 ウエノ ムラ								　中央区 チュウオウク

												　千代田町 チヨダマチ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.16（富良野市・当別町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								　富良野市 フラノシ				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　当別町 トウベツ マチ				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								岩手県				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　久慈市				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				　多気町 タキチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　二戸市				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　真鶴町 マナツル マチ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　明和町 メイワ チョウ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　葛巻町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				　大台町 オオダイチョウ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　普代村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　大紀町 タイキチョウ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　軽米町				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　紀北町 キホクチョウ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　野田村				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　度会町 ワタライ チョウ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　九戸村				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				滋賀県 シガケン				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　洋野町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　湖南市 コナン シ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　一戸町				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				京都府 キョウトフ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　津南町 ツナンマチ				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　京都市 キョウトシ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				富山県 トヤマケン				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　与謝野町 ヨサノ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　魚津市 ウオヅシ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　南砺市 ナント シ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				　藤岡市 フジオカシ				　笠間市 カサマシ				　豊島区 トシマ ク				　立山町 タテヤマ マチ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ								　広島市 ヒロシマ シ								　指宿市 イブスキ シ

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　富山市 トヤマシ				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ				　京田辺市 キョウタナベ シ								　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								沖縄県 オキナワ ケン

								　富谷市 トミヤシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				石川県 イシカワケン				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ				　亀岡市 カメオカ シ																　久米島町 クメジママチ

								　美里町 ミサトマチ				　大泉町								　足立区 アダチク				　加賀市 カガシ				　小菅村				　島田市 シマダシ				　福知山市 フクチヤマシ																　竹富町 タケトミ チョウ

								　仙台市 センダイシ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　金沢市 カナザワシ				　丹波山村				　富士市 フジ シ

								秋田県 アキタ ケン				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク				　白山市 ハクサン シ

								　大館市 オオダテ				　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ

								　大潟村 オオガタムラ				　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.14（佐賀県・真鶴町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				　多気町 タキチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　真鶴町 マナツル マチ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　明和町 メイワ チョウ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				　大台町 オオダイチョウ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　大紀町 タイキチョウ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　紀北町 キホクチョウ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　度会町 ワタライ チョウ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				滋賀県 シガケン				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　湖南市 コナン シ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				京都府 キョウトフ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　津南町 ツナンマチ				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　京都市 キョウトシ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				富山県 トヤマケン				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　与謝野町 ヨサノ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　魚津市 ウオヅシ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　南砺市 ナント シ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ				　笠間市 カサマシ				　豊島区 トシマ ク				　立山町 タテヤマ マチ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ								　広島市 ヒロシマ シ								　指宿市 イブスキ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　富山市 トヤマシ				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ				　京田辺市 キョウタナベ シ								　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								沖縄県 オキナワ ケン

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				石川県 イシカワケン				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ				　亀岡市 カメオカ シ																　久米島町 クメジママチ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				　加賀市 カガシ				　小菅村				　島田市 シマダシ				　福知山市 フクチヤマシ																　竹富町 タケトミ チョウ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　金沢市 カナザワシ				　丹波山村				　富士市 フジ シ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク				　白山市 ハクサン シ

												　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ

												　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.12（多気町・明和町・大台町・大紀町・紀北町・度会

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				　多気町 タキチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				新潟県 ニイガタケン				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　明和町 メイワ チョウ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　佐渡市 サドシ				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				　大台町 オオダイチョウ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　大紀町 タイキチョウ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　紀北町 キホクチョウ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　度会町 ワタライ チョウ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　新潟市 ニイガタシ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				滋賀県 シガケン				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　湖南市 コナン シ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　津南町 ツナンマチ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				京都府 キョウトフ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　京都市 キョウトシ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　与謝野町 ヨサノ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ				　笠間市 カサマシ				　豊島区 トシマ ク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ								　広島市 ヒロシマ シ								　指宿市 イブスキ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ				　京田辺市 キョウタナベ シ								　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								沖縄県 オキナワ ケン

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ				　亀岡市 カメオカ シ																　久米島町 クメジママチ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村				　島田市 シマダシ				　福知山市 フクチヤマシ																　竹富町 タケトミ チョウ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村				　富士市 フジ シ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク

												　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ

												　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.09（指宿市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				新潟県 ニイガタケン				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　佐渡市 サドシ				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　新潟市 ニイガタシ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　津南町 ツナンマチ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ								和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ								　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ				　笠間市 カサマシ				　豊島区 トシマ ク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ												　広島市 ヒロシマ シ								　指宿市 イブスキ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ												　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								沖縄県 オキナワ ケン

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ																				　久米島町 クメジママチ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村				　島田市 シマダシ																				　竹富町 タケトミ チョウ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村				　富士市 フジ シ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク

												　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ

												　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.07（竹富町・富士市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				新潟県 ニイガタケン				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　佐渡市 サドシ				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　新潟市 ニイガタシ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　津南町 ツナンマチ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ								和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ								　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ				　笠間市 カサマシ				　豊島区 トシマ ク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ												　広島市 ヒロシマ シ								沖縄県 オキナワ ケン

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ												　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								　久米島町 クメジママチ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ																				　竹富町 タケトミ チョウ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村				　島田市 シマダシ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村				　富士市 フジ シ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク

												　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ

												　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.06（宿毛市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　宿毛市 スクモ シ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　茅ヶ崎市 チガサキ シ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				新潟県 ニイガタケン				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　明石市 アカシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　佐渡市 サドシ				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　新潟市 ニイガタシ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				奈良県 ナラケン				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　津南町 ツナンマチ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　生駒市				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　天理市 テンリシ				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				　串間市 クシマ シ

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ								和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　鹿児島市

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ								　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ				　笠間市 カサマシ				　豊島区 トシマ ク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ												　広島市 ヒロシマ シ								沖縄県 オキナワ ケン

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ												　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								　久米島町 クメジママチ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村				　島田市 シマダシ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク

												　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ

												　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.04.01（八尾市・大分市・茅ケ崎市・寒川町・和泉市・笠

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				福井県 フクイ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　坂井市 サカイシ				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　福井市 フクイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　大野市 オオノ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　中央市 チュウオウシ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				福岡県 フクオカケン				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　大木町 オオキマチ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士川町 フジカワ マチ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　福岡市 フクオカシ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　昭和町 ショウワ マチ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　八尾市 ヤオ シ				　真庭市 マニワシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　茅ケ崎市 チガサキシ				　北杜市 ホクト シ				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　和泉市 イズミシ				　岡山市				　久留米市 クルメ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　寒川町 サムカワ マチ				　甲府市 コウフシ				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　津山市				　大野城市 オオノジョウ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				新潟県 ニイガタケン				　富士吉田市 フジヨシダ シ				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　明石市 アカシ				　玉野市				　鞍手町 クラテマチ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　佐渡市 サドシ				　都留市 ツルシ				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　神戸市 コウベ シ				　総社市				長崎県 ナガサキ ケン				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　山梨市				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　備前市				　平戸市 ヒラド シ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　大月市				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				　姫路市 ヒメジ シ				　瀬戸内市				　五島市 ゴトウ シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　韮崎市				　中津川市 ナカツガワシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　加西市 カサイ シ				　赤磐市				　長崎市 ナガサキシ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　新潟市 ニイガタシ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　豊岡市 トヨオカシ				　和気町				　長与町 ナガヨ チョウ				大分県 オオイタ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				奈良県 ナラケン				　早島町				　時津町 トギツ チョウ				　大分市 オオイタシ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　津南町 ツナンマチ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　生駒市				　久米南町				佐賀県 サガ ケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　天理市 テンリシ				　美咲町				　武雄市 タケオ シ				　串間市 クシマ シ

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　三郷町 サンゴウマチ				　吉備中央町				　佐賀市 サガ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ								和歌山県 ワカヤマ ケン				広島県 ヒロシマ ケン								　鹿児島市

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ								　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　尾道市 オノミチ シ								　知名町 チナチョウ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ				　笠間市 カサマシ				　豊島区 トシマ ク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ												　広島市 ヒロシマ シ								沖縄県 オキナワ ケン

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ												　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ								　久米島町 クメジママチ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　伊豆の国市 イズ クニシ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村				　島田市 シマダシ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク

												　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ

												　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.30（和歌山県・中央区・島田市・奈良県）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				福岡県 フクオカケン				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　大木町 オオキマチ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　福岡市 フクオカシ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　真庭市 マニワシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　明石市 アカシ				　岡山市				　久留米市 クルメ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　津山市				　大野城市 オオノジョウ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				　玉野市				　鞍手町 クラテマチ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　総社市				長崎県 ナガサキ ケン				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　備前市				　平戸市 ヒラド シ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				　瀬戸内市				　五島市 ゴトウ シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				　中津川市 ナカツガワシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　赤磐市				　長崎市 ナガサキシ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　津南町 ツナンマチ				　道志村				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　和気町				　長与町 ナガヨ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				富山県 トヤマケン				　西桂町				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　早島町				　時津町 トギツ チョウ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　久米南町				佐賀県 サガ ケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　美咲町				　武雄市 タケオ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　吉備中央町				　佐賀市 サガ シ				　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　富士宮市 フジノミヤ シ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				　小菅村				　御前崎市 オマエザキ シ												　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　藤枝市 フジエダ シ												　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　金沢市 カナザワシ								　焼津市 ヤイヅシ												　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　白山市 ハクサン シ								　伊豆の国市 イズ クニシ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				福井県 フクイ ケン								　島田市 シマダシ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　坂井市 サカイシ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク				　福井市 フクイシ

												　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ				　大野市 オオノ シ

												　千代田町 チヨダマチ								　中央区 チュウオウク

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.26（港区・狛江市・沖縄県・堺市） (2)

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				徳島県 トクシマ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				香川県 カガワ ケン				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　高松市 タカマツ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				　丸亀市 マルガメ シ				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				愛媛県 エヒメケン				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				　松山市 マツヤマ シ				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				高知県 コウチケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　四万十市 シマントシ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				福岡県 フクオカケン				　菊陽町 きくようまち

								青森県 アオモリ				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　大木町 オオキマチ				　高森町 たかもりまち

								岩手県				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　真庭市 マニワシ				　福岡市 フクオカシ				　西原村 にしはらむら

								　久慈市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　明石市 アカシ				　岡山市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　二戸市				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　津山市				　久留米市 クルメ シ				　御船町 みふねまち

								　葛巻町				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				　玉野市				　大野城市 オオノジョウ シ				　嘉島町 かしままち

								　普代村				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　総社市				　鞍手町 クラテマチ				　益城町 ましき まち

								　軽米町				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　備前市				長崎県 ナガサキ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				　瀬戸内市				　平戸市 ヒラド シ				　山都町 やま と まち

								　九戸村				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				　中津川市 ナカツガワシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　赤磐市				　五島市 ゴトウ シ				　荒尾市 アラオシ

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　津南町 ツナンマチ				　道志村				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　和気町				　長崎市 ナガサキシ				大分県 オオイタ ケン

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				富山県 トヤマケン				　西桂町				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　早島町				　長与町 ナガヨ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　久米南町				　時津町 トギツ チョウ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　美咲町				佐賀県 サガ ケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　吉備中央町				　武雄市 タケオ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　富士宮市 フジノミヤ シ												広島県 ヒロシマ ケン				　佐賀市 サガ シ				　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				　小菅村				　御前崎市 オマエザキ シ												　尾道市 オノミチ シ								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　藤枝市 フジエダ シ												　広島市 ヒロシマ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　金沢市 カナザワシ								　焼津市 ヤイヅシ												　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ

								　美里町 ミサトマチ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　白山市 ハクサン シ								　伊豆の国市 イズ クニシ

								　仙台市 センダイシ				　大泉町								　足立区 アダチク				福井県 フクイ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　坂井市 サカイシ

								　大館市 オオダテ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク				　福井市 フクイシ

								　大潟村 オオガタムラ				　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ				　大野市 オオノ シ

												　千代田町 チヨダマチ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.26（港区・狛江市・沖縄県・堺市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				福岡県 フクオカケン				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　大木町 オオキマチ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　堺市 サカイシ				岡山県 オカヤマケン				　福岡市 フクオカシ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				兵庫県 ヒョウゴケン				　真庭市 マニワシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　明石市 アカシ				　岡山市				　久留米市 クルメ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　津山市				　大野城市 オオノジョウ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				　玉野市				　鞍手町 クラテマチ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　総社市				長崎県 ナガサキ ケン				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　備前市				　平戸市 ヒラド シ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				　瀬戸内市				　五島市 ゴトウ シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				　中津川市 ナカツガワシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　赤磐市				　長崎市 ナガサキシ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　津南町 ツナンマチ				　道志村				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　和気町				　長与町 ナガヨ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				富山県 トヤマケン				　西桂町				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　早島町				　時津町 トギツ チョウ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　久米南町				佐賀県 サガ ケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　美咲町				　武雄市 タケオ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　吉備中央町				　佐賀市 サガ シ				　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　富士宮市 フジノミヤ シ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				　小菅村				　御前崎市 オマエザキ シ												　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　藤枝市 フジエダ シ												　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　金沢市 カナザワシ								　焼津市 ヤイヅシ												　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　白山市 ハクサン シ								　伊豆の国市 イズ クニシ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				福井県 フクイ ケン

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　坂井市 サカイシ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ								　港区 ミナトク				　福井市 フクイシ

												　上野村 ウエノ ムラ								　狛江市 コマエシ				　大野市 オオノ シ

												　千代田町 チヨダマチ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.25（中津川市・大崎上島町・国立市・大野市)

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				福岡県 フクオカケン				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　大木町 オオキマチ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				岡山県 オカヤマケン				　福岡市 フクオカシ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　真庭市 マニワシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　神戸市 コウベ シ				　岡山市				　久留米市 クルメ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				　西宮市 ニシノミヤシ				　津山市				　大野城市 オオノジョウ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　姫路市 ヒメジ シ				　玉野市				　鞍手町 クラテマチ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　加西市 カサイ シ				　総社市				長崎県 ナガサキ ケン				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　豊岡市 トヨオカシ				　備前市				　平戸市 ヒラド シ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				奈良県 ナラケン				　瀬戸内市				　五島市 ゴトウ シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				　中津川市 ナカツガワシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　生駒市				　赤磐市				　長崎市 ナガサキシ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　津南町 ツナンマチ				　道志村				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　天理市 テンリシ				　和気町				　長与町 ナガヨ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				富山県 トヤマケン				　西桂町				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　三郷町 サンゴウマチ				　早島町				　時津町 トギツ チョウ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　久米南町				佐賀県 サガ ケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　美咲町				　武雄市 タケオ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ								　吉備中央町				　佐賀市 サガ シ				　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　富士宮市 フジノミヤ シ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				　小菅村				　御前崎市 オマエザキ シ												　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　藤枝市 フジエダ シ												　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　金沢市 カナザワシ								　焼津市 ヤイヅシ												　大崎上島町 オオサキカミジマ チョウ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　白山市 ハクサン シ								　伊豆の国市 イズ クニシ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				福井県 フクイ ケン

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ								　国立市 クニタチシ				　坂井市 サカイシ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ												　福井市 フクイシ

												　上野村 ウエノ ムラ												　大野市 オオノ シ

												　千代田町 チヨダマチ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.24（長崎県・千代田町・桑名市・福井市)

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				福岡県 フクオカケン				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　大木町 オオキマチ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				岡山県 オカヤマケン				　福岡市 フクオカシ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　真庭市 マニワシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				　桑名市 クワナシ				　神戸市 コウベ シ				　岡山市				　久留米市 クルメ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				滋賀県 シガケン				　西宮市 ニシノミヤシ				　津山市				　大野城市 オオノジョウ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				岐阜県 ギフ ケン				　湖南市 コナン シ				　姫路市 ヒメジ シ				　玉野市				　鞍手町 クラテマチ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　大垣市 オオガキ シ				京都府 キョウトフ				　加西市 カサイ シ				　総社市				長崎県 ナガサキ ケン				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　郡上市 グジョウ シ				　京都市 キョウトシ				　豊岡市 トヨオカシ				　備前市				　平戸市 ヒラド シ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　羽島市 ハシマシ				　与謝野町 ヨサノ				奈良県 ナラケン				　瀬戸内市				　五島市 ゴトウ シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				静岡県 シズオカケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　生駒市				　赤磐市				　長崎市 ナガサキシ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　津南町 ツナンマチ				　道志村				　御殿場市 ゴテンバシ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　天理市 テンリシ				　和気町				　長与町 ナガヨ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				富山県 トヤマケン				　西桂町				　浜松市 ハママツ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　三郷町 サンゴウマチ				　早島町				　時津町 トギツ チョウ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　静岡市 シズオカ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　久米南町				佐賀県 サガ ケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　牧之原市 マキノハラシ				　亀岡市 カメオカ シ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　美咲町				　武雄市 タケオ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　富士宮市 フジノミヤ シ				　福知山市 フクチヤマシ								　吉備中央町				　佐賀市 サガ シ				　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　御前崎市 オマエザキ シ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				　小菅村				　藤枝市 フジエダ シ												　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　焼津市 ヤイヅシ												　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　金沢市 カナザワシ								　伊豆の国市 イズ クニシ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　白山市 ハクサン シ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				福井県 フクイ ケン

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ												　坂井市 サカイシ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ												　福井市 フクイシ

												　上野村 ウエノ ムラ

												　千代田町 チヨダマチ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.23（津南町・足立区）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				福岡県 フクオカケン				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　大木町 オオキマチ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				岡山県 オカヤマケン				　福岡市 フクオカシ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　真庭市 マニワシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　岡山市				　久留米市 クルメ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				　津山市				　大野城市 オオノジョウ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				岐阜県 ギフ ケン				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　玉野市				　鞍手町 クラテマチ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　大垣市 オオガキ シ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　総社市				長崎県 ナガサキ ケン				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　郡上市 グジョウ シ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				　備前市				　平戸市 ヒラド シ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　羽島市 ハシマシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　瀬戸内市				　五島市 ゴトウ シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　赤磐市				　長崎市 ナガサキシ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　津南町 ツナンマチ				　道志村				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　和気町				　長与町 ナガヨ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				富山県 トヤマケン				　西桂町				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　早島町				　時津町 トギツ チョウ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　魚津市 ウオヅシ				　忍野村				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　久米南町				佐賀県 サガ ケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　南砺市 ナント シ				　山中湖村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　美咲町				　武雄市 タケオ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　立山町 タテヤマ マチ				　鳴沢村				　富士宮市 フジノミヤ シ												　吉備中央町				　佐賀市 サガ シ				　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　富山市 トヤマシ				　富士河口湖町				　御前崎市 オマエザキ シ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				　小菅村				　藤枝市 フジエダ シ												　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　加賀市 カガシ				　丹波山村				　焼津市 ヤイヅシ												　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　金沢市 カナザワシ								　伊豆の国市 イズ クニシ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　白山市 ハクサン シ

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　足立区 アダチク				福井県 フクイ ケン

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ												　坂井市 サカイシ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ

												　上野村 ウエノ ムラ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ





































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.22（四万十市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				高知県 コウチケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　四万十市 シマントシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				福岡県 フクオカケン				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　大木町 オオキマチ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				岡山県 オカヤマケン				　福岡市 フクオカシ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　真庭市 マニワシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　岡山市				　久留米市 クルメ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				　津山市				　大野城市 オオノジョウ シ				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				岐阜県 ギフ ケン				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　玉野市				　鞍手町 クラテマチ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　大垣市 オオガキ シ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　総社市				長崎県 ナガサキ ケン				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　郡上市 グジョウ シ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				　備前市				　平戸市 ヒラド シ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　羽島市 ハシマシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　瀬戸内市				　五島市 ゴトウ シ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　赤磐市				　長崎市 ナガサキシ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　道志村				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　和気町				　長与町 ナガヨ チョウ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　西桂町				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　早島町				　時津町 トギツ チョウ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　忍野村				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　久米南町				佐賀県 サガ ケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　山中湖村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　美咲町				　武雄市 タケオ シ				　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　鳴沢村				　富士宮市 フジノミヤ シ												　吉備中央町				　佐賀市 サガ シ				　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　富士河口湖町				　御前崎市 オマエザキ シ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　小菅村				　藤枝市 フジエダ シ												　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　丹波山村				　焼津市 ヤイヅシ												　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　白山市 ハクサン シ								　伊豆の国市 イズ クニシ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				福井県 フクイ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町												　坂井市 サカイシ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ

												　上野村 ウエノ ムラ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ





































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.19（伊那市・飯田市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				福岡県 フクオカケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　大木町 オオキマチ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　福岡市 フクオカシ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				岡山県 オカヤマケン				　久留米市 クルメ シ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　真庭市 マニワシ				　大野城市 オオノジョウ シ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				　伊那市 イナシ				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　岡山市				　鞍手町 クラテマチ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　飯田市 イイダシ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				　津山市				長崎県 ナガサキ ケン				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				岐阜県 ギフ ケン				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　玉野市				　平戸市 ヒラド シ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　大垣市 オオガキ シ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　総社市				　五島市 ゴトウ シ				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				　郡上市 グジョウ シ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				　備前市				　長崎市 ナガサキシ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　羽島市 ハシマシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　瀬戸内市				　長与町 ナガヨ チョウ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				静岡県 シズオカケン				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　赤磐市				　時津町 トギツ チョウ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　道志村				　御殿場市 ゴテンバシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　和気町				佐賀県 サガ ケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　西桂町				　浜松市 ハママツ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　早島町				　武雄市 タケオ シ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　忍野村				　静岡市 シズオカ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　久米南町				　佐賀市 サガ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　山中湖村				　牧之原市 マキノハラシ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　美咲町								　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　鳴沢村				　富士宮市 フジノミヤ シ												　吉備中央町								　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　富士河口湖町				　御前崎市 オマエザキ シ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　小菅村				　藤枝市 フジエダ シ												　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　丹波山村				　焼津市 ヤイヅシ												　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　白山市 ハクサン シ								　伊豆の国市 イズ クニシ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				福井県 フクイ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町												　坂井市 サカイシ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ

												　上野村 ウエノ ムラ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ





































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・記載順は表明日順

・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4～）コピー貼り付け



21.03.18（広島県・伊豆の国市・本宮市・葉山町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				福岡県 フクオカケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　大木町 オオキマチ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　福岡市 フクオカシ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				岡山県 オカヤマケン				　久留米市 クルメ シ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				　葉山町 ハヤママチ				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　真庭市 マニワシ				　大野城市 オオノジョウ シ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　岡山市				　鞍手町 クラテマチ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				　津山市				長崎県 ナガサキ ケン				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　玉野市				　平戸市 ヒラド シ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　甲州市				　羽島市 ハシマシ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　総社市				　五島市 ゴトウ シ				　益城町 ましき まち

								　野田村				　本宮市 モトミヤ シ				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　早川町				静岡県 シズオカケン				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				　備前市				　長崎市 ナガサキシ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　身延町				　御殿場市 ゴテンバシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　瀬戸内市				　長与町 ナガヨ チョウ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　南部町				　浜松市 ハママツ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　赤磐市				　時津町 トギツ チョウ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　道志村				　静岡市 シズオカ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　和気町				佐賀県 サガ ケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　西桂町				　牧之原市 マキノハラシ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　早島町				　武雄市 タケオ シ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　忍野村				　富士宮市 フジノミヤ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　久米南町				　佐賀市 サガ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　山中湖村				　御前崎市 オマエザキ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　美咲町								　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　鳴沢村				　藤枝市 フジエダ シ												　吉備中央町								　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　富士河口湖町				　焼津市 ヤイヅシ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　小菅村				　伊豆の国市 イズ クニシ												　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　丹波山村																　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　白山市 ハクサン シ

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				福井県 フクイ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町												　坂井市 サカイシ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ

												　上野村 ウエノ ムラ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ





































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.17 （宮崎県・長崎市・長与町・時津町・荒尾市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				鳥取県 トットリケン				香川県 カガワ ケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　北栄町				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　熊本市 クマモトシ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　南部町 ナンブ				　高松市 タカマツ シ				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　米子市 ヨナゴシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　宇土市 うと し

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　鳥取市 トットリ シ				　丸亀市 マルガメ シ				　宇城市 うきし

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　境港市 サカイミナト シ				愛媛県 エヒメケン				　阿蘇市 あそ し

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　日南町 ニチナンチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　合志市 こう し し

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				島根県 シマネ ケン				福岡県 フクオカケン				　美里町 みさとまち

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　松江市 マツエ シ				　大木町 オオキマチ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　邑南町 オオナンチョウ				　福岡市 フクオカシ				　大津町 おおづまち

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　美郷町 ミサト チョウ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　菊陽町 きくようまち

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				岡山県 オカヤマケン				　久留米市 クルメ シ				　高森町 たかもりまち

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　真庭市 マニワシ				　大野城市 オオノジョウ シ				　西原村 にしはらむら

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　岡山市				　鞍手町 クラテマチ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				　津山市				長崎県 ナガサキ ケン				　御船町 みふねまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　玉野市				　平戸市 ヒラド シ				　嘉島町 かしままち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				　羽島市 ハシマシ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　総社市				　五島市 ゴトウ シ				　益城町 ましき まち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				静岡県 シズオカケン				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				　備前市				　長崎市 ナガサキシ				　甲佐町 こうさまち

								　九戸村				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　御殿場市 ゴテンバシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　瀬戸内市				　長与町 ナガヨ チョウ				　山都町 やま と まち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				富山県 トヤマケン				　南部町				　浜松市 ハママツ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　赤磐市				　時津町 トギツ チョウ				　荒尾市 アラオシ

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　静岡市 シズオカ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　和気町				佐賀県 サガ ケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　牧之原市 マキノハラシ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　早島町				　武雄市 タケオ シ				　串間市 クシマ シ

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　富士宮市 フジノミヤ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　久米南町				　佐賀市 サガ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　一関市 イチノセキ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　御前崎市 オマエザキ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　美咲町								　鹿児島市

