
無電柱化を推進する市区町村長の会  名簿 R3.5.10現在　計288名

北海道 函館市 埼玉県 所沢市 長野県 佐久市 大阪府 東大阪市 山口県 萩市 沖縄県 宮古島市

北海道 釧路市 埼玉県 本庄市 長野県 軽井沢町 大阪府 四条畷市 山口県 防府市 沖縄県 南城市

北海道 北見市 埼玉県 春日部市 長野県 御代田町 兵庫県 姫路市 徳島県 美馬市 沖縄県 今帰仁村

北海道 網走市 埼玉県 朝霞市 長野県 立科町 兵庫県 西宮市 香川県 丸亀市 沖縄県 恩納村

北海道 苫小牧市 埼玉県 和光市 長野県 白馬村 兵庫県 芦屋市 愛媛県 八幡浜市 沖縄県 金武町

北海道 稚内市 埼玉県 桶川市 岐阜県 岐阜市 兵庫県 伊丹市 愛媛県 内子町 沖縄県 読谷村

北海道 美唄市 千葉県 館山市 岐阜県 高山市 兵庫県 豊岡市 高知県 高知市 沖縄県 北中城村

北海道 名寄市 千葉県 木更津市 岐阜県 関市 兵庫県 川西市 高知県 安芸市 沖縄県 与那原町

北海道 千歳市 千葉県 八千代市 岐阜県 中津川市 兵庫県 たつの市 高知県 須崎市

北海道 砂川市 千葉県 香取市 岐阜県 美濃市 奈良県 奈良市 高知県 宿毛市

北海道 深川市 千葉県 酒々井町 岐阜県 恵那市 奈良県 大和高田市 高知県 四万十市

北海道 登別市 東京都 港区 岐阜県 可児市 奈良県 大和郡山市 高知県 香南市

北海道 七飯町 東京都 新宿区 岐阜県 飛騨市 奈良県 天理市 高知県 佐川町

北海道 余市町 東京都 文京区 岐阜県 郡上市 奈良県 桜井市 福岡県 北九州市

北海道 美瑛町 東京都 台東区 岐阜県 下呂市 奈良県 五條市 福岡県 福岡市

北海道 小平町 東京都 墨田区 岐阜県 白川村 奈良県 御所市 福岡県 久留米市

北海道 音更町 東京都 江東区 静岡県 静岡市 奈良県 香芝市 福岡県 直方市

北海道 上士幌町 東京都 品川区 静岡県 浜松市 奈良県 宇陀市 福岡県 柳川市

青森県 弘前市 東京都 目黒区 静岡県 沼津市 奈良県 平群町 福岡県 八女市

青森県 黒石市 東京都 大田区 静岡県 三島市 奈良県 三郷町 福岡県 大川市

青森県 平川市 東京都 中野区 静岡県 富士宮市 奈良県 斑鳩町 福岡県 宗像市

岩手県 盛岡市 東京都 杉並区 静岡県 島田市 奈良県 安堵町 福岡県 古賀市

岩手県 宮古市 東京都 豊島区 静岡県 富士市 奈良県 田原本町 福岡県 福津市

岩手県 久慈市 東京都 荒川区 静岡県 藤枝市 奈良県 曽爾村 佐賀県 小城市

岩手県 遠野市 東京都 練馬区 静岡県 御殿場市 奈良県 高取町 佐賀県 嬉野市

岩手県 陸前高田市 東京都 足立区 静岡県 裾野市 奈良県 明日香村 長崎県 長崎市

岩手県 矢巾町 東京都 葛飾区 静岡県 湖西市 奈良県 上牧町 長崎県 佐世保市

岩手県 金ケ崎町 東京都 江戸川区 静岡県 菊川市 奈良県 王寺町 長崎県 島原市

宮城県 白石市 東京都 八王子市 静岡県 函南市 奈良県 広陵町 長崎県 平戸市

宮城県 名取市 東京都 小金井市 静岡県 小山町 奈良県 吉野町 長崎県 雲仙市

宮城県 大崎市 東京都 稲城市 愛知県 豊橋市 奈良県 下市町 熊本県 熊本市

宮城県 七ヶ宿町 神奈川県 横浜市 愛知県 岡崎市 奈良県 天川村 熊本県 荒尾市

宮城県 村田町 神奈川県 川崎市 愛知県 一宮市 奈良県 上北山村 熊本県 合志市

宮城県 南三陸町 神奈川県 鎌倉市 愛知県 半田市 和歌山県 和歌山市 大分県 大分市

秋田県 大館市 神奈川県 小田原市 愛知県 豊田市 和歌山県 海南市 大分県 佐伯市

山形県 山形市 神奈川県 伊勢原市 愛知県 小牧市 和歌山県 紀の川市 宮崎県 都城市

山形県 鶴岡市 神奈川県 南足柄市 愛知県 東海市 鳥取県 鳥取市 宮崎県 日南市

山形県 酒田市 新潟県 新潟市 愛知県 長久手市 鳥取県 米子市 宮崎県 綾町

福島県 会津若松市 新潟県 見附市 愛知県 幸田町 鳥取県 倉吉市 鹿児島県 阿久根市

福島県 郡山市 新潟県 村上市 三重県 伊勢市 島根県 大田市 鹿児島県 西之表市

福島県 白河市 富山県 高岡市 三重県 鈴鹿市 島根県 安来市 鹿児島県 薩摩川内
市福島県 喜多方市 富山県 氷見市 三重県 熊野市 島根県 飯南町 鹿児島県 霧島市

福島県 下郷町 富山県 黒部市 三重県 伊賀市 島根県 津和野町 鹿児島県 奄美市

福島県 柳津町 富山県 小矢部市 滋賀県 長浜市 岡山県 倉敷市 鹿児島県 中種子町

福島県 金山町 富山県 南砺市 滋賀県 近江八幡市 岡山県 高梁市 鹿児島県 南種子町

茨城県 日立市 富山県 射水市 京都府 京都市 岡山県 備前市 鹿児島県 屋久島町

茨城県 土浦市 富山県 入善町 京都府 宇治市 岡山県 真庭市 鹿児島県 大和村

茨城県 行方市 石川県 金沢市 京都府 向日市 岡山県 新庄村 鹿児島県 宇検村

栃木県 栃木市 石川県 輪島市 京都府 長岡京市 広島県 呉市 鹿児島県 瀬戸内町

群馬県 前橋市 石川県 加賀市 京都府 南丹市 広島県 竹原市 鹿児島県 龍郷町

群馬県 太田市 石川県 白山市 大阪府 高槻市 広島県 三原市 鹿児島県 徳之島町

群馬県 富岡市 石川県 野々市市 大阪府 守口市 広島県 尾道市 鹿児島県 和泊町

埼玉県 さいたま市 福井県 小浜市 大阪府 枚方市 広島県 東広島市 鹿児島県 与論町

埼玉県 川越市 山梨県 富士吉田市 大阪府 泉佐野市 広島県 廿日市市 沖縄県 石垣市

埼玉県 熊谷市 山梨県 早川町 大阪府 大東市 山口県 下関市 沖縄県 糸満市

埼玉県 川口市 長野県 諏訪市 大阪府 高石市 山口県 山口市 沖縄県 豊見城市


