
検討内容及び今後のスケジュール（案）について

令 和 元 年 ６ 月 ２ ７ 日
総務省自治財政局財務調査課

資 料 ２



（単位：団体）

47 (100.0%) 1,731 (99.4%) 20 (100.0%) 1,711 (99.4%) 1,778 (99.4%)

0 (0.0%) 10 (0.6%) 0 (0.0%) 10 (0.6%) 10 (0.6%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)

合計

整備中

整備済み

整備状況

合計

都道府県 市区町村
指定都市

指定都市除く
市区町村

（単位：団体）

44 (93.6%) 1,651 (94.8%) 20 (100.0%) 1,631 (94.8%) 1,695 (94.8%)

3 (6.4%) 90 (5.2%) 0 (0.0%) 90 (5.2%) 93 (5.2%)

47 (100.0%) 1,741 (100.0%) 20 (100.0%) 1,721 (100.0%) 1,788 (100.0%)

合計
指定都市

指定都市除く
市区町村

合計

作成中

作成済み

作成状況 都道府県 市区町村

○ 地方公共団体が所有する全ての固定資産について、取得価額、耐用年数等のデータを網羅的に記載した「固定資産台帳」
は、99.4%の団体において整備済み。

○ 統一的な基準による財務書類については、94.8%の団体において作成済み。

（「％」は、小数点第２位を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。）

【固定資産台帳の整備状況】（平成31年３月31日時点）

【財務書類の整備状況】（平成31年３月31日時点）

統一的な基準による財務書類等の整備状況

1


ますた

		PASS:1

		No.		調査項目 チョウサコウモク		選択肢 センタクシ										都道府県 トドウフケン		政令市 セイレイシ		市区町村 シクチョウソン

		１		一般会計等財務書類 イッパンカイケイナドザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		18		1383				作成中（H28作成済み以外） サクセイチュウサクセイズイガイ

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		2		240				県 ケン		政令 セイレイ		市町村 シチョウソン

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		1		70				0		0		7

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		1		133				2		0		26

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		68				0		0		21

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		25				0		0		14

														平成32年１～３月 ネンガツ		0		0		26				0		0		15

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		4				0		0		3

														未定 ミテイ		0		0		0				0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		86

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		1		0		3

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		0

														作成予定なし サクセイヨテイ		0		0		9

		2		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		17		1339

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		3		250

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		1		70

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		2		148

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		77

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		25

														平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ		0		0		29

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		9

														未定 ミテイ		0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		108

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		0		0		2

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		2

														作成予定なし サクセイヨテイ		1		0		20

		3		連結財務書類 レンケツザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		16		1232

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		4		282

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		2		74

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		2		197

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		83

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		34

														平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ		0		0		34

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		11

														未定 ミテイ		0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		151

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		1		0		2

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		3

														作成予定なし サクセイヨテイ		0		0		51

		４		公表した（公表予定）時期 コウヒョウコウヒョウヨテイジキ		①		平成30年９月以前 ネンガツイゼン								0		3		49

						②		平成30年10～12月 ネンガツ								11		6		84

						③		平成31年１～３月 ネンガツ								26		8		593

						④		平成31年４月 ネンガツ								5		2		389

						⑤		平成31年５月以降 ヘイセイネンガツイコウ								4		1		594

		５		付属明細書 フゾクメイサイショ		①		全て作成済み								19		9		811

						②		作成を予定していないもの以外は作成済み								14		4		288

						③		作成中								6		3		299

						④		未着手だが、今後作成予定								4		0		245

						⑤		作成予定なし								3		3		54

						⑥		その他 タ								1		1		24

		６		注記 チュウキ		①		全て作成済み								30		10		961

						②		作成を予定していないもの以外は作成済み								8		3		152

						③		作成中								6		2		297

						④		未着手だが、今後作成予定								2		1		251

						⑤		作成予定なし								1		3		43						作成済みor作成予定の団体のみ サクセイズサクセイヨテイダンタイ

						⑥		その他 タ								0		1		17						県 ケン		政令市 セイレイシ		市町村 シチョウソン

		７		財務書類の公表方法（公表予定の方法） ザイムショルイコウヒョウホウホウコウヒョウヨテイホウホウ		①		ホームページ								46		20		1576						46		20		1576

						②		ホームページ以外 イガイ								3		2		152						3		2		152

						③		公表方法未定 コウヒョウホウホウミテイ								0		0		95						0		0		94

		８		作成方法 サクセイホウホウ		①		日々仕訳 ヒビシワケ								6		1		114						6		2		112

						②		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								41		19		1603						40		18		1597

		９		平成30年度決算分 ヘイセイネンドケッサンブン		①		平成31年９月まで ヘイセイネンクガツ								3		4		101				母数 ボスウ		46		20		1709

						②		平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ								19		8		239				ダブリ		3		2		113

						③		平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ								30		13		1415

						④		平成32年４月以降								0		0		161

						⑤		その他 タ								0		0		8

		10		固定資産台帳 コテイシサンダイチョウ		①		整備済み セイビス						整備済み セイビズ		42		18		1399

						②								更新中（作成済み） コウシンチュウサクセイズ		5		2		307

						③		整備中 セイビチュウ								0		0		10

						④		未着手（回答欄１） ミチャクシュカイトウラン								0		0		5

		11		固定資産台帳の公表（予定） コテイシサンダイチョウコウヒョウヨテイ		①		公表済み コウヒョウス						ホームページ		15		8		350

														それ以外 イガイ		1		0		96

						②		公表予定 コウヒョウヨテイ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		0		139

														平成31年５～６月 ガツ		4		1		273

														平成31年７～９月 ガツ		2		0		140

														平成31年10～12月 ガツ		0		1		93

														平成32年１～３月 ネンガツ		3		0		170

														平成32年４月以降（※） ネンガツイコウ		1		0		32

														未定（※） ミテイ		17		8		348

														公表予定なし（※） コウヒョウヨテイ		1		2		80

		12		固定資産台帳の整備完了予定時期 コテイシサンダイチョウセイビカンリョウヨテイジキ		①		平成31年４月 ヘイセイネンガツ								0		0		3

								平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ								0		0		8

								平成31年７～９月 ガツ								0		0		10

								平成31年10～12月 ガツ								0		0		5

								平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ								0		0		9

								平成32年４月以降（※） ヘイセイネンガツイコウ								1		0		2

								未定（※） ミテイ								0		0		9

		13		固定資産台帳の年度更新が完了する毎年度の時期（予定） コテイシサンダイチョウネンドコウシンカンリョウマイネンドジキヨテイ		①		固定資産台帳の異動があった時に随時更新される コテイシサンダイチョウイドウトキズイジコウシン								0		0		13

						②		翌年度４～６月 ヨクネンドガツ								0		1		111

						③		翌年度７～９月 ヨクネンドガツ								11		6		315

						④		翌年度10～12月 ヨクネンドガツ								25		6		633

						⑤		翌年度１～３月 ヨクネンドガツ								11		7		612

						⑥		翌々年度以降 ヨクヨクネンドイコウ								0		0		21

						⑦		未定 ミテイ								0		0		16

		14		平成30年度中における財務書類の活用状況等 ヘイセイネンドチュウザイムショルイカツヨウジョウキョウトウ		①		各種指標の分析								17		15		759

						②		施設別・事業別の行政コスト計算書を作成								3		4		50

						③		公共施設の適正管理								0		3		76

						④		議会における説明資料								10		7		174

						⑤		住民に分かりやすく財政状況を説明								37		14		406

						⑥		市場公募債の説明会で財政状況を説明								10		6		1

						⑦		ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集								0		0		0

						⑧		①～⑦以外の活用								2		1		56

						⑨		活用していない								6		1		590





団体送付

																								令和元年6月●日 レイワモトネンゲツガツニチ

		統一的な基準による財務書類の整備予定等調査 トウイツテキキジュンザイムショルイセイビヨテイナドチョウサ

		（地方公共団体向け補足資料） チホウコウキョウダンタイムホソクシリョウ

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類（附属明細書）作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイフゾクメイサイショサクセイジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		作成済み サクセイズ								33		(70.2%)		1,112		(63.9%)		13		(65.0%)		1,099		(63.9%)		1,145		(64.0%)

		作成中 サクセイチュウ								6		(12.8%)		302		(17.3%)		3		(15.0%)		299		(17.4%)		308		(17.2%)

		未着手 ミチャクシュ								8		(17.0%)		327		(18.8%)		4		(20.0%)		323		(18.8%)		335		(18.7%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類（注記）作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカワザイムショルイチュウキサクセイジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		作成済み サクセイズ								38		(80.9%)		1,126		(64.7%)		13		(65.0%)		1,113		(64.7%)		1,164		(65.1%)

		作成中 サクセイチュウ								6		(12.8%)		299		(17.2%)		2		(10.0%)		297		(17.3%)		305		(17.1%)

		未着手 ミチャクシュ								3		(6.4%)		316		(18.2%)		5		(25.0%)		311		(18.1%)		319		(17.8%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成29年度決算に係る 統一的な基準による財務書類の作成方法（作成済みまたは作成中団体） ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイホウホウサクセイズサクセイチュウダンタイ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		日々仕訳 ヒビシワケ								6		(13.0%)		114		(6.6%)		2		(10.0%)		112		(6.6%)		120		(6.8%)

		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								40		(87.0%)		1,615		(93.4%)		18		(90.0%)		1,597		(93.4%)		1,655		(93.2%)

		合計 ゴウケイ								46		(100.0%)		1,729		(100.0%)		20		(100.0%)		1,709		(100.0%)		1,775		(100.0%)

		○平成30年度決算に係る統一的基準による財務書類の完成予定時期 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイカンセイヨテイジキ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ

				平成31年９月まで ヘイセイネンクガツ						3		(6.4%)		106		(6.1%)		4		(20.0%)		102		(5.9%)		109		(6.1%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		235		(13.5%)		7		(35.0%)		228		(13.2%)		252		(14.1%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						27		(57.4%)		1,265		(72.7%)		9		(45.0%)		1,256		(73.0%)		1,292		(72.3%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		132		(7.6%)		0		(0.0%)		132		(7.7%)		132		(7.4%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		3		(0.2%)		0		(0.0%)		3		(0.2%)		3		(0.2%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ

				平成31年年９月まで ヘイセイネンネンクガツ						1		(2.1%)		70		(4.0%)		3		(15.0%)		67		(3.9%)		71		(4.0%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		199		(11.4%)		7		(35.0%)		192		(11.2%)		216		(12.1%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						29		(61.7%)		1,293		(74.3%)		10		(50.0%)		1,283		(74.5%)		1,322		(73.9%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		142		(8.2%)		0		(0.0%)		142		(8.3%)		142		(7.9%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		37		(2.1%)		0		(0.0%)		37		(2.1%)		37		(2.1%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		連結財務書類 レンケツザイムショルイ

				平成31年年９月まで ヘイセイネンネンクガツ						0		(0.0%)		26		(1.5%)		2		(10.0%)		24		(1.4%)		26		(1.5%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		116		(6.7%)		5		(25.0%)		111		(6.4%)		133		(7.4%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						30		(63.8%)		1,356		(77.9%)		13		(65.0%)		1,343		(78.0%)		1,386		(77.5%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		142		(8.2%)		0		(0.0%)		142		(8.3%)		142		(7.9%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		101		(5.8%)		0		(0.0%)		101		(5.9%)		101		(5.6%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成30年3月31日時点の状況を反映した固定資産台帳の整備状況 ヘイセイネンガツニチジテンジョウキョウハンエイコテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		整備済み セイビズ								42		(89.4%)		1,417		(81.4%)		18		(90.0%)		1,399		(81.3%)		1,459		(81.6%)

		整備中 セイビチュウ								5		(10.6%)		319		(18.3%)		2		(10.0%)		317		(18.4%)		324		(18.1%)

		未着手 ミチャクシュ								0		(0.0%)		5		(0.3%)		0		(0.0%)		5		(0.3%)		5		(0.3%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成30年3月31日時点の状況を反映した固定資産台帳の公表状況 ヘイセイネンガツニチジテンジョウキョウハンエイコテイシサンダイチョウコウヒョウジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		公表済み コウヒョウズ								16		(34.0%)		444		(25.6%)		8		(40.0%)		446		(25.4%)		460		(25.8%)

				ホームページ						15		(31.9%)		352		(20.3%)		8		(40.0%)		350		(20.0%)		367		(20.6%)

				ホームページ以外 イガイ						1		(2.1%)		92		(5.3%)		0		(0.0%)		96		(5.4%)		93		(5.2%)

		公表予定 コウヒョウヨテイ								30		(63.8%)		1,172		(67.5%)		10		(50.0%)		1,190		(67.7%)		1,202		(67.4%)

		公表予定なし コウヒョウヨテイ								1		(2.1%)		79		(4.6%)		2		(10.0%)		80		(4.5%)		80		(4.5%)

		対象団体数 タイショウダンタイスウ								47				1,736				20				1,716				1,783

		○固定資産台帳の年度更新の完了（予定）時期 コテイシサンダイチョウネンドコウシンカンリョウヨテイジキ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		異動発生時に随時更新 イドウハッセイジズイジコウシン								0		(0.0%)		13		(0.7%)		0		(0.0%)		13		(0.8%)		13		(0.7%)

		翌年度4～6月								0		(0.0%)		112		(6.4%)		1		(5.0%)		111		(6.4%)		112		(6.3%)

		翌年度7～9月								11		(23.4%)		321		(18.4%)		6		(30.0%)		315		(18.3%)		332		(18.6%)

		翌年度10～12月								25		(53.2%)		639		(36.7%)		6		(30.0%)		633		(36.8%)		664		(37.1%)

		翌年度1～3月								11		(23.4%)		619		(35.6%)		7		(35.0%)		612		(35.6%)		630		(35.2%)

		翌々年度以降 ヨクヨクネンドイコウ								0		(0.0%)		21		(1.2%)		0		(0.0%)		21		(1.2%)		21		(1.2%)

		未定 ミテイ								0		(0.0%)		16		(0.9%)		0		(0.0%)		16		(0.9%)		16		(0.9%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		【参考１】一部事務組合及び広域連合回答分 サンコウイチブジムクミアイオヨコウイキレンゴウカイトウブン

		※財産区である団体等、統一的な基準による財務書類を作成していない団体を除く（161団体） ザイサンクダンタイトウトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイダンタイノゾ

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								作成済み サクセイズ				作成中 サクセイチュウ				作成不要 サクセイフヨウ				作成予定なし サクセイヨテイ				合計 ゴウケイ

		一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ								1,235		(90.6%)		83		(6.1%)		22		(1.6%)		23		(1.7%)		1,363		(100.0%)

		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ								434		(31.8%)		36		(2.6%)		824		(60.5%)		69		(5.1%)		1,363		(100.0%)

		連結財務書類 レンケツザイムショルイ								605		(44.4%)		44		(3.2%)		655		(48.1%)		59		(4.3%)		1,363		(100.0%)

		○統一的な基準による財務書類の作成方法（予定を含む） トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイホウホウヨテイフク

										（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								団体数等 ダンタイスウトウ

		日々仕訳 ヒビシワケ								83		(6.1%)

		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								1,280		(93.9%)

		合計 ゴウケイ								1,363		(100.0%)

		○固定資産台帳の整備状況 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								団体数等 ダンタイスウトウ

		整備済み セイビズ								1,200		(88.0%)

		整備中 セイビチュウ								30		(2.2%)

		未整備 ミセイビ								19		(1.4%)

		所有資産なし ショユウシサン								114		(8.4%)

		合計 ゴウケイ								1,363		(100.0%)



&C- &P -



統一的基準集計

				○統一的な基準による財務書類の作成状況 トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイジョウキョウ

				日々仕訳を平成29年度とした場合（内訳なし） ヒビシワケヘイセイネンドバアイウチワケ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイスミ						44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中 サクセイチュウ						3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)		1,531		(85.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイス		H29決算作成済み ケッサンサクセイズ				39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)		168		(9.4%)

						H28決算以前作成済み　※１ ケッサンイゼンサクセイズ				5		(10.6%)		250		(14.4%)		2		(10.0%)		248		(14.4%)		255		(14.3%)		89		(5.0%)

						小計　				44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中 サクセイチュウ						3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)		1,531		(85.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		20		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				※１　平成29年度決算に係る財務書類は未作成であるが、平成28年度決算以前については作成済みの団体 ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイミサクセイヘイセイネンドケッサンイゼンサクセイズダンタイ

				○参考 サンコウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイス		H29決算作成済み				39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)		168		(9.4%)

						H28決算以前作成済み　※１				5		(10.6%)		250		(14.4%)		2		(10.0%)		248		(14.4%)		255		(14.3%)		89		(5.0%)

						小計　				44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中
（完成
時期） サクセイチュウカンセイジキ		平成31年4月～6月 ヘイセイ				2		(4.3%)		29		(1.7%)		0		(0.0%)		29		(1.7%)		31		(1.7%)

						平成31年7月以降 ヘイセイネンガツ				1		(2.1%)		61		(3.5%)		0		(0.0%)		61		(3.5%)		62		(3.5%)		1,531		(85.6%)

						小計 ショウケイ				3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)





固定資産台帳の整備

				○固定資産台帳の整備状況 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				整備状況 セイビジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						47		(100.0%)		1,731		(99.4%)		20		(100.0%)		1,711		(99.4%)		1,778		(99.4%)

				整備中 セイビチュウ						0		(0.0%)		10		(0.6%)		0		(0.0%)		10		(0.6%)		10		(0.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				回答結果より機械的に振り分けた場合 カイトウケッカキカイテキフワバアイ

				整備状況 セイビジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						43		(91.5%)		1,661		(95.4%)		19		(95.0%)		1,642		(95.4%)		1,704		(95.3%)

				整備中 セイビチュウ						2		(4.3%)		79		(4.5%)		1		(5.0%)		78		(4.5%)		81		(4.5%)

				未整備 ミセイビ						2		(4.3%)		1		(0.1%)		0		(0.0%)		1		(0.1%)		3		(0.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)





平成29年度決算

				平成29年度決算に係る財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイサクセイジョウキョウ

				●一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		328		(18.8%)		2		(10.0%)		326		(18.9%)		335		(18.7%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		12		(0.7%)		0		(0.0%)		12		(0.7%)		13		(0.7%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,356		(77.9%)		17		(85.0%)		1,339		(77.8%)		1,395		(78.0%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		361		(20.7%)		3		(15.0%)		358		(20.8%)		368		(20.6%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		24		(1.4%)		0		(0.0%)		24		(1.4%)		25		(1.4%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●連結財務書類 レンケツザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,248		(71.7%)		16		(80.0%)		1,232		(71.6%)		1,287		(72.0%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		437		(25.1%)		4		(20.0%)		433		(25.2%)		444		(24.8%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		56		(3.2%)		0		(0.0%)		56		(3.3%)		57		(3.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●付属明細書 フゾクメイサイショ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						33		(70.2%)		1,112		(63.9%)		13		(65.0%)		1,099		(63.9%)		1,145		(64.0%)

				作成中 サクセイチュウ						6		(12.8%)		302		(17.3%)		3		(15.0%)		299		(17.4%)		308		(17.2%)

				未着手 ミチャクシュ						8		(17.0%)		327		(18.8%)		4		(20.0%)		323		(18.8%)		335		(18.7%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●注記 チュウキ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						38		(80.9%)		1,126		(64.7%)		13		(65.0%)		1,113		(64.7%)		1,164		(65.1%)

				作成中 サクセイチュウ						6		(12.8%)		299		(17.2%)		2		(10.0%)		297		(17.3%)		305		(17.1%)

				未着手 ミチャクシュ						3		(6.4%)		316		(18.2%)		5		(25.0%)		311		(18.1%)		319		(17.8%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●固定資産台帳（H30.3.31時点） コテイシサンダイチョウジテン

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						42		(89.4%)		1,417		(81.4%)		18		(90.0%)		1,399		(81.3%)		1,459		(81.6%)

				整備中 セイビチュウ						5		(10.6%)		319		(18.3%)		2		(10.0%)		317		(18.4%)		324		(18.1%)

				未整備 ミセイビ						0		(0.0%)		5		(0.3%)		0		(0.0%)		5		(0.3%)		5		(0.3%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)





平成28年度決算（連結）※ボツ

				平成28年度決算に係る連結財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカレンケツザイムショルイサクセイジョウキョウ

																										（単位：団体）

				区分 クブン				合計 ゴウケイ				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン

																				指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ				1,276		(71.4%)		40		(85.1%)		1,236		(71.0%)		19		(95.0%)		1,217		(70.7%)

				作成中 サクセイチュウ				406		(22.7%)		6		(12.8%)		400		(23.0%)		1		(5.0%)		399		(23.2%)

				作成予定なし サクセイヨテイ				106		(5.9%)		1		(2.1%)		105		(6.0%)		0		(0.0%)		105		(6.1%)

				合計 ゴウケイ				1,788		(100.0%)		47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)





公表方法

				平成29年度決算に係る財務書類の公表状況　※未着手団体を除く ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイコウヒョウジョウキョウミチャクシュダンタイノゾ

				○財務書類の公表方法（予定を含む） フク

																										（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				公表済み又は公表予定 コウヒョウズマタコウヒョウヨテイ				46		(100.0%)		1,635		(94.6%)		20		(100.0%)		1,615		(94.5%)		1,681		(94.7%)

						ホームページ		46		(100.0%)		1,596		(92.3%)		20		(100.0%)		1,576		(92.2%)		1,642		(92.5%)

						ホームページ以外 イガイ		3		(6.5%)		154		(8.9%)		2		(10.0%)		152		(8.9%)		157		(8.8%)

						上記の両方（複数回答） ジョウキリョウホウフクスウカイトウ		3		(6.5%)		115		(6.7%)		2		(10.0%)		113		(6.6%)		118		(6.6%)

				公表方法未定 コウヒョウホウホウミテイ				0		(0.0%)		94		(5.4%)		0		(0.0%)		94		(5.5%)		94		(5.3%)

				対象団体数 タイショウダンタイスウ				46				1,729				20				1,709				1,775

				○固定資産台帳の公表状況 コテイシサンダイチョウコウヒョウジョウキョウ																						（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				公表済み コウヒョウズ				16		(34.0%)		454		(26.2%)		8		(40.0%)		446		(26.0%)		470		(26.4%)

						ホームページ		15		(31.9%)		358		(20.6%)		8		(40.0%)		350		(20.4%)		373		(20.9%)

						ホームページ以外 イガイ		1		(2.1%)		96		(5.5%)		0		(0.0%)		96		(5.6%)		97		(5.4%)

				公表予定 コウヒョウヨテイ				30		(63.8%)		1,200		(69.1%)		10		(50.0%)		1,190		(69.3%)		1,230		(69.0%)

				公表予定なし コウヒョウヨテイ				1		(2.1%)		82		(4.7%)		2		(10.0%)		80		(4.7%)		83		(4.7%)

				対象団体数 タイショウダンタイスウ				47				1,736				20				1,716				1,783





活用方法

				財務書類の活用状況 ザイムショルイカツヨウジョウキョウ

																								（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン		都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

														指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン										昨年 サクネン

				財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った ザイムショルイトウジョウホウモトカクシュシヒョウブンセキオコナ		17		(36.2%)		774		(44.5%)		15		(75.0%)		759		(44.1%)		791		(44.2%)				583

				施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した シセツベツジギョウベツトウギョウセイケイサンショトウザイムショルイサクセイ		3		(6.4%)		54		(3.1%)		4		(20.0%)		50		(2.9%)		57		(3.2%)				38

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウコウキョウシセツトウソウゴウカンリケイカクマタコベツシセツケイカクハンエイコウキョウシセツテキセイカンリカツヨウ		0		(0.0%)		79		(4.5%)		3		(15.0%)		76		(4.4%)		79		(4.4%)				83

				決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活用した ケッサンシンサホソクシリョウギカイセツメイシリョウカツヨウ		10		(21.3%)		181		(10.4%)		7		(35.0%)		174		(10.1%)		191		(10.7%)				130

				簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財政状況を説明した カンイヨウヤクザイムショルイサクセイジュウミンワザイセイジョウキョウセツメイ		37		(78.7%)		420		(24.1%)		14		(70.0%)		406		(23.6%)		457		(25.6%)				366

				財務書類等の情報を基に,市場公募債の説明会において財政状況を説明した ザイムショルイトウジョウホウモトシジョウコウボサイセツメイカイザイセイジョウキョウセツメイ		10		(21.3%)		7		(0.4%)		6		(30.0%)		1		(0.1%)		17		(1.0%)				12

				財務書類や固定資産台帳の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウモトジギョウナドテイアンボシュウオコナ		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0

				上記以外の活用 ジョウキイガイカツヨウ		2		(4.3%)		57		(3.3%)		1		(5.0%)		56		(3.3%)		59		(3.3%)				34





活用方法 (ボツ)

				作成済団体における財務書類の活用状況 サクセイズダンタイザイムショルイカツヨウジョウキョウ

																								（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン		合計 ゴウケイ				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った ザイムショルイトウジョウホウモトカクシュシヒョウブンセキオコナ		583		(38.3%)		13		(31.0%)		570		(38.5%)		13		(68.4%)		557		(38.1%)

				施設別・事業別の行政コスト計算書を作成した シセツベツジギョウベツギョウセイケイサンショサクセイ		38		(2.5%)		2		(4.8%)		36		(2.4%)		4		(21.1%)		32		(2.2%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウコウキョウシセツトウソウゴウカンリケイカクマタコベツシセツケイカクハンエイコウキョウシセツテキセイカンリカツヨウ		83		(5.5%)		0		(0.0%)		83		(5.6%)		1		(5.3%)		82		(5.6%)

				決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活用した ケッサンシンサホソクシリョウギカイセツメイシリョウカツヨウ		130		(8.5%)		8		(19.0%)		122		(8.2%)		8		(42.1%)		114		(7.8%)

				簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財政状況を説明した カンイヨウヤクザイムショルイサクセイジュウミンワザイセイジョウキョウセツメイ		366		(24.0%)		32		(76.2%)		334		(22.6%)		15		(78.9%)		319		(21.8%)

				財務書類等の情報を基に,市場公募債の説明会において財政状況を説明した ザイムショルイトウジョウホウモトシジョウコウボサイセツメイカイザイセイジョウキョウセツメイ		12		(0.8%)		6		(14.3%)		6		(0.4%)		4		(21.1%)		2		(0.1%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウモトジギョウナドテイアンボシュウオコナ		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)

				上記以外の活用 ジョウキイガイカツヨウ		34		(2.2%)		1		(2.4%)		33		(2.2%)		1		(5.3%)		32		(2.2%)
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		北海道真狩村		1				北海道真狩村		0						北海道真狩村		0