								　紫波町 シワチョウ				群馬県 グンマケン				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　藤枝市 フジエダ シ												　吉備中央町								　知名町 チナチョウ

								宮城県 ミヤギ				　太田市  オオタシ				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　焼津市 ヤイヅシ												広島県 ヒロシマ ケン								沖縄県 オキナワ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　藤岡市 フジオカシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村																　尾道市 オノミチ シ								　久米島町 クメジママチ

								　富谷市 トミヤシ				　神流町 カンナマチ								　豊島区 トシマ ク				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村																　広島市 ヒロシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　みなかみ町								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン

								　仙台市 センダイシ				　大泉町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ

								秋田県 アキタ ケン				　館林市  タテバヤシ シ

								　大館市 オオダテ				　嬬恋村 ツマゴイムラ

								　大潟村 オオガタムラ				　上野村 ウエノ ムラ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.16 （羅臼町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								　羅臼町 ラウス チョウ				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　早島町				　宇城市 うきし

								岩手県				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　二戸市				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　軽米町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				　羽島市 ハシマシ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				静岡県 シズオカケン				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　御殿場市 ゴテンバシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				富山県 トヤマケン				　南部町				　浜松市 ハママツ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　静岡市 シズオカ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　牧之原市 マキノハラシ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　富士宮市 フジノミヤ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								　一関市 イチノセキ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　御前崎市 オマエザキ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								　紫波町 シワチョウ				群馬県 グンマケン				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　藤枝市 フジエダ シ								鳥取県 トットリケン				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								宮城県 ミヤギ				　太田市  オオタシ				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　焼津市 ヤイヅシ								　北栄町				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　藤岡市 フジオカシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　南部町 ナンブ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

								　富谷市 トミヤシ				　神流町 カンナマチ								　豊島区 トシマ ク				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村												　米子市 ヨナゴシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

								　美里町 ミサトマチ				　みなかみ町								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン																　鳥取市 トットリ シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

								　仙台市 センダイシ				　大泉町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ																　境港市 サカイミナト シ				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

								秋田県 アキタ ケン				　館林市  タテバヤシ シ																												　日南町 ニチナンチョウ				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

								　大館市 オオダテ				　嬬恋村 ツマゴイムラ																												島根県 シマネ ケン								　久米島町 クメジママチ

								　大潟村 オオガタムラ				　上野村 ウエノ ムラ																												　松江市 マツエ シ

																																								　邑南町 オオナンチョウ

																																								　美郷町 ミサト チョウ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.15 （仙台市・美郷町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								岩手県				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　早島町				　宇城市 うきし

								　久慈市				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　二戸市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　葛巻町				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　普代村				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　軽米町				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　野田村				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				　羽島市 ハシマシ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				静岡県 シズオカケン				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　御殿場市 ゴテンバシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				富山県 トヤマケン				　南部町				　浜松市 ハママツ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　静岡市 シズオカ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　牧之原市 マキノハラシ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　富士宮市 フジノミヤ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　御前崎市 オマエザキ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　藤枝市 フジエダ シ								鳥取県 トットリケン				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　焼津市 ヤイヅシ								　北栄町				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　南部町 ナンブ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　豊島区 トシマ ク				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村												　米子市 ヨナゴシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

								　仙台市 センダイシ				　みなかみ町								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン																　鳥取市 トットリ シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

								秋田県 アキタ ケン				　大泉町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ																　境港市 サカイミナト シ				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ																												　日南町 ニチナンチョウ				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

								　大潟村 オオガタムラ				　嬬恋村 ツマゴイムラ																												島根県 シマネ ケン								　久米島町 クメジママチ

												　上野村 ウエノ ムラ																												　松江市 マツエ シ

																																								　邑南町 オオナンチョウ

																																								　美郷町 ミサト チョウ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.12 （鹿追町・羽島市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								　鹿追町 シカオイチョウ				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								岩手県				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　早島町				　宇城市 うきし

								　久慈市				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　二戸市				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　葛巻町				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　普代村				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　軽米町				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　野田村				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				　羽島市 ハシマシ				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				静岡県 シズオカケン				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　御殿場市 ゴテンバシ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				富山県 トヤマケン				　南部町				　浜松市 ハママツ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　静岡市 シズオカ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　牧之原市 マキノハラシ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　一関市 イチノセキ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　富士宮市 フジノミヤ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								　紫波町 シワチョウ				　鹿沼市 カヌマシ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　御前崎市 オマエザキ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								宮城県 ミヤギ				群馬県 グンマケン				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　藤枝市 フジエダ シ								鳥取県 トットリケン				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　太田市  オオタシ				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　焼津市 ヤイヅシ								　北栄町				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　富谷市 トミヤシ				　藤岡市 フジオカシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　南部町 ナンブ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

								　美里町 ミサトマチ				　神流町 カンナマチ								　豊島区 トシマ ク				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村												　米子市 ヨナゴシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

								秋田県 アキタ ケン				　みなかみ町								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン																　鳥取市 トットリ シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

								　大館市 オオダテ				　大泉町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ																　境港市 サカイミナト シ				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

								　大潟村 オオガタムラ				　館林市  タテバヤシ シ																												　日南町 ニチナンチョウ				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												島根県 シマネ ケン								　久米島町 クメジママチ

												　上野村 ウエノ ムラ																												　松江市 マツエ シ

																																								　邑南町 オオナンチョウ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ





































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.11（春日部・白山・ひたちなか・日南）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								岩手県				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								　久慈市				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				　春日部市 カスカベシ				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　早島町				　宇城市 うきし

								　二戸市				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				千葉県 チバケン				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　葛巻町				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　山武市 サンム				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　普代村				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　軽米町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　我孫子市 アビコ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　野田村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　九戸村				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　つくばみらい市 シ				　千葉市 チバ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　成田市 ナリタ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　大田原市 オオタワラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　八千代市 ヤチヨ シ				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　城里町 シロサト マチ				　木更津市 キサラヅシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　一関市 イチノセキ シ				　那須町 ナスマチ				　東海村 トウカイムラ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　紫波町 シワチョウ				　那珂川町 ナカガワマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　鹿沼市 カヌマシ				　境町 サカイマチ				東京都 トウキョウト				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				群馬県 グンマケン				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ								鳥取県 トットリケン				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　太田市  オオタシ				　下妻市 シモツマ シ				　多摩市 タマ シ				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町												　北栄町				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　美里町 ミサトマチ				　藤岡市 フジオカシ				　ひたちなか市 シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　南部町 ナンブ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

								秋田県 アキタ ケン				　神流町 カンナマチ								　豊島区 トシマ ク				　白山市 ハクサン シ				　丹波山村												　米子市 ヨナゴシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

								　大館市 オオダテ				　みなかみ町								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン																　鳥取市 トットリ シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

								　大潟村 オオガタムラ				　大泉町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ																　境港市 サカイミナト シ				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

												　館林市  タテバヤシ シ																												　日南町 ニチナンチョウ				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												島根県 シマネ ケン								　久米島町 クメジママチ

												　上野村 ウエノ ムラ																												　松江市 マツエ シ

																																								　邑南町 オオナンチョウ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ





































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.09（白黒・喜茂別町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								岩手県				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								　久慈市				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　早島町				　宇城市 うきし

								　二戸市				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				　山武市 サンム				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　葛巻町				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　普代村				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　軽米町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　野田村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　九戸村				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　つくばみらい市 シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　大田原市 オオタワラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　城里町 シロサト マチ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　一関市 イチノセキ シ				　那須町 ナスマチ				　東海村 トウカイムラ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　紫波町 シワチョウ				　那珂川町 ナカガワマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　鹿沼市 カヌマシ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				群馬県 グンマケン				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ								鳥取県 トットリケン				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　太田市  オオタシ				　下妻市 シモツマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町												　北栄町				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　美里町 ミサトマチ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　南部町 ナンブ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

								秋田県 アキタ ケン				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン				　丹波山村												　米子市 ヨナゴシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

								　大館市 オオダテ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ																　鳥取市 トットリ シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

								　大潟村 オオガタムラ				　大泉町																												　境港市 サカイミナト シ				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

												　館林市  タテバヤシ シ																												島根県 シマネ ケン				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												　松江市 マツエ シ								　久米島町 クメジママチ

												　上野村 ウエノ ムラ																												　邑南町 オオナンチョウ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.09（喜茂別町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　喜茂別町 キモベツチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								岩手県				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								　久慈市				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　早島町				　宇城市 うきし

								　二戸市				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				　山武市 サンム				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　葛巻町				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　普代村				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　軽米町				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　野田村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　九戸村				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　つくばみらい市 シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　大田原市 オオタワラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　城里町 シロサト マチ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　一関市 イチノセキ シ				　那須町 ナスマチ				　東海村 トウカイムラ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　紫波町 シワチョウ				　那珂川町 ナカガワマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　鹿沼市 カヌマシ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				群馬県 グンマケン				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ								鳥取県 トットリケン				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　太田市  オオタシ				　下妻市 シモツマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町												　北栄町				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　美里町 ミサトマチ				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　南部町 ナンブ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

								秋田県 アキタ ケン				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン				　丹波山村												　米子市 ヨナゴシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

								　大館市 オオダテ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ																　鳥取市 トットリ シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

								　大潟村 オオガタムラ				　大泉町																												　境港市 サカイミナト シ				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

												　館林市  タテバヤシ シ																												島根県 シマネ ケン				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												　松江市 マツエ シ								　久米島町 クメジママチ

												　上野村 ウエノ ムラ																												　邑南町 オオナンチョウ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.08（楢葉町・河内長野市・厚岸町・焼津市・紫波町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								　厚岸町 アッケシチョウ				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								　二戸市				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　河内長野市 カワチナガノシ				　早島町				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				　山武市 サンム				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　明石市 アカシ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　軽米町				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　神戸市 コウベ シ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　野田村				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　西宮市 ニシノミヤシ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　姫路市 ヒメジ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　楢葉町 ナラハマチ				　桜川市 サクラガワシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　京都市 キョウトシ				　加西市 カサイ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　つくばみらい市 シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　与謝野町 ヨサノ				　豊岡市 トヨオカシ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				奈良県 ナラケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　茨城町 イバラキ マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　生駒市				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一関市 イチノセキ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　城里町 シロサト マチ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　天理市 テンリシ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　紫波町 シワチョウ				　那須町 ナスマチ				　東海村 トウカイムラ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　三郷町 サンゴウマチ				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								宮城県 ミヤギ				　那珂川町 ナカガワマチ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　亀岡市 カメオカ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								　富谷市 トミヤシ				群馬県 グンマケン				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　焼津市 ヤイヅシ								鳥取県 トットリケン				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　美里町 ミサトマチ				　太田市  オオタシ				　下妻市 シモツマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町												　北栄町				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　藤岡市 フジオカシ								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　南部町 ナンブ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

								　大館市 オオダテ				　神流町 カンナマチ								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン				　丹波山村												　米子市 ヨナゴシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

								　大潟村 オオガタムラ				　みなかみ町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ																　鳥取市 トットリ シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

												　大泉町																												　境港市 サカイミナト シ				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

												　館林市  タテバヤシ シ																												島根県 シマネ ケン				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												　松江市 マツエ シ								　久米島町 クメジママチ

												　上野村 ウエノ ムラ																												　邑南町 オオナンチョウ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.05（調布市・広野町・坂井市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								岩手県				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　久慈市				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　早島町				　宇城市 うきし

								　普代村				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				　山武市 サンム				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　明石市 アカシ				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　神戸市 コウベ シ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　西宮市 ニシノミヤシ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　九戸村				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　姫路市 ヒメジ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　洋野町				　広野町 コウノチョウ				　坂東市 バンドウ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　加西市 カサイ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　桜川市 サクラガワシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　京都市 キョウトシ				　豊岡市 トヨオカシ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　つくばみらい市 シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　与謝野町 ヨサノ				奈良県 ナラケン				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　生駒市				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　一関市 イチノセキ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　茨城町 イバラキ マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　天理市 テンリシ				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								宮城県 ミヤギ				　那須町 ナスマチ				　城里町 シロサト マチ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　三郷町 サンゴウマチ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　東海村 トウカイムラ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　富谷市 トミヤシ				　鹿沼市 カヌマシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								　美里町 ミサトマチ				群馬県 グンマケン				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　福知山市 フクチヤマシ				鳥取県 トットリケン				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								秋田県 アキタ ケン				　太田市  オオタシ				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村												　北栄町				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　大館市 オオダテ				　藤岡市 フジオカシ				　下妻市 シモツマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町												　南部町 ナンブ				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　大潟村 オオガタムラ				　神流町 カンナマチ								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　米子市 ヨナゴシ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

												　みなかみ町								　武蔵野市 ムサシノ シ				福井県 フクイ ケン				　丹波山村												　鳥取市 トットリ シ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

												　大泉町								　調布市 チョウフシ				　坂井市 サカイシ																　境港市 サカイミナト シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

												　館林市  タテバヤシ シ																												島根県 シマネ ケン				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												　松江市 マツエ シ				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

												　上野村 ウエノ ムラ																												　邑南町 オオナンチョウ								　久米島町 クメジママチ



																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.04（大潟村・能勢町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								岩手県				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　久慈市				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				　能勢町 ノセチョウ				　和気町				　宇土市 うと し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　早島町				　宇城市 うきし

								　普代村				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				　山武市 サンム				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　明石市 アカシ				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　神戸市 コウベ シ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　西宮市 ニシノミヤシ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　九戸村				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　姫路市 ヒメジ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　坂東市 バンドウ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　加西市 カサイ シ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　桜川市 サクラガワシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　京都市 キョウトシ				　豊岡市 トヨオカシ				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　大田原市 オオタワラシ				　つくばみらい市 シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　与謝野町 ヨサノ				奈良県 ナラケン				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　生駒市				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　一関市 イチノセキ シ				　那須町 ナスマチ				　茨城町 イバラキ マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　天理市 テンリシ				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								宮城県 ミヤギ				　那珂川町 ナカガワマチ				　城里町 シロサト マチ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　三郷町 サンゴウマチ				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　東海村 トウカイムラ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　富谷市 トミヤシ				群馬県 グンマケン				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								　美里町 ミサトマチ				　太田市  オオタシ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　福知山市 フクチヤマシ				鳥取県 トットリケン				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								秋田県 アキタ ケン				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村												　北栄町				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　大館市 オオダテ				　神流町 カンナマチ				　下妻市 シモツマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町												　南部町 ナンブ				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　大潟村 オオガタムラ				　みなかみ町								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　米子市 ヨナゴシ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

												　大泉町								　武蔵野市 ムサシノ シ								　丹波山村												　鳥取市 トットリ シ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

												　館林市  タテバヤシ シ																												　境港市 サカイミナト シ				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												島根県 シマネ ケン				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

												　上野村 ウエノ ムラ																												　松江市 マツエ シ				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

																																								　邑南町 オオナンチョウ								　久米島町 クメジママチ



																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.03（鞍手町・三郷町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　平戸市 ヒラド シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				佐賀県 サガ ケン

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　佐賀市 サガ シ

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				熊本県

								岩手県				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　熊本市 クマモトシ

								　久慈市				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　菊池市 きくちし

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　和気町				　宇土市 うと し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　明石市 アカシ				　早島町				　宇城市 うきし

								　普代村				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				　山武市 サンム				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　神戸市 コウベ シ				　久米南町				　阿蘇市 あそ し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　西宮市 ニシノミヤシ				　美咲町				　合志市 こう し し

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　姫路市 ヒメジ シ				　吉備中央町				　美里町 みさとまち

								　九戸村				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　加西市 カサイ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　坂東市 バンドウ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　豊岡市 トヨオカシ				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　桜川市 サクラガワシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　京都市 キョウトシ				奈良県 ナラケン				　広島市 ヒロシマ シ				　菊陽町 きくようまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　大田原市 オオタワラシ				　つくばみらい市 シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　与謝野町 ヨサノ				　生駒市				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　天理市 テンリシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

								　一関市 イチノセキ シ				　那須町 ナスマチ				　茨城町 イバラキ マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　三郷町 サンゴウマチ				　高松市 タカマツ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								宮城県 ミヤギ				　那珂川町 ナカガワマチ				　城里町 シロサト マチ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　東かがわ市 ヒガシ シ				　御船町 みふねまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　東海村 トウカイムラ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　丸亀市 マルガメ シ				　嘉島町 かしままち

								　富谷市 トミヤシ				群馬県 グンマケン				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　亀岡市 カメオカ シ				鳥取県 トットリケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								　美里町 ミサトマチ				　太田市  オオタシ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　北栄町				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								秋田県 アキタ ケン				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村												　南部町 ナンブ				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

								　大館市 オオダテ				　神流町 カンナマチ				　下妻市 シモツマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町												　米子市 ヨナゴシ				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

												　みなかみ町								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　鳥取市 トットリ シ				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

												　大泉町								　武蔵野市 ムサシノ シ								　丹波山村												　境港市 サカイミナト シ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

												　館林市  タテバヤシ シ																												島根県 シマネ ケン				　久留米市 クルメ シ				　鹿児島市

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												　松江市 マツエ シ				　大野城市 オオノジョウ シ				　知名町 チナチョウ

												　上野村 ウエノ ムラ																												　邑南町 オオナンチョウ				　鞍手町 クラテマチ				沖縄県 オキナワ ケン

																																																　久米島町 クメジママチ



																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.02（蒲郡市・丸亀市・高森町・美里町・天理市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				愛知県 アイチケン				大阪府				岡山県 オカヤマケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　水戸市 ミトシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　白馬村 ハクバムラ				　豊田市				　枚方市				　真庭市 マニワシ				　武雄市 タケオ シ

								　札幌市 サッポロシ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　さいたま市				　小田原市 オダワラシ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　みよし市				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　岡山市				　佐賀市 サガ シ

								　ニセコ町 チョウ				　山形市 ヤマガタ シ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　鎌倉市 カマクラシ				　笛吹市 フエ フ シ				　小谷村 オタリムラ				　半田市 ハンダ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　津山市				熊本県

								　石狩市 イシカリ シ				　朝日町 アサヒ チョウ				　結城市 ユウキシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　大阪市 オオサカ				　玉野市				　熊本市 クマモトシ

								　稚内市 ワッカナイシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　小川町 オガワチョウ				　開成町 カイセイ				　中央市 チュウオウシ				　立科町 タテシナ マチ				　大府市 オオブシ				　阪南市 ハンナン				　総社市				　菊池市 きくちし

								　釧路市 クシロシ				　庄内町 ショウナイ マチ				　高萩市 タカハギシ				　飯能市 ハンノウ シ				　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　田原市 タハラ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　備前市				　宇土市 うと し

								岩手県				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　佐久市 サクシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　吹田市 スイタシ				　瀬戸内市				　宇城市 うきし

								　久慈市				　南陽市 ナンヨウ シ				　牛久市 ウシクシ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　小諸市 コモロ シ				　犬山市 イヌヤマシ				　高石市 タカイシ				　赤磐市				　阿蘇市 あそ し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　北杜市 ホクト シ				　東御市 トウミ シ				　蒲郡市 ガマゴオリ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　和気町				　合志市 こう し し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　潮来市 イタコ シ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				三重県 ミエケン				　明石市 アカシ				　早島町				　美里町 みさとまち

								　普代村				　郡山市				　守谷市 モリヤシ				　山武市 サンム				　秦野市 ハダノシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				　志摩市 シマシ				　神戸市 コウベ シ				　久米南町				　玉東町 ぎょくとうまち

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				新潟県 ニイガタケン				　都留市 ツルシ				　高森町 タカモリ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　西宮市 ニシノミヤシ				　美咲町				　大津町 おおづまち

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　那珂市 ナカシ				　我孫子市 アビコ シ				　佐渡市 サドシ				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				滋賀県 シガケン				　姫路市 ヒメジ シ				　吉備中央町				　菊陽町 きくようまち

								　九戸村				　福島市 フクシマ				　筑西市 チクセイシ				　浦安市 ウラヤスシ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　湖南市 コナン シ				　加西市 カサイ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　坂東市 バンドウ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　韮崎市				　郡上市 グジョウ シ				京都府 キョウトフ				　豊岡市 トヨオカシ				　尾道市 オノミチ シ				　西原村 にしはらむら

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　桜川市 サクラガワシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　甲州市				静岡県 シズオカケン				　京都市 キョウトシ				奈良県 ナラケン				　広島市 ヒロシマ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　大田原市 オオタワラシ				　つくばみらい市 シ				　成田市 ナリタ シ				　新潟市 ニイガタシ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				　与謝野町 ヨサノ				　生駒市				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　柏崎市 カシワザキ シ				　身延町				　浜松市 ハママツ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　天理市 テンリシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　嘉島町 かしままち

								　一関市 イチノセキ シ				　那須町 ナスマチ				　茨城町 イバラキ マチ				　木更津市 キサラヅシ				富山県 トヤマケン				　南部町				　静岡市 シズオカ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　高松市 タカマツ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那珂川町 ナカガワマチ				　城里町 シロサト マチ				　銚子市 チョウシシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　牧之原市 マキノハラシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　東かがわ市 ヒガシ シ				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　東海村 トウカイムラ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　富士宮市 フジノミヤ シ				　京田辺市 キョウタナベ シ				鳥取県 トットリケン				　丸亀市 マルガメ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				群馬県 グンマケン				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　御前崎市 オマエザキ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　北栄町				愛媛県 エヒメケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　美里町 ミサトマチ				　太田市  オオタシ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				　藤枝市 フジエダ シ				　福知山市 フクチヤマシ				　南部町 ナンブ				　松山市 マツヤマ シ				　串間市 クシマ シ

								秋田県 アキタ ケン				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				石川県 イシカワケン				　鳴沢村												　米子市 ヨナゴシ				福岡県 フクオカケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　大館市 オオダテ				　神流町 カンナマチ				　下妻市 シモツマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町												　鳥取市 トットリ シ				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

												　みなかみ町								　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　小菅村												　境港市 サカイミナト シ				　福岡市 フクオカシ				　知名町 チナチョウ

												　大泉町								　武蔵野市 ムサシノ シ								　丹波山村												島根県 シマネ ケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				沖縄県 オキナワ ケン

												　館林市  タテバヤシ シ																												　松江市 マツエ シ				　久留米市 クルメ シ				　久米島町 クメジママチ

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																												　邑南町 オオナンチョウ				　大野城市 オオノジョウ シ

												　上野村 ウエノ ムラ																																長崎県 ナガサキ ケン

																																												　平戸市 ヒラド シ

																																												　五島市 ゴトウ シ

																																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.03.01（富山市・邑南町・東かがわ市・豊岡市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				鳥取県 トットリケン				福岡県 フクオカケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　横浜市 ヨコハマシ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				　湖南市 コナン シ				　鳥取市 トットリ シ				　北九州市 キタキュウシュウシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　川崎市 カワサキシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				京都府 キョウトフ				　米子市 ヨナゴシ				　福岡市 フクオカシ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　相模原市 サガミハラ シ				　都留市 ツルシ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　境港市 サカイミナト シ				　久留米市 クルメ シ

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　結城市 ユウキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　山梨市				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　北栄町				　大野城市 オオノジョウ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　朝日町 アサヒ チョウ				　下妻市 シモツマ シ				　狭山市 サヤマシ				　鎌倉市 カマクラシ				　大月市				　東御市 トウミ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　南部町 ナンブ				　大木町 オオキマチ

								　釧路市 クシロシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　深谷市 フカヤ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　韮崎市				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				島根県 シマネ ケン				長崎県 ナガサキ ケン

								岩手県				　川西町 カワニシ マチ				　高萩市 タカハギシ				　入間市 イルマ シ				　秦野市 ハダノシ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　松江市 マツエ シ				　平戸市 ヒラド シ

								　久慈市				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　日高市 ヒダカ シ				　小田原市 オダワラシ				　北杜市 ホクト シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　邑南町 オオナンチョウ				　五島市 ゴトウ シ

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				　取手市 トリデ シ				　小川町 オガワチョウ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　与謝野町 ヨサノ				岡山県 オカヤマケン				佐賀県 サガ ケン

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　牛久市 ウシクシ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　白馬村 ハクバムラ				　福知山市 フクチヤマシ				　岡山市				　佐賀市 サガ シ

								　普代村				　福島市 フクシマ				　鹿嶋市 カシマ シ				　千葉市 チバ シ				　開成町 カイセイ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小谷村 オタリムラ				大阪府				　津山市				　武雄市 タケオ シ

								　軽米町				　郡山市				　潮来市 イタコ シ				　銚子市 チョウシシ				新潟県 ニイガタケン				　甲州市				岐阜県 ギフ ケン				　大阪市 オオサカ				　玉野市				熊本県

								　野田村				　大熊町 オオクママチ				　守谷市 モリヤシ				　木更津市 キサラヅシ				　新潟市 ニイガタシ				　中央市 チュウオウシ				　大垣市 オオガキ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　総社市				　熊本市 クマモトシ

								　九戸村				　浪江町 ナミエマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　郡上市 グジョウ シ				　吹田市 スイタシ				　備前市				　菊池市 きくちし

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　那珂市 ナカシ				　成田市 ナリタ シ				　佐渡市 サドシ				　早川町				静岡県 シズオカケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　瀬戸内市				　宇土市 うと し

								　一戸町				　鹿沼市 カヌマシ				　筑西市 チクセイシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　身延町				　静岡市 シズオカ シ				　枚方市				　赤磐市				　宇城市 うきし

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　大田原市 オオタワラシ				　坂東市 バンドウ シ				　山武市 サンム				　妙高市 ミョウコウ シ				　南部町				　浜松市 ハママツ シ				　高石市 タカイシ				　真庭市 マニワシ				　阿蘇市 あそ し

