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都道府県 市区町村 実施日 都道府県 市区町村 実施日
北海道 紋別市 ６月１１日（金） 岐阜県 中津川市 ６月１１日（金）
北海道 興部町 ６月１１日（金） 岐阜県 白川町 ６月１１日（金）
北海道 雄武町 ６月１１日（金） 静岡県 富士市 ６月１１日（金）
青森県 八戸市 ６月１１日（金） 静岡県 河津町 ６月１１日（金）
青森県 五所川原市 ６月１１日（金） 愛知県 知多市 ６月１１日（金）
青森県 十和田市 ６月１１日（金） 愛知県 扶桑町 ６月１１日（金）
青森県 三沢市 ６月１１日（金） 三重県 尾鷲市 ６月１１日（金）
青森県 むつ市 ６月１１日（金） 三重県 紀北町 ６月１１日（金）
青森県 鰺ヶ沢町 ６月１１日（金） 滋賀県 近江八幡市 ６月３０日（水）
青森県 おいらせ町 ６月１１日（金） 滋賀県 日野町 ６月３０日（水）
岩手県 山田町 ６月１１日（金） 京都府 福知山市 ６月３０日（水）
岩手県 遠野市 ６月１１日（金） 大阪府 富田林市 ６月３０日（水）
岩手県 藤沢町 ６月１１日（金） 大阪府 箕面市 ６月３０日（水）
宮城県 色麻町 ６月１１日（金） 兵庫県 赤穂市 ６月３０日（水）
宮城県 加美町 ６月１１日（金） 兵庫県 宍粟市 ６月３０日（水）
宮城県 栗原市 ６月１１日（金） 奈良県 三郷町 ６月３０日（水）
宮城県 登米市 ６月１１日（金） 奈良県 安堵町 ６月３０日（水）
秋田県 にかほ市 ６月１１日（金） 和歌山県 橋本市 ６月３０日（水）
山形県 舟形町 ６月１１日（金） 和歌山県 かつらぎ町 ６月３０日（水）
山形県 戸沢村 ６月１１日（金） 鳥取県 鳥取市 ６月３０日（水）
福島県 須賀川市 ６月１１日（金） 鳥取県 倉吉市 ６月３０日（水）
福島県 天栄村 ６月１１日（金） 鳥取県 米子市 ６月３０日（水）
茨城県 常陸太田市 ６月８日（火） 鳥取県 岩美町 ６月３０日（水）
茨城県 城里町 ６月８日（火） 鳥取県 八頭町 ６月３０日（水）
栃木県 芳賀町 ６月８日（火） 鳥取県 若桜町 ６月３０日（水）
栃木県 野木町 ６月８日（火） 鳥取県 北栄町 ６月３０日（水）
群馬県 伊勢崎市 ６月８日（火） 島根県 松江市 ６月３０日（水）
群馬県 玉村町 ６月８日（火） 島根県 出雲市 ６月３０日（水）
埼玉県 蓮田市 ６月８日（火） 岡山県 早島町 ６月３０日（水）
埼玉県 伊奈町 ６月８日（火） 岡山県 新庄村 ６月３０日（水）
千葉県 富里市 ６月８日（火） 広島県 三次市 ６月３０日（水）
千葉県 神崎町 ６月８日（火） 広島県 竹原市 ６月３０日（水）
東京都 三鷹市 ６月８日（火） 山口県 阿武町 ６月３０日（水）
東京都 日の出町 ６月８日（火） 山口県 周防大島町 ６月３０日（水）
神奈川県 横須賀市 ６月８日（火） 徳島県 板野町 ６月２４日（木）
神奈川県 平塚市 ６月８日（火） 徳島県 東みよし市 ６月２４日（木）
神奈川県 鎌倉市 ６月８日（火） 香川県 観音寺市 ６月２４日（木）
山梨県 南アルプス市 ６月８日（火） 香川県 宇多津町 ６月２４日（木）
山梨県 北杜市 ６月８日（火） 愛媛県 八幡浜市 ６月２４日（木）
新潟県 阿賀町 ６月２４日（木） 愛媛県 鬼北町 ６月２４日（木）
新潟県 五泉市 ６月２４日（木） 高知県 土佐市 ６月２４日（木）
長野県 南相木村 ６月２４日（木） 高知県 佐川町 ６月２４日（木）
長野県 小海町 ６月２４日（木） 福岡県 朝倉市 ６月２４日（木）
富山県 氷見市 ６月３０日（水） 佐賀県 嬉野市 ６月２４日（木）
富山県 高岡市 ６月３０日（水） 長崎県 時津町 ６月２４日（木）
石川県 能美市 ６月３０日（水） 熊本県 宇土市 ６月２４日（木）
石川県 川北町 ６月３０日（水） 大分県 日田市 ６月２４日（木）
福井県 南越前町 ６月３０日（水） 宮崎県 都農町 ６月２４日（木）
福井県 池田町 ６月３０日（水） 鹿児島県 薩摩川内市 ６月２４日（木）

沖縄県 伊平屋村 ６月８日（火）
沖縄県 東村 ６月８日（火）
沖縄県 北大東村 ６月８日（火）
沖縄県 南大東村 ６月８日（火）
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