		北海道留寿都村		1				北海道留寿都村		0						北海道留寿都村		0

		北海道喜茂別町		1				北海道喜茂別町		0						北海道喜茂別町		0

		北海道京極町		1				北海道京極町		0						北海道京極町		0

		北海道倶知安町		1				北海道倶知安町		0						北海道倶知安町		0

		北海道共和町		1				北海道共和町		0						北海道共和町		0

		北海道岩内町		1				北海道岩内町		0						北海道岩内町		0

		北海道泊村		1				北海道泊村		0						北海道泊村		0

		北海道神恵内村		1				北海道神恵内村		0						北海道神恵内村		0

		北海道積丹町		1				北海道積丹町		0						北海道積丹町		0

		北海道古平町		1				北海道古平町		0						北海道古平町		0

		北海道仁木町		1				北海道仁木町		0						北海道仁木町		0

		北海道余市町		1				北海道余市町		0						北海道余市町		0

		北海道赤井川村		1				北海道赤井川村		0						北海道赤井川村		0

		北海道南幌町		1				北海道南幌町		0						北海道南幌町		0

		北海道奈井江町		1				北海道奈井江町		0						北海道奈井江町		0

		北海道上砂川町		1				北海道上砂川町		0						北海道上砂川町		0

		北海道由仁町		1				北海道由仁町		0						北海道由仁町		0

		北海道長沼町		1				北海道長沼町		0						北海道長沼町		0

		北海道栗山町		1				北海道栗山町		0						北海道栗山町		0

		北海道月形町		1				北海道月形町		0						北海道月形町		0

		北海道浦臼町		1				北海道浦臼町		0						北海道浦臼町		0

		北海道新十津川町		1				北海道新十津川町		0						北海道新十津川町		0

		北海道妹背牛町		1				北海道妹背牛町		0						北海道妹背牛町		0

		北海道秩父別町		1				北海道秩父別町		0						北海道秩父別町		0

		北海道雨竜町		1				北海道雨竜町		0						北海道雨竜町		0

		北海道北竜町		1				北海道北竜町		0						北海道北竜町		0

		北海道沼田町		1				北海道沼田町		0						北海道沼田町		0

		北海道鷹栖町		1				北海道鷹栖町		0						北海道鷹栖町		0

		北海道東神楽町		1				北海道東神楽町		0						北海道東神楽町		0

		北海道当麻町		1				北海道当麻町		0						北海道当麻町		0

		北海道比布町		1				北海道比布町		0						北海道比布町		0

		北海道愛別町		1				北海道愛別町		0						北海道愛別町		0

		北海道上川町		1				北海道上川町		0						北海道上川町		0

		北海道東川町		1				北海道東川町		0						北海道東川町		0

		北海道美瑛町		1				北海道美瑛町		0						北海道美瑛町		0

		北海道上富良野町		1				北海道上富良野町		0						北海道上富良野町		0

		北海道中富良野町		1				北海道中富良野町		0						北海道中富良野町		0

		北海道南富良野町		1				北海道南富良野町		0						北海道南富良野町		0

		北海道占冠村		1				北海道占冠村		0						北海道占冠村		0

		北海道和寒町		1				北海道和寒町		0						北海道和寒町		0

		北海道剣淵町		1				北海道剣淵町		0						北海道剣淵町		0

		北海道下川町		1				北海道下川町		0						北海道下川町		0

		北海道美深町		1				北海道美深町		0						北海道美深町		0

		北海道音威子府村		1				北海道音威子府村		0						北海道音威子府村		0

		北海道中川町		1				北海道中川町		0						北海道中川町		0

		北海道幌加内町		1				北海道幌加内町		0						北海道幌加内町		0

		北海道増毛町		1				北海道増毛町		0						北海道増毛町		0

		北海道小平町		1				北海道小平町		0						北海道小平町		0

		北海道苫前町		1				北海道苫前町		0						北海道苫前町		0

		北海道羽幌町		1				北海道羽幌町		0						北海道羽幌町		0

		北海道初山別村		1				北海道初山別村		0						北海道初山別村		0

		北海道遠別町		1				北海道遠別町		0						北海道遠別町		0

		北海道天塩町		1				北海道天塩町		0						北海道天塩町		0

		北海道猿払村		1				北海道猿払村		0						北海道猿払村		0

		北海道浜頓別町		1				北海道浜頓別町		0						北海道浜頓別町		0

		北海道中頓別町		1				北海道中頓別町		0						北海道中頓別町		0

		北海道枝幸町		1				北海道枝幸町		0						北海道枝幸町		0

		北海道豊富町		1				北海道豊富町		0						北海道豊富町		0

		北海道礼文町		1				北海道礼文町		0						北海道礼文町		0

		北海道利尻町		1				北海道利尻町		0						北海道利尻町		0

		北海道利尻富士町		1				北海道利尻富士町		0						北海道利尻富士町		0

		北海道幌延町		1				北海道幌延町		0						北海道幌延町		0

		北海道美幌町		1				北海道美幌町		0						北海道美幌町		0

		北海道津別町		1				北海道津別町		0						北海道津別町		0

		北海道斜里町		1				北海道斜里町		0						北海道斜里町		0

		北海道清里町		1				北海道清里町		0						北海道清里町		0

		北海道小清水町		1				北海道小清水町		0						北海道小清水町		0

		北海道訓子府町		1				北海道訓子府町		0						北海道訓子府町		0

		北海道置戸町		1				北海道置戸町		0						北海道置戸町		0

		北海道佐呂間町		1				北海道佐呂間町		0						北海道佐呂間町		0

		北海道遠軽町		1				北海道遠軽町		0						北海道遠軽町		0

		北海道湧別町		1				北海道湧別町		0						北海道湧別町		0

		北海道滝上町		1				北海道滝上町		0						北海道滝上町		0

		北海道興部町		1				北海道興部町		0						北海道興部町		0

		北海道西興部村		1				北海道西興部村		0						北海道西興部村		0

		北海道雄武町		1				北海道雄武町		0						北海道雄武町		0

		北海道大空町		1				北海道大空町		0						北海道大空町		0

		北海道豊浦町		1				北海道豊浦町		0						北海道豊浦町		0

		北海道壮瞥町		1				北海道壮瞥町		0						北海道壮瞥町		0

		北海道白老町		1				北海道白老町		0						北海道白老町		0

		北海道厚真町		1				北海道厚真町		0						北海道厚真町		0

		北海道洞爺湖町		1				北海道洞爺湖町		0						北海道洞爺湖町		0

		北海道安平町		1				北海道安平町		0						北海道安平町		0

		北海道むかわ町		1				北海道むかわ町		0						北海道むかわ町		0

		北海道日高町		1				北海道日高町		0						北海道日高町		0

		北海道平取町		1				北海道平取町		0						北海道平取町		0

		北海道新冠町		1				北海道新冠町		0						北海道新冠町		0

		北海道浦河町		1				北海道浦河町		0						北海道浦河町		0

		北海道様似町		1				北海道様似町		0						北海道様似町		0

		北海道えりも町		1				北海道えりも町		0						北海道えりも町		0

		北海道新ひだか町		1				北海道新ひだか町		0						北海道新ひだか町		0

		北海道音更町		1				北海道音更町		0						北海道音更町		0

		北海道士幌町		1				北海道士幌町		0						北海道士幌町		0

		北海道上士幌町		1				北海道上士幌町		0						北海道上士幌町		0

		北海道鹿追町		1				北海道鹿追町		0						北海道鹿追町		0

		北海道新得町		1				北海道新得町		0						北海道新得町		0

		北海道清水町		1				北海道清水町		0						北海道清水町		0

		北海道芽室町		1				北海道芽室町		0						北海道芽室町		0

		北海道中札内村		1				北海道中札内村		0						北海道中札内村		0

		北海道更別村		1				北海道更別村		0						北海道更別村		0

		北海道大樹町		1				北海道大樹町		0						北海道大樹町		0

		北海道広尾町		1				北海道広尾町		0						北海道広尾町		0

		北海道幕別町		1				北海道幕別町		0						北海道幕別町		0

		北海道池田町		1				北海道池田町		0						北海道池田町		0

		北海道豊頃町		1				北海道豊頃町		0						北海道豊頃町		0

		北海道本別町		1				北海道本別町		0						北海道本別町		0

		北海道足寄町		1				北海道足寄町		0						北海道足寄町		0

		北海道陸別町		1				北海道陸別町		0						北海道陸別町		0

		北海道浦幌町		1				北海道浦幌町		0						北海道浦幌町		0

		北海道釧路町		1				北海道釧路町		0						北海道釧路町		0

		北海道厚岸町		1				北海道厚岸町		0						北海道厚岸町		0

		北海道浜中町		1				北海道浜中町		0						北海道浜中町		0

		北海道標茶町		1				北海道標茶町		0						北海道標茶町		0

		北海道弟子屈町		1				北海道弟子屈町		0						北海道弟子屈町		0

		北海道鶴居村		1				北海道鶴居村		0						北海道鶴居村		0

		北海道白糠町		1				北海道白糠町		0						北海道白糠町		0

		北海道別海町		1				北海道別海町		0						北海道別海町		0

		北海道中標津町		1				北海道中標津町		0						北海道中標津町		0

		北海道標津町		1				北海道標津町		0						北海道標津町		0

		北海道羅臼町		1				北海道羅臼町		0						北海道羅臼町		0

		青森県青森市		1				青森県青森市		0						青森県青森市		0

		青森県弘前市		1				青森県弘前市		0						青森県弘前市		0

		青森県八戸市		1				青森県八戸市		0						青森県八戸市		0

		青森県黒石市		1				青森県黒石市		0						青森県黒石市		0

		青森県五所川原市		1				青森県五所川原市		0						青森県五所川原市		0

		青森県十和田市		1				青森県十和田市		0						青森県十和田市		0

		青森県三沢市		1				青森県三沢市		0						青森県三沢市		0

		青森県むつ市		1				青森県むつ市		0						青森県むつ市		0

		青森県つがる市		1				青森県つがる市		0						青森県つがる市		0

		青森県平川市		1				青森県平川市		0						青森県平川市		0

		青森県平内町		1				青森県平内町		0						青森県平内町		0

		青森県今別町		1				青森県今別町		0						青森県今別町		0

		青森県蓬田村		1				青森県蓬田村		0						青森県蓬田村		0

		青森県外ヶ浜町		1				青森県外ヶ浜町		0						青森県外ヶ浜町		0

		青森県鰺ヶ沢町		1				青森県鰺ヶ沢町		0						青森県鰺ヶ沢町		0

		青森県深浦町		1				青森県深浦町		0						青森県深浦町		0

		青森県西目屋村		1				青森県西目屋村		0						青森県西目屋村		0

		青森県藤崎町		1				青森県藤崎町		0						青森県藤崎町		0

		青森県大鰐町		1				青森県大鰐町		0						青森県大鰐町		0

		青森県田舎館村		1				青森県田舎館村		0						青森県田舎館村		0

		青森県板柳町		1				青森県板柳町		0						青森県板柳町		0

		青森県鶴田町		1				青森県鶴田町		0						青森県鶴田町		0

		青森県中泊町		1				青森県中泊町		0						青森県中泊町		0

		青森県野辺地町		1				青森県野辺地町		0						青森県野辺地町		0

		青森県七戸町		1				青森県七戸町		0						青森県七戸町		0

		青森県六戸町		1				青森県六戸町		0						青森県六戸町		0

		青森県横浜町		1				青森県横浜町		0						青森県横浜町		0

		青森県東北町		1				青森県東北町		0						青森県東北町		0

		青森県六ヶ所村		1				青森県六ヶ所村		0						青森県六ヶ所村		0

		青森県おいらせ町		1				青森県おいらせ町		0						青森県おいらせ町		0

		青森県大間町		1				青森県大間町		0						青森県大間町		0

		青森県東通村		1				青森県東通村		0						青森県東通村		0

		青森県風間浦村		1				青森県風間浦村		0						青森県風間浦村		0

		青森県佐井村		1				青森県佐井村		0						青森県佐井村		0

		青森県三戸町		1				青森県三戸町		0						青森県三戸町		0

		青森県五戸町		1				青森県五戸町		0						青森県五戸町		0

		青森県田子町		1				青森県田子町		0						青森県田子町		0

		青森県南部町		1				青森県南部町		0						青森県南部町		0

		青森県階上町		1				青森県階上町		0						青森県階上町		0

		青森県新郷村		1				青森県新郷村		0						青森県新郷村		0

		岩手県盛岡市		1				岩手県盛岡市		0						岩手県盛岡市		0

		岩手県宮古市		1				岩手県宮古市		0						岩手県宮古市		0

		岩手県大船渡市		1				岩手県大船渡市		0						岩手県大船渡市		0

		岩手県花巻市		1				岩手県花巻市		0						岩手県花巻市		0

		岩手県北上市		1				岩手県北上市		0						岩手県北上市		0

		岩手県久慈市		1				岩手県久慈市		0						岩手県久慈市		0

		岩手県遠野市		1				岩手県遠野市		0						岩手県遠野市		0

		岩手県一関市		1				岩手県一関市		0						岩手県一関市		0

		岩手県陸前高田市		1				岩手県陸前高田市		0						岩手県陸前高田市		0

		岩手県釜石市		1				岩手県釜石市		0						岩手県釜石市		0

		岩手県二戸市		1				岩手県二戸市		0						岩手県二戸市		0

		岩手県八幡平市		1				岩手県八幡平市		0						岩手県八幡平市		0

		岩手県奥州市		1				岩手県奥州市		0						岩手県奥州市		0

		岩手県滝沢市		1				岩手県滝沢市		0						岩手県滝沢市		0

		岩手県雫石町		1				岩手県雫石町		0						岩手県雫石町		0

		岩手県葛巻町		1				岩手県葛巻町		0						岩手県葛巻町		0

		岩手県岩手町		1				岩手県岩手町		0						岩手県岩手町		0

		岩手県紫波町		1				岩手県紫波町		0						岩手県紫波町		0

		岩手県矢巾町		1				岩手県矢巾町		0						岩手県矢巾町		0

		岩手県西和賀町		1				岩手県西和賀町		0						岩手県西和賀町		0

		岩手県金ケ崎町		1				岩手県金ケ崎町		0						岩手県金ケ崎町		0

		岩手県平泉町		1				岩手県平泉町		0						岩手県平泉町		0

		岩手県住田町		1				岩手県住田町		0						岩手県住田町		0

		岩手県大槌町		1				岩手県大槌町		0						岩手県大槌町		0

		岩手県山田町		1				岩手県山田町		0						岩手県山田町		0

		岩手県岩泉町		1				岩手県岩泉町		0						岩手県岩泉町		0

		岩手県田野畑村		1				岩手県田野畑村		0						岩手県田野畑村		0

		岩手県普代村		1				岩手県普代村		0						岩手県普代村		0

		岩手県軽米町		1				岩手県軽米町		0						岩手県軽米町		0

		岩手県野田村		1				岩手県野田村		0						岩手県野田村		0

		岩手県九戸村		1				岩手県九戸村		0						岩手県九戸村		0

		岩手県洋野町		1				岩手県洋野町		0						岩手県洋野町		0

		岩手県一戸町		1				岩手県一戸町		0						岩手県一戸町		0

		宮城県石巻市		1				宮城県石巻市		0						宮城県石巻市		0

		宮城県塩竈市		1				宮城県塩竈市		0						宮城県塩竈市		0

		宮城県気仙沼市		1				宮城県気仙沼市		0						宮城県気仙沼市		0

		宮城県白石市		1				宮城県白石市		0						宮城県白石市		0

		宮城県名取市		1				宮城県名取市		0						宮城県名取市		0

		宮城県角田市		1				宮城県角田市		0						宮城県角田市		0

		宮城県多賀城市		1				宮城県多賀城市		0						宮城県多賀城市		0

		宮城県岩沼市		1				宮城県岩沼市		0						宮城県岩沼市		0

		宮城県登米市		1				宮城県登米市		0						宮城県登米市		0

		宮城県栗原市		1				宮城県栗原市		0						宮城県栗原市		0

		宮城県東松島市		1				宮城県東松島市		0						宮城県東松島市		0

		宮城県大崎市		1				宮城県大崎市		0						宮城県大崎市		0

		宮城県富谷市		1				宮城県富谷市		0						宮城県富谷市		0

		宮城県蔵王町		1				宮城県蔵王町		0						宮城県蔵王町		0

		宮城県七ヶ宿町		1				宮城県七ヶ宿町		0						宮城県七ヶ宿町		0

		宮城県大河原町		1				宮城県大河原町		0						宮城県大河原町		0

		宮城県村田町		1				宮城県村田町		0						宮城県村田町		0

		宮城県柴田町		1				宮城県柴田町		0						宮城県柴田町		0

		宮城県川崎町		1				宮城県川崎町		0						宮城県川崎町		0

		宮城県丸森町		1				宮城県丸森町		0						宮城県丸森町		0

		宮城県亘理町		1				宮城県亘理町		0						宮城県亘理町		0

		宮城県山元町		1				宮城県山元町		0						宮城県山元町		0

		宮城県松島町		1				宮城県松島町		0						宮城県松島町		0

		宮城県七ヶ浜町		1				宮城県七ヶ浜町		0						宮城県七ヶ浜町		0

		宮城県利府町		1				宮城県利府町		0						宮城県利府町		0

		宮城県大和町		1				宮城県大和町		0						宮城県大和町		0

		宮城県大郷町		1				宮城県大郷町		0						宮城県大郷町		0

		宮城県大衡村		1				宮城県大衡村		0						宮城県大衡村		0

		宮城県色麻町		1				宮城県色麻町		0						宮城県色麻町		0

		宮城県加美町		1				宮城県加美町		0						宮城県加美町		0

		宮城県涌谷町		1				宮城県涌谷町		0						宮城県涌谷町		0

		宮城県美里町		1				宮城県美里町		0						宮城県美里町		0

		宮城県女川町		1				宮城県女川町		0						宮城県女川町		0

		宮城県南三陸町		1				宮城県南三陸町		0						宮城県南三陸町		0

		秋田県秋田市		1				秋田県秋田市		0						秋田県秋田市		0

		秋田県能代市		1				秋田県能代市		0						秋田県能代市		0

		秋田県横手市		1				秋田県横手市		0						秋田県横手市		0

		秋田県大館市		1				秋田県大館市		0						秋田県大館市		0

		秋田県男鹿市		1				秋田県男鹿市		0						秋田県男鹿市		0

		秋田県湯沢市		1				秋田県湯沢市		0						秋田県湯沢市		0

		秋田県鹿角市		1				秋田県鹿角市		0						秋田県鹿角市		0

		秋田県由利本荘市		1				秋田県由利本荘市		0						秋田県由利本荘市		0

		秋田県潟上市		1				秋田県潟上市		0						秋田県潟上市		0

		秋田県大仙市		1				秋田県大仙市		0						秋田県大仙市		0

		秋田県北秋田市		1				秋田県北秋田市		0						秋田県北秋田市		0

		秋田県にかほ市		1				秋田県にかほ市		0						秋田県にかほ市		0

		秋田県仙北市		1				秋田県仙北市		0						秋田県仙北市		0

		秋田県小坂町		1				秋田県小坂町		0						秋田県小坂町		0

		秋田県上小阿仁村		1				秋田県上小阿仁村		0						秋田県上小阿仁村		0

		秋田県藤里町		1				秋田県藤里町		0						秋田県藤里町		0

		秋田県三種町		1				秋田県三種町		0						秋田県三種町		0

		秋田県八峰町		1				秋田県八峰町		0						秋田県八峰町		0

		秋田県五城目町		1				秋田県五城目町		0						秋田県五城目町		0

		秋田県八郎潟町		1				秋田県八郎潟町		0						秋田県八郎潟町		0

		秋田県井川町		1				秋田県井川町		0						秋田県井川町		0

		秋田県大潟村		1				秋田県大潟村		0						秋田県大潟村		0

		秋田県美郷町		1				秋田県美郷町		0						秋田県美郷町		0

		秋田県羽後町		1				秋田県羽後町		0						秋田県羽後町		0

		秋田県東成瀬村		1				秋田県東成瀬村		0						秋田県東成瀬村		0

		山形県山形市		1				山形県山形市		0						山形県山形市		0

		山形県米沢市		1				山形県米沢市		0						山形県米沢市		0

		山形県鶴岡市		1				山形県鶴岡市		0						山形県鶴岡市		0

		山形県酒田市		1				山形県酒田市		0						山形県酒田市		0

		山形県新庄市		1				山形県新庄市		0						山形県新庄市		0

		山形県寒河江市		1				山形県寒河江市		0						山形県寒河江市		0

		山形県上山市		1				山形県上山市		0						山形県上山市		0

		山形県村山市		1				山形県村山市		0						山形県村山市		0

		山形県長井市		1				山形県長井市		0						山形県長井市		0

		山形県天童市		1				山形県天童市		0						山形県天童市		0

		山形県東根市		1				山形県東根市		0						山形県東根市		0

		山形県尾花沢市		1				山形県尾花沢市		0						山形県尾花沢市		0

		山形県南陽市		1				山形県南陽市		0						山形県南陽市		0

		山形県山辺町		1				山形県山辺町		0						山形県山辺町		0

		山形県中山町		1				山形県中山町		0						山形県中山町		0

		山形県河北町		1				山形県河北町		0						山形県河北町		0

		山形県西川町		1				山形県西川町		0						山形県西川町		0

		山形県朝日町		1				山形県朝日町		0						山形県朝日町		0

		山形県大江町		1				山形県大江町		0						山形県大江町		0

		山形県大石田町		1				山形県大石田町		0						山形県大石田町		0

		山形県金山町		1				山形県金山町		0						山形県金山町		0

		山形県最上町		1				山形県最上町		0						山形県最上町		0

		山形県舟形町		1				山形県舟形町		0						山形県舟形町		0

		山形県真室川町		1				山形県真室川町		0						山形県真室川町		0

		山形県大蔵村		1				山形県大蔵村		0						山形県大蔵村		0

		山形県鮭川村		1				山形県鮭川村		0						山形県鮭川村		0

		山形県戸沢村		1				山形県戸沢村		0						山形県戸沢村		0

		山形県高畠町		1				山形県高畠町		0						山形県高畠町		0

		山形県川西町		1				山形県川西町		0						山形県川西町		0

		山形県小国町		1				山形県小国町		0						山形県小国町		0

		山形県白鷹町		1				山形県白鷹町		0						山形県白鷹町		0

		山形県飯豊町		1				山形県飯豊町		0						山形県飯豊町		0

		山形県三川町		1				山形県三川町		0						山形県三川町		0

		山形県庄内町		1				山形県庄内町		0						山形県庄内町		0

		山形県遊佐町		1				山形県遊佐町		0						山形県遊佐町		0

		福島県福島市		1				福島県福島市		0						福島県福島市		0

		福島県会津若松市		1				福島県会津若松市		0						福島県会津若松市		0

		福島県郡山市		1				福島県郡山市		0						福島県郡山市		0

		福島県いわき市		1				福島県いわき市		0						福島県いわき市		0

		福島県白河市		1				福島県白河市		0						福島県白河市		0

		福島県須賀川市		1				福島県須賀川市		0						福島県須賀川市		0

		福島県喜多方市		1				福島県喜多方市		0						福島県喜多方市		0

		福島県相馬市		1				福島県相馬市		0						福島県相馬市		0

		福島県二本松市		1				福島県二本松市		0						福島県二本松市		0

		福島県田村市		1				福島県田村市		0						福島県田村市		0

		福島県南相馬市		1				福島県南相馬市		0						福島県南相馬市		0

		福島県伊達市		1				福島県伊達市		0						福島県伊達市		0

		福島県本宮市		1				福島県本宮市		0						福島県本宮市		0

		福島県桑折町		1				福島県桑折町		0						福島県桑折町		0

		福島県国見町		1				福島県国見町		0						福島県国見町		0

		福島県川俣町		1				福島県川俣町		0						福島県川俣町		0

		福島県大玉村		1				福島県大玉村		0						福島県大玉村		0

		福島県鏡石町		1				福島県鏡石町		0						福島県鏡石町		0

		福島県天栄村		1				福島県天栄村		0						福島県天栄村		0

		福島県下郷町		1				福島県下郷町		0						福島県下郷町		0

		福島県檜枝岐村		1				福島県檜枝岐村		0						福島県檜枝岐村		0

		福島県只見町		1				福島県只見町		0						福島県只見町		0

		福島県南会津町		1				福島県南会津町		0						福島県南会津町		0

		福島県北塩原村		1				福島県北塩原村		0						福島県北塩原村		0

		福島県西会津町		1				福島県西会津町		0						福島県西会津町		0

		福島県磐梯町		1				福島県磐梯町		0						福島県磐梯町		0

		福島県猪苗代町		1				福島県猪苗代町		0						福島県猪苗代町		0

		福島県会津坂下町		1				福島県会津坂下町		0						福島県会津坂下町		0

		福島県湯川村		1				福島県湯川村		0						福島県湯川村		0

		福島県柳津町		1				福島県柳津町		0						福島県柳津町		0

		福島県三島町		1				福島県三島町		0						福島県三島町		0

		福島県金山町		1				福島県金山町		0						福島県金山町		0

		福島県昭和村		1				福島県昭和村		0						福島県昭和村		0

		福島県会津美里町		1				福島県会津美里町		0						福島県会津美里町		0

		福島県西郷村		1				福島県西郷村		0						福島県西郷村		0

		福島県泉崎村		1				福島県泉崎村		0						福島県泉崎村		0

		福島県中島村		1				福島県中島村		0						福島県中島村		0

		福島県矢吹町		1				福島県矢吹町		0						福島県矢吹町		0

		福島県棚倉町		1				福島県棚倉町		0						福島県棚倉町		0

		福島県矢祭町		1				福島県矢祭町		0						福島県矢祭町		0

		福島県塙町		1				福島県塙町		0						福島県塙町		0

		福島県鮫川村		1				福島県鮫川村		0						福島県鮫川村		0

		福島県石川町		1				福島県石川町		0						福島県石川町		0

		福島県玉川村		1				福島県玉川村		0						福島県玉川村		0

		福島県平田村		1				福島県平田村		0						福島県平田村		0

		福島県浅川町		1				福島県浅川町		0						福島県浅川町		0

		福島県古殿町		1				福島県古殿町		0						福島県古殿町		0

		福島県三春町		1				福島県三春町		0						福島県三春町		0

		福島県小野町		1				福島県小野町		0						福島県小野町		0

		福島県広野町		1				福島県広野町		0						福島県広野町		0

		福島県楢葉町		1				福島県楢葉町		0						福島県楢葉町		0

		福島県富岡町		1				福島県富岡町		0						福島県富岡町		0

		福島県川内村		1				福島県川内村		0						福島県川内村		0

		福島県大熊町		1				福島県大熊町		0						福島県大熊町		0

		福島県双葉町		1				福島県双葉町		0						福島県双葉町		0

		福島県浪江町		1				福島県浪江町		0						福島県浪江町		0

		福島県葛尾村		1				福島県葛尾村		0						福島県葛尾村		0

		福島県新地町		1				福島県新地町		0						福島県新地町		0

		福島県飯舘村		1				福島県飯舘村		0						福島県飯舘村		0

		茨城県水戸市		1				茨城県水戸市		0						茨城県水戸市		0

		茨城県日立市		1				茨城県日立市		0						茨城県日立市		0

		茨城県土浦市		1				茨城県土浦市		0						茨城県土浦市		0

		茨城県古河市		1				茨城県古河市		0						茨城県古河市		0

		茨城県石岡市		1				茨城県石岡市		0						茨城県石岡市		0

		茨城県結城市		1				茨城県結城市		0						茨城県結城市		0

		茨城県龍ケ崎市		1				茨城県龍ケ崎市		0						茨城県龍ケ崎市		0

		茨城県下妻市		1				茨城県下妻市		0						茨城県下妻市		0

		茨城県常総市		1				茨城県常総市		0						茨城県常総市		0

		茨城県常陸太田市		1				茨城県常陸太田市		0						茨城県常陸太田市		0

		茨城県高萩市		1				茨城県高萩市		0						茨城県高萩市		0

		茨城県北茨城市		1				茨城県北茨城市		0						茨城県北茨城市		0

		茨城県笠間市		1				茨城県笠間市		0						茨城県笠間市		0

		茨城県取手市		1				茨城県取手市		0						茨城県取手市		0

		茨城県牛久市		1				茨城県牛久市		0						茨城県牛久市		0

		茨城県つくば市		1				茨城県つくば市		0						茨城県つくば市		0

		茨城県ひたちなか市		1				茨城県ひたちなか市		0						茨城県ひたちなか市		0

		茨城県鹿嶋市		1				茨城県鹿嶋市		0						茨城県鹿嶋市		0

		茨城県潮来市		1				茨城県潮来市		0						茨城県潮来市		0

		茨城県守谷市		1				茨城県守谷市		0						茨城県守谷市		0

		茨城県常陸大宮市		1				茨城県常陸大宮市		0						茨城県常陸大宮市		0

		茨城県那珂市		1				茨城県那珂市		0						茨城県那珂市		0

		茨城県筑西市		1				茨城県筑西市		0						茨城県筑西市		0

		茨城県坂東市		1				茨城県坂東市		0						茨城県坂東市		0

		茨城県稲敷市		1				茨城県稲敷市		0						茨城県稲敷市		0

		茨城県かすみがうら市		1				茨城県かすみがうら市		0						茨城県かすみがうら市		0

		茨城県桜川市		1				茨城県桜川市		0						茨城県桜川市		0

		茨城県神栖市		1				茨城県神栖市		0						茨城県神栖市		0

		茨城県行方市		1				茨城県行方市		0						茨城県行方市		0

		茨城県鉾田市		1				茨城県鉾田市		0						茨城県鉾田市		0

		茨城県つくばみらい市		1				茨城県つくばみらい市		0						茨城県つくばみらい市		0

		茨城県小美玉市		1				茨城県小美玉市		0						茨城県小美玉市		0

		茨城県茨城町		1				茨城県茨城町		0						茨城県茨城町		0

		茨城県大洗町		1				茨城県大洗町		0						茨城県大洗町		0

		茨城県城里町		1				茨城県城里町		0						茨城県城里町		0

		茨城県東海村		1				茨城県東海村		0						茨城県東海村		0

		茨城県大子町		1				茨城県大子町		0						茨城県大子町		0

		茨城県美浦村		1				茨城県美浦村		0						茨城県美浦村		0

		茨城県阿見町		1				茨城県阿見町		0						茨城県阿見町		0

		茨城県河内町		1				茨城県河内町		0						茨城県河内町		0

		茨城県八千代町		1				茨城県八千代町		0						茨城県八千代町		0

		茨城県五霞町		1				茨城県五霞町		0						茨城県五霞町		0

		茨城県境町		1				茨城県境町		0						茨城県境町		0

		茨城県利根町		1				茨城県利根町		0						茨城県利根町		0

		栃木県宇都宮市		1				栃木県宇都宮市		0						栃木県宇都宮市		0

		栃木県足利市		1				栃木県足利市		0						栃木県足利市		0

		栃木県栃木市		1				栃木県栃木市		0						栃木県栃木市		0

		栃木県佐野市		1				栃木県佐野市		0						栃木県佐野市		0

		栃木県鹿沼市		1				栃木県鹿沼市		0						栃木県鹿沼市		0

		栃木県日光市		1				栃木県日光市		0						栃木県日光市		0

		栃木県小山市		1				栃木県小山市		0						栃木県小山市		0

		栃木県真岡市		1				栃木県真岡市		0						栃木県真岡市		0

		栃木県大田原市		1				栃木県大田原市		0						栃木県大田原市		0

		栃木県矢板市		1				栃木県矢板市		0						栃木県矢板市		0

		栃木県那須塩原市		1				栃木県那須塩原市		0						栃木県那須塩原市		0

		栃木県さくら市		1				栃木県さくら市		0						栃木県さくら市		0

		栃木県那須烏山市		1				栃木県那須烏山市		0						栃木県那須烏山市		0

		栃木県下野市		1				栃木県下野市		0						栃木県下野市		0

		栃木県上三川町		1				栃木県上三川町		0						栃木県上三川町		0

		栃木県益子町		1				栃木県益子町		0						栃木県益子町		0

		栃木県茂木町		1				栃木県茂木町		0						栃木県茂木町		0

		栃木県市貝町		1				栃木県市貝町		0						栃木県市貝町		0

		栃木県芳賀町		1				栃木県芳賀町		0						栃木県芳賀町		0

		栃木県壬生町		1				栃木県壬生町		0						栃木県壬生町		0

		栃木県野木町		1				栃木県野木町		0						栃木県野木町		0

		栃木県塩谷町		1				栃木県塩谷町		0						栃木県塩谷町		0

		栃木県高根沢町		1				栃木県高根沢町		0						栃木県高根沢町		0

		栃木県那須町		1				栃木県那須町		0						栃木県那須町		0

		栃木県那珂川町		1				栃木県那珂川町		0						栃木県那珂川町		0

		群馬県前橋市		1				群馬県前橋市		0						群馬県前橋市		0

		群馬県高崎市		1				群馬県高崎市		0						群馬県高崎市		0

		群馬県桐生市		1				群馬県桐生市		0						群馬県桐生市		0

		群馬県伊勢崎市		1				群馬県伊勢崎市		0						群馬県伊勢崎市		0

		群馬県太田市		1				群馬県太田市		0						群馬県太田市		0

		群馬県沼田市		1				群馬県沼田市		0						群馬県沼田市		0

		群馬県館林市		1				群馬県館林市		0						群馬県館林市		0

		群馬県渋川市		1				群馬県渋川市		0						群馬県渋川市		0

		群馬県藤岡市		1				群馬県藤岡市		0						群馬県藤岡市		0

		群馬県富岡市		1				群馬県富岡市		0						群馬県富岡市		0

		群馬県安中市		1				群馬県安中市		0						群馬県安中市		0

		群馬県みどり市		1				群馬県みどり市		0						群馬県みどり市		0

		群馬県榛東村		1				群馬県榛東村		0						群馬県榛東村		0

		群馬県吉岡町		1				群馬県吉岡町		0						群馬県吉岡町		0

		群馬県上野村		1				群馬県上野村		0						群馬県上野村		0

		群馬県神流町		1				群馬県神流町		0						群馬県神流町		0

		群馬県下仁田町		1				群馬県下仁田町		0						群馬県下仁田町		0

		群馬県南牧村		1				群馬県南牧村		0						群馬県南牧村		0

		群馬県甘楽町		1				群馬県甘楽町		0						群馬県甘楽町		0

		群馬県中之条町		1				群馬県中之条町		0						群馬県中之条町		0

		群馬県長野原町		1				群馬県長野原町		0						群馬県長野原町		0

		群馬県嬬恋村		1				群馬県嬬恋村		0						群馬県嬬恋村		0

		群馬県草津町		1				群馬県草津町		0						群馬県草津町		0

		群馬県高山村		1				群馬県高山村		0						群馬県高山村		0

		群馬県東吾妻町		1				群馬県東吾妻町		0						群馬県東吾妻町		0

		群馬県片品村		1				群馬県片品村		0						群馬県片品村		0

		群馬県川場村		1				群馬県川場村		0						群馬県川場村		0

		群馬県昭和村		1				群馬県昭和村		0						群馬県昭和村		0

		群馬県みなかみ町		1				群馬県みなかみ町		0						群馬県みなかみ町		0

		群馬県玉村町		1				群馬県玉村町		0						群馬県玉村町		0

		群馬県板倉町		1				群馬県板倉町		0						群馬県板倉町		0

		群馬県明和町		1				群馬県明和町		0						群馬県明和町		0

		群馬県千代田町		1				群馬県千代田町		0						群馬県千代田町		0

		群馬県大泉町		1				群馬県大泉町		0						群馬県大泉町		0

		群馬県邑楽町		1				群馬県邑楽町		0						群馬県邑楽町		0

		埼玉県川越市		1				埼玉県川越市		0						埼玉県川越市		0

		埼玉県熊谷市		1				埼玉県熊谷市		0						埼玉県熊谷市		0

		埼玉県川口市		1				埼玉県川口市		0						埼玉県川口市		0

		埼玉県行田市		1				埼玉県行田市		0						埼玉県行田市		0

		埼玉県秩父市		1				埼玉県秩父市		0						埼玉県秩父市		0

		埼玉県所沢市		1				埼玉県所沢市		0						埼玉県所沢市		0

		埼玉県飯能市		1				埼玉県飯能市		0						埼玉県飯能市		0

		埼玉県加須市		1				埼玉県加須市		0						埼玉県加須市		0

		埼玉県本庄市		1				埼玉県本庄市		0						埼玉県本庄市		0

		埼玉県東松山市		1				埼玉県東松山市		0						埼玉県東松山市		0

		埼玉県春日部市		1				埼玉県春日部市		0						埼玉県春日部市		0

		埼玉県狭山市		1				埼玉県狭山市		0						埼玉県狭山市		0

		埼玉県羽生市		1				埼玉県羽生市		0						埼玉県羽生市		0

		埼玉県鴻巣市		1				埼玉県鴻巣市		0						埼玉県鴻巣市		0

		埼玉県深谷市		1				埼玉県深谷市		0						埼玉県深谷市		0

		埼玉県上尾市		1				埼玉県上尾市		0						埼玉県上尾市		0

		埼玉県草加市		1				埼玉県草加市		0						埼玉県草加市		0

		埼玉県越谷市		1				埼玉県越谷市		0						埼玉県越谷市		0

		埼玉県蕨市		1				埼玉県蕨市		0						埼玉県蕨市		0

		埼玉県戸田市		1				埼玉県戸田市		0						埼玉県戸田市		0

		埼玉県入間市		1				埼玉県入間市		0						埼玉県入間市		0

		埼玉県朝霞市		1				埼玉県朝霞市		0						埼玉県朝霞市		0

		埼玉県志木市		1				埼玉県志木市		0						埼玉県志木市		0

		埼玉県和光市		1				埼玉県和光市		0						埼玉県和光市		0

		埼玉県新座市		1				埼玉県新座市		0						埼玉県新座市		0

		埼玉県桶川市		1				埼玉県桶川市		0						埼玉県桶川市		0

		埼玉県久喜市		1				埼玉県久喜市		0						埼玉県久喜市		0

		埼玉県北本市		1				埼玉県北本市		0						埼玉県北本市		0

		埼玉県八潮市		1				埼玉県八潮市		0						埼玉県八潮市		0

		埼玉県富士見市		1				埼玉県富士見市		0						埼玉県富士見市		0

		埼玉県三郷市		1				埼玉県三郷市		0						埼玉県三郷市		0

		埼玉県蓮田市		1				埼玉県蓮田市		0						埼玉県蓮田市		0

		埼玉県坂戸市		1				埼玉県坂戸市		0						埼玉県坂戸市		0

		埼玉県幸手市		1				埼玉県幸手市		0						埼玉県幸手市		0

		埼玉県鶴ヶ島市		1				埼玉県鶴ヶ島市		0						埼玉県鶴ヶ島市		0

		埼玉県日高市		1				埼玉県日高市		0						埼玉県日高市		0

		埼玉県吉川市		1				埼玉県吉川市		0						埼玉県吉川市		0

		埼玉県ふじみ野市		1				埼玉県ふじみ野市		0						埼玉県ふじみ野市		0

		埼玉県白岡市		1				埼玉県白岡市		0						埼玉県白岡市		0

		埼玉県伊奈町		1				埼玉県伊奈町		0						埼玉県伊奈町		0

		埼玉県三芳町		1				埼玉県三芳町		0						埼玉県三芳町		0

		埼玉県毛呂山町		1				埼玉県毛呂山町		0						埼玉県毛呂山町		0

		埼玉県越生町		1				埼玉県越生町		0						埼玉県越生町		0

		埼玉県滑川町		1				埼玉県滑川町		0						埼玉県滑川町		0

		埼玉県嵐山町		1				埼玉県嵐山町		0						埼玉県嵐山町		0

		埼玉県小川町		1				埼玉県小川町		0						埼玉県小川町		0

		埼玉県川島町		1				埼玉県川島町		0						埼玉県川島町		0

		埼玉県吉見町		1				埼玉県吉見町		0						埼玉県吉見町		0

		埼玉県鳩山町		1				埼玉県鳩山町		0						埼玉県鳩山町		0

		埼玉県ときがわ町		1				埼玉県ときがわ町		0						埼玉県ときがわ町		0

		埼玉県横瀬町		1				埼玉県横瀬町		0						埼玉県横瀬町		0

		埼玉県皆野町		1				埼玉県皆野町		0						埼玉県皆野町		0

		埼玉県長瀞町		1				埼玉県長瀞町		0						埼玉県長瀞町		0

		埼玉県小鹿野町		1				埼玉県小鹿野町		0						埼玉県小鹿野町		0

		埼玉県東秩父村		1				埼玉県東秩父村		0						埼玉県東秩父村		0

		埼玉県美里町		1				埼玉県美里町		0						埼玉県美里町		0

		埼玉県神川町		1				埼玉県神川町		0						埼玉県神川町		0

		埼玉県上里町		1				埼玉県上里町		0						埼玉県上里町		0

		埼玉県寄居町		1				埼玉県寄居町		0						埼玉県寄居町		0

		埼玉県宮代町		1				埼玉県宮代町		0						埼玉県宮代町		0

		埼玉県杉戸町		1				埼玉県杉戸町		0						埼玉県杉戸町		0

		埼玉県松伏町		1				埼玉県松伏町		0						埼玉県松伏町		0

		千葉県銚子市		1				千葉県銚子市		0						千葉県銚子市		0

		千葉県市川市		1				千葉県市川市		0						千葉県市川市		0

		千葉県船橋市		1				千葉県船橋市		0						千葉県船橋市		0

		千葉県館山市		1				千葉県館山市		0						千葉県館山市		0

		千葉県木更津市		1				千葉県木更津市		0						千葉県木更津市		0

		千葉県松戸市		1				千葉県松戸市		0						千葉県松戸市		0

		千葉県野田市		1				千葉県野田市		0						千葉県野田市		0

		千葉県茂原市		1				千葉県茂原市		0						千葉県茂原市		0

		千葉県成田市		1				千葉県成田市		0						千葉県成田市		0

		千葉県佐倉市		1				千葉県佐倉市		0						千葉県佐倉市		0

		千葉県東金市		1				千葉県東金市		0						千葉県東金市		0

		千葉県旭市		1				千葉県旭市		0						千葉県旭市		0

		千葉県習志野市		1				千葉県習志野市		0						千葉県習志野市		0

		千葉県柏市		1				千葉県柏市		0						千葉県柏市		0

		千葉県勝浦市		1				千葉県勝浦市		0						千葉県勝浦市		0

		千葉県市原市		1				千葉県市原市		0						千葉県市原市		0

		千葉県流山市		1				千葉県流山市		0						千葉県流山市		0

		千葉県八千代市		1				千葉県八千代市		0						千葉県八千代市		0

		千葉県我孫子市		1				千葉県我孫子市		0						千葉県我孫子市		0

		千葉県鴨川市		1				千葉県鴨川市		0						千葉県鴨川市		0

		千葉県鎌ケ谷市		1				千葉県鎌ケ谷市		0						千葉県鎌ケ谷市		0

		千葉県君津市		1				千葉県君津市		0						千葉県君津市		0

		千葉県富津市		1				千葉県富津市		0						千葉県富津市		0

		千葉県浦安市		1				千葉県浦安市		0						千葉県浦安市		0

		千葉県四街道市		1				千葉県四街道市		0						千葉県四街道市		0

		千葉県袖ケ浦市		1				千葉県袖ケ浦市		0						千葉県袖ケ浦市		0

		千葉県八街市		1				千葉県八街市		0						千葉県八街市		0

		千葉県印西市		1				千葉県印西市		0						千葉県印西市		0

		千葉県白井市		1				千葉県白井市		0						千葉県白井市		0

		千葉県富里市		1				千葉県富里市		0						千葉県富里市		0

		千葉県南房総市		1				千葉県南房総市		0						千葉県南房総市		0

		千葉県匝瑳市		1				千葉県匝瑳市		0						千葉県匝瑳市		0

		千葉県香取市		1				千葉県香取市		0						千葉県香取市		0

		千葉県山武市		1				千葉県山武市		0						千葉県山武市		0

		千葉県いすみ市		1				千葉県いすみ市		0						千葉県いすみ市		0

		千葉県大網白里市		1				千葉県大網白里市		0						千葉県大網白里市		0

		千葉県酒々井町		1				千葉県酒々井町		0						千葉県酒々井町		0

		千葉県栄町		1				千葉県栄町		0						千葉県栄町		0

		千葉県神崎町		1				千葉県神崎町		0						千葉県神崎町		0

		千葉県多古町		1				千葉県多古町		0						千葉県多古町		0

		千葉県東庄町		1				千葉県東庄町		0						千葉県東庄町		0

		千葉県九十九里町		1				千葉県九十九里町		0						千葉県九十九里町		0

		千葉県芝山町		1				千葉県芝山町		0						千葉県芝山町		0

		千葉県横芝光町		1				千葉県横芝光町		0						千葉県横芝光町		0

		千葉県一宮町		1				千葉県一宮町		0						千葉県一宮町		0

		千葉県睦沢町		1				千葉県睦沢町		0						千葉県睦沢町		0

		千葉県長生村		1				千葉県長生村		0						千葉県長生村		0

		千葉県白子町		1				千葉県白子町		0						千葉県白子町		0

		千葉県長柄町		1				千葉県長柄町		0						千葉県長柄町		0

		千葉県長南町		1				千葉県長南町		0						千葉県長南町		0

		千葉県大多喜町		1				千葉県大多喜町		0						千葉県大多喜町		0

		千葉県御宿町		1				千葉県御宿町		0						千葉県御宿町		0

		千葉県鋸南町		1				千葉県鋸南町		0						千葉県鋸南町		0

		東京都千代田区		1				東京都千代田区		0						東京都千代田区		0

		東京都中央区		1				東京都中央区		0						東京都中央区		0

		東京都港区		1				東京都港区		0						東京都港区		0

		東京都新宿区		1				東京都新宿区		0						東京都新宿区		0

		東京都文京区		1				東京都文京区		0						東京都文京区		0

		東京都台東区		1				東京都台東区		0						東京都台東区		0

		東京都墨田区		1				東京都墨田区		0						東京都墨田区		0

		東京都江東区		1				東京都江東区		0						東京都江東区		0

		東京都品川区		1				東京都品川区		0						東京都品川区		0

		東京都目黒区		1				東京都目黒区		0						東京都目黒区		0

		東京都大田区		1				東京都大田区		0						東京都大田区		0

		東京都世田谷区		1				東京都世田谷区		0						東京都世田谷区		0

		東京都渋谷区		1				東京都渋谷区		0						東京都渋谷区		0

		東京都中野区		1				東京都中野区		0						東京都中野区		0

		東京都杉並区		1				東京都杉並区		0						東京都杉並区		0

		東京都豊島区		1				東京都豊島区		0						東京都豊島区		0

		東京都北区		1				東京都北区		0						東京都北区		0

		東京都荒川区		1				東京都荒川区		0						東京都荒川区		0

		東京都板橋区		1				東京都板橋区		0						東京都板橋区		0

		東京都練馬区		1				東京都練馬区		0						東京都練馬区		0

		東京都足立区		1				東京都足立区		0						東京都足立区		0

		東京都葛飾区		1				東京都葛飾区		0						東京都葛飾区		0

		東京都江戸川区		1				東京都江戸川区		0						東京都江戸川区		0

		東京都八王子市		1				東京都八王子市		0						東京都八王子市		0

		東京都立川市		1				東京都立川市		0						東京都立川市		0

		東京都武蔵野市		1				東京都武蔵野市		0						東京都武蔵野市		0

		東京都三鷹市		1				東京都三鷹市		0						東京都三鷹市		0

		東京都青梅市		1				東京都青梅市		0						東京都青梅市		0

		東京都府中市		1				東京都府中市		0						東京都府中市		0

		東京都昭島市		1				東京都昭島市		0						東京都昭島市		0

		東京都調布市		1				東京都調布市		0						東京都調布市		0

		東京都町田市		1				東京都町田市		0						東京都町田市		0

		東京都小金井市		1				東京都小金井市		0						東京都小金井市		0

		東京都小平市		1				東京都小平市		0						東京都小平市		0

		東京都日野市		1				東京都日野市		0						東京都日野市		0

		東京都東村山市		1				東京都東村山市		0						東京都東村山市		0

		東京都国分寺市		1				東京都国分寺市		0						東京都国分寺市		0

		東京都国立市		1				東京都国立市		0						東京都国立市		0

		東京都福生市		1				東京都福生市		0						東京都福生市		0

		東京都狛江市		1				東京都狛江市		0						東京都狛江市		0

		東京都東大和市		1				東京都東大和市		0						東京都東大和市		0

		東京都清瀬市		1				東京都清瀬市		0						東京都清瀬市		0

		東京都東久留米市		1				東京都東久留米市		0						東京都東久留米市		0

		東京都武蔵村山市		1				東京都武蔵村山市		0						東京都武蔵村山市		0

		東京都多摩市		1				東京都多摩市		0						東京都多摩市		0

		東京都稲城市		1				東京都稲城市		0						東京都稲城市		0

		東京都羽村市		1				東京都羽村市		0						東京都羽村市		0

		東京都あきる野市		1				東京都あきる野市		0						東京都あきる野市		0

		東京都西東京市		1				東京都西東京市		0						東京都西東京市		0

		東京都瑞穂町		1				東京都瑞穂町		0						東京都瑞穂町		0

		東京都日の出町		1				東京都日の出町		0						東京都日の出町		0

		東京都檜原村		1				東京都檜原村		0						東京都檜原村		0

		東京都奥多摩町		1				東京都奥多摩町		0						東京都奥多摩町		0

		東京都大島町		1				東京都大島町		0						東京都大島町		0

		東京都利島村		1				東京都利島村		0						東京都利島村		0

		東京都新島村		1				東京都新島村		0						東京都新島村		0

		東京都神津島村		1				東京都神津島村		0						東京都神津島村		0

		東京都三宅村		1				東京都三宅村		0						東京都三宅村		0

		東京都御蔵島村		1				東京都御蔵島村		0						東京都御蔵島村		0

		東京都八丈町		1				東京都八丈町		0						東京都八丈町		0

		東京都青ヶ島村		1				東京都青ヶ島村		0						東京都青ヶ島村		0

		東京都小笠原村		1				東京都小笠原村		0						東京都小笠原村		0

		神奈川県横須賀市		1				神奈川県横須賀市		0						神奈川県横須賀市		0

		神奈川県平塚市		1				神奈川県平塚市		0						神奈川県平塚市		0

		神奈川県鎌倉市		1				神奈川県鎌倉市		0						神奈川県鎌倉市		0

		神奈川県藤沢市		1				神奈川県藤沢市		0						神奈川県藤沢市		0

		神奈川県小田原市		1				神奈川県小田原市		0						神奈川県小田原市		0

		神奈川県茅ヶ崎市		1				神奈川県茅ヶ崎市		0						神奈川県茅ヶ崎市		0

		神奈川県逗子市		1				神奈川県逗子市		0						神奈川県逗子市		0

		神奈川県三浦市		1				神奈川県三浦市		0						神奈川県三浦市		0

		神奈川県秦野市		1				神奈川県秦野市		0						神奈川県秦野市		0

		神奈川県厚木市		1				神奈川県厚木市		0						神奈川県厚木市		0

		神奈川県大和市		1				神奈川県大和市		0						神奈川県大和市		0

		神奈川県伊勢原市		1				神奈川県伊勢原市		0						神奈川県伊勢原市		0

		神奈川県海老名市		1				神奈川県海老名市		0						神奈川県海老名市		0

		神奈川県座間市		1				神奈川県座間市		0						神奈川県座間市		0

		神奈川県南足柄市		1				神奈川県南足柄市		0						神奈川県南足柄市		0

		神奈川県綾瀬市		1				神奈川県綾瀬市		0						神奈川県綾瀬市		0

		神奈川県葉山町		1				神奈川県葉山町		0						神奈川県葉山町		0

		神奈川県寒川町		1				神奈川県寒川町		0						神奈川県寒川町		0

		神奈川県大磯町		1				神奈川県大磯町		0						神奈川県大磯町		0

		神奈川県二宮町		1				神奈川県二宮町		0						神奈川県二宮町		0

		神奈川県中井町		1				神奈川県中井町		0						神奈川県中井町		0

		神奈川県大井町		1				神奈川県大井町		0						神奈川県大井町		0

		神奈川県松田町		1				神奈川県松田町		0						神奈川県松田町		0

		神奈川県山北町		1				神奈川県山北町		0						神奈川県山北町		0

		神奈川県開成町		1				神奈川県開成町		0						神奈川県開成町		0

		神奈川県箱根町		1				神奈川県箱根町		0						神奈川県箱根町		0

		神奈川県真鶴町		1				神奈川県真鶴町		0						神奈川県真鶴町		0

		神奈川県湯河原町		1				神奈川県湯河原町		0						神奈川県湯河原町		0

		神奈川県愛川町		1				神奈川県愛川町		0						神奈川県愛川町		0

		神奈川県清川村		1				神奈川県清川村		0						神奈川県清川村		0

		新潟県長岡市		1				新潟県長岡市		0						新潟県長岡市		0

		新潟県三条市		1				新潟県三条市		0						新潟県三条市		0

		新潟県柏崎市		1				新潟県柏崎市		0						新潟県柏崎市		0

		新潟県新発田市		1				新潟県新発田市		0						新潟県新発田市		0

		新潟県小千谷市		1				新潟県小千谷市		0						新潟県小千谷市		0

		新潟県加茂市		1				新潟県加茂市		0						新潟県加茂市		0

		新潟県十日町市		1				新潟県十日町市		0						新潟県十日町市		0

		新潟県見附市		1				新潟県見附市		0						新潟県見附市		0

		新潟県村上市		1				新潟県村上市		0						新潟県村上市		0

		新潟県燕市		1				新潟県燕市		0						新潟県燕市		0

		新潟県糸魚川市		1				新潟県糸魚川市		0						新潟県糸魚川市		0

		新潟県妙高市		1				新潟県妙高市		0						新潟県妙高市		0

		新潟県五泉市		1				新潟県五泉市		0						新潟県五泉市		0

		新潟県上越市		1				新潟県上越市		0						新潟県上越市		0

		新潟県阿賀野市		1				新潟県阿賀野市		0						新潟県阿賀野市		0

		新潟県佐渡市		1				新潟県佐渡市		0						新潟県佐渡市		0

		新潟県魚沼市		1				新潟県魚沼市		0						新潟県魚沼市		0

		新潟県南魚沼市		1				新潟県南魚沼市		0						新潟県南魚沼市		0

		新潟県胎内市		1				新潟県胎内市		0						新潟県胎内市		0

		新潟県聖籠町		1				新潟県聖籠町		0						新潟県聖籠町		0

		新潟県弥彦村		1				新潟県弥彦村		0						新潟県弥彦村		0

		新潟県田上町		1				新潟県田上町		0						新潟県田上町		0

		新潟県阿賀町		1				新潟県阿賀町		0						新潟県阿賀町		0

		新潟県出雲崎町		1				新潟県出雲崎町		0						新潟県出雲崎町		0

		新潟県湯沢町		1				新潟県湯沢町		0						新潟県湯沢町		0

		新潟県津南町		1				新潟県津南町		0						新潟県津南町		0

		新潟県刈羽村		1				新潟県刈羽村		0						新潟県刈羽村		0

		新潟県関川村		1				新潟県関川村		0						新潟県関川村		0

		新潟県粟島浦村		1				新潟県粟島浦村		0						新潟県粟島浦村		0

		富山県富山市		1				富山県富山市		0						富山県富山市		0

		富山県高岡市		1				富山県高岡市		0						富山県高岡市		0

		富山県魚津市		1				富山県魚津市		0						富山県魚津市		0

		富山県氷見市		1				富山県氷見市		0						富山県氷見市		0

		富山県滑川市		1				富山県滑川市		0						富山県滑川市		0

		富山県黒部市		1				富山県黒部市		0						富山県黒部市		0

		富山県砺波市		1				富山県砺波市		0						富山県砺波市		0

		富山県小矢部市		1				富山県小矢部市		0						富山県小矢部市		0

		富山県南砺市		1				富山県南砺市		0						富山県南砺市		0

		富山県射水市		1				富山県射水市		0						富山県射水市		0

		富山県舟橋村		1				富山県舟橋村		0						富山県舟橋村		0

		富山県上市町		1				富山県上市町		0						富山県上市町		0

		富山県立山町		1				富山県立山町		0						富山県立山町		0

		富山県入善町		1				富山県入善町		0						富山県入善町		0

		富山県朝日町		1				富山県朝日町		0						富山県朝日町		0

		石川県金沢市		1				石川県金沢市		0						石川県金沢市		0

		石川県七尾市		1				石川県七尾市		0						石川県七尾市		0

		石川県小松市		1				石川県小松市		0						石川県小松市		0

		石川県輪島市		1				石川県輪島市		0						石川県輪島市		0

		石川県珠洲市		1				石川県珠洲市		0						石川県珠洲市		0

		石川県加賀市		1				石川県加賀市		0						石川県加賀市		0

		石川県羽咋市		1				石川県羽咋市		0						石川県羽咋市		0

		石川県かほく市		1				石川県かほく市		0						石川県かほく市		0

		石川県白山市		1				石川県白山市		0						石川県白山市		0

		石川県能美市		1				石川県能美市		0						石川県能美市		0

		石川県野々市市		1				石川県野々市市		0						石川県野々市市		0

		石川県川北町		1				石川県川北町		0						石川県川北町		0

		石川県津幡町		1				石川県津幡町		0						石川県津幡町		0

		石川県内灘町		1				石川県内灘町		0						石川県内灘町		0

		石川県志賀町		1				石川県志賀町		0						石川県志賀町		0

		石川県宝達志水町		1				石川県宝達志水町		0						石川県宝達志水町		0

		石川県中能登町		1				石川県中能登町		0						石川県中能登町		0

		石川県穴水町		1				石川県穴水町		0						石川県穴水町		0

		石川県能登町		1				石川県能登町		0						石川県能登町		0

		福井県福井市		1				福井県福井市		0						福井県福井市		0

		福井県敦賀市		1				福井県敦賀市		0						福井県敦賀市		0

		福井県小浜市		1				福井県小浜市		0						福井県小浜市		0

		福井県大野市		1				福井県大野市		0						福井県大野市		0

		福井県勝山市		1				福井県勝山市		0						福井県勝山市		0

		福井県鯖江市		1				福井県鯖江市		0						福井県鯖江市		0

		福井県あわら市		1				福井県あわら市		0						福井県あわら市		0

		福井県越前市		1				福井県越前市		0						福井県越前市		0

		福井県坂井市		1				福井県坂井市		0						福井県坂井市		0

		福井県永平寺町		1				福井県永平寺町		0						福井県永平寺町		0

		福井県池田町		1				福井県池田町		0						福井県池田町		0

		福井県南越前町		1				福井県南越前町		0						福井県南越前町		0

		福井県越前町		1				福井県越前町		0						福井県越前町		0

		福井県美浜町		1				福井県美浜町		0						福井県美浜町		0

		福井県高浜町		1				福井県高浜町		0						福井県高浜町		0

		福井県おおい町		1				福井県おおい町		0						福井県おおい町		0

		福井県若狭町		1				福井県若狭町		0						福井県若狭町		0

		山梨県甲府市		1				山梨県甲府市		0						山梨県甲府市		0

		山梨県富士吉田市		1				山梨県富士吉田市		0						山梨県富士吉田市		0

		山梨県都留市		1				山梨県都留市		0						山梨県都留市		0

		山梨県山梨市		1				山梨県山梨市		0						山梨県山梨市		0

		山梨県大月市		1				山梨県大月市		0						山梨県大月市		0

		山梨県韮崎市		1				山梨県韮崎市		0						山梨県韮崎市		0

		山梨県南アルプス市		1				山梨県南アルプス市		0						山梨県南アルプス市		0

		山梨県北杜市		1				山梨県北杜市		0						山梨県北杜市		0

		山梨県甲斐市		1				山梨県甲斐市		0						山梨県甲斐市		0

		山梨県笛吹市		1				山梨県笛吹市		0						山梨県笛吹市		0

		山梨県上野原市		1				山梨県上野原市		0						山梨県上野原市		0

		山梨県甲州市		1				山梨県甲州市		0						山梨県甲州市		0

		山梨県中央市		1				山梨県中央市		0						山梨県中央市		0

		山梨県市川三郷町		1				山梨県市川三郷町		0						山梨県市川三郷町		0

		山梨県早川町		1				山梨県早川町		0						山梨県早川町		0

		山梨県身延町		1				山梨県身延町		0						山梨県身延町		0

		山梨県南部町		1				山梨県南部町		0						山梨県南部町		0

		山梨県富士川町		1				山梨県富士川町		0						山梨県富士川町		0

		山梨県昭和町		1				山梨県昭和町		0						山梨県昭和町		0

		山梨県道志村		1				山梨県道志村		0						山梨県道志村		0

		山梨県西桂町		1				山梨県西桂町		0						山梨県西桂町		0

		山梨県忍野村		1				山梨県忍野村		0						山梨県忍野村		0

		山梨県山中湖村		1				山梨県山中湖村		0						山梨県山中湖村		0

		山梨県鳴沢村		1				山梨県鳴沢村		0						山梨県鳴沢村		0

		山梨県富士河口湖町		1				山梨県富士河口湖町		0						山梨県富士河口湖町		0

		山梨県小菅村		1				山梨県小菅村		0						山梨県小菅村		0

		山梨県丹波山村		1				山梨県丹波山村		0						山梨県丹波山村		0

		長野県長野市		1				長野県長野市		0						長野県長野市		0

		長野県松本市		1				長野県松本市		0						長野県松本市		0

		長野県上田市		1				長野県上田市		0						長野県上田市		0

		長野県岡谷市		1				長野県岡谷市		0						長野県岡谷市		0

		長野県飯田市		1				長野県飯田市		0						長野県飯田市		0

		長野県諏訪市		1				長野県諏訪市		0						長野県諏訪市		0

		長野県須坂市		1				長野県須坂市		0						長野県須坂市		0

		長野県小諸市		1				長野県小諸市		0						長野県小諸市		0

		長野県伊那市		1				長野県伊那市		0						長野県伊那市		0

		長野県駒ヶ根市		1				長野県駒ヶ根市		0						長野県駒ヶ根市		0

		長野県中野市		1				長野県中野市		0						長野県中野市		0

		長野県大町市		1				長野県大町市		0						長野県大町市		0

		長野県飯山市		1				長野県飯山市		0						長野県飯山市		0

		長野県茅野市		1				長野県茅野市		0						長野県茅野市		0

		長野県塩尻市		1				長野県塩尻市		0						長野県塩尻市		0

		長野県佐久市		1				長野県佐久市		0						長野県佐久市		0

		長野県千曲市		1				長野県千曲市		0						長野県千曲市		0

		長野県東御市		1				長野県東御市		0						長野県東御市		0

		長野県安曇野市		1				長野県安曇野市		0						長野県安曇野市		0

		長野県小海町		1				長野県小海町		0						長野県小海町		0

		長野県川上村		1				長野県川上村		0						長野県川上村		0

		長野県南牧村		1				長野県南牧村		0						長野県南牧村		0

		長野県南相木村		1				長野県南相木村		0						長野県南相木村		0

		長野県北相木村		1				長野県北相木村		0						長野県北相木村		0

		長野県佐久穂町		1				長野県佐久穂町		0						長野県佐久穂町		0

		長野県軽井沢町		1				長野県軽井沢町		0						長野県軽井沢町		0

		長野県御代田町		1				長野県御代田町		0						長野県御代田町		0

		長野県立科町		1				長野県立科町		0						長野県立科町		0

		長野県青木村		1				長野県青木村		0						長野県青木村		0

		長野県長和町		1				長野県長和町		0						長野県長和町		0

		長野県下諏訪町		1				長野県下諏訪町		0						長野県下諏訪町		0

		長野県富士見町		1				長野県富士見町		0						長野県富士見町		0

		長野県原村		1				長野県原村		0						長野県原村		0

		長野県辰野町		1				長野県辰野町		0						長野県辰野町		0

		長野県箕輪町		1				長野県箕輪町		0						長野県箕輪町		0

		長野県飯島町		1				長野県飯島町		0						長野県飯島町		0

		長野県南箕輪村		1				長野県南箕輪村		0						長野県南箕輪村		0

		長野県中川村		1				長野県中川村		0						長野県中川村		0

		長野県宮田村		1				長野県宮田村		0						長野県宮田村		0

		長野県松川町		1				長野県松川町		0						長野県松川町		0

		長野県高森町		1				長野県高森町		0						長野県高森町		0

		長野県阿南町		1				長野県阿南町		0						長野県阿南町		0

		長野県阿智村		1				長野県阿智村		0						長野県阿智村		0

		長野県平谷村		1				長野県平谷村		0						長野県平谷村		0

		長野県根羽村		1				長野県根羽村		0						長野県根羽村		0

		長野県下條村		1				長野県下條村		0						長野県下條村		0

		長野県売木村		1				長野県売木村		0						長野県売木村		0

		長野県天龍村		1				長野県天龍村		0						長野県天龍村		0

		長野県泰阜村		1				長野県泰阜村		0						長野県泰阜村		0

		長野県喬木村		1				長野県喬木村		0						長野県喬木村		0

		長野県豊丘村		1				長野県豊丘村		0						長野県豊丘村		0

		長野県大鹿村		1				長野県大鹿村		0						長野県大鹿村		0

		長野県上松町		1				長野県上松町		0						長野県上松町		0

		長野県南木曽町		1				長野県南木曽町		0						長野県南木曽町		0

		長野県木祖村		1				長野県木祖村		0						長野県木祖村		0

		長野県王滝村		1				長野県王滝村		0						長野県王滝村		0

		長野県大桑村		1				長野県大桑村		0						長野県大桑村		0

		長野県木曽町		1				長野県木曽町		0						長野県木曽町		0

		長野県麻績村		1				長野県麻績村		0						長野県麻績村		0

		長野県生坂村		1				長野県生坂村		0						長野県生坂村		0

		長野県山形村		1				長野県山形村		0						長野県山形村		0

		長野県朝日村		1				長野県朝日村		0						長野県朝日村		0

		長野県筑北村		1				長野県筑北村		0						長野県筑北村		0

		長野県池田町		1				長野県池田町		0						長野県池田町		0

		長野県松川村		1				長野県松川村		0						長野県松川村		0

		長野県白馬村		1				長野県白馬村		0						長野県白馬村		0

		長野県小谷村		1				長野県小谷村		0						長野県小谷村		0

		長野県坂城町		1				長野県坂城町		0						長野県坂城町		0

		長野県小布施町		1				長野県小布施町		0						長野県小布施町		0

		長野県高山村		1				長野県高山村		0						長野県高山村		0