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　桜川市 サクラガワシ				　我孫子市 アビコ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　和気町				　合志市 こう し し

								　一関市 イチノセキ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　つくばみらい市 シ				　浦安市 ウラヤスシ				富山県 トヤマケン				　昭和町 ショウワ マチ				　藤枝市 フジエダ シ				　阪南市 ハンナン				　早島町				　美里町 みさとまち

								宮城県 ミヤギ				　那須町 ナスマチ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　久米南町				　玉東町 ぎょくとうまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　茨城町 イバラキ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　御前崎市 オマエザキ シ				　神戸市 コウベ シ				　美咲町				　大津町 おおづまち

								　富谷市 トミヤシ				群馬県 グンマケン				　城里町 シロサト マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　牧之原市 マキノハラシ				　姫路市 ヒメジ シ				　吉備中央町				　菊陽町 きくようまち

								秋田県 アキタ ケン				　太田市  オオタシ				　東海村 トウカイムラ				　世田谷区 セタガヤ ク				　富山市 トヤマシ				　山中湖村				愛知県 アイチケン				　明石市 アカシ				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　豊島区 トシマ ク				石川県 イシカワケン				　鳴沢村				　岡崎市 オカザキシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

												　藤岡市 フジオカシ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　金沢市 カナザワシ				　富士河口湖町				　半田市 ハンダ シ				　加西市 カサイ シ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

												　上野村 ウエノ ムラ								　武蔵野市 ムサシノ シ				　加賀市 カガシ				　小菅村				　豊田市				　豊岡市 トヨオカシ				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

												　神流町 カンナマチ								　多摩市 タマ シ								　丹波山村				　大府市 オオブシ				奈良県 ナラケン				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																				　田原市 タハラ シ				　生駒市				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

												　みなかみ町																				　みよし市				和歌山県 ワカヤマ ケン				　東かがわ市 ヒガシ シ				　甲佐町 こうさまち

												　大泉町																				　武豊町 タケトヨチョウ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				愛媛県 エヒメケン				　山都町 やま と まち

																																　犬山市 イヌヤマシ								　松山市 マツヤマ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

																																三重県 ミエケン												　串間市 クシマ シ

																																　志摩市 シマシ												鹿児島県 カゴシマケン

																																　南伊勢町 ミナミイセチョウ												　鹿児島市

																																												　知名町 チナチョウ

																																												沖縄県 オキナワ ケン

																																												　久米島町 クメジママチ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ





























・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.26（稚内市他7団体）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				島根県 シマネ ケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　横浜市 ヨコハマシ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				　湖南市 コナン シ				　松江市 マツエ シ				　平戸市 ヒラド シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　川崎市 カワサキシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　上田市 ウエダ シ				京都府 キョウトフ				岡山県 オカヤマケン				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　古河市 コガ シ				　所沢市 トコロザワ				　相模原市 サガミハラ シ				　都留市 ツルシ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　岡山市				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　結城市 ユウキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　山梨市				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　津山市				　佐賀市 サガ シ

								　稚内市 ワッカナイシ				　朝日町 アサヒ チョウ				　下妻市 シモツマ シ				　狭山市 サヤマシ				　鎌倉市 カマクラシ				　大月市				　東御市 トウミ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　釧路市 クシロシ				　高畠町 タカハタ マチ				　常総市 ジョウソウシ				　深谷市 フカヤ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　韮崎市				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　総社市				熊本県

								岩手県				　川西町 カワニシ マチ				　高萩市 タカハギシ				　入間市 イルマ シ				　秦野市 ハダノシ				　南アルプス市 みなみ し				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　備前市				　熊本市 クマモトシ

								　久慈市				　飯豊町 イイデ マチ				　北茨城市 キタイバラキシ				　日高市 ヒダカ シ				　小田原市 オダワラシ				　北杜市 ホクト シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　瀬戸内市				　菊池市 きくちし

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				　取手市 トリデ シ				　小川町 オガワチョウ				　三浦市 ミウラ				　甲斐市 カイシ				　池田町 イケダ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　赤磐市				　宇土市 うと し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　牛久市 ウシクシ				千葉県 チバケン				　厚木市 アツギ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　白馬村 ハクバムラ				　福知山市 フクチヤマシ				　真庭市 マニワシ				　宇城市 うきし

								　普代村				　福島市 フクシマ				　鹿嶋市 カシマ シ				　千葉市 チバ シ				　開成町 カイセイ				　上野原市 ウエノハラ シ				　小谷村 オタリムラ				大阪府				　和気町				　阿蘇市 あそ し

								　軽米町				　郡山市				　潮来市 イタコ シ				　銚子市 チョウシシ				新潟県 ニイガタケン				　甲州市				岐阜県 ギフ ケン				　大阪市 オオサカ				　早島町				　合志市 こう し し

								　野田村				　大熊町 オオクママチ				　守谷市 モリヤシ				　木更津市 キサラヅシ				　新潟市 ニイガタシ				　中央市 チュウオウシ				　大垣市 オオガキ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　久米南町				　美里町 みさとまち

								　九戸村				　浪江町 ナミエマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　郡上市 グジョウ シ				　吹田市 スイタシ				　美咲町				　玉東町 ぎょくとうまち

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　那珂市 ナカシ				　成田市 ナリタ シ				　佐渡市 サドシ				　早川町				静岡県 シズオカケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　吉備中央町				　大津町 おおづまち

								　一戸町				　鹿沼市 カヌマシ				　筑西市 チクセイシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　身延町				　静岡市 シズオカ シ				　枚方市				広島県 ヒロシマ ケン				　菊陽町 きくようまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　大田原市 オオタワラシ				　坂東市 バンドウ シ				　山武市 サンム				　妙高市 ミョウコウ シ				　南部町				　浜松市 ハママツ シ				　高石市 タカイシ				　広島市 ヒロシマ シ				　高森町 たかもりまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　桜川市 サクラガワシ				　我孫子市 アビコ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　西原村 にしはらむら

								　一関市 イチノセキ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　つくばみらい市 シ				　浦安市 ウラヤスシ				富山県 トヤマケン				　昭和町 ショウワ マチ				　藤枝市 フジエダ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

								宮城県 ミヤギ				　那須町 ナスマチ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　魚津市 ウオヅシ				　道志村				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　御船町 みふねまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　茨城町 イバラキ マチ				　船橋市 フナバシ シ				　南砺市 ナント シ				　西桂町				　御前崎市 オマエザキ シ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　嘉島町 かしままち

								　富谷市 トミヤシ				群馬県 グンマケン				　城里町 シロサト マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　忍野村				　牧之原市 マキノハラシ				　姫路市 ヒメジ シ				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

								秋田県 アキタ ケン				　太田市  オオタシ				　東海村 トウカイムラ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				　山中湖村				愛知県 アイチケン				　明石市 アカシ				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

								　大館市 オオダテ				　館林市  タテバヤシ シ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　豊島区 トシマ ク				　金沢市 カナザワシ				　鳴沢村				　岡崎市 オカザキシ				　西宮市 ニシノミヤシ				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

												　藤岡市 フジオカシ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　加賀市 カガシ				　富士河口湖町				　半田市 ハンダ シ				　加西市 カサイ シ				　北九州市 キタキュウシュウシ				宮崎県 ミヤザキ ケン

												　上野村 ウエノ ムラ								　武蔵野市 ムサシノ シ								　小菅村				　豊田市				奈良県 ナラケン				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

												　神流町 カンナマチ								　多摩市 タマ シ								　丹波山村				　大府市 オオブシ				　生駒市				　久留米市 クルメ シ				鹿児島県 カゴシマケン

												　嬬恋村 ツマゴイムラ																				　田原市 タハラ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　大野城市 オオノジョウ シ				　鹿児島市

												　みなかみ町																				　みよし市				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　大木町 オオキマチ				　知名町 チナチョウ

												　大泉町																				　武豊町 タケトヨチョウ				鳥取県 トットリケン								沖縄県 オキナワ ケン

																																　犬山市 イヌヤマシ				　鳥取市 トットリ シ								　久米島町 クメジママチ

																																三重県 ミエケン				　米子市 ヨナゴシ

																																　志摩市 シマシ				　境港市 サカイミナト シ

																																　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　北栄町

																																				　南部町 ナンブ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.25（福島市・静岡県・高石市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				島根県 シマネ ケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　松本市 マツモト シ				　湖南市 コナン シ				　松江市 マツエ シ				　平戸市 ヒラド シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　上田市 ウエダ シ				京都府 キョウトフ				岡山県 オカヤマケン				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				　立山町 タテヤマ マチ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　岡山市				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　野田市 ノダシ				石川県 イシカワケン				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　津山市				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　成田市 ナリタ シ				　金沢市 カナザワシ				　東御市 トウミ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　玉野市				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　加賀市 カガシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　総社市				熊本県

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　山武市 サンム				山梨県 ヤマナシ ケン				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　備前市				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　我孫子市 アビコ シ				　甲府市 コウフシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　瀬戸内市				　菊池市 きくちし

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　池田町 イケダ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　赤磐市				　宇土市 うと し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　都留市 ツルシ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　真庭市 マニワシ				　宇城市 うきし

								　野田村				　福島市 フクシマ				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　山梨市				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				　和気町				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				　郡山市				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　大月市				岐阜県 ギフ ケン				　豊中市 トヨナカ シ				　早島町				　合志市 こう し し

								　洋野町				　大熊町 オオクママチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　豊島区 トシマ ク				　韮崎市				　大垣市 オオガキ シ				　吹田市 スイタシ				　久米南町				　美里町 みさとまち

								　一戸町				　浪江町 ナミエマチ				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				　葛飾区 カツシカク				　南アルプス市 みなみ し				静岡県 シズオカケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美咲町				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				　武蔵野市 ムサシノ シ				　北杜市 ホクト シ				　静岡市 シズオカ シ				　枚方市				　吉備中央町				　大津町 おおづまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				　多摩市 タマ シ				　甲斐市 カイシ				　浜松市 ハママツ シ				　高石市 タカイシ				広島県 ヒロシマ ケン				　菊陽町 きくようまち

								　一関市 イチノセキ シ				　大田原市 オオタワラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				神奈川県 カナガワケン				　笛吹市 フエ フ シ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　高森町 たかもりまち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　横浜市 ヨコハマシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　藤枝市 フジエダ シ				　阪南市 ハンナン				　尾道市 オノミチ シ				　西原村 にしはらむら

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　甲州市				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				香川県 カガワ ケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　中央市 チュウオウシ				　御前崎市 オマエザキ シ				　神戸市 コウベ シ				　高松市 タカマツ シ				　御船町 みふねまち

								秋田県 アキタ ケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　牧之原市 マキノハラシ				　姫路市 ヒメジ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　嘉島町 かしままち

								　大館市 オオダテ								　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　鎌倉市 カマクラシ				　早川町				愛知県 アイチケン				　明石市 アカシ				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

																								　藤沢市 フジサワ シ				　身延町				　岡崎市 オカザキシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

																								　小田原市 オダワラシ				　南部町				　半田市 ハンダ シ				奈良県 ナラケン				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

																								　三浦市 ミウラ				　富士川町 フジカワ マチ				　豊田市				　生駒市				　北九州市 キタキュウシュウシ				宮崎県 ミヤザキ ケン

																								　厚木市 アツギ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　大府市 オオブシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　福岡市 フクオカシ				　串間市 クシマ シ

																								　開成町 カイセイ				　道志村				　田原市 タハラ シ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　久留米市 クルメ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																								新潟県 ニイガタケン				　西桂町				　みよし市				鳥取県 トットリケン				　大野城市 オオノジョウ シ				　鹿児島市

																								　新潟市 ニイガタシ				　忍野村				　武豊町 タケトヨチョウ				　鳥取市 トットリ シ				　大木町 オオキマチ				　知名町 チナチョウ

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　山中湖村				三重県 ミエケン				　米子市 ヨナゴシ								沖縄県 オキナワ ケン

																								　佐渡市 サドシ				　鳴沢村				　志摩市 シマシ				　境港市 サカイミナト シ								　久米島町 クメジママチ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　富士河口湖町				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　北栄町

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　小菅村								　南部町 ナンブ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　丹波山村



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.24（境港市・武蔵野市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　松本市 マツモト シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　上田市 ウエダ シ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				　立山町 タテヤマ マチ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　野田市 ノダシ				石川県 イシカワケン				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　成田市 ナリタ シ				　金沢市 カナザワシ				　東御市 トウミ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　加賀市 カガシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　山武市 サンム				山梨県 ヤマナシ ケン				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　我孫子市 アビコ シ				　甲府市 コウフシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　池田町 イケダ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　都留市 ツルシ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　山梨市				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　大月市				岐阜県 ギフ ケン				　豊中市 トヨナカ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　豊島区 トシマ ク				　韮崎市				　大垣市 オオガキ シ				　吹田市 スイタシ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				　葛飾区 カツシカク				　南アルプス市 みなみ し				静岡県 シズオカケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				　武蔵野市 ムサシノ シ				　北杜市 ホクト シ				　静岡市 シズオカ シ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				　多摩市 タマ シ				　甲斐市 カイシ				　浜松市 ハママツ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								　一関市 イチノセキ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				神奈川県 カナガワケン				　笛吹市 フエ フ シ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								宮城県 ミヤギ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　横浜市 ヨコハマシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　藤枝市 フジエダ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　川崎市 カワサキシ				　甲州市				　御殿場市 ゴテンバシ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　富谷市 トミヤシ				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　中央市 チュウオウシ				　御前崎市 オマエザキ シ				　姫路市 ヒメジ シ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

								秋田県 アキタ ケン								　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　牧之原市 マキノハラシ				　明石市 アカシ				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　大館市 オオダテ								　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　鎌倉市 カマクラシ				　早川町				愛知県 アイチケン				　西宮市 ニシノミヤシ				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																								　藤沢市 フジサワ シ				　身延町				　岡崎市 オカザキシ				奈良県 ナラケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																								　小田原市 オダワラシ				　南部町				　半田市 ハンダ シ				　生駒市				　久留米市 クルメ シ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　三浦市 ミウラ				　富士川町 フジカワ マチ				　豊田市				和歌山県 ワカヤマ ケン				　福岡市 フクオカシ				　久米島町 クメジママチ

																								　厚木市 アツギ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　大府市 オオブシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　大木町 オオキマチ

																								　開成町 カイセイ				　道志村				　田原市 タハラ シ				鳥取県 トットリケン				長崎県 ナガサキ ケン

																								新潟県 ニイガタケン				　西桂町				　みよし市				　鳥取市 トットリ シ				　平戸市 ヒラド シ

																								　新潟市 ニイガタシ				　忍野村				　武豊町 タケトヨチョウ				　米子市 ヨナゴシ				　五島市 ゴトウ シ

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　山中湖村				三重県 ミエケン				　境港市 サカイミナト シ				佐賀県 サガ ケン

																								　佐渡市 サドシ				　鳴沢村				　志摩市 シマシ				　北栄町				　佐賀市 サガ シ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　富士河口湖町				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　南部町 ナンブ				　武雄市 タケオ シ

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　小菅村								島根県 シマネ ケン

																								　十日町市 トオカマチ シ				　丹波山村								　松江市 マツエ シ



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.22（姫路・厚木・一関・鳥取・久留米・青森県）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　松本市 マツモト シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　上田市 ウエダ シ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				　立山町 タテヤマ マチ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　野田市 ノダシ				石川県 イシカワケン				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　成田市 ナリタ シ				　金沢市 カナザワシ				　東御市 トウミ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　加賀市 カガシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　山武市 サンム				山梨県 ヤマナシ ケン				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　我孫子市 アビコ シ				　甲府市 コウフシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　池田町 イケダ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　都留市 ツルシ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　山梨市				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　大月市				岐阜県 ギフ ケン				　豊中市 トヨナカ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　豊島区 トシマ ク				　韮崎市				　大垣市 オオガキ シ				　吹田市 スイタシ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				　葛飾区 カツシカク				　南アルプス市 みなみ し				静岡県 シズオカケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				　多摩市 タマ シ				　北杜市 ホクト シ				　静岡市 シズオカ シ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				神奈川県 カナガワケン				　甲斐市 カイシ				　浜松市 ハママツ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								　一関市 イチノセキ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　笛吹市 フエ フ シ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								宮城県 ミヤギ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　藤枝市 フジエダ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　甲州市				　御殿場市 ゴテンバシ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								　富谷市 トミヤシ				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　中央市 チュウオウシ				　御前崎市 オマエザキ シ				　姫路市 ヒメジ シ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

								秋田県 アキタ ケン								　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　牧之原市 マキノハラシ				　明石市 アカシ				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

								　大館市 オオダテ								　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　藤沢市 フジサワ シ				　早川町				愛知県 アイチケン				　西宮市 ニシノミヤシ				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																								　小田原市 オダワラシ				　身延町				　岡崎市 オカザキシ				奈良県 ナラケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																								　三浦市 ミウラ				　南部町				　半田市 ハンダ シ				　生駒市				　久留米市 クルメ シ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　厚木市 アツギ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　豊田市				和歌山県 ワカヤマ ケン				　福岡市 フクオカシ				　久米島町 クメジママチ

																								　開成町 カイセイ				　昭和町 ショウワ マチ				　大府市 オオブシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　大木町 オオキマチ

																								新潟県 ニイガタケン				　道志村				　田原市 タハラ シ				鳥取県 トットリケン				長崎県 ナガサキ ケン

																								　新潟市 ニイガタシ				　西桂町				　みよし市				　鳥取市 トットリ シ				　平戸市 ヒラド シ

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　忍野村				　武豊町 タケトヨチョウ				　米子市 ヨナゴシ				　五島市 ゴトウ シ

																								　佐渡市 サドシ				　山中湖村				三重県 ミエケン				　北栄町				佐賀県 サガ ケン

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　鳴沢村				　志摩市 シマシ				　南部町 ナンブ				　佐賀市 サガ シ

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　富士河口湖町				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				島根県 シマネ ケン				　武雄市 タケオ シ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　小菅村								　松江市 マツエ シ

																												　丹波山村



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.19（上田市・西宮市・福島県）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　松本市 マツモト シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　上田市 ウエダ シ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				　立山町 タテヤマ マチ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　野田市 ノダシ				石川県 イシカワケン				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　成田市 ナリタ シ				　金沢市 カナザワシ				　東御市 トウミ シ				　亀岡市 カメオカ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　加賀市 カガシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　山武市 サンム				山梨県 ヤマナシ ケン				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　我孫子市 アビコ シ				　甲府市 コウフシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　池田町 イケダ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　都留市 ツルシ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　山梨市				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　大月市				岐阜県 ギフ ケン				　豊中市 トヨナカ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　豊島区 トシマ ク				　韮崎市				　大垣市 オオガキ シ				　吹田市 スイタシ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				　葛飾区 カツシカク				　南アルプス市 みなみ し				静岡県 シズオカケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				　多摩市 タマ シ				　北杜市 ホクト シ				　静岡市 シズオカ シ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				神奈川県 カナガワケン				　甲斐市 カイシ				　浜松市 ハママツ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　笛吹市 フエ フ シ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　藤枝市 フジエダ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　甲州市				　御殿場市 ゴテンバシ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　中央市 チュウオウシ				　御前崎市 オマエザキ シ				　明石市 アカシ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

								　大館市 オオダテ								　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　牧之原市 マキノハラシ				　西宮市 ニシノミヤシ				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　藤沢市 フジサワ シ				　早川町				愛知県 アイチケン				奈良県 ナラケン				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																								　小田原市 オダワラシ				　身延町				　岡崎市 オカザキシ				　生駒市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																								　三浦市 ミウラ				　南部町				　半田市 ハンダ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　開成町 カイセイ				　富士川町 フジカワ マチ				　豊田市				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																								新潟県 ニイガタケン				　昭和町 ショウワ マチ				　大府市 オオブシ				鳥取県 トットリケン				長崎県 ナガサキ ケン

																								　新潟市 ニイガタシ				　道志村				　田原市 タハラ シ				　米子市 ヨナゴシ				　平戸市 ヒラド シ

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　西桂町				　みよし市				　北栄町				　五島市 ゴトウ シ

																								　佐渡市 サドシ				　忍野村				　武豊町 タケトヨチョウ				　南部町 ナンブ				佐賀県 サガ ケン

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　山中湖村				三重県 ミエケン				島根県 シマネ ケン				　佐賀市 サガ シ

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　鳴沢村				　志摩市 シマシ				　松江市 マツエ シ				　武雄市 タケオ シ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　富士河口湖町				　南伊勢町 ミナミイセチョウ

																												　小菅村

																												　丹波山村



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.18（豊島区）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				　立山町 タテヤマ マチ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　野田市 ノダシ				石川県 イシカワケン				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　成田市 ナリタ シ				　金沢市 カナザワシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　亀岡市 カメオカ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　加賀市 カガシ				　池田町 イケダ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　山武市 サンム				山梨県 ヤマナシ ケン				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　我孫子市 アビコ シ				　甲府市 コウフシ				　白馬村 ハクバムラ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　小谷村 オタリムラ				　与謝野町 ヨサノ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　都留市 ツルシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				大阪府				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				　大阪市 オオサカ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　豊島区 トシマ ク				　韮崎市				静岡県 シズオカケン				　吹田市 スイタシ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				　葛飾区 カツシカク				　南アルプス市 みなみ し				　静岡市 シズオカ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				　多摩市 タマ シ				　北杜市 ホクト シ				　浜松市 ハママツ シ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				神奈川県 カナガワケン				　甲斐市 カイシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　笛吹市 フエ フ シ				　藤枝市 フジエダ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　川崎市 カワサキシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　甲州市				　御前崎市 オマエザキ シ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　中央市 チュウオウシ				　牧之原市 マキノハラシ				　明石市 アカシ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

								　大館市 オオダテ								　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				愛知県 アイチケン				奈良県 ナラケン				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　藤沢市 フジサワ シ				　早川町				　岡崎市 オカザキシ				　生駒市				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																								　小田原市 オダワラシ				　身延町				　半田市 ハンダ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																								　三浦市 ミウラ				　南部町				　豊田市				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　開成町 カイセイ				　富士川町 フジカワ マチ				　大府市 オオブシ				鳥取県 トットリケン				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																								新潟県 ニイガタケン				　昭和町 ショウワ マチ				　田原市 タハラ シ				　米子市 ヨナゴシ				長崎県 ナガサキ ケン

																								　新潟市 ニイガタシ				　道志村				　みよし市				　北栄町				　平戸市 ヒラド シ

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　西桂町				　武豊町 タケトヨチョウ				　南部町 ナンブ				　五島市 ゴトウ シ

																								　佐渡市 サドシ				　忍野村				三重県 ミエケン				島根県 シマネ ケン				佐賀県 サガ ケン

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　山中湖村				　志摩市 シマシ				　松江市 マツエ シ				　佐賀市 サガ シ

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　鳴沢村				　南伊勢町 ミナミイセチョウ								　武雄市 タケオ シ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　富士河口湖町

																												　小菅村

																												　丹波山村



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.17（香川県）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				　立山町 タテヤマ マチ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　野田市 ノダシ				石川県 イシカワケン				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　成田市 ナリタ シ				　金沢市 カナザワシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　亀岡市 カメオカ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　加賀市 カガシ				　池田町 イケダ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　山武市 サンム				山梨県 ヤマナシ ケン				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　我孫子市 アビコ シ				　甲府市 コウフシ				　白馬村 ハクバムラ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　小谷村 オタリムラ				　与謝野町 ヨサノ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　都留市 ツルシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				大阪府				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				　大阪市 オオサカ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　葛飾区 カツシカク				　韮崎市				静岡県 シズオカケン				　吹田市 スイタシ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				　多摩市 タマ シ				　南アルプス市 みなみ し				　静岡市 シズオカ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				神奈川県 カナガワケン				　北杜市 ホクト シ				　浜松市 ハママツ シ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				　横浜市 ヨコハマシ				　甲斐市 カイシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　川崎市 カワサキシ				　笛吹市 フエ フ シ				　藤枝市 フジエダ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　甲州市				　御前崎市 オマエザキ シ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　中央市 チュウオウシ				　牧之原市 マキノハラシ				　明石市 アカシ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

								　大館市 オオダテ								　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				愛知県 アイチケン				奈良県 ナラケン				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　小田原市 オダワラシ				　早川町				　岡崎市 オカザキシ				　生駒市				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																								　三浦市 ミウラ				　身延町				　半田市 ハンダ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																								　開成町 カイセイ				　南部町				　豊田市				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																								新潟県 ニイガタケン				　富士川町 フジカワ マチ				　大府市 オオブシ				鳥取県 トットリケン				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																								　新潟市 ニイガタシ				　昭和町 ショウワ マチ				　田原市 タハラ シ				　米子市 ヨナゴシ				長崎県 ナガサキ ケン

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　道志村				　みよし市				　北栄町				　平戸市 ヒラド シ

																								　佐渡市 サドシ				　西桂町				　武豊町 タケトヨチョウ				　南部町 ナンブ				　五島市 ゴトウ シ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　忍野村				三重県 ミエケン				島根県 シマネ ケン				佐賀県 サガ ケン

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　山中湖村				　志摩市 シマシ				　松江市 マツエ シ				　佐賀市 サガ シ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　鳴沢村				　南伊勢町 ミナミイセチョウ								　武雄市 タケオ シ