		長野県山ノ内町		1				長野県山ノ内町		0						長野県山ノ内町		0

		長野県木島平村		1				長野県木島平村		0						長野県木島平村		0

		長野県野沢温泉村		1				長野県野沢温泉村		0						長野県野沢温泉村		0

		長野県信濃町		1				長野県信濃町		0						長野県信濃町		0

		長野県小川村		1				長野県小川村		0						長野県小川村		0

		長野県飯綱町		1				長野県飯綱町		0						長野県飯綱町		0

		長野県栄村		1				長野県栄村		0						長野県栄村		0

		岐阜県岐阜市		1				岐阜県岐阜市		0						岐阜県岐阜市		0

		岐阜県大垣市		1				岐阜県大垣市		0						岐阜県大垣市		0

		岐阜県高山市		1				岐阜県高山市		0						岐阜県高山市		0

		岐阜県多治見市		1				岐阜県多治見市		0						岐阜県多治見市		0

		岐阜県関市		1				岐阜県関市		0						岐阜県関市		0

		岐阜県中津川市		1				岐阜県中津川市		0						岐阜県中津川市		0

		岐阜県美濃市		1				岐阜県美濃市		0						岐阜県美濃市		0

		岐阜県瑞浪市		1				岐阜県瑞浪市		0						岐阜県瑞浪市		0

		岐阜県羽島市		1				岐阜県羽島市		0						岐阜県羽島市		0

		岐阜県恵那市		1				岐阜県恵那市		0						岐阜県恵那市		0

		岐阜県美濃加茂市		1				岐阜県美濃加茂市		0						岐阜県美濃加茂市		0

		岐阜県土岐市		1				岐阜県土岐市		0						岐阜県土岐市		0

		岐阜県各務原市		1				岐阜県各務原市		0						岐阜県各務原市		0

		岐阜県可児市		1				岐阜県可児市		0						岐阜県可児市		0

		岐阜県山県市		1				岐阜県山県市		0						岐阜県山県市		0

		岐阜県瑞穂市		1				岐阜県瑞穂市		0						岐阜県瑞穂市		0

		岐阜県飛騨市		1				岐阜県飛騨市		0						岐阜県飛騨市		0

		岐阜県本巣市		1				岐阜県本巣市		0						岐阜県本巣市		0

		岐阜県郡上市		1				岐阜県郡上市		0						岐阜県郡上市		0

		岐阜県下呂市		1				岐阜県下呂市		0						岐阜県下呂市		0

		岐阜県海津市		1				岐阜県海津市		0						岐阜県海津市		0

		岐阜県岐南町		1				岐阜県岐南町		0						岐阜県岐南町		0

		岐阜県笠松町		1				岐阜県笠松町		0						岐阜県笠松町		0

		岐阜県養老町		1				岐阜県養老町		0						岐阜県養老町		0

		岐阜県垂井町		1				岐阜県垂井町		0						岐阜県垂井町		0

		岐阜県関ケ原町		1				岐阜県関ケ原町		0						岐阜県関ケ原町		0

		岐阜県神戸町		1				岐阜県神戸町		0						岐阜県神戸町		0

		岐阜県輪之内町		1				岐阜県輪之内町		0						岐阜県輪之内町		0

		岐阜県安八町		1				岐阜県安八町		0						岐阜県安八町		0

		岐阜県揖斐川町		1				岐阜県揖斐川町		0						岐阜県揖斐川町		0

		岐阜県大野町		1				岐阜県大野町		0						岐阜県大野町		0

		岐阜県池田町		1				岐阜県池田町		0						岐阜県池田町		0

		岐阜県北方町		1				岐阜県北方町		0						岐阜県北方町		0

		岐阜県坂祝町		1				岐阜県坂祝町		0						岐阜県坂祝町		0

		岐阜県富加町		1				岐阜県富加町		0						岐阜県富加町		0

		岐阜県川辺町		1				岐阜県川辺町		0						岐阜県川辺町		0

		岐阜県七宗町		1				岐阜県七宗町		0						岐阜県七宗町		0

		岐阜県八百津町		1				岐阜県八百津町		0						岐阜県八百津町		0

		岐阜県白川町		1				岐阜県白川町		0						岐阜県白川町		0

		岐阜県東白川村		1				岐阜県東白川村		0						岐阜県東白川村		0

		岐阜県御嵩町		1				岐阜県御嵩町		0						岐阜県御嵩町		0

		岐阜県白川村		1				岐阜県白川村		0						岐阜県白川村		0

		静岡県沼津市		1				静岡県沼津市		0						静岡県沼津市		0

		静岡県熱海市		1				静岡県熱海市		0						静岡県熱海市		0

		静岡県三島市		1				静岡県三島市		0						静岡県三島市		0

		静岡県富士宮市		1				静岡県富士宮市		0						静岡県富士宮市		0

		静岡県伊東市		1				静岡県伊東市		0						静岡県伊東市		0

		静岡県島田市		1				静岡県島田市		0						静岡県島田市		0

		静岡県富士市		1				静岡県富士市		0						静岡県富士市		0

		静岡県磐田市		1				静岡県磐田市		0						静岡県磐田市		0

		静岡県焼津市		1				静岡県焼津市		0						静岡県焼津市		0

		静岡県掛川市		1				静岡県掛川市		0						静岡県掛川市		0

		静岡県藤枝市		1				静岡県藤枝市		0						静岡県藤枝市		0

		静岡県御殿場市		1				静岡県御殿場市		0						静岡県御殿場市		0

		静岡県袋井市		1				静岡県袋井市		0						静岡県袋井市		0

		静岡県下田市		1				静岡県下田市		0						静岡県下田市		0

		静岡県裾野市		1				静岡県裾野市		0						静岡県裾野市		0

		静岡県湖西市		1				静岡県湖西市		0						静岡県湖西市		0

		静岡県伊豆市		1				静岡県伊豆市		0						静岡県伊豆市		0

		静岡県御前崎市		1				静岡県御前崎市		0						静岡県御前崎市		0

		静岡県菊川市		1				静岡県菊川市		0						静岡県菊川市		0

		静岡県伊豆の国市		1				静岡県伊豆の国市		0						静岡県伊豆の国市		0

		静岡県牧之原市		1				静岡県牧之原市		0						静岡県牧之原市		0

		静岡県東伊豆町		1				静岡県東伊豆町		0						静岡県東伊豆町		0

		静岡県河津町		1				静岡県河津町		0						静岡県河津町		0

		静岡県南伊豆町		1				静岡県南伊豆町		0						静岡県南伊豆町		0

		静岡県松崎町		1				静岡県松崎町		0						静岡県松崎町		0

		静岡県西伊豆町		1				静岡県西伊豆町		0						静岡県西伊豆町		0

		静岡県函南町		1				静岡県函南町		0						静岡県函南町		0

		静岡県清水町		1				静岡県清水町		0						静岡県清水町		0

		静岡県長泉町		1				静岡県長泉町		0						静岡県長泉町		0

		静岡県小山町		1				静岡県小山町		0						静岡県小山町		0

		静岡県吉田町		1				静岡県吉田町		0						静岡県吉田町		0

		静岡県川根本町		1				静岡県川根本町		0						静岡県川根本町		0

		静岡県森町		1				静岡県森町		0						静岡県森町		0

		愛知県豊橋市		1				愛知県豊橋市		0						愛知県豊橋市		0

		愛知県岡崎市		1				愛知県岡崎市		0						愛知県岡崎市		0

		愛知県一宮市		1				愛知県一宮市		0						愛知県一宮市		0

		愛知県瀬戸市		1				愛知県瀬戸市		0						愛知県瀬戸市		0

		愛知県半田市		1				愛知県半田市		0						愛知県半田市		0

		愛知県春日井市		1				愛知県春日井市		0						愛知県春日井市		0

		愛知県豊川市		1				愛知県豊川市		0						愛知県豊川市		0

		愛知県津島市		1				愛知県津島市		0						愛知県津島市		0

		愛知県碧南市		1				愛知県碧南市		0						愛知県碧南市		0

		愛知県刈谷市		1				愛知県刈谷市		0						愛知県刈谷市		0

		愛知県豊田市		1				愛知県豊田市		0						愛知県豊田市		0

		愛知県安城市		1				愛知県安城市		0						愛知県安城市		0

		愛知県西尾市		1				愛知県西尾市		0						愛知県西尾市		0

		愛知県蒲郡市		1				愛知県蒲郡市		0						愛知県蒲郡市		0

		愛知県犬山市		1				愛知県犬山市		0						愛知県犬山市		0

		愛知県常滑市		1				愛知県常滑市		0						愛知県常滑市		0

		愛知県江南市		1				愛知県江南市		0						愛知県江南市		0

		愛知県小牧市		1				愛知県小牧市		0						愛知県小牧市		0

		愛知県稲沢市		1				愛知県稲沢市		0						愛知県稲沢市		0

		愛知県新城市		1				愛知県新城市		0						愛知県新城市		0

		愛知県東海市		1				愛知県東海市		0						愛知県東海市		0

		愛知県大府市		1				愛知県大府市		0						愛知県大府市		0

		愛知県知多市		1				愛知県知多市		0						愛知県知多市		0

		愛知県知立市		1				愛知県知立市		0						愛知県知立市		0

		愛知県尾張旭市		1				愛知県尾張旭市		0						愛知県尾張旭市		0

		愛知県高浜市		1				愛知県高浜市		0						愛知県高浜市		0

		愛知県岩倉市		1				愛知県岩倉市		0						愛知県岩倉市		0

		愛知県豊明市		1				愛知県豊明市		0						愛知県豊明市		0

		愛知県日進市		1				愛知県日進市		0						愛知県日進市		0

		愛知県田原市		1				愛知県田原市		0						愛知県田原市		0

		愛知県愛西市		1				愛知県愛西市		0						愛知県愛西市		0

		愛知県清須市		1				愛知県清須市		0						愛知県清須市		0

		愛知県北名古屋市		1				愛知県北名古屋市		0						愛知県北名古屋市		0

		愛知県弥富市		1				愛知県弥富市		0						愛知県弥富市		0

		愛知県みよし市		1				愛知県みよし市		0						愛知県みよし市		0

		愛知県あま市		1				愛知県あま市		0						愛知県あま市		0

		愛知県長久手市		1				愛知県長久手市		0						愛知県長久手市		0

		愛知県東郷町		1				愛知県東郷町		0						愛知県東郷町		0

		愛知県豊山町		1				愛知県豊山町		0						愛知県豊山町		0

		愛知県大口町		1				愛知県大口町		0						愛知県大口町		0

		愛知県扶桑町		1				愛知県扶桑町		0						愛知県扶桑町		0

		愛知県大治町		1				愛知県大治町		0						愛知県大治町		0

		愛知県蟹江町		1				愛知県蟹江町		0						愛知県蟹江町		0

		愛知県飛島村		1				愛知県飛島村		0						愛知県飛島村		0

		愛知県阿久比町		1				愛知県阿久比町		0						愛知県阿久比町		0

		愛知県東浦町		1				愛知県東浦町		0						愛知県東浦町		0

		愛知県南知多町		1				愛知県南知多町		0						愛知県南知多町		0

		愛知県美浜町		1				愛知県美浜町		0						愛知県美浜町		0

		愛知県武豊町		1				愛知県武豊町		0						愛知県武豊町		0

		愛知県幸田町		1				愛知県幸田町		0						愛知県幸田町		0

		愛知県設楽町		1				愛知県設楽町		0						愛知県設楽町		0

		愛知県東栄町		1				愛知県東栄町		0						愛知県東栄町		0

		愛知県豊根村		1				愛知県豊根村		0						愛知県豊根村		0

		三重県津市		1				三重県津市		0						三重県津市		0

		三重県四日市市		1				三重県四日市市		0						三重県四日市市		0

		三重県伊勢市		1				三重県伊勢市		0						三重県伊勢市		0

		三重県松阪市		1				三重県松阪市		0						三重県松阪市		0

		三重県桑名市		1				三重県桑名市		0						三重県桑名市		0

		三重県鈴鹿市		1				三重県鈴鹿市		0						三重県鈴鹿市		0

		三重県名張市		1				三重県名張市		0						三重県名張市		0

		三重県尾鷲市		1				三重県尾鷲市		0						三重県尾鷲市		0

		三重県亀山市		1				三重県亀山市		0						三重県亀山市		0

		三重県鳥羽市		1				三重県鳥羽市		0						三重県鳥羽市		0

		三重県熊野市		1				三重県熊野市		0						三重県熊野市		0

		三重県いなべ市		1				三重県いなべ市		0						三重県いなべ市		0

		三重県志摩市		1				三重県志摩市		0						三重県志摩市		0

		三重県伊賀市		1				三重県伊賀市		0						三重県伊賀市		0

		三重県木曽岬町		1				三重県木曽岬町		0						三重県木曽岬町		0

		三重県東員町		1				三重県東員町		0						三重県東員町		0

		三重県菰野町		1				三重県菰野町		0						三重県菰野町		0

		三重県朝日町		1				三重県朝日町		0						三重県朝日町		0

		三重県川越町		1				三重県川越町		0						三重県川越町		0

		三重県多気町		1				三重県多気町		0						三重県多気町		0

		三重県明和町		1				三重県明和町		0						三重県明和町		0

		三重県大台町		1				三重県大台町		0						三重県大台町		0

		三重県玉城町		1				三重県玉城町		0						三重県玉城町		0

		三重県度会町		1				三重県度会町		0						三重県度会町		0

		三重県大紀町		1				三重県大紀町		0						三重県大紀町		0

		三重県南伊勢町		1				三重県南伊勢町		0						三重県南伊勢町		0

		三重県紀北町		1				三重県紀北町		0						三重県紀北町		0

		三重県御浜町		1				三重県御浜町		0						三重県御浜町		0

		三重県紀宝町		1				三重県紀宝町		0						三重県紀宝町		0

		滋賀県大津市		1				滋賀県大津市		0						滋賀県大津市		0

		滋賀県彦根市		1				滋賀県彦根市		0						滋賀県彦根市		0

		滋賀県長浜市		1				滋賀県長浜市		0						滋賀県長浜市		0

		滋賀県近江八幡市		1				滋賀県近江八幡市		0						滋賀県近江八幡市		0

		滋賀県草津市		1				滋賀県草津市		0						滋賀県草津市		0

		滋賀県守山市		1				滋賀県守山市		0						滋賀県守山市		0

		滋賀県栗東市		1				滋賀県栗東市		0						滋賀県栗東市		0

		滋賀県甲賀市		1				滋賀県甲賀市		0						滋賀県甲賀市		0

		滋賀県野洲市		1				滋賀県野洲市		0						滋賀県野洲市		0

		滋賀県湖南市		1				滋賀県湖南市		0						滋賀県湖南市		0

		滋賀県高島市		1				滋賀県高島市		0						滋賀県高島市		0

		滋賀県東近江市		1				滋賀県東近江市		0						滋賀県東近江市		0

		滋賀県米原市		1				滋賀県米原市		0						滋賀県米原市		0

		滋賀県日野町		1				滋賀県日野町		0						滋賀県日野町		0

		滋賀県竜王町		1				滋賀県竜王町		0						滋賀県竜王町		0

		滋賀県愛荘町		1				滋賀県愛荘町		0						滋賀県愛荘町		0

		滋賀県豊郷町		1				滋賀県豊郷町		0						滋賀県豊郷町		0

		滋賀県甲良町		1				滋賀県甲良町		0						滋賀県甲良町		0

		滋賀県多賀町		1				滋賀県多賀町		0						滋賀県多賀町		0

		京都府福知山市		1				京都府福知山市		0						京都府福知山市		0

		京都府舞鶴市		1				京都府舞鶴市		0						京都府舞鶴市		0

		京都府綾部市		1				京都府綾部市		0						京都府綾部市		0

		京都府宇治市		1				京都府宇治市		0						京都府宇治市		0

		京都府宮津市		1				京都府宮津市		0						京都府宮津市		0

		京都府亀岡市		1				京都府亀岡市		0						京都府亀岡市		0

		京都府城陽市		1				京都府城陽市		0						京都府城陽市		0

		京都府向日市		1				京都府向日市		0						京都府向日市		0

		京都府長岡京市		1				京都府長岡京市		0						京都府長岡京市		0

		京都府八幡市		1				京都府八幡市		0						京都府八幡市		0

		京都府京田辺市		1				京都府京田辺市		0						京都府京田辺市		0

		京都府京丹後市		1				京都府京丹後市		0						京都府京丹後市		0

		京都府南丹市		1				京都府南丹市		0						京都府南丹市		0

		京都府木津川市		1				京都府木津川市		0						京都府木津川市		0

		京都府大山崎町		1				京都府大山崎町		0						京都府大山崎町		0

		京都府久御山町		1				京都府久御山町		0						京都府久御山町		0

		京都府井手町		1				京都府井手町		0						京都府井手町		0

		京都府宇治田原町		1				京都府宇治田原町		0						京都府宇治田原町		0

		京都府笠置町		1				京都府笠置町		0						京都府笠置町		0

		京都府和束町		1				京都府和束町		0						京都府和束町		0

		京都府精華町		1				京都府精華町		0						京都府精華町		0

		京都府南山城村		1				京都府南山城村		0						京都府南山城村		0

		京都府京丹波町		1				京都府京丹波町		0						京都府京丹波町		0

		京都府伊根町		1				京都府伊根町		0						京都府伊根町		0

		京都府与謝野町		1				京都府与謝野町		0						京都府与謝野町		0

		大阪府岸和田市		1				大阪府岸和田市		0						大阪府岸和田市		0

		大阪府豊中市		1				大阪府豊中市		0						大阪府豊中市		0

		大阪府池田市		1				大阪府池田市		0						大阪府池田市		0

		大阪府吹田市		1				大阪府吹田市		0						大阪府吹田市		0

		大阪府泉大津市		1				大阪府泉大津市		0						大阪府泉大津市		0

		大阪府高槻市		1				大阪府高槻市		0						大阪府高槻市		0

		大阪府貝塚市		1				大阪府貝塚市		0						大阪府貝塚市		0

		大阪府守口市		1				大阪府守口市		0						大阪府守口市		0

		大阪府枚方市		1				大阪府枚方市		0						大阪府枚方市		0

		大阪府茨木市		1				大阪府茨木市		0						大阪府茨木市		0

		大阪府八尾市		1				大阪府八尾市		0						大阪府八尾市		0

		大阪府泉佐野市		1				大阪府泉佐野市		0						大阪府泉佐野市		0

		大阪府富田林市		1				大阪府富田林市		0						大阪府富田林市		0

		大阪府寝屋川市		1				大阪府寝屋川市		0						大阪府寝屋川市		0

		大阪府河内長野市		1				大阪府河内長野市		0						大阪府河内長野市		0

		大阪府松原市		1				大阪府松原市		0						大阪府松原市		0

		大阪府大東市		1				大阪府大東市		0						大阪府大東市		0

		大阪府和泉市		1				大阪府和泉市		0						大阪府和泉市		0

		大阪府箕面市		1				大阪府箕面市		0						大阪府箕面市		0

		大阪府柏原市		1				大阪府柏原市		0						大阪府柏原市		0

		大阪府羽曳野市		1				大阪府羽曳野市		0						大阪府羽曳野市		0

		大阪府門真市		1				大阪府門真市		0						大阪府門真市		0

		大阪府摂津市		1				大阪府摂津市		0						大阪府摂津市		0

		大阪府高石市		1				大阪府高石市		0						大阪府高石市		0

		大阪府藤井寺市		1				大阪府藤井寺市		0						大阪府藤井寺市		0

		大阪府東大阪市		1				大阪府東大阪市		0						大阪府東大阪市		0

		大阪府泉南市		1				大阪府泉南市		0						大阪府泉南市		0

		大阪府四條畷市		1				大阪府四條畷市		0						大阪府四條畷市		0

		大阪府交野市		1				大阪府交野市		0						大阪府交野市		0

		大阪府大阪狭山市		1				大阪府大阪狭山市		0						大阪府大阪狭山市		0

		大阪府阪南市		1				大阪府阪南市		0						大阪府阪南市		0

		大阪府島本町		1				大阪府島本町		0						大阪府島本町		0

		大阪府豊能町		1				大阪府豊能町		0						大阪府豊能町		0

		大阪府能勢町		1				大阪府能勢町		0						大阪府能勢町		0

		大阪府忠岡町		1				大阪府忠岡町		0						大阪府忠岡町		0

		大阪府熊取町		1				大阪府熊取町		0						大阪府熊取町		0

		大阪府田尻町		1				大阪府田尻町		0						大阪府田尻町		0

		大阪府岬町		1				大阪府岬町		0						大阪府岬町		0

		大阪府太子町		1				大阪府太子町		0						大阪府太子町		0

		大阪府河南町		1				大阪府河南町		0						大阪府河南町		0

		大阪府千早赤阪村		1				大阪府千早赤阪村		0						大阪府千早赤阪村		0

		兵庫県姫路市		1				兵庫県姫路市		0						兵庫県姫路市		0

		兵庫県尼崎市		1				兵庫県尼崎市		0						兵庫県尼崎市		0

		兵庫県明石市		1				兵庫県明石市		0						兵庫県明石市		0

		兵庫県西宮市		1				兵庫県西宮市		0						兵庫県西宮市		0

		兵庫県洲本市		1				兵庫県洲本市		0						兵庫県洲本市		0

		兵庫県芦屋市		1				兵庫県芦屋市		0						兵庫県芦屋市		0

		兵庫県伊丹市		1				兵庫県伊丹市		0						兵庫県伊丹市		0

		兵庫県相生市		1				兵庫県相生市		0						兵庫県相生市		0

		兵庫県豊岡市		1				兵庫県豊岡市		0						兵庫県豊岡市		0

		兵庫県加古川市		1				兵庫県加古川市		0						兵庫県加古川市		0

		兵庫県赤穂市		1				兵庫県赤穂市		0						兵庫県赤穂市		0

		兵庫県西脇市		1				兵庫県西脇市		0						兵庫県西脇市		0

		兵庫県宝塚市		1				兵庫県宝塚市		0						兵庫県宝塚市		0

		兵庫県三木市		1				兵庫県三木市		0						兵庫県三木市		0

		兵庫県高砂市		1				兵庫県高砂市		0						兵庫県高砂市		0

		兵庫県川西市		1				兵庫県川西市		0						兵庫県川西市		0

		兵庫県小野市		1				兵庫県小野市		0						兵庫県小野市		0

		兵庫県三田市		1				兵庫県三田市		0						兵庫県三田市		0

		兵庫県加西市		1				兵庫県加西市		0						兵庫県加西市		0

		兵庫県篠山市		1				兵庫県篠山市		0						兵庫県篠山市		0

		兵庫県養父市		1				兵庫県養父市		0						兵庫県養父市		0

		兵庫県丹波市		1				兵庫県丹波市		0						兵庫県丹波市		0

		兵庫県南あわじ市		1				兵庫県南あわじ市		0						兵庫県南あわじ市		0

		兵庫県朝来市		1				兵庫県朝来市		0						兵庫県朝来市		0

		兵庫県淡路市		1				兵庫県淡路市		0						兵庫県淡路市		0

		兵庫県宍粟市		1				兵庫県宍粟市		0						兵庫県宍粟市		0

		兵庫県加東市		1				兵庫県加東市		0						兵庫県加東市		0

		兵庫県たつの市		1				兵庫県たつの市		0						兵庫県たつの市		0

		兵庫県猪名川町		1				兵庫県猪名川町		0						兵庫県猪名川町		0

		兵庫県多可町		1				兵庫県多可町		0						兵庫県多可町		0

		兵庫県稲美町		1				兵庫県稲美町		0						兵庫県稲美町		0

		兵庫県播磨町		1				兵庫県播磨町		0						兵庫県播磨町		0

		兵庫県市川町		1				兵庫県市川町		0						兵庫県市川町		0

		兵庫県福崎町		1				兵庫県福崎町		0						兵庫県福崎町		0

		兵庫県神河町		1				兵庫県神河町		0						兵庫県神河町		0

		兵庫県太子町		1				兵庫県太子町		0						兵庫県太子町		0

		兵庫県上郡町		1				兵庫県上郡町		0						兵庫県上郡町		0

		兵庫県佐用町		1				兵庫県佐用町		0						兵庫県佐用町		0

		兵庫県香美町		1				兵庫県香美町		0						兵庫県香美町		0

		兵庫県新温泉町		1				兵庫県新温泉町		0						兵庫県新温泉町		0

		奈良県奈良市		1				奈良県奈良市		0						奈良県奈良市		0

		奈良県大和高田市		1				奈良県大和高田市		0						奈良県大和高田市		0

		奈良県大和郡山市		1				奈良県大和郡山市		0						奈良県大和郡山市		0

		奈良県天理市		1				奈良県天理市		0						奈良県天理市		0

		奈良県橿原市		1				奈良県橿原市		0						奈良県橿原市		0

		奈良県桜井市		1				奈良県桜井市		0						奈良県桜井市		0

		奈良県五條市		1				奈良県五條市		0						奈良県五條市		0

		奈良県御所市		1				奈良県御所市		0						奈良県御所市		0

		奈良県生駒市		1				奈良県生駒市		0						奈良県生駒市		0

		奈良県香芝市		1				奈良県香芝市		0						奈良県香芝市		0

		奈良県葛城市		1				奈良県葛城市		0						奈良県葛城市		0

		奈良県宇陀市		1				奈良県宇陀市		0						奈良県宇陀市		0

		奈良県山添村		1				奈良県山添村		0						奈良県山添村		0

		奈良県平群町		1				奈良県平群町		0						奈良県平群町		0

		奈良県三郷町		1				奈良県三郷町		0						奈良県三郷町		0

		奈良県斑鳩町		1				奈良県斑鳩町		0						奈良県斑鳩町		0

		奈良県安堵町		1				奈良県安堵町		0						奈良県安堵町		0

		奈良県川西町		1				奈良県川西町		0						奈良県川西町		0

		奈良県三宅町		1				奈良県三宅町		0						奈良県三宅町		0

		奈良県田原本町		1				奈良県田原本町		0						奈良県田原本町		0

		奈良県曽爾村		1				奈良県曽爾村		0						奈良県曽爾村		0

		奈良県御杖村		1				奈良県御杖村		0						奈良県御杖村		0

		奈良県高取町		1				奈良県高取町		0						奈良県高取町		0

		奈良県明日香村		1				奈良県明日香村		0						奈良県明日香村		0

		奈良県上牧町		1				奈良県上牧町		0						奈良県上牧町		0

		奈良県王寺町		1				奈良県王寺町		0						奈良県王寺町		0

		奈良県広陵町		1				奈良県広陵町		0						奈良県広陵町		0

		奈良県河合町		1				奈良県河合町		0						奈良県河合町		0

		奈良県吉野町		1				奈良県吉野町		0						奈良県吉野町		0

		奈良県大淀町		1				奈良県大淀町		0						奈良県大淀町		0

		奈良県下市町		1				奈良県下市町		0						奈良県下市町		0

		奈良県黒滝村		1				奈良県黒滝村		0						奈良県黒滝村		0

		奈良県天川村		1				奈良県天川村		0						奈良県天川村		0

		奈良県野迫川村		1				奈良県野迫川村		0						奈良県野迫川村		0

		奈良県十津川村		1				奈良県十津川村		0						奈良県十津川村		0

		奈良県下北山村		1				奈良県下北山村		0						奈良県下北山村		0

		奈良県上北山村		1				奈良県上北山村		0						奈良県上北山村		0

		奈良県川上村		1				奈良県川上村		0						奈良県川上村		0

		奈良県東吉野村		1				奈良県東吉野村		0						奈良県東吉野村		0

		和歌山県和歌山市		1				和歌山県和歌山市		0						和歌山県和歌山市		0

		和歌山県海南市		1				和歌山県海南市		0						和歌山県海南市		0

		和歌山県橋本市		1				和歌山県橋本市		0						和歌山県橋本市		0

		和歌山県有田市		1				和歌山県有田市		0						和歌山県有田市		0

		和歌山県御坊市		1				和歌山県御坊市		0						和歌山県御坊市		0

		和歌山県田辺市		1				和歌山県田辺市		0						和歌山県田辺市		0

		和歌山県新宮市		1				和歌山県新宮市		0						和歌山県新宮市		0

		和歌山県紀の川市		1				和歌山県紀の川市		0						和歌山県紀の川市		0

		和歌山県岩出市		1				和歌山県岩出市		0						和歌山県岩出市		0

		和歌山県紀美野町		1				和歌山県紀美野町		0						和歌山県紀美野町		0

		和歌山県かつらぎ町		1				和歌山県かつらぎ町		0						和歌山県かつらぎ町		0

		和歌山県九度山町		1				和歌山県九度山町		0						和歌山県九度山町		0

		和歌山県高野町		1				和歌山県高野町		0						和歌山県高野町		0

		和歌山県湯浅町		1				和歌山県湯浅町		0						和歌山県湯浅町		0

		和歌山県広川町		1				和歌山県広川町		0						和歌山県広川町		0

		和歌山県有田川町		1				和歌山県有田川町		0						和歌山県有田川町		0

		和歌山県美浜町		1				和歌山県美浜町		0						和歌山県美浜町		0

		和歌山県日高町		1				和歌山県日高町		0						和歌山県日高町		0

		和歌山県由良町		1				和歌山県由良町		0						和歌山県由良町		0

		和歌山県印南町		1				和歌山県印南町		0						和歌山県印南町		0

		和歌山県みなべ町		1				和歌山県みなべ町		0						和歌山県みなべ町		0

		和歌山県日高川町		1				和歌山県日高川町		0						和歌山県日高川町		0

		和歌山県白浜町		1				和歌山県白浜町		0						和歌山県白浜町		0

		和歌山県上富田町		1				和歌山県上富田町		0						和歌山県上富田町		0

		和歌山県すさみ町		1				和歌山県すさみ町		0						和歌山県すさみ町		0

		和歌山県那智勝浦町		1				和歌山県那智勝浦町		0						和歌山県那智勝浦町		0

		和歌山県太地町		1				和歌山県太地町		0						和歌山県太地町		0

		和歌山県古座川町		1				和歌山県古座川町		0						和歌山県古座川町		0

		和歌山県北山村		1				和歌山県北山村		0						和歌山県北山村		0

		和歌山県串本町		1				和歌山県串本町		0						和歌山県串本町		0

		鳥取県鳥取市		1				鳥取県鳥取市		0						鳥取県鳥取市		0

		鳥取県米子市		1				鳥取県米子市		0						鳥取県米子市		0

		鳥取県倉吉市		1				鳥取県倉吉市		0						鳥取県倉吉市		0

		鳥取県境港市		1				鳥取県境港市		0						鳥取県境港市		0

		鳥取県岩美町		1				鳥取県岩美町		0						鳥取県岩美町		0

		鳥取県若桜町		1				鳥取県若桜町		0						鳥取県若桜町		0

		鳥取県智頭町		1				鳥取県智頭町		0						鳥取県智頭町		0

		鳥取県八頭町		1				鳥取県八頭町		0						鳥取県八頭町		0

		鳥取県三朝町		1				鳥取県三朝町		0						鳥取県三朝町		0

		鳥取県湯梨浜町		1				鳥取県湯梨浜町		0						鳥取県湯梨浜町		0

		鳥取県琴浦町		1				鳥取県琴浦町		0						鳥取県琴浦町		0

		鳥取県北栄町		1				鳥取県北栄町		0						鳥取県北栄町		0

		鳥取県日吉津村		1				鳥取県日吉津村		0						鳥取県日吉津村		0

		鳥取県大山町		1				鳥取県大山町		0						鳥取県大山町		0

		鳥取県南部町		1				鳥取県南部町		0						鳥取県南部町		0

		鳥取県伯耆町		1				鳥取県伯耆町		0						鳥取県伯耆町		0

		鳥取県日南町		1				鳥取県日南町		0						鳥取県日南町		0

		鳥取県日野町		1				鳥取県日野町		0						鳥取県日野町		0

		鳥取県江府町		1				鳥取県江府町		0						鳥取県江府町		0

		島根県松江市		1				島根県松江市		0						島根県松江市		0

		島根県浜田市		1				島根県浜田市		0						島根県浜田市		0

		島根県出雲市		1				島根県出雲市		0						島根県出雲市		0

		島根県益田市		1				島根県益田市		0						島根県益田市		0

		島根県大田市		1				島根県大田市		0						島根県大田市		0

		島根県安来市		1				島根県安来市		0						島根県安来市		0

		島根県江津市		1				島根県江津市		0						島根県江津市		0

		島根県雲南市		1				島根県雲南市		0						島根県雲南市		0

		島根県奥出雲町		1				島根県奥出雲町		0						島根県奥出雲町		0

		島根県飯南町		1				島根県飯南町		0						島根県飯南町		0

		島根県川本町		1				島根県川本町		0						島根県川本町		0

		島根県美郷町		1				島根県美郷町		0						島根県美郷町		0

		島根県邑南町		1				島根県邑南町		0						島根県邑南町		0

		島根県津和野町		1				島根県津和野町		0						島根県津和野町		0

		島根県吉賀町		1				島根県吉賀町		0						島根県吉賀町		0

		島根県海士町		1				島根県海士町		0						島根県海士町		0

		島根県西ノ島町		1				島根県西ノ島町		0						島根県西ノ島町		0

		島根県知夫村		1				島根県知夫村		0						島根県知夫村		0

		島根県隠岐の島町		1				島根県隠岐の島町		0						島根県隠岐の島町		0

		岡山県倉敷市		1				岡山県倉敷市		0						岡山県倉敷市		0

		岡山県津山市		1				岡山県津山市		0						岡山県津山市		0

		岡山県玉野市		1				岡山県玉野市		0						岡山県玉野市		0

		岡山県笠岡市		1				岡山県笠岡市		0						岡山県笠岡市		0

		岡山県井原市		1				岡山県井原市		0						岡山県井原市		0

		岡山県総社市		1				岡山県総社市		0						岡山県総社市		0

		岡山県高梁市		1				岡山県高梁市		0						岡山県高梁市		0

		岡山県新見市		1				岡山県新見市		0						岡山県新見市		0

		岡山県備前市		1				岡山県備前市		0						岡山県備前市		0

		岡山県瀬戸内市		1				岡山県瀬戸内市		0						岡山県瀬戸内市		0

		岡山県赤磐市		1				岡山県赤磐市		0						岡山県赤磐市		0

		岡山県真庭市		1				岡山県真庭市		0						岡山県真庭市		0

		岡山県美作市		1				岡山県美作市		0						岡山県美作市		0

		岡山県浅口市		1				岡山県浅口市		0						岡山県浅口市		0

		岡山県和気町		1				岡山県和気町		0						岡山県和気町		0

		岡山県早島町		1				岡山県早島町		0						岡山県早島町		0

		岡山県里庄町		1				岡山県里庄町		0						岡山県里庄町		0

		岡山県矢掛町		1				岡山県矢掛町		0						岡山県矢掛町		0

		岡山県新庄村		1				岡山県新庄村		0						岡山県新庄村		0

		岡山県鏡野町		1				岡山県鏡野町		0						岡山県鏡野町		0

		岡山県勝央町		1				岡山県勝央町		0						岡山県勝央町		0

		岡山県奈義町		1				岡山県奈義町		0						岡山県奈義町		0

		岡山県西粟倉村		1				岡山県西粟倉村		0						岡山県西粟倉村		0

		岡山県久米南町		1				岡山県久米南町		0						岡山県久米南町		0

		岡山県美咲町		1				岡山県美咲町		0						岡山県美咲町		0

		岡山県吉備中央町		1				岡山県吉備中央町		0						岡山県吉備中央町		0

		広島県呉市		1				広島県呉市		0						広島県呉市		0

		広島県竹原市		1				広島県竹原市		0						広島県竹原市		0

		広島県三原市		1				広島県三原市		0						広島県三原市		0

		広島県尾道市		1				広島県尾道市		0						広島県尾道市		0

		広島県福山市		1				広島県福山市		0						広島県福山市		0

		広島県府中市		1				広島県府中市		0						広島県府中市		0

		広島県三次市		1				広島県三次市		0						広島県三次市		0

		広島県庄原市		1				広島県庄原市		0						広島県庄原市		0

		広島県大竹市		1				広島県大竹市		0						広島県大竹市		0

		広島県東広島市		1				広島県東広島市		0						広島県東広島市		0

		広島県廿日市市		1				広島県廿日市市		0						広島県廿日市市		0

		広島県安芸高田市		1				広島県安芸高田市		0						広島県安芸高田市		0

		広島県江田島市		1				広島県江田島市		0						広島県江田島市		0

		広島県府中町		1				広島県府中町		0						広島県府中町		0

		広島県海田町		1				広島県海田町		0						広島県海田町		0

		広島県熊野町		1				広島県熊野町		0						広島県熊野町		0

		広島県坂町		1				広島県坂町		0						広島県坂町		0

		広島県安芸太田町		1				広島県安芸太田町		0						広島県安芸太田町		0

		広島県北広島町		1				広島県北広島町		0						広島県北広島町		0

		広島県大崎上島町		1				広島県大崎上島町		0						広島県大崎上島町		0

		広島県世羅町		1				広島県世羅町		0						広島県世羅町		0

		広島県神石高原町		1				広島県神石高原町		0						広島県神石高原町		0

		山口県下関市		1				山口県下関市		0						山口県下関市		0

		山口県宇部市		1				山口県宇部市		0						山口県宇部市		0

		山口県山口市		1				山口県山口市		0						山口県山口市		0

		山口県萩市		1				山口県萩市		0						山口県萩市		0

		山口県防府市		1				山口県防府市		0						山口県防府市		0

		山口県下松市		1				山口県下松市		0						山口県下松市		0

		山口県岩国市		1				山口県岩国市		0						山口県岩国市		0

		山口県光市		1				山口県光市		0						山口県光市		0

		山口県長門市		1				山口県長門市		0						山口県長門市		0

		山口県柳井市		1				山口県柳井市		0						山口県柳井市		0

		山口県美祢市		1				山口県美祢市		0						山口県美祢市		0

		山口県周南市		1				山口県周南市		0						山口県周南市		0

		山口県山陽小野田市		1				山口県山陽小野田市		0						山口県山陽小野田市		0

		山口県周防大島町		1				山口県周防大島町		0						山口県周防大島町		0

		山口県和木町		1				山口県和木町		0						山口県和木町		0

		山口県上関町		1				山口県上関町		0						山口県上関町		0

		山口県田布施町		1				山口県田布施町		0						山口県田布施町		0

		山口県平生町		1				山口県平生町		0						山口県平生町		0

		山口県阿武町		1				山口県阿武町		0						山口県阿武町		0

		徳島県徳島市		1				徳島県徳島市		0						徳島県徳島市		0

		徳島県鳴門市		1				徳島県鳴門市		0						徳島県鳴門市		0

		徳島県小松島市		1				徳島県小松島市		0						徳島県小松島市		0

		徳島県阿南市		1				徳島県阿南市		0						徳島県阿南市		0

		徳島県吉野川市		1				徳島県吉野川市		0						徳島県吉野川市		0

		徳島県阿波市		1				徳島県阿波市		0						徳島県阿波市		0

		徳島県美馬市		1				徳島県美馬市		0						徳島県美馬市		0

		徳島県三好市		1				徳島県三好市		0						徳島県三好市		0

		徳島県勝浦町		1				徳島県勝浦町		0						徳島県勝浦町		0

		徳島県上勝町		1				徳島県上勝町		0						徳島県上勝町		0

		徳島県佐那河内村		1				徳島県佐那河内村		0						徳島県佐那河内村		0

		徳島県石井町		1				徳島県石井町		0						徳島県石井町		0

		徳島県神山町		1				徳島県神山町		0						徳島県神山町		0

		徳島県那賀町		1				徳島県那賀町		0						徳島県那賀町		0

		徳島県牟岐町		1				徳島県牟岐町		0						徳島県牟岐町		0

		徳島県美波町		1				徳島県美波町		0						徳島県美波町		0

		徳島県海陽町		1				徳島県海陽町		0						徳島県海陽町		0

		徳島県松茂町		1				徳島県松茂町		0						徳島県松茂町		0

		徳島県北島町		1				徳島県北島町		0						徳島県北島町		0

		徳島県藍住町		1				徳島県藍住町		0						徳島県藍住町		0

		徳島県板野町		1				徳島県板野町		0						徳島県板野町		0

		徳島県上板町		1				徳島県上板町		0						徳島県上板町		0

		徳島県つるぎ町		1				徳島県つるぎ町		0						徳島県つるぎ町		0

		徳島県東みよし町		1				徳島県東みよし町		0						徳島県東みよし町		0

		香川県高松市		1				香川県高松市		0						香川県高松市		0

		香川県丸亀市		1				香川県丸亀市		0						香川県丸亀市		0

		香川県坂出市		1				香川県坂出市		0						香川県坂出市		0

		香川県善通寺市		1				香川県善通寺市		0						香川県善通寺市		0

		香川県観音寺市		1				香川県観音寺市		0						香川県観音寺市		0

		香川県さぬき市		1				香川県さぬき市		0						香川県さぬき市		0

		香川県東かがわ市		1				香川県東かがわ市		0						香川県東かがわ市		0

		香川県三豊市		1				香川県三豊市		0						香川県三豊市		0

		香川県土庄町		1				香川県土庄町		0						香川県土庄町		0

		香川県小豆島町		1				香川県小豆島町		0						香川県小豆島町		0

		香川県三木町		1				香川県三木町		0						香川県三木町		0

		香川県直島町		1				香川県直島町		0						香川県直島町		0

		香川県宇多津町		1				香川県宇多津町		0						香川県宇多津町		0

		香川県綾川町		1				香川県綾川町		0						香川県綾川町		0

		香川県琴平町		1				香川県琴平町		0						香川県琴平町		0

		香川県多度津町		1				香川県多度津町		0						香川県多度津町		0

		香川県まんのう町		1				香川県まんのう町		0						香川県まんのう町		0

		愛媛県松山市		1				愛媛県松山市		0						愛媛県松山市		0

		愛媛県今治市		1				愛媛県今治市		0						愛媛県今治市		0

		愛媛県宇和島市		1				愛媛県宇和島市		0						愛媛県宇和島市		0

		愛媛県八幡浜市		1				愛媛県八幡浜市		0						愛媛県八幡浜市		0

		愛媛県新居浜市		1				愛媛県新居浜市		0						愛媛県新居浜市		0

		愛媛県西条市		1				愛媛県西条市		0						愛媛県西条市		0

		愛媛県大洲市		1				愛媛県大洲市		0						愛媛県大洲市		0

		愛媛県伊予市		1				愛媛県伊予市		0						愛媛県伊予市		0

		愛媛県四国中央市		1				愛媛県四国中央市		0						愛媛県四国中央市		0

		愛媛県西予市		1				愛媛県西予市		0						愛媛県西予市		0

		愛媛県東温市		1				愛媛県東温市		0						愛媛県東温市		0

		愛媛県上島町		1				愛媛県上島町		0						愛媛県上島町		0

		愛媛県久万高原町		1				愛媛県久万高原町		0						愛媛県久万高原町		0

		愛媛県松前町		1				愛媛県松前町		0						愛媛県松前町		0

		愛媛県砥部町		1				愛媛県砥部町		0						愛媛県砥部町		0

		愛媛県内子町		1				愛媛県内子町		0						愛媛県内子町		0

		愛媛県伊方町		1				愛媛県伊方町		0						愛媛県伊方町		0

		愛媛県松野町		1				愛媛県松野町		0						愛媛県松野町		0

		愛媛県鬼北町		1				愛媛県鬼北町		0						愛媛県鬼北町		0

		愛媛県愛南町		1				愛媛県愛南町		0						愛媛県愛南町		0

		高知県高知市		1				高知県高知市		0						高知県高知市		0

		高知県室戸市		1				高知県室戸市		0						高知県室戸市		0

		高知県安芸市		1				高知県安芸市		0						高知県安芸市		0

		高知県南国市		1				高知県南国市		0						高知県南国市		0

		高知県土佐市		1				高知県土佐市		0						高知県土佐市		0

		高知県須崎市		1				高知県須崎市		0						高知県須崎市		0

		高知県宿毛市		1				高知県宿毛市		0						高知県宿毛市		0

		高知県土佐清水市		1				高知県土佐清水市		0						高知県土佐清水市		0

		高知県四万十市		1				高知県四万十市		0						高知県四万十市		0

		高知県香南市		1				高知県香南市		0						高知県香南市		0

		高知県香美市		1				高知県香美市		0						高知県香美市		0

		高知県東洋町		1				高知県東洋町		0						高知県東洋町		0

		高知県奈半利町		1				高知県奈半利町		0						高知県奈半利町		0

		高知県田野町		1				高知県田野町		0						高知県田野町		0

		高知県安田町		1				高知県安田町		0						高知県安田町		0

		高知県北川村		1				高知県北川村		0						高知県北川村		0

		高知県馬路村		1				高知県馬路村		0						高知県馬路村		0

		高知県芸西村		1				高知県芸西村		0						高知県芸西村		0

		高知県本山町		1				高知県本山町		0						高知県本山町		0

		高知県大豊町		1				高知県大豊町		0						高知県大豊町		0

		高知県土佐町		1				高知県土佐町		0						高知県土佐町		0

		高知県大川村		1				高知県大川村		0						高知県大川村		0

		高知県いの町		1				高知県いの町		0						高知県いの町		0

		高知県仁淀川町		1				高知県仁淀川町		0						高知県仁淀川町		0

		高知県中土佐町		1				高知県中土佐町		0						高知県中土佐町		0

		高知県佐川町		1				高知県佐川町		0						高知県佐川町		0

		高知県越知町		1				高知県越知町		0						高知県越知町		0

		高知県梼原町		1				高知県梼原町		0						高知県梼原町		0

		高知県日高村		1				高知県日高村		0						高知県日高村		0

		高知県津野町		1				高知県津野町		0						高知県津野町		0

		高知県四万十町		1				高知県四万十町		0						高知県四万十町		0

		高知県大月町		1				高知県大月町		0						高知県大月町		0

		高知県三原村		1				高知県三原村		0						高知県三原村		0

		高知県黒潮町		1				高知県黒潮町		0						高知県黒潮町		0

		福岡県大牟田市		1				福岡県大牟田市		0						福岡県大牟田市		0

		福岡県久留米市		1				福岡県久留米市		0						福岡県久留米市		0

		福岡県直方市		1				福岡県直方市		0						福岡県直方市		0

		福岡県飯塚市		1				福岡県飯塚市		0						福岡県飯塚市		0

		福岡県田川市		1				福岡県田川市		0						福岡県田川市		0

		福岡県柳川市		1				福岡県柳川市		0						福岡県柳川市		0

		福岡県八女市		1				福岡県八女市		0						福岡県八女市		0

		福岡県筑後市		1				福岡県筑後市		0						福岡県筑後市		0

		福岡県大川市		1				福岡県大川市		0						福岡県大川市		0

		福岡県行橋市		1				福岡県行橋市		0						福岡県行橋市		0

		福岡県豊前市		1				福岡県豊前市		0						福岡県豊前市		0

		福岡県中間市		1				福岡県中間市		0						福岡県中間市		0

		福岡県小郡市		1				福岡県小郡市		0						福岡県小郡市		0

		福岡県筑紫野市		1				福岡県筑紫野市		0						福岡県筑紫野市		0

		福岡県春日市		1				福岡県春日市		0						福岡県春日市		0

		福岡県大野城市		1				福岡県大野城市		0						福岡県大野城市		0

		福岡県宗像市		1				福岡県宗像市		0						福岡県宗像市		0

		福岡県太宰府市		1				福岡県太宰府市		0						福岡県太宰府市		0

		福岡県古賀市		1				福岡県古賀市		0						福岡県古賀市		0

		福岡県福津市		1				福岡県福津市		0						福岡県福津市		0

		福岡県うきは市		1				福岡県うきは市		0						福岡県うきは市		0

		福岡県宮若市		1				福岡県宮若市		0						福岡県宮若市		0

		福岡県嘉麻市		1				福岡県嘉麻市		0						福岡県嘉麻市		0

		福岡県朝倉市		1				福岡県朝倉市		0						福岡県朝倉市		0

		福岡県みやま市		1				福岡県みやま市		0						福岡県みやま市		0

		福岡県糸島市		1				福岡県糸島市		0						福岡県糸島市		0

		福岡県那珂川町		1				福岡県那珂川町		0						福岡県那珂川町		0

		福岡県宇美町		1				福岡県宇美町		0						福岡県宇美町		0

		福岡県篠栗町		1				福岡県篠栗町		0						福岡県篠栗町		0

		福岡県志免町		1				福岡県志免町		0						福岡県志免町		0

		福岡県須恵町		1				福岡県須恵町		0						福岡県須恵町		0

		福岡県新宮町		1				福岡県新宮町		0						福岡県新宮町		0

		福岡県久山町		1				福岡県久山町		0						福岡県久山町		0

		福岡県粕屋町		1				福岡県粕屋町		0						福岡県粕屋町		0

		福岡県芦屋町		1				福岡県芦屋町		0						福岡県芦屋町		0

		福岡県水巻町		1				福岡県水巻町		0						福岡県水巻町		0

		福岡県岡垣町		1				福岡県岡垣町		0						福岡県岡垣町		0

		福岡県遠賀町		1				福岡県遠賀町		0						福岡県遠賀町		0

		福岡県小竹町		1				福岡県小竹町		0						福岡県小竹町		0

		福岡県鞍手町		1				福岡県鞍手町		0						福岡県鞍手町		0

		福岡県桂川町		1				福岡県桂川町		0						福岡県桂川町		0

		福岡県筑前町		1				福岡県筑前町		0						福岡県筑前町		0

		福岡県東峰村		1				福岡県東峰村		0						福岡県東峰村		0

		福岡県大刀洗町		1				福岡県大刀洗町		0						福岡県大刀洗町		0

		福岡県大木町		1				福岡県大木町		0						福岡県大木町		0

		福岡県広川町		1				福岡県広川町		0						福岡県広川町		0

		福岡県香春町		1				福岡県香春町		0						福岡県香春町		0

		福岡県添田町		1				福岡県添田町		0						福岡県添田町		0

		福岡県糸田町		1				福岡県糸田町		0						福岡県糸田町		0

		福岡県川崎町		1				福岡県川崎町		0						福岡県川崎町		0

		福岡県大任町		1				福岡県大任町		0						福岡県大任町		0

		福岡県赤村		1				福岡県赤村		0						福岡県赤村		0

		福岡県福智町		1				福岡県福智町		0						福岡県福智町		0

		福岡県苅田町		1				福岡県苅田町		0						福岡県苅田町		0

		福岡県みやこ町		1				福岡県みやこ町		0						福岡県みやこ町		0

		福岡県吉富町		1				福岡県吉富町		0						福岡県吉富町		0

		福岡県上毛町		1				福岡県上毛町		0						福岡県上毛町		0

		福岡県築上町		1				福岡県築上町		0						福岡県築上町		0

		佐賀県佐賀市		1				佐賀県佐賀市		0						佐賀県佐賀市		0

		佐賀県唐津市		1				佐賀県唐津市		0						佐賀県唐津市		0

		佐賀県鳥栖市		1				佐賀県鳥栖市		0						佐賀県鳥栖市		0

		佐賀県多久市		1				佐賀県多久市		0						佐賀県多久市		0

		佐賀県伊万里市		1				佐賀県伊万里市		0						佐賀県伊万里市		0

		佐賀県武雄市		1				佐賀県武雄市		0						佐賀県武雄市		0

		佐賀県鹿島市		1				佐賀県鹿島市		0						佐賀県鹿島市		0

		佐賀県小城市		1				佐賀県小城市		0						佐賀県小城市		0

		佐賀県嬉野市		1				佐賀県嬉野市		0						佐賀県嬉野市		0

		佐賀県神埼市		1				佐賀県神埼市		0						佐賀県神埼市		0

		佐賀県吉野ヶ里町		1				佐賀県吉野ヶ里町		0						佐賀県吉野ヶ里町		0

		佐賀県基山町		1				佐賀県基山町		0						佐賀県基山町		0

		佐賀県上峰町		1				佐賀県上峰町		0						佐賀県上峰町		0

		佐賀県みやき町		1				佐賀県みやき町		0						佐賀県みやき町		0

		佐賀県玄海町		1				佐賀県玄海町		0						佐賀県玄海町		0

		佐賀県有田町		1				佐賀県有田町		0						佐賀県有田町		0

		佐賀県大町町		1				佐賀県大町町		0						佐賀県大町町		0

		佐賀県江北町		1				佐賀県江北町		0						佐賀県江北町		0

		佐賀県白石町		1				佐賀県白石町		0						佐賀県白石町		0

		佐賀県太良町		1				佐賀県太良町		0						佐賀県太良町		0

		長崎県長崎市		1				長崎県長崎市		0						長崎県長崎市		0

		長崎県佐世保市		1				長崎県佐世保市		0						長崎県佐世保市		0

		長崎県島原市		1				長崎県島原市		0						長崎県島原市		0

		長崎県諫早市		1				長崎県諫早市		0						長崎県諫早市		0

		長崎県大村市		1				長崎県大村市		0						長崎県大村市		0

		長崎県平戸市		1				長崎県平戸市		0						長崎県平戸市		0

		長崎県松浦市		1				長崎県松浦市		0						長崎県松浦市		0

		長崎県対馬市		1				長崎県対馬市		0						長崎県対馬市		0

		長崎県壱岐市		1				長崎県壱岐市		0						長崎県壱岐市		0

		長崎県五島市		1				長崎県五島市		0						長崎県五島市		0

		長崎県西海市		1				長崎県西海市		0						長崎県西海市		0

		長崎県雲仙市		1				長崎県雲仙市		0						長崎県雲仙市		0

		長崎県南島原市		1				長崎県南島原市		0						長崎県南島原市		0

		長崎県長与町		1				長崎県長与町		0						長崎県長与町		0

		長崎県時津町		1				長崎県時津町		0						長崎県時津町		0

		長崎県東彼杵町		1				長崎県東彼杵町		0						長崎県東彼杵町		0

		長崎県川棚町		1				長崎県川棚町		0						長崎県川棚町		0

		長崎県波佐見町		1				長崎県波佐見町		0						長崎県波佐見町		0

		長崎県小値賀町		1				長崎県小値賀町		0						長崎県小値賀町		0

		長崎県佐々町		1				長崎県佐々町		0						長崎県佐々町		0

		長崎県新上五島町		1				長崎県新上五島町		0						長崎県新上五島町		0

		熊本県八代市		1				熊本県八代市		0						熊本県八代市		0

		熊本県人吉市		1				熊本県人吉市		0						熊本県人吉市		0

		熊本県荒尾市		1				熊本県荒尾市		0						熊本県荒尾市		0

		熊本県水俣市		1				熊本県水俣市		0						熊本県水俣市		0

		熊本県玉名市		1				熊本県玉名市		0						熊本県玉名市		0

		熊本県山鹿市		1				熊本県山鹿市		0						熊本県山鹿市		0

		熊本県菊池市		1				熊本県菊池市		0						熊本県菊池市		0

		熊本県宇土市		1				熊本県宇土市		0						熊本県宇土市		0

		熊本県上天草市		1				熊本県上天草市		0						熊本県上天草市		0

		熊本県宇城市		1				熊本県宇城市		0						熊本県宇城市		0

		熊本県阿蘇市		1				熊本県阿蘇市		0						熊本県阿蘇市		0

		熊本県天草市		1				熊本県天草市		0						熊本県天草市		0

		熊本県合志市		1				熊本県合志市		0						熊本県合志市		0

		熊本県美里町		1				熊本県美里町		0						熊本県美里町		0

		熊本県玉東町		1				熊本県玉東町		0						熊本県玉東町		0

		熊本県南関町		1				熊本県南関町		0						熊本県南関町		0

		熊本県長洲町		1				熊本県長洲町		0						熊本県長洲町		0

		熊本県和水町		1				熊本県和水町		0						熊本県和水町		0

		熊本県大津町		1				熊本県大津町		0						熊本県大津町		0

		熊本県菊陽町		1				熊本県菊陽町		0						熊本県菊陽町		0

		熊本県南小国町		1				熊本県南小国町		0						熊本県南小国町		0

		熊本県小国町		1				熊本県小国町		0						熊本県小国町		0

		熊本県産山村		1				熊本県産山村		0						熊本県産山村		0

		熊本県高森町		1				熊本県高森町		0						熊本県高森町		0

		熊本県西原村		1				熊本県西原村		0						熊本県西原村		0

		熊本県南阿蘇村		1				熊本県南阿蘇村		0						熊本県南阿蘇村		0

		熊本県御船町		1				熊本県御船町		0						熊本県御船町		0

		熊本県嘉島町		1				熊本県嘉島町		0						熊本県嘉島町		0

		熊本県益城町		1				熊本県益城町		0						熊本県益城町		0

		熊本県甲佐町		1				熊本県甲佐町		0						熊本県甲佐町		0

		熊本県山都町		1				熊本県山都町		0						熊本県山都町		0

		熊本県氷川町		1				熊本県氷川町		0						熊本県氷川町		0

		熊本県芦北町		1				熊本県芦北町		0						熊本県芦北町		0

		熊本県津奈木町		1				熊本県津奈木町		0						熊本県津奈木町		0

		熊本県錦町		1				熊本県錦町		0						熊本県錦町		0

		熊本県多良木町		1				熊本県多良木町		0						熊本県多良木町		0

		熊本県湯前町		1				熊本県湯前町		0						熊本県湯前町		0

		熊本県水上村		1				熊本県水上村		0						熊本県水上村		0

		熊本県相良村		1				熊本県相良村		0						熊本県相良村		0

		熊本県五木村		1				熊本県五木村		0						熊本県五木村		0

		熊本県山江村		1				熊本県山江村		0						熊本県山江村		0

		熊本県球磨村		1				熊本県球磨村		0						熊本県球磨村		0

		熊本県あさぎり町		1				熊本県あさぎり町		0						熊本県あさぎり町		0

		熊本県苓北町		1				熊本県苓北町		0						熊本県苓北町		0

		大分県大分市		1				大分県大分市		0						大分県大分市		0

		大分県別府市		1				大分県別府市		0						大分県別府市		0

		大分県中津市		1				大分県中津市		0						大分県中津市		0

		大分県日田市		1				大分県日田市		0						大分県日田市		0

		大分県佐伯市		1				大分県佐伯市		0						大分県佐伯市		0

		大分県臼杵市		1				大分県臼杵市		0						大分県臼杵市		0

		大分県津久見市		1				大分県津久見市		0						大分県津久見市		0

		大分県竹田市		1				大分県竹田市		0						大分県竹田市		0

		大分県豊後高田市		1				大分県豊後高田市		0						大分県豊後高田市		0

		大分県杵築市		1				大分県杵築市		0						大分県杵築市		0

		大分県宇佐市		1				大分県宇佐市		0						大分県宇佐市		0

		大分県豊後大野市		1				大分県豊後大野市		0						大分県豊後大野市		0

		大分県由布市		1				大分県由布市		0						大分県由布市		0

		大分県国東市		1				大分県国東市		0						大分県国東市		0

		大分県姫島村		1				大分県姫島村		0						大分県姫島村		0

		大分県日出町		1				大分県日出町		0						大分県日出町		0

		大分県九重町		1				大分県九重町		0						大分県九重町		0

		大分県玖珠町		1				大分県玖珠町		0						大分県玖珠町		0

		宮崎県宮崎市		1				宮崎県宮崎市		0						宮崎県宮崎市		0

		宮崎県都城市		1				宮崎県都城市		0						宮崎県都城市		0

		宮崎県延岡市		1				宮崎県延岡市		0						宮崎県延岡市		0

		宮崎県日南市		1				宮崎県日南市		0						宮崎県日南市		0

		宮崎県小林市		1				宮崎県小林市		0						宮崎県小林市		0

		宮崎県日向市		1				宮崎県日向市		0						宮崎県日向市		0

		宮崎県串間市		1				宮崎県串間市		0						宮崎県串間市		0

		宮崎県西都市		1				宮崎県西都市		0						宮崎県西都市		0

		宮崎県えびの市		1				宮崎県えびの市		0						宮崎県えびの市		0

		宮崎県三股町		1				宮崎県三股町		0						宮崎県三股町		0

		宮崎県高原町		1				宮崎県高原町		0						宮崎県高原町		0

		宮崎県国富町		1				宮崎県国富町		0						宮崎県国富町		0

		宮崎県綾町		1				宮崎県綾町		0						宮崎県綾町		0

		宮崎県高鍋町		1				宮崎県高鍋町		0						宮崎県高鍋町		0

		宮崎県新富町		1				宮崎県新富町		0						宮崎県新富町		0

		宮崎県西米良村		1				宮崎県西米良村		0						宮崎県西米良村		0

		宮崎県木城町		1				宮崎県木城町		0						宮崎県木城町		0

		宮崎県川南町		1				宮崎県川南町		0						宮崎県川南町		0

		宮崎県都農町		1				宮崎県都農町		0						宮崎県都農町		0

		宮崎県門川町		1				宮崎県門川町		0						宮崎県門川町		0

		宮崎県諸塚村		1				宮崎県諸塚村		0						宮崎県諸塚村		0

		宮崎県椎葉村		1				宮崎県椎葉村		0						宮崎県椎葉村		0

		宮崎県美郷町		1				宮崎県美郷町		0						宮崎県美郷町		0

		宮崎県高千穂町		1				宮崎県高千穂町		0						宮崎県高千穂町		0

		宮崎県日之影町		1				宮崎県日之影町		0						宮崎県日之影町		0

		宮崎県五ヶ瀬町		1				宮崎県五ヶ瀬町		0						宮崎県五ヶ瀬町		0

		鹿児島県鹿児島市		1				鹿児島県鹿児島市		0						鹿児島県鹿児島市		0

		鹿児島県鹿屋市		1				鹿児島県鹿屋市		0						鹿児島県鹿屋市		0

		鹿児島県枕崎市		1				鹿児島県枕崎市		0						鹿児島県枕崎市		0

		鹿児島県阿久根市		1				鹿児島県阿久根市		0						鹿児島県阿久根市		0

		鹿児島県出水市		1				鹿児島県出水市		0						鹿児島県出水市		0

		鹿児島県指宿市		1				鹿児島県指宿市		0						鹿児島県指宿市		0

		鹿児島県西之表市		1				鹿児島県西之表市		0						鹿児島県西之表市		0

		鹿児島県垂水市		1				鹿児島県垂水市		0						鹿児島県垂水市		0

		鹿児島県薩摩川内市		1				鹿児島県薩摩川内市		0						鹿児島県薩摩川内市		0

		鹿児島県日置市		1				鹿児島県日置市		0						鹿児島県日置市		0

		鹿児島県曽於市		1				鹿児島県曽於市		0						鹿児島県曽於市		0

		鹿児島県霧島市		1				鹿児島県霧島市		0						鹿児島県霧島市		0

		鹿児島県いちき串木野市		1				鹿児島県いちき串木野市		0						鹿児島県いちき串木野市		0

		鹿児島県南さつま市		1				鹿児島県南さつま市		0						鹿児島県南さつま市		0

		鹿児島県志布志市		1				鹿児島県志布志市		0						鹿児島県志布志市		0

		鹿児島県奄美市		1				鹿児島県奄美市		0						鹿児島県奄美市		0

		鹿児島県南九州市		1				鹿児島県南九州市		0						鹿児島県南九州市		0

		鹿児島県伊佐市		1				鹿児島県伊佐市		0						鹿児島県伊佐市		0

		鹿児島県姶良市		1				鹿児島県姶良市		0						鹿児島県姶良市		0

		鹿児島県三島村		1				鹿児島県三島村		0						鹿児島県三島村		0

		鹿児島県十島村		1				鹿児島県十島村		0						鹿児島県十島村		0

		鹿児島県さつま町		1				鹿児島県さつま町		0						鹿児島県さつま町		0

		鹿児島県長島町		1				鹿児島県長島町		0						鹿児島県長島町		0

		鹿児島県湧水町		1				鹿児島県湧水町		0						鹿児島県湧水町		0

		鹿児島県大崎町		1				鹿児島県大崎町		0						鹿児島県大崎町		0

		鹿児島県東串良町		1				鹿児島県東串良町		0						鹿児島県東串良町		0

		鹿児島県錦江町		1				鹿児島県錦江町		0						鹿児島県錦江町		0

		鹿児島県南大隅町		1				鹿児島県南大隅町		0						鹿児島県南大隅町		0

		鹿児島県肝付町		1				鹿児島県肝付町		0						鹿児島県肝付町		0

		鹿児島県中種子町		1				鹿児島県中種子町		0						鹿児島県中種子町		0

		鹿児島県南種子町		1				鹿児島県南種子町		0						鹿児島県南種子町		0

		鹿児島県屋久島町		1				鹿児島県屋久島町		0						鹿児島県屋久島町		0

		鹿児島県大和村		1				鹿児島県大和村		0						鹿児島県大和村		0

		鹿児島県宇検村		1				鹿児島県宇検村		0						鹿児島県宇検村		0

		鹿児島県瀬戸内町		1				鹿児島県瀬戸内町		0						鹿児島県瀬戸内町		0

		鹿児島県龍郷町		1				鹿児島県龍郷町		0						鹿児島県龍郷町		0

		鹿児島県喜界町		1				鹿児島県喜界町		0						鹿児島県喜界町		0

		鹿児島県徳之島町		1				鹿児島県徳之島町		0						鹿児島県徳之島町		0

		鹿児島県天城町		1				鹿児島県天城町		0						鹿児島県天城町		0

		鹿児島県伊仙町		1				鹿児島県伊仙町		0						鹿児島県伊仙町		0

		鹿児島県和泊町		1				鹿児島県和泊町		0						鹿児島県和泊町		0

		鹿児島県知名町		1				鹿児島県知名町		0						鹿児島県知名町		0

		鹿児島県与論町		1				鹿児島県与論町		0						鹿児島県与論町		0

		沖縄県那覇市		1				沖縄県那覇市		0						沖縄県那覇市		0

		沖縄県宜野湾市		1				沖縄県宜野湾市		0						沖縄県宜野湾市		0

		沖縄県石垣市		1				沖縄県石垣市		0						沖縄県石垣市		0

		沖縄県浦添市		1				沖縄県浦添市		0						沖縄県浦添市		0

		沖縄県名護市		1				沖縄県名護市		0						沖縄県名護市		0

		沖縄県糸満市		1				沖縄県糸満市		0						沖縄県糸満市		0

		沖縄県沖縄市		1				沖縄県沖縄市		0						沖縄県沖縄市		0

		沖縄県豊見城市		1				沖縄県豊見城市		0						沖縄県豊見城市		0

		沖縄県うるま市		1				沖縄県うるま市		0						沖縄県うるま市		0

		沖縄県宮古島市		1				沖縄県宮古島市		0						沖縄県宮古島市		0

		沖縄県南城市		1				沖縄県南城市		0						沖縄県南城市		0

		沖縄県国頭村		1				沖縄県国頭村		0						沖縄県国頭村		0

		沖縄県大宜味村		1				沖縄県大宜味村		0						沖縄県大宜味村		0

		沖縄県東村		1				沖縄県東村		0						沖縄県東村		0

		沖縄県今帰仁村		1				沖縄県今帰仁村		0						沖縄県今帰仁村		0

		沖縄県本部町		1				沖縄県本部町		0						沖縄県本部町		0

		沖縄県恩納村		1				沖縄県恩納村		0						沖縄県恩納村		0

		沖縄県宜野座村		1				沖縄県宜野座村		0						沖縄県宜野座村		0

		沖縄県金武町		1				沖縄県金武町		0						沖縄県金武町		0

		沖縄県伊江村		1				沖縄県伊江村		0						沖縄県伊江村		0

		沖縄県読谷村		1				沖縄県読谷村		0						沖縄県読谷村		0

		沖縄県嘉手納町		1				沖縄県嘉手納町		0						沖縄県嘉手納町		0

		沖縄県北谷町		1				沖縄県北谷町		0						沖縄県北谷町		0

		沖縄県北中城村		1				沖縄県北中城村		0						沖縄県北中城村		0

		沖縄県中城村		1				沖縄県中城村		0						沖縄県中城村		0

		沖縄県西原町		1				沖縄県西原町		0						沖縄県西原町		0

		沖縄県与那原町		1				沖縄県与那原町		0						沖縄県与那原町		0

		沖縄県南風原町		1				沖縄県南風原町		0						沖縄県南風原町		0

		沖縄県渡嘉敷村		1				沖縄県渡嘉敷村		0						沖縄県渡嘉敷村		0

		沖縄県座間味村		1				沖縄県座間味村		0						沖縄県座間味村		0

		沖縄県粟国村		1				沖縄県粟国村		0						沖縄県粟国村		0

		沖縄県渡名喜村		1				沖縄県渡名喜村		0						沖縄県渡名喜村		0

		沖縄県南大東村		1				沖縄県南大東村		0						沖縄県南大東村		0

		沖縄県北大東村		1				沖縄県北大東村		0						沖縄県北大東村		0

		沖縄県伊平屋村		1				沖縄県伊平屋村		0						沖縄県伊平屋村		0

		沖縄県伊是名村		1				沖縄県伊是名村		0						沖縄県伊是名村		0

		沖縄県久米島町		1				沖縄県久米島町		0						沖縄県久米島町		0

		沖縄県八重瀬町		1				沖縄県八重瀬町		0						沖縄県八重瀬町		0

		沖縄県多良間村		1				沖縄県多良間村		0						沖縄県多良間村		0

		沖縄県竹富町		1				沖縄県竹富町		0						沖縄県竹富町		0

		沖縄県与那国町		1				沖縄県与那国町		0						沖縄県与那国町		0

		合計		1														0





以下H27非公表データ

		





グラフ

		財務書類作成状況（平成27年度決算） ザイムショルイサクセイジョウキョウヘイセイネンドケッサン								（平成29年3月31日時点） ヘイセイネンガツニチジテン

		【モデル別の財務書類の作成状況】p2 ベツザイムショルイサクセイジョウキョウ

																												統一的な基準 トウイツテキキジュン		168

		作成済 サクセイズ		区分 クブン				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ																		基準モデル キジュン		144

				統一的な基準 トウイツテキキジュン				168		14.3%																		総務省方式改訂モデル ソウムショウホウシキカイテイ		833

				基準モデル キジュン				144		12.3%																		旧総務省方式 キュウソウムショウホウシキ		8

				総務省方式改訂モデル ソウムショウホウシキカイテイ				833		71.1%																		それ以外 イガイ		18

				旧総務省方式 キュウソウムショウホウシキ				8		0.7%

				それ以外 イガイ				18		1.5%

				合計 ゴウケイ				1,171		100%

		【固定資産台帳の整備状況】p2 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																												作成中 サクセイチュウ		統一的な基準 トウイツテキキジュン		121

				区分 クブン				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ																				統一的な基準以外 トウイツテキキジュンイガイ		208

				整備済 セイビズミ				1,245		69.6%

				整備中 セイビチュウ				542		30.3%

				未整備 ミセイビ				1		0.1%

				合計 ゴウケイ				1,788		100%

		【統一的な基準による財務書類の作成予定（平成29年3月31日現在）】p12 トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイヨテイヘイセイネンガツニチゲンザイ

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				指定都市 シテイトシ				市区町村 シクチョウソン						合計 ゴウケイ

										団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ

				作成予定あり サクセイヨテイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

						平成29年度までに作成 ヘイセイネンドサクセイ				0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

						平成30年度以降に作成 ヘイセイネンドイコウサクセイ				0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

				作成予定なし サクセイヨテイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

				合計 ゴウケイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)





グラフ

		





期限後作成（一般）

		





平成27年度決算未着手

		統一的な基準による財務書類（平成29年3月31日時点） トウイツテキキジュンザイムショルイヘイセイネンガツニチジテン

		○要請期限に間に合わない団体 ヨウセイキゲンマアダンタイ

		道県 ミチケン		市区町 シクチョウ		理由 リユウ		前年度理由 ゼンネンドリユウ		作成予定時期 サクセイヨテイジキ		システム改修 カイシュウ		災害 サイガイ		その他 タ		正当事由（日々仕訳） セイトウジユウヒビシワケ

		鳥取県 トットリケン				財務会計システムの再構築を行っているが、28年度のデータは旧システムから出力する必要があり、システム改修経費が二重投資となるため。		H29年4月から新財務会計システムの運用が開始されるため、H29年度決算から対応予定。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		熊本県 クマモトケン				熊本地震からの復旧・復興業務に最優先で取り組むため、H31年度中 クマモトジシンフッキュウフッコウギョウムサイユウセントクネンドチュウ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン				○

		北海道 ホッカイドウ		増毛町 マシケチョウ		平成28年度決算から統一的な基準による財務書類等の作成を予定していたが、固定資産の台帳整備に時間を要しており、また、外部システムを新たに導入して、統一的な基準による財務書類等を作成する予定のため、平成29年度中の作成が困難となったため。 ヘイセイ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		北海道		紋別市		統一的な基準による財務諸表に対応した財務会計システムがH29年度執行分より稼動となるため。		現在財務会計システムの入替を予定しておりH29年度決算からの新システム対応を予定している為。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		北海道		雨竜町		平成29年度会計より財務会計システムを利用し、平成28年度決算は紙ベースによる手作業での作成が困難であり、資産台帳も平成28年度の整備により、前年度との対比ができないため。 ヘイセイネンドカイケイザイムカイケイリヨウヘイセイネンドケッサンカミテサギョウサクセイコンナンシサンダイチョウヘイセイネンドセイビゼンネンドタイヒ		固定資産台帳及び財務会計システム構築準備中ため		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		北海道		厚真町		現状は全て手作業で資産の異動履歴などを把握し、積み上げたものを総務省改訂モデルに転記し作り上げていました。
　平成２８年度からシステムに移行し合わせて統一的な基準に切り替える予定でしたが、
　システム化に向け予算化の検討を行った結果、２８年度においては、内部において予算化を見送られたため、
　再度、現状の手作業での手法の検討と、システム化に向けて再度の予算化も併せて検討している状況です。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		北海道		芽室町		昨年度の時点では29年度に作成としていたが、平成２８年度中の大雨災害対応のため、新たな資金需要が発生し、外部委託の経費を確保できず、作成業務が１年先送りとなったため。 サクネンドジテンネンドサクセイヘイセイネンドチュウオオアメサイガイタイオウアラシキンジュヨウハッセイガイブイタクケイヒカクホサクセイギョウムネンサキオク				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン				○

		岩手県		大槌町		震災復興事業により事務量が多く対応困難又、固定資産の変動大きく精査を要するため。Ｈ31年度作成。 シンサイフッコウジギョウジムリョウオオタイオウコンナンマタコテイシサンヘンドウオオセイサヨウネンドサクセイ		固定資産台帳の整備完了が平成２８年度末であること。日々仕訳の導入に庁内の調整等にある程度時間を要すると判断したため。(平成31年度)		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ				○

		宮城県		松島町		固定資産台帳の整備が完了していないため コテイシサンダイチョウセイビカンリョウ		平成２８年度より固定資産台帳の整備に着手し平成３０年度までに新公会計を整備する予定のため
人員不足のため（総合管理計画の策定について，正確性を期すため，固定資産台帳整備後の取組を予定していたことから，財務書類の作成との同時進行が困難なため）。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		福島県		浪江町		東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故に伴う避難のため、平成30年度決算から作成予定 ヒガシニホンダイシンサイオヨフクシマダイイチゲンシリョクハツデンショジコトモナヒナン		原発事故対応中であり、平成３１年度に作成予定である。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ				○

		茨城県		水戸市		財務会計システムの入替を平成30年度当初に予定しているため ザイムカイケイイレカエヘイセイネンドトウショヨテイ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		東京都		品川区		区全体のシステムを改修、30年度 クゼンタイカイシュウネンド		区全体のシステムを改修。31年度		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		世田谷区		平成30年度の財務会計システムの更新に合わせ、日々仕訳を導入するとともに、一部未整備である固定資産台帳の整備を行うため、30年度決算からの作成を予定している。 ヘイセイネンドアオコナネンドケッサンサクセイヨテイ				平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		板橋区		30年度決算分以降。複式簿記の導入に伴い、システムを総入替えするため ネンドケッサンブンイコウフクシキボキドウニュウトモナソウイカ		システムが古く再構築（総入替）が必要なため長い構築期間が必要(平成30年度決算）		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		東久留米市		当市の財務会計システムの保守期限が平成30年12月であり、平成30年4月より新財務会計システムへ移行する際に併せて、統一基準による財務書類作成に係る機能を導入するため、平成30年度決算分より作成します。		当市の財務会計システムの保守期限が平成30年12月であり、平成30年4月より新財務会計システムへ移行する際に併せて、統一基準による財務書類作成に係る機能を導入するため、平成30年度決算分を平成31年度に作成します。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		神奈川県		愛川町		統一的な基準に基づく固定資産台帳の再整備（新たに追加された基本項目等の情報データ収集及び台帳への登載）を平成29年度に実施予定のため
（5/16聞取）平成28年度中に固定資産台帳を整備する予定だったが、公共施設等総合管理計画の策定に時間がかかり着手できていない。台帳の新規項目にかかる情報収集に4ヶ月（6～9月）を見込んでおり、それを終えた後で業者に精査してもらわねばならない。業者から、今年度中の固定資産台帳の整備は不可能であると回答を受けている。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		神奈川県		大和市		固定資産台帳の整備に時間を要するため、平成30年度決算分から作成 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウヘイセイネンドケッサンブンサクセイ		公会計に関するシステムの導入を平成30年度と予定しているため。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		神奈川県		中井町		時期財務会計システムの決定後、下水道会計の公営企業化後（30または31年度） ジキザイムカイケイケッテイアトゲスイドウカイケイコウエイキギョウカゴネンド		人員・予算不足のため、後発的に実施		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		福井県		鯖江市		これまでのシステムでは統一的な基準に対応していないため、平成29年度にシステムを改修。平成29年度分からは新システムで対応。平成28年度分については職員により財務4表と固定資産台帳の整備を行う。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		愛知県		犬山市		現在基準モデルを作成するシステムを使用しており、平成30年度までの契約となっている。経費の二重投資を避けるため、統一的な基準へは30年度決算より切替予定（31年度作業）		現システムを30年度途中まで使用する予定
30年度決算より切替予定（31年度作業）		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		熊本県		苓北町		導入経費節約のために、基幹システム更新時である平成３０年度に併せて整備予定 ドウニュウケイヒセツヤクキカンコウシンジヘイセイネンドアワセイビヨテイ				平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		（参考）前回調査で要請期限に間に合わないと回答していたが、今回調査で間に合うと回答した団体 サンコウゼンカイチョウサヨウセイキゲンマアカイトウコンカイチョウサマアカイトウダンタイ

		　　北海道新ひだか町、宮城県東松島市、宮城県利府町、福島県飯館村、埼玉県秩父市、埼玉県宮代町、長野県生坂村、愛知県大府市、愛知県北名古屋市、
　　三重県いなべ市 ホッカイドウミヤギケンミヤギケンフクシマケンサイタマケンチチブシサイタマケンナガノケンアイチケンアイチケンミエケンシ

		（参考）前回調査で要請期限に間に合わないと回答していたが、今回調査で間に合うと回答した団体 サンコウゼンカイチョウサヨウセイキゲンマアカイトウコンカイチョウサマアカイトウダンタイ

		都道府県 トドウフケン		市区町村 シクチョウソン		今年度回答 コンネンドカイトウ		前年度理由 ゼンネンドリユウ

		北海道		新ひだか町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		固定資産台帳の整備に時間を要しているため、H29年度決算から作成を予定している。 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウネンドケッサンサクセイヨテイ

		宮城県		東松島市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		下水道事業の法適用化に併せて進める

		宮城県		利府町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		震災による業務増及びマンパワー不足及び公会計に対応する財務会計システムの導入が平成３０年度となるため オヨコウカイケイタイオウザイムカイケイドウニュウヘイセイネンド

		福島県 フクシマケン		飯館村 イイダテムラ		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		原発避難中のため ゲンパツヒナンチュウ

		埼玉県		秩父市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		統一的な基準に移行するに当たり、
予算の都合がつかないため
平成３０年度に作成予定

		埼玉県		宮代町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		H28.9に財務会計システムの賃貸借及び保守契約が切れるため、更新時期を控えている。平成30年度を予定 ザイムカイケイチンタイシャクオヨホシュケイヤクキコウシンジキヒカヘイセイネンドヨテイ

		長野県		生坂村		日々仕訳により
平成29年度決算分を平成30年度中に作成 ヒビシワケヘイセイネンドケッサンブンヘイセイネンドチュウサクセイ		日々仕訳で財務書類を作成するため（H29.11システム移行）
公会計対応（日々仕訳）の財務会計システムへ平成29年11月より移行するため ヒビシワケザイムショルイサクセイイコウ

		愛知県		大府市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		スタートが遅れたため
公会計に対する取組は、有効な活用法が見いだせなかったことから、導入に踏み切らない状況が続いていましたが、より具体的な活用法も示されてきた中で市の方針の変更もあり、導入する方向性に至りました。
現在、平成28年度以降の決算を作成することを目標に調整しております。

		愛知県		北名古屋市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		財務会計システムのリプレイスに併せて作成するため。平成30年度決算分 ザイムカイケイアワサクセイヘイセイネンドケッサンブン

		三重県		いなべ市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		固定資産台帳整備に時間を要するため・平成30年度中 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウヘイセイネンドチュウ



日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成



		平成27年度決算に係る一般会計等財務書類の未作成理由 ヘイセイネンドケッサンカカワイッパンカイケイナドザイムショルイミサクセイリユウ

				都道府県 トドウフケン		指定都市 シテイトシ		市区町村 シクチョウソン		計 ケイ		割合 ワリアイ

		固定資産整備中 コテイシサンセイビチュウ						0		0		0.0%

		統一的な基準を優先 トウイツテキキジュンユウセン				1		0		0		0.0%

		作成準備中 サクセイジュンビチュウ						0		0		0.0%

		予算・人員不足 ヨサンジンインブソク						0		0		0.0%

		システム構築 コウチク						0		0		0.0%

		震災 シンサイ						0		0		0.0%

		必要性なし ヒツヨウセイ						0		0		0.0%

		その他 タ						0		0		0.0%

		合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0%








ますた

		PASS:1

		No.		調査項目 チョウサコウモク		選択肢 センタクシ										都道府県 トドウフケン		政令市 セイレイシ		市区町村 シクチョウソン

		１		一般会計等財務書類 イッパンカイケイナドザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		18		1383				作成中（H28作成済み以外） サクセイチュウサクセイズイガイ

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		2		240				県 ケン		政令 セイレイ		市町村 シチョウソン

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		1		70				0		0		7

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		1		133				2		0		26

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		68				0		0		21

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		25				0		0		14

														平成32年１～３月 ネンガツ		0		0		26				0		0		15

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		4				0		0		3

														未定 ミテイ		0		0		0				0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		86

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		1		0		3

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		0

														作成予定なし サクセイヨテイ		0		0		9

		2		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		17		1339

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		3		250

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		1		70

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		2		148

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		77

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		25

														平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ		0		0		29

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		9

														未定 ミテイ		0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		108

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		0		0		2

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		2

														作成予定なし サクセイヨテイ		1		0		20

		3		連結財務書類 レンケツザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		16		1232

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		4		282

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		2		74

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		2		197

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		83

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		34

														平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ		0		0		34

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		11

														未定 ミテイ		0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		151

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		1		0		2

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		3

														作成予定なし サクセイヨテイ		0		0		51

		４		公表した（公表予定）時期 コウヒョウコウヒョウヨテイジキ		①		平成30年９月以前 ネンガツイゼン								0		3		49

						②		平成30年10～12月 ネンガツ								11		6		84

						③		平成31年１～３月 ネンガツ								26		8		593

						④		平成31年４月 ネンガツ								5		2		389

						⑤		平成31年５月以降 ヘイセイネンガツイコウ								4		1		594

		５		付属明細書 フゾクメイサイショ		①		全て作成済み								19		9		811

						②		作成を予定していないもの以外は作成済み								14		4		288

						③		作成中								6		3		299

						④		未着手だが、今後作成予定								4		0		245

						⑤		作成予定なし								3		3		54

						⑥		その他 タ								1		1		24

		６		注記 チュウキ		①		全て作成済み								30		10		961

						②		作成を予定していないもの以外は作成済み								8		3		152

						③		作成中								6		2		297

						④		未着手だが、今後作成予定								2		1		251

						⑤		作成予定なし								1		3		43						作成済みor作成予定の団体のみ サクセイズサクセイヨテイダンタイ

						⑥		その他 タ								0		1		17						県 ケン		政令市 セイレイシ		市町村 シチョウソン

		７		財務書類の公表方法（公表予定の方法） ザイムショルイコウヒョウホウホウコウヒョウヨテイホウホウ		①		ホームページ								46		20		1576						46		20		1576

						②		ホームページ以外 イガイ								3		2		152						3		2		152

						③		公表方法未定 コウヒョウホウホウミテイ								0		0		95						0		0		94

		８		作成方法 サクセイホウホウ		①		日々仕訳 ヒビシワケ								6		1		114						6		2		112

						②		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								41		19		1603						40		18		1597

		９		平成30年度決算分 ヘイセイネンドケッサンブン		①		平成31年９月まで ヘイセイネンクガツ								3		4		101				母数 ボスウ		46		20		1709

						②		平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ								19		8		239				ダブリ		3		2		113

						③		平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ								30		13		1415

						④		平成32年４月以降								0		0		161

						⑤		その他 タ								0		0		8

		10		固定資産台帳 コテイシサンダイチョウ		①		整備済み セイビス						整備済み セイビズ		42		18		1399

						②								更新中（作成済み） コウシンチュウサクセイズ		5		2		307

						③		整備中 セイビチュウ								0		0		10

						④		未着手（回答欄１） ミチャクシュカイトウラン								0		0		5

		11		固定資産台帳の公表（予定） コテイシサンダイチョウコウヒョウヨテイ		①		公表済み コウヒョウス						ホームページ		15		8		350

														それ以外 イガイ		1		0		96

						②		公表予定 コウヒョウヨテイ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		0		139

														平成31年５～６月 ガツ		4		1		273

														平成31年７～９月 ガツ		2		0		140

														平成31年10～12月 ガツ		0		1		93

														平成32年１～３月 ネンガツ		3		0		170

														平成32年４月以降（※） ネンガツイコウ		1		0		32

														未定（※） ミテイ		17		8		348

														公表予定なし（※） コウヒョウヨテイ		1		2		80

		12		固定資産台帳の整備完了予定時期 コテイシサンダイチョウセイビカンリョウヨテイジキ		①		平成31年４月 ヘイセイネンガツ								0		0		3

								平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ								0		0		8

								平成31年７～９月 ガツ								0		0		10

								平成31年10～12月 ガツ								0		0		5

								平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ								0		0		9

								平成32年４月以降（※） ヘイセイネンガツイコウ								1		0		2

								未定（※） ミテイ								0		0		9

		13		固定資産台帳の年度更新が完了する毎年度の時期（予定） コテイシサンダイチョウネンドコウシンカンリョウマイネンドジキヨテイ		①		固定資産台帳の異動があった時に随時更新される コテイシサンダイチョウイドウトキズイジコウシン								0		0		13

						②		翌年度４～６月 ヨクネンドガツ								0		1		111

						③		翌年度７～９月 ヨクネンドガツ								11		6		315

						④		翌年度10～12月 ヨクネンドガツ								25		6		633

						⑤		翌年度１～３月 ヨクネンドガツ								11		7		612

						⑥		翌々年度以降 ヨクヨクネンドイコウ								0		0		21

						⑦		未定 ミテイ								0		0		16

		14		平成30年度中における財務書類の活用状況等 ヘイセイネンドチュウザイムショルイカツヨウジョウキョウトウ		①		各種指標の分析								17		15		759

						②		施設別・事業別の行政コスト計算書を作成								3		4		50

						③		公共施設の適正管理								0		3		76

						④		議会における説明資料								10		7		174

						⑤		住民に分かりやすく財政状況を説明								37		14		406

						⑥		市場公募債の説明会で財政状況を説明								10		6		1

						⑦		ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集								0		0		0

						⑧		①～⑦以外の活用								2		1		56

						⑨		活用していない								6		1		590





団体送付

																								令和元年6月●日 レイワモトネンゲツガツニチ

		統一的な基準による財務書類の整備予定等調査 トウイツテキキジュンザイムショルイセイビヨテイナドチョウサ

		（地方公共団体向け補足資料） チホウコウキョウダンタイムホソクシリョウ

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類（附属明細書）作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイフゾクメイサイショサクセイジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		作成済み サクセイズ								33		(70.2%)		1,112		(63.9%)		13		(65.0%)		1,099		(63.9%)		1,145		(64.0%)

		作成中 サクセイチュウ								6		(12.8%)		302		(17.3%)		3		(15.0%)		299		(17.4%)		308		(17.2%)

		未着手 ミチャクシュ								8		(17.0%)		327		(18.8%)		4		(20.0%)		323		(18.8%)		335		(18.7%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類（注記）作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカワザイムショルイチュウキサクセイジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		作成済み サクセイズ								38		(80.9%)		1,126		(64.7%)		13		(65.0%)		1,113		(64.7%)		1,164		(65.1%)

		作成中 サクセイチュウ								6		(12.8%)		299		(17.2%)		2		(10.0%)		297		(17.3%)		305		(17.1%)

		未着手 ミチャクシュ								3		(6.4%)		316		(18.2%)		5		(25.0%)		311		(18.1%)		319		(17.8%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成29年度決算に係る 統一的な基準による財務書類の作成方法（作成済みまたは作成中団体） ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイホウホウサクセイズサクセイチュウダンタイ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		日々仕訳 ヒビシワケ								6		(13.0%)		114		(6.6%)		2		(10.0%)		112		(6.6%)		120		(6.8%)

		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								40		(87.0%)		1,615		(93.4%)		18		(90.0%)		1,597		(93.4%)		1,655		(93.2%)

		合計 ゴウケイ								46		(100.0%)		1,729		(100.0%)		20		(100.0%)		1,709		(100.0%)		1,775		(100.0%)

		○平成30年度決算に係る統一的基準による財務書類の完成予定時期 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイカンセイヨテイジキ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ

				平成31年９月まで ヘイセイネンクガツ						3		(6.4%)		106		(6.1%)		4		(20.0%)		102		(5.9%)		109		(6.1%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		235		(13.5%)		7		(35.0%)		228		(13.2%)		252		(14.1%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						27		(57.4%)		1,265		(72.7%)		9		(45.0%)		1,256		(73.0%)		1,292		(72.3%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		132		(7.6%)		0		(0.0%)		132		(7.7%)		132		(7.4%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		3		(0.2%)		0		(0.0%)		3		(0.2%)		3		(0.2%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ

				平成31年年９月まで ヘイセイネンネンクガツ						1		(2.1%)		70		(4.0%)		3		(15.0%)		67		(3.9%)		71		(4.0%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		199		(11.4%)		7		(35.0%)		192		(11.2%)		216		(12.1%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						29		(61.7%)		1,293		(74.3%)		10		(50.0%)		1,283		(74.5%)		1,322		(73.9%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		142		(8.2%)		0		(0.0%)		142		(8.3%)		142		(7.9%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		37		(2.1%)		0		(0.0%)		37		(2.1%)		37		(2.1%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		連結財務書類 レンケツザイムショルイ

				平成31年年９月まで ヘイセイネンネンクガツ						0		(0.0%)		26		(1.5%)		2		(10.0%)		24		(1.4%)		26		(1.5%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		116		(6.7%)		5		(25.0%)		111		(6.4%)		133		(7.4%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						30		(63.8%)		1,356		(77.9%)		13		(65.0%)		1,343		(78.0%)		1,386		(77.5%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		142		(8.2%)		0		(0.0%)		142		(8.3%)		142		(7.9%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		101		(5.8%)		0		(0.0%)		101		(5.9%)		101		(5.6%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成30年3月31日時点の状況を反映した固定資産台帳の整備状況 ヘイセイネンガツニチジテンジョウキョウハンエイコテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		整備済み セイビズ								42		(89.4%)		1,417		(81.4%)		18		(90.0%)		1,399		(81.3%)		1,459		(81.6%)

		整備中 セイビチュウ								5		(10.6%)		319		(18.3%)		2		(10.0%)		317		(18.4%)		324		(18.1%)

		未着手 ミチャクシュ								0		(0.0%)		5		(0.3%)		0		(0.0%)		5		(0.3%)		5		(0.3%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成30年3月31日時点の状況を反映した固定資産台帳の公表状況 ヘイセイネンガツニチジテンジョウキョウハンエイコテイシサンダイチョウコウヒョウジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		公表済み コウヒョウズ								16		(34.0%)		444		(25.6%)		8		(40.0%)		446		(25.4%)		460		(25.8%)

				ホームページ						15		(31.9%)		352		(20.3%)		8		(40.0%)		350		(20.0%)		367		(20.6%)

				ホームページ以外 イガイ						1		(2.1%)		92		(5.3%)		0		(0.0%)		96		(5.4%)		93		(5.2%)

		公表予定 コウヒョウヨテイ								30		(63.8%)		1,172		(67.5%)		10		(50.0%)		1,190		(67.7%)		1,202		(67.4%)

		公表予定なし コウヒョウヨテイ								1		(2.1%)		79		(4.6%)		2		(10.0%)		80		(4.5%)		80		(4.5%)

		対象団体数 タイショウダンタイスウ								47				1,736				20				1,716				1,783

		○固定資産台帳の年度更新の完了（予定）時期 コテイシサンダイチョウネンドコウシンカンリョウヨテイジキ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		異動発生時に随時更新 イドウハッセイジズイジコウシン								0		(0.0%)		13		(0.7%)		0		(0.0%)		13		(0.8%)		13		(0.7%)

		翌年度4～6月								0		(0.0%)		112		(6.4%)		1		(5.0%)		111		(6.4%)		112		(6.3%)

		翌年度7～9月								11		(23.4%)		321		(18.4%)		6		(30.0%)		315		(18.3%)		332		(18.6%)

		翌年度10～12月								25		(53.2%)		639		(36.7%)		6		(30.0%)		633		(36.8%)		664		(37.1%)

		翌年度1～3月								11		(23.4%)		619		(35.6%)		7		(35.0%)		612		(35.6%)		630		(35.2%)

		翌々年度以降 ヨクヨクネンドイコウ								0		(0.0%)		21		(1.2%)		0		(0.0%)		21		(1.2%)		21		(1.2%)

		未定 ミテイ								0		(0.0%)		16		(0.9%)		0		(0.0%)		16		(0.9%)		16		(0.9%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		【参考１】一部事務組合及び広域連合回答分 サンコウイチブジムクミアイオヨコウイキレンゴウカイトウブン

		※財産区である団体等、統一的な基準による財務書類を作成していない団体を除く（161団体） ザイサンクダンタイトウトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイダンタイノゾ

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								作成済み サクセイズ				作成中 サクセイチュウ				作成不要 サクセイフヨウ				作成予定なし サクセイヨテイ				合計 ゴウケイ

		一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ								1,235		(90.6%)		83		(6.1%)		22		(1.6%)		23		(1.7%)		1,363		(100.0%)

		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ								434		(31.8%)		36		(2.6%)		824		(60.5%)		69		(5.1%)		1,363		(100.0%)

		連結財務書類 レンケツザイムショルイ								605		(44.4%)		44		(3.2%)		655		(48.1%)		59		(4.3%)		1,363		(100.0%)

		○統一的な基準による財務書類の作成方法（予定を含む） トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイホウホウヨテイフク

										（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								団体数等 ダンタイスウトウ

		日々仕訳 ヒビシワケ								83		(6.1%)

		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								1,280		(93.9%)

		合計 ゴウケイ								1,363		(100.0%)

		○固定資産台帳の整備状況 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								団体数等 ダンタイスウトウ

		整備済み セイビズ								1,200		(88.0%)

		整備中 セイビチュウ								30		(2.2%)

		未整備 ミセイビ								19		(1.4%)

		所有資産なし ショユウシサン								114		(8.4%)

		合計 ゴウケイ								1,363		(100.0%)



&C- &P -



統一的基準集計

				○統一的な基準による財務書類の作成状況 トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイジョウキョウ

				日々仕訳を平成29年度とした場合（内訳なし） ヒビシワケヘイセイネンドバアイウチワケ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイスミ						44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中 サクセイチュウ						3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)		1,531		(85.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイス		H29決算作成済み ケッサンサクセイズ				39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)		168		(9.4%)

						H28決算以前作成済み　※１ ケッサンイゼンサクセイズ				5		(10.6%)		250		(14.4%)		2		(10.0%)		248		(14.4%)		255		(14.3%)		89		(5.0%)

						小計　				44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中 サクセイチュウ						3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)		1,531		(85.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		20		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				※１　平成29年度決算に係る財務書類は未作成であるが、平成28年度決算以前については作成済みの団体 ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイミサクセイヘイセイネンドケッサンイゼンサクセイズダンタイ

				○参考 サンコウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイス		H29決算作成済み				39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)		168		(9.4%)

						H28決算以前作成済み　※１				5		(10.6%)		250		(14.4%)		2		(10.0%)		248		(14.4%)		255		(14.3%)		89		(5.0%)

						小計　				44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中
（完成
時期） サクセイチュウカンセイジキ		平成31年4月～6月 ヘイセイ				2		(4.3%)		29		(1.7%)		0		(0.0%)		29		(1.7%)		31		(1.7%)

						平成31年7月以降 ヘイセイネンガツ				1		(2.1%)		61		(3.5%)		0		(0.0%)		61		(3.5%)		62		(3.5%)		1,531		(85.6%)

						小計 ショウケイ				3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)





固定資産台帳の整備

				○固定資産台帳の整備状況 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				整備状況 セイビジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						47		(100.0%)		1,731		(99.4%)		20		(100.0%)		1,711		(99.4%)		1,778		(99.4%)

				整備中 セイビチュウ						0		(0.0%)		10		(0.6%)		0		(0.0%)		10		(0.6%)		10		(0.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				回答結果より機械的に振り分けた場合 カイトウケッカキカイテキフワバアイ

				整備状況 セイビジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						43		(91.5%)		1,661		(95.4%)		19		(95.0%)		1,642		(95.4%)		1,704		(95.3%)

				整備中 セイビチュウ						2		(4.3%)		79		(4.5%)		1		(5.0%)		78		(4.5%)		81		(4.5%)

				未整備 ミセイビ						2		(4.3%)		1		(0.1%)		0		(0.0%)		1		(0.1%)		3		(0.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)





平成29年度決算

				平成29年度決算に係る財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイサクセイジョウキョウ

				●一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		328		(18.8%)		2		(10.0%)		326		(18.9%)		335		(18.7%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		12		(0.7%)		0		(0.0%)		12		(0.7%)		13		(0.7%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,356		(77.9%)		17		(85.0%)		1,339		(77.8%)		1,395		(78.0%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		361		(20.7%)		3		(15.0%)		358		(20.8%)		368		(20.6%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		24		(1.4%)		0		(0.0%)		24		(1.4%)		25		(1.4%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●連結財務書類 レンケツザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,248		(71.7%)		16		(80.0%)		1,232		(71.6%)		1,287		(72.0%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		437		(25.1%)		4		(20.0%)		433		(25.2%)		444		(24.8%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		56		(3.2%)		0		(0.0%)		56		(3.3%)		57		(3.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●付属明細書 フゾクメイサイショ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						33		(70.2%)		1,112		(63.9%)		13		(65.0%)		1,099		(63.9%)		1,145		(64.0%)

				作成中 サクセイチュウ						6		(12.8%)		302		(17.3%)		3		(15.0%)		299		(17.4%)		308		(17.2%)

				未着手 ミチャクシュ						8		(17.0%)		327		(18.8%)		4		(20.0%)		323		(18.8%)		335		(18.7%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●注記 チュウキ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						38		(80.9%)		1,126		(64.7%)		13		(65.0%)		1,113		(64.7%)		1,164		(65.1%)

				作成中 サクセイチュウ						6		(12.8%)		299		(17.2%)		2		(10.0%)		297		(17.3%)		305		(17.1%)

				未着手 ミチャクシュ						3		(6.4%)		316		(18.2%)		5		(25.0%)		311		(18.1%)		319		(17.8%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●固定資産台帳（H30.3.31時点） コテイシサンダイチョウジテン

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						42		(89.4%)		1,417		(81.4%)		18		(90.0%)		1,399		(81.3%)		1,459		(81.6%)

				整備中 セイビチュウ						5		(10.6%)		319		(18.3%)		2		(10.0%)		317		(18.4%)		324		(18.1%)

				未整備 ミセイビ						0		(0.0%)		5		(0.3%)		0		(0.0%)		5		(0.3%)		5		(0.3%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)





平成28年度決算（連結）※ボツ

				平成28年度決算に係る連結財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカレンケツザイムショルイサクセイジョウキョウ

																										（単位：団体）

				区分 クブン				合計 ゴウケイ				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン

																				指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ				1,276		(71.4%)		40		(85.1%)		1,236		(71.0%)		19		(95.0%)		1,217		(70.7%)

				作成中 サクセイチュウ				406		(22.7%)		6		(12.8%)		400		(23.0%)		1		(5.0%)		399		(23.2%)

				作成予定なし サクセイヨテイ				106		(5.9%)		1		(2.1%)		105		(6.0%)		0		(0.0%)		105		(6.1%)

				合計 ゴウケイ				1,788		(100.0%)		47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)





公表方法

				平成29年度決算に係る財務書類の公表状況　※未着手団体を除く ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイコウヒョウジョウキョウミチャクシュダンタイノゾ

				○財務書類の公表方法（予定を含む） フク

																										（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				公表済み又は公表予定 コウヒョウズマタコウヒョウヨテイ				46		(100.0%)		1,635		(94.6%)		20		(100.0%)		1,615		(94.5%)		1,681		(94.7%)

						ホームページ		46		(100.0%)		1,596		(92.3%)		20		(100.0%)		1,576		(92.2%)		1,642		(92.5%)

						ホームページ以外 イガイ		3		(6.5%)		154		(8.9%)		2		(10.0%)		152		(8.9%)		157		(8.8%)

						上記の両方（複数回答） ジョウキリョウホウフクスウカイトウ		3		(6.5%)		115		(6.7%)		2		(10.0%)		113		(6.6%)		118		(6.6%)

				公表方法未定 コウヒョウホウホウミテイ				0		(0.0%)		94		(5.4%)		0		(0.0%)		94		(5.5%)		94		(5.3%)

				対象団体数 タイショウダンタイスウ				46				1,729				20				1,709				1,775

				○固定資産台帳の公表状況 コテイシサンダイチョウコウヒョウジョウキョウ																						（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				公表済み コウヒョウズ				16		(34.0%)		454		(26.2%)		8		(40.0%)		446		(26.0%)		470		(26.4%)

						ホームページ		15		(31.9%)		358		(20.6%)		8		(40.0%)		350		(20.4%)		373		(20.9%)

						ホームページ以外 イガイ		1		(2.1%)		96		(5.5%)		0		(0.0%)		96		(5.6%)		97		(5.4%)

				公表予定 コウヒョウヨテイ				30		(63.8%)		1,200		(69.1%)		10		(50.0%)		1,190		(69.3%)		1,230		(69.0%)

				公表予定なし コウヒョウヨテイ				1		(2.1%)		82		(4.7%)		2		(10.0%)		80		(4.7%)		83		(4.7%)

				対象団体数 タイショウダンタイスウ				47				1,736				20				1,716				1,783





活用方法

				財務書類の活用状況 ザイムショルイカツヨウジョウキョウ

																								（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン		都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

														指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン										昨年 サクネン

				財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った ザイムショルイトウジョウホウモトカクシュシヒョウブンセキオコナ		17		(36.2%)		774		(44.5%)		15		(75.0%)		759		(44.1%)		791		(44.2%)				583

				施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した シセツベツジギョウベツトウギョウセイケイサンショトウザイムショルイサクセイ		3		(6.4%)		54		(3.1%)		4		(20.0%)		50		(2.9%)		57		(3.2%)				38

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウコウキョウシセツトウソウゴウカンリケイカクマタコベツシセツケイカクハンエイコウキョウシセツテキセイカンリカツヨウ		0		(0.0%)		79		(4.5%)		3		(15.0%)		76		(4.4%)		79		(4.4%)				83

				決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活用した ケッサンシンサホソクシリョウギカイセツメイシリョウカツヨウ		10		(21.3%)		181		(10.4%)		7		(35.0%)		174		(10.1%)		191		(10.7%)				130

				簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財政状況を説明した カンイヨウヤクザイムショルイサクセイジュウミンワザイセイジョウキョウセツメイ		37		(78.7%)		420		(24.1%)		14		(70.0%)		406		(23.6%)		457		(25.6%)				366

				財務書類等の情報を基に,市場公募債の説明会において財政状況を説明した ザイムショルイトウジョウホウモトシジョウコウボサイセツメイカイザイセイジョウキョウセツメイ		10		(21.3%)		7		(0.4%)		6		(30.0%)		1		(0.1%)		17		(1.0%)				12

				財務書類や固定資産台帳の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウモトジギョウナドテイアンボシュウオコナ		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0

				上記以外の活用 ジョウキイガイカツヨウ		2		(4.3%)		57		(3.3%)		1		(5.0%)		56		(3.3%)		59		(3.3%)				34





活用方法 (ボツ)

				作成済団体における財務書類の活用状況 サクセイズダンタイザイムショルイカツヨウジョウキョウ

																								（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン		合計 ゴウケイ				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った ザイムショルイトウジョウホウモトカクシュシヒョウブンセキオコナ		583		(38.3%)		13		(31.0%)		570		(38.5%)		13		(68.4%)		557		(38.1%)

				施設別・事業別の行政コスト計算書を作成した シセツベツジギョウベツギョウセイケイサンショサクセイ		38		(2.5%)		2		(4.8%)		36		(2.4%)		4		(21.1%)		32		(2.2%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウコウキョウシセツトウソウゴウカンリケイカクマタコベツシセツケイカクハンエイコウキョウシセツテキセイカンリカツヨウ		83		(5.5%)		0		(0.0%)		83		(5.6%)		1		(5.3%)		82		(5.6%)

				決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活用した ケッサンシンサホソクシリョウギカイセツメイシリョウカツヨウ		130		(8.5%)		8		(19.0%)		122		(8.2%)		8		(42.1%)		114		(7.8%)

				簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財政状況を説明した カンイヨウヤクザイムショルイサクセイジュウミンワザイセイジョウキョウセツメイ		366		(24.0%)		32		(76.2%)		334		(22.6%)		15		(78.9%)		319		(21.8%)

				財務書類等の情報を基に,市場公募債の説明会において財政状況を説明した ザイムショルイトウジョウホウモトシジョウコウボサイセツメイカイザイセイジョウキョウセツメイ		12		(0.8%)		6		(14.3%)		6		(0.4%)		4		(21.1%)		2		(0.1%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウモトジギョウナドテイアンボシュウオコナ		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)

				上記以外の活用 ジョウキイガイカツヨウ		34		(2.2%)		1		(2.4%)		33		(2.2%)		1		(5.3%)		32		(2.2%)
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		北海道稚内市		1				北海道稚内市		0						北海道稚内市		0

		北海道美唄市		1				北海道美唄市		0						北海道美唄市		0

		北海道芦別市		1				北海道芦別市		0						北海道芦別市		0

		北海道江別市		1				北海道江別市		0						北海道江別市		0

		北海道赤平市		1				北海道赤平市		0						北海道赤平市		0

		北海道紋別市		1				北海道紋別市		0						北海道紋別市		0
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		北海道三笠市		1				北海道三笠市		0						北海道三笠市		0