																												　富士河口湖町

																												　小菅村

																												　丹波山村



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.16（大館市・銚子市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　銚子市 チョウシシ				　南砺市 ナント シ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				　立山町 タテヤマ マチ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　野田市 ノダシ				石川県 イシカワケン				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　成田市 ナリタ シ				　金沢市 カナザワシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　亀岡市 カメオカ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　加賀市 カガシ				　池田町 イケダ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　山武市 サンム				山梨県 ヤマナシ ケン				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　我孫子市 アビコ シ				　甲府市 コウフシ				　白馬村 ハクバムラ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　小谷村 オタリムラ				　与謝野町 ヨサノ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　都留市 ツルシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				大阪府				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				東京都 トウキョウト				　山梨市				岐阜県 ギフ ケン				　大阪市 オオサカ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　大月市				　大垣市 オオガキ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　葛飾区 カツシカク				　韮崎市				静岡県 シズオカケン				　吹田市 スイタシ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				　多摩市 タマ シ				　南アルプス市 みなみ し				　静岡市 シズオカ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				神奈川県 カナガワケン				　北杜市 ホクト シ				　浜松市 ハママツ シ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				　横浜市 ヨコハマシ				　甲斐市 カイシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　川崎市 カワサキシ				　笛吹市 フエ フ シ				　藤枝市 フジエダ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　相模原市 サガミハラ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　甲州市				　御前崎市 オマエザキ シ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

								秋田県 アキタ ケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　中央市 チュウオウシ				　牧之原市 マキノハラシ				　明石市 アカシ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

								　大館市 オオダテ								　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				愛知県 アイチケン				奈良県 ナラケン				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　小田原市 オダワラシ				　早川町				　岡崎市 オカザキシ				　生駒市				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																								　三浦市 ミウラ				　身延町				　半田市 ハンダ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																								　開成町 カイセイ				　南部町				　豊田市				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																								新潟県 ニイガタケン				　富士川町 フジカワ マチ				　大府市 オオブシ				鳥取県 トットリケン				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																								　新潟市 ニイガタシ				　昭和町 ショウワ マチ				　田原市 タハラ シ				　米子市 ヨナゴシ				長崎県 ナガサキ ケン

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　道志村				　みよし市				　北栄町				　平戸市 ヒラド シ

																								　佐渡市 サドシ				　西桂町				　武豊町 タケトヨチョウ				　南部町 ナンブ				　五島市 ゴトウ シ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　忍野村				三重県 ミエケン				島根県 シマネ ケン				佐賀県 サガ ケン

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　山中湖村				　志摩市 シマシ				　松江市 マツエ シ				　佐賀市 サガ シ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　鳴沢村				　南伊勢町 ミナミイセチョウ								　武雄市 タケオ シ

																												　富士河口湖町

																												　小菅村

																												　丹波山村



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ

































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.15（狭山市他26団体・白黒）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　金沢市 カナザワシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　成田市 ナリタ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　亀岡市 カメオカ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　山武市 サンム				　都留市 ツルシ				　池田町 イケダ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　我孫子市 アビコ シ				　山梨市				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　大月市				　白馬村 ハクバムラ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　韮崎市				　小谷村 オタリムラ				　与謝野町 ヨサノ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				東京都 トウキョウト				　南アルプス市 みなみ し				　南箕輪村 みなみみのわ むら				大阪府				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　北杜市 ホクト シ				岐阜県 ギフ ケン				　大阪市 オオサカ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　甲斐市 カイシ				　大垣市 オオガキ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　多摩市 タマ シ				　笛吹市 フエ フ シ				静岡県 シズオカケン				　吹田市 スイタシ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				神奈川県 カナガワケン				　上野原市 ウエノハラ シ				　静岡市 シズオカ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　甲州市				　浜松市 ハママツ シ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				　川崎市 カワサキシ				　中央市 チュウオウシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　藤枝市 フジエダ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　身延町				　御前崎市 オマエザキ シ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

												　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　南部町				　牧之原市 マキノハラシ				　明石市 アカシ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

																　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　小田原市 オダワラシ				　富士川町 フジカワ マチ				愛知県 アイチケン				奈良県 ナラケン				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　三浦市 ミウラ				　昭和町 ショウワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　生駒市				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																								　開成町 カイセイ				　道志村				　半田市 ハンダ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																								新潟県 ニイガタケン				　西桂町				　豊田市				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　新潟市 ニイガタシ				　忍野村				　大府市 オオブシ				鳥取県 トットリケン				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　山中湖村				　田原市 タハラ シ				　米子市 ヨナゴシ				長崎県 ナガサキ ケン

																								　佐渡市 サドシ				　鳴沢村				　みよし市				　北栄町				　平戸市 ヒラド シ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　富士河口湖町				　武豊町 タケトヨチョウ				　南部町 ナンブ				　五島市 ゴトウ シ

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　小菅村				三重県 ミエケン				島根県 シマネ ケン				佐賀県 サガ ケン

																								　十日町市 トオカマチ シ				　丹波山村				　志摩市 シマシ				　松江市 マツエ シ				　佐賀市 サガ シ

																								富山県 トヤマケン								　南伊勢町 ミナミイセチョウ								　武雄市 タケオ シ

																								　魚津市 ウオヅシ

																								　南砺市 ナント シ

																								　立山町 タテヤマ マチ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.15（狭山市他26団体）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　千葉市 チバ シ				　金沢市 カナザワシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　那珂市 ナカシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　筑西市 チクセイシ				　木更津市 キサラヅシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　上野村 ウエノ ムラ				　坂東市 バンドウ シ				　成田市 ナリタ シ				　甲府市 コウフシ				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　神流町 カンナマチ				　桜川市 サクラガワシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　富士吉田市 フジヨシダ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　亀岡市 カメオカ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　つくばみらい市 シ				　山武市 サンム				　都留市 ツルシ				　池田町 イケダ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　みなかみ町				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　我孫子市 アビコ シ				　山梨市				　立科町 タテシナ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　大泉町				　茨城町 イバラキ マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　大月市				　白馬村 ハクバムラ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　城里町 シロサト マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　韮崎市				　小谷村 オタリムラ				　与謝野町 ヨサノ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　東海村 トウカイムラ				東京都 トウキョウト				　南アルプス市 みなみ し				　南箕輪村 みなみみのわ むら				大阪府				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　北杜市 ホクト シ				岐阜県 ギフ ケン				　大阪市 オオサカ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　甲斐市 カイシ				　大垣市 オオガキ シ				　豊中市 トヨナカ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				埼玉県 サイタマケン				　多摩市 タマ シ				　笛吹市 フエ フ シ				静岡県 シズオカケン				　吹田市 スイタシ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　下妻市 シモツマ シ				　さいたま市				神奈川県 カナガワケン				　上野原市 ウエノハラ シ				　静岡市 シズオカ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　常総市 ジョウソウシ				　秩父市				　横浜市 ヨコハマシ				　甲州市				　浜松市 ハママツ シ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　所沢市 トコロザワ				　川崎市 カワサキシ				　中央市 チュウオウシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　飯能市 ハンノウ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　藤枝市 フジエダ シ				　阪南市 ハンナン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　狭山市 サヤマシ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　早川町				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　身延町				　御前崎市 オマエザキ シ				　神戸市 コウベ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

												　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　入間市 イルマ シ				　藤沢市 フジサワ シ				　南部町				　牧之原市 マキノハラシ				　明石市 アカシ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

																　潮来市 イタコ シ				　日高市 ヒダカ シ				　小田原市 オダワラシ				　富士川町 フジカワ マチ				愛知県 アイチケン				奈良県 ナラケン				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																　守谷市 モリヤシ				　小川町 オガワチョウ				　三浦市 ミウラ				　昭和町 ショウワ マチ				　岡崎市 オカザキシ				　生駒市				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																								　開成町 カイセイ				　道志村				　半田市 ハンダ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																								新潟県 ニイガタケン				　西桂町				　豊田市				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　新潟市 ニイガタシ				　忍野村				　大府市 オオブシ				鳥取県 トットリケン				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　山中湖村				　田原市 タハラ シ				　米子市 ヨナゴシ				長崎県 ナガサキ ケン

																								　佐渡市 サドシ				　鳴沢村				　みよし市				　北栄町				　平戸市 ヒラド シ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　富士河口湖町				　武豊町 タケトヨチョウ				　南部町 ナンブ				　五島市 ゴトウ シ

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　小菅村				三重県 ミエケン				島根県 シマネ ケン				佐賀県 サガ ケン

																								　十日町市 トオカマチ シ				　丹波山村				　志摩市 シマシ				　松江市 マツエ シ				　佐賀市 サガ シ

																								富山県 トヤマケン								　南伊勢町 ミナミイセチョウ								　武雄市 タケオ シ

																								　魚津市 ウオヅシ

																								　南砺市 ナント シ

																								　立山町 タテヤマ マチ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ



































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.12（小川町・京田辺市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				新潟県 ニイガタケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　守谷市 モリヤシ				　千葉市 チバ シ				　新潟市 ニイガタシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　那珂市 ナカシ				　木更津市 キサラヅシ				　佐渡市 サドシ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　神流町 カンナマチ				　筑西市 チクセイシ				　成田市 ナリタ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　坂東市 バンドウ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京田辺市 キョウタナベ シ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　みなかみ町				　桜川市 サクラガワシ				　山武市 サンム				　十日町市 トオカマチ シ				　池田町 イケダ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　大泉町				　つくばみらい市 シ				　我孫子市 アビコ シ				富山県 トヤマケン				　立科町 タテシナ マチ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　魚津市 ウオヅシ				　白馬村 ハクバムラ				　与謝野町 ヨサノ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　水戸市 ミトシ				　茨城町 イバラキ マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南砺市 ナント シ				　小谷村 オタリムラ				大阪府				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　土浦市 ツチウラシ				　城里町 シロサト マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　大阪市 オオサカ				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　古河市 コガ シ				　東海村 トウカイムラ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				岐阜県 ギフ ケン				　豊中市 トヨナカ シ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　結城市 ユウキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　葛飾区 カツシカク				　金沢市 カナザワシ				　大垣市 オオガキ シ				　吹田市 スイタシ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　下妻市 シモツマ シ				　境町 サカイマチ				　多摩市 タマ シ				　加賀市 カガシ				静岡県 シズオカケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　静岡市 シズオカ シ				　枚方市				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　高萩市 タカハギシ				　さいたま市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　浜松市 ハママツ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　秩父市				　川崎市 カワサキシ				　北杜市 ホクト シ				　富士宮市 フジノミヤ シ				　阪南市 ハンナン				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　取手市 トリデ シ				　所沢市 トコロザワ				　相模原市 サガミハラ シ				　甲斐市 カイシ				　御殿場市 ゴテンバシ				兵庫県 ヒョウゴケン				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　牧之原市 マキノハラシ				　神戸市 コウベ シ				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　小川町 オガワチョウ				　鎌倉市 カマクラシ				　上野原市 ウエノハラ シ				愛知県 アイチケン				　明石市 アカシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

												　那珂川町 ナカガワマチ				　潮来市 イタコ シ								　小田原市 オダワラシ				　中央市 チュウオウシ				　岡崎市 オカザキシ				奈良県 ナラケン				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

																								　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　半田市 ハンダ シ				　生駒市				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　開成町 カイセイ				　富士川町 フジカワ マチ				　豊田市				和歌山県 ワカヤマ ケン				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																												　昭和町 ショウワ マチ				　大府市 オオブシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																																　田原市 タハラ シ				鳥取県 トットリケン				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																																　みよし市				　米子市 ヨナゴシ				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																																　武豊町 タケトヨチョウ				　北栄町				長崎県 ナガサキ ケン

																																三重県 ミエケン				　南部町 ナンブ				　平戸市 ヒラド シ

																																　志摩市 シマシ				島根県 シマネ ケン				　五島市 ゴトウ シ

																																　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　松江市 マツエ シ				佐賀県 サガ ケン

																																								　佐賀市 サガ シ

																																								　武雄市 タケオ シ



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.10（富谷市・木更津市・吹田市・豊中市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				新潟県 ニイガタケン				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　守谷市 モリヤシ				　千葉市 チバ シ				　新潟市 ニイガタシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　館林市  タテバヤシ シ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　野田市 ノダシ				　柏崎市 カシワザキ シ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　津山市				　菊池市 きくちし

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　藤岡市 フジオカシ				　那珂市 ナカシ				　木更津市 キサラヅシ				　佐渡市 サドシ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　神流町 カンナマチ				　筑西市 チクセイシ				　成田市 ナリタ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　総社市				　宇城市 うきし

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　坂東市 バンドウ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　妙高市 ミョウコウ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　みなかみ町				　桜川市 サクラガワシ				　山武市 サンム				　十日町市 トオカマチ シ				　池田町 イケダ マチ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　大泉町				　つくばみらい市 シ				　我孫子市 アビコ シ				富山県 トヤマケン				　立科町 タテシナ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　魚津市 ウオヅシ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　水戸市 ミトシ				　茨城町 イバラキ マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南砺市 ナント シ				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　土浦市 ツチウラシ				　城里町 シロサト マチ				東京都 トウキョウト				　立山町 タテヤマ マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　豊中市 トヨナカ シ				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								　野田村				　郡山市				　古河市 コガ シ				　東海村 トウカイムラ				　世田谷区 セタガヤ ク				石川県 イシカワケン				岐阜県 ギフ ケン				　吹田市 スイタシ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　結城市 ユウキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　葛飾区 カツシカク				　金沢市 カナザワシ				　大垣市 オオガキ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　下妻市 シモツマ シ				　境町 サカイマチ				　多摩市 タマ シ				　加賀市 カガシ				静岡県 シズオカケン				　枚方市				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　一戸町				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				埼玉県 サイタマケン				神奈川県 カナガワケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　静岡市 シズオカ シ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　鹿沼市 カヌマシ				　高萩市 タカハギシ				　さいたま市				　横浜市 ヨコハマシ				　南アルプス市 みなみ し				　浜松市 ハママツ シ				　阪南市 ハンナン				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

								　宮古市 ミヤコ シ				　大田原市 オオタワラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　秩父市				　川崎市 カワサキシ				　北杜市 ホクト シ				　富士宮市 フジノミヤ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

								宮城県 ミヤギ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　取手市 トリデ シ				　所沢市 トコロザワ				　相模原市 サガミハラ シ				　甲斐市 カイシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　神戸市 コウベ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　牛久市 ウシクシ				　深谷市 フカヤ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　牧之原市 マキノハラシ				　明石市 アカシ				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

								　富谷市 トミヤシ				　那須町 ナスマチ				　鹿嶋市 カシマ シ								　鎌倉市 カマクラシ				　上野原市 ウエノハラ シ				愛知県 アイチケン				奈良県 ナラケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

												　那珂川町 ナカガワマチ				　潮来市 イタコ シ								　小田原市 オダワラシ				　中央市 チュウオウシ				　岡崎市 オカザキシ				　生駒市				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

																								　三浦市 ミウラ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　半田市 ハンダ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　開成町 カイセイ				　富士川町 フジカワ マチ				　豊田市				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																												　昭和町 ショウワ マチ				　大府市 オオブシ				鳥取県 トットリケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																																　田原市 タハラ シ				　米子市 ヨナゴシ				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																																　みよし市				　北栄町				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																																　武豊町 タケトヨチョウ				　南部町 ナンブ				長崎県 ナガサキ ケン

																																三重県 ミエケン				島根県 シマネ ケン				　平戸市 ヒラド シ

																																　志摩市 シマシ				　松江市 マツエ シ				　五島市 ゴトウ シ

																																　南伊勢町 ミナミイセチョウ								佐賀県 サガ ケン

																																								　佐賀市 サガ シ

																																								　武雄市 タケオ シ



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.09（米子市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　米子市 ヨナゴシ				　平戸市 ヒラド シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　北栄町				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				　南部町 ナンブ				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				　大府市 オオブシ				島根県 シマネ ケン				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　下妻市 シモツマ シ				　野田市 ノダシ				　北杜市 ホクト シ				　田原市 タハラ シ				　松江市 マツエ シ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　我孫子市 アビコ シ				　甲斐市 カイシ				　みよし市				岡山県 オカヤマケン				熊本県

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　浦安市 ウラヤスシ				　笛吹市 フエ フ シ				　武豊町 タケトヨチョウ				　岡山市				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　上野原市 ウエノハラ シ				三重県 ミエケン				　津山市				　菊池市 きくちし

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　中央市 チュウオウシ				　志摩市 シマシ				　玉野市				　宇土市 うと し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　総社市				　宇城市 うきし

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				滋賀県 シガケン				　備前市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　湖南市 コナン シ				　瀬戸内市				　合志市 こう し し

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				京都府 キョウトフ				　赤磐市				　美里町 みさとまち

								　一戸町								　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　真庭市 マニワシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　和気町				　大津町 おおづまち

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　東御市 トウミ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　早島町				　菊陽町 きくようまち

								宮城県 ミヤギ												　坂東市 バンドウ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　松本市 マツモト シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　久米南町				　高森町 たかもりまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ												　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　美咲町				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				大阪府				　吉備中央町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				　大阪市 オオサカ				広島県 ヒロシマ ケン				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				　枚方市				　広島市 ヒロシマ シ				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　尾道市 オノミチ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　泉大津市 イズミオオツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				岐阜県 ギフ ケン				　阪南市 ハンナン				　高松市 タカマツ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　大垣市 オオガキ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				　神戸市 コウベ シ				愛媛県 エヒメケン				　串間市 クシマ シ

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　静岡市 シズオカ シ				　明石市 アカシ				　松山市 マツヤマ シ				鹿児島県 カゴシマケン

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				奈良県 ナラケン				福岡県 フクオカケン				　鹿児島市

																				　所沢市 トコロザワ				富山県 トヤマケン				　富士宮市 フジノミヤ シ				　生駒市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																				　深谷市 フカヤ シ				　魚津市 ウオヅシ				　御殿場市 ゴテンバシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　福岡市 フクオカシ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　南砺市 ナント シ				　牧之原市 マキノハラシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　大木町 オオキマチ				　久米島町 クメジママチ

																								　立山町 タテヤマ マチ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.05（気仙沼市・阪南市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　平戸市 ヒラド シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				　大府市 オオブシ				　松江市 マツエ シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　下妻市 シモツマ シ				　野田市 ノダシ				　北杜市 ホクト シ				　田原市 タハラ シ				岡山県 オカヤマケン				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　我孫子市 アビコ シ				　甲斐市 カイシ				　みよし市				　岡山市				熊本県

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　浦安市 ウラヤスシ				　笛吹市 フエ フ シ				　武豊町 タケトヨチョウ				　津山市				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　上野原市 ウエノハラ シ				三重県 ミエケン				　玉野市				　菊池市 きくちし

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　中央市 チュウオウシ				　志摩市 シマシ				　総社市				　宇土市 うと し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　備前市				　宇城市 うきし

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				滋賀県 シガケン				　瀬戸内市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　湖南市 コナン シ				　赤磐市				　合志市 こう し し

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				京都府 キョウトフ				　真庭市 マニワシ				　美里町 みさとまち

								　一戸町								　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　和気町				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　早島町				　大津町 おおづまち

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　東御市 トウミ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　久米南町				　菊陽町 きくようまち

								宮城県 ミヤギ												　坂東市 バンドウ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　松本市 マツモト シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　美咲町				　高森町 たかもりまち

								　気仙沼市 ケセンヌマ シ												　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　吉備中央町				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				大阪府				広島県 ヒロシマ ケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				　大阪市 オオサカ				　広島市 ヒロシマ シ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				　枚方市				　尾道市 オノミチ シ				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				香川県 カガワ ケン				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　泉大津市 イズミオオツ シ				　高松市 タカマツ シ				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				岐阜県 ギフ ケン				　阪南市 ハンナン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　大垣市 オオガキ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				愛媛県 エヒメケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				　神戸市 コウベ シ				　松山市 マツヤマ シ				　串間市 クシマ シ

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　静岡市 シズオカ シ				　明石市 アカシ				福岡県 フクオカケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				奈良県 ナラケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　鹿児島市

																				　所沢市 トコロザワ				富山県 トヤマケン				　富士宮市 フジノミヤ シ				　生駒市				　福岡市 フクオカシ				　知名町 チナチョウ

																				　深谷市 フカヤ シ				　魚津市 ウオヅシ				　御殿場市 ゴテンバシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　大木町 オオキマチ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　南砺市 ナント シ				　牧之原市 マキノハラシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう								　久米島町 クメジママチ

																								　立山町 タテヤマ マチ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.04（千葉県・田原市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　平戸市 ヒラド シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　五島市 ゴトウ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				　大府市 オオブシ				　松江市 マツエ シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　下妻市 シモツマ シ				　野田市 ノダシ				　北杜市 ホクト シ				　田原市 タハラ シ				岡山県 オカヤマケン				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　我孫子市 アビコ シ				　甲斐市 カイシ				　みよし市				　岡山市				熊本県

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　浦安市 ウラヤスシ				　笛吹市 フエ フ シ				　武豊町 タケトヨチョウ				　津山市				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　上野原市 ウエノハラ シ				三重県 ミエケン				　玉野市				　菊池市 きくちし

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　中央市 チュウオウシ				　志摩市 シマシ				　総社市				　宇土市 うと し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　備前市				　宇城市 うきし

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				滋賀県 シガケン				　瀬戸内市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　湖南市 コナン シ				　赤磐市				　合志市 こう し し

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				京都府 キョウトフ				　真庭市 マニワシ				　美里町 みさとまち

								　一戸町								　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　和気町				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　早島町				　大津町 おおづまち

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　東御市 トウミ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　久米南町				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　松本市 マツモト シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　美咲町				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　吉備中央町				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				大阪府				広島県 ヒロシマ ケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				　大阪市 オオサカ				　広島市 ヒロシマ シ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				　枚方市				　尾道市 オノミチ シ				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				香川県 カガワ ケン				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　泉大津市 イズミオオツ シ				　高松市 タカマツ シ				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				愛媛県 エヒメケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　松山市 マツヤマ シ				　串間市 クシマ シ

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				福岡県 フクオカケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　鹿児島市

																				　所沢市 トコロザワ				富山県 トヤマケン				　富士宮市 フジノミヤ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　福岡市 フクオカシ				　知名町 チナチョウ

																				　深谷市 フカヤ シ				　魚津市 ウオヅシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　大木町 オオキマチ				沖縄県 オキナワ ケン

																								　南砺市 ナント シ				　牧之原市 マキノハラシ												　久米島町 クメジママチ

																								　立山町 タテヤマ マチ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.02.02（岡山市ほか12市町（１表明済）・武豊町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				島根県 シマネ ケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　松江市 マツエ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				岡山県 オカヤマケン				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				　岡山市				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				　大府市 オオブシ				　津山市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　下妻市 シモツマ シ				　野田市 ノダシ				　北杜市 ホクト シ				　みよし市				　玉野市				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　我孫子市 アビコ シ				　甲斐市 カイシ				　武豊町 タケトヨチョウ				　総社市				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　浦安市 ウラヤスシ				　笛吹市 フエ フ シ				三重県 ミエケン				　備前市				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　志摩市 シマシ				　瀬戸内市				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　中央市 チュウオウシ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　赤磐市				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				滋賀県 シガケン				　真庭市 マニワシ				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				　湖南市 コナン シ				　和気町				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				京都府 キョウトフ				　早島町				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				　京都市 キョウトシ				　久米南町				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町								　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　小諸市 コモロ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　美咲町				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　佐久市 サクシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　吉備中央町				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　東御市 トウミ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				広島県 ヒロシマ ケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　坂東市 バンドウ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				　松本市 マツモト シ				　与謝野町 ヨサノ				　広島市 ヒロシマ シ				　御船町 みふねまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				　尾道市 オノミチ シ				　嘉島町 かしままち

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				　大阪市 オオサカ				香川県 カガワ ケン				　益城町 ましき まち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				　枚方市				　高松市 タカマツ シ				　甲佐町 こうさまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				愛媛県 エヒメケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				兵庫県 ヒョウゴケン				　松山市 マツヤマ シ				　串間市 クシマ シ

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				岐阜県 ギフ ケン				　神戸市 コウベ シ				福岡県 フクオカケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　大垣市 オオガキ シ				　明石市 アカシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　鹿児島市

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				　福岡市 フクオカシ				　知名町 チナチョウ

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　大木町 オオキマチ				沖縄県 オキナワ ケン

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				長崎県 ナガサキ ケン				　久米島町 クメジママチ

																				　所沢市 トコロザワ				富山県 トヤマケン				　富士宮市 フジノミヤ シ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　平戸市 ヒラド シ

																				　深谷市 フカヤ シ				　魚津市 ウオヅシ				　御殿場市 ゴテンバシ				鳥取県 トットリケン				　五島市 ゴトウ シ

																								　南砺市 ナント シ				　牧之原市 マキノハラシ				　北栄町

																								　立山町 タテヤマ マチ								　南部町 ナンブ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ







































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.01.29（横須賀市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　下妻市 シモツマ シ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　牧之原市 マキノハラシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				愛知県 アイチケン				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　岡崎市 オカザキシ				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　半田市 ハンダ シ				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				　豊田市				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　大府市 オオブシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　みよし市				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町								　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				三重県 ミエケン				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　志摩市 シマシ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　坂東市 バンドウ シ				　横須賀市 ヨコスカ シ				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　池田町 イケダ マチ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				　立科町 タテシナ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　枚方市				　平戸市 ヒラド シ				沖縄県 オキナワ ケン

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ								　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　五島市 ゴトウ シ				　久米島町 クメジママチ

																				　所沢市 トコロザワ												　泉大津市 イズミオオツ シ

																				　深谷市 フカヤ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.01.25（深谷市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　下妻市 シモツマ シ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　牧之原市 マキノハラシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				愛知県 アイチケン				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　岡崎市 オカザキシ				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　半田市 ハンダ シ				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				　豊田市				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　大府市 オオブシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　みよし市				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町								　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				三重県 ミエケン				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　志摩市 シマシ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　坂東市 バンドウ シ				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　つくばみらい市 シ				　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　城里町 シロサト マチ				　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　東海村 トウカイムラ				　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				　境町 サカイマチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				埼玉県 サイタマケン				　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　さいたま市				　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　枚方市				　平戸市 ヒラド シ				沖縄県 オキナワ ケン

																				　秩父市												　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　五島市 ゴトウ シ				　久米島町 クメジママチ

																				　所沢市 トコロザワ												　泉大津市 イズミオオツ シ

																				　深谷市 フカヤ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.01.22（久米島町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　下妻市 シモツマ シ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　牧之原市 マキノハラシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				愛知県 アイチケン				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　岡崎市 オカザキシ				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　半田市 ハンダ シ				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				　豊田市				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　大府市 オオブシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　みよし市				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町								　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				三重県 ミエケン				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　志摩市 シマシ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　坂東市 バンドウ シ				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　つくばみらい市 シ				　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　城里町 シロサト マチ				　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　東海村 トウカイムラ				　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				　境町 サカイマチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				埼玉県 サイタマケン				　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　さいたま市				　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　枚方市				　平戸市 ヒラド シ				沖縄県 オキナワ ケン

																				　秩父市												　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　五島市 ゴトウ シ				　久米島町 クメジママチ

																				　所沢市 トコロザワ												　泉大津市 イズミオオツ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.01.19（嬬恋村・下妻市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　下妻市 シモツマ シ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　牧之原市 マキノハラシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				愛知県 アイチケン				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　取手市 トリデ シ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　岡崎市 オカザキシ				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　半田市 ハンダ シ				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				　豊田市				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　嬬恋村 ツマゴイムラ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　大府市 オオブシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　みよし市				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町								　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				三重県 ミエケン				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　志摩市 シマシ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　坂東市 バンドウ シ				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　つくばみらい市 シ				　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　城里町 シロサト マチ				　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　東海村 トウカイムラ				　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				　境町 サカイマチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				埼玉県 サイタマケン				　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　さいたま市				　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　枚方市				　平戸市 ヒラド シ

																				　秩父市												　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　五島市 ゴトウ シ

																				　所沢市 トコロザワ												　泉大津市 イズミオオツ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.01.13（富士宮市・館林市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　富士宮市 フジノミヤ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　牧之原市 マキノハラシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				愛知県 アイチケン				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　館林市  タテバヤシ シ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　岡崎市 オカザキシ				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　藤岡市 フジオカシ				　鹿嶋市 カシマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　半田市 ハンダ シ				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　神流町 カンナマチ				　潮来市 イタコ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				　豊田市				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　みなかみ町				　守谷市 モリヤシ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　大府市 オオブシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ				　大泉町				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　みよし市				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町												　那珂市 ナカシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				三重県 ミエケン				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　筑西市 チクセイシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　志摩市 シマシ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　坂東市 バンドウ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				滋賀県 シガケン				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				　湖南市 コナン シ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				京都府 キョウトフ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　京都市 キョウトシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　京丹後市 キョウタンゴシ				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				大阪府				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　大阪市 オオサカ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　枚方市				　平戸市 ヒラド シ

																				　所沢市 トコロザワ												　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　五島市 ゴトウ シ

																																　泉大津市 イズミオオツ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.01.08（牧之原市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　御殿場市 ゴテンバシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　牧之原市 マキノハラシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　みなかみ町				　潮来市 イタコ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				　大府市 オオブシ				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　大泉町				　守谷市 モリヤシ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　みよし市				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ								　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				三重県 ミエケン				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町												　那珂市 ナカシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　志摩市 シマシ				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　筑西市 チクセイシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　坂東市 バンドウ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				滋賀県 シガケン				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				　湖南市 コナン シ				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				京都府 キョウトフ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				　京都市 キョウトシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				　与謝野町 ヨサノ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				大阪府				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				　大阪市 オオサカ				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　枚方市				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　平戸市 ヒラド シ

																				　所沢市 トコロザワ												　泉大津市 イズミオオツ シ				　五島市 ゴトウ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



21.01.07（大府市・鹿沼市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　鹿沼市 カヌマシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　大田原市 オオタワラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　御殿場市 ゴテンバシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				愛知県 アイチケン				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				群馬県 グンマケン				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　岡崎市 オカザキシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　太田市  オオタシ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　半田市 ハンダ シ				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　藤岡市 フジオカシ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　豊田市				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　神流町 カンナマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　大府市 オオブシ				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　みなかみ町				　潮来市 イタコ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ				　大泉町				　守谷市 モリヤシ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ								　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町												　那珂市 ナカシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　筑西市 チクセイシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				滋賀県 シガケン				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　坂東市 バンドウ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　湖南市 コナン シ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				京都府 キョウトフ				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				　京都市 キョウトシ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				　宮津市 ミヤヅ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　与謝野町 ヨサノ				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				大阪府				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				　大阪市 オオサカ				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				　枚方市				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　泉大津市 イズミオオツ シ				　平戸市 ヒラド シ

																				　所沢市 トコロザワ																　五島市 ゴトウ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.25（川西町） (モノクロ）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　御殿場市 ゴテンバシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				愛知県 アイチケン				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　岡崎市 オカザキシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　半田市 ハンダ シ				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　豊田市				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　みよし市				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				三重県 ミエケン				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ								　守谷市 モリヤシ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　志摩市 シマシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ								　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町												　那珂市 ナカシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				滋賀県 シガケン				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　筑西市 チクセイシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　湖南市 コナン シ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　坂東市 バンドウ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				京都府 キョウトフ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				　京都市 キョウトシ				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　与謝野町 ヨサノ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				　大阪市 オオサカ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				　枚方市				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら								　平戸市 ヒラド シ

																				　所沢市 トコロザワ																　五島市 ゴトウ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.25（川西町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　御殿場市 ゴテンバシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				愛知県 アイチケン				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　川西町 カワニシ マチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　岡崎市 オカザキシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　飯豊町 イイデ マチ				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　半田市 ハンダ シ				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　庄内町 ショウナイ マチ				　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　豊田市				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				福島県 フクシマケン				　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　みよし市				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　郡山市				　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				三重県 ミエケン				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大熊町 オオクママチ								　守谷市 モリヤシ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　志摩市 シマシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　浪江町 ナミエマチ								　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町												　那珂市 ナカシ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				滋賀県 シガケン				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　筑西市 チクセイシ				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　湖南市 コナン シ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ												　坂東市 バンドウ シ				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				京都府 キョウトフ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　桜川市 サクラガワシ				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				　京都市 キョウトシ				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																				　つくばみらい市 シ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　城里町 シロサト マチ				新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　与謝野町 ヨサノ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　東海村 トウカイムラ				　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				　大阪市 オオサカ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																				　境町 サカイマチ				　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				　枚方市				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市				　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら								　平戸市 ヒラド シ

																				　所沢市 トコロザワ																　五島市 ゴトウ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.23（北杜市・南陽市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				岐阜県 ギフ ケン				兵庫県 ヒョウゴケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　大垣市 オオガキ シ				　神戸市 コウベ シ				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				静岡県 シズオカケン				　明石市 アカシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　静岡市 シズオカ シ				奈良県 ナラケン				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　南陽市 ナンヨウ シ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　生駒市				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　御殿場市 ゴテンバシ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				愛知県 アイチケン				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　宇土市 うと し

								　二戸市				　飯豊町 イイデ マチ				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　岡崎市 オカザキシ				鳥取県 トットリケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　庄内町 ショウナイ マチ				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　半田市 ハンダ シ				　北栄町				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				福島県 フクシマケン				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　北杜市 ホクト シ				　豊田市				　南部町 ナンブ				　合志市 こう し し

								　軽米町				　郡山市				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　甲斐市 カイシ				　みよし市				島根県 シマネ ケン				　美里町 みさとまち

								　野田村				　大熊町 オオクママチ				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　笛吹市 フエ フ シ				三重県 ミエケン				　松江市 マツエ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　浪江町 ナミエマチ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　上野原市 ウエノハラ シ				　志摩市 シマシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　洋野町				栃木県 トチギケン				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　中央市 チュウオウシ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　大田原市 オオタワラシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				滋賀県 シガケン				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　富士川町 フジカワ マチ				　湖南市 コナン シ				　広島市 ヒロシマ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				　昭和町 ショウワ マチ				京都府 キョウトフ				　尾道市 オノミチ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

												　那須町 ナスマチ								　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				長野県 ナガノケン				　京都市 キョウトシ				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

												　那珂川町 ナカガワマチ								　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　小諸市 コモロ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　高松市 タカマツ シ				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　佐久市 サクシ				　京丹後市 キョウタンゴシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　東御市 トウミ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　松本市 マツモト シ				　与謝野町 ヨサノ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				福岡県 フクオカケン				宮崎県 ミヤザキ ケン

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　池田町 イケダ マチ				　大阪市 オオサカ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　串間市 クシマ シ

																								　佐渡市 サドシ				　立科町 タテシナ マチ				　枚方市				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　白馬村 ハクバムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　小谷村 オタリムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら								　平戸市 ヒラド シ

																																				　五島市 ゴトウ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.21（松本市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　飯豊町 イイデ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　宇土市 うと し

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　郡山市				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　甲斐市 カイシ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　合志市 こう し し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　笛吹市 フエ フ シ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				滋賀県 シガケン				　広島市 ヒロシマ シ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　湖南市 コナン シ				　尾道市 オノミチ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				京都府 キョウトフ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　京都市 キョウトシ				　高松市 タカマツ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

												　那珂川町 ナカガワマチ								　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				愛媛県 エヒメケン				　御船町 みふねまち

																				　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　松山市 マツヤマ シ				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　東御市 トウミ シ				　与謝野町 ヨサノ				福岡県 フクオカケン				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　松本市 マツモト シ				大阪府				　北九州市 キタキュウシュウシ				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　大阪市 オオサカ				　福岡市 フクオカシ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　池田町 イケダ マチ				　枚方市				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　立科町 タテシナ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　串間市 クシマ シ

																								　佐渡市 サドシ				　白馬村 ハクバムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　平戸市 ヒラド シ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　小谷村 オタリムラ				兵庫県 ヒョウゴケン				　五島市 ゴトウ シ				　鹿児島市

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　神戸市 コウベ シ								　知名町 チナチョウ

																								　十日町市 トオカマチ シ				岐阜県 ギフ ケン				　明石市 アカシ

																												　大垣市 オオガキ シ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.17（大垣市・柏崎市・東御市・五島市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　飯豊町 イイデ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　宇土市 うと し

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　郡山市				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　甲斐市 カイシ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　合志市 こう し し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　笛吹市 フエ フ シ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				滋賀県 シガケン				　広島市 ヒロシマ シ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　湖南市 コナン シ				　尾道市 オノミチ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				京都府 キョウトフ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　京都市 キョウトシ				　高松市 タカマツ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

												　那珂川町 ナカガワマチ								　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				愛媛県 エヒメケン				　御船町 みふねまち

																				　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　松山市 マツヤマ シ				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　東御市 トウミ シ				　与謝野町 ヨサノ				福岡県 フクオカケン				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				　北九州市 キタキュウシュウシ				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　池田町 イケダ マチ				　大阪市 オオサカ				　福岡市 フクオカシ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　立科町 タテシナ マチ				　枚方市				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

																								　柏崎市 カシワザキ シ				　白馬村 ハクバムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　串間市 クシマ シ

																								　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　平戸市 ヒラド シ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				兵庫県 ヒョウゴケン				　五島市 ゴトウ シ				　鹿児島市

																								　妙高市 ミョウコウ シ				岐阜県 ギフ ケン				　神戸市 コウベ シ								　知名町 チナチョウ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　大垣市 オオガキ シ				　明石市 アカシ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.15（飯豊町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　飯豊町 イイデ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　宇土市 うと し

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　郡山市				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　甲斐市 カイシ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　合志市 こう し し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　笛吹市 フエ フ シ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				滋賀県 シガケン				　広島市 ヒロシマ シ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　湖南市 コナン シ				　尾道市 オノミチ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				京都府 キョウトフ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　京都市 キョウトシ				　高松市 タカマツ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

												　那珂川町 ナカガワマチ								　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				愛媛県 エヒメケン				　御船町 みふねまち

																				　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　松山市 マツヤマ シ				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　与謝野町 ヨサノ				福岡県 フクオカケン				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　池田町 イケダ マチ				大阪府				　北九州市 キタキュウシュウシ				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　立科町 タテシナ マチ				　大阪市 オオサカ				　福岡市 フクオカシ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　白馬村 ハクバムラ				　枚方市				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

																								　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　串間市 クシマ シ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　泉大津市 イズミオオツ シ				　平戸市 ヒラド シ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　妙高市 ミョウコウ シ								兵庫県 ヒョウゴケン								　鹿児島市

																								　十日町市 トオカマチ シ								　神戸市 コウベ シ								　知名町 チナチョウ

																																　明石市 アカシ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.14（京丹後市・栃木県・鹿児島県）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　宇土市 うと し

								　二戸市				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　甲斐市 カイシ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　合志市 こう し し

								　軽米町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　笛吹市 フエ フ シ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				滋賀県 シガケン				　広島市 ヒロシマ シ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　湖南市 コナン シ				　尾道市 オノミチ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				京都府 キョウトフ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　京都市 キョウトシ				　高松市 タカマツ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　京丹後市 キョウタンゴシ				愛媛県 エヒメケン				　御船町 みふねまち

																				　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　松山市 マツヤマ シ				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　与謝野町 ヨサノ				福岡県 フクオカケン				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　池田町 イケダ マチ				大阪府				　北九州市 キタキュウシュウシ				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　立科町 タテシナ マチ				　大阪市 オオサカ				　福岡市 フクオカシ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　白馬村 ハクバムラ				　枚方市				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

																								　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　串間市 クシマ シ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　泉大津市 イズミオオツ シ				　平戸市 ヒラド シ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　妙高市 ミョウコウ シ								兵庫県 ヒョウゴケン								　鹿児島市

																								　十日町市 トオカマチ シ								　神戸市 コウベ シ								　知名町 チナチョウ

																																　明石市 アカシ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.11（串間市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　宇土市 うと し

								　二戸市				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　甲斐市 カイシ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　合志市 こう し し

								　軽米町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　笛吹市 フエ フ シ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				滋賀県 シガケン				　広島市 ヒロシマ シ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　湖南市 コナン シ				　尾道市 オノミチ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				京都府 キョウトフ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　京都市 キョウトシ				　高松市 タカマツ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				愛媛県 エヒメケン				　御船町 みふねまち

																				　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				　与謝野町 ヨサノ				　松山市 マツヤマ シ				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				福岡県 フクオカケン				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　池田町 イケダ マチ				　大阪市 オオサカ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　立科町 タテシナ マチ				　枚方市				　福岡市 フクオカシ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　白馬村 ハクバムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　大木町 オオキマチ				宮崎県 ミヤザキ ケン

																								　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　串間市 クシマ シ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				兵庫県 ヒョウゴケン				　平戸市 ヒラド シ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　妙高市 ミョウコウ シ								　神戸市 コウベ シ								　鹿児島市

																								　十日町市 トオカマチ シ								　明石市 アカシ								　知名町 チナチョウ



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.9（大阪市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　宇土市 うと し

								　二戸市				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　甲斐市 カイシ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　合志市 こう し し

								　軽米町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　笛吹市 フエ フ シ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				滋賀県 シガケン				　広島市 ヒロシマ シ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　湖南市 コナン シ				　尾道市 オノミチ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				京都府 キョウトフ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　京都市 キョウトシ				　高松市 タカマツ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				愛媛県 エヒメケン				　御船町 みふねまち

																				　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				　与謝野町 ヨサノ				　松山市 マツヤマ シ				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				福岡県 フクオカケン				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　池田町 イケダ マチ				　大阪市 オオサカ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　立科町 タテシナ マチ				　枚方市				　福岡市 フクオカシ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　白馬村 ハクバムラ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　大木町 オオキマチ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　鹿児島市

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				兵庫県 ヒョウゴケン				　平戸市 ヒラド シ				　知名町 チナチョウ

																								　妙高市 ミョウコウ シ								　神戸市 コウベ シ

																								　十日町市 トオカマチ シ								　明石市 アカシ



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.8（広島市・石狩市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　佐賀市 サガ シ

								　石狩市 イシカリ シ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　宇土市 うと し

								　二戸市				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　甲斐市 カイシ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　合志市 こう し し

								　軽米町				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　笛吹市 フエ フ シ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				滋賀県 シガケン				　広島市 ヒロシマ シ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　湖南市 コナン シ				　尾道市 オノミチ シ				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				京都府 キョウトフ				香川県 カガワ ケン				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　京都市 キョウトシ				　高松市 タカマツ シ				　西原村 にしはらむら

								　宮古市 ミヤコ シ				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　宮津市 ミヤヅ シ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				愛媛県 エヒメケン				　御船町 みふねまち

																				　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				　与謝野町 ヨサノ				　松山市 マツヤマ シ				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				福岡県 フクオカケン				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　池田町 イケダ マチ				　枚方市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　立科町 タテシナ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　福岡市 フクオカシ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　白馬村 ハクバムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　大木町 オオキマチ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				兵庫県 ヒョウゴケン				長崎県 ナガサキ ケン				　鹿児島市

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　神戸市 コウベ シ				　平戸市 ヒラド シ				　知名町 チナチョウ

																								　妙高市 ミョウコウ シ								　明石市 アカシ

																								　十日町市 トオカマチ シ



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.7（松江市・八千代市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				富山県 トヤマケン				静岡県 シズオカケン				奈良県 ナラケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　千葉市 チバ シ				　魚津市 ウオヅシ				　静岡市 シズオカ シ				　生駒市				　佐賀市 サガ シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　成田市 ナリタ シ				　南砺市 ナント シ				　浜松市 ハママツ シ				和歌山県 ワカヤマ ケン				　武雄市 タケオ シ

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　八千代市 ヤチヨ シ				　立山町 タテヤマ マチ				　御殿場市 ゴテンバシ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				熊本県

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　山武市 サンム				石川県 イシカワケン				愛知県 アイチケン				鳥取県 トットリケン				　熊本市 クマモトシ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　野田市 ノダシ				　金沢市 カナザワシ				　岡崎市 オカザキシ				　北栄町				　菊池市 きくちし

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　我孫子市 アビコ シ				　加賀市 カガシ				　半田市 ハンダ シ				　南部町 ナンブ				　宇土市 うと し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　浦安市 ウラヤスシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　豊田市				島根県 シマネ ケン				　宇城市 うきし

								　普代村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　南アルプス市 みなみ し				　みよし市				　松江市 マツエ シ				　阿蘇市 あそ し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				東京都 トウキョウト				　甲斐市 カイシ				三重県 ミエケン				岡山県 オカヤマケン				　合志市 こう し し

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　笛吹市 フエ フ シ				　志摩市 シマシ				　真庭市 マニワ シ				　美里町 みさとまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				広島県 ヒロシマ ケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				滋賀県 シガケン				　尾道市 オノミチ シ				　大津町 おおづまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　湖南市 コナン シ				香川県 カガワ ケン				　菊陽町 きくようまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				京都府 キョウトフ				　高松市 タカマツ シ				　高森町 たかもりまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				埼玉県 サイタマケン				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　京都市 キョウトシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　西原村 にしはらむら

												　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				　さいたま市				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　宮津市 ミヤヅ シ				愛媛県 エヒメケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　秩父市				　鎌倉市 カマクラシ				　小諸市 コモロ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　松山市 マツヤマ シ				　御船町 みふねまち

																				　所沢市 トコロザワ				　小田原市 オダワラシ				　佐久市 サクシ				　与謝野町 ヨサノ				福岡県 フクオカケン				　嘉島町 かしままち

																								　三浦市 ミウラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				大阪府				　北九州市 キタキュウシュウシ				　益城町 ましき まち

																								　開成町 カイセイ				　池田町 イケダ マチ				　枚方市				　福岡市 フクオカシ				　甲佐町 こうさまち

																								新潟県 ニイガタケン				　立科町 タテシナ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　大木町 オオキマチ				　山都町 やま と まち

																								　新潟市 ニイガタシ				　白馬村 ハクバムラ				　泉大津市 イズミオオツ シ				長崎県 ナガサキ ケン				鹿児島県 カゴシマケン

																								　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				兵庫県 ヒョウゴケン				　平戸市 ヒラド シ				　鹿児島市

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　神戸市 コウベ シ								　知名町 チナチョウ

																								　妙高市 ミョウコウ シ								　明石市 アカシ

																								　十日町市 トオカマチ シ



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.3（那智勝浦町・高松市・静岡市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				新潟県 ニイガタケン				長野県 ナガノケン				大阪府				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　さいたま市				　新潟市 ニイガタシ				　小諸市 コモロ シ				　枚方市				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　秩父市				　佐渡市 サドシ				　佐久市 サクシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　所沢市 トコロザワ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				千葉県 チバケン				　妙高市 ミョウコウ シ				　池田町 イケダ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　立科町 タテシナ マチ				　神戸市 コウベ シ				熊本県

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　成田市 ナリタ シ				富山県 トヤマケン				　白馬村 ハクバムラ				　明石市 アカシ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　山武市 サンム				　魚津市 ウオヅシ				　小谷村 オタリムラ				奈良県 ナラケン				　菊池市 きくちし

								　普代村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　野田市 ノダシ				　南砺市 ナント シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　生駒市				　宇土市 うと し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　我孫子市 アビコ シ				　立山町 タテヤマ マチ				静岡県 シズオカケン				和歌山県 ワカヤマ ケン				　宇城市 うきし

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　浦安市 ウラヤスシ				石川県 イシカワケン				　静岡市 シズオカ シ				　那智勝浦町 なちかつうらちょう				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　金沢市 カナザワシ				　浜松市 ハママツ シ				鳥取県 トットリケン				　合志市 こう し し

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				東京都 トウキョウト				　加賀市 カガシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　北栄町				　美里町 みさとまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				山梨県 ヤマナシ ケン				愛知県 アイチケン				　南部町 ナンブ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　南アルプス市 みなみ し				　岡崎市 オカザキシ				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ								　多摩市 タマ シ				　甲斐市 カイシ				　半田市 ハンダ シ				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

												　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ								神奈川県 カナガワケン				　笛吹市 フエ フ シ				　豊田市				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

																								　横浜市 ヨコハマシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　みよし市				　尾道市 オノミチ シ				　西原村 にしはらむら

																								　川崎市 カワサキシ				　中央市 チュウオウシ				三重県 ミエケン				香川県 カガワ ケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																								　相模原市 サガミハラ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　志摩市 シマシ				　高松市 タカマツ シ				　御船町 みふねまち

																								　鎌倉市 カマクラシ				　富士川町 フジカワ マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　嘉島町 かしままち

																								　小田原市 オダワラシ				　昭和町 ショウワ マチ				滋賀県 シガケン				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

																								　三浦市 ミウラ								　湖南市 コナン シ				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

																								　開成町 カイセイ								京都府 キョウトフ				福岡県 フクオカケン				　山都町 やま と まち

																																　京都市 キョウトシ				　北九州市 キタキュウシュウシ				鹿児島県 カゴシマケン

																																　宮津市 ミヤヅ シ				　福岡市 フクオカシ				　鹿児島市

																																　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　大木町 オオキマチ				　知名町 チナチョウ

																																　与謝野町 ヨサノ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.1-２（南伊勢町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				新潟県 ニイガタケン				長野県 ナガノケン				大阪府				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　さいたま市				　新潟市 ニイガタシ				　小諸市 コモロ シ				　枚方市				　佐賀市 サガ シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　秩父市				　佐渡市 サドシ				　佐久市 サクシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　武雄市 タケオ シ

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　所沢市 トコロザワ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				熊本県

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				千葉県 チバケン				　妙高市 ミョウコウ シ				　池田町 イケダ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　熊本市 クマモトシ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　立科町 タテシナ マチ				　神戸市 コウベ シ				　菊池市 きくちし

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　成田市 ナリタ シ				富山県 トヤマケン				　白馬村 ハクバムラ				　明石市 アカシ				　宇土市 うと し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　山武市 サンム				　魚津市 ウオヅシ				　小谷村 オタリムラ				奈良県 ナラケン				　宇城市 うきし

								　普代村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　野田市 ノダシ				　南砺市 ナント シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　生駒市				　阿蘇市 あそ し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　我孫子市 アビコ シ				　立山町 タテヤマ マチ				静岡県 シズオカケン				鳥取県 トットリケン				　合志市 こう し し

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　浦安市 ウラヤスシ				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　北栄町				　美里町 みさとまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　金沢市 カナザワシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　南部町 ナンブ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				東京都 トウキョウト				　加賀市 カガシ				愛知県 アイチケン				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				山梨県 ヤマナシ ケン				　岡崎市 オカザキシ				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　南アルプス市 みなみ し				　半田市 ハンダ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ								　多摩市 タマ シ				　甲斐市 カイシ				　豊田市				　尾道市 オノミチ シ				　西原村 にしはらむら

												　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ								神奈川県 カナガワケン				　笛吹市 フエ フ シ				　みよし市				香川県 カガワ ケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																								　横浜市 ヨコハマシ				　上野原市 ウエノハラ シ				三重県 ミエケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　御船町 みふねまち

																								　川崎市 カワサキシ				　中央市 チュウオウシ				　志摩市 シマシ				愛媛県 エヒメケン				　嘉島町 かしままち

																								　相模原市 サガミハラ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　南伊勢町 ミナミイセチョウ				　松山市 マツヤマ シ				　益城町 ましき まち

																								　鎌倉市 カマクラシ				　富士川町 フジカワ マチ				滋賀県 シガケン				福岡県 フクオカケン				　甲佐町 こうさまち

																								　小田原市 オダワラシ				　昭和町 ショウワ マチ				　湖南市 コナン シ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　山都町 やま と まち