		北海道根室市		1				北海道根室市		0						北海道根室市		0

		北海道千歳市		1				北海道千歳市		0						北海道千歳市		0

		北海道滝川市		1				北海道滝川市		0						北海道滝川市		0

		北海道砂川市		1				北海道砂川市		0						北海道砂川市		0

		北海道歌志内市		1				北海道歌志内市		0						北海道歌志内市		0

		北海道深川市		1				北海道深川市		0						北海道深川市		0

		北海道富良野市		1				北海道富良野市		0						北海道富良野市		0

		北海道登別市		1				北海道登別市		0						北海道登別市		0

		北海道恵庭市		1				北海道恵庭市		0						北海道恵庭市		0

		北海道伊達市		1				北海道伊達市		0						北海道伊達市		0

		北海道北広島市		1				北海道北広島市		0						北海道北広島市		0

		北海道石狩市		1				北海道石狩市		0						北海道石狩市		0

		北海道北斗市		1				北海道北斗市		0						北海道北斗市		0

		北海道当別町		1				北海道当別町		0						北海道当別町		0

		北海道新篠津村		1				北海道新篠津村		0						北海道新篠津村		0

		北海道松前町		1				北海道松前町		0						北海道松前町		0

		北海道福島町		1				北海道福島町		0						北海道福島町		0

		北海道知内町		1				北海道知内町		0						北海道知内町		0

		北海道木古内町		1				北海道木古内町		0						北海道木古内町		0

		北海道七飯町		1				北海道七飯町		0						北海道七飯町		0

		北海道鹿部町		1				北海道鹿部町		0						北海道鹿部町		0

		北海道森町		1				北海道森町		0						北海道森町		0

		北海道八雲町		1				北海道八雲町		0						北海道八雲町		0

		北海道長万部町		1				北海道長万部町		0						北海道長万部町		0

		北海道江差町		1				北海道江差町		0						北海道江差町		0

		北海道上ノ国町		1				北海道上ノ国町		0						北海道上ノ国町		0

		北海道厚沢部町		1				北海道厚沢部町		0						北海道厚沢部町		0

		北海道乙部町		1				北海道乙部町		0						北海道乙部町		0

		北海道奥尻町		1				北海道奥尻町		0						北海道奥尻町		0

		北海道今金町		1				北海道今金町		0						北海道今金町		0

		北海道せたな町		1				北海道せたな町		0						北海道せたな町		0

		北海道島牧村		1				北海道島牧村		0						北海道島牧村		0

		北海道寿都町		1				北海道寿都町		0						北海道寿都町		0

		北海道黒松内町		1				北海道黒松内町		0						北海道黒松内町		0

		北海道蘭越町		1				北海道蘭越町		0						北海道蘭越町		0

		北海道ニセコ町		1				北海道ニセコ町		0						北海道ニセコ町		0

		北海道真狩村		1				北海道真狩村		0						北海道真狩村		0

		北海道留寿都村		1				北海道留寿都村		0						北海道留寿都村		0

		北海道喜茂別町		1				北海道喜茂別町		0						北海道喜茂別町		0

		北海道京極町		1				北海道京極町		0						北海道京極町		0

		北海道倶知安町		1				北海道倶知安町		0						北海道倶知安町		0

		北海道共和町		1				北海道共和町		0						北海道共和町		0

		北海道岩内町		1				北海道岩内町		0						北海道岩内町		0

		北海道泊村		1				北海道泊村		0						北海道泊村		0

		北海道神恵内村		1				北海道神恵内村		0						北海道神恵内村		0

		北海道積丹町		1				北海道積丹町		0						北海道積丹町		0

		北海道古平町		1				北海道古平町		0						北海道古平町		0

		北海道仁木町		1				北海道仁木町		0						北海道仁木町		0

		北海道余市町		1				北海道余市町		0						北海道余市町		0

		北海道赤井川村		1				北海道赤井川村		0						北海道赤井川村		0

		北海道南幌町		1				北海道南幌町		0						北海道南幌町		0

		北海道奈井江町		1				北海道奈井江町		0						北海道奈井江町		0

		北海道上砂川町		1				北海道上砂川町		0						北海道上砂川町		0

		北海道由仁町		1				北海道由仁町		0						北海道由仁町		0

		北海道長沼町		1				北海道長沼町		0						北海道長沼町		0

		北海道栗山町		1				北海道栗山町		0						北海道栗山町		0

		北海道月形町		1				北海道月形町		0						北海道月形町		0

		北海道浦臼町		1				北海道浦臼町		0						北海道浦臼町		0

		北海道新十津川町		1				北海道新十津川町		0						北海道新十津川町		0

		北海道妹背牛町		1				北海道妹背牛町		0						北海道妹背牛町		0

		北海道秩父別町		1				北海道秩父別町		0						北海道秩父別町		0

		北海道雨竜町		1				北海道雨竜町		0						北海道雨竜町		0

		北海道北竜町		1				北海道北竜町		0						北海道北竜町		0

		北海道沼田町		1				北海道沼田町		0						北海道沼田町		0

		北海道鷹栖町		1				北海道鷹栖町		0						北海道鷹栖町		0

		北海道東神楽町		1				北海道東神楽町		0						北海道東神楽町		0

		北海道当麻町		1				北海道当麻町		0						北海道当麻町		0

		北海道比布町		1				北海道比布町		0						北海道比布町		0

		北海道愛別町		1				北海道愛別町		0						北海道愛別町		0

		北海道上川町		1				北海道上川町		0						北海道上川町		0

		北海道東川町		1				北海道東川町		0						北海道東川町		0

		北海道美瑛町		1				北海道美瑛町		0						北海道美瑛町		0

		北海道上富良野町		1				北海道上富良野町		0						北海道上富良野町		0

		北海道中富良野町		1				北海道中富良野町		0						北海道中富良野町		0

		北海道南富良野町		1				北海道南富良野町		0						北海道南富良野町		0

		北海道占冠村		1				北海道占冠村		0						北海道占冠村		0

		北海道和寒町		1				北海道和寒町		0						北海道和寒町		0

		北海道剣淵町		1				北海道剣淵町		0						北海道剣淵町		0

		北海道下川町		1				北海道下川町		0						北海道下川町		0

		北海道美深町		1				北海道美深町		0						北海道美深町		0

		北海道音威子府村		1				北海道音威子府村		0						北海道音威子府村		0

		北海道中川町		1				北海道中川町		0						北海道中川町		0

		北海道幌加内町		1				北海道幌加内町		0						北海道幌加内町		0

		北海道増毛町		1				北海道増毛町		0						北海道増毛町		0

		北海道小平町		1				北海道小平町		0						北海道小平町		0

		北海道苫前町		1				北海道苫前町		0						北海道苫前町		0

		北海道羽幌町		1				北海道羽幌町		0						北海道羽幌町		0

		北海道初山別村		1				北海道初山別村		0						北海道初山別村		0

		北海道遠別町		1				北海道遠別町		0						北海道遠別町		0

		北海道天塩町		1				北海道天塩町		0						北海道天塩町		0

		北海道猿払村		1				北海道猿払村		0						北海道猿払村		0

		北海道浜頓別町		1				北海道浜頓別町		0						北海道浜頓別町		0

		北海道中頓別町		1				北海道中頓別町		0						北海道中頓別町		0

		北海道枝幸町		1				北海道枝幸町		0						北海道枝幸町		0

		北海道豊富町		1				北海道豊富町		0						北海道豊富町		0

		北海道礼文町		1				北海道礼文町		0						北海道礼文町		0

		北海道利尻町		1				北海道利尻町		0						北海道利尻町		0

		北海道利尻富士町		1				北海道利尻富士町		0						北海道利尻富士町		0

		北海道幌延町		1				北海道幌延町		0						北海道幌延町		0

		北海道美幌町		1				北海道美幌町		0						北海道美幌町		0

		北海道津別町		1				北海道津別町		0						北海道津別町		0

		北海道斜里町		1				北海道斜里町		0						北海道斜里町		0

		北海道清里町		1				北海道清里町		0						北海道清里町		0

		北海道小清水町		1				北海道小清水町		0						北海道小清水町		0

		北海道訓子府町		1				北海道訓子府町		0						北海道訓子府町		0

		北海道置戸町		1				北海道置戸町		0						北海道置戸町		0

		北海道佐呂間町		1				北海道佐呂間町		0						北海道佐呂間町		0

		北海道遠軽町		1				北海道遠軽町		0						北海道遠軽町		0

		北海道湧別町		1				北海道湧別町		0						北海道湧別町		0

		北海道滝上町		1				北海道滝上町		0						北海道滝上町		0

		北海道興部町		1				北海道興部町		0						北海道興部町		0

		北海道西興部村		1				北海道西興部村		0						北海道西興部村		0

		北海道雄武町		1				北海道雄武町		0						北海道雄武町		0

		北海道大空町		1				北海道大空町		0						北海道大空町		0

		北海道豊浦町		1				北海道豊浦町		0						北海道豊浦町		0

		北海道壮瞥町		1				北海道壮瞥町		0						北海道壮瞥町		0

		北海道白老町		1				北海道白老町		0						北海道白老町		0

		北海道厚真町		1				北海道厚真町		0						北海道厚真町		0

		北海道洞爺湖町		1				北海道洞爺湖町		0						北海道洞爺湖町		0

		北海道安平町		1				北海道安平町		0						北海道安平町		0

		北海道むかわ町		1				北海道むかわ町		0						北海道むかわ町		0

		北海道日高町		1				北海道日高町		0						北海道日高町		0

		北海道平取町		1				北海道平取町		0						北海道平取町		0

		北海道新冠町		1				北海道新冠町		0						北海道新冠町		0

		北海道浦河町		1				北海道浦河町		0						北海道浦河町		0

		北海道様似町		1				北海道様似町		0						北海道様似町		0

		北海道えりも町		1				北海道えりも町		0						北海道えりも町		0

		北海道新ひだか町		1				北海道新ひだか町		0						北海道新ひだか町		0

		北海道音更町		1				北海道音更町		0						北海道音更町		0

		北海道士幌町		1				北海道士幌町		0						北海道士幌町		0

		北海道上士幌町		1				北海道上士幌町		0						北海道上士幌町		0

		北海道鹿追町		1				北海道鹿追町		0						北海道鹿追町		0

		北海道新得町		1				北海道新得町		0						北海道新得町		0

		北海道清水町		1				北海道清水町		0						北海道清水町		0

		北海道芽室町		1				北海道芽室町		0						北海道芽室町		0

		北海道中札内村		1				北海道中札内村		0						北海道中札内村		0

		北海道更別村		1				北海道更別村		0						北海道更別村		0

		北海道大樹町		1				北海道大樹町		0						北海道大樹町		0

		北海道広尾町		1				北海道広尾町		0						北海道広尾町		0

		北海道幕別町		1				北海道幕別町		0						北海道幕別町		0

		北海道池田町		1				北海道池田町		0						北海道池田町		0

		北海道豊頃町		1				北海道豊頃町		0						北海道豊頃町		0

		北海道本別町		1				北海道本別町		0						北海道本別町		0

		北海道足寄町		1				北海道足寄町		0						北海道足寄町		0

		北海道陸別町		1				北海道陸別町		0						北海道陸別町		0

		北海道浦幌町		1				北海道浦幌町		0						北海道浦幌町		0

		北海道釧路町		1				北海道釧路町		0						北海道釧路町		0

		北海道厚岸町		1				北海道厚岸町		0						北海道厚岸町		0

		北海道浜中町		1				北海道浜中町		0						北海道浜中町		0

		北海道標茶町		1				北海道標茶町		0						北海道標茶町		0

		北海道弟子屈町		1				北海道弟子屈町		0						北海道弟子屈町		0

		北海道鶴居村		1				北海道鶴居村		0						北海道鶴居村		0

		北海道白糠町		1				北海道白糠町		0						北海道白糠町		0

		北海道別海町		1				北海道別海町		0						北海道別海町		0

		北海道中標津町		1				北海道中標津町		0						北海道中標津町		0

		北海道標津町		1				北海道標津町		0						北海道標津町		0

		北海道羅臼町		1				北海道羅臼町		0						北海道羅臼町		0

		青森県青森市		1				青森県青森市		0						青森県青森市		0

		青森県弘前市		1				青森県弘前市		0						青森県弘前市		0

		青森県八戸市		1				青森県八戸市		0						青森県八戸市		0

		青森県黒石市		1				青森県黒石市		0						青森県黒石市		0

		青森県五所川原市		1				青森県五所川原市		0						青森県五所川原市		0

		青森県十和田市		1				青森県十和田市		0						青森県十和田市		0

		青森県三沢市		1				青森県三沢市		0						青森県三沢市		0

		青森県むつ市		1				青森県むつ市		0						青森県むつ市		0

		青森県つがる市		1				青森県つがる市		0						青森県つがる市		0

		青森県平川市		1				青森県平川市		0						青森県平川市		0

		青森県平内町		1				青森県平内町		0						青森県平内町		0

		青森県今別町		1				青森県今別町		0						青森県今別町		0

		青森県蓬田村		1				青森県蓬田村		0						青森県蓬田村		0

		青森県外ヶ浜町		1				青森県外ヶ浜町		0						青森県外ヶ浜町		0

		青森県鰺ヶ沢町		1				青森県鰺ヶ沢町		0						青森県鰺ヶ沢町		0

		青森県深浦町		1				青森県深浦町		0						青森県深浦町		0

		青森県西目屋村		1				青森県西目屋村		0						青森県西目屋村		0

		青森県藤崎町		1				青森県藤崎町		0						青森県藤崎町		0

		青森県大鰐町		1				青森県大鰐町		0						青森県大鰐町		0

		青森県田舎館村		1				青森県田舎館村		0						青森県田舎館村		0

		青森県板柳町		1				青森県板柳町		0						青森県板柳町		0

		青森県鶴田町		1				青森県鶴田町		0						青森県鶴田町		0

		青森県中泊町		1				青森県中泊町		0						青森県中泊町		0

		青森県野辺地町		1				青森県野辺地町		0						青森県野辺地町		0

		青森県七戸町		1				青森県七戸町		0						青森県七戸町		0

		青森県六戸町		1				青森県六戸町		0						青森県六戸町		0

		青森県横浜町		1				青森県横浜町		0						青森県横浜町		0

		青森県東北町		1				青森県東北町		0						青森県東北町		0

		青森県六ヶ所村		1				青森県六ヶ所村		0						青森県六ヶ所村		0

		青森県おいらせ町		1				青森県おいらせ町		0						青森県おいらせ町		0

		青森県大間町		1				青森県大間町		0						青森県大間町		0

		青森県東通村		1				青森県東通村		0						青森県東通村		0

		青森県風間浦村		1				青森県風間浦村		0						青森県風間浦村		0

		青森県佐井村		1				青森県佐井村		0						青森県佐井村		0

		青森県三戸町		1				青森県三戸町		0						青森県三戸町		0

		青森県五戸町		1				青森県五戸町		0						青森県五戸町		0

		青森県田子町		1				青森県田子町		0						青森県田子町		0

		青森県南部町		1				青森県南部町		0						青森県南部町		0

		青森県階上町		1				青森県階上町		0						青森県階上町		0

		青森県新郷村		1				青森県新郷村		0						青森県新郷村		0

		岩手県盛岡市		1				岩手県盛岡市		0						岩手県盛岡市		0

		岩手県宮古市		1				岩手県宮古市		0						岩手県宮古市		0

		岩手県大船渡市		1				岩手県大船渡市		0						岩手県大船渡市		0

		岩手県花巻市		1				岩手県花巻市		0						岩手県花巻市		0

		岩手県北上市		1				岩手県北上市		0						岩手県北上市		0

		岩手県久慈市		1				岩手県久慈市		0						岩手県久慈市		0

		岩手県遠野市		1				岩手県遠野市		0						岩手県遠野市		0

		岩手県一関市		1				岩手県一関市		0						岩手県一関市		0

		岩手県陸前高田市		1				岩手県陸前高田市		0						岩手県陸前高田市		0

		岩手県釜石市		1				岩手県釜石市		0						岩手県釜石市		0

		岩手県二戸市		1				岩手県二戸市		0						岩手県二戸市		0

		岩手県八幡平市		1				岩手県八幡平市		0						岩手県八幡平市		0

		岩手県奥州市		1				岩手県奥州市		0						岩手県奥州市		0

		岩手県滝沢市		1				岩手県滝沢市		0						岩手県滝沢市		0

		岩手県雫石町		1				岩手県雫石町		0						岩手県雫石町		0

		岩手県葛巻町		1				岩手県葛巻町		0						岩手県葛巻町		0

		岩手県岩手町		1				岩手県岩手町		0						岩手県岩手町		0

		岩手県紫波町		1				岩手県紫波町		0						岩手県紫波町		0

		岩手県矢巾町		1				岩手県矢巾町		0						岩手県矢巾町		0

		岩手県西和賀町		1				岩手県西和賀町		0						岩手県西和賀町		0

		岩手県金ケ崎町		1				岩手県金ケ崎町		0						岩手県金ケ崎町		0

		岩手県平泉町		1				岩手県平泉町		0						岩手県平泉町		0

		岩手県住田町		1				岩手県住田町		0						岩手県住田町		0

		岩手県大槌町		1				岩手県大槌町		0						岩手県大槌町		0

		岩手県山田町		1				岩手県山田町		0						岩手県山田町		0

		岩手県岩泉町		1				岩手県岩泉町		0						岩手県岩泉町		0

		岩手県田野畑村		1				岩手県田野畑村		0						岩手県田野畑村		0

		岩手県普代村		1				岩手県普代村		0						岩手県普代村		0

		岩手県軽米町		1				岩手県軽米町		0						岩手県軽米町		0

		岩手県野田村		1				岩手県野田村		0						岩手県野田村		0

		岩手県九戸村		1				岩手県九戸村		0						岩手県九戸村		0

		岩手県洋野町		1				岩手県洋野町		0						岩手県洋野町		0

		岩手県一戸町		1				岩手県一戸町		0						岩手県一戸町		0

		宮城県石巻市		1				宮城県石巻市		0						宮城県石巻市		0

		宮城県塩竈市		1				宮城県塩竈市		0						宮城県塩竈市		0

		宮城県気仙沼市		1				宮城県気仙沼市		0						宮城県気仙沼市		0

		宮城県白石市		1				宮城県白石市		0						宮城県白石市		0

		宮城県名取市		1				宮城県名取市		0						宮城県名取市		0

		宮城県角田市		1				宮城県角田市		0						宮城県角田市		0

		宮城県多賀城市		1				宮城県多賀城市		0						宮城県多賀城市		0

		宮城県岩沼市		1				宮城県岩沼市		0						宮城県岩沼市		0

		宮城県登米市		1				宮城県登米市		0						宮城県登米市		0

		宮城県栗原市		1				宮城県栗原市		0						宮城県栗原市		0

		宮城県東松島市		1				宮城県東松島市		0						宮城県東松島市		0

		宮城県大崎市		1				宮城県大崎市		0						宮城県大崎市		0

		宮城県富谷市		1				宮城県富谷市		0						宮城県富谷市		0

		宮城県蔵王町		1				宮城県蔵王町		0						宮城県蔵王町		0

		宮城県七ヶ宿町		1				宮城県七ヶ宿町		0						宮城県七ヶ宿町		0

		宮城県大河原町		1				宮城県大河原町		0						宮城県大河原町		0

		宮城県村田町		1				宮城県村田町		0						宮城県村田町		0

		宮城県柴田町		1				宮城県柴田町		0						宮城県柴田町		0

		宮城県川崎町		1				宮城県川崎町		0						宮城県川崎町		0

		宮城県丸森町		1				宮城県丸森町		0						宮城県丸森町		0

		宮城県亘理町		1				宮城県亘理町		0						宮城県亘理町		0

		宮城県山元町		1				宮城県山元町		0						宮城県山元町		0

		宮城県松島町		1				宮城県松島町		0						宮城県松島町		0

		宮城県七ヶ浜町		1				宮城県七ヶ浜町		0						宮城県七ヶ浜町		0

		宮城県利府町		1				宮城県利府町		0						宮城県利府町		0

		宮城県大和町		1				宮城県大和町		0						宮城県大和町		0

		宮城県大郷町		1				宮城県大郷町		0						宮城県大郷町		0

		宮城県大衡村		1				宮城県大衡村		0						宮城県大衡村		0

		宮城県色麻町		1				宮城県色麻町		0						宮城県色麻町		0

		宮城県加美町		1				宮城県加美町		0						宮城県加美町		0

		宮城県涌谷町		1				宮城県涌谷町		0						宮城県涌谷町		0

		宮城県美里町		1				宮城県美里町		0						宮城県美里町		0

		宮城県女川町		1				宮城県女川町		0						宮城県女川町		0

		宮城県南三陸町		1				宮城県南三陸町		0						宮城県南三陸町		0

		秋田県秋田市		1				秋田県秋田市		0						秋田県秋田市		0

		秋田県能代市		1				秋田県能代市		0						秋田県能代市		0

		秋田県横手市		1				秋田県横手市		0						秋田県横手市		0

		秋田県大館市		1				秋田県大館市		0						秋田県大館市		0

		秋田県男鹿市		1				秋田県男鹿市		0						秋田県男鹿市		0

		秋田県湯沢市		1				秋田県湯沢市		0						秋田県湯沢市		0

		秋田県鹿角市		1				秋田県鹿角市		0						秋田県鹿角市		0

		秋田県由利本荘市		1				秋田県由利本荘市		0						秋田県由利本荘市		0

		秋田県潟上市		1				秋田県潟上市		0						秋田県潟上市		0

		秋田県大仙市		1				秋田県大仙市		0						秋田県大仙市		0

		秋田県北秋田市		1				秋田県北秋田市		0						秋田県北秋田市		0

		秋田県にかほ市		1				秋田県にかほ市		0						秋田県にかほ市		0

		秋田県仙北市		1				秋田県仙北市		0						秋田県仙北市		0

		秋田県小坂町		1				秋田県小坂町		0						秋田県小坂町		0

		秋田県上小阿仁村		1				秋田県上小阿仁村		0						秋田県上小阿仁村		0

		秋田県藤里町		1				秋田県藤里町		0						秋田県藤里町		0

		秋田県三種町		1				秋田県三種町		0						秋田県三種町		0

		秋田県八峰町		1				秋田県八峰町		0						秋田県八峰町		0

		秋田県五城目町		1				秋田県五城目町		0						秋田県五城目町		0

		秋田県八郎潟町		1				秋田県八郎潟町		0						秋田県八郎潟町		0

		秋田県井川町		1				秋田県井川町		0						秋田県井川町		0

		秋田県大潟村		1				秋田県大潟村		0						秋田県大潟村		0

		秋田県美郷町		1				秋田県美郷町		0						秋田県美郷町		0

		秋田県羽後町		1				秋田県羽後町		0						秋田県羽後町		0

		秋田県東成瀬村		1				秋田県東成瀬村		0						秋田県東成瀬村		0

		山形県山形市		1				山形県山形市		0						山形県山形市		0

		山形県米沢市		1				山形県米沢市		0						山形県米沢市		0

		山形県鶴岡市		1				山形県鶴岡市		0						山形県鶴岡市		0

		山形県酒田市		1				山形県酒田市		0						山形県酒田市		0

		山形県新庄市		1				山形県新庄市		0						山形県新庄市		0

		山形県寒河江市		1				山形県寒河江市		0						山形県寒河江市		0

		山形県上山市		1				山形県上山市		0						山形県上山市		0

		山形県村山市		1				山形県村山市		0						山形県村山市		0

		山形県長井市		1				山形県長井市		0						山形県長井市		0

		山形県天童市		1				山形県天童市		0						山形県天童市		0

		山形県東根市		1				山形県東根市		0						山形県東根市		0

		山形県尾花沢市		1				山形県尾花沢市		0						山形県尾花沢市		0

		山形県南陽市		1				山形県南陽市		0						山形県南陽市		0

		山形県山辺町		1				山形県山辺町		0						山形県山辺町		0

		山形県中山町		1				山形県中山町		0						山形県中山町		0

		山形県河北町		1				山形県河北町		0						山形県河北町		0

		山形県西川町		1				山形県西川町		0						山形県西川町		0

		山形県朝日町		1				山形県朝日町		0						山形県朝日町		0

		山形県大江町		1				山形県大江町		0						山形県大江町		0

		山形県大石田町		1				山形県大石田町		0						山形県大石田町		0

		山形県金山町		1				山形県金山町		0						山形県金山町		0

		山形県最上町		1				山形県最上町		0						山形県最上町		0

		山形県舟形町		1				山形県舟形町		0						山形県舟形町		0

		山形県真室川町		1				山形県真室川町		0						山形県真室川町		0

		山形県大蔵村		1				山形県大蔵村		0						山形県大蔵村		0

		山形県鮭川村		1				山形県鮭川村		0						山形県鮭川村		0

		山形県戸沢村		1				山形県戸沢村		0						山形県戸沢村		0

		山形県高畠町		1				山形県高畠町		0						山形県高畠町		0

		山形県川西町		1				山形県川西町		0						山形県川西町		0

		山形県小国町		1				山形県小国町		0						山形県小国町		0

		山形県白鷹町		1				山形県白鷹町		0						山形県白鷹町		0

		山形県飯豊町		1				山形県飯豊町		0						山形県飯豊町		0

		山形県三川町		1				山形県三川町		0						山形県三川町		0

		山形県庄内町		1				山形県庄内町		0						山形県庄内町		0

		山形県遊佐町		1				山形県遊佐町		0						山形県遊佐町		0

		福島県福島市		1				福島県福島市		0						福島県福島市		0

		福島県会津若松市		1				福島県会津若松市		0						福島県会津若松市		0

		福島県郡山市		1				福島県郡山市		0						福島県郡山市		0

		福島県いわき市		1				福島県いわき市		0						福島県いわき市		0

		福島県白河市		1				福島県白河市		0						福島県白河市		0

		福島県須賀川市		1				福島県須賀川市		0						福島県須賀川市		0

		福島県喜多方市		1				福島県喜多方市		0						福島県喜多方市		0

		福島県相馬市		1				福島県相馬市		0						福島県相馬市		0

		福島県二本松市		1				福島県二本松市		0						福島県二本松市		0

		福島県田村市		1				福島県田村市		0						福島県田村市		0

		福島県南相馬市		1				福島県南相馬市		0						福島県南相馬市		0

		福島県伊達市		1				福島県伊達市		0						福島県伊達市		0

		福島県本宮市		1				福島県本宮市		0						福島県本宮市		0

		福島県桑折町		1				福島県桑折町		0						福島県桑折町		0

		福島県国見町		1				福島県国見町		0						福島県国見町		0

		福島県川俣町		1				福島県川俣町		0						福島県川俣町		0

		福島県大玉村		1				福島県大玉村		0						福島県大玉村		0

		福島県鏡石町		1				福島県鏡石町		0						福島県鏡石町		0

		福島県天栄村		1				福島県天栄村		0						福島県天栄村		0

		福島県下郷町		1				福島県下郷町		0						福島県下郷町		0

		福島県檜枝岐村		1				福島県檜枝岐村		0						福島県檜枝岐村		0

		福島県只見町		1				福島県只見町		0						福島県只見町		0

		福島県南会津町		1				福島県南会津町		0						福島県南会津町		0

		福島県北塩原村		1				福島県北塩原村		0						福島県北塩原村		0

		福島県西会津町		1				福島県西会津町		0						福島県西会津町		0

		福島県磐梯町		1				福島県磐梯町		0						福島県磐梯町		0

		福島県猪苗代町		1				福島県猪苗代町		0						福島県猪苗代町		0

		福島県会津坂下町		1				福島県会津坂下町		0						福島県会津坂下町		0

		福島県湯川村		1				福島県湯川村		0						福島県湯川村		0

		福島県柳津町		1				福島県柳津町		0						福島県柳津町		0

		福島県三島町		1				福島県三島町		0						福島県三島町		0

		福島県金山町		1				福島県金山町		0						福島県金山町		0

		福島県昭和村		1				福島県昭和村		0						福島県昭和村		0

		福島県会津美里町		1				福島県会津美里町		0						福島県会津美里町		0

		福島県西郷村		1				福島県西郷村		0						福島県西郷村		0

		福島県泉崎村		1				福島県泉崎村		0						福島県泉崎村		0

		福島県中島村		1				福島県中島村		0						福島県中島村		0

		福島県矢吹町		1				福島県矢吹町		0						福島県矢吹町		0

		福島県棚倉町		1				福島県棚倉町		0						福島県棚倉町		0

		福島県矢祭町		1				福島県矢祭町		0						福島県矢祭町		0

		福島県塙町		1				福島県塙町		0						福島県塙町		0

		福島県鮫川村		1				福島県鮫川村		0						福島県鮫川村		0

		福島県石川町		1				福島県石川町		0						福島県石川町		0

		福島県玉川村		1				福島県玉川村		0						福島県玉川村		0

		福島県平田村		1				福島県平田村		0						福島県平田村		0

		福島県浅川町		1				福島県浅川町		0						福島県浅川町		0

		福島県古殿町		1				福島県古殿町		0						福島県古殿町		0

		福島県三春町		1				福島県三春町		0						福島県三春町		0

		福島県小野町		1				福島県小野町		0						福島県小野町		0

		福島県広野町		1				福島県広野町		0						福島県広野町		0

		福島県楢葉町		1				福島県楢葉町		0						福島県楢葉町		0

		福島県富岡町		1				福島県富岡町		0						福島県富岡町		0

		福島県川内村		1				福島県川内村		0						福島県川内村		0

		福島県大熊町		1				福島県大熊町		0						福島県大熊町		0

		福島県双葉町		1				福島県双葉町		0						福島県双葉町		0

		福島県浪江町		1				福島県浪江町		0						福島県浪江町		0

		福島県葛尾村		1				福島県葛尾村		0						福島県葛尾村		0

		福島県新地町		1				福島県新地町		0						福島県新地町		0

		福島県飯舘村		1				福島県飯舘村		0						福島県飯舘村		0

		茨城県水戸市		1				茨城県水戸市		0						茨城県水戸市		0

		茨城県日立市		1				茨城県日立市		0						茨城県日立市		0

		茨城県土浦市		1				茨城県土浦市		0						茨城県土浦市		0

		茨城県古河市		1				茨城県古河市		0						茨城県古河市		0

		茨城県石岡市		1				茨城県石岡市		0						茨城県石岡市		0

		茨城県結城市		1				茨城県結城市		0						茨城県結城市		0

		茨城県龍ケ崎市		1				茨城県龍ケ崎市		0						茨城県龍ケ崎市		0

		茨城県下妻市		1				茨城県下妻市		0						茨城県下妻市		0

		茨城県常総市		1				茨城県常総市		0						茨城県常総市		0

		茨城県常陸太田市		1				茨城県常陸太田市		0						茨城県常陸太田市		0

		茨城県高萩市		1				茨城県高萩市		0						茨城県高萩市		0

		茨城県北茨城市		1				茨城県北茨城市		0						茨城県北茨城市		0

		茨城県笠間市		1				茨城県笠間市		0						茨城県笠間市		0

		茨城県取手市		1				茨城県取手市		0						茨城県取手市		0

		茨城県牛久市		1				茨城県牛久市		0						茨城県牛久市		0

		茨城県つくば市		1				茨城県つくば市		0						茨城県つくば市		0

		茨城県ひたちなか市		1				茨城県ひたちなか市		0						茨城県ひたちなか市		0

		茨城県鹿嶋市		1				茨城県鹿嶋市		0						茨城県鹿嶋市		0

		茨城県潮来市		1				茨城県潮来市		0						茨城県潮来市		0

		茨城県守谷市		1				茨城県守谷市		0						茨城県守谷市		0

		茨城県常陸大宮市		1				茨城県常陸大宮市		0						茨城県常陸大宮市		0

		茨城県那珂市		1				茨城県那珂市		0						茨城県那珂市		0

		茨城県筑西市		1				茨城県筑西市		0						茨城県筑西市		0

		茨城県坂東市		1				茨城県坂東市		0						茨城県坂東市		0

		茨城県稲敷市		1				茨城県稲敷市		0						茨城県稲敷市		0

		茨城県かすみがうら市		1				茨城県かすみがうら市		0						茨城県かすみがうら市		0

		茨城県桜川市		1				茨城県桜川市		0						茨城県桜川市		0

		茨城県神栖市		1				茨城県神栖市		0						茨城県神栖市		0

		茨城県行方市		1				茨城県行方市		0						茨城県行方市		0

		茨城県鉾田市		1				茨城県鉾田市		0						茨城県鉾田市		0

		茨城県つくばみらい市		1				茨城県つくばみらい市		0						茨城県つくばみらい市		0

		茨城県小美玉市		1				茨城県小美玉市		0						茨城県小美玉市		0

		茨城県茨城町		1				茨城県茨城町		0						茨城県茨城町		0

		茨城県大洗町		1				茨城県大洗町		0						茨城県大洗町		0

		茨城県城里町		1				茨城県城里町		0						茨城県城里町		0

		茨城県東海村		1				茨城県東海村		0						茨城県東海村		0

		茨城県大子町		1				茨城県大子町		0						茨城県大子町		0

		茨城県美浦村		1				茨城県美浦村		0						茨城県美浦村		0

		茨城県阿見町		1				茨城県阿見町		0						茨城県阿見町		0

		茨城県河内町		1				茨城県河内町		0						茨城県河内町		0

		茨城県八千代町		1				茨城県八千代町		0						茨城県八千代町		0

		茨城県五霞町		1				茨城県五霞町		0						茨城県五霞町		0

		茨城県境町		1				茨城県境町		0						茨城県境町		0

		茨城県利根町		1				茨城県利根町		0						茨城県利根町		0

		栃木県宇都宮市		1				栃木県宇都宮市		0						栃木県宇都宮市		0

		栃木県足利市		1				栃木県足利市		0						栃木県足利市		0

		栃木県栃木市		1				栃木県栃木市		0						栃木県栃木市		0

		栃木県佐野市		1				栃木県佐野市		0						栃木県佐野市		0

		栃木県鹿沼市		1				栃木県鹿沼市		0						栃木県鹿沼市		0

		栃木県日光市		1				栃木県日光市		0						栃木県日光市		0

		栃木県小山市		1				栃木県小山市		0						栃木県小山市		0

		栃木県真岡市		1				栃木県真岡市		0						栃木県真岡市		0

		栃木県大田原市		1				栃木県大田原市		0						栃木県大田原市		0

		栃木県矢板市		1				栃木県矢板市		0						栃木県矢板市		0

		栃木県那須塩原市		1				栃木県那須塩原市		0						栃木県那須塩原市		0

		栃木県さくら市		1				栃木県さくら市		0						栃木県さくら市		0

		栃木県那須烏山市		1				栃木県那須烏山市		0						栃木県那須烏山市		0

		栃木県下野市		1				栃木県下野市		0						栃木県下野市		0

		栃木県上三川町		1				栃木県上三川町		0						栃木県上三川町		0

		栃木県益子町		1				栃木県益子町		0						栃木県益子町		0

		栃木県茂木町		1				栃木県茂木町		0						栃木県茂木町		0

		栃木県市貝町		1				栃木県市貝町		0						栃木県市貝町		0

		栃木県芳賀町		1				栃木県芳賀町		0						栃木県芳賀町		0

		栃木県壬生町		1				栃木県壬生町		0						栃木県壬生町		0

		栃木県野木町		1				栃木県野木町		0						栃木県野木町		0

		栃木県塩谷町		1				栃木県塩谷町		0						栃木県塩谷町		0

		栃木県高根沢町		1				栃木県高根沢町		0						栃木県高根沢町		0

		栃木県那須町		1				栃木県那須町		0						栃木県那須町		0

		栃木県那珂川町		1				栃木県那珂川町		0						栃木県那珂川町		0

		群馬県前橋市		1				群馬県前橋市		0						群馬県前橋市		0

		群馬県高崎市		1				群馬県高崎市		0						群馬県高崎市		0

		群馬県桐生市		1				群馬県桐生市		0						群馬県桐生市		0

		群馬県伊勢崎市		1				群馬県伊勢崎市		0						群馬県伊勢崎市		0

		群馬県太田市		1				群馬県太田市		0						群馬県太田市		0

		群馬県沼田市		1				群馬県沼田市		0						群馬県沼田市		0

		群馬県館林市		1				群馬県館林市		0						群馬県館林市		0

		群馬県渋川市		1				群馬県渋川市		0						群馬県渋川市		0

		群馬県藤岡市		1				群馬県藤岡市		0						群馬県藤岡市		0

		群馬県富岡市		1				群馬県富岡市		0						群馬県富岡市		0

		群馬県安中市		1				群馬県安中市		0						群馬県安中市		0

		群馬県みどり市		1				群馬県みどり市		0						群馬県みどり市		0

		群馬県榛東村		1				群馬県榛東村		0						群馬県榛東村		0

		群馬県吉岡町		1				群馬県吉岡町		0						群馬県吉岡町		0

		群馬県上野村		1				群馬県上野村		0						群馬県上野村		0

		群馬県神流町		1				群馬県神流町		0						群馬県神流町		0

		群馬県下仁田町		1				群馬県下仁田町		0						群馬県下仁田町		0

		群馬県南牧村		1				群馬県南牧村		0						群馬県南牧村		0

		群馬県甘楽町		1				群馬県甘楽町		0						群馬県甘楽町		0

		群馬県中之条町		1				群馬県中之条町		0						群馬県中之条町		0

		群馬県長野原町		1				群馬県長野原町		0						群馬県長野原町		0

		群馬県嬬恋村		1				群馬県嬬恋村		0						群馬県嬬恋村		0

		群馬県草津町		1				群馬県草津町		0						群馬県草津町		0

		群馬県高山村		1				群馬県高山村		0						群馬県高山村		0

		群馬県東吾妻町		1				群馬県東吾妻町		0						群馬県東吾妻町		0

		群馬県片品村		1				群馬県片品村		0						群馬県片品村		0

		群馬県川場村		1				群馬県川場村		0						群馬県川場村		0

		群馬県昭和村		1				群馬県昭和村		0						群馬県昭和村		0

		群馬県みなかみ町		1				群馬県みなかみ町		0						群馬県みなかみ町		0

		群馬県玉村町		1				群馬県玉村町		0						群馬県玉村町		0

		群馬県板倉町		1				群馬県板倉町		0						群馬県板倉町		0

		群馬県明和町		1				群馬県明和町		0						群馬県明和町		0

		群馬県千代田町		1				群馬県千代田町		0						群馬県千代田町		0

		群馬県大泉町		1				群馬県大泉町		0						群馬県大泉町		0

		群馬県邑楽町		1				群馬県邑楽町		0						群馬県邑楽町		0

		埼玉県川越市		1				埼玉県川越市		0						埼玉県川越市		0

		埼玉県熊谷市		1				埼玉県熊谷市		0						埼玉県熊谷市		0

		埼玉県川口市		1				埼玉県川口市		0						埼玉県川口市		0

		埼玉県行田市		1				埼玉県行田市		0						埼玉県行田市		0

		埼玉県秩父市		1				埼玉県秩父市		0						埼玉県秩父市		0

		埼玉県所沢市		1				埼玉県所沢市		0						埼玉県所沢市		0

		埼玉県飯能市		1				埼玉県飯能市		0						埼玉県飯能市		0

		埼玉県加須市		1				埼玉県加須市		0						埼玉県加須市		0

		埼玉県本庄市		1				埼玉県本庄市		0						埼玉県本庄市		0

		埼玉県東松山市		1				埼玉県東松山市		0						埼玉県東松山市		0

		埼玉県春日部市		1				埼玉県春日部市		0						埼玉県春日部市		0

		埼玉県狭山市		1				埼玉県狭山市		0						埼玉県狭山市		0

		埼玉県羽生市		1				埼玉県羽生市		0						埼玉県羽生市		0

		埼玉県鴻巣市		1				埼玉県鴻巣市		0						埼玉県鴻巣市		0

		埼玉県深谷市		1				埼玉県深谷市		0						埼玉県深谷市		0

		埼玉県上尾市		1				埼玉県上尾市		0						埼玉県上尾市		0

		埼玉県草加市		1				埼玉県草加市		0						埼玉県草加市		0

		埼玉県越谷市		1				埼玉県越谷市		0						埼玉県越谷市		0

		埼玉県蕨市		1				埼玉県蕨市		0						埼玉県蕨市		0

		埼玉県戸田市		1				埼玉県戸田市		0						埼玉県戸田市		0

		埼玉県入間市		1				埼玉県入間市		0						埼玉県入間市		0

		埼玉県朝霞市		1				埼玉県朝霞市		0						埼玉県朝霞市		0

		埼玉県志木市		1				埼玉県志木市		0						埼玉県志木市		0

		埼玉県和光市		1				埼玉県和光市		0						埼玉県和光市		0

		埼玉県新座市		1				埼玉県新座市		0						埼玉県新座市		0

		埼玉県桶川市		1				埼玉県桶川市		0						埼玉県桶川市		0

		埼玉県久喜市		1				埼玉県久喜市		0						埼玉県久喜市		0

		埼玉県北本市		1				埼玉県北本市		0						埼玉県北本市		0

		埼玉県八潮市		1				埼玉県八潮市		0						埼玉県八潮市		0

		埼玉県富士見市		1				埼玉県富士見市		0						埼玉県富士見市		0

		埼玉県三郷市		1				埼玉県三郷市		0						埼玉県三郷市		0

		埼玉県蓮田市		1				埼玉県蓮田市		0						埼玉県蓮田市		0

		埼玉県坂戸市		1				埼玉県坂戸市		0						埼玉県坂戸市		0

		埼玉県幸手市		1				埼玉県幸手市		0						埼玉県幸手市		0

		埼玉県鶴ヶ島市		1				埼玉県鶴ヶ島市		0						埼玉県鶴ヶ島市		0

		埼玉県日高市		1				埼玉県日高市		0						埼玉県日高市		0

		埼玉県吉川市		1				埼玉県吉川市		0						埼玉県吉川市		0

		埼玉県ふじみ野市		1				埼玉県ふじみ野市		0						埼玉県ふじみ野市		0

		埼玉県白岡市		1				埼玉県白岡市		0						埼玉県白岡市		0

		埼玉県伊奈町		1				埼玉県伊奈町		0						埼玉県伊奈町		0

		埼玉県三芳町		1				埼玉県三芳町		0						埼玉県三芳町		0

		埼玉県毛呂山町		1				埼玉県毛呂山町		0						埼玉県毛呂山町		0

		埼玉県越生町		1				埼玉県越生町		0						埼玉県越生町		0

		埼玉県滑川町		1				埼玉県滑川町		0						埼玉県滑川町		0

		埼玉県嵐山町		1				埼玉県嵐山町		0						埼玉県嵐山町		0

		埼玉県小川町		1				埼玉県小川町		0						埼玉県小川町		0

		埼玉県川島町		1				埼玉県川島町		0						埼玉県川島町		0

		埼玉県吉見町		1				埼玉県吉見町		0						埼玉県吉見町		0

		埼玉県鳩山町		1				埼玉県鳩山町		0						埼玉県鳩山町		0

		埼玉県ときがわ町		1				埼玉県ときがわ町		0						埼玉県ときがわ町		0

		埼玉県横瀬町		1				埼玉県横瀬町		0						埼玉県横瀬町		0

		埼玉県皆野町		1				埼玉県皆野町		0						埼玉県皆野町		0

		埼玉県長瀞町		1				埼玉県長瀞町		0						埼玉県長瀞町		0

		埼玉県小鹿野町		1				埼玉県小鹿野町		0						埼玉県小鹿野町		0

		埼玉県東秩父村		1				埼玉県東秩父村		0						埼玉県東秩父村		0

		埼玉県美里町		1				埼玉県美里町		0						埼玉県美里町		0

		埼玉県神川町		1				埼玉県神川町		0						埼玉県神川町		0

		埼玉県上里町		1				埼玉県上里町		0						埼玉県上里町		0

		埼玉県寄居町		1				埼玉県寄居町		0						埼玉県寄居町		0

		埼玉県宮代町		1				埼玉県宮代町		0						埼玉県宮代町		0

		埼玉県杉戸町		1				埼玉県杉戸町		0						埼玉県杉戸町		0

		埼玉県松伏町		1				埼玉県松伏町		0						埼玉県松伏町		0

		千葉県銚子市		1				千葉県銚子市		0						千葉県銚子市		0

		千葉県市川市		1				千葉県市川市		0						千葉県市川市		0

		千葉県船橋市		1				千葉県船橋市		0						千葉県船橋市		0

		千葉県館山市		1				千葉県館山市		0						千葉県館山市		0

		千葉県木更津市		1				千葉県木更津市		0						千葉県木更津市		0

		千葉県松戸市		1				千葉県松戸市		0						千葉県松戸市		0

		千葉県野田市		1				千葉県野田市		0						千葉県野田市		0

		千葉県茂原市		1				千葉県茂原市		0						千葉県茂原市		0

		千葉県成田市		1				千葉県成田市		0						千葉県成田市		0

		千葉県佐倉市		1				千葉県佐倉市		0						千葉県佐倉市		0

		千葉県東金市		1				千葉県東金市		0						千葉県東金市		0

		千葉県旭市		1				千葉県旭市		0						千葉県旭市		0

		千葉県習志野市		1				千葉県習志野市		0						千葉県習志野市		0

		千葉県柏市		1				千葉県柏市		0						千葉県柏市		0

		千葉県勝浦市		1				千葉県勝浦市		0						千葉県勝浦市		0

		千葉県市原市		1				千葉県市原市		0						千葉県市原市		0

		千葉県流山市		1				千葉県流山市		0						千葉県流山市		0

		千葉県八千代市		1				千葉県八千代市		0						千葉県八千代市		0

		千葉県我孫子市		1				千葉県我孫子市		0						千葉県我孫子市		0

		千葉県鴨川市		1				千葉県鴨川市		0						千葉県鴨川市		0

		千葉県鎌ケ谷市		1				千葉県鎌ケ谷市		0						千葉県鎌ケ谷市		0

		千葉県君津市		1				千葉県君津市		0						千葉県君津市		0

		千葉県富津市		1				千葉県富津市		0						千葉県富津市		0

		千葉県浦安市		1				千葉県浦安市		0						千葉県浦安市		0

		千葉県四街道市		1				千葉県四街道市		0						千葉県四街道市		0

		千葉県袖ケ浦市		1				千葉県袖ケ浦市		0						千葉県袖ケ浦市		0

		千葉県八街市		1				千葉県八街市		0						千葉県八街市		0

		千葉県印西市		1				千葉県印西市		0						千葉県印西市		0

		千葉県白井市		1				千葉県白井市		0						千葉県白井市		0

		千葉県富里市		1				千葉県富里市		0						千葉県富里市		0

		千葉県南房総市		1				千葉県南房総市		0						千葉県南房総市		0

		千葉県匝瑳市		1				千葉県匝瑳市		0						千葉県匝瑳市		0

		千葉県香取市		1				千葉県香取市		0						千葉県香取市		0

		千葉県山武市		1				千葉県山武市		0						千葉県山武市		0

		千葉県いすみ市		1				千葉県いすみ市		0						千葉県いすみ市		0

		千葉県大網白里市		1				千葉県大網白里市		0						千葉県大網白里市		0

		千葉県酒々井町		1				千葉県酒々井町		0						千葉県酒々井町		0

		千葉県栄町		1				千葉県栄町		0						千葉県栄町		0

		千葉県神崎町		1				千葉県神崎町		0						千葉県神崎町		0

		千葉県多古町		1				千葉県多古町		0						千葉県多古町		0

		千葉県東庄町		1				千葉県東庄町		0						千葉県東庄町		0

		千葉県九十九里町		1				千葉県九十九里町		0						千葉県九十九里町		0

		千葉県芝山町		1				千葉県芝山町		0						千葉県芝山町		0

		千葉県横芝光町		1				千葉県横芝光町		0						千葉県横芝光町		0

		千葉県一宮町		1				千葉県一宮町		0						千葉県一宮町		0

		千葉県睦沢町		1				千葉県睦沢町		0						千葉県睦沢町		0

		千葉県長生村		1				千葉県長生村		0						千葉県長生村		0

		千葉県白子町		1				千葉県白子町		0						千葉県白子町		0

		千葉県長柄町		1				千葉県長柄町		0						千葉県長柄町		0

		千葉県長南町		1				千葉県長南町		0						千葉県長南町		0

		千葉県大多喜町		1				千葉県大多喜町		0						千葉県大多喜町		0

		千葉県御宿町		1				千葉県御宿町		0						千葉県御宿町		0

		千葉県鋸南町		1				千葉県鋸南町		0						千葉県鋸南町		0

		東京都千代田区		1				東京都千代田区		0						東京都千代田区		0

		東京都中央区		1				東京都中央区		0						東京都中央区		0

		東京都港区		1				東京都港区		0						東京都港区		0

		東京都新宿区		1				東京都新宿区		0						東京都新宿区		0

		東京都文京区		1				東京都文京区		0						東京都文京区		0

		東京都台東区		1				東京都台東区		0						東京都台東区		0

		東京都墨田区		1				東京都墨田区		0						東京都墨田区		0

		東京都江東区		1				東京都江東区		0						東京都江東区		0

		東京都品川区		1				東京都品川区		0						東京都品川区		0

		東京都目黒区		1				東京都目黒区		0						東京都目黒区		0

		東京都大田区		1				東京都大田区		0						東京都大田区		0

		東京都世田谷区		1				東京都世田谷区		0						東京都世田谷区		0

		東京都渋谷区		1				東京都渋谷区		0						東京都渋谷区		0

		東京都中野区		1				東京都中野区		0						東京都中野区		0

		東京都杉並区		1				東京都杉並区		0						東京都杉並区		0

		東京都豊島区		1				東京都豊島区		0						東京都豊島区		0

		東京都北区		1				東京都北区		0						東京都北区		0

		東京都荒川区		1				東京都荒川区		0						東京都荒川区		0

		東京都板橋区		1				東京都板橋区		0						東京都板橋区		0

		東京都練馬区		1				東京都練馬区		0						東京都練馬区		0

		東京都足立区		1				東京都足立区		0						東京都足立区		0

		東京都葛飾区		1				東京都葛飾区		0						東京都葛飾区		0

		東京都江戸川区		1				東京都江戸川区		0						東京都江戸川区		0

		東京都八王子市		1				東京都八王子市		0						東京都八王子市		0

		東京都立川市		1				東京都立川市		0						東京都立川市		0

		東京都武蔵野市		1				東京都武蔵野市		0						東京都武蔵野市		0

		東京都三鷹市		1				東京都三鷹市		0						東京都三鷹市		0

		東京都青梅市		1				東京都青梅市		0						東京都青梅市		0

		東京都府中市		1				東京都府中市		0						東京都府中市		0

		東京都昭島市		1				東京都昭島市		0						東京都昭島市		0

		東京都調布市		1				東京都調布市		0						東京都調布市		0

		東京都町田市		1				東京都町田市		0						東京都町田市		0

		東京都小金井市		1				東京都小金井市		0						東京都小金井市		0

		東京都小平市		1				東京都小平市		0						東京都小平市		0

		東京都日野市		1				東京都日野市		0						東京都日野市		0

		東京都東村山市		1				東京都東村山市		0						東京都東村山市		0

		東京都国分寺市		1				東京都国分寺市		0						東京都国分寺市		0

		東京都国立市		1				東京都国立市		0						東京都国立市		0

		東京都福生市		1				東京都福生市		0						東京都福生市		0

		東京都狛江市		1				東京都狛江市		0						東京都狛江市		0

		東京都東大和市		1				東京都東大和市		0						東京都東大和市		0

		東京都清瀬市		1				東京都清瀬市		0						東京都清瀬市		0

		東京都東久留米市		1				東京都東久留米市		0						東京都東久留米市		0

		東京都武蔵村山市		1				東京都武蔵村山市		0						東京都武蔵村山市		0

		東京都多摩市		1				東京都多摩市		0						東京都多摩市		0

		東京都稲城市		1				東京都稲城市		0						東京都稲城市		0

		東京都羽村市		1				東京都羽村市		0						東京都羽村市		0

		東京都あきる野市		1				東京都あきる野市		0						東京都あきる野市		0

		東京都西東京市		1				東京都西東京市		0						東京都西東京市		0

		東京都瑞穂町		1				東京都瑞穂町		0						東京都瑞穂町		0

		東京都日の出町		1				東京都日の出町		0						東京都日の出町		0

		東京都檜原村		1				東京都檜原村		0						東京都檜原村		0

		東京都奥多摩町		1				東京都奥多摩町		0						東京都奥多摩町		0

		東京都大島町		1				東京都大島町		0						東京都大島町		0

		東京都利島村		1				東京都利島村		0						東京都利島村		0

		東京都新島村		1				東京都新島村		0						東京都新島村		0

		東京都神津島村		1				東京都神津島村		0						東京都神津島村		0

		東京都三宅村		1				東京都三宅村		0						東京都三宅村		0

		東京都御蔵島村		1				東京都御蔵島村		0						東京都御蔵島村		0

		東京都八丈町		1				東京都八丈町		0						東京都八丈町		0

		東京都青ヶ島村		1				東京都青ヶ島村		0						東京都青ヶ島村		0

		東京都小笠原村		1				東京都小笠原村		0						東京都小笠原村		0

		神奈川県横須賀市		1				神奈川県横須賀市		0						神奈川県横須賀市		0

		神奈川県平塚市		1				神奈川県平塚市		0						神奈川県平塚市		0

		神奈川県鎌倉市		1				神奈川県鎌倉市		0						神奈川県鎌倉市		0

		神奈川県藤沢市		1				神奈川県藤沢市		0						神奈川県藤沢市		0

		神奈川県小田原市		1				神奈川県小田原市		0						神奈川県小田原市		0

		神奈川県茅ヶ崎市		1				神奈川県茅ヶ崎市		0						神奈川県茅ヶ崎市		0

		神奈川県逗子市		1				神奈川県逗子市		0						神奈川県逗子市		0

		神奈川県三浦市		1				神奈川県三浦市		0						神奈川県三浦市		0

		神奈川県秦野市		1				神奈川県秦野市		0						神奈川県秦野市		0

		神奈川県厚木市		1				神奈川県厚木市		0						神奈川県厚木市		0

		神奈川県大和市		1				神奈川県大和市		0						神奈川県大和市		0

		神奈川県伊勢原市		1				神奈川県伊勢原市		0						神奈川県伊勢原市		0

		神奈川県海老名市		1				神奈川県海老名市		0						神奈川県海老名市		0

		神奈川県座間市		1				神奈川県座間市		0						神奈川県座間市		0

		神奈川県南足柄市		1				神奈川県南足柄市		0						神奈川県南足柄市		0

		神奈川県綾瀬市		1				神奈川県綾瀬市		0						神奈川県綾瀬市		0

		神奈川県葉山町		1				神奈川県葉山町		0						神奈川県葉山町		0

		神奈川県寒川町		1				神奈川県寒川町		0						神奈川県寒川町		0

		神奈川県大磯町		1				神奈川県大磯町		0						神奈川県大磯町		0

		神奈川県二宮町		1				神奈川県二宮町		0						神奈川県二宮町		0

		神奈川県中井町		1				神奈川県中井町		0						神奈川県中井町		0

		神奈川県大井町		1				神奈川県大井町		0						神奈川県大井町		0

		神奈川県松田町		1				神奈川県松田町		0						神奈川県松田町		0

		神奈川県山北町		1				神奈川県山北町		0						神奈川県山北町		0

		神奈川県開成町		1				神奈川県開成町		0						神奈川県開成町		0

		神奈川県箱根町		1				神奈川県箱根町		0						神奈川県箱根町		0

		神奈川県真鶴町		1				神奈川県真鶴町		0						神奈川県真鶴町		0

		神奈川県湯河原町		1				神奈川県湯河原町		0						神奈川県湯河原町		0

		神奈川県愛川町		1				神奈川県愛川町		0						神奈川県愛川町		0

		神奈川県清川村		1				神奈川県清川村		0						神奈川県清川村		0

		新潟県長岡市		1				新潟県長岡市		0						新潟県長岡市		0

		新潟県三条市		1				新潟県三条市		0						新潟県三条市		0

		新潟県柏崎市		1				新潟県柏崎市		0						新潟県柏崎市		0

		新潟県新発田市		1				新潟県新発田市		0						新潟県新発田市		0

		新潟県小千谷市		1				新潟県小千谷市		0						新潟県小千谷市		0

		新潟県加茂市		1				新潟県加茂市		0						新潟県加茂市		0

		新潟県十日町市		1				新潟県十日町市		0						新潟県十日町市		0

		新潟県見附市		1				新潟県見附市		0						新潟県見附市		0

		新潟県村上市		1				新潟県村上市		0						新潟県村上市		0

		新潟県燕市		1				新潟県燕市		0						新潟県燕市		0

		新潟県糸魚川市		1				新潟県糸魚川市		0						新潟県糸魚川市		0

		新潟県妙高市		1				新潟県妙高市		0						新潟県妙高市		0

		新潟県五泉市		1				新潟県五泉市		0						新潟県五泉市		0

		新潟県上越市		1				新潟県上越市		0						新潟県上越市		0

		新潟県阿賀野市		1				新潟県阿賀野市		0						新潟県阿賀野市		0

		新潟県佐渡市		1				新潟県佐渡市		0						新潟県佐渡市		0

		新潟県魚沼市		1				新潟県魚沼市		0						新潟県魚沼市		0

		新潟県南魚沼市		1				新潟県南魚沼市		0						新潟県南魚沼市		0

		新潟県胎内市		1				新潟県胎内市		0						新潟県胎内市		0

		新潟県聖籠町		1				新潟県聖籠町		0						新潟県聖籠町		0

		新潟県弥彦村		1				新潟県弥彦村		0						新潟県弥彦村		0

		新潟県田上町		1				新潟県田上町		0						新潟県田上町		0

		新潟県阿賀町		1				新潟県阿賀町		0						新潟県阿賀町		0

		新潟県出雲崎町		1				新潟県出雲崎町		0						新潟県出雲崎町		0

		新潟県湯沢町		1				新潟県湯沢町		0						新潟県湯沢町		0

		新潟県津南町		1				新潟県津南町		0						新潟県津南町		0

		新潟県刈羽村		1				新潟県刈羽村		0						新潟県刈羽村		0

		新潟県関川村		1				新潟県関川村		0						新潟県関川村		0

		新潟県粟島浦村		1				新潟県粟島浦村		0						新潟県粟島浦村		0

		富山県富山市		1				富山県富山市		0						富山県富山市		0

		富山県高岡市		1				富山県高岡市		0						富山県高岡市		0

		富山県魚津市		1				富山県魚津市		0						富山県魚津市		0

		富山県氷見市		1				富山県氷見市		0						富山県氷見市		0

		富山県滑川市		1				富山県滑川市		0						富山県滑川市		0

		富山県黒部市		1				富山県黒部市		0						富山県黒部市		0

		富山県砺波市		1				富山県砺波市		0						富山県砺波市		0

		富山県小矢部市		1				富山県小矢部市		0						富山県小矢部市		0

		富山県南砺市		1				富山県南砺市		0						富山県南砺市		0

		富山県射水市		1				富山県射水市		0						富山県射水市		0

		富山県舟橋村		1				富山県舟橋村		0						富山県舟橋村		0

		富山県上市町		1				富山県上市町		0						富山県上市町		0

		富山県立山町		1				富山県立山町		0						富山県立山町		0

		富山県入善町		1				富山県入善町		0						富山県入善町		0

		富山県朝日町		1				富山県朝日町		0						富山県朝日町		0

		石川県金沢市		1				石川県金沢市		0						石川県金沢市		0

		石川県七尾市		1				石川県七尾市		0						石川県七尾市		0

		石川県小松市		1				石川県小松市		0						石川県小松市		0

		石川県輪島市		1				石川県輪島市		0						石川県輪島市		0

		石川県珠洲市		1				石川県珠洲市		0						石川県珠洲市		0

		石川県加賀市		1				石川県加賀市		0						石川県加賀市		0

		石川県羽咋市		1				石川県羽咋市		0						石川県羽咋市		0

		石川県かほく市		1				石川県かほく市		0						石川県かほく市		0

		石川県白山市		1				石川県白山市		0						石川県白山市		0

		石川県能美市		1				石川県能美市		0						石川県能美市		0

		石川県野々市市		1				石川県野々市市		0						石川県野々市市		0

		石川県川北町		1				石川県川北町		0						石川県川北町		0

		石川県津幡町		1				石川県津幡町		0						石川県津幡町		0

		石川県内灘町		1				石川県内灘町		0						石川県内灘町		0

		石川県志賀町		1				石川県志賀町		0						石川県志賀町		0

		石川県宝達志水町		1				石川県宝達志水町		0						石川県宝達志水町		0

		石川県中能登町		1				石川県中能登町		0						石川県中能登町		0

		石川県穴水町		1				石川県穴水町		0						石川県穴水町		0

		石川県能登町		1				石川県能登町		0						石川県能登町		0

		福井県福井市		1				福井県福井市		0						福井県福井市		0

		福井県敦賀市		1				福井県敦賀市		0						福井県敦賀市		0

		福井県小浜市		1				福井県小浜市		0						福井県小浜市		0

		福井県大野市		1				福井県大野市		0						福井県大野市		0

		福井県勝山市		1				福井県勝山市		0						福井県勝山市		0

		福井県鯖江市		1				福井県鯖江市		0						福井県鯖江市		0

		福井県あわら市		1				福井県あわら市		0						福井県あわら市		0

		福井県越前市		1				福井県越前市		0						福井県越前市		0

		福井県坂井市		1				福井県坂井市		0						福井県坂井市		0

		福井県永平寺町		1				福井県永平寺町		0						福井県永平寺町		0

		福井県池田町		1				福井県池田町		0						福井県池田町		0

		福井県南越前町		1				福井県南越前町		0						福井県南越前町		0

		福井県越前町		1				福井県越前町		0						福井県越前町		0

		福井県美浜町		1				福井県美浜町		0						福井県美浜町		0

		福井県高浜町		1				福井県高浜町		0						福井県高浜町		0

		福井県おおい町		1				福井県おおい町		0						福井県おおい町		0

		福井県若狭町		1				福井県若狭町		0						福井県若狭町		0

		山梨県甲府市		1				山梨県甲府市		0						山梨県甲府市		0

		山梨県富士吉田市		1				山梨県富士吉田市		0						山梨県富士吉田市		0

		山梨県都留市		1				山梨県都留市		0						山梨県都留市		0

		山梨県山梨市		1				山梨県山梨市		0						山梨県山梨市		0

		山梨県大月市		1				山梨県大月市		0						山梨県大月市		0

		山梨県韮崎市		1				山梨県韮崎市		0						山梨県韮崎市		0

		山梨県南アルプス市		1				山梨県南アルプス市		0						山梨県南アルプス市		0

		山梨県北杜市		1				山梨県北杜市		0						山梨県北杜市		0

		山梨県甲斐市		1				山梨県甲斐市		0						山梨県甲斐市		0

		山梨県笛吹市		1				山梨県笛吹市		0						山梨県笛吹市		0

		山梨県上野原市		1				山梨県上野原市		0						山梨県上野原市		0

		山梨県甲州市		1				山梨県甲州市		0						山梨県甲州市		0

		山梨県中央市		1				山梨県中央市		0						山梨県中央市		0

		山梨県市川三郷町		1				山梨県市川三郷町		0						山梨県市川三郷町		0

		山梨県早川町		1				山梨県早川町		0						山梨県早川町		0

		山梨県身延町		1				山梨県身延町		0						山梨県身延町		0

		山梨県南部町		1				山梨県南部町		0						山梨県南部町		0

		山梨県富士川町		1				山梨県富士川町		0						山梨県富士川町		0

		山梨県昭和町		1				山梨県昭和町		0						山梨県昭和町		0

		山梨県道志村		1				山梨県道志村		0						山梨県道志村		0

		山梨県西桂町		1				山梨県西桂町		0						山梨県西桂町		0

		山梨県忍野村		1				山梨県忍野村		0						山梨県忍野村		0

		山梨県山中湖村		1				山梨県山中湖村		0						山梨県山中湖村		0

		山梨県鳴沢村		1				山梨県鳴沢村		0						山梨県鳴沢村		0

		山梨県富士河口湖町		1				山梨県富士河口湖町		0						山梨県富士河口湖町		0

		山梨県小菅村		1				山梨県小菅村		0						山梨県小菅村		0

		山梨県丹波山村		1				山梨県丹波山村		0						山梨県丹波山村		0

		長野県長野市		1				長野県長野市		0						長野県長野市		0

		長野県松本市		1				長野県松本市		0						長野県松本市		0

		長野県上田市		1				長野県上田市		0						長野県上田市		0

		長野県岡谷市		1				長野県岡谷市		0						長野県岡谷市		0

		長野県飯田市		1				長野県飯田市		0						長野県飯田市		0

		長野県諏訪市		1				長野県諏訪市		0						長野県諏訪市		0

		長野県須坂市		1				長野県須坂市		0						長野県須坂市		0

		長野県小諸市		1				長野県小諸市		0						長野県小諸市		0

		長野県伊那市		1				長野県伊那市		0						長野県伊那市		0

		長野県駒ヶ根市		1				長野県駒ヶ根市		0						長野県駒ヶ根市		0

		長野県中野市		1				長野県中野市		0						長野県中野市		0

		長野県大町市		1				長野県大町市		0						長野県大町市		0

		長野県飯山市		1				長野県飯山市		0						長野県飯山市		0

		長野県茅野市		1				長野県茅野市		0						長野県茅野市		0

		長野県塩尻市		1				長野県塩尻市		0						長野県塩尻市		0

		長野県佐久市		1				長野県佐久市		0						長野県佐久市		0

		長野県千曲市		1				長野県千曲市		0						長野県千曲市		0

		長野県東御市		1				長野県東御市		0						長野県東御市		0

		長野県安曇野市		1				長野県安曇野市		0						長野県安曇野市		0

		長野県小海町		1				長野県小海町		0						長野県小海町		0

		長野県川上村		1				長野県川上村		0						長野県川上村		0

		長野県南牧村		1				長野県南牧村		0						長野県南牧村		0

		長野県南相木村		1				長野県南相木村		0						長野県南相木村		0

		長野県北相木村		1				長野県北相木村		0						長野県北相木村		0

		長野県佐久穂町		1				長野県佐久穂町		0						長野県佐久穂町		0

		長野県軽井沢町		1				長野県軽井沢町		0						長野県軽井沢町		0

		長野県御代田町		1				長野県御代田町		0						長野県御代田町		0

		長野県立科町		1				長野県立科町		0						長野県立科町		0

		長野県青木村		1				長野県青木村		0						長野県青木村		0

		長野県長和町		1				長野県長和町		0						長野県長和町		0

		長野県下諏訪町		1				長野県下諏訪町		0						長野県下諏訪町		0

		長野県富士見町		1				長野県富士見町		0						長野県富士見町		0

		長野県原村		1				長野県原村		0						長野県原村		0

		長野県辰野町		1				長野県辰野町		0						長野県辰野町		0

		長野県箕輪町		1				長野県箕輪町		0						長野県箕輪町		0

		長野県飯島町		1				長野県飯島町		0						長野県飯島町		0

		長野県南箕輪村		1				長野県南箕輪村		0						長野県南箕輪村		0

		長野県中川村		1				長野県中川村		0						長野県中川村		0

		長野県宮田村		1				長野県宮田村		0						長野県宮田村		0

		長野県松川町		1				長野県松川町		0						長野県松川町		0

		長野県高森町		1				長野県高森町		0						長野県高森町		0

		長野県阿南町		1				長野県阿南町		0						長野県阿南町		0

		長野県阿智村		1				長野県阿智村		0						長野県阿智村		0

		長野県平谷村		1				長野県平谷村		0						長野県平谷村		0

		長野県根羽村		1				長野県根羽村		0						長野県根羽村		0

		長野県下條村		1				長野県下條村		0						長野県下條村		0

		長野県売木村		1				長野県売木村		0						長野県売木村		0

		長野県天龍村		1				長野県天龍村		0						長野県天龍村		0

		長野県泰阜村		1				長野県泰阜村		0						長野県泰阜村		0

		長野県喬木村		1				長野県喬木村		0						長野県喬木村		0

		長野県豊丘村		1				長野県豊丘村		0						長野県豊丘村		0

		長野県大鹿村		1				長野県大鹿村		0						長野県大鹿村		0

		長野県上松町		1				長野県上松町		0						長野県上松町		0

		長野県南木曽町		1				長野県南木曽町		0						長野県南木曽町		0

		長野県木祖村		1				長野県木祖村		0						長野県木祖村		0

		長野県王滝村		1				長野県王滝村		0						長野県王滝村		0

		長野県大桑村		1				長野県大桑村		0						長野県大桑村		0

		長野県木曽町		1				長野県木曽町		0						長野県木曽町		0

		長野県麻績村		1				長野県麻績村		0						長野県麻績村		0

		長野県生坂村		1				長野県生坂村		0						長野県生坂村		0

		長野県山形村		1				長野県山形村		0						長野県山形村		0

		長野県朝日村		1				長野県朝日村		0						長野県朝日村		0

		長野県筑北村		1				長野県筑北村		0						長野県筑北村		0

		長野県池田町		1				長野県池田町		0						長野県池田町		0

		長野県松川村		1				長野県松川村		0						長野県松川村		0

		長野県白馬村		1				長野県白馬村		0						長野県白馬村		0

		長野県小谷村		1				長野県小谷村		0						長野県小谷村		0

		長野県坂城町		1				長野県坂城町		0						長野県坂城町		0

		長野県小布施町		1				長野県小布施町		0						長野県小布施町		0

		長野県高山村		1				長野県高山村		0						長野県高山村		0

		長野県山ノ内町		1				長野県山ノ内町		0						長野県山ノ内町		0

		長野県木島平村		1				長野県木島平村		0						長野県木島平村		0

		長野県野沢温泉村		1				長野県野沢温泉村		0						長野県野沢温泉村		0

		長野県信濃町		1				長野県信濃町		0						長野県信濃町		0

		長野県小川村		1				長野県小川村		0						長野県小川村		0

		長野県飯綱町		1				長野県飯綱町		0						長野県飯綱町		0

		長野県栄村		1				長野県栄村		0						長野県栄村		0

		岐阜県岐阜市		1				岐阜県岐阜市		0						岐阜県岐阜市		0

		岐阜県大垣市		1				岐阜県大垣市		0						岐阜県大垣市		0

		岐阜県高山市		1				岐阜県高山市		0						岐阜県高山市		0

		岐阜県多治見市		1				岐阜県多治見市		0						岐阜県多治見市		0

		岐阜県関市		1				岐阜県関市		0						岐阜県関市		0

		岐阜県中津川市		1				岐阜県中津川市		0						岐阜県中津川市		0

		岐阜県美濃市		1				岐阜県美濃市		0						岐阜県美濃市		0

		岐阜県瑞浪市		1				岐阜県瑞浪市		0						岐阜県瑞浪市		0

		岐阜県羽島市		1				岐阜県羽島市		0						岐阜県羽島市		0

		岐阜県恵那市		1				岐阜県恵那市		0						岐阜県恵那市		0

		岐阜県美濃加茂市		1				岐阜県美濃加茂市		0						岐阜県美濃加茂市		0

		岐阜県土岐市		1				岐阜県土岐市		0						岐阜県土岐市		0

		岐阜県各務原市		1				岐阜県各務原市		0						岐阜県各務原市		0

		岐阜県可児市		1				岐阜県可児市		0						岐阜県可児市		0

		岐阜県山県市		1				岐阜県山県市		0						岐阜県山県市		0

		岐阜県瑞穂市		1				岐阜県瑞穂市		0						岐阜県瑞穂市		0

		岐阜県飛騨市		1				岐阜県飛騨市		0						岐阜県飛騨市		0

		岐阜県本巣市		1				岐阜県本巣市		0						岐阜県本巣市		0

		岐阜県郡上市		1				岐阜県郡上市		0						岐阜県郡上市		0

		岐阜県下呂市		1				岐阜県下呂市		0						岐阜県下呂市		0

		岐阜県海津市		1				岐阜県海津市		0						岐阜県海津市		0

		岐阜県岐南町		1				岐阜県岐南町		0						岐阜県岐南町		0

		岐阜県笠松町		1				岐阜県笠松町		0						岐阜県笠松町		0

		岐阜県養老町		1				岐阜県養老町		0						岐阜県養老町		0

		岐阜県垂井町		1				岐阜県垂井町		0						岐阜県垂井町		0

		岐阜県関ケ原町		1				岐阜県関ケ原町		0						岐阜県関ケ原町		0

		岐阜県神戸町		1				岐阜県神戸町		0						岐阜県神戸町		0

		岐阜県輪之内町		1				岐阜県輪之内町		0						岐阜県輪之内町		0

		岐阜県安八町		1				岐阜県安八町		0						岐阜県安八町		0

		岐阜県揖斐川町		1				岐阜県揖斐川町		0						岐阜県揖斐川町		0

		岐阜県大野町		1				岐阜県大野町		0						岐阜県大野町		0

		岐阜県池田町		1				岐阜県池田町		0						岐阜県池田町		0

		岐阜県北方町		1				岐阜県北方町		0						岐阜県北方町		0

		岐阜県坂祝町		1				岐阜県坂祝町		0						岐阜県坂祝町		0

		岐阜県富加町		1				岐阜県富加町		0						岐阜県富加町		0

		岐阜県川辺町		1				岐阜県川辺町		0						岐阜県川辺町		0

		岐阜県七宗町		1				岐阜県七宗町		0						岐阜県七宗町		0

		岐阜県八百津町		1				岐阜県八百津町		0						岐阜県八百津町		0

		岐阜県白川町		1				岐阜県白川町		0						岐阜県白川町		0

		岐阜県東白川村		1				岐阜県東白川村		0						岐阜県東白川村		0

		岐阜県御嵩町		1				岐阜県御嵩町		0						岐阜県御嵩町		0

		岐阜県白川村		1				岐阜県白川村		0						岐阜県白川村		0

		静岡県沼津市		1				静岡県沼津市		0						静岡県沼津市		0

		静岡県熱海市		1				静岡県熱海市		0						静岡県熱海市		0

		静岡県三島市		1				静岡県三島市		0						静岡県三島市		0

		静岡県富士宮市		1				静岡県富士宮市		0						静岡県富士宮市		0

		静岡県伊東市		1				静岡県伊東市		0						静岡県伊東市		0

		静岡県島田市		1				静岡県島田市		0						静岡県島田市		0

		静岡県富士市		1				静岡県富士市		0						静岡県富士市		0

		静岡県磐田市		1				静岡県磐田市		0						静岡県磐田市		0

		静岡県焼津市		1				静岡県焼津市		0						静岡県焼津市		0

		静岡県掛川市		1				静岡県掛川市		0						静岡県掛川市		0

		静岡県藤枝市		1				静岡県藤枝市		0						静岡県藤枝市		0

		静岡県御殿場市		1				静岡県御殿場市		0						静岡県御殿場市		0

		静岡県袋井市		1				静岡県袋井市		0						静岡県袋井市		0

		静岡県下田市		1				静岡県下田市		0						静岡県下田市		0

		静岡県裾野市		1				静岡県裾野市		0						静岡県裾野市		0

		静岡県湖西市		1				静岡県湖西市		0						静岡県湖西市		0

		静岡県伊豆市		1				静岡県伊豆市		0						静岡県伊豆市		0

		静岡県御前崎市		1				静岡県御前崎市		0						静岡県御前崎市		0

		静岡県菊川市		1				静岡県菊川市		0						静岡県菊川市		0

		静岡県伊豆の国市		1				静岡県伊豆の国市		0						静岡県伊豆の国市		0

		静岡県牧之原市		1				静岡県牧之原市		0						静岡県牧之原市		0

		静岡県東伊豆町		1				静岡県東伊豆町		0						静岡県東伊豆町		0

		静岡県河津町		1				静岡県河津町		0						静岡県河津町		0

		静岡県南伊豆町		1				静岡県南伊豆町		0						静岡県南伊豆町		0

		静岡県松崎町		1				静岡県松崎町		0						静岡県松崎町		0

		静岡県西伊豆町		1				静岡県西伊豆町		0						静岡県西伊豆町		0

		静岡県函南町		1				静岡県函南町		0						静岡県函南町		0

		静岡県清水町		1				静岡県清水町		0						静岡県清水町		0

		静岡県長泉町		1				静岡県長泉町		0						静岡県長泉町		0

		静岡県小山町		1				静岡県小山町		0						静岡県小山町		0

		静岡県吉田町		1				静岡県吉田町		0						静岡県吉田町		0

		静岡県川根本町		1				静岡県川根本町		0						静岡県川根本町		0

		静岡県森町		1				静岡県森町		0						静岡県森町		0

		愛知県豊橋市		1				愛知県豊橋市		0						愛知県豊橋市		0

		愛知県岡崎市		1				愛知県岡崎市		0						愛知県岡崎市		0

		愛知県一宮市		1				愛知県一宮市		0						愛知県一宮市		0

		愛知県瀬戸市		1				愛知県瀬戸市		0						愛知県瀬戸市		0

		愛知県半田市		1				愛知県半田市		0						愛知県半田市		0

		愛知県春日井市		1				愛知県春日井市		0						愛知県春日井市		0

		愛知県豊川市		1				愛知県豊川市		0						愛知県豊川市		0

		愛知県津島市		1				愛知県津島市		0						愛知県津島市		0

		愛知県碧南市		1				愛知県碧南市		0						愛知県碧南市		0

		愛知県刈谷市		1				愛知県刈谷市		0						愛知県刈谷市		0

		愛知県豊田市		1				愛知県豊田市		0						愛知県豊田市		0

		愛知県安城市		1				愛知県安城市		0						愛知県安城市		0

		愛知県西尾市		1				愛知県西尾市		0						愛知県西尾市		0

		愛知県蒲郡市		1				愛知県蒲郡市		0						愛知県蒲郡市		0

		愛知県犬山市		1				愛知県犬山市		0						愛知県犬山市		0

		愛知県常滑市		1				愛知県常滑市		0						愛知県常滑市		0

		愛知県江南市		1				愛知県江南市		0						愛知県江南市		0

		愛知県小牧市		1				愛知県小牧市		0						愛知県小牧市		0

		愛知県稲沢市		1				愛知県稲沢市		0						愛知県稲沢市		0

		愛知県新城市		1				愛知県新城市		0						愛知県新城市		0

		愛知県東海市		1				愛知県東海市		0						愛知県東海市		0

		愛知県大府市		1				愛知県大府市		0						愛知県大府市		0

		愛知県知多市		1				愛知県知多市		0						愛知県知多市		0

		愛知県知立市		1				愛知県知立市		0						愛知県知立市		0

		愛知県尾張旭市		1				愛知県尾張旭市		0						愛知県尾張旭市		0

		愛知県高浜市		1				愛知県高浜市		0						愛知県高浜市		0

		愛知県岩倉市		1				愛知県岩倉市		0						愛知県岩倉市		0

		愛知県豊明市		1				愛知県豊明市		0						愛知県豊明市		0

		愛知県日進市		1				愛知県日進市		0						愛知県日進市		0

		愛知県田原市		1				愛知県田原市		0						愛知県田原市		0

		愛知県愛西市		1				愛知県愛西市		0						愛知県愛西市		0

		愛知県清須市		1				愛知県清須市		0						愛知県清須市		0

		愛知県北名古屋市		1				愛知県北名古屋市		0						愛知県北名古屋市		0

		愛知県弥富市		1				愛知県弥富市		0						愛知県弥富市		0

		愛知県みよし市		1				愛知県みよし市		0						愛知県みよし市		0

		愛知県あま市		1				愛知県あま市		0						愛知県あま市		0

		愛知県長久手市		1				愛知県長久手市		0						愛知県長久手市		0

		愛知県東郷町		1				愛知県東郷町		0						愛知県東郷町		0

		愛知県豊山町		1				愛知県豊山町		0						愛知県豊山町		0

		愛知県大口町		1				愛知県大口町		0						愛知県大口町		0

		愛知県扶桑町		1				愛知県扶桑町		0						愛知県扶桑町		0

		愛知県大治町		1				愛知県大治町		0						愛知県大治町		0

		愛知県蟹江町		1				愛知県蟹江町		0						愛知県蟹江町		0

		愛知県飛島村		1				愛知県飛島村		0						愛知県飛島村		0

		愛知県阿久比町		1				愛知県阿久比町		0						愛知県阿久比町		0

		愛知県東浦町		1				愛知県東浦町		0						愛知県東浦町		0

		愛知県南知多町		1				愛知県南知多町		0						愛知県南知多町		0

		愛知県美浜町		1				愛知県美浜町		0						愛知県美浜町		0

		愛知県武豊町		1				愛知県武豊町		0						愛知県武豊町		0

		愛知県幸田町		1				愛知県幸田町		0						愛知県幸田町		0

		愛知県設楽町		1				愛知県設楽町		0						愛知県設楽町		0

		愛知県東栄町		1				愛知県東栄町		0						愛知県東栄町		0

		愛知県豊根村		1				愛知県豊根村		0						愛知県豊根村		0

		三重県津市		1				三重県津市		0						三重県津市		0

		三重県四日市市		1				三重県四日市市		0						三重県四日市市		0

		三重県伊勢市		1				三重県伊勢市		0						三重県伊勢市		0

		三重県松阪市		1				三重県松阪市		0						三重県松阪市		0

		三重県桑名市		1				三重県桑名市		0						三重県桑名市		0

		三重県鈴鹿市		1				三重県鈴鹿市		0						三重県鈴鹿市		0

		三重県名張市		1				三重県名張市		0						三重県名張市		0

		三重県尾鷲市		1				三重県尾鷲市		0						三重県尾鷲市		0

		三重県亀山市		1				三重県亀山市		0						三重県亀山市		0

		三重県鳥羽市		1				三重県鳥羽市		0						三重県鳥羽市		0

		三重県熊野市		1				三重県熊野市		0						三重県熊野市		0

		三重県いなべ市		1				三重県いなべ市		0						三重県いなべ市		0

		三重県志摩市		1				三重県志摩市		0						三重県志摩市		0

		三重県伊賀市		1				三重県伊賀市		0						三重県伊賀市		0

		三重県木曽岬町		1				三重県木曽岬町		0						三重県木曽岬町		0

		三重県東員町		1				三重県東員町		0						三重県東員町		0

		三重県菰野町		1				三重県菰野町		0						三重県菰野町		0

		三重県朝日町		1				三重県朝日町		0						三重県朝日町		0

		三重県川越町		1				三重県川越町		0						三重県川越町		0

		三重県多気町		1				三重県多気町		0						三重県多気町		0

		三重県明和町		1				三重県明和町		0						三重県明和町		0

		三重県大台町		1				三重県大台町		0						三重県大台町		0

		三重県玉城町		1				三重県玉城町		0						三重県玉城町		0

		三重県度会町		1				三重県度会町		0						三重県度会町		0

		三重県大紀町		1				三重県大紀町		0						三重県大紀町		0

		三重県南伊勢町		1				三重県南伊勢町		0						三重県南伊勢町		0

		三重県紀北町		1				三重県紀北町		0						三重県紀北町		0

		三重県御浜町		1				三重県御浜町		0						三重県御浜町		0

		三重県紀宝町		1				三重県紀宝町		0						三重県紀宝町		0

		滋賀県大津市		1				滋賀県大津市		0						滋賀県大津市		0

		滋賀県彦根市		1				滋賀県彦根市		0						滋賀県彦根市		0

		滋賀県長浜市		1				滋賀県長浜市		0						滋賀県長浜市		0

		滋賀県近江八幡市		1				滋賀県近江八幡市		0						滋賀県近江八幡市		0

		滋賀県草津市		1				滋賀県草津市		0						滋賀県草津市		0

		滋賀県守山市		1				滋賀県守山市		0						滋賀県守山市		0

		滋賀県栗東市		1				滋賀県栗東市		0						滋賀県栗東市		0

		滋賀県甲賀市		1				滋賀県甲賀市		0						滋賀県甲賀市		0

		滋賀県野洲市		1				滋賀県野洲市		0						滋賀県野洲市		0

		滋賀県湖南市		1				滋賀県湖南市		0						滋賀県湖南市		0

		滋賀県高島市		1				滋賀県高島市		0						滋賀県高島市		0

		滋賀県東近江市		1				滋賀県東近江市		0						滋賀県東近江市		0

		滋賀県米原市		1				滋賀県米原市		0						滋賀県米原市		0

		滋賀県日野町		1				滋賀県日野町		0						滋賀県日野町		0

		滋賀県竜王町		1				滋賀県竜王町		0						滋賀県竜王町		0

		滋賀県愛荘町		1				滋賀県愛荘町		0						滋賀県愛荘町		0

		滋賀県豊郷町		1				滋賀県豊郷町		0						滋賀県豊郷町		0

		滋賀県甲良町		1				滋賀県甲良町		0						滋賀県甲良町		0

		滋賀県多賀町		1				滋賀県多賀町		0						滋賀県多賀町		0

		京都府福知山市		1				京都府福知山市		0						京都府福知山市		0

		京都府舞鶴市		1				京都府舞鶴市		0						京都府舞鶴市		0

		京都府綾部市		1				京都府綾部市		0						京都府綾部市		0

		京都府宇治市		1				京都府宇治市		0						京都府宇治市		0

		京都府宮津市		1				京都府宮津市		0						京都府宮津市		0

		京都府亀岡市		1				京都府亀岡市		0						京都府亀岡市		0

		京都府城陽市		1				京都府城陽市		0						京都府城陽市		0

		京都府向日市		1				京都府向日市		0						京都府向日市		0

		京都府長岡京市		1				京都府長岡京市		0						京都府長岡京市		0

		京都府八幡市		1				京都府八幡市		0						京都府八幡市		0

		京都府京田辺市		1				京都府京田辺市		0						京都府京田辺市		0

		京都府京丹後市		1				京都府京丹後市		0						京都府京丹後市		0

		京都府南丹市		1				京都府南丹市		0						京都府南丹市		0

		京都府木津川市		1				京都府木津川市		0						京都府木津川市		0

		京都府大山崎町		1				京都府大山崎町		0						京都府大山崎町		0

		京都府久御山町		1				京都府久御山町		0						京都府久御山町		0

		京都府井手町		1				京都府井手町		0						京都府井手町		0

		京都府宇治田原町		1				京都府宇治田原町		0						京都府宇治田原町		0

		京都府笠置町		1				京都府笠置町		0						京都府笠置町		0

		京都府和束町		1				京都府和束町		0						京都府和束町		0

		京都府精華町		1				京都府精華町		0						京都府精華町		0

		京都府南山城村		1				京都府南山城村		0						京都府南山城村		0

		京都府京丹波町		1				京都府京丹波町		0						京都府京丹波町		0

		京都府伊根町		1				京都府伊根町		0						京都府伊根町		0

		京都府与謝野町		1				京都府与謝野町		0						京都府与謝野町		0

		大阪府岸和田市		1				大阪府岸和田市		0						大阪府岸和田市		0

		大阪府豊中市		1				大阪府豊中市		0						大阪府豊中市		0

		大阪府池田市		1				大阪府池田市		0						大阪府池田市		0

		大阪府吹田市		1				大阪府吹田市		0						大阪府吹田市		0

		大阪府泉大津市		1				大阪府泉大津市		0						大阪府泉大津市		0

		大阪府高槻市		1				大阪府高槻市		0						大阪府高槻市		0

		大阪府貝塚市		1				大阪府貝塚市		0						大阪府貝塚市		0

		大阪府守口市		1				大阪府守口市		0						大阪府守口市		0

		大阪府枚方市		1				大阪府枚方市		0						大阪府枚方市		0

		大阪府茨木市		1				大阪府茨木市		0						大阪府茨木市		0

		大阪府八尾市		1				大阪府八尾市		0						大阪府八尾市		0

		大阪府泉佐野市		1				大阪府泉佐野市		0						大阪府泉佐野市		0

		大阪府富田林市		1				大阪府富田林市		0						大阪府富田林市		0

		大阪府寝屋川市		1				大阪府寝屋川市		0						大阪府寝屋川市		0

		大阪府河内長野市		1				大阪府河内長野市		0						大阪府河内長野市		0

		大阪府松原市		1				大阪府松原市		0						大阪府松原市		0

		大阪府大東市		1				大阪府大東市		0						大阪府大東市		0

		大阪府和泉市		1				大阪府和泉市		0						大阪府和泉市		0

		大阪府箕面市		1				大阪府箕面市		0						大阪府箕面市		0

		大阪府柏原市		1				大阪府柏原市		0						大阪府柏原市		0

		大阪府羽曳野市		1				大阪府羽曳野市		0						大阪府羽曳野市		0

		大阪府門真市		1				大阪府門真市		0						大阪府門真市		0

		大阪府摂津市		1				大阪府摂津市		0						大阪府摂津市		0

		大阪府高石市		1				大阪府高石市		0						大阪府高石市		0

		大阪府藤井寺市		1				大阪府藤井寺市		0						大阪府藤井寺市		0

		大阪府東大阪市		1				大阪府東大阪市		0						大阪府東大阪市		0

		大阪府泉南市		1				大阪府泉南市		0						大阪府泉南市		0

		大阪府四條畷市		1				大阪府四條畷市		0						大阪府四條畷市		0

		大阪府交野市		1				大阪府交野市		0						大阪府交野市		0

		大阪府大阪狭山市		1				大阪府大阪狭山市		0						大阪府大阪狭山市		0

		大阪府阪南市		1				大阪府阪南市		0						大阪府阪南市		0

		大阪府島本町		1				大阪府島本町		0						大阪府島本町		0

		大阪府豊能町		1				大阪府豊能町		0						大阪府豊能町		0

		大阪府能勢町		1				大阪府能勢町		0						大阪府能勢町		0

		大阪府忠岡町		1				大阪府忠岡町		0						大阪府忠岡町		0

		大阪府熊取町		1				大阪府熊取町		0						大阪府熊取町		0

		大阪府田尻町		1				大阪府田尻町		0						大阪府田尻町		0

		大阪府岬町		1				大阪府岬町		0						大阪府岬町		0

		大阪府太子町		1				大阪府太子町		0						大阪府太子町		0

		大阪府河南町		1				大阪府河南町		0						大阪府河南町		0

		大阪府千早赤阪村		1				大阪府千早赤阪村		0						大阪府千早赤阪村		0

		兵庫県姫路市		1				兵庫県姫路市		0						兵庫県姫路市		0

		兵庫県尼崎市		1				兵庫県尼崎市		0						兵庫県尼崎市		0

		兵庫県明石市		1				兵庫県明石市		0						兵庫県明石市		0

		兵庫県西宮市		1				兵庫県西宮市		0						兵庫県西宮市		0

		兵庫県洲本市		1				兵庫県洲本市		0						兵庫県洲本市		0

		兵庫県芦屋市		1				兵庫県芦屋市		0						兵庫県芦屋市		0

		兵庫県伊丹市		1				兵庫県伊丹市		0						兵庫県伊丹市		0

		兵庫県相生市		1				兵庫県相生市		0						兵庫県相生市		0

		兵庫県豊岡市		1				兵庫県豊岡市		0						兵庫県豊岡市		0

		兵庫県加古川市		1				兵庫県加古川市		0						兵庫県加古川市		0

		兵庫県赤穂市		1				兵庫県赤穂市		0						兵庫県赤穂市		0

		兵庫県西脇市		1				兵庫県西脇市		0						兵庫県西脇市		0

		兵庫県宝塚市		1				兵庫県宝塚市		0						兵庫県宝塚市		0

		兵庫県三木市		1				兵庫県三木市		0						兵庫県三木市		0

		兵庫県高砂市		1				兵庫県高砂市		0						兵庫県高砂市		0

		兵庫県川西市		1				兵庫県川西市		0						兵庫県川西市		0

		兵庫県小野市		1				兵庫県小野市		0						兵庫県小野市		0

		兵庫県三田市		1				兵庫県三田市		0						兵庫県三田市		0

		兵庫県加西市		1				兵庫県加西市		0						兵庫県加西市		0

		兵庫県篠山市		1				兵庫県篠山市		0						兵庫県篠山市		0

		兵庫県養父市		1				兵庫県養父市		0						兵庫県養父市		0

		兵庫県丹波市		1				兵庫県丹波市		0						兵庫県丹波市		0

		兵庫県南あわじ市		1				兵庫県南あわじ市		0						兵庫県南あわじ市		0

		兵庫県朝来市		1				兵庫県朝来市		0						兵庫県朝来市		0

		兵庫県淡路市		1				兵庫県淡路市		0						兵庫県淡路市		0

		兵庫県宍粟市		1				兵庫県宍粟市		0						兵庫県宍粟市		0

		兵庫県加東市		1				兵庫県加東市		0						兵庫県加東市		0

		兵庫県たつの市		1				兵庫県たつの市		0						兵庫県たつの市		0

		兵庫県猪名川町		1				兵庫県猪名川町		0						兵庫県猪名川町		0

		兵庫県多可町		1				兵庫県多可町		0						兵庫県多可町		0

		兵庫県稲美町		1				兵庫県稲美町		0						兵庫県稲美町		0

		兵庫県播磨町		1				兵庫県播磨町		0						兵庫県播磨町		0

		兵庫県市川町		1				兵庫県市川町		0						兵庫県市川町		0

		兵庫県福崎町		1				兵庫県福崎町		0						兵庫県福崎町		0

		兵庫県神河町		1				兵庫県神河町		0						兵庫県神河町		0

		兵庫県太子町		1				兵庫県太子町		0						兵庫県太子町		0

		兵庫県上郡町		1				兵庫県上郡町		0						兵庫県上郡町		0

		兵庫県佐用町		1				兵庫県佐用町		0						兵庫県佐用町		0

		兵庫県香美町		1				兵庫県香美町		0						兵庫県香美町		0

		兵庫県新温泉町		1				兵庫県新温泉町		0						兵庫県新温泉町		0

		奈良県奈良市		1				奈良県奈良市		0						奈良県奈良市		0

		奈良県大和高田市		1				奈良県大和高田市		0						奈良県大和高田市		0

		奈良県大和郡山市		1				奈良県大和郡山市		0						奈良県大和郡山市		0

		奈良県天理市		1				奈良県天理市		0						奈良県天理市		0

		奈良県橿原市		1				奈良県橿原市		0						奈良県橿原市		0

		奈良県桜井市		1				奈良県桜井市		0						奈良県桜井市		0

		奈良県五條市		1				奈良県五條市		0						奈良県五條市		0

		奈良県御所市		1				奈良県御所市		0						奈良県御所市		0

		奈良県生駒市		1				奈良県生駒市		0						奈良県生駒市		0

		奈良県香芝市		1				奈良県香芝市		0						奈良県香芝市		0

		奈良県葛城市		1				奈良県葛城市		0						奈良県葛城市		0

		奈良県宇陀市		1				奈良県宇陀市		0						奈良県宇陀市		0

		奈良県山添村		1				奈良県山添村		0						奈良県山添村		0

		奈良県平群町		1				奈良県平群町		0						奈良県平群町		0

		奈良県三郷町		1				奈良県三郷町		0						奈良県三郷町		0

		奈良県斑鳩町		1				奈良県斑鳩町		0						奈良県斑鳩町		0

		奈良県安堵町		1				奈良県安堵町		0						奈良県安堵町		0

		奈良県川西町		1				奈良県川西町		0						奈良県川西町		0

		奈良県三宅町		1				奈良県三宅町		0						奈良県三宅町		0

		奈良県田原本町		1				奈良県田原本町		0						奈良県田原本町		0

		奈良県曽爾村		1				奈良県曽爾村		0						奈良県曽爾村		0

		奈良県御杖村		1				奈良県御杖村		0						奈良県御杖村		0

		奈良県高取町		1				奈良県高取町		0						奈良県高取町		0

		奈良県明日香村		1				奈良県明日香村		0						奈良県明日香村		0

		奈良県上牧町		1				奈良県上牧町		0						奈良県上牧町		0

		奈良県王寺町		1				奈良県王寺町		0						奈良県王寺町		0

		奈良県広陵町		1				奈良県広陵町		0						奈良県広陵町		0

		奈良県河合町		1				奈良県河合町		0						奈良県河合町		0

		奈良県吉野町		1				奈良県吉野町		0						奈良県吉野町		0

		奈良県大淀町		1				奈良県大淀町		0						奈良県大淀町		0

		奈良県下市町		1				奈良県下市町		0						奈良県下市町		0

		奈良県黒滝村		1				奈良県黒滝村		0						奈良県黒滝村		0

		奈良県天川村		1				奈良県天川村		0						奈良県天川村		0

		奈良県野迫川村		1				奈良県野迫川村		0						奈良県野迫川村		0

		奈良県十津川村		1				奈良県十津川村		0						奈良県十津川村		0

		奈良県下北山村		1				奈良県下北山村		0						奈良県下北山村		0

		奈良県上北山村		1				奈良県上北山村		0						奈良県上北山村		0

		奈良県川上村		1				奈良県川上村		0						奈良県川上村		0

		奈良県東吉野村		1				奈良県東吉野村		0						奈良県東吉野村		0

		和歌山県和歌山市		1				和歌山県和歌山市		0						和歌山県和歌山市		0

		和歌山県海南市		1				和歌山県海南市		0						和歌山県海南市		0

		和歌山県橋本市		1				和歌山県橋本市		0						和歌山県橋本市		0

		和歌山県有田市		1				和歌山県有田市		0						和歌山県有田市		0

		和歌山県御坊市		1				和歌山県御坊市		0						和歌山県御坊市		0

		和歌山県田辺市		1				和歌山県田辺市		0						和歌山県田辺市		0

		和歌山県新宮市		1				和歌山県新宮市		0						和歌山県新宮市		0

		和歌山県紀の川市		1				和歌山県紀の川市		0						和歌山県紀の川市		0

		和歌山県岩出市		1				和歌山県岩出市		0						和歌山県岩出市		0

		和歌山県紀美野町		1				和歌山県紀美野町		0						和歌山県紀美野町		0

		和歌山県かつらぎ町		1				和歌山県かつらぎ町		0						和歌山県かつらぎ町		0

		和歌山県九度山町		1				和歌山県九度山町		0						和歌山県九度山町		0

		和歌山県高野町		1				和歌山県高野町		0						和歌山県高野町		0

		和歌山県湯浅町		1				和歌山県湯浅町		0						和歌山県湯浅町		0

		和歌山県広川町		1				和歌山県広川町		0						和歌山県広川町		0

		和歌山県有田川町		1				和歌山県有田川町		0						和歌山県有田川町		0

		和歌山県美浜町		1				和歌山県美浜町		0						和歌山県美浜町		0

		和歌山県日高町		1				和歌山県日高町		0						和歌山県日高町		0

		和歌山県由良町		1				和歌山県由良町		0						和歌山県由良町		0

		和歌山県印南町		1				和歌山県印南町		0						和歌山県印南町		0

		和歌山県みなべ町		1				和歌山県みなべ町		0						和歌山県みなべ町		0

		和歌山県日高川町		1				和歌山県日高川町		0						和歌山県日高川町		0

		和歌山県白浜町		1				和歌山県白浜町		0						和歌山県白浜町		0

		和歌山県上富田町		1				和歌山県上富田町		0						和歌山県上富田町		0

		和歌山県すさみ町		1				和歌山県すさみ町		0						和歌山県すさみ町		0

		和歌山県那智勝浦町		1				和歌山県那智勝浦町		0						和歌山県那智勝浦町		0

		和歌山県太地町		1				和歌山県太地町		0						和歌山県太地町		0

		和歌山県古座川町		1				和歌山県古座川町		0						和歌山県古座川町		0

		和歌山県北山村		1				和歌山県北山村		0						和歌山県北山村		0

		和歌山県串本町		1				和歌山県串本町		0						和歌山県串本町		0

		鳥取県鳥取市		1				鳥取県鳥取市		0						鳥取県鳥取市		0

		鳥取県米子市		1				鳥取県米子市		0						鳥取県米子市		0

		鳥取県倉吉市		1				鳥取県倉吉市		0						鳥取県倉吉市		0

		鳥取県境港市		1				鳥取県境港市		0						鳥取県境港市		0

		鳥取県岩美町		1				鳥取県岩美町		0						鳥取県岩美町		0

		鳥取県若桜町		1				鳥取県若桜町		0						鳥取県若桜町		0

		鳥取県智頭町		1				鳥取県智頭町		0						鳥取県智頭町		0

		鳥取県八頭町		1				鳥取県八頭町		0						鳥取県八頭町		0

		鳥取県三朝町		1				鳥取県三朝町		0						鳥取県三朝町		0

		鳥取県湯梨浜町		1				鳥取県湯梨浜町		0						鳥取県湯梨浜町		0

		鳥取県琴浦町		1				鳥取県琴浦町		0						鳥取県琴浦町		0

		鳥取県北栄町		1				鳥取県北栄町		0						鳥取県北栄町		0

		鳥取県日吉津村		1				鳥取県日吉津村		0						鳥取県日吉津村		0

		鳥取県大山町		1				鳥取県大山町		0						鳥取県大山町		0

		鳥取県南部町		1				鳥取県南部町		0						鳥取県南部町		0

		鳥取県伯耆町		1				鳥取県伯耆町		0						鳥取県伯耆町		0

		鳥取県日南町		1				鳥取県日南町		0						鳥取県日南町		0

		鳥取県日野町		1				鳥取県日野町		0						鳥取県日野町		0

		鳥取県江府町		1				鳥取県江府町		0						鳥取県江府町		0

		島根県松江市		1				島根県松江市		0						島根県松江市		0

		島根県浜田市		1				島根県浜田市		0						島根県浜田市		0

		島根県出雲市		1				島根県出雲市		0						島根県出雲市		0

		島根県益田市		1				島根県益田市		0						島根県益田市		0

		島根県大田市		1				島根県大田市		0						島根県大田市		0

		島根県安来市		1				島根県安来市		0						島根県安来市		0

		島根県江津市		1				島根県江津市		0						島根県江津市		0

		島根県雲南市		1				島根県雲南市		0						島根県雲南市		0

		島根県奥出雲町		1				島根県奥出雲町		0						島根県奥出雲町		0

		島根県飯南町		1				島根県飯南町		0						島根県飯南町		0

		島根県川本町		1				島根県川本町		0						島根県川本町		0

		島根県美郷町		1				島根県美郷町		0						島根県美郷町		0

		島根県邑南町		1				島根県邑南町		0						島根県邑南町		0

		島根県津和野町		1				島根県津和野町		0						島根県津和野町		0

		島根県吉賀町		1				島根県吉賀町		0						島根県吉賀町		0

		島根県海士町		1				島根県海士町		0						島根県海士町		0

		島根県西ノ島町		1				島根県西ノ島町		0						島根県西ノ島町		0

		島根県知夫村		1				島根県知夫村		0						島根県知夫村		0

		島根県隠岐の島町		1				島根県隠岐の島町		0						島根県隠岐の島町		0

		岡山県倉敷市		1				岡山県倉敷市		0						岡山県倉敷市		0

		岡山県津山市		1				岡山県津山市		0						岡山県津山市		0

		岡山県玉野市		1				岡山県玉野市		0						岡山県玉野市		0

		岡山県笠岡市		1				岡山県笠岡市		0						岡山県笠岡市		0

		岡山県井原市		1				岡山県井原市		0						岡山県井原市		0

		岡山県総社市		1				岡山県総社市		0						岡山県総社市		0

		岡山県高梁市		1				岡山県高梁市		0						岡山県高梁市		0

		岡山県新見市		1				岡山県新見市		0						岡山県新見市		0

		岡山県備前市		1				岡山県備前市		0						岡山県備前市		0

		岡山県瀬戸内市		1				岡山県瀬戸内市		0						岡山県瀬戸内市		0

		岡山県赤磐市		1				岡山県赤磐市		0						岡山県赤磐市		0

		岡山県真庭市		1				岡山県真庭市		0						岡山県真庭市		0

		岡山県美作市		1				岡山県美作市		0						岡山県美作市		0

		岡山県浅口市		1				岡山県浅口市		0						岡山県浅口市		0

		岡山県和気町		1				岡山県和気町		0						岡山県和気町		0

		岡山県早島町		1				岡山県早島町		0						岡山県早島町		0

		岡山県里庄町		1				岡山県里庄町		0						岡山県里庄町		0

		岡山県矢掛町		1				岡山県矢掛町		0						岡山県矢掛町		0

		岡山県新庄村		1				岡山県新庄村		0						岡山県新庄村		0

		岡山県鏡野町		1				岡山県鏡野町		0						岡山県鏡野町		0

		岡山県勝央町		1				岡山県勝央町		0						岡山県勝央町		0

		岡山県奈義町		1				岡山県奈義町		0						岡山県奈義町		0

		岡山県西粟倉村		1				岡山県西粟倉村		0						岡山県西粟倉村		0

		岡山県久米南町		1				岡山県久米南町		0						岡山県久米南町		0

		岡山県美咲町		1				岡山県美咲町		0						岡山県美咲町		0

		岡山県吉備中央町		1				岡山県吉備中央町		0						岡山県吉備中央町		0

		広島県呉市		1				広島県呉市		0						広島県呉市		0

		広島県竹原市		1				広島県竹原市		0						広島県竹原市		0

		広島県三原市		1				広島県三原市		0						広島県三原市		0

		広島県尾道市		1				広島県尾道市		0						広島県尾道市		0

		広島県福山市		1				広島県福山市		0						広島県福山市		0

		広島県府中市		1				広島県府中市		0						広島県府中市		0

		広島県三次市		1				広島県三次市		0						広島県三次市		0

		広島県庄原市		1				広島県庄原市		0						広島県庄原市		0

		広島県大竹市		1				広島県大竹市		0						広島県大竹市		0

		広島県東広島市		1				広島県東広島市		0						広島県東広島市		0

		広島県廿日市市		1				広島県廿日市市		0						広島県廿日市市		0

		広島県安芸高田市		1				広島県安芸高田市		0						広島県安芸高田市		0

		広島県江田島市		1				広島県江田島市		0						広島県江田島市		0

		広島県府中町		1				広島県府中町		0						広島県府中町		0

		広島県海田町		1				広島県海田町		0						広島県海田町		0

		広島県熊野町		1				広島県熊野町		0						広島県熊野町		0

		広島県坂町		1				広島県坂町		0						広島県坂町		0

		広島県安芸太田町		1				広島県安芸太田町		0						広島県安芸太田町		0

		広島県北広島町		1				広島県北広島町		0						広島県北広島町		0

		広島県大崎上島町		1				広島県大崎上島町		0						広島県大崎上島町		0

		広島県世羅町		1				広島県世羅町		0						広島県世羅町		0

		広島県神石高原町		1				広島県神石高原町		0						広島県神石高原町		0

		山口県下関市		1				山口県下関市		0						山口県下関市		0

		山口県宇部市		1				山口県宇部市		0						山口県宇部市		0

		山口県山口市		1				山口県山口市		0						山口県山口市		0

		山口県萩市		1				山口県萩市		0						山口県萩市		0

		山口県防府市		1				山口県防府市		0						山口県防府市		0

		山口県下松市		1				山口県下松市		0						山口県下松市		0

		山口県岩国市		1				山口県岩国市		0						山口県岩国市		0

		山口県光市		1				山口県光市		0						山口県光市		0

		山口県長門市		1				山口県長門市		0						山口県長門市		0

		山口県柳井市		1				山口県柳井市		0						山口県柳井市		0

		山口県美祢市		1				山口県美祢市		0						山口県美祢市		0

		山口県周南市		1				山口県周南市		0						山口県周南市		0

		山口県山陽小野田市		1				山口県山陽小野田市		0						山口県山陽小野田市		0

		山口県周防大島町		1				山口県周防大島町		0						山口県周防大島町		0

		山口県和木町		1				山口県和木町		0						山口県和木町		0

		山口県上関町		1				山口県上関町		0						山口県上関町		0

		山口県田布施町		1				山口県田布施町		0						山口県田布施町		0

		山口県平生町		1				山口県平生町		0						山口県平生町		0

		山口県阿武町		1				山口県阿武町		0						山口県阿武町		0

		徳島県徳島市		1				徳島県徳島市		0						徳島県徳島市		0

		徳島県鳴門市		1				徳島県鳴門市		0						徳島県鳴門市		0

		徳島県小松島市		1				徳島県小松島市		0						徳島県小松島市		0

		徳島県阿南市		1				徳島県阿南市		0						徳島県阿南市		0

		徳島県吉野川市		1				徳島県吉野川市		0						徳島県吉野川市		0

		徳島県阿波市		1				徳島県阿波市		0						徳島県阿波市		0

		徳島県美馬市		1				徳島県美馬市		0						徳島県美馬市		0

		徳島県三好市		1				徳島県三好市		0						徳島県三好市		0

		徳島県勝浦町		1				徳島県勝浦町		0						徳島県勝浦町		0

		徳島県上勝町		1				徳島県上勝町		0						徳島県上勝町		0

		徳島県佐那河内村		1				徳島県佐那河内村		0						徳島県佐那河内村		0

		徳島県石井町		1				徳島県石井町		0						徳島県石井町		0

		徳島県神山町		1				徳島県神山町		0						徳島県神山町		0

		徳島県那賀町		1				徳島県那賀町		0						徳島県那賀町		0

		徳島県牟岐町		1				徳島県牟岐町		0						徳島県牟岐町		0

		徳島県美波町		1				徳島県美波町		0						徳島県美波町		0

		徳島県海陽町		1				徳島県海陽町		0						徳島県海陽町		0

		徳島県松茂町		1				徳島県松茂町		0						徳島県松茂町		0

		徳島県北島町		1				徳島県北島町		0						徳島県北島町		0

		徳島県藍住町		1				徳島県藍住町		0						徳島県藍住町		0

		徳島県板野町		1				徳島県板野町		0						徳島県板野町		0

		徳島県上板町		1				徳島県上板町		0						徳島県上板町		0

		徳島県つるぎ町		1				徳島県つるぎ町		0						徳島県つるぎ町		0

		徳島県東みよし町		1				徳島県東みよし町		0						徳島県東みよし町		0

		香川県高松市		1				香川県高松市		0						香川県高松市		0

		香川県丸亀市		1				香川県丸亀市		0						香川県丸亀市		0

		香川県坂出市		1				香川県坂出市		0						香川県坂出市		0

		香川県善通寺市		1				香川県善通寺市		0						香川県善通寺市		0

		香川県観音寺市		1				香川県観音寺市		0						香川県観音寺市		0

		香川県さぬき市		1				香川県さぬき市		0						香川県さぬき市		0

		香川県東かがわ市		1				香川県東かがわ市		0						香川県東かがわ市		0

		香川県三豊市		1				香川県三豊市		0						香川県三豊市		0

		香川県土庄町		1				香川県土庄町		0						香川県土庄町		0

		香川県小豆島町		1				香川県小豆島町		0						香川県小豆島町		0

		香川県三木町		1				香川県三木町		0						香川県三木町		0

		香川県直島町		1				香川県直島町		0						香川県直島町		0

		香川県宇多津町		1				香川県宇多津町		0						香川県宇多津町		0

		香川県綾川町		1				香川県綾川町		0						香川県綾川町		0

		香川県琴平町		1				香川県琴平町		0						香川県琴平町		0

		香川県多度津町		1				香川県多度津町		0						香川県多度津町		0

		香川県まんのう町		1				香川県まんのう町		0						香川県まんのう町		0

		愛媛県松山市		1				愛媛県松山市		0						愛媛県松山市		0

		愛媛県今治市		1				愛媛県今治市		0						愛媛県今治市		0

		愛媛県宇和島市		1				愛媛県宇和島市		0						愛媛県宇和島市		0

		愛媛県八幡浜市		1				愛媛県八幡浜市		0						愛媛県八幡浜市		0

		愛媛県新居浜市		1				愛媛県新居浜市		0						愛媛県新居浜市		0

		愛媛県西条市		1				愛媛県西条市		0						愛媛県西条市		0

		愛媛県大洲市		1				愛媛県大洲市		0						愛媛県大洲市		0

		愛媛県伊予市		1				愛媛県伊予市		0						愛媛県伊予市		0

		愛媛県四国中央市		1				愛媛県四国中央市		0						愛媛県四国中央市		0

		愛媛県西予市		1				愛媛県西予市		0						愛媛県西予市		0

		愛媛県東温市		1				愛媛県東温市		0						愛媛県東温市		0

		愛媛県上島町		1				愛媛県上島町		0						愛媛県上島町		0

		愛媛県久万高原町		1				愛媛県久万高原町		0						愛媛県久万高原町		0

		愛媛県松前町		1				愛媛県松前町		0						愛媛県松前町		0

		愛媛県砥部町		1				愛媛県砥部町		0						愛媛県砥部町		0

		愛媛県内子町		1				愛媛県内子町		0						愛媛県内子町		0

		愛媛県伊方町		1				愛媛県伊方町		0						愛媛県伊方町		0

		愛媛県松野町		1				愛媛県松野町		0						愛媛県松野町		0

		愛媛県鬼北町		1				愛媛県鬼北町		0						愛媛県鬼北町		0

		愛媛県愛南町		1				愛媛県愛南町		0						愛媛県愛南町		0

		高知県高知市		1				高知県高知市		0						高知県高知市		0

		高知県室戸市		1				高知県室戸市		0						高知県室戸市		0

		高知県安芸市		1				高知県安芸市		0						高知県安芸市		0

		高知県南国市		1				高知県南国市		0						高知県南国市		0

		高知県土佐市		1				高知県土佐市		0						高知県土佐市		0

		高知県須崎市		1				高知県須崎市		0						高知県須崎市		0

		高知県宿毛市		1				高知県宿毛市		0						高知県宿毛市		0

		高知県土佐清水市		1				高知県土佐清水市		0						高知県土佐清水市		0

		高知県四万十市		1				高知県四万十市		0						高知県四万十市		0

		高知県香南市		1				高知県香南市		0						高知県香南市		0

		高知県香美市		1				高知県香美市		0						高知県香美市		0

		高知県東洋町		1				高知県東洋町		0						高知県東洋町		0

		高知県奈半利町		1				高知県奈半利町		0						高知県奈半利町		0

		高知県田野町		1				高知県田野町		0						高知県田野町		0

		高知県安田町		1				高知県安田町		0						高知県安田町		0

		高知県北川村		1				高知県北川村		0						高知県北川村		0

		高知県馬路村		1				高知県馬路村		0						高知県馬路村		0

		高知県芸西村		1				高知県芸西村		0						高知県芸西村		0

		高知県本山町		1				高知県本山町		0						高知県本山町		0

		高知県大豊町		1				高知県大豊町		0						高知県大豊町		0

		高知県土佐町		1				高知県土佐町		0						高知県土佐町		0

		高知県大川村		1				高知県大川村		0						高知県大川村		0

		高知県いの町		1				高知県いの町		0						高知県いの町		0

		高知県仁淀川町		1				高知県仁淀川町		0						高知県仁淀川町		0

		高知県中土佐町		1				高知県中土佐町		0						高知県中土佐町		0

		高知県佐川町		1				高知県佐川町		0						高知県佐川町		0

		高知県越知町		1				高知県越知町		0						高知県越知町		0

		高知県梼原町		1				高知県梼原町		0						高知県梼原町		0

		高知県日高村		1				高知県日高村		0						高知県日高村		0

		高知県津野町		1				高知県津野町		0						高知県津野町		0

		高知県四万十町		1				高知県四万十町		0						高知県四万十町		0

		高知県大月町		1				高知県大月町		0						高知県大月町		0

		高知県三原村		1				高知県三原村		0						高知県三原村		0

		高知県黒潮町		1				高知県黒潮町		0						高知県黒潮町		0

		福岡県大牟田市		1				福岡県大牟田市		0						福岡県大牟田市		0

		福岡県久留米市		1				福岡県久留米市		0						福岡県久留米市		0

		福岡県直方市		1				福岡県直方市		0						福岡県直方市		0

		福岡県飯塚市		1				福岡県飯塚市		0						福岡県飯塚市		0