																								　三浦市 ミウラ								京都府 キョウトフ				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　開成町 カイセイ								　京都市 キョウトシ				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																																　宮津市 ミヤヅ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																																　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　平戸市 ヒラド シ

																																　与謝野町 ヨサノ



																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.12.1（新潟市・神戸市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				新潟県 ニイガタケン				長野県 ナガノケン				大阪府				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　さいたま市				　新潟市 ニイガタシ				　小諸市 コモロ シ				　枚方市				　佐賀市 サガ シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　秩父市				　佐渡市 サドシ				　佐久市 サクシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　武雄市 タケオ シ

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　所沢市 トコロザワ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				熊本県

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				千葉県 チバケン				　妙高市 ミョウコウ シ				　池田町 イケダ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　熊本市 クマモトシ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　千葉市 チバ シ				　十日町市 トオカマチ シ				　立科町 タテシナ マチ				　神戸市 コウベ シ				　菊池市 きくちし

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　成田市 ナリタ シ				富山県 トヤマケン				　白馬村 ハクバムラ				　明石市 アカシ				　宇土市 うと し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　山武市 サンム				　魚津市 ウオヅシ				　小谷村 オタリムラ				奈良県 ナラケン				　宇城市 うきし

								　普代村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　野田市 ノダシ				　南砺市 ナント シ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　生駒市				　阿蘇市 あそ し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　我孫子市 アビコ シ				　立山町 タテヤマ マチ				静岡県 シズオカケン				鳥取県 トットリケン				　合志市 こう し し

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　浦安市 ウラヤスシ				石川県 イシカワケン				　浜松市 ハママツ シ				　北栄町				　美里町 みさとまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　金沢市 カナザワシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　南部町 ナンブ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				東京都 トウキョウト				　加賀市 カガシ				愛知県 アイチケン				岡山県 オカヤマケン				　大津町 おおづまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				山梨県 ヤマナシ ケン				　岡崎市 オカザキシ				　真庭市 マニワ シ				　菊陽町 きくようまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　南アルプス市 みなみ し				　半田市 ハンダ シ				広島県 ヒロシマ ケン				　高森町 たかもりまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ								　多摩市 タマ シ				　甲斐市 カイシ				　豊田市				　尾道市 オノミチ シ				　西原村 にしはらむら

												　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ								神奈川県 カナガワケン				　笛吹市 フエ フ シ				　みよし市				香川県 カガワ ケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																								　横浜市 ヨコハマシ				　上野原市 ウエノハラ シ				三重県 ミエケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　御船町 みふねまち

																								　川崎市 カワサキシ				　中央市 チュウオウシ				　志摩市 シマシ				愛媛県 エヒメケン				　嘉島町 かしままち

																								　相模原市 サガミハラ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				滋賀県 シガケン				　松山市 マツヤマ シ				　益城町 ましき まち

																								　鎌倉市 カマクラシ				　富士川町 フジカワ マチ				　湖南市 コナン シ				福岡県 フクオカケン				　甲佐町 こうさまち

																								　小田原市 オダワラシ				　昭和町 ショウワ マチ				京都府 キョウトフ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　山都町 やま と まち

																								　三浦市 ミウラ								　京都市 キョウトシ				　福岡市 フクオカシ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　開成町 カイセイ								　宮津市 ミヤヅ シ				　大木町 オオキマチ				　鹿児島市

																																　大山崎町 オオヤマザキ マチ				長崎県 ナガサキ ケン				　知名町 チナチョウ

																																　与謝野町 ヨサノ				　平戸市 ヒラド シ





																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.11.25（成田市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				新潟県 ニイガタケン				長野県 ナガノケン				大阪府				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　さいたま市				　佐渡市 サドシ				　小諸市 コモロ シ				　枚方市				　佐賀市 サガ シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　秩父市				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　佐久市 サクシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　武雄市 タケオ シ

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　所沢市 トコロザワ				　妙高市 ミョウコウ シ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				熊本県

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				千葉県 チバケン				　十日町市 トオカマチ シ				　池田町 イケダ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　熊本市 クマモトシ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　千葉市 チバ シ				富山県 トヤマケン				　立科町 タテシナ マチ				　明石市 アカシ				　菊池市 きくちし

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　成田市 ナリタ シ				　魚津市 ウオヅシ				　白馬村 ハクバムラ				奈良県 ナラケン				　宇土市 うと し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　山武市 サンム				　南砺市 ナント シ				　小谷村 オタリムラ				　生駒市				　宇城市 うきし

								　普代村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　野田市 ノダシ				　立山町 タテヤマ マチ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				鳥取県 トットリケン				　阿蘇市 あそ し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　我孫子市 アビコ シ				石川県 イシカワケン				静岡県 シズオカケン				　北栄町				　合志市 こう し し

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　浦安市 ウラヤスシ				　金沢市 カナザワシ				　浜松市 ハママツ シ				　南部町 ナンブ				　美里町 みさとまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　加賀市 カガシ				　御殿場市 ゴテンバシ				岡山県 オカヤマケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				東京都 トウキョウト				山梨県 ヤマナシ ケン				愛知県 アイチケン				　真庭市 マニワ シ				　大津町 おおづまち

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　世田谷区 セタガヤ ク				　南アルプス市 みなみ し				　岡崎市 オカザキシ				広島県 ヒロシマ ケン				　菊陽町 きくようまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　葛飾区 カツシカク				　甲斐市 カイシ				　半田市 ハンダ シ				　尾道市 オノミチ シ				　高森町 たかもりまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ								　多摩市 タマ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　豊田市				香川県 カガワ ケン				　西原村 にしはらむら

												　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ								神奈川県 カナガワケン				　上野原市 ウエノハラ シ				　みよし市				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																								　横浜市 ヨコハマシ				　中央市 チュウオウシ				三重県 ミエケン				愛媛県 エヒメケン				　御船町 みふねまち

																								　川崎市 カワサキシ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　志摩市 シマシ				　松山市 マツヤマ シ				　嘉島町 かしままち

																								　相模原市 サガミハラ シ				　富士川町 フジカワ マチ				滋賀県 シガケン				福岡県 フクオカケン				　益城町 ましき まち

																								　鎌倉市 カマクラシ				　昭和町 ショウワ マチ				　湖南市 コナン シ				　北九州市 キタキュウシュウシ				　甲佐町 こうさまち

																								　小田原市 オダワラシ								京都府 キョウトフ				　福岡市 フクオカシ				　山都町 やま と まち

																								　三浦市 ミウラ								　京都市 キョウトシ				　大木町 オオキマチ				鹿児島県 カゴシマケン

																								　開成町 カイセイ								　宮津市 ミヤヅ シ				長崎県 ナガサキ ケン				　鹿児島市

																																　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　平戸市 ヒラド シ				　知名町 チナチョウ

																																　与謝野町 ヨサノ





																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.11.24（尾道市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				群馬県 グンマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				富山県 トヤマケン				愛知県 アイチケン				広島県 ヒロシマ ケン				熊本県

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　さいたま市				　魚津市 ウオヅシ				　岡崎市 オカザキシ				　尾道市 オノミチ シ				　熊本市 クマモトシ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　秩父市				　南砺市 ナント シ				　半田市 ハンダ シ				香川県 カガワ ケン				　菊池市 きくちし

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　所沢市 トコロザワ				　立山町 タテヤマ マチ				　豊田市				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　宇土市 うと し

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				　みよし市				愛媛県 エヒメケン				　宇城市 うきし

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　千葉市 チバ シ				　金沢市 カナザワシ				三重県 ミエケン				　松山市 マツヤマ シ				　阿蘇市 あそ し

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				茨城県 イバラキ ケン				　坂東市 バンドウ シ				　山武市 サンム				　加賀市 カガシ				　志摩市 シマシ				福岡県 フクオカケン				　合志市 こう し し

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　水戸市 ミトシ				　桜川市 サクラガワシ				　野田市 ノダシ				山梨県 ヤマナシ ケン				滋賀県 シガケン				　北九州市 キタキュウシュウシ				　美里町 みさとまち

								　普代村				　郡山市				　土浦市 ツチウラシ				　つくばみらい市 シ				　我孫子市 アビコ シ				　南アルプス市 みなみ し				　湖南市 コナン シ				　福岡市 フクオカシ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　古河市 コガ シ				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　浦安市 ウラヤスシ				　甲斐市 カイシ				京都府 キョウトフ				　大木町 オオキマチ				　大津町 おおづまち

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　結城市 ユウキシ				　茨城町 イバラキ マチ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　笛吹市 フエ フ シ				　京都市 キョウトシ				長崎県 ナガサキ ケン				　菊陽町 きくようまち

								　九戸村				栃木県 トチギケン				　常総市 ジョウソウシ				　城里町 シロサト マチ				東京都 トウキョウト				　上野原市 ウエノハラ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　平戸市 ヒラド シ				　高森町 たかもりまち

								　洋野町				　大田原市 オオタワラシ				　高萩市 タカハギシ				　東海村 トウカイムラ				　世田谷区 セタガヤ ク				　中央市 チュウオウシ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				佐賀県 サガ ケン				　西原村 にしはらむら

								　一戸町				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　葛飾区 カツシカク				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　与謝野町 ヨサノ				　佐賀市 サガ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　取手市 トリデ シ				　境町 サカイマチ				　多摩市 タマ シ				　富士川町 フジカワ マチ				大阪府				　武雄市 タケオ シ				　御船町 みふねまち

								　宮古市 ミヤコ シ				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ								神奈川県 カナガワケン				　昭和町 ショウワ マチ				　枚方市								　嘉島町 かしままち

												　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ								　横浜市 ヨコハマシ				長野県 ナガノケン				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ								　益城町 ましき まち

																								　川崎市 カワサキシ				　小諸市 コモロ シ				　泉大津市 イズミオオツ シ								　甲佐町 こうさまち

																								　相模原市 サガミハラ シ				　佐久市 サクシ				兵庫県 ヒョウゴケン								　山都町 やま と まち

																								　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　明石市 アカシ								鹿児島県 カゴシマケン

																								　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				奈良県 ナラケン								　鹿児島市

																								　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				　生駒市								　知名町 チナチョウ

																								　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				鳥取県 トットリケン

																								新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　北栄町

																								　佐渡市 サドシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　南部町 ナンブ

																								　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				岡山県 オカヤマケン

																								　妙高市 ミョウコウ シ				　浜松市 ハママツ シ				　真庭市 マニワ シ

																								　十日町市 トオカマチ シ				　御殿場市 ゴテンバシ

																								＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:T4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.11.20（千葉市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　千葉市 チバ シ				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　山武市 サンム				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　野田市 ノダシ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　我孫子市 アビコ シ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　浦安市 ウラヤスシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				東京都 トウキョウト				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　郡山市				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　世田谷区 セタガヤ ク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　葛飾区 カツシカク				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				　多摩市 タマ シ				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				神奈川県 カナガワケン				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　川崎市 カワサキシ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　相模原市 サガミハラ シ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　佐渡市 サドシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　妙高市 ミョウコウ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				富山県 トヤマケン				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　魚津市 ウオヅシ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　南砺市 ナント シ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市				　立山町 タテヤマ マチ				　豊田市				　北九州市 キタキュウシュウシ

																				　所沢市 トコロザワ								　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																																　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.11.11（宮古市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　郡山市				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								　宮古市 ミヤコ シ												　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市								　豊田市				　北九州市 キタキュウシュウシ

																				　所沢市 トコロザワ								　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																																　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.11.07（庄内町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　庄内町 ショウナイ マチ				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				福島県 フクシマケン				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　郡山市				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　大熊町 オオクママチ				　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村				　浪江町 ナミエマチ				　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

																				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市								　豊田市				　北九州市 キタキュウシュウシ

																				　所沢市 トコロザワ								　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																																　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.11.03（色抜き）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				福島県 フクシマケン				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　郡山市				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　大熊町 オオクママチ				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　浪江町 ナミエマチ				　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村								　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

																				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市								　豊田市				　北九州市 キタキュウシュウシ

																				　所沢市 トコロザワ								　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																																　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県 シュガ ヒョウメイ トドウフケン











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.11.03（所沢市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　高畠町 タカハタ マチ				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				福島県 フクシマケン				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　郡山市				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　大熊町 オオクママチ				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　浪江町 ナミエマチ				　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村								　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

																				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市								　豊田市				　北九州市 キタキュウシュウシ

																				　所沢市 トコロザワ								　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																																　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































・都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

・市町村順は市町村コード
・HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
・ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.29（北九州２）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				福島県 フクシマケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　郡山市				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　大熊町 オオクママチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　浪江町 ナミエマチ				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町								　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村								　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

																				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市								　豊田市				　北九州市 キタキュウシュウシ

																												　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																																　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.29（北九州市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				福島県 フクシマケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　郡山市				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　大熊町 オオクママチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　浪江町 ナミエマチ				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町								　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村								　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

																				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市								　豊田市				　北九州市 キタキュウシュウシ				　知名町 チナチョウ

																												　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																																　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.26（色抜き）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				福島県 フクシマケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　郡山市				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　大熊町 オオクママチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　浪江町 ナミエマチ				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町								　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村								　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

																				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市								　豊田市				　福岡市 フクオカシ

																												　みよし市				　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.26（兵庫県・朝日町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				山形県 ヤマガタケン				栃木県 トチギケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　山形市 ヤマガタ シ				　大田原市 オオタワラシ				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　米沢市 ヨネザワ シ				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　東根市 ヒガシネシ				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				　朝日町 アサヒ チョウ				　那須町 ナスマチ				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				福島県 フクシマケン				　那珂川町 ナカガワマチ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　郡山市				群馬県 グンマケン				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　大熊町 オオクママチ				　太田市  オオタシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　浪江町 ナミエマチ				　藤岡市 フジオカシ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町								　神流町 カンナマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村								　みなかみ町				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村								　大泉町				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町												　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町												　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ												　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

																				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

																				　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

																				　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																				　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																				　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																				　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																				　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																				　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																				　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																				　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																				埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																				　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																				　秩父市								　豊田市				　福岡市 フクオカシ

																												　みよし市				　大木町 オオキマチ

																				＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.26（兵庫県）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

								　山形市 ヤマガタ シ								　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

								　米沢市 ヨネザワ シ								　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

								　東根市 ヒガシネシ								　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																　秩父市								　豊田市				　福岡市 フクオカシ

																								　みよし市				　大木町 オオキマチ

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.23（小諸市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　小諸市 コモロ シ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

								　山形市 ヤマガタ シ								　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

								　米沢市 ヨネザワ シ								　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

								　東根市 ヒガシネシ								　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																　秩父市								　豊田市				　福岡市 フクオカシ

																								　みよし市				　大木町 オオキマチ

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.20（色抜）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　佐久市 サクシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

								　山形市 ヤマガタ シ								　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

								　米沢市 ヨネザワ シ								　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

								　東根市 ヒガシネシ								　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				　浜松市 ハママツ シ				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				愛知県 アイチケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				　岡崎市 オカザキシ				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　半田市 ハンダ シ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　豊田市				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																　秩父市								　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																												　大木町 オオキマチ

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.20（知名町・山形市・佐賀市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　佐賀市 サガ シ

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　武雄市 タケオ シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				熊本県

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　熊本市 クマモトシ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				　菊池市 きくちし

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　宇城市 うきし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　佐久市 サクシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

								　山形市 ヤマガタ シ								　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

								　米沢市 ヨネザワ シ								　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

								　東根市 ヒガシネシ								　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				　浜松市 ハママツ シ				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				香川県 カガワ ケン				　甲佐町 こうさまち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				愛知県 アイチケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　山都町 やま と まち

																　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				　岡崎市 オカザキシ				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

																埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　半田市 ハンダ シ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

																　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　豊田市				福岡県 フクオカケン				　知名町 チナチョウ

																　秩父市								　みよし市				　福岡市 フクオカシ

																												　大木町 オオキマチ

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.16（世田谷区）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				福岡県 フクオカケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　福岡市 フクオカシ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				　大木町 オオキマチ

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				長崎県 ナガサキ ケン

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　平戸市 ヒラド シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				佐賀県 サガ ケン

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　武雄市 タケオ シ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　世田谷区 セタガヤ ク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				熊本県

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　葛飾区 カツシカク				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　熊本市 クマモトシ

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				　多摩市 タマ シ				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　菊池市 きくちし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				神奈川県 カナガワケン				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　宇土市 うと し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　宇城市 うきし

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　川崎市 カワサキシ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　阿蘇市 あそ し

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				　佐久市 サクシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　合志市 こう し し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　明石市 アカシ				　美里町 みさとまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				奈良県 ナラケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　米沢市 ヨネザワ シ								　坂東市 バンドウ シ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				　生駒市				　大津町 おおづまち

								　東根市 ヒガシネシ								　桜川市 サクラガワシ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				鳥取県 トットリケン				　菊陽町 きくようまち

																　つくばみらい市 シ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				　北栄町				　高森町 たかもりまち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　佐渡市 サドシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　南部町 ナンブ				　西原村 にしはらむら

																　茨城町 イバラキ マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				岡山県 オカヤマケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　城里町 シロサト マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				　浜松市 ハママツ シ				　真庭市 マニワ シ				　御船町 みふねまち

																　東海村 トウカイムラ				　十日町市 トオカマチ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				香川県 カガワ ケン				　嘉島町 かしままち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				富山県 トヤマケン				愛知県 アイチケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																　境町 サカイマチ				　魚津市 ウオヅシ				　岡崎市 オカザキシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																埼玉県 サイタマケン				　南砺市 ナント シ				　半田市 ハンダ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																　さいたま市				　立山町 タテヤマ マチ				　豊田市								鹿児島県 カゴシマケン

																　秩父市								　みよし市								　鹿児島市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.12（佐久市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				福岡県 フクオカケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　福岡市 フクオカシ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				　大木町 オオキマチ

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				長崎県 ナガサキ ケン

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　平戸市 ヒラド シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				佐賀県 サガ ケン

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　武雄市 タケオ シ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				熊本県

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　熊本市 クマモトシ

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　菊池市 きくちし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　宇土市 うと し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　宇城市 うきし

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　阿蘇市 あそ し

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　鎌倉市 カマクラシ				　佐久市 サクシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　合志市 こう し し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　小田原市 オダワラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　明石市 アカシ				　美里町 みさとまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　三浦市 ミウラ				　池田町 イケダ マチ				奈良県 ナラケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　米沢市 ヨネザワ シ								　坂東市 バンドウ シ				　開成町 カイセイ				　立科町 タテシナ マチ				　生駒市				　大津町 おおづまち

								　東根市 ヒガシネシ								　桜川市 サクラガワシ				新潟県 ニイガタケン				　白馬村 ハクバムラ				鳥取県 トットリケン				　菊陽町 きくようまち

																　つくばみらい市 シ				　佐渡市 サドシ				　小谷村 オタリムラ				　北栄町				　高森町 たかもりまち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　南部町 ナンブ				　西原村 にしはらむら

																　茨城町 イバラキ マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				静岡県 シズオカケン				岡山県 オカヤマケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　城里町 シロサト マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　浜松市 ハママツ シ				　真庭市 マニワ シ				　御船町 みふねまち

																　東海村 トウカイムラ				富山県 トヤマケン				　御殿場市 ゴテンバシ				香川県 カガワ ケン				　嘉島町 かしままち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　魚津市 ウオヅシ				愛知県 アイチケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																　境町 サカイマチ				　南砺市 ナント シ				　岡崎市 オカザキシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																埼玉県 サイタマケン				　立山町 タテヤマ マチ				　半田市 ハンダ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																　さいたま市								　豊田市								鹿児島県 カゴシマケン

																　秩父市								　みよし市								　鹿児島市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.08（米沢市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				福岡県 フクオカケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　福岡市 フクオカシ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				　大木町 オオキマチ

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				長崎県 ナガサキ ケン

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　平戸市 ヒラド シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				佐賀県 サガ ケン

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　武雄市 タケオ シ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				熊本県

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　熊本市 クマモトシ

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　菊池市 きくちし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　宇土市 うと し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　宇城市 うきし

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　阿蘇市 あそ し

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　合志市 こう し し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				　明石市 アカシ				　美里町 みさとまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				奈良県 ナラケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　米沢市 ヨネザワ シ								　坂東市 バンドウ シ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				　生駒市				　大津町 おおづまち

								　東根市 ヒガシネシ								　桜川市 サクラガワシ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				鳥取県 トットリケン				　菊陽町 きくようまち

																　つくばみらい市 シ				　佐渡市 サドシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　北栄町				　高森町 たかもりまち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				　南部町 ナンブ				　西原村 にしはらむら

																　茨城町 イバラキ マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				　浜松市 ハママツ シ				岡山県 オカヤマケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　城里町 シロサト マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				　真庭市 マニワ シ				　御船町 みふねまち

																　東海村 トウカイムラ				富山県 トヤマケン				愛知県 アイチケン				香川県 カガワ ケン				　嘉島町 かしままち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　魚津市 ウオヅシ				　岡崎市 オカザキシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																　境町 サカイマチ				　南砺市 ナント シ				　半田市 ハンダ シ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																埼玉県 サイタマケン				　立山町 タテヤマ マチ				　豊田市				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																　さいたま市								　みよし市								鹿児島県 カゴシマケン

																　秩父市																　鹿児島市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.10.01（立山町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				千葉県 チバケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				福岡県 フクオカケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　山武市 サンム				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　福岡市 フクオカシ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　野田市 ノダシ				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				　大木町 オオキマチ

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				　我孫子市 アビコ シ				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				長崎県 ナガサキ ケン

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　平戸市 ヒラド シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				佐賀県 サガ ケン

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				東京都 トウキョウト				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　武雄市 タケオ シ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　葛飾区 カツシカク				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				熊本県

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　多摩市 タマ シ				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　熊本市 クマモトシ

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				神奈川県 カナガワケン				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　菊池市 きくちし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　横浜市 ヨコハマシ				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　宇土市 うと し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　川崎市 カワサキシ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　宇城市 うきし

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				　相模原市 サガミハラ シ				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　阿蘇市 あそ し

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　鎌倉市 カマクラシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　合志市 こう し し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　小田原市 オダワラシ				　池田町 イケダ マチ				　明石市 アカシ				　美里町 みさとまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　三浦市 ミウラ				　立科町 タテシナ マチ				奈良県 ナラケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　東根市 ヒガシネシ								　坂東市 バンドウ シ				　開成町 カイセイ				　白馬村 ハクバムラ				　生駒市				　大津町 おおづまち

																　桜川市 サクラガワシ				新潟県 ニイガタケン				　小谷村 オタリムラ				鳥取県 トットリケン				　菊陽町 きくようまち

																　つくばみらい市 シ				　佐渡市 サドシ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　北栄町				　高森町 たかもりまち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				静岡県 シズオカケン				　南部町 ナンブ				　西原村 にしはらむら

																　茨城町 イバラキ マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				　浜松市 ハママツ シ				岡山県 オカヤマケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　城里町 シロサト マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				　真庭市 マニワ シ				　御船町 みふねまち

																　東海村 トウカイムラ				富山県 トヤマケン				愛知県 アイチケン				香川県 カガワ ケン				　嘉島町 かしままち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　魚津市 ウオヅシ				　岡崎市 オカザキシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																　境町 サカイマチ				　南砺市 ナント シ				　半田市 ハンダ シ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																埼玉県 サイタマケン				　立山町 タテヤマ マチ				　豊田市				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																　さいたま市								　みよし市								鹿児島県 カゴシマケン

																　秩父市																　鹿児島市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.09.30（新潟県・相模原市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				福岡県 フクオカケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　福岡市 フクオカシ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				　大木町 オオキマチ

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				千葉県 チバケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				長崎県 ナガサキ ケン

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　平戸市 ヒラド シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				佐賀県 サガ ケン

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　武雄市 タケオ シ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				熊本県

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　熊本市 クマモトシ

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　菊池市 きくちし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　宇土市 うと し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　宇城市 うきし

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　阿蘇市 あそ し

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　合志市 こう し し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　池田町 イケダ マチ				　明石市 アカシ				　美里町 みさとまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　相模原市 サガミハラ シ				　立科町 タテシナ マチ				奈良県 ナラケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　東根市 ヒガシネシ								　坂東市 バンドウ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　白馬村 ハクバムラ				　生駒市				　大津町 おおづまち

																　桜川市 サクラガワシ				　小田原市 オダワラシ				　小谷村 オタリムラ				鳥取県 トットリケン				　菊陽町 きくようまち

																　つくばみらい市 シ				　三浦市 ミウラ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　北栄町				　高森町 たかもりまち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　開成町 カイセイ				静岡県 シズオカケン				　南部町 ナンブ				　西原村 にしはらむら

																　茨城町 イバラキ マチ				新潟県 ニイガタケン				　浜松市 ハママツ シ				岡山県 オカヤマケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　城里町 シロサト マチ				　佐渡市 サドシ				　御殿場市 ゴテンバシ				　真庭市 マニワ シ				　御船町 みふねまち

																　東海村 トウカイムラ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				愛知県 アイチケン				香川県 カガワ ケン				　嘉島町 かしままち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				　岡崎市 オカザキシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																　境町 サカイマチ				　十日町市 トオカマチ シ				　半田市 ハンダ シ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				富山県 トヤマケン				　豊田市				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　魚津市 ウオヅシ				　みよし市								鹿児島県 カゴシマケン

																				　南砺市 ナント シ												　鹿児島市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.09.25（大山崎町）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				福岡県 フクオカケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　福岡市 フクオカシ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				　大木町 オオキマチ

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				千葉県 チバケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				長崎県 ナガサキ ケン

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　平戸市 ヒラド シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				佐賀県 サガ ケン

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　武雄市 タケオ シ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　大山崎町 オオヤマザキ マチ				熊本県

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　中央市 チュウオウシ				　与謝野町 ヨサノ				　熊本市 クマモトシ

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				大阪府				　菊池市 きくちし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				　枚方市				　宇土市 うと し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　宇城市 うきし

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　阿蘇市 あそ し

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　合志市 こう し し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　池田町 イケダ マチ				　明石市 アカシ				　美里町 みさとまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　鎌倉市 カマクラシ				　立科町 タテシナ マチ				奈良県 ナラケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　東根市 ヒガシネシ								　坂東市 バンドウ シ				　小田原市 オダワラシ				　白馬村 ハクバムラ				　生駒市				　大津町 おおづまち

																　桜川市 サクラガワシ				　三浦市 ミウラ				　小谷村 オタリムラ				鳥取県 トットリケン				　菊陽町 きくようまち

																　つくばみらい市 シ				　開成町 カイセイ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　北栄町				　高森町 たかもりまち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				新潟県 ニイガタケン				静岡県 シズオカケン				　南部町 ナンブ				　西原村 にしはらむら

																　茨城町 イバラキ マチ				　佐渡市 サドシ				　浜松市 ハママツ シ				岡山県 オカヤマケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　城里町 シロサト マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　御殿場市 ゴテンバシ				　真庭市 マニワ シ				　御船町 みふねまち

																　東海村 トウカイムラ				　妙高市 ミョウコウ シ				愛知県 アイチケン				香川県 カガワ ケン				　嘉島町 かしままち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　岡崎市 オカザキシ				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　益城町 ましき まち

																　境町 サカイマチ				富山県 トヤマケン				　半田市 ハンダ シ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																				　魚津市 ウオヅシ				　豊田市				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																				　南砺市 ナント シ				　みよし市								鹿児島県 カゴシマケン

																																　鹿児島市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～DＸ:PＸ）コピー貼り付け



20.09.16（善通寺市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				福岡県 フクオカケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　福岡市 フクオカシ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				　大木町 オオキマチ

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				千葉県 チバケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				長崎県 ナガサキ ケン

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				　平戸市 ヒラド シ

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				佐賀県 サガ ケン

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　武雄市 タケオ シ

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　与謝野町 ヨサノ				熊本県

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　中央市 チュウオウシ				大阪府				　熊本市 クマモトシ

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　枚方市				　菊池市 きくちし

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　宇土市 うと し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　宇城市 うきし

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　阿蘇市 あそ し

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　明石市 アカシ				　合志市 こう し し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　池田町 イケダ マチ				奈良県 ナラケン				　美里町 みさとまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　鎌倉市 カマクラシ				　立科町 タテシナ マチ				　生駒市				　玉東町 ぎょくとうまち

								　東根市 ヒガシネシ								　坂東市 バンドウ シ				　小田原市 オダワラシ				　白馬村 ハクバムラ				鳥取県 トットリケン				　大津町 おおづまち

																　桜川市 サクラガワシ				　三浦市 ミウラ				　小谷村 オタリムラ				　北栄町				　菊陽町 きくようまち

																　つくばみらい市 シ				　開成町 カイセイ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　南部町 ナンブ				　高森町 たかもりまち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				新潟県 ニイガタケン				静岡県 シズオカケン				岡山県 オカヤマケン				　西原村 にしはらむら

																　茨城町 イバラキ マチ				　佐渡市 サドシ				　浜松市 ハママツ シ				　真庭市 マニワ シ				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　城里町 シロサト マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　御殿場市 ゴテンバシ				香川県 カガワ ケン				　御船町 みふねまち

																　東海村 トウカイムラ				　妙高市 ミョウコウ シ				愛知県 アイチケン				　善通寺市 ゼンツウジ シ				　嘉島町 かしままち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　岡崎市 オカザキシ				愛媛県 エヒメケン				　益城町 ましき まち

																　境町 サカイマチ				富山県 トヤマケン				　半田市 ハンダ シ				　松山市 マツヤマ シ				　甲佐町 こうさまち

																				　魚津市 ウオヅシ				　豊田市								　山都町 やま と まち

																				　南砺市 ナント シ				　みよし市								鹿児島県 カゴシマケン

																																　鹿児島市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ











































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～D30:P30）コピー貼り付け



20.08.31（湖南市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				長崎県 ナガサキ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　平戸市 ヒラド シ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　加賀市 カガシ				滋賀県 シガケン				佐賀県 サガ ケン

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				千葉県 チバケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　湖南市 コナン シ				　武雄市 タケオ シ

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				京都府 キョウトフ				熊本県

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　甲斐市 カイシ				　京都市 キョウトシ				　熊本市 クマモトシ

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　笛吹市 フエ フ シ				　宮津市 ミヤヅ シ				　菊池市 きくちし

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　中央市 チュウオウシ				大阪府				　宇城市 うきし

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　池田町 イケダ マチ				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　鎌倉市 カマクラシ				　立科町 タテシナ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

								　東根市 ヒガシネシ								　坂東市 バンドウ シ				　小田原市 オダワラシ				　白馬村 ハクバムラ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

																　桜川市 サクラガワシ				　三浦市 ミウラ				　小谷村 オタリムラ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

																　つくばみらい市 シ				　開成町 カイセイ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				新潟県 ニイガタケン				静岡県 シズオカケン				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																　茨城町 イバラキ マチ				　佐渡市 サドシ				　浜松市 ハママツ シ				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																　城里町 シロサト マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　御殿場市 ゴテンバシ				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																　東海村 トウカイムラ				　妙高市 ミョウコウ シ				愛知県 アイチケン				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　岡崎市 オカザキシ				福岡県 フクオカケン				鹿児島県 カゴシマケン

																　境町 サカイマチ				富山県 トヤマケン				　半田市 ハンダ シ				　福岡市 フクオカシ				　鹿児島市

																				　魚津市 ウオヅシ				　豊田市				　大木町 オオキマチ

																				　南砺市 ナント シ				　みよし市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみ（D4:P4～D30:P30）コピー貼り付け



20.08.06（南砺市・山形県）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　加賀市 カガシ				京都府 キョウトフ				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				千葉県 チバケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　京都市 キョウトシ				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				　宮津市 ミヤヅ シ				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　甲斐市 カイシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　笛吹市 フエ フ シ				大阪府				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　中央市 チュウオウシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　池田町 イケダ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　鎌倉市 カマクラシ				　立科町 タテシナ マチ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　東根市 ヒガシネシ								　坂東市 バンドウ シ				　小田原市 オダワラシ				　白馬村 ハクバムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																　桜川市 サクラガワシ				　三浦市 ミウラ				　小谷村 オタリムラ				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																　つくばみらい市 シ				　開成町 カイセイ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				新潟県 ニイガタケン				静岡県 シズオカケン				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																　茨城町 イバラキ マチ				　佐渡市 サドシ				　浜松市 ハママツ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																　城里町 シロサト マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　御殿場市 ゴテンバシ				福岡県 フクオカケン				鹿児島県 カゴシマケン

																　東海村 トウカイムラ				　妙高市 ミョウコウ シ				愛知県 アイチケン				　福岡市 フクオカシ				　鹿児島市

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　岡崎市 オカザキシ				　大木町 オオキマチ

																　境町 サカイマチ				富山県 トヤマケン				　半田市 ハンダ シ				長崎県 ナガサキ ケン

																				　魚津市 ウオヅシ				　豊田市				　平戸市 ヒラド シ

																				　南砺市 ナント シ				　みよし市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































都道府県表明後の朱書き忘れ注意！

HP用はタイトル含めてコピー&ペイント貼り付け
ポンチ絵用は自治体名のみコピー貼り付け



20.08.03（取手市）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　加賀市 カガシ				京都府 キョウトフ				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				千葉県 チバケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　京都市 キョウトシ				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				　宮津市 ミヤヅ シ				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　甲斐市 カイシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　笛吹市 フエ フ シ				大阪府				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　取手市 トリデ シ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　中央市 チュウオウシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　牛久市 ウシクシ				東京都 トウキョウト				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				群馬県 グンマケン				　鹿嶋市 カシマ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　潮来市 イタコ シ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　守谷市 モリヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				　横浜市 ヨコハマシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　那珂市 ナカシ				　川崎市 カワサキシ				　池田町 イケダ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　筑西市 チクセイシ				　鎌倉市 カマクラシ				　立科町 タテシナ マチ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　東根市 ヒガシネシ								　坂東市 バンドウ シ				　小田原市 オダワラシ				　白馬村 ハクバムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																　桜川市 サクラガワシ				　三浦市 ミウラ				　小谷村 オタリムラ				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																　つくばみらい市 シ				　開成町 カイセイ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				新潟県 ニイガタケン				静岡県 シズオカケン				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																　茨城町 イバラキ マチ				　佐渡市 サドシ				　浜松市 ハママツ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																　城里町 シロサト マチ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　御殿場市 ゴテンバシ				福岡県 フクオカケン				鹿児島県 カゴシマケン

																　東海村 トウカイムラ				　妙高市 ミョウコウ シ				愛知県 アイチケン				　福岡市 フクオカシ				　鹿児島市

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　十日町市 トオカマチ シ				　岡崎市 オカザキシ				　大木町 オオキマチ

																　境町 サカイマチ				富山県 トヤマケン				　半田市 ハンダ シ				長崎県 ナガサキ ケン

																				　魚津市 ウオヅシ				　豊田市				　平戸市 ヒラド シ

																								　みよし市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































20.07.28（さいたま市・岡山県・廃と環）

						表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				福島県 フクシマケン				茨城県 イバラキ ケン				埼玉県 サイタマケン				石川県 イシカワケン				三重県 ミエケン				佐賀県 サガ ケン

								　札幌市 サッポロシ				　郡山市				　水戸市 ミトシ				　さいたま市				　金沢市 カナザワシ				　志摩市 シマシ				　武雄市 タケオ シ

								　ニセコ町 チョウ				　大熊町 オオクママチ				　土浦市 ツチウラシ				　秩父市				　加賀市 カガシ				京都府 キョウトフ				熊本県

								　古平町 フルビラチョウ				　浪江町 ナミエマチ				　古河市 コガ シ				千葉県 チバケン				山梨県 ヤマナシ ケン				　京都市 キョウトシ				　熊本市 クマモトシ

								岩手県				栃木県 トチギケン				　結城市 ユウキシ				　山武市 サンム				　南アルプス市 みなみ し				　宮津市 ミヤヅ シ				　菊池市 きくちし

								　久慈市				　大田原市 オオタワラシ				　常総市 ジョウソウシ				　野田市 ノダシ				　甲斐市 カイシ				　与謝野町 ヨサノ				　宇土市 うと し

								　二戸市				　那須塩原市 ナスシオバラシ				　高萩市 タカハギシ				　我孫子市 アビコ シ				　笛吹市 フエ フ シ				大阪府				　宇城市 うきし

								　葛巻町				　那須烏山市 ナスカラスヤマシ				　北茨城市 キタイバラキシ				　浦安市 ウラヤスシ				　上野原市 ウエノハラ シ				　枚方市				　阿蘇市 あそ し

								　普代村				　那須町 ナスマチ				　牛久市 ウシクシ				　四街道市 ヨツカイドウシ				　中央市 チュウオウシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　合志市 こう し し

								　軽米町				　那珂川町 ナカガワマチ				　鹿嶋市 カシマ シ				東京都 トウキョウト				　市川三郷町 イチカワ ミサト マチ				　泉大津市 イズミオオツ シ				　美里町 みさとまち

								　野田村				群馬県 グンマケン				　潮来市 イタコ シ				　葛飾区 カツシカク				　富士川町 フジカワ マチ				兵庫県 ヒョウゴケン				　玉東町 ぎょくとうまち

								　九戸村				　太田市  オオタシ				　守谷市 モリヤシ				　多摩市 タマ シ				　昭和町 ショウワ マチ				　明石市 アカシ				　大津町 おおづまち

								　洋野町				　藤岡市 フジオカシ				　常陸大宮市 ヒタチオオミヤシ				神奈川県 カナガワケン				長野県 ナガノケン				奈良県 ナラケン				　菊陽町 きくようまち

								　一戸町				　神流町 カンナマチ				　那珂市 ナカシ				　横浜市 ヨコハマシ				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　生駒市				　高森町 たかもりまち

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　みなかみ町				　筑西市 チクセイシ				　川崎市 カワサキシ				　池田町 イケダ マチ				鳥取県 トットリケン				　西原村 にしはらむら

								山形県 ヤマガタケン				　大泉町				　坂東市 バンドウ シ				　鎌倉市 カマクラシ				　立科町 タテシナ マチ				　北栄町				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　東根市 ヒガシネシ								　桜川市 サクラガワシ				　小田原市 オダワラシ				　白馬村 ハクバムラ				　南部町 ナンブ				　御船町 みふねまち

																　つくばみらい市 シ				　三浦市 ミウラ				　小谷村 オタリムラ				岡山県 オカヤマケン				　嘉島町 かしままち

																　小美玉市 チイ ビ タマ シ				　開成町 カイセイ				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　真庭市 マニワ シ				　益城町 ましき まち

																　茨城町 イバラキ マチ				新潟県 ニイガタケン				静岡県 シズオカケン				愛媛県 エヒメケン				　甲佐町 こうさまち

																　城里町 シロサト マチ				　佐渡市 サドシ				　浜松市 ハママツ シ				　松山市 マツヤマ シ				　山都町 やま と まち

																　東海村 トウカイムラ				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　御殿場市 ゴテンバシ				福岡県 フクオカケン				鹿児島県 カゴシマケン

																　五霞町 ゴ カスミ マチ				　妙高市 ミョウコウ シ				愛知県 アイチケン				　福岡市 フクオカシ				　鹿児島市

																　境町 サカイマチ				　十日町市 トオカマチ シ				　岡崎市 オカザキシ				　大木町 オオキマチ

																				富山県 トヤマケン				　半田市 ハンダ シ				長崎県 ナガサキ ケン

																				　魚津市 ウオヅシ				　豊田市				　平戸市 ヒラド シ

																								　みよし市

																＊朱書きは表明都道府県、その他の色書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン ホカ イロ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ















































20.07.27（ニセコ町）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12

								ニセコ町 0.5						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5

								古平町 0.3 フルビラチョウ						妙高市 3.3 ミョウコウ シ						南部町 1.1 ナンブ

						岩手県		久慈市 3.6						十日町市 5.5 トオカマチ シ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								二戸市 2.8				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								葛巻町 0.6				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								普代村 0.3						加賀市 6.7 カガシ						大木町 1.4 オオキマチ

								軽米町 0.9				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								野田村 0.4						池田町 1.0 イケダ マチ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								九戸村 0.6						立科町 0.7 タテシナ マチ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								洋野町 1.7						白馬村 0.9 ハクバムラ						菊池市 4.8 きくちし

								一戸町 1.3						小谷村 0.3 オタリムラ						宇土市 3.7 うと し

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						南箕輪村 1.5 みなみみのわ むら						宇城市 6.0 うきし

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						阿蘇市 2.7 あそ し

						福島県 フクシマケン		郡山市 34						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						合志市 5.8 こう し し

								大熊町 1.0 オオクママチ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						美里町 1.0 みさとまち

								浪江町 1.7 ナミエマチ						半田市 12 ハンダ シ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12						豊田市 42						大津町 3.3 おおづまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ						みよし市 6.2						菊陽町 4.1 きくようまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						高森町 0.6 たかもりまち

						千葉県 チバケン		山武市 5.2 サンム				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						西原村 0.7 にしはらむら

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク						宮津市 1.8 ミヤヅ シ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

								多摩市 15 タマ シ						与謝野町 2.2 ヨサノ						御船町 1.7 みふねまち

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ				大阪府		枚方市 40						嘉島町 0.9 かしままち

								川崎市 148 カワサキシ						東大阪市 50 ヒガシオオサカ シ						益城町 3.4 ましき まち

								鎌倉市 17 カマクラシ						泉大津市 7.6 イズミオオツ シ						甲佐町 1.1 こうさまち

								小田原市 19 オダワラシ				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						山都町 1.5 やま と まち

								三浦市 4.5 ミウラ										鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

								開成町 1.7 カイセイ

						＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン











































20.07.07（リデザイン） (2)

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				東京都 トウキョウト				静岡県 シズオカケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　札幌市 サッポロシ				　葛飾区 カツシカク				　浜松市 ハママツ シ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

								　古平町 フルビラチョウ				　多摩市 タマ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				福岡県 フクオカケン

								岩手県				神奈川県 カナガワケン				愛知県 アイチケン				　福岡市 フクオカシ

								　久慈市				　横浜市 ヨコハマシ				　岡崎市 オカザキシ				　大木町 オオキマチ

								　二戸市				　川崎市 カワサキシ				　半田市 ハンダ シ				長崎県 ナガサキ ケン

								　葛巻町				　鎌倉市 カマクラシ				　豊田市				　平戸市 ヒラド シ

								　普代村				　小田原市 オダワラシ				　みよし市				佐賀県 サガ ケン

								　軽米町				　三浦市 ミウラ				三重県 ミエケン				　武雄市 タケオ シ

								　野田村				　開成町 カイセイ				　志摩市 シマシ				熊本県

								　九戸村				新潟県 ニイガタケン				京都府 キョウトフ				　熊本市 クマモトシ

								　洋野町				　佐渡市 サドシ				　京都市 キョウトシ				　菊池市 きくちし

								　一戸町				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　宮津市 ミヤヅ シ				　宇土市 うと し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　与謝野町 ヨサノ				　宇城市 うきし

								山形県 ヤマガタケン				　十日町市 トオカマチ シ				大阪府				　阿蘇市 あそ し

								　東根市 ヒガシネシ				富山県 トヤマケン				　枚方市				　合志市 こう し し

								福島県 フクシマケン				　魚津市 ウオヅシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　美里町 みさとまち

								　郡山市				石川県 イシカワケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　大熊町 オオクママチ				　金沢市 カナザワシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　大津町 おおづまち

								　浪江町 ナミエマチ				　加賀市 カガシ				　明石市 アカシ				　菊陽町 きくようまち

								栃木県 トチギケン				長野県 ナガノケン				奈良県 ナラケン				　高森町 たかもりまち

								　那須塩原市				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　生駒市				　西原村 にしはらむら

								群馬県 グンマケン				　池田町 イケダ マチ				鳥取県 トットリケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　太田市  オオタシ				　立科町 タテシナ マチ				　北栄町				　御船町 みふねまち

								埼玉県 サイタマケン				　白馬村 ハクバムラ				　南部町 ナンブ				　嘉島町 かしままち

								　秩父市				　小谷村 オタリムラ				岡山県 オカヤマケン				　益城町 ましき まち

								千葉県 チバケン				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　真庭市 マニワ シ				　甲佐町 こうさまち

								　山武市 サンム												　山都町 やま と まち

						＊朱書きは表明都道府県、青・緑・紫書きはそれぞれ共同表明団体 シュガ ヒョウメイ トドウフケン アオ ミドリ ムラサキ ガ キョウドウヒョウメイ ダンタイ













































20.07.07（リデザイン）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



								北海道 ホッカイドウ				東京都 トウキョウト				静岡県 シズオカケン				愛媛県 エヒメケン				鹿児島県 カゴシマケン

								　札幌市 サッポロシ				　葛飾区 カツシカク				　浜松市 ハママツ シ				　松山市 マツヤマ シ				　鹿児島市

								　古平町 フルビラチョウ				　多摩市 タマ シ				　御殿場市 ゴテンバシ				福岡県 フクオカケン

								岩手県				神奈川県 カナガワケン				愛知県 アイチケン				　福岡市 フクオカシ

								　久慈市				　横浜市 ヨコハマシ				　岡崎市 オカザキシ				　大木町 オオキマチ

								　二戸市				　川崎市 カワサキシ				　半田市 ハンダ シ				長崎県 ナガサキ ケン

								　葛巻町				　鎌倉市 カマクラシ				　豊田市				　平戸市 ヒラド シ

								　普代村				　小田原市 オダワラシ				　みよし市				佐賀県 サガ ケン

								　軽米町				　三浦市 ミウラ				三重県 ミエケン				　武雄市 タケオ シ

								　野田村				　開成町 カイセイ				　志摩市 シマシ				熊本県

								　九戸村				新潟県 ニイガタケン				京都府 キョウトフ				　熊本市 クマモトシ

								　洋野町				　佐渡市 サドシ				　京都市 キョウトシ				　菊池市 きくちし

								　一戸町				　粟島浦村 アワシマウラ ムラ				　宮津市 ミヤヅ シ				　宇土市 うと し

								　八幡平市 ハチマンタイシ				　妙高市 ミョウコウ シ				　与謝野町 ヨサノ				　宇城市 うきし

								山形県 ヤマガタケン				　十日町市 トオカマチ シ				大阪府				　阿蘇市 あそ し

								　東根市 ヒガシネシ				富山県 トヤマケン				　枚方市				　合志市 こう し し

								福島県 フクシマケン				　魚津市 ウオヅシ				　東大阪市 ヒガシオオサカ シ				　美里町 みさとまち

								　郡山市				石川県 イシカワケン				　泉大津市 イズミオオツ シ				　玉東町 ぎょくとうまち

								　大熊町 オオクママチ				　金沢市 カナザワシ				兵庫県 ヒョウゴケン				　大津町 おおづまち

								　浪江町 ナミエマチ				　加賀市 カガシ				　明石市 アカシ				　菊陽町 きくようまち

								栃木県 トチギケン				長野県 ナガノケン				奈良県 ナラケン				　高森町 たかもりまち

								　那須塩原市				　軽井沢町 カルイザワ マチ				　生駒市				　西原村 にしはらむら

								群馬県 グンマケン				　池田町 イケダ マチ				鳥取県 トットリケン				　南阿蘇村 みなみあそむら

								　太田市  オオタシ				　立科町 タテシナ マチ				　北栄町				　御船町 みふねまち

								埼玉県 サイタマケン				　白馬村 ハクバムラ				　南部町 ナンブ				　嘉島町 かしままち

								　秩父市				　小谷村 オタリムラ				岡山県 オカヤマケン				　益城町 ましき まち

								千葉県 チバケン				　南箕輪村 みなみみのわ むら				　真庭市 マニワ シ				　甲佐町 こうさまち

								　山武市 サンム												　山都町 やま と まち

						＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン																						＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン

						＊朱書きは都道府県が表明している市町村 シュガ トドウフケン ヒョウメイ シチョウソン																						＊朱書きは都道府県が表明している市町村 シュガ トドウフケン ヒョウメイ シチョウソン











































20.06.25（多摩市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12

								古平町 0.3 フルビラチョウ						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5

						岩手県		久慈市 3.6						妙高市 3.3 ミョウコウ シ						南部町 1.1 ナンブ

								二戸市 2.8						十日町市 5.5 トオカマチ シ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								葛巻町 0.6				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								普代村 0.3				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								軽米町 0.9						加賀市 6.7 カガシ						大木町 1.4 オオキマチ

								野田村 0.4				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								九戸村 0.6						池田町 1.0 イケダ マチ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								洋野町 1.7						立科町 0.7 タテシナ マチ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								一戸町 1.3						白馬村 0.9 ハクバムラ						菊池市 4.8 きくちし

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						小谷村 0.3 オタリムラ						宇土市 3.7 うと し

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ						南箕輪村 1.5 みなみみのわ むら						宇城市 6.0 うきし

						福島県 フクシマケン		郡山市 34				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						阿蘇市 2.7 あそ し

								大熊町 1.0 オオクママチ						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						合志市 5.8 こう し し

								浪江町 1.7 ナミエマチ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						美里町 1.0 みさとまち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12						半田市 12 ハンダ シ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ						豊田市 42						大津町 3.3 おおづまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4						みよし市 6.2						菊陽町 4.1 きくようまち

						千葉県 チバケン		山武市 5.2 サンム				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						高森町 0.6 たかもりまち

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						西原村 0.7 にしはらむら

								多摩市 15 タマ シ						宮津市 1.8 ミヤヅ シ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ						与謝野町 2.2 ヨサノ						御船町 1.7 みふねまち

								川崎市 148 カワサキシ				大阪府		枚方市 40						嘉島町 0.9 かしままち

								鎌倉市 17 カマクラシ						東大阪市 50 ヒガシオオサカ シ						益城町 3.4 ましき まち

								小田原市 19 オダワラシ						泉大津市 7.6 イズミオオツ シ						甲佐町 1.1 こうさまち

								三浦市 4.5 ミウラ				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						山都町 1.5 やま と まち

								開成町 1.7 カイセイ										鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン













































20.06.19（自民党部会）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12

								古平町 0.3 フルビラチョウ						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5

						岩手県		久慈市 3.6						妙高市 3.3 ミョウコウ シ						南部町 1.1 ナンブ

								二戸市 2.8						十日町市 5.5 トオカマチ シ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								葛巻町 0.6				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								普代村 0.3				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								軽米町 0.9						加賀市 6.7 カガシ						大木町 1.4 オオキマチ

								野田村 0.4				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								九戸村 0.6						池田町 1.0 イケダ マチ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								洋野町 1.7						立科町 0.7 タテシナ マチ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								一戸町 1.3						白馬村 0.9 ハクバムラ						菊池市 4.8 きくちし

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						小谷村 0.3 オタリムラ						宇土市 3.7 うと し

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ						南箕輪村 1.5 みなみみのわ むら						宇城市 6.0 うきし

						福島県 フクシマケン		郡山市 34				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						阿蘇市 2.7 あそ し

								大熊町 1.0 オオクママチ						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						合志市 5.8 こう し し

								浪江町 1.7 ナミエマチ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						美里町 1.0 みさとまち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12						半田市 12 ハンダ シ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ						豊田市 42						大津町 3.3 おおづまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4						みよし市 6.2						菊陽町 4.1 きくようまち