		福岡県田川市		1				福岡県田川市		0						福岡県田川市		0

		福岡県柳川市		1				福岡県柳川市		0						福岡県柳川市		0

		福岡県八女市		1				福岡県八女市		0						福岡県八女市		0

		福岡県筑後市		1				福岡県筑後市		0						福岡県筑後市		0

		福岡県大川市		1				福岡県大川市		0						福岡県大川市		0

		福岡県行橋市		1				福岡県行橋市		0						福岡県行橋市		0

		福岡県豊前市		1				福岡県豊前市		0						福岡県豊前市		0

		福岡県中間市		1				福岡県中間市		0						福岡県中間市		0

		福岡県小郡市		1				福岡県小郡市		0						福岡県小郡市		0

		福岡県筑紫野市		1				福岡県筑紫野市		0						福岡県筑紫野市		0

		福岡県春日市		1				福岡県春日市		0						福岡県春日市		0

		福岡県大野城市		1				福岡県大野城市		0						福岡県大野城市		0

		福岡県宗像市		1				福岡県宗像市		0						福岡県宗像市		0

		福岡県太宰府市		1				福岡県太宰府市		0						福岡県太宰府市		0

		福岡県古賀市		1				福岡県古賀市		0						福岡県古賀市		0

		福岡県福津市		1				福岡県福津市		0						福岡県福津市		0

		福岡県うきは市		1				福岡県うきは市		0						福岡県うきは市		0

		福岡県宮若市		1				福岡県宮若市		0						福岡県宮若市		0

		福岡県嘉麻市		1				福岡県嘉麻市		0						福岡県嘉麻市		0

		福岡県朝倉市		1				福岡県朝倉市		0						福岡県朝倉市		0

		福岡県みやま市		1				福岡県みやま市		0						福岡県みやま市		0

		福岡県糸島市		1				福岡県糸島市		0						福岡県糸島市		0

		福岡県那珂川町		1				福岡県那珂川町		0						福岡県那珂川町		0

		福岡県宇美町		1				福岡県宇美町		0						福岡県宇美町		0

		福岡県篠栗町		1				福岡県篠栗町		0						福岡県篠栗町		0

		福岡県志免町		1				福岡県志免町		0						福岡県志免町		0

		福岡県須恵町		1				福岡県須恵町		0						福岡県須恵町		0

		福岡県新宮町		1				福岡県新宮町		0						福岡県新宮町		0

		福岡県久山町		1				福岡県久山町		0						福岡県久山町		0

		福岡県粕屋町		1				福岡県粕屋町		0						福岡県粕屋町		0

		福岡県芦屋町		1				福岡県芦屋町		0						福岡県芦屋町		0

		福岡県水巻町		1				福岡県水巻町		0						福岡県水巻町		0

		福岡県岡垣町		1				福岡県岡垣町		0						福岡県岡垣町		0

		福岡県遠賀町		1				福岡県遠賀町		0						福岡県遠賀町		0

		福岡県小竹町		1				福岡県小竹町		0						福岡県小竹町		0

		福岡県鞍手町		1				福岡県鞍手町		0						福岡県鞍手町		0

		福岡県桂川町		1				福岡県桂川町		0						福岡県桂川町		0

		福岡県筑前町		1				福岡県筑前町		0						福岡県筑前町		0

		福岡県東峰村		1				福岡県東峰村		0						福岡県東峰村		0

		福岡県大刀洗町		1				福岡県大刀洗町		0						福岡県大刀洗町		0

		福岡県大木町		1				福岡県大木町		0						福岡県大木町		0

		福岡県広川町		1				福岡県広川町		0						福岡県広川町		0

		福岡県香春町		1				福岡県香春町		0						福岡県香春町		0

		福岡県添田町		1				福岡県添田町		0						福岡県添田町		0

		福岡県糸田町		1				福岡県糸田町		0						福岡県糸田町		0

		福岡県川崎町		1				福岡県川崎町		0						福岡県川崎町		0

		福岡県大任町		1				福岡県大任町		0						福岡県大任町		0

		福岡県赤村		1				福岡県赤村		0						福岡県赤村		0

		福岡県福智町		1				福岡県福智町		0						福岡県福智町		0

		福岡県苅田町		1				福岡県苅田町		0						福岡県苅田町		0

		福岡県みやこ町		1				福岡県みやこ町		0						福岡県みやこ町		0

		福岡県吉富町		1				福岡県吉富町		0						福岡県吉富町		0

		福岡県上毛町		1				福岡県上毛町		0						福岡県上毛町		0

		福岡県築上町		1				福岡県築上町		0						福岡県築上町		0

		佐賀県佐賀市		1				佐賀県佐賀市		0						佐賀県佐賀市		0

		佐賀県唐津市		1				佐賀県唐津市		0						佐賀県唐津市		0

		佐賀県鳥栖市		1				佐賀県鳥栖市		0						佐賀県鳥栖市		0

		佐賀県多久市		1				佐賀県多久市		0						佐賀県多久市		0

		佐賀県伊万里市		1				佐賀県伊万里市		0						佐賀県伊万里市		0

		佐賀県武雄市		1				佐賀県武雄市		0						佐賀県武雄市		0

		佐賀県鹿島市		1				佐賀県鹿島市		0						佐賀県鹿島市		0

		佐賀県小城市		1				佐賀県小城市		0						佐賀県小城市		0

		佐賀県嬉野市		1				佐賀県嬉野市		0						佐賀県嬉野市		0

		佐賀県神埼市		1				佐賀県神埼市		0						佐賀県神埼市		0

		佐賀県吉野ヶ里町		1				佐賀県吉野ヶ里町		0						佐賀県吉野ヶ里町		0

		佐賀県基山町		1				佐賀県基山町		0						佐賀県基山町		0

		佐賀県上峰町		1				佐賀県上峰町		0						佐賀県上峰町		0

		佐賀県みやき町		1				佐賀県みやき町		0						佐賀県みやき町		0

		佐賀県玄海町		1				佐賀県玄海町		0						佐賀県玄海町		0

		佐賀県有田町		1				佐賀県有田町		0						佐賀県有田町		0

		佐賀県大町町		1				佐賀県大町町		0						佐賀県大町町		0

		佐賀県江北町		1				佐賀県江北町		0						佐賀県江北町		0

		佐賀県白石町		1				佐賀県白石町		0						佐賀県白石町		0

		佐賀県太良町		1				佐賀県太良町		0						佐賀県太良町		0

		長崎県長崎市		1				長崎県長崎市		0						長崎県長崎市		0

		長崎県佐世保市		1				長崎県佐世保市		0						長崎県佐世保市		0

		長崎県島原市		1				長崎県島原市		0						長崎県島原市		0

		長崎県諫早市		1				長崎県諫早市		0						長崎県諫早市		0

		長崎県大村市		1				長崎県大村市		0						長崎県大村市		0

		長崎県平戸市		1				長崎県平戸市		0						長崎県平戸市		0

		長崎県松浦市		1				長崎県松浦市		0						長崎県松浦市		0

		長崎県対馬市		1				長崎県対馬市		0						長崎県対馬市		0

		長崎県壱岐市		1				長崎県壱岐市		0						長崎県壱岐市		0

		長崎県五島市		1				長崎県五島市		0						長崎県五島市		0

		長崎県西海市		1				長崎県西海市		0						長崎県西海市		0

		長崎県雲仙市		1				長崎県雲仙市		0						長崎県雲仙市		0

		長崎県南島原市		1				長崎県南島原市		0						長崎県南島原市		0

		長崎県長与町		1				長崎県長与町		0						長崎県長与町		0

		長崎県時津町		1				長崎県時津町		0						長崎県時津町		0

		長崎県東彼杵町		1				長崎県東彼杵町		0						長崎県東彼杵町		0

		長崎県川棚町		1				長崎県川棚町		0						長崎県川棚町		0

		長崎県波佐見町		1				長崎県波佐見町		0						長崎県波佐見町		0

		長崎県小値賀町		1				長崎県小値賀町		0						長崎県小値賀町		0

		長崎県佐々町		1				長崎県佐々町		0						長崎県佐々町		0

		長崎県新上五島町		1				長崎県新上五島町		0						長崎県新上五島町		0

		熊本県八代市		1				熊本県八代市		0						熊本県八代市		0

		熊本県人吉市		1				熊本県人吉市		0						熊本県人吉市		0

		熊本県荒尾市		1				熊本県荒尾市		0						熊本県荒尾市		0

		熊本県水俣市		1				熊本県水俣市		0						熊本県水俣市		0

		熊本県玉名市		1				熊本県玉名市		0						熊本県玉名市		0

		熊本県山鹿市		1				熊本県山鹿市		0						熊本県山鹿市		0

		熊本県菊池市		1				熊本県菊池市		0						熊本県菊池市		0

		熊本県宇土市		1				熊本県宇土市		0						熊本県宇土市		0

		熊本県上天草市		1				熊本県上天草市		0						熊本県上天草市		0

		熊本県宇城市		1				熊本県宇城市		0						熊本県宇城市		0

		熊本県阿蘇市		1				熊本県阿蘇市		0						熊本県阿蘇市		0

		熊本県天草市		1				熊本県天草市		0						熊本県天草市		0

		熊本県合志市		1				熊本県合志市		0						熊本県合志市		0

		熊本県美里町		1				熊本県美里町		0						熊本県美里町		0

		熊本県玉東町		1				熊本県玉東町		0						熊本県玉東町		0

		熊本県南関町		1				熊本県南関町		0						熊本県南関町		0

		熊本県長洲町		1				熊本県長洲町		0						熊本県長洲町		0

		熊本県和水町		1				熊本県和水町		0						熊本県和水町		0

		熊本県大津町		1				熊本県大津町		0						熊本県大津町		0

		熊本県菊陽町		1				熊本県菊陽町		0						熊本県菊陽町		0

		熊本県南小国町		1				熊本県南小国町		0						熊本県南小国町		0

		熊本県小国町		1				熊本県小国町		0						熊本県小国町		0

		熊本県産山村		1				熊本県産山村		0						熊本県産山村		0

		熊本県高森町		1				熊本県高森町		0						熊本県高森町		0

		熊本県西原村		1				熊本県西原村		0						熊本県西原村		0

		熊本県南阿蘇村		1				熊本県南阿蘇村		0						熊本県南阿蘇村		0

		熊本県御船町		1				熊本県御船町		0						熊本県御船町		0

		熊本県嘉島町		1				熊本県嘉島町		0						熊本県嘉島町		0

		熊本県益城町		1				熊本県益城町		0						熊本県益城町		0

		熊本県甲佐町		1				熊本県甲佐町		0						熊本県甲佐町		0

		熊本県山都町		1				熊本県山都町		0						熊本県山都町		0

		熊本県氷川町		1				熊本県氷川町		0						熊本県氷川町		0

		熊本県芦北町		1				熊本県芦北町		0						熊本県芦北町		0

		熊本県津奈木町		1				熊本県津奈木町		0						熊本県津奈木町		0

		熊本県錦町		1				熊本県錦町		0						熊本県錦町		0

		熊本県多良木町		1				熊本県多良木町		0						熊本県多良木町		0

		熊本県湯前町		1				熊本県湯前町		0						熊本県湯前町		0

		熊本県水上村		1				熊本県水上村		0						熊本県水上村		0

		熊本県相良村		1				熊本県相良村		0						熊本県相良村		0

		熊本県五木村		1				熊本県五木村		0						熊本県五木村		0

		熊本県山江村		1				熊本県山江村		0						熊本県山江村		0

		熊本県球磨村		1				熊本県球磨村		0						熊本県球磨村		0

		熊本県あさぎり町		1				熊本県あさぎり町		0						熊本県あさぎり町		0

		熊本県苓北町		1				熊本県苓北町		0						熊本県苓北町		0

		大分県大分市		1				大分県大分市		0						大分県大分市		0

		大分県別府市		1				大分県別府市		0						大分県別府市		0

		大分県中津市		1				大分県中津市		0						大分県中津市		0

		大分県日田市		1				大分県日田市		0						大分県日田市		0

		大分県佐伯市		1				大分県佐伯市		0						大分県佐伯市		0

		大分県臼杵市		1				大分県臼杵市		0						大分県臼杵市		0

		大分県津久見市		1				大分県津久見市		0						大分県津久見市		0

		大分県竹田市		1				大分県竹田市		0						大分県竹田市		0

		大分県豊後高田市		1				大分県豊後高田市		0						大分県豊後高田市		0

		大分県杵築市		1				大分県杵築市		0						大分県杵築市		0

		大分県宇佐市		1				大分県宇佐市		0						大分県宇佐市		0

		大分県豊後大野市		1				大分県豊後大野市		0						大分県豊後大野市		0

		大分県由布市		1				大分県由布市		0						大分県由布市		0

		大分県国東市		1				大分県国東市		0						大分県国東市		0

		大分県姫島村		1				大分県姫島村		0						大分県姫島村		0

		大分県日出町		1				大分県日出町		0						大分県日出町		0

		大分県九重町		1				大分県九重町		0						大分県九重町		0

		大分県玖珠町		1				大分県玖珠町		0						大分県玖珠町		0

		宮崎県宮崎市		1				宮崎県宮崎市		0						宮崎県宮崎市		0

		宮崎県都城市		1				宮崎県都城市		0						宮崎県都城市		0

		宮崎県延岡市		1				宮崎県延岡市		0						宮崎県延岡市		0

		宮崎県日南市		1				宮崎県日南市		0						宮崎県日南市		0

		宮崎県小林市		1				宮崎県小林市		0						宮崎県小林市		0

		宮崎県日向市		1				宮崎県日向市		0						宮崎県日向市		0

		宮崎県串間市		1				宮崎県串間市		0						宮崎県串間市		0

		宮崎県西都市		1				宮崎県西都市		0						宮崎県西都市		0

		宮崎県えびの市		1				宮崎県えびの市		0						宮崎県えびの市		0

		宮崎県三股町		1				宮崎県三股町		0						宮崎県三股町		0

		宮崎県高原町		1				宮崎県高原町		0						宮崎県高原町		0

		宮崎県国富町		1				宮崎県国富町		0						宮崎県国富町		0

		宮崎県綾町		1				宮崎県綾町		0						宮崎県綾町		0

		宮崎県高鍋町		1				宮崎県高鍋町		0						宮崎県高鍋町		0

		宮崎県新富町		1				宮崎県新富町		0						宮崎県新富町		0

		宮崎県西米良村		1				宮崎県西米良村		0						宮崎県西米良村		0

		宮崎県木城町		1				宮崎県木城町		0						宮崎県木城町		0

		宮崎県川南町		1				宮崎県川南町		0						宮崎県川南町		0

		宮崎県都農町		1				宮崎県都農町		0						宮崎県都農町		0

		宮崎県門川町		1				宮崎県門川町		0						宮崎県門川町		0

		宮崎県諸塚村		1				宮崎県諸塚村		0						宮崎県諸塚村		0

		宮崎県椎葉村		1				宮崎県椎葉村		0						宮崎県椎葉村		0

		宮崎県美郷町		1				宮崎県美郷町		0						宮崎県美郷町		0

		宮崎県高千穂町		1				宮崎県高千穂町		0						宮崎県高千穂町		0

		宮崎県日之影町		1				宮崎県日之影町		0						宮崎県日之影町		0

		宮崎県五ヶ瀬町		1				宮崎県五ヶ瀬町		0						宮崎県五ヶ瀬町		0

		鹿児島県鹿児島市		1				鹿児島県鹿児島市		0						鹿児島県鹿児島市		0

		鹿児島県鹿屋市		1				鹿児島県鹿屋市		0						鹿児島県鹿屋市		0

		鹿児島県枕崎市		1				鹿児島県枕崎市		0						鹿児島県枕崎市		0

		鹿児島県阿久根市		1				鹿児島県阿久根市		0						鹿児島県阿久根市		0

		鹿児島県出水市		1				鹿児島県出水市		0						鹿児島県出水市		0

		鹿児島県指宿市		1				鹿児島県指宿市		0						鹿児島県指宿市		0

		鹿児島県西之表市		1				鹿児島県西之表市		0						鹿児島県西之表市		0

		鹿児島県垂水市		1				鹿児島県垂水市		0						鹿児島県垂水市		0

		鹿児島県薩摩川内市		1				鹿児島県薩摩川内市		0						鹿児島県薩摩川内市		0

		鹿児島県日置市		1				鹿児島県日置市		0						鹿児島県日置市		0

		鹿児島県曽於市		1				鹿児島県曽於市		0						鹿児島県曽於市		0

		鹿児島県霧島市		1				鹿児島県霧島市		0						鹿児島県霧島市		0

		鹿児島県いちき串木野市		1				鹿児島県いちき串木野市		0						鹿児島県いちき串木野市		0

		鹿児島県南さつま市		1				鹿児島県南さつま市		0						鹿児島県南さつま市		0

		鹿児島県志布志市		1				鹿児島県志布志市		0						鹿児島県志布志市		0

		鹿児島県奄美市		1				鹿児島県奄美市		0						鹿児島県奄美市		0

		鹿児島県南九州市		1				鹿児島県南九州市		0						鹿児島県南九州市		0

		鹿児島県伊佐市		1				鹿児島県伊佐市		0						鹿児島県伊佐市		0

		鹿児島県姶良市		1				鹿児島県姶良市		0						鹿児島県姶良市		0

		鹿児島県三島村		1				鹿児島県三島村		0						鹿児島県三島村		0

		鹿児島県十島村		1				鹿児島県十島村		0						鹿児島県十島村		0

		鹿児島県さつま町		1				鹿児島県さつま町		0						鹿児島県さつま町		0

		鹿児島県長島町		1				鹿児島県長島町		0						鹿児島県長島町		0

		鹿児島県湧水町		1				鹿児島県湧水町		0						鹿児島県湧水町		0

		鹿児島県大崎町		1				鹿児島県大崎町		0						鹿児島県大崎町		0

		鹿児島県東串良町		1				鹿児島県東串良町		0						鹿児島県東串良町		0

		鹿児島県錦江町		1				鹿児島県錦江町		0						鹿児島県錦江町		0

		鹿児島県南大隅町		1				鹿児島県南大隅町		0						鹿児島県南大隅町		0

		鹿児島県肝付町		1				鹿児島県肝付町		0						鹿児島県肝付町		0

		鹿児島県中種子町		1				鹿児島県中種子町		0						鹿児島県中種子町		0

		鹿児島県南種子町		1				鹿児島県南種子町		0						鹿児島県南種子町		0

		鹿児島県屋久島町		1				鹿児島県屋久島町		0						鹿児島県屋久島町		0

		鹿児島県大和村		1				鹿児島県大和村		0						鹿児島県大和村		0

		鹿児島県宇検村		1				鹿児島県宇検村		0						鹿児島県宇検村		0

		鹿児島県瀬戸内町		1				鹿児島県瀬戸内町		0						鹿児島県瀬戸内町		0

		鹿児島県龍郷町		1				鹿児島県龍郷町		0						鹿児島県龍郷町		0

		鹿児島県喜界町		1				鹿児島県喜界町		0						鹿児島県喜界町		0

		鹿児島県徳之島町		1				鹿児島県徳之島町		0						鹿児島県徳之島町		0

		鹿児島県天城町		1				鹿児島県天城町		0						鹿児島県天城町		0

		鹿児島県伊仙町		1				鹿児島県伊仙町		0						鹿児島県伊仙町		0

		鹿児島県和泊町		1				鹿児島県和泊町		0						鹿児島県和泊町		0

		鹿児島県知名町		1				鹿児島県知名町		0						鹿児島県知名町		0

		鹿児島県与論町		1				鹿児島県与論町		0						鹿児島県与論町		0

		沖縄県那覇市		1				沖縄県那覇市		0						沖縄県那覇市		0

		沖縄県宜野湾市		1				沖縄県宜野湾市		0						沖縄県宜野湾市		0

		沖縄県石垣市		1				沖縄県石垣市		0						沖縄県石垣市		0

		沖縄県浦添市		1				沖縄県浦添市		0						沖縄県浦添市		0

		沖縄県名護市		1				沖縄県名護市		0						沖縄県名護市		0

		沖縄県糸満市		1				沖縄県糸満市		0						沖縄県糸満市		0

		沖縄県沖縄市		1				沖縄県沖縄市		0						沖縄県沖縄市		0

		沖縄県豊見城市		1				沖縄県豊見城市		0						沖縄県豊見城市		0

		沖縄県うるま市		1				沖縄県うるま市		0						沖縄県うるま市		0

		沖縄県宮古島市		1				沖縄県宮古島市		0						沖縄県宮古島市		0

		沖縄県南城市		1				沖縄県南城市		0						沖縄県南城市		0

		沖縄県国頭村		1				沖縄県国頭村		0						沖縄県国頭村		0

		沖縄県大宜味村		1				沖縄県大宜味村		0						沖縄県大宜味村		0

		沖縄県東村		1				沖縄県東村		0						沖縄県東村		0

		沖縄県今帰仁村		1				沖縄県今帰仁村		0						沖縄県今帰仁村		0

		沖縄県本部町		1				沖縄県本部町		0						沖縄県本部町		0

		沖縄県恩納村		1				沖縄県恩納村		0						沖縄県恩納村		0

		沖縄県宜野座村		1				沖縄県宜野座村		0						沖縄県宜野座村		0

		沖縄県金武町		1				沖縄県金武町		0						沖縄県金武町		0

		沖縄県伊江村		1				沖縄県伊江村		0						沖縄県伊江村		0

		沖縄県読谷村		1				沖縄県読谷村		0						沖縄県読谷村		0

		沖縄県嘉手納町		1				沖縄県嘉手納町		0						沖縄県嘉手納町		0

		沖縄県北谷町		1				沖縄県北谷町		0						沖縄県北谷町		0

		沖縄県北中城村		1				沖縄県北中城村		0						沖縄県北中城村		0

		沖縄県中城村		1				沖縄県中城村		0						沖縄県中城村		0

		沖縄県西原町		1				沖縄県西原町		0						沖縄県西原町		0

		沖縄県与那原町		1				沖縄県与那原町		0						沖縄県与那原町		0

		沖縄県南風原町		1				沖縄県南風原町		0						沖縄県南風原町		0

		沖縄県渡嘉敷村		1				沖縄県渡嘉敷村		0						沖縄県渡嘉敷村		0

		沖縄県座間味村		1				沖縄県座間味村		0						沖縄県座間味村		0

		沖縄県粟国村		1				沖縄県粟国村		0						沖縄県粟国村		0

		沖縄県渡名喜村		1				沖縄県渡名喜村		0						沖縄県渡名喜村		0

		沖縄県南大東村		1				沖縄県南大東村		0						沖縄県南大東村		0

		沖縄県北大東村		1				沖縄県北大東村		0						沖縄県北大東村		0

		沖縄県伊平屋村		1				沖縄県伊平屋村		0						沖縄県伊平屋村		0

		沖縄県伊是名村		1				沖縄県伊是名村		0						沖縄県伊是名村		0

		沖縄県久米島町		1				沖縄県久米島町		0						沖縄県久米島町		0

		沖縄県八重瀬町		1				沖縄県八重瀬町		0						沖縄県八重瀬町		0

		沖縄県多良間村		1				沖縄県多良間村		0						沖縄県多良間村		0

		沖縄県竹富町		1				沖縄県竹富町		0						沖縄県竹富町		0

		沖縄県与那国町		1				沖縄県与那国町		0						沖縄県与那国町		0

		合計		1														0





以下H27非公表データ

		





グラフ

		財務書類作成状況（平成27年度決算） ザイムショルイサクセイジョウキョウヘイセイネンドケッサン								（平成29年3月31日時点） ヘイセイネンガツニチジテン

		【モデル別の財務書類の作成状況】p2 ベツザイムショルイサクセイジョウキョウ

																												統一的な基準 トウイツテキキジュン		168

		作成済 サクセイズ		区分 クブン				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ																		基準モデル キジュン		144

				統一的な基準 トウイツテキキジュン				168		14.3%																		総務省方式改訂モデル ソウムショウホウシキカイテイ		833

				基準モデル キジュン				144		12.3%																		旧総務省方式 キュウソウムショウホウシキ		8

				総務省方式改訂モデル ソウムショウホウシキカイテイ				833		71.1%																		それ以外 イガイ		18

				旧総務省方式 キュウソウムショウホウシキ				8		0.7%

				それ以外 イガイ				18		1.5%

				合計 ゴウケイ				1,171		100%

		【固定資産台帳の整備状況】p2 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																												作成中 サクセイチュウ		統一的な基準 トウイツテキキジュン		121

				区分 クブン				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ																				統一的な基準以外 トウイツテキキジュンイガイ		208

				整備済 セイビズミ				1,245		69.6%

				整備中 セイビチュウ				542		30.3%

				未整備 ミセイビ				1		0.1%

				合計 ゴウケイ				1,788		100%

		【統一的な基準による財務書類の作成予定（平成29年3月31日現在）】p12 トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイヨテイヘイセイネンガツニチゲンザイ

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				指定都市 シテイトシ				市区町村 シクチョウソン						合計 ゴウケイ

										団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ

				作成予定あり サクセイヨテイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

						平成29年度までに作成 ヘイセイネンドサクセイ				0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

						平成30年度以降に作成 ヘイセイネンドイコウサクセイ				0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

				作成予定なし サクセイヨテイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

				合計 ゴウケイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)





グラフ

		





期限後作成（一般）

		





平成27年度決算未着手

		統一的な基準による財務書類（平成29年3月31日時点） トウイツテキキジュンザイムショルイヘイセイネンガツニチジテン

		○要請期限に間に合わない団体 ヨウセイキゲンマアダンタイ

		道県 ミチケン		市区町 シクチョウ		理由 リユウ		前年度理由 ゼンネンドリユウ		作成予定時期 サクセイヨテイジキ		システム改修 カイシュウ		災害 サイガイ		その他 タ		正当事由（日々仕訳） セイトウジユウヒビシワケ

		鳥取県 トットリケン				財務会計システムの再構築を行っているが、28年度のデータは旧システムから出力する必要があり、システム改修経費が二重投資となるため。		H29年4月から新財務会計システムの運用が開始されるため、H29年度決算から対応予定。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		熊本県 クマモトケン				熊本地震からの復旧・復興業務に最優先で取り組むため、H31年度中 クマモトジシンフッキュウフッコウギョウムサイユウセントクネンドチュウ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン				○

		北海道 ホッカイドウ		増毛町 マシケチョウ		平成28年度決算から統一的な基準による財務書類等の作成を予定していたが、固定資産の台帳整備に時間を要しており、また、外部システムを新たに導入して、統一的な基準による財務書類等を作成する予定のため、平成29年度中の作成が困難となったため。 ヘイセイ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		北海道		紋別市		統一的な基準による財務諸表に対応した財務会計システムがH29年度執行分より稼動となるため。		現在財務会計システムの入替を予定しておりH29年度決算からの新システム対応を予定している為。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		北海道		雨竜町		平成29年度会計より財務会計システムを利用し、平成28年度決算は紙ベースによる手作業での作成が困難であり、資産台帳も平成28年度の整備により、前年度との対比ができないため。 ヘイセイネンドカイケイザイムカイケイリヨウヘイセイネンドケッサンカミテサギョウサクセイコンナンシサンダイチョウヘイセイネンドセイビゼンネンドタイヒ		固定資産台帳及び財務会計システム構築準備中ため		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		北海道		厚真町		現状は全て手作業で資産の異動履歴などを把握し、積み上げたものを総務省改訂モデルに転記し作り上げていました。
　平成２８年度からシステムに移行し合わせて統一的な基準に切り替える予定でしたが、
　システム化に向け予算化の検討を行った結果、２８年度においては、内部において予算化を見送られたため、
　再度、現状の手作業での手法の検討と、システム化に向けて再度の予算化も併せて検討している状況です。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		北海道		芽室町		昨年度の時点では29年度に作成としていたが、平成２８年度中の大雨災害対応のため、新たな資金需要が発生し、外部委託の経費を確保できず、作成業務が１年先送りとなったため。 サクネンドジテンネンドサクセイヘイセイネンドチュウオオアメサイガイタイオウアラシキンジュヨウハッセイガイブイタクケイヒカクホサクセイギョウムネンサキオク				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン				○

		岩手県		大槌町		震災復興事業により事務量が多く対応困難又、固定資産の変動大きく精査を要するため。Ｈ31年度作成。 シンサイフッコウジギョウジムリョウオオタイオウコンナンマタコテイシサンヘンドウオオセイサヨウネンドサクセイ		固定資産台帳の整備完了が平成２８年度末であること。日々仕訳の導入に庁内の調整等にある程度時間を要すると判断したため。(平成31年度)		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ				○

		宮城県		松島町		固定資産台帳の整備が完了していないため コテイシサンダイチョウセイビカンリョウ		平成２８年度より固定資産台帳の整備に着手し平成３０年度までに新公会計を整備する予定のため
人員不足のため（総合管理計画の策定について，正確性を期すため，固定資産台帳整備後の取組を予定していたことから，財務書類の作成との同時進行が困難なため）。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		福島県		浪江町		東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故に伴う避難のため、平成30年度決算から作成予定 ヒガシニホンダイシンサイオヨフクシマダイイチゲンシリョクハツデンショジコトモナヒナン		原発事故対応中であり、平成３１年度に作成予定である。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ				○

		茨城県		水戸市		財務会計システムの入替を平成30年度当初に予定しているため ザイムカイケイイレカエヘイセイネンドトウショヨテイ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		東京都		品川区		区全体のシステムを改修、30年度 クゼンタイカイシュウネンド		区全体のシステムを改修。31年度		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		世田谷区		平成30年度の財務会計システムの更新に合わせ、日々仕訳を導入するとともに、一部未整備である固定資産台帳の整備を行うため、30年度決算からの作成を予定している。 ヘイセイネンドアオコナネンドケッサンサクセイヨテイ				平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		板橋区		30年度決算分以降。複式簿記の導入に伴い、システムを総入替えするため ネンドケッサンブンイコウフクシキボキドウニュウトモナソウイカ		システムが古く再構築（総入替）が必要なため長い構築期間が必要(平成30年度決算）		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		東久留米市		当市の財務会計システムの保守期限が平成30年12月であり、平成30年4月より新財務会計システムへ移行する際に併せて、統一基準による財務書類作成に係る機能を導入するため、平成30年度決算分より作成します。		当市の財務会計システムの保守期限が平成30年12月であり、平成30年4月より新財務会計システムへ移行する際に併せて、統一基準による財務書類作成に係る機能を導入するため、平成30年度決算分を平成31年度に作成します。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		神奈川県		愛川町		統一的な基準に基づく固定資産台帳の再整備（新たに追加された基本項目等の情報データ収集及び台帳への登載）を平成29年度に実施予定のため
（5/16聞取）平成28年度中に固定資産台帳を整備する予定だったが、公共施設等総合管理計画の策定に時間がかかり着手できていない。台帳の新規項目にかかる情報収集に4ヶ月（6～9月）を見込んでおり、それを終えた後で業者に精査してもらわねばならない。業者から、今年度中の固定資産台帳の整備は不可能であると回答を受けている。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		神奈川県		大和市		固定資産台帳の整備に時間を要するため、平成30年度決算分から作成 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウヘイセイネンドケッサンブンサクセイ		公会計に関するシステムの導入を平成30年度と予定しているため。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		神奈川県		中井町		時期財務会計システムの決定後、下水道会計の公営企業化後（30または31年度） ジキザイムカイケイケッテイアトゲスイドウカイケイコウエイキギョウカゴネンド		人員・予算不足のため、後発的に実施		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		福井県		鯖江市		これまでのシステムでは統一的な基準に対応していないため、平成29年度にシステムを改修。平成29年度分からは新システムで対応。平成28年度分については職員により財務4表と固定資産台帳の整備を行う。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		愛知県		犬山市		現在基準モデルを作成するシステムを使用しており、平成30年度までの契約となっている。経費の二重投資を避けるため、統一的な基準へは30年度決算より切替予定（31年度作業）		現システムを30年度途中まで使用する予定
30年度決算より切替予定（31年度作業）		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		熊本県		苓北町		導入経費節約のために、基幹システム更新時である平成３０年度に併せて整備予定 ドウニュウケイヒセツヤクキカンコウシンジヘイセイネンドアワセイビヨテイ				平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		（参考）前回調査で要請期限に間に合わないと回答していたが、今回調査で間に合うと回答した団体 サンコウゼンカイチョウサヨウセイキゲンマアカイトウコンカイチョウサマアカイトウダンタイ

		　　北海道新ひだか町、宮城県東松島市、宮城県利府町、福島県飯館村、埼玉県秩父市、埼玉県宮代町、長野県生坂村、愛知県大府市、愛知県北名古屋市、
　　三重県いなべ市 ホッカイドウミヤギケンミヤギケンフクシマケンサイタマケンチチブシサイタマケンナガノケンアイチケンアイチケンミエケンシ

		（参考）前回調査で要請期限に間に合わないと回答していたが、今回調査で間に合うと回答した団体 サンコウゼンカイチョウサヨウセイキゲンマアカイトウコンカイチョウサマアカイトウダンタイ

		都道府県 トドウフケン		市区町村 シクチョウソン		今年度回答 コンネンドカイトウ		前年度理由 ゼンネンドリユウ

		北海道		新ひだか町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		固定資産台帳の整備に時間を要しているため、H29年度決算から作成を予定している。 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウネンドケッサンサクセイヨテイ

		宮城県		東松島市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		下水道事業の法適用化に併せて進める

		宮城県		利府町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		震災による業務増及びマンパワー不足及び公会計に対応する財務会計システムの導入が平成３０年度となるため オヨコウカイケイタイオウザイムカイケイドウニュウヘイセイネンド

		福島県 フクシマケン		飯館村 イイダテムラ		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		原発避難中のため ゲンパツヒナンチュウ

		埼玉県		秩父市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		統一的な基準に移行するに当たり、
予算の都合がつかないため
平成３０年度に作成予定

		埼玉県		宮代町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		H28.9に財務会計システムの賃貸借及び保守契約が切れるため、更新時期を控えている。平成30年度を予定 ザイムカイケイチンタイシャクオヨホシュケイヤクキコウシンジキヒカヘイセイネンドヨテイ

		長野県		生坂村		日々仕訳により
平成29年度決算分を平成30年度中に作成 ヒビシワケヘイセイネンドケッサンブンヘイセイネンドチュウサクセイ		日々仕訳で財務書類を作成するため（H29.11システム移行）
公会計対応（日々仕訳）の財務会計システムへ平成29年11月より移行するため ヒビシワケザイムショルイサクセイイコウ

		愛知県		大府市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		スタートが遅れたため
公会計に対する取組は、有効な活用法が見いだせなかったことから、導入に踏み切らない状況が続いていましたが、より具体的な活用法も示されてきた中で市の方針の変更もあり、導入する方向性に至りました。
現在、平成28年度以降の決算を作成することを目標に調整しております。

		愛知県		北名古屋市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		財務会計システムのリプレイスに併せて作成するため。平成30年度決算分 ザイムカイケイアワサクセイヘイセイネンドケッサンブン

		三重県		いなべ市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		固定資産台帳整備に時間を要するため・平成30年度中 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウヘイセイネンドチュウ



日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成



		平成27年度決算に係る一般会計等財務書類の未作成理由 ヘイセイネンドケッサンカカワイッパンカイケイナドザイムショルイミサクセイリユウ

				都道府県 トドウフケン		指定都市 シテイトシ		市区町村 シクチョウソン		計 ケイ		割合 ワリアイ

		固定資産整備中 コテイシサンセイビチュウ						0		0		0.0%

		統一的な基準を優先 トウイツテキキジュンユウセン				1		0		0		0.0%

		作成準備中 サクセイジュンビチュウ						0		0		0.0%

		予算・人員不足 ヨサンジンインブソク						0		0		0.0%

		システム構築 コウチク						0		0		0.0%

		震災 シンサイ						0		0		0.0%

		必要性なし ヒツヨウセイ						0		0		0.0%

		その他 タ						0		0		0.0%

		合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0%









統一的な基準による財務書類等の整備状況調査（平成31年3月31日時点）より

地方公会計の活用状況（平成31年３月31日時点）

（単位：団体）

財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った 17 (36.2%) 774 (44.5%) 15 (75.0%) 759 (44.1%) 791 (44.2%)

施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した 3 (6.4%) 54 (3.1%) 4 (20.0%) 50 (2.9%) 57 (3.2%)

財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は
個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した

0 (0.0%) 79 (4.5%) 3 (15.0%) 76 (4.4%) 79 (4.4%)

決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として
活用した

10 (21.3%) 181 (10.4%) 7 (35.0%) 174 (10.1%) 191 (10.7%)

簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく
財政状況を説明した

37 (78.7%) 420 (24.1%) 14 (70.0%) 406 (23.6%) 457 (25.6%)

財務書類等の情報を基に,市場公募債の説明会において財政状
況を説明した

10 (21.3%) 7 (0.4%) 6 (30.0%) 1 (0.1%) 17 (1.0%)

上記以外の活用 2 (4.3%) 57 (3.3%) 1 (5.0%) 56 (3.3%) 59 (3.3%)

合計区分 都道府県 市区町村
指定都市

指定都市を除く
市区町村

2


ますた

		PASS:1

		No.		調査項目 チョウサコウモク		選択肢 センタクシ										都道府県 トドウフケン		政令市 セイレイシ		市区町村 シクチョウソン

		１		一般会計等財務書類 イッパンカイケイナドザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		18		1383				作成中（H28作成済み以外） サクセイチュウサクセイズイガイ

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		2		240				県 ケン		政令 セイレイ		市町村 シチョウソン

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		1		70				0		0		7

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		1		133				2		0		26

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		68				0		0		21

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		25				0		0		14

														平成32年１～３月 ネンガツ		0		0		26				0		0		15

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		4				0		0		3

														未定 ミテイ		0		0		0				0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		86

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		1		0		3

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		0

														作成予定なし サクセイヨテイ		0		0		9

		2		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		17		1339

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		3		250

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		1		70

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		2		148

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		77

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		25

														平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ		0		0		29

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		9

														未定 ミテイ		0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		108

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		0		0		2

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		2

														作成予定なし サクセイヨテイ		1		0		20

		3		連結財務書類 レンケツザイムショルイ		①		作成済み						作成済み サクセイズ		39		16		1232

						②								作成中（H28は作成済み） サクセイチュウサクセイズ		5		4		282

						②		作成中
※完成予定時期 サクセイチュウカンセイヨテイジキ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		2		74

														平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ		4		2		197

														平成31年７～９月 ガツ		0		0		83

														平成31年10～12月 ガツ		0		0		34

														平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ		0		0		34

														平成32年４月以降 ヘイセイネンガツイコウ		0		0		11

														未定 ミテイ		0		0		0

						②		作成中 サクセイチュウ						H28作成済み以外 サクセイズイガイ		2		0		151

						③		未作成 ミサクセイ						統一的基準以外で作成済み トウイツテキキジュンイガイサクセイズ		1		0		2

														統一的基準以外で作成中 トウイツテキキジュンイガイサクセイチュウ		0		0		3

														作成予定なし サクセイヨテイ		0		0		51

		４		公表した（公表予定）時期 コウヒョウコウヒョウヨテイジキ		①		平成30年９月以前 ネンガツイゼン								0		3		49

						②		平成30年10～12月 ネンガツ								11		6		84

						③		平成31年１～３月 ネンガツ								26		8		593

						④		平成31年４月 ネンガツ								5		2		389

						⑤		平成31年５月以降 ヘイセイネンガツイコウ								4		1		594

		５		付属明細書 フゾクメイサイショ		①		全て作成済み								19		9		811

						②		作成を予定していないもの以外は作成済み								14		4		288

						③		作成中								6		3		299

						④		未着手だが、今後作成予定								4		0		245

						⑤		作成予定なし								3		3		54

						⑥		その他 タ								1		1		24

		６		注記 チュウキ		①		全て作成済み								30		10		961

						②		作成を予定していないもの以外は作成済み								8		3		152

						③		作成中								6		2		297

						④		未着手だが、今後作成予定								2		1		251

						⑤		作成予定なし								1		3		43						作成済みor作成予定の団体のみ サクセイズサクセイヨテイダンタイ

						⑥		その他 タ								0		1		17						県 ケン		政令市 セイレイシ		市町村 シチョウソン

		７		財務書類の公表方法（公表予定の方法） ザイムショルイコウヒョウホウホウコウヒョウヨテイホウホウ		①		ホームページ								46		20		1576						46		20		1576

						②		ホームページ以外 イガイ								3		2		152						3		2		152

						③		公表方法未定 コウヒョウホウホウミテイ								0		0		95						0		0		94

		８		作成方法 サクセイホウホウ		①		日々仕訳 ヒビシワケ								6		1		114						6		2		112

						②		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								41		19		1603						40		18		1597

		９		平成30年度決算分 ヘイセイネンドケッサンブン		①		平成31年９月まで ヘイセイネンクガツ								3		4		101				母数 ボスウ		46		20		1709

						②		平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ								19		8		239				ダブリ		3		2		113

						③		平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ								30		13		1415

						④		平成32年４月以降								0		0		161

						⑤		その他 タ								0		0		8

		10		固定資産台帳 コテイシサンダイチョウ		①		整備済み セイビス						整備済み セイビズ		42		18		1399

						②								更新中（作成済み） コウシンチュウサクセイズ		5		2		307

						③		整備中 セイビチュウ								0		0		10

						④		未着手（回答欄１） ミチャクシュカイトウラン								0		0		5

		11		固定資産台帳の公表（予定） コテイシサンダイチョウコウヒョウヨテイ		①		公表済み コウヒョウス						ホームページ		15		8		350

														それ以外 イガイ		1		0		96

						②		公表予定 コウヒョウヨテイ						平成31年４月 ヘイセイネンガツ		3		0		139

														平成31年５～６月 ガツ		4		1		273

														平成31年７～９月 ガツ		2		0		140

														平成31年10～12月 ガツ		0		1		93

														平成32年１～３月 ネンガツ		3		0		170

														平成32年４月以降（※） ネンガツイコウ		1		0		32

														未定（※） ミテイ		17		8		348

														公表予定なし（※） コウヒョウヨテイ		1		2		80

		12		固定資産台帳の整備完了予定時期 コテイシサンダイチョウセイビカンリョウヨテイジキ		①		平成31年４月 ヘイセイネンガツ								0		0		3

								平成31年５～６月 ヘイセイネンガツ								0		0		8

								平成31年７～９月 ガツ								0		0		10

								平成31年10～12月 ガツ								0		0		5

								平成32年１～３月 ヘイセイネンガツ								0		0		9

								平成32年４月以降（※） ヘイセイネンガツイコウ								1		0		2

								未定（※） ミテイ								0		0		9

		13		固定資産台帳の年度更新が完了する毎年度の時期（予定） コテイシサンダイチョウネンドコウシンカンリョウマイネンドジキヨテイ		①		固定資産台帳の異動があった時に随時更新される コテイシサンダイチョウイドウトキズイジコウシン								0		0		13

						②		翌年度４～６月 ヨクネンドガツ								0		1		111

						③		翌年度７～９月 ヨクネンドガツ								11		6		315

						④		翌年度10～12月 ヨクネンドガツ								25		6		633

						⑤		翌年度１～３月 ヨクネンドガツ								11		7		612

						⑥		翌々年度以降 ヨクヨクネンドイコウ								0		0		21

						⑦		未定 ミテイ								0		0		16

		14		平成30年度中における財務書類の活用状況等 ヘイセイネンドチュウザイムショルイカツヨウジョウキョウトウ		①		各種指標の分析								17		15		759

						②		施設別・事業別の行政コスト計算書を作成								3		4		50

						③		公共施設の適正管理								0		3		76

						④		議会における説明資料								10		7		174

						⑤		住民に分かりやすく財政状況を説明								37		14		406

						⑥		市場公募債の説明会で財政状況を説明								10		6		1

						⑦		ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集								0		0		0

						⑧		①～⑦以外の活用								2		1		56

						⑨		活用していない								6		1		590





団体送付

																								令和元年6月●日 レイワモトネンゲツガツニチ

		統一的な基準による財務書類の整備予定等調査 トウイツテキキジュンザイムショルイセイビヨテイナドチョウサ

		（地方公共団体向け補足資料） チホウコウキョウダンタイムホソクシリョウ

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類（附属明細書）作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイフゾクメイサイショサクセイジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		作成済み サクセイズ								33		(70.2%)		1,112		(63.9%)		13		(65.0%)		1,099		(63.9%)		1,145		(64.0%)

		作成中 サクセイチュウ								6		(12.8%)		302		(17.3%)		3		(15.0%)		299		(17.4%)		308		(17.2%)

		未着手 ミチャクシュ								8		(17.0%)		327		(18.8%)		4		(20.0%)		323		(18.8%)		335		(18.7%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類（注記）作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカワザイムショルイチュウキサクセイジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		作成済み サクセイズ								38		(80.9%)		1,126		(64.7%)		13		(65.0%)		1,113		(64.7%)		1,164		(65.1%)

		作成中 サクセイチュウ								6		(12.8%)		299		(17.2%)		2		(10.0%)		297		(17.3%)		305		(17.1%)

		未着手 ミチャクシュ								3		(6.4%)		316		(18.2%)		5		(25.0%)		311		(18.1%)		319		(17.8%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成29年度決算に係る 統一的な基準による財務書類の作成方法（作成済みまたは作成中団体） ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイホウホウサクセイズサクセイチュウダンタイ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		日々仕訳 ヒビシワケ								6		(13.0%)		114		(6.6%)		2		(10.0%)		112		(6.6%)		120		(6.8%)

		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								40		(87.0%)		1,615		(93.4%)		18		(90.0%)		1,597		(93.4%)		1,655		(93.2%)

		合計 ゴウケイ								46		(100.0%)		1,729		(100.0%)		20		(100.0%)		1,709		(100.0%)		1,775		(100.0%)

		○平成30年度決算に係る統一的基準による財務書類の完成予定時期 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイカンセイヨテイジキ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ

				平成31年９月まで ヘイセイネンクガツ						3		(6.4%)		106		(6.1%)		4		(20.0%)		102		(5.9%)		109		(6.1%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		235		(13.5%)		7		(35.0%)		228		(13.2%)		252		(14.1%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						27		(57.4%)		1,265		(72.7%)		9		(45.0%)		1,256		(73.0%)		1,292		(72.3%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		132		(7.6%)		0		(0.0%)		132		(7.7%)		132		(7.4%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		3		(0.2%)		0		(0.0%)		3		(0.2%)		3		(0.2%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ

				平成31年年９月まで ヘイセイネンネンクガツ						1		(2.1%)		70		(4.0%)		3		(15.0%)		67		(3.9%)		71		(4.0%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		199		(11.4%)		7		(35.0%)		192		(11.2%)		216		(12.1%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						29		(61.7%)		1,293		(74.3%)		10		(50.0%)		1,283		(74.5%)		1,322		(73.9%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		142		(8.2%)		0		(0.0%)		142		(8.3%)		142		(7.9%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		37		(2.1%)		0		(0.0%)		37		(2.1%)		37		(2.1%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		連結財務書類 レンケツザイムショルイ

				平成31年年９月まで ヘイセイネンネンクガツ						0		(0.0%)		26		(1.5%)		2		(10.0%)		24		(1.4%)		26		(1.5%)

				平成31年10～12月 ヘイセイネンガツ						17		(36.2%)		116		(6.7%)		5		(25.0%)		111		(6.4%)		133		(7.4%)

				平成32年年１～３月 ヘイセイネンネンガツ						30		(63.8%)		1,356		(77.9%)		13		(65.0%)		1,343		(78.0%)		1,386		(77.5%)

				平成32年４月以降						0		(0.0%)		142		(8.2%)		0		(0.0%)		142		(8.3%)		142		(7.9%)

				未定 ミテイ						0		(0.0%)		101		(5.8%)		0		(0.0%)		101		(5.9%)		101		(5.6%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成30年3月31日時点の状況を反映した固定資産台帳の整備状況 ヘイセイネンガツニチジテンジョウキョウハンエイコテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																								（単位：団体）