						千葉県 チバケン		山武市 5.2 サンム				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						高森町 0.6 たかもりまち

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						西原村 0.7 にしはらむら

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ						宮津市 1.8 ミヤヅ シ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

								川崎市 148 カワサキシ						与謝野町 2.2 ヨサノ						御船町 1.7 みふねまち

								鎌倉市 17 カマクラシ				大阪府		枚方市 40						嘉島町 0.9 かしままち

								小田原市 19 オダワラシ						東大阪市 50 ヒガシオオサカ シ						益城町 3.4 ましき まち

								三浦市 4.5 ミウラ						泉大津市 7.6 イズミオオツ シ						甲佐町 1.1 こうさまち

								開成町 1.7 カイセイ				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						山都町 1.5 やま と まち

																		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン

						＊朱書きは都道府県が表明している市町村 シュガ トドウフケン ヒョウメイ シチョウソン











































20.06.17（泉大津市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12

								古平町 0.3 フルビラチョウ						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5

						岩手県		久慈市 3.6						妙高市 3.3 ミョウコウ シ						南部町 1.1 ナンブ

								二戸市 2.8						十日町市 5.5 トオカマチ シ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								葛巻町 0.6				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								普代村 0.3				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								軽米町 0.9						加賀市 6.7 カガシ						大木町 1.4 オオキマチ

								野田村 0.4				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								九戸村 0.6						池田町 1.0 イケダ マチ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								洋野町 1.7						立科町 0.7 タテシナ マチ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								一戸町 1.3						白馬村 0.9 ハクバムラ						菊池市 4.8 きくちし

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						小谷村 0.3 オタリムラ						宇土市 3.7 うと し

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ						南箕輪村 1.5 みなみみのわ むら						宇城市 6.0 うきし

						福島県 フクシマケン		郡山市 34				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						阿蘇市 2.7 あそ し

								大熊町 1.0 オオクママチ						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						合志市 5.8 こう し し

								浪江町 1.7 ナミエマチ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						美里町 1.0 みさとまち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12						半田市 12 ハンダ シ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ						豊田市 42						大津町 3.3 おおづまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4						みよし市 6.2						菊陽町 4.1 きくようまち

						千葉県 チバケン		山武市 5.2 サンム				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						高森町 0.6 たかもりまち

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						西原村 0.7 にしはらむら

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ						宮津市 1.8 ミヤヅ シ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

								川崎市 148 カワサキシ						与謝野町 2.2 ヨサノ						御船町 1.7 みふねまち

								鎌倉市 17 カマクラシ				大阪府		枚方市 40						嘉島町 0.9 かしままち

								小田原市 19 オダワラシ						東大阪市 50 ヒガシオオサカ シ						益城町 3.4 ましき まち

								三浦市 4.5 ミウラ						泉大津市 7.6 イズミオオツ シ						甲佐町 1.1 こうさまち

								開成町 1.7 カイセイ				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						山都町 1.5 やま と まち

																		鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン













































20.06.08（十日町市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5

								古平町 0.3 フルビラチョウ						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ						南部町 1.1 ナンブ

						岩手県		久慈市 3.6						妙高市 3.3 ミョウコウ シ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								二戸市 2.8						十日町市 5.5 トオカマチ シ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								葛巻町 0.6				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								普代村 0.3				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ						大木町 1.4 オオキマチ

								軽米町 0.9						加賀市 6.7 カガシ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								野田村 0.4				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								九戸村 0.6						池田町 1.0 イケダ マチ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								洋野町 1.7						立科町 0.7 タテシナ マチ						菊池市 4.8 きくちし

								一戸町 1.3						白馬村 0.9 ハクバムラ						宇土市 3.7 うと し

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						小谷村 0.3 オタリムラ						宇城市 6.0 うきし

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ						南箕輪村 1.5 みなみみのわ むら						阿蘇市 2.7 あそ し

						福島県 フクシマケン		郡山市 34				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						合志市 5.8 こう し し

								大熊町 1.0 オオクママチ						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						美里町 1.0 みさとまち

								浪江町 1.7 ナミエマチ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12						半田市 12 ハンダ シ						大津町 3.3 おおづまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ						豊田市 42						菊陽町 4.1 きくようまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4						みよし市 6.2						高森町 0.6 たかもりまち

						千葉県 チバケン		山武市 5.2 サンム				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						西原村 0.7 にしはらむら

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ						宮津市 1.8 ミヤヅ シ						御船町 1.7 みふねまち

								川崎市 148 カワサキシ						与謝野町 2.2 ヨサノ						嘉島町 0.9 かしままち

								鎌倉市 17 カマクラシ				大阪府		枚方市 40						益城町 3.4 ましき まち

								小田原市 19 オダワラシ						東大阪市 50 ヒガシオオサカ シ						甲佐町 1.1 こうさまち

								三浦市 4.5 ミウラ				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						山都町 1.5 やま と まち

								開成町 1.7 カイセイ				奈良県 ナラケン		生駒市 12				鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン













































20.06.05（南箕輪村・妙高市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5

								古平町 0.3 フルビラチョウ						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ						南部町 1.1 ナンブ

						岩手県		久慈市 3.6						妙高市 3.3 ミョウコウ シ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								二戸市 2.8				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								葛巻町 0.6				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								普代村 0.3						加賀市 6.7 カガシ						大木町 1.4 オオキマチ

								軽米町 0.9				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								野田村 0.4						池田町 1.0 イケダ マチ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								九戸村 0.6						立科町 0.7 タテシナ マチ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								洋野町 1.7						白馬村 0.9 ハクバムラ						菊池市 4.8 きくちし

								一戸町 1.3						小谷村 0.3 オタリムラ						宇土市 3.7 うと し

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						南箕輪村 1.5 みなみみのわ むら						宇城市 6.0 うきし

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						阿蘇市 2.7 あそ し

						福島県 フクシマケン		郡山市 34						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						合志市 5.8 こう し し

								大熊町 1.0 オオクママチ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						美里町 1.0 みさとまち

								浪江町 1.7 ナミエマチ						半田市 12 ハンダ シ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12						豊田市 42						大津町 3.3 おおづまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ						みよし市 6.2						菊陽町 4.1 きくようまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						高森町 0.6 たかもりまち

						千葉県 チバケン		山武市 5.2 サンム				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						西原村 0.7 にしはらむら

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク						与謝野町 2.2 ヨサノ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ						宮津市 1.8 ミヤヅ シ						御船町 1.7 みふねまち

								川崎市 148 カワサキシ				大阪府		枚方市 40						嘉島町 0.9 かしままち

								鎌倉市 17 カマクラシ						東大阪市 50 ヒガシオオサカ シ						益城町 3.4 ましき まち

								小田原市 19 オダワラシ				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						甲佐町 1.1 こうさまち

								三浦市 4.5 ミウラ				奈良県 ナラケン		生駒市 12						山都町 1.5 やま と まち

								開成町 1.7 カイセイ										鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン













































20.06.04（立科町・宮津市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								古平町 0.3 フルビラチョウ						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

						岩手県		久慈市 3.6				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								二戸市 2.8				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ						大木町 1.4 オオキマチ

								葛巻町 0.6						加賀市 6.7 カガシ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								普代村 0.3				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								軽米町 0.9						池田町 1.0 イケダ マチ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								野田村 0.4						立科町 0.7 タテシナ マチ						菊池市 4.8 きくちし

								九戸村 0.6						白馬村 0.9 ハクバムラ						宇土市 3.7 うと し

								洋野町 1.7						小谷村 0.3 オタリムラ						宇城市 6.0 うきし

								一戸町 1.3				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						阿蘇市 2.7 あそ し

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						合志市 5.8 こう し し

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						美里町 1.0 みさとまち

						福島県 フクシマケン		郡山市 34						半田市 12 ハンダ シ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

								大熊町 1.0 オオクママチ						豊田市 42						大津町 3.3 おおづまち

								浪江町 1.7 ナミエマチ						みよし市 6.2						菊陽町 4.1 きくようまち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						高森町 0.6 たかもりまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						西原村 0.7 にしはらむら

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4						与謝野町 2.2 ヨサノ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						千葉県 チバケン		山武市 5.2 サンム						宮津市 1.8 ミヤヅ シ						御船町 1.7 みふねまち

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク				大阪府		枚方市 40						嘉島町 0.9 かしままち

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ						東大阪市 50 ヒガシオオサカ シ						益城町 3.4 ましき まち

								川崎市 148 カワサキシ				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						甲佐町 1.1 こうさまち

								鎌倉市 17 カマクラシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12						山都町 1.5 やま と まち

								小田原市 19 オダワラシ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5				鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

								三浦市 4.5 ミウラ						南部町 1.1 ナンブ

								開成町 1.7 カイセイ

				＊数字は人口（単位：万人）、枠で囲まれた団体は共同表明 スウジ ジンコウ タンイ マンニン













































20.06.02（山武市)

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								古平町 0.3 フルビラチョウ						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ						大木町 1.4 オオキマチ

						岩手県		久慈市 3.6				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								二戸市 2.8				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								葛巻町 0.6						加賀市 6.7 カガシ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								普代村 0.3				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ						菊池市 4.8 きくちし

								軽米町 0.9						池田町 1.0 イケダ マチ						宇土市 3.7 うと し

								野田村 0.4						白馬村 0.9 ハクバムラ						宇城市 6.0 うきし

								九戸村 0.6						小谷村 0.3 オタリムラ						阿蘇市 2.7 あそ し

								洋野町 1.7				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						合志市 5.8 こう し し

								一戸町 1.3						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						美里町 1.0 みさとまち

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ						半田市 12 ハンダ シ						大津町 3.3 おおづまち

						福島県 フクシマケン		郡山市 34						豊田市 42						菊陽町 4.1 きくようまち

								大熊町 1.0 オオクママチ						みよし市 6.2						高森町 0.6 たかもりまち

								浪江町 1.7 ナミエマチ				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						西原村 0.7 にしはらむら

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ						与謝野町 2.2 ヨサノ						御船町 1.7 みふねまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4				大阪府		枚方市 40						嘉島町 0.9 かしままち

						千葉県 チバケン		山武市 5.2 サンム						東大阪市 50 ヒガシオオサカ シ						益城町 3.4 ましき まち

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						甲佐町 1.1 こうさまち

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12						山都町 1.5 やま と まち

								川崎市 148 カワサキシ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5				鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

								鎌倉市 17 カマクラシ						南部町 1.1 ナンブ

								小田原市 19 オダワラシ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								三浦市 4.5 ミウラ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								開成町 1.7 カイセイ				＊数字は人口を表す（単位：万人） スウジ ジンコウ アラワ タンイ マンニン

												＊枠で囲まれた団体は共同表明したもの ワク カコ ダンタイ キョウドウ ヒョウメイ













































20.05.07（三浦市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								古平町 0.3 フルビラチョウ						粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ						大木町 1.4 オオキマチ

						岩手県		久慈市 3.6				富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								二戸市 2.8				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								葛巻町 0.6						加賀市 6.7 カガシ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								普代村 0.3				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ						菊池市 4.8 きくちし

								軽米町 0.9						池田町 1.0 イケダ マチ						宇土市 3.7 うと し

								野田村 0.4						白馬村 0.9 ハクバムラ						宇城市 6.0 うきし

								九戸村 0.6						小谷村 0.3 オタリムラ						阿蘇市 2.7 あそ し

								洋野町 1.7				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						合志市 5.8 こう し し

								一戸町 1.3						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						美里町 1.0 みさとまち

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ						半田市 12 ハンダ シ						大津町 3.3 おおづまち

						福島県 フクシマケン		郡山市 34						豊田市 42						菊陽町 4.1 きくようまち

								大熊町 1.0 オオクママチ						みよし市 6.2						高森町 0.6 たかもりまち

								浪江町 1.7 ナミエマチ				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						西原村 0.7 にしはらむら

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ						与謝野町 2.2 ヨサノ						御船町 1.7 みふねまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4				大阪府		枚方市 40						嘉島町 0.9 かしままち

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						益城町 3.4 ましき まち

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12						甲佐町 1.1 こうさまち

								川崎市 148 カワサキシ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5						山都町 1.5 やま と まち

								鎌倉市 17 カマクラシ						南部町 1.1 ナンブ				鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

								小田原市 19 オダワラシ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								三浦市 4.5 ミウラ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								開成町 1.7 カイセイ

												＊数字は人口を表す（単位：万人） スウジ ジンコウ アラワ タンイ マンニン

												＊枠で囲まれた団体は共同表明したもの ワク カコ ダンタイ キョウドウ ヒョウメイ













































20.04.08（松山市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								古平町 0.3 フルビラチョウ						加賀市 6.7 カガシ						菊池市 4.8 きくちし

						岩手県		久慈市 3.6				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ						宇土市 3.7 うと し

								二戸市 2.8						池田町 1.0 イケダ マチ						宇城市 6.0 うきし

								葛巻町 0.6						白馬村 0.9 ハクバムラ						阿蘇市 2.7 あそ し

								普代村 0.3						小谷村 0.3 オタリムラ						合志市 5.8 こう し し

								軽米町 0.9				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						美里町 1.0 みさとまち

								野田村 0.4						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

								九戸村 0.6				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						大津町 3.3 おおづまち

								洋野町 1.7						半田市 12 ハンダ シ						菊陽町 4.1 きくようまち

								一戸町 1.3						豊田市 42						高森町 0.6 たかもりまち

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						みよし市 6.2						西原村 0.7 にしはらむら

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						福島県 フクシマケン		郡山市 34				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						御船町 1.7 みふねまち

								大熊町 1.0 オオクママチ						与謝野町 2.2 ヨサノ						嘉島町 0.9 かしままち

								浪江町 1.7 ナミエマチ				大阪府		枚方市 40						益城町 3.4 ましき まち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						甲佐町 1.1 こうさまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12						山都町 1.5 やま と まち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5				鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク						南部町 1.1 ナンブ

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								川崎市 148 カワサキシ				愛媛県 エヒメケン		松山市 51 マツヤマ シ

								鎌倉市 17 カマクラシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								小田原市 19 オダワラシ						大木町 1.4 オオキマチ

								開成町 1.7 カイセイ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

						新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

								粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ				＊数字は人口を表す（単位：万人） スウジ ジンコウ アラワ タンイ マンニン

						富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				＊枠で囲まれた団体は共同表明したもの ワク カコ ダンタイ キョウドウ ヒョウメイ











































【機密性２】
&8&KFF0000※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。&K01+000
  　秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】
  　公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）
  　公開可能な場合は【機密性１】
※取扱制限等(例１：関係者限り、例２：公表までの間)については必要に応じて追加してください。		




20.04.01（平戸市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								古平町 0.3 フルビラチョウ						加賀市 6.7 カガシ						菊池市 4.8 きくちし

						岩手県		久慈市 3.6				長野県 ナガノケン		軽井沢町 1.9 カルイザワ マチ						宇土市 3.7 うと し

								二戸市 2.8						池田町 1.0 イケダ マチ						宇城市 6.0 うきし

								葛巻町 0.6						白馬村 0.9 ハクバムラ						阿蘇市 2.7 あそ し

								普代村 0.3						小谷村 0.3 オタリムラ						合志市 5.8 こう し し

								軽米町 0.9				静岡県 シズオカケン		浜松市 80 ハママツ シ						美里町 1.0 みさとまち

								野田村 0.4						御殿場市 8.8 ゴテンバシ						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

								九戸村 0.6				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						大津町 3.3 おおづまち

								洋野町 1.7						半田市 12 ハンダ シ						菊陽町 4.1 きくようまち

								一戸町 1.3						豊田市 42						高森町 0.6 たかもりまち

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						みよし市 6.2						西原村 0.7 にしはらむら

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						福島県 フクシマケン		郡山市 34				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						御船町 1.7 みふねまち

								大熊町 1.0 オオクママチ						与謝野町 2.2 ヨサノ						嘉島町 0.9 かしままち

								浪江町 1.7 ナミエマチ				大阪府		枚方市 40						益城町 3.4 ましき まち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12				兵庫県 ヒョウゴケン		明石市 29 アカシ						甲佐町 1.1 こうさまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12						山都町 1.5 やま と まち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5				鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク						南部町 1.1 ナンブ

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ

								川崎市 148 カワサキシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ

								鎌倉市 17 カマクラシ						大木町 1.4 オオキマチ

								小田原市 19 オダワラシ				長崎県 ナガサキ ケン		平戸市 3.2 ヒラド シ タケイチ

								開成町 1.7 カイセイ				佐賀県 サガ ケン		武雄市 4.9 タケオ シ

						新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ

								粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ				＊数字は人口を表す（単位：万人） スウジ ジンコウ アラワ タンイ マンニン

						富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ				＊枠で囲まれた団体は共同表明したもの ワク カコ ダンタイ キョウドウ ヒョウメイ











































【機密性２】
&8&KFF0000※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。&K01+000
  　秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】
  　公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）
  　公開可能な場合は【機密性１】
※取扱制限等(例１：関係者限り、例２：公表までの間)については必要に応じて追加してください。		




20.03.17（真庭市）

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								古平町 0.3 フルビラチョウ						加賀市 6.7 カガシ						菊池市 4.8 きくちし

						岩手県		久慈市 3.6				長野県 ナガノケン		池田町 1.0 イケダ マチ						宇土市 3.7 うと し

								二戸市 2.8						白馬村 0.9 ハクバムラ						宇城市 6.0 うきし

								葛巻町 0.6						小谷村 0.3 オタリムラ						阿蘇市 2.7 あそ し

								普代村 0.3				静岡県 シズオカケン		御殿場市 8.8 ゴテンバシ						合志市 5.8 こう し し

								軽米町 0.9				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						美里町 1.0 みさとまち

								野田村 0.4						豊田市 42						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

								九戸村 0.6						みよし市 6.2						大津町 3.3 おおづまち

								洋野町 1.7				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						菊陽町 4.1 きくようまち

								一戸町 1.3				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						高森町 0.6 たかもりまち

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ						与謝野町 2.2 ヨサノ						西原村 0.7 にしはらむら

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ				大阪府		枚方市 40						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						福島県 フクシマケン		郡山市 34				奈良県 ナラケン		生駒市 12						御船町 1.7 みふねまち

								大熊町 1.0 オオクママチ				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5						嘉島町 0.9 かしままち

								浪江町 1.7 ナミエマチ						南部町 1.1 ナンブ						益城町 3.4 ましき まち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12				岡山県 オカヤマケン		真庭市 4.6 マニワ シ						甲佐町 1.1 こうさまち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ						山都町 1.5 やま と まち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4						大木町 1.4 オオキマチ				鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ

								川崎市 148 カワサキシ

								鎌倉市 17 カマクラシ

								小田原市 19 オダワラシ

								開成町 1.7 カイセイ						＊数字は人口を表す（単位：万人） スウジ ジンコウ アラワ タンイ マンニン

						新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ						＊枠で囲まれた団体は共同表明したもの ワク カコ ダンタイ キョウドウ ヒョウメイ

								粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ

						富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ











































【機密性２】
&8&KFF0000※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。&K01+000
  　秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】
  　公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）
  　公開可能な場合は【機密性１】
※取扱制限等(例１：関係者限り、例２：公表までの間)については必要に応じて追加してください。		




20.03.04(与謝野町)

				表明市区町村 ヒョウメイ シクチョウソン



						北海道 ホッカイドウ		札幌市 195 サッポロシ				石川県 イシカワケン		金沢市 47 カナザワシ				熊本県		熊本市 74 クマモトシ

								古平町 0.3 フルビラチョウ						加賀市 6.7 カガシ						菊池市 4.8 きくちし

						岩手県		久慈市 3.6				長野県 ナガノケン		白馬村 0.9 ハクバムラ						宇土市 3.7 うと し

								二戸市 2.8						池田町 1.0 イケダ マチ						宇城市 6.0 うきし

								葛巻町 0.6				静岡県 シズオカケン		御殿場市 8.8 ゴテンバシ						阿蘇市 2.7 あそ し

								普代村 0.3				愛知県 アイチケン		岡崎市 38 オカザキシ						合志市 5.8 こう し し

								軽米町 0.9						豊田市 42						美里町 1.0 みさとまち

								野田村 0.4						みよし市 6.2						玉東町 0.5 ぎょくとうまち

								九戸村 0.6				三重県 ミエケン		志摩市 5.0 シマシ						大津町 3.3 おおづまち

								洋野町 1.7				京都府 キョウトフ		京都市 148 キョウトシ						菊陽町 4.1 きくようまち

								一戸町 1.3						与謝野町 2.2 ヨサノ						高森町 0.6 たかもりまち

								八幡平市 2.6 ハチマンタイシ				大阪府		枚方市 40						西原村 0.7 にしはらむら

						山形県 ヤマガタケン		東根市 4.8 ヒガシネシ				奈良県 ナラケン		生駒市 12						南阿蘇村 1.2 みなみあそむら

						福島県 フクシマケン		郡山市 34				鳥取県 トットリケン		北栄町 1.5						御船町 1.7 みふねまち

								大熊町 1.0 オオクママチ				福岡県 フクオカケン		福岡市 154 フクオカシ						嘉島町 0.9 かしままち

						栃木県 トチギケン		那須塩原市 12						大木町 1.4 オオキマチ						益城町 3.4 ましき まち

						群馬県 グンマケン		太田市 22 オオタシ												甲佐町 1.1 こうさまち

						埼玉県 サイタマケン		秩父市 6.4												山都町 1.5 やま と まち

						東京都 トウキョウト		葛飾区 44 カツシカク										鹿児島県 カゴシマケン		鹿児島市 60

						神奈川県 カナガワケン		横浜市 372 ヨコハマシ

								川崎市 148 カワサキシ

								鎌倉市 17 カマクラシ

								小田原市 19 オダワラシ

						新潟県 ニイガタケン		佐渡市 5.7 サドシ

								粟島浦村 0.04 アワシマウラ ムラ						＊数字は人口を表す（単位：万人） スウジ ジンコウ アラワ タンイ マンニン

						富山県 トヤマケン		魚津市 4.3 ウオヅシ						＊枠で囲まれた団体は共同表明したもの ワク カコ ダンタイ キョウドウ ヒョウメイ
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「世界気候エネルギー首長誓約」
①温室効果ガスの国の目標以上の削減、②気候変動の影響への適応、③持続可能なエネルギーへの
アクセス、④これらの取組の進捗状況の報告、に取り組むことを自主的に誓約する。世界で140を
超える国から約11,700の自治体が参加、13の地域事務局がある（2022年1月現在）。

※参加自治体の人口は約10憶人、全世界の10%を超える。

参加自治体と
「地域首長誓約」事務局

出典：「世界首長誓約/日本」事務局資料

「世界首長誓約/日本」
事務局（名古屋大学）



世界には首長誓約した自治体が１１７００団体。

•世界とつながり、智慧を共有すること
が、目標を実現する早道

•それぞれが地域の特性を生かしている
智慧を学んで、各地でカスタマイズして
いく



〇首長誓約自治体の例



オベレスビーゼンタール・エネルギー有限会社
（トートナウ市、人口約5,000人）

ドイツ南部の標高560～1700m、市の
面積約7000haのうち5000haは森林。市
の主な産業はツーリズム。年間約50万人
の宿泊客がある。

市が52％の株を所有する都市事業団が、水力・太陽
光・バイオマスコジェネで100％再生可能エネルギーに
よる電力を供給。都市事業団は地域のエネルギー会社
から配電網を取得。
都市事業団の社員は11人。2012年の売り上げは535万€。
利益の52％は市の収入。

19世紀末から水力発電が普及。
現在は個人経営も含めて約30か所で発電。

出典：「世界首長誓約/日本」事務局資料



公立高校の校舎のエコ改修

←窓は二重窓(ペアガラス)、
地元施工業者により、地域
の原材料を用いて壁の外断
熱を補強。

←東や南に面した窓には、外側にブラインドを
つけ日射による温度上昇を防ぐ。

アブルッツォ州キエーティ(イタリア)

・

 太陽光集熱発電のアンテナは太陽を自動追尾し集熱する。
中央部分は900℃になり、スターリングエンジンで発電。
同時に熱もつくる。

 総合効率は約53％（年間約2,100kWh発電、6,400kWh
の熱）。

 キエーティ県は2012年に10台を導入（1台約200万円）。

小学校の校舎の屋上に
太陽光集熱発電

キエーティ県
人口 約40万人

出典：「世界首長誓約/日本」事務局資料



豊橋市（人口約375,000人、2018年10月誓約）
バイオマス資源利活用施設整備・運営事業

 特徴１：下水汚泥、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥を混合して、
処理する複合バイオマス施設としては国内最大級。

 特徴２：メタン発酵処理で得られたバイオガスで発電して、
一般家庭の約1,890世帯分の供給が可能。

 特徴３：発酵後の汚泥は炭化燃料化し、石炭の代替燃料と
して民間企業で利活用される。

 特徴４：バイオマスの利活用をすることにより施設の処理
量の削減やガス発電などを合わせると年間で杉の木約100万
本の植樹効果がある。

出典：豊橋市プレゼン資料より編集（「世界首長誓約/日本」事務局）

写真：バイオマス利活用センター（豊橋市）

市民が分別した生ごみを全戸回収。下水道汚泥、し尿・浄化槽汚泥、生ごみを搬入してメタン発酵させ、
発生したメタンガスによってガス発電を行い、豊橋市出資の電力会社「穂の国とよはし電力会社」へ売電。

エネルギー地産地消
背景に市民により取組まれてきた「ごみゼロ運動」がある



求められる
首長の強いリーダーシップとビジョン

•VUCAの時代、首長の強力
なリーダーシップが必要
•不確定な世界なればこそ、
世界と連帯したリーダーが求
められる。
•「多様」「自律」したコ
ミュニティー地域循環共生圏
―の形成をリードしてほしい。

•変動性(Volatility)が高く
•不確実（Uncertainty）で
•複雑(Complexity)で
•曖昧(Ambiguity)

VUCAの時代
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