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		整備済み セイビズ								42		(89.4%)		1,417		(81.4%)		18		(90.0%)		1,399		(81.3%)		1,459		(81.6%)

		整備中 セイビチュウ								5		(10.6%)		319		(18.3%)		2		(10.0%)		317		(18.4%)		324		(18.1%)

		未着手 ミチャクシュ								0		(0.0%)		5		(0.3%)		0		(0.0%)		5		(0.3%)		5		(0.3%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		○平成30年3月31日時点の状況を反映した固定資産台帳の公表状況 ヘイセイネンガツニチジテンジョウキョウハンエイコテイシサンダイチョウコウヒョウジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		公表済み コウヒョウズ								16		(34.0%)		444		(25.6%)		8		(40.0%)		446		(25.4%)		460		(25.8%)

				ホームページ						15		(31.9%)		352		(20.3%)		8		(40.0%)		350		(20.0%)		367		(20.6%)

				ホームページ以外 イガイ						1		(2.1%)		92		(5.3%)		0		(0.0%)		96		(5.4%)		93		(5.2%)

		公表予定 コウヒョウヨテイ								30		(63.8%)		1,172		(67.5%)		10		(50.0%)		1,190		(67.7%)		1,202		(67.4%)

		公表予定なし コウヒョウヨテイ								1		(2.1%)		79		(4.6%)		2		(10.0%)		80		(4.5%)		80		(4.5%)

		対象団体数 タイショウダンタイスウ								47				1,736				20				1,716				1,783

		○固定資産台帳の年度更新の完了（予定）時期 コテイシサンダイチョウネンドコウシンカンリョウヨテイジキ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

		異動発生時に随時更新 イドウハッセイジズイジコウシン								0		(0.0%)		13		(0.7%)		0		(0.0%)		13		(0.8%)		13		(0.7%)

		翌年度4～6月								0		(0.0%)		112		(6.4%)		1		(5.0%)		111		(6.4%)		112		(6.3%)

		翌年度7～9月								11		(23.4%)		321		(18.4%)		6		(30.0%)		315		(18.3%)		332		(18.6%)

		翌年度10～12月								25		(53.2%)		639		(36.7%)		6		(30.0%)		633		(36.8%)		664		(37.1%)

		翌年度1～3月								11		(23.4%)		619		(35.6%)		7		(35.0%)		612		(35.6%)		630		(35.2%)

		翌々年度以降 ヨクヨクネンドイコウ								0		(0.0%)		21		(1.2%)		0		(0.0%)		21		(1.2%)		21		(1.2%)

		未定 ミテイ								0		(0.0%)		16		(0.9%)		0		(0.0%)		16		(0.9%)		16		(0.9%)

		合計 ゴウケイ								47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

		【参考１】一部事務組合及び広域連合回答分 サンコウイチブジムクミアイオヨコウイキレンゴウカイトウブン

		※財産区である団体等、統一的な基準による財務書類を作成していない団体を除く（161団体） ザイサンクダンタイトウトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイダンタイノゾ

		○平成29年度決算に係る統一的な基準による財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカトウイツテキキジュンザイムショルイサクセイジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								作成済み サクセイズ				作成中 サクセイチュウ				作成不要 サクセイフヨウ				作成予定なし サクセイヨテイ				合計 ゴウケイ

		一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ								1,235		(90.6%)		83		(6.1%)		22		(1.6%)		23		(1.7%)		1,363		(100.0%)

		全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ								434		(31.8%)		36		(2.6%)		824		(60.5%)		69		(5.1%)		1,363		(100.0%)

		連結財務書類 レンケツザイムショルイ								605		(44.4%)		44		(3.2%)		655		(48.1%)		59		(4.3%)		1,363		(100.0%)

		○統一的な基準による財務書類の作成方法（予定を含む） トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイホウホウヨテイフク

										（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								団体数等 ダンタイスウトウ

		日々仕訳 ヒビシワケ								83		(6.1%)

		期末一括仕訳 キマツイッカツシワケ								1,280		(93.9%)

		合計 ゴウケイ								1,363		(100.0%)

		○固定資産台帳の整備状況 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

												（単位：団体） タンイダンタイ

		区分 クブン								団体数等 ダンタイスウトウ

		整備済み セイビズ								1,200		(88.0%)

		整備中 セイビチュウ								30		(2.2%)

		未整備 ミセイビ								19		(1.4%)

		所有資産なし ショユウシサン								114		(8.4%)

		合計 ゴウケイ								1,363		(100.0%)



&C- &P -



統一的基準集計

				○統一的な基準による財務書類の作成状況 トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイジョウキョウ

				日々仕訳を平成29年度とした場合（内訳なし） ヒビシワケヘイセイネンドバアイウチワケ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイスミ						44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中 サクセイチュウ						3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)		1,531		(85.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイス		H29決算作成済み ケッサンサクセイズ				39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)		168		(9.4%)

						H28決算以前作成済み　※１ ケッサンイゼンサクセイズ				5		(10.6%)		250		(14.4%)		2		(10.0%)		248		(14.4%)		255		(14.3%)		89		(5.0%)

						小計　				44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中 サクセイチュウ						3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)		1,531		(85.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		20		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				※１　平成29年度決算に係る財務書類は未作成であるが、平成28年度決算以前については作成済みの団体 ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイミサクセイヘイセイネンドケッサンイゼンサクセイズダンタイ

				○参考 サンコウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				作成状況 サクセイジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ				（参考）
平成29年3月31日時点 サンコウヘイセイネンガツニチジテン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイス		H29決算作成済み				39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)		168		(9.4%)

						H28決算以前作成済み　※１				5		(10.6%)		250		(14.4%)		2		(10.0%)		248		(14.4%)		255		(14.3%)		89		(5.0%)

						小計　				44		(93.6%)		1,651		(94.8%)		20		(100.0%)		1,631		(94.8%)		1,695		(94.8%)		257		(14.4%)

				作成中
（完成
時期） サクセイチュウカンセイジキ		平成31年4月～6月 ヘイセイ				2		(4.3%)		29		(1.7%)		0		(0.0%)		29		(1.7%)		31		(1.7%)

						平成31年7月以降 ヘイセイネンガツ				1		(2.1%)		61		(3.5%)		0		(0.0%)		61		(3.5%)		62		(3.5%)		1,531		(85.6%)

						小計 ショウケイ				3		(6.4%)		90		(5.2%)		0		(0.0%)		90		(5.2%)		93		(5.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)		1,788		(100.0%)





固定資産台帳の整備

				○固定資産台帳の整備状況 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																												（単位：団体） タンイダンタイ

				整備状況 セイビジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						47		(100.0%)		1,731		(99.4%)		20		(100.0%)		1,711		(99.4%)		1,778		(99.4%)

				整備中 セイビチュウ						0		(0.0%)		10		(0.6%)		0		(0.0%)		10		(0.6%)		10		(0.6%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				回答結果より機械的に振り分けた場合 カイトウケッカキカイテキフワバアイ

				整備状況 セイビジョウキョウ						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						43		(91.5%)		1,661		(95.4%)		19		(95.0%)		1,642		(95.4%)		1,704		(95.3%)

				整備中 セイビチュウ						2		(4.3%)		79		(4.5%)		1		(5.0%)		78		(4.5%)		81		(4.5%)

				未整備 ミセイビ						2		(4.3%)		1		(0.1%)		0		(0.0%)		1		(0.1%)		3		(0.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)





平成29年度決算

				平成29年度決算に係る財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイサクセイジョウキョウ

				●一般会計等財務書類 イッパンカイケイトウザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,401		(80.5%)		18		(90.0%)		1,383		(80.4%)		1,440		(80.5%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		328		(18.8%)		2		(10.0%)		326		(18.9%)		335		(18.7%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		12		(0.7%)		0		(0.0%)		12		(0.7%)		13		(0.7%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●全体財務書類 ゼンタイザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,356		(77.9%)		17		(85.0%)		1,339		(77.8%)		1,395		(78.0%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		361		(20.7%)		3		(15.0%)		358		(20.8%)		368		(20.6%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		24		(1.4%)		0		(0.0%)		24		(1.4%)		25		(1.4%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●連結財務書類 レンケツザイムショルイ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						39		(83.0%)		1,248		(71.7%)		16		(80.0%)		1,232		(71.6%)		1,287		(72.0%)

				作成中 サクセイチュウ						7		(14.9%)		437		(25.1%)		4		(20.0%)		433		(25.2%)		444		(24.8%)

				未着手 ミチャクシュ						1		(2.1%)		56		(3.2%)		0		(0.0%)		56		(3.3%)		57		(3.2%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●付属明細書 フゾクメイサイショ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						33		(70.2%)		1,112		(63.9%)		13		(65.0%)		1,099		(63.9%)		1,145		(64.0%)

				作成中 サクセイチュウ						6		(12.8%)		302		(17.3%)		3		(15.0%)		299		(17.4%)		308		(17.2%)

				未着手 ミチャクシュ						8		(17.0%)		327		(18.8%)		4		(20.0%)		323		(18.8%)		335		(18.7%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●注記 チュウキ

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ						38		(80.9%)		1,126		(64.7%)		13		(65.0%)		1,113		(64.7%)		1,164		(65.1%)

				作成中 サクセイチュウ						6		(12.8%)		299		(17.2%)		2		(10.0%)		297		(17.3%)		305		(17.1%)

				未着手 ミチャクシュ						3		(6.4%)		316		(18.2%)		5		(25.0%)		311		(18.1%)		319		(17.8%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)

				●固定資産台帳（H30.3.31時点） コテイシサンダイチョウジテン

																												（単位：団体）

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				整備済み セイビズ						42		(89.4%)		1,417		(81.4%)		18		(90.0%)		1,399		(81.3%)		1,459		(81.6%)

				整備中 セイビチュウ						5		(10.6%)		319		(18.3%)		2		(10.0%)		317		(18.4%)		324		(18.1%)

				未整備 ミセイビ						0		(0.0%)		5		(0.3%)		0		(0.0%)		5		(0.3%)		5		(0.3%)

				合計 ゴウケイ						47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)		1,788		(100.0%)





平成28年度決算（連結）※ボツ

				平成28年度決算に係る連結財務書類の作成状況 ヘイセイネンドケッサンカカレンケツザイムショルイサクセイジョウキョウ

																										（単位：団体）

				区分 クブン				合計 ゴウケイ				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン

																				指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				作成済み サクセイズ				1,276		(71.4%)		40		(85.1%)		1,236		(71.0%)		19		(95.0%)		1,217		(70.7%)

				作成中 サクセイチュウ				406		(22.7%)		6		(12.8%)		400		(23.0%)		1		(5.0%)		399		(23.2%)

				作成予定なし サクセイヨテイ				106		(5.9%)		1		(2.1%)		105		(6.0%)		0		(0.0%)		105		(6.1%)

				合計 ゴウケイ				1,788		(100.0%)		47		(100.0%)		1,741		(100.0%)		20		(100.0%)		1,721		(100.0%)





公表方法

				平成29年度決算に係る財務書類の公表状況　※未着手団体を除く ヘイセイネンドケッサンカカザイムショルイコウヒョウジョウキョウミチャクシュダンタイノゾ

				○財務書類の公表方法（予定を含む） フク

																										（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				公表済み又は公表予定 コウヒョウズマタコウヒョウヨテイ				46		(100.0%)		1,635		(94.6%)		20		(100.0%)		1,615		(94.5%)		1,681		(94.7%)

						ホームページ		46		(100.0%)		1,596		(92.3%)		20		(100.0%)		1,576		(92.2%)		1,642		(92.5%)

						ホームページ以外 イガイ		3		(6.5%)		154		(8.9%)		2		(10.0%)		152		(8.9%)		157		(8.8%)

						上記の両方（複数回答） ジョウキリョウホウフクスウカイトウ		3		(6.5%)		115		(6.7%)		2		(10.0%)		113		(6.6%)		118		(6.6%)

				公表方法未定 コウヒョウホウホウミテイ				0		(0.0%)		94		(5.4%)		0		(0.0%)		94		(5.5%)		94		(5.3%)

				対象団体数 タイショウダンタイスウ				46				1,729				20				1,709				1,775

				○固定資産台帳の公表状況 コテイシサンダイチョウコウヒョウジョウキョウ																						（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

																指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				公表済み コウヒョウズ				16		(34.0%)		454		(26.2%)		8		(40.0%)		446		(26.0%)		470		(26.4%)

						ホームページ		15		(31.9%)		358		(20.6%)		8		(40.0%)		350		(20.4%)		373		(20.9%)

						ホームページ以外 イガイ		1		(2.1%)		96		(5.5%)		0		(0.0%)		96		(5.6%)		97		(5.4%)

				公表予定 コウヒョウヨテイ				30		(63.8%)		1,200		(69.1%)		10		(50.0%)		1,190		(69.3%)		1,230		(69.0%)

				公表予定なし コウヒョウヨテイ				1		(2.1%)		82		(4.7%)		2		(10.0%)		80		(4.7%)		83		(4.7%)

				対象団体数 タイショウダンタイスウ				47				1,736				20				1,716				1,783





活用方法

				財務書類の活用状況 ザイムショルイカツヨウジョウキョウ

																								（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン		都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン												合計 ゴウケイ

														指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン										昨年 サクネン

				財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った ザイムショルイトウジョウホウモトカクシュシヒョウブンセキオコナ		17		(36.2%)		774		(44.5%)		15		(75.0%)		759		(44.1%)		791		(44.2%)				583

				施設別・事業別等の行政コスト計算書等の財務書類を作成した シセツベツジギョウベツトウギョウセイケイサンショトウザイムショルイサクセイ		3		(6.4%)		54		(3.1%)		4		(20.0%)		50		(2.9%)		57		(3.2%)				38

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウコウキョウシセツトウソウゴウカンリケイカクマタコベツシセツケイカクハンエイコウキョウシセツテキセイカンリカツヨウ		0		(0.0%)		79		(4.5%)		3		(15.0%)		76		(4.4%)		79		(4.4%)				83

				決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活用した ケッサンシンサホソクシリョウギカイセツメイシリョウカツヨウ		10		(21.3%)		181		(10.4%)		7		(35.0%)		174		(10.1%)		191		(10.7%)				130

				簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財政状況を説明した カンイヨウヤクザイムショルイサクセイジュウミンワザイセイジョウキョウセツメイ		37		(78.7%)		420		(24.1%)		14		(70.0%)		406		(23.6%)		457		(25.6%)				366

				財務書類等の情報を基に,市場公募債の説明会において財政状況を説明した ザイムショルイトウジョウホウモトシジョウコウボサイセツメイカイザイセイジョウキョウセツメイ		10		(21.3%)		7		(0.4%)		6		(30.0%)		1		(0.1%)		17		(1.0%)				12

				財務書類や固定資産台帳の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウモトジギョウナドテイアンボシュウオコナ		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0

				上記以外の活用 ジョウキイガイカツヨウ		2		(4.3%)		57		(3.3%)		1		(5.0%)		56		(3.3%)		59		(3.3%)				34





活用方法 (ボツ)

				作成済団体における財務書類の活用状況 サクセイズダンタイザイムショルイカツヨウジョウキョウ

																								（単位：団体） タンイダンタイ

				区分 クブン		合計 ゴウケイ				都道府県 トドウフケン				市区町村 シクチョウソン

																		指定都市 シテイトシ				指定都市を除く
市区町村 シテイトシノゾシクチョウソン

				財務書類等の情報を基に、各種指標の分析を行った ザイムショルイトウジョウホウモトカクシュシヒョウブンセキオコナ		583		(38.3%)		13		(31.0%)		570		(38.5%)		13		(68.4%)		557		(38.1%)

				施設別・事業別の行政コスト計算書を作成した シセツベツジギョウベツギョウセイケイサンショサクセイ		38		(2.5%)		2		(4.8%)		36		(2.4%)		4		(21.1%)		32		(2.2%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を公共施設等総合管理計画又は個別施設計画に反映するなど、公共施設の適正管理に活用した ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウコウキョウシセツトウソウゴウカンリケイカクマタコベツシセツケイカクハンエイコウキョウシセツテキセイカンリカツヨウ		83		(5.5%)		0		(0.0%)		83		(5.6%)		1		(5.3%)		82		(5.6%)

				決算審査の補足資料とするなど、議会における説明資料として活用した ケッサンシンサホソクシリョウギカイセツメイシリョウカツヨウ		130		(8.5%)		8		(19.0%)		122		(8.2%)		8		(42.1%)		114		(7.8%)

				簡易に要約した財務書類を作成するなどし、住民に分かりやすく財政状況を説明した カンイヨウヤクザイムショルイサクセイジュウミンワザイセイジョウキョウセツメイ		366		(24.0%)		32		(76.2%)		334		(22.6%)		15		(78.9%)		319		(21.8%)

				財務書類等の情報を基に,市場公募債の説明会において財政状況を説明した ザイムショルイトウジョウホウモトシジョウコウボサイセツメイカイザイセイジョウキョウセツメイ		12		(0.8%)		6		(14.3%)		6		(0.4%)		4		(21.1%)		2		(0.1%)

				財務書類や固定資産台帳の情報を基に、ＰＰＰ/ＰＦＩ事業等の提案募集を行った ザイムショルイコテイシサンダイチョウジョウホウモトジギョウナドテイアンボシュウオコナ		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)

				上記以外の活用 ジョウキイガイカツヨウ		34		(2.2%)		1		(2.4%)		33		(2.2%)		1		(5.3%)		32		(2.2%)
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		北海道乙部町		1				北海道乙部町		0						北海道乙部町		0

		北海道奥尻町		1				北海道奥尻町		0						北海道奥尻町		0

		北海道今金町		1				北海道今金町		0						北海道今金町		0

		北海道せたな町		1				北海道せたな町		0						北海道せたな町		0

		北海道島牧村		1				北海道島牧村		0						北海道島牧村		0

		北海道寿都町		1				北海道寿都町		0						北海道寿都町		0

		北海道黒松内町		1				北海道黒松内町		0						北海道黒松内町		0

		北海道蘭越町		1				北海道蘭越町		0						北海道蘭越町		0

		北海道ニセコ町		1				北海道ニセコ町		0						北海道ニセコ町		0

		北海道真狩村		1				北海道真狩村		0						北海道真狩村		0

		北海道留寿都村		1				北海道留寿都村		0						北海道留寿都村		0

		北海道喜茂別町		1				北海道喜茂別町		0						北海道喜茂別町		0

		北海道京極町		1				北海道京極町		0						北海道京極町		0

		北海道倶知安町		1				北海道倶知安町		0						北海道倶知安町		0

		北海道共和町		1				北海道共和町		0						北海道共和町		0

		北海道岩内町		1				北海道岩内町		0						北海道岩内町		0

		北海道泊村		1				北海道泊村		0						北海道泊村		0

		北海道神恵内村		1				北海道神恵内村		0						北海道神恵内村		0

		北海道積丹町		1				北海道積丹町		0						北海道積丹町		0

		北海道古平町		1				北海道古平町		0						北海道古平町		0

		北海道仁木町		1				北海道仁木町		0						北海道仁木町		0

		北海道余市町		1				北海道余市町		0						北海道余市町		0

		北海道赤井川村		1				北海道赤井川村		0						北海道赤井川村		0

		北海道南幌町		1				北海道南幌町		0						北海道南幌町		0

		北海道奈井江町		1				北海道奈井江町		0						北海道奈井江町		0

		北海道上砂川町		1				北海道上砂川町		0						北海道上砂川町		0

		北海道由仁町		1				北海道由仁町		0						北海道由仁町		0

		北海道長沼町		1				北海道長沼町		0						北海道長沼町		0

		北海道栗山町		1				北海道栗山町		0						北海道栗山町		0

		北海道月形町		1				北海道月形町		0						北海道月形町		0

		北海道浦臼町		1				北海道浦臼町		0						北海道浦臼町		0

		北海道新十津川町		1				北海道新十津川町		0						北海道新十津川町		0

		北海道妹背牛町		1				北海道妹背牛町		0						北海道妹背牛町		0

		北海道秩父別町		1				北海道秩父別町		0						北海道秩父別町		0

		北海道雨竜町		1				北海道雨竜町		0						北海道雨竜町		0

		北海道北竜町		1				北海道北竜町		0						北海道北竜町		0

		北海道沼田町		1				北海道沼田町		0						北海道沼田町		0

		北海道鷹栖町		1				北海道鷹栖町		0						北海道鷹栖町		0

		北海道東神楽町		1				北海道東神楽町		0						北海道東神楽町		0

		北海道当麻町		1				北海道当麻町		0						北海道当麻町		0

		北海道比布町		1				北海道比布町		0						北海道比布町		0

		北海道愛別町		1				北海道愛別町		0						北海道愛別町		0

		北海道上川町		1				北海道上川町		0						北海道上川町		0

		北海道東川町		1				北海道東川町		0						北海道東川町		0

		北海道美瑛町		1				北海道美瑛町		0						北海道美瑛町		0

		北海道上富良野町		1				北海道上富良野町		0						北海道上富良野町		0

		北海道中富良野町		1				北海道中富良野町		0						北海道中富良野町		0

		北海道南富良野町		1				北海道南富良野町		0						北海道南富良野町		0

		北海道占冠村		1				北海道占冠村		0						北海道占冠村		0

		北海道和寒町		1				北海道和寒町		0						北海道和寒町		0

		北海道剣淵町		1				北海道剣淵町		0						北海道剣淵町		0

		北海道下川町		1				北海道下川町		0						北海道下川町		0

		北海道美深町		1				北海道美深町		0						北海道美深町		0

		北海道音威子府村		1				北海道音威子府村		0						北海道音威子府村		0

		北海道中川町		1				北海道中川町		0						北海道中川町		0

		北海道幌加内町		1				北海道幌加内町		0						北海道幌加内町		0

		北海道増毛町		1				北海道増毛町		0						北海道増毛町		0

		北海道小平町		1				北海道小平町		0						北海道小平町		0

		北海道苫前町		1				北海道苫前町		0						北海道苫前町		0

		北海道羽幌町		1				北海道羽幌町		0						北海道羽幌町		0

		北海道初山別村		1				北海道初山別村		0						北海道初山別村		0

		北海道遠別町		1				北海道遠別町		0						北海道遠別町		0

		北海道天塩町		1				北海道天塩町		0						北海道天塩町		0

		北海道猿払村		1				北海道猿払村		0						北海道猿払村		0

		北海道浜頓別町		1				北海道浜頓別町		0						北海道浜頓別町		0

		北海道中頓別町		1				北海道中頓別町		0						北海道中頓別町		0

		北海道枝幸町		1				北海道枝幸町		0						北海道枝幸町		0

		北海道豊富町		1				北海道豊富町		0						北海道豊富町		0

		北海道礼文町		1				北海道礼文町		0						北海道礼文町		0

		北海道利尻町		1				北海道利尻町		0						北海道利尻町		0

		北海道利尻富士町		1				北海道利尻富士町		0						北海道利尻富士町		0

		北海道幌延町		1				北海道幌延町		0						北海道幌延町		0

		北海道美幌町		1				北海道美幌町		0						北海道美幌町		0

		北海道津別町		1				北海道津別町		0						北海道津別町		0

		北海道斜里町		1				北海道斜里町		0						北海道斜里町		0

		北海道清里町		1				北海道清里町		0						北海道清里町		0

		北海道小清水町		1				北海道小清水町		0						北海道小清水町		0

		北海道訓子府町		1				北海道訓子府町		0						北海道訓子府町		0

		北海道置戸町		1				北海道置戸町		0						北海道置戸町		0

		北海道佐呂間町		1				北海道佐呂間町		0						北海道佐呂間町		0

		北海道遠軽町		1				北海道遠軽町		0						北海道遠軽町		0

		北海道湧別町		1				北海道湧別町		0						北海道湧別町		0

		北海道滝上町		1				北海道滝上町		0						北海道滝上町		0

		北海道興部町		1				北海道興部町		0						北海道興部町		0

		北海道西興部村		1				北海道西興部村		0						北海道西興部村		0

		北海道雄武町		1				北海道雄武町		0						北海道雄武町		0

		北海道大空町		1				北海道大空町		0						北海道大空町		0

		北海道豊浦町		1				北海道豊浦町		0						北海道豊浦町		0

		北海道壮瞥町		1				北海道壮瞥町		0						北海道壮瞥町		0

		北海道白老町		1				北海道白老町		0						北海道白老町		0

		北海道厚真町		1				北海道厚真町		0						北海道厚真町		0

		北海道洞爺湖町		1				北海道洞爺湖町		0						北海道洞爺湖町		0

		北海道安平町		1				北海道安平町		0						北海道安平町		0

		北海道むかわ町		1				北海道むかわ町		0						北海道むかわ町		0

		北海道日高町		1				北海道日高町		0						北海道日高町		0

		北海道平取町		1				北海道平取町		0						北海道平取町		0

		北海道新冠町		1				北海道新冠町		0						北海道新冠町		0

		北海道浦河町		1				北海道浦河町		0						北海道浦河町		0

		北海道様似町		1				北海道様似町		0						北海道様似町		0

		北海道えりも町		1				北海道えりも町		0						北海道えりも町		0

		北海道新ひだか町		1				北海道新ひだか町		0						北海道新ひだか町		0

		北海道音更町		1				北海道音更町		0						北海道音更町		0

		北海道士幌町		1				北海道士幌町		0						北海道士幌町		0

		北海道上士幌町		1				北海道上士幌町		0						北海道上士幌町		0

		北海道鹿追町		1				北海道鹿追町		0						北海道鹿追町		0

		北海道新得町		1				北海道新得町		0						北海道新得町		0

		北海道清水町		1				北海道清水町		0						北海道清水町		0

		北海道芽室町		1				北海道芽室町		0						北海道芽室町		0

		北海道中札内村		1				北海道中札内村		0						北海道中札内村		0

		北海道更別村		1				北海道更別村		0						北海道更別村		0

		北海道大樹町		1				北海道大樹町		0						北海道大樹町		0

		北海道広尾町		1				北海道広尾町		0						北海道広尾町		0

		北海道幕別町		1				北海道幕別町		0						北海道幕別町		0

		北海道池田町		1				北海道池田町		0						北海道池田町		0

		北海道豊頃町		1				北海道豊頃町		0						北海道豊頃町		0

		北海道本別町		1				北海道本別町		0						北海道本別町		0

		北海道足寄町		1				北海道足寄町		0						北海道足寄町		0

		北海道陸別町		1				北海道陸別町		0						北海道陸別町		0

		北海道浦幌町		1				北海道浦幌町		0						北海道浦幌町		0

		北海道釧路町		1				北海道釧路町		0						北海道釧路町		0

		北海道厚岸町		1				北海道厚岸町		0						北海道厚岸町		0

		北海道浜中町		1				北海道浜中町		0						北海道浜中町		0

		北海道標茶町		1				北海道標茶町		0						北海道標茶町		0

		北海道弟子屈町		1				北海道弟子屈町		0						北海道弟子屈町		0

		北海道鶴居村		1				北海道鶴居村		0						北海道鶴居村		0

		北海道白糠町		1				北海道白糠町		0						北海道白糠町		0

		北海道別海町		1				北海道別海町		0						北海道別海町		0

		北海道中標津町		1				北海道中標津町		0						北海道中標津町		0

		北海道標津町		1				北海道標津町		0						北海道標津町		0

		北海道羅臼町		1				北海道羅臼町		0						北海道羅臼町		0

		青森県青森市		1				青森県青森市		0						青森県青森市		0

		青森県弘前市		1				青森県弘前市		0						青森県弘前市		0

		青森県八戸市		1				青森県八戸市		0						青森県八戸市		0

		青森県黒石市		1				青森県黒石市		0						青森県黒石市		0

		青森県五所川原市		1				青森県五所川原市		0						青森県五所川原市		0

		青森県十和田市		1				青森県十和田市		0						青森県十和田市		0

		青森県三沢市		1				青森県三沢市		0						青森県三沢市		0

		青森県むつ市		1				青森県むつ市		0						青森県むつ市		0

		青森県つがる市		1				青森県つがる市		0						青森県つがる市		0

		青森県平川市		1				青森県平川市		0						青森県平川市		0

		青森県平内町		1				青森県平内町		0						青森県平内町		0

		青森県今別町		1				青森県今別町		0						青森県今別町		0

		青森県蓬田村		1				青森県蓬田村		0						青森県蓬田村		0

		青森県外ヶ浜町		1				青森県外ヶ浜町		0						青森県外ヶ浜町		0

		青森県鰺ヶ沢町		1				青森県鰺ヶ沢町		0						青森県鰺ヶ沢町		0

		青森県深浦町		1				青森県深浦町		0						青森県深浦町		0

		青森県西目屋村		1				青森県西目屋村		0						青森県西目屋村		0

		青森県藤崎町		1				青森県藤崎町		0						青森県藤崎町		0

		青森県大鰐町		1				青森県大鰐町		0						青森県大鰐町		0

		青森県田舎館村		1				青森県田舎館村		0						青森県田舎館村		0

		青森県板柳町		1				青森県板柳町		0						青森県板柳町		0

		青森県鶴田町		1				青森県鶴田町		0						青森県鶴田町		0

		青森県中泊町		1				青森県中泊町		0						青森県中泊町		0

		青森県野辺地町		1				青森県野辺地町		0						青森県野辺地町		0

		青森県七戸町		1				青森県七戸町		0						青森県七戸町		0

		青森県六戸町		1				青森県六戸町		0						青森県六戸町		0

		青森県横浜町		1				青森県横浜町		0						青森県横浜町		0

		青森県東北町		1				青森県東北町		0						青森県東北町		0

		青森県六ヶ所村		1				青森県六ヶ所村		0						青森県六ヶ所村		0

		青森県おいらせ町		1				青森県おいらせ町		0						青森県おいらせ町		0

		青森県大間町		1				青森県大間町		0						青森県大間町		0

		青森県東通村		1				青森県東通村		0						青森県東通村		0

		青森県風間浦村		1				青森県風間浦村		0						青森県風間浦村		0

		青森県佐井村		1				青森県佐井村		0						青森県佐井村		0

		青森県三戸町		1				青森県三戸町		0						青森県三戸町		0

		青森県五戸町		1				青森県五戸町		0						青森県五戸町		0

		青森県田子町		1				青森県田子町		0						青森県田子町		0

		青森県南部町		1				青森県南部町		0						青森県南部町		0

		青森県階上町		1				青森県階上町		0						青森県階上町		0

		青森県新郷村		1				青森県新郷村		0						青森県新郷村		0

		岩手県盛岡市		1				岩手県盛岡市		0						岩手県盛岡市		0

		岩手県宮古市		1				岩手県宮古市		0						岩手県宮古市		0

		岩手県大船渡市		1				岩手県大船渡市		0						岩手県大船渡市		0

		岩手県花巻市		1				岩手県花巻市		0						岩手県花巻市		0

		岩手県北上市		1				岩手県北上市		0						岩手県北上市		0

		岩手県久慈市		1				岩手県久慈市		0						岩手県久慈市		0

		岩手県遠野市		1				岩手県遠野市		0						岩手県遠野市		0

		岩手県一関市		1				岩手県一関市		0						岩手県一関市		0

		岩手県陸前高田市		1				岩手県陸前高田市		0						岩手県陸前高田市		0

		岩手県釜石市		1				岩手県釜石市		0						岩手県釜石市		0

		岩手県二戸市		1				岩手県二戸市		0						岩手県二戸市		0

		岩手県八幡平市		1				岩手県八幡平市		0						岩手県八幡平市		0

		岩手県奥州市		1				岩手県奥州市		0						岩手県奥州市		0

		岩手県滝沢市		1				岩手県滝沢市		0						岩手県滝沢市		0

		岩手県雫石町		1				岩手県雫石町		0						岩手県雫石町		0

		岩手県葛巻町		1				岩手県葛巻町		0						岩手県葛巻町		0

		岩手県岩手町		1				岩手県岩手町		0						岩手県岩手町		0

		岩手県紫波町		1				岩手県紫波町		0						岩手県紫波町		0

		岩手県矢巾町		1				岩手県矢巾町		0						岩手県矢巾町		0

		岩手県西和賀町		1				岩手県西和賀町		0						岩手県西和賀町		0

		岩手県金ケ崎町		1				岩手県金ケ崎町		0						岩手県金ケ崎町		0

		岩手県平泉町		1				岩手県平泉町		0						岩手県平泉町		0

		岩手県住田町		1				岩手県住田町		0						岩手県住田町		0

		岩手県大槌町		1				岩手県大槌町		0						岩手県大槌町		0

		岩手県山田町		1				岩手県山田町		0						岩手県山田町		0

		岩手県岩泉町		1				岩手県岩泉町		0						岩手県岩泉町		0

		岩手県田野畑村		1				岩手県田野畑村		0						岩手県田野畑村		0

		岩手県普代村		1				岩手県普代村		0						岩手県普代村		0

		岩手県軽米町		1				岩手県軽米町		0						岩手県軽米町		0

		岩手県野田村		1				岩手県野田村		0						岩手県野田村		0

		岩手県九戸村		1				岩手県九戸村		0						岩手県九戸村		0

		岩手県洋野町		1				岩手県洋野町		0						岩手県洋野町		0

		岩手県一戸町		1				岩手県一戸町		0						岩手県一戸町		0

		宮城県石巻市		1				宮城県石巻市		0						宮城県石巻市		0

		宮城県塩竈市		1				宮城県塩竈市		0						宮城県塩竈市		0

		宮城県気仙沼市		1				宮城県気仙沼市		0						宮城県気仙沼市		0

		宮城県白石市		1				宮城県白石市		0						宮城県白石市		0

		宮城県名取市		1				宮城県名取市		0						宮城県名取市		0

		宮城県角田市		1				宮城県角田市		0						宮城県角田市		0

		宮城県多賀城市		1				宮城県多賀城市		0						宮城県多賀城市		0

		宮城県岩沼市		1				宮城県岩沼市		0						宮城県岩沼市		0

		宮城県登米市		1				宮城県登米市		0						宮城県登米市		0

		宮城県栗原市		1				宮城県栗原市		0						宮城県栗原市		0

		宮城県東松島市		1				宮城県東松島市		0						宮城県東松島市		0

		宮城県大崎市		1				宮城県大崎市		0						宮城県大崎市		0

		宮城県富谷市		1				宮城県富谷市		0						宮城県富谷市		0

		宮城県蔵王町		1				宮城県蔵王町		0						宮城県蔵王町		0

		宮城県七ヶ宿町		1				宮城県七ヶ宿町		0						宮城県七ヶ宿町		0

		宮城県大河原町		1				宮城県大河原町		0						宮城県大河原町		0

		宮城県村田町		1				宮城県村田町		0						宮城県村田町		0

		宮城県柴田町		1				宮城県柴田町		0						宮城県柴田町		0

		宮城県川崎町		1				宮城県川崎町		0						宮城県川崎町		0

		宮城県丸森町		1				宮城県丸森町		0						宮城県丸森町		0

		宮城県亘理町		1				宮城県亘理町		0						宮城県亘理町		0

		宮城県山元町		1				宮城県山元町		0						宮城県山元町		0

		宮城県松島町		1				宮城県松島町		0						宮城県松島町		0

		宮城県七ヶ浜町		1				宮城県七ヶ浜町		0						宮城県七ヶ浜町		0

		宮城県利府町		1				宮城県利府町		0						宮城県利府町		0

		宮城県大和町		1				宮城県大和町		0						宮城県大和町		0

		宮城県大郷町		1				宮城県大郷町		0						宮城県大郷町		0

		宮城県大衡村		1				宮城県大衡村		0						宮城県大衡村		0

		宮城県色麻町		1				宮城県色麻町		0						宮城県色麻町		0

		宮城県加美町		1				宮城県加美町		0						宮城県加美町		0

		宮城県涌谷町		1				宮城県涌谷町		0						宮城県涌谷町		0

		宮城県美里町		1				宮城県美里町		0						宮城県美里町		0

		宮城県女川町		1				宮城県女川町		0						宮城県女川町		0

		宮城県南三陸町		1				宮城県南三陸町		0						宮城県南三陸町		0

		秋田県秋田市		1				秋田県秋田市		0						秋田県秋田市		0

		秋田県能代市		1				秋田県能代市		0						秋田県能代市		0

		秋田県横手市		1				秋田県横手市		0						秋田県横手市		0

		秋田県大館市		1				秋田県大館市		0						秋田県大館市		0

		秋田県男鹿市		1				秋田県男鹿市		0						秋田県男鹿市		0

		秋田県湯沢市		1				秋田県湯沢市		0						秋田県湯沢市		0

		秋田県鹿角市		1				秋田県鹿角市		0						秋田県鹿角市		0

		秋田県由利本荘市		1				秋田県由利本荘市		0						秋田県由利本荘市		0

		秋田県潟上市		1				秋田県潟上市		0						秋田県潟上市		0

		秋田県大仙市		1				秋田県大仙市		0						秋田県大仙市		0

		秋田県北秋田市		1				秋田県北秋田市		0						秋田県北秋田市		0

		秋田県にかほ市		1				秋田県にかほ市		0						秋田県にかほ市		0

		秋田県仙北市		1				秋田県仙北市		0						秋田県仙北市		0

		秋田県小坂町		1				秋田県小坂町		0						秋田県小坂町		0

		秋田県上小阿仁村		1				秋田県上小阿仁村		0						秋田県上小阿仁村		0

		秋田県藤里町		1				秋田県藤里町		0						秋田県藤里町		0

		秋田県三種町		1				秋田県三種町		0						秋田県三種町		0

		秋田県八峰町		1				秋田県八峰町		0						秋田県八峰町		0

		秋田県五城目町		1				秋田県五城目町		0						秋田県五城目町		0

		秋田県八郎潟町		1				秋田県八郎潟町		0						秋田県八郎潟町		0

		秋田県井川町		1				秋田県井川町		0						秋田県井川町		0

		秋田県大潟村		1				秋田県大潟村		0						秋田県大潟村		0

		秋田県美郷町		1				秋田県美郷町		0						秋田県美郷町		0

		秋田県羽後町		1				秋田県羽後町		0						秋田県羽後町		0

		秋田県東成瀬村		1				秋田県東成瀬村		0						秋田県東成瀬村		0

		山形県山形市		1				山形県山形市		0						山形県山形市		0

		山形県米沢市		1				山形県米沢市		0						山形県米沢市		0

		山形県鶴岡市		1				山形県鶴岡市		0						山形県鶴岡市		0

		山形県酒田市		1				山形県酒田市		0						山形県酒田市		0

		山形県新庄市		1				山形県新庄市		0						山形県新庄市		0

		山形県寒河江市		1				山形県寒河江市		0						山形県寒河江市		0

		山形県上山市		1				山形県上山市		0						山形県上山市		0

		山形県村山市		1				山形県村山市		0						山形県村山市		0

		山形県長井市		1				山形県長井市		0						山形県長井市		0

		山形県天童市		1				山形県天童市		0						山形県天童市		0

		山形県東根市		1				山形県東根市		0						山形県東根市		0

		山形県尾花沢市		1				山形県尾花沢市		0						山形県尾花沢市		0

		山形県南陽市		1				山形県南陽市		0						山形県南陽市		0

		山形県山辺町		1				山形県山辺町		0						山形県山辺町		0

		山形県中山町		1				山形県中山町		0						山形県中山町		0

		山形県河北町		1				山形県河北町		0						山形県河北町		0

		山形県西川町		1				山形県西川町		0						山形県西川町		0

		山形県朝日町		1				山形県朝日町		0						山形県朝日町		0

		山形県大江町		1				山形県大江町		0						山形県大江町		0

		山形県大石田町		1				山形県大石田町		0						山形県大石田町		0

		山形県金山町		1				山形県金山町		0						山形県金山町		0

		山形県最上町		1				山形県最上町		0						山形県最上町		0

		山形県舟形町		1				山形県舟形町		0						山形県舟形町		0

		山形県真室川町		1				山形県真室川町		0						山形県真室川町		0

		山形県大蔵村		1				山形県大蔵村		0						山形県大蔵村		0

		山形県鮭川村		1				山形県鮭川村		0						山形県鮭川村		0

		山形県戸沢村		1				山形県戸沢村		0						山形県戸沢村		0

		山形県高畠町		1				山形県高畠町		0						山形県高畠町		0

		山形県川西町		1				山形県川西町		0						山形県川西町		0

		山形県小国町		1				山形県小国町		0						山形県小国町		0

		山形県白鷹町		1				山形県白鷹町		0						山形県白鷹町		0

		山形県飯豊町		1				山形県飯豊町		0						山形県飯豊町		0

		山形県三川町		1				山形県三川町		0						山形県三川町		0

		山形県庄内町		1				山形県庄内町		0						山形県庄内町		0

		山形県遊佐町		1				山形県遊佐町		0						山形県遊佐町		0

		福島県福島市		1				福島県福島市		0						福島県福島市		0

		福島県会津若松市		1				福島県会津若松市		0						福島県会津若松市		0

		福島県郡山市		1				福島県郡山市		0						福島県郡山市		0

		福島県いわき市		1				福島県いわき市		0						福島県いわき市		0

		福島県白河市		1				福島県白河市		0						福島県白河市		0

		福島県須賀川市		1				福島県須賀川市		0						福島県須賀川市		0

		福島県喜多方市		1				福島県喜多方市		0						福島県喜多方市		0

		福島県相馬市		1				福島県相馬市		0						福島県相馬市		0

		福島県二本松市		1				福島県二本松市		0						福島県二本松市		0

		福島県田村市		1				福島県田村市		0						福島県田村市		0

		福島県南相馬市		1				福島県南相馬市		0						福島県南相馬市		0

		福島県伊達市		1				福島県伊達市		0						福島県伊達市		0

		福島県本宮市		1				福島県本宮市		0						福島県本宮市		0

		福島県桑折町		1				福島県桑折町		0						福島県桑折町		0

		福島県国見町		1				福島県国見町		0						福島県国見町		0

		福島県川俣町		1				福島県川俣町		0						福島県川俣町		0

		福島県大玉村		1				福島県大玉村		0						福島県大玉村		0

		福島県鏡石町		1				福島県鏡石町		0						福島県鏡石町		0

		福島県天栄村		1				福島県天栄村		0						福島県天栄村		0

		福島県下郷町		1				福島県下郷町		0						福島県下郷町		0

		福島県檜枝岐村		1				福島県檜枝岐村		0						福島県檜枝岐村		0

		福島県只見町		1				福島県只見町		0						福島県只見町		0

		福島県南会津町		1				福島県南会津町		0						福島県南会津町		0

		福島県北塩原村		1				福島県北塩原村		0						福島県北塩原村		0

		福島県西会津町		1				福島県西会津町		0						福島県西会津町		0

		福島県磐梯町		1				福島県磐梯町		0						福島県磐梯町		0

		福島県猪苗代町		1				福島県猪苗代町		0						福島県猪苗代町		0

		福島県会津坂下町		1				福島県会津坂下町		0						福島県会津坂下町		0

		福島県湯川村		1				福島県湯川村		0						福島県湯川村		0

		福島県柳津町		1				福島県柳津町		0						福島県柳津町		0

		福島県三島町		1				福島県三島町		0						福島県三島町		0

		福島県金山町		1				福島県金山町		0						福島県金山町		0

		福島県昭和村		1				福島県昭和村		0						福島県昭和村		0

		福島県会津美里町		1				福島県会津美里町		0						福島県会津美里町		0

		福島県西郷村		1				福島県西郷村		0						福島県西郷村		0

		福島県泉崎村		1				福島県泉崎村		0						福島県泉崎村		0

		福島県中島村		1				福島県中島村		0						福島県中島村		0

		福島県矢吹町		1				福島県矢吹町		0						福島県矢吹町		0

		福島県棚倉町		1				福島県棚倉町		0						福島県棚倉町		0

		福島県矢祭町		1				福島県矢祭町		0						福島県矢祭町		0

		福島県塙町		1				福島県塙町		0						福島県塙町		0

		福島県鮫川村		1				福島県鮫川村		0						福島県鮫川村		0

		福島県石川町		1				福島県石川町		0						福島県石川町		0

		福島県玉川村		1				福島県玉川村		0						福島県玉川村		0

		福島県平田村		1				福島県平田村		0						福島県平田村		0

		福島県浅川町		1				福島県浅川町		0						福島県浅川町		0

		福島県古殿町		1				福島県古殿町		0						福島県古殿町		0

		福島県三春町		1				福島県三春町		0						福島県三春町		0

		福島県小野町		1				福島県小野町		0						福島県小野町		0

		福島県広野町		1				福島県広野町		0						福島県広野町		0

		福島県楢葉町		1				福島県楢葉町		0						福島県楢葉町		0

		福島県富岡町		1				福島県富岡町		0						福島県富岡町		0

		福島県川内村		1				福島県川内村		0						福島県川内村		0

		福島県大熊町		1				福島県大熊町		0						福島県大熊町		0

		福島県双葉町		1				福島県双葉町		0						福島県双葉町		0

		福島県浪江町		1				福島県浪江町		0						福島県浪江町		0

		福島県葛尾村		1				福島県葛尾村		0						福島県葛尾村		0

		福島県新地町		1				福島県新地町		0						福島県新地町		0

		福島県飯舘村		1				福島県飯舘村		0						福島県飯舘村		0

		茨城県水戸市		1				茨城県水戸市		0						茨城県水戸市		0

		茨城県日立市		1				茨城県日立市		0						茨城県日立市		0

		茨城県土浦市		1				茨城県土浦市		0						茨城県土浦市		0

		茨城県古河市		1				茨城県古河市		0						茨城県古河市		0

		茨城県石岡市		1				茨城県石岡市		0						茨城県石岡市		0

		茨城県結城市		1				茨城県結城市		0						茨城県結城市		0

		茨城県龍ケ崎市		1				茨城県龍ケ崎市		0						茨城県龍ケ崎市		0

		茨城県下妻市		1				茨城県下妻市		0						茨城県下妻市		0

		茨城県常総市		1				茨城県常総市		0						茨城県常総市		0

		茨城県常陸太田市		1				茨城県常陸太田市		0						茨城県常陸太田市		0

		茨城県高萩市		1				茨城県高萩市		0						茨城県高萩市		0

		茨城県北茨城市		1				茨城県北茨城市		0						茨城県北茨城市		0

		茨城県笠間市		1				茨城県笠間市		0						茨城県笠間市		0

		茨城県取手市		1				茨城県取手市		0						茨城県取手市		0

		茨城県牛久市		1				茨城県牛久市		0						茨城県牛久市		0

		茨城県つくば市		1				茨城県つくば市		0						茨城県つくば市		0

		茨城県ひたちなか市		1				茨城県ひたちなか市		0						茨城県ひたちなか市		0

		茨城県鹿嶋市		1				茨城県鹿嶋市		0						茨城県鹿嶋市		0

		茨城県潮来市		1				茨城県潮来市		0						茨城県潮来市		0

		茨城県守谷市		1				茨城県守谷市		0						茨城県守谷市		0

		茨城県常陸大宮市		1				茨城県常陸大宮市		0						茨城県常陸大宮市		0

		茨城県那珂市		1				茨城県那珂市		0						茨城県那珂市		0

		茨城県筑西市		1				茨城県筑西市		0						茨城県筑西市		0

		茨城県坂東市		1				茨城県坂東市		0						茨城県坂東市		0

		茨城県稲敷市		1				茨城県稲敷市		0						茨城県稲敷市		0

		茨城県かすみがうら市		1				茨城県かすみがうら市		0						茨城県かすみがうら市		0

		茨城県桜川市		1				茨城県桜川市		0						茨城県桜川市		0

		茨城県神栖市		1				茨城県神栖市		0						茨城県神栖市		0

		茨城県行方市		1				茨城県行方市		0						茨城県行方市		0

		茨城県鉾田市		1				茨城県鉾田市		0						茨城県鉾田市		0

		茨城県つくばみらい市		1				茨城県つくばみらい市		0						茨城県つくばみらい市		0

		茨城県小美玉市		1				茨城県小美玉市		0						茨城県小美玉市		0

		茨城県茨城町		1				茨城県茨城町		0						茨城県茨城町		0

		茨城県大洗町		1				茨城県大洗町		0						茨城県大洗町		0

		茨城県城里町		1				茨城県城里町		0						茨城県城里町		0

		茨城県東海村		1				茨城県東海村		0						茨城県東海村		0

		茨城県大子町		1				茨城県大子町		0						茨城県大子町		0

		茨城県美浦村		1				茨城県美浦村		0						茨城県美浦村		0

		茨城県阿見町		1				茨城県阿見町		0						茨城県阿見町		0

		茨城県河内町		1				茨城県河内町		0						茨城県河内町		0

		茨城県八千代町		1				茨城県八千代町		0						茨城県八千代町		0

		茨城県五霞町		1				茨城県五霞町		0						茨城県五霞町		0

		茨城県境町		1				茨城県境町		0						茨城県境町		0

		茨城県利根町		1				茨城県利根町		0						茨城県利根町		0

		栃木県宇都宮市		1				栃木県宇都宮市		0						栃木県宇都宮市		0

		栃木県足利市		1				栃木県足利市		0						栃木県足利市		0

		栃木県栃木市		1				栃木県栃木市		0						栃木県栃木市		0

		栃木県佐野市		1				栃木県佐野市		0						栃木県佐野市		0

		栃木県鹿沼市		1				栃木県鹿沼市		0						栃木県鹿沼市		0

		栃木県日光市		1				栃木県日光市		0						栃木県日光市		0

		栃木県小山市		1				栃木県小山市		0						栃木県小山市		0

		栃木県真岡市		1				栃木県真岡市		0						栃木県真岡市		0

		栃木県大田原市		1				栃木県大田原市		0						栃木県大田原市		0

		栃木県矢板市		1				栃木県矢板市		0						栃木県矢板市		0

		栃木県那須塩原市		1				栃木県那須塩原市		0						栃木県那須塩原市		0

		栃木県さくら市		1				栃木県さくら市		0						栃木県さくら市		0

		栃木県那須烏山市		1				栃木県那須烏山市		0						栃木県那須烏山市		0

		栃木県下野市		1				栃木県下野市		0						栃木県下野市		0

		栃木県上三川町		1				栃木県上三川町		0						栃木県上三川町		0

		栃木県益子町		1				栃木県益子町		0						栃木県益子町		0

		栃木県茂木町		1				栃木県茂木町		0						栃木県茂木町		0

		栃木県市貝町		1				栃木県市貝町		0						栃木県市貝町		0

		栃木県芳賀町		1				栃木県芳賀町		0						栃木県芳賀町		0

		栃木県壬生町		1				栃木県壬生町		0						栃木県壬生町		0

		栃木県野木町		1				栃木県野木町		0						栃木県野木町		0

		栃木県塩谷町		1				栃木県塩谷町		0						栃木県塩谷町		0

		栃木県高根沢町		1				栃木県高根沢町		0						栃木県高根沢町		0

		栃木県那須町		1				栃木県那須町		0						栃木県那須町		0

		栃木県那珂川町		1				栃木県那珂川町		0						栃木県那珂川町		0

		群馬県前橋市		1				群馬県前橋市		0						群馬県前橋市		0

		群馬県高崎市		1				群馬県高崎市		0						群馬県高崎市		0

		群馬県桐生市		1				群馬県桐生市		0						群馬県桐生市		0

		群馬県伊勢崎市		1				群馬県伊勢崎市		0						群馬県伊勢崎市		0

		群馬県太田市		1				群馬県太田市		0						群馬県太田市		0

		群馬県沼田市		1				群馬県沼田市		0						群馬県沼田市		0

		群馬県館林市		1				群馬県館林市		0						群馬県館林市		0

		群馬県渋川市		1				群馬県渋川市		0						群馬県渋川市		0

		群馬県藤岡市		1				群馬県藤岡市		0						群馬県藤岡市		0

		群馬県富岡市		1				群馬県富岡市		0						群馬県富岡市		0

		群馬県安中市		1				群馬県安中市		0						群馬県安中市		0

		群馬県みどり市		1				群馬県みどり市		0						群馬県みどり市		0

		群馬県榛東村		1				群馬県榛東村		0						群馬県榛東村		0

		群馬県吉岡町		1				群馬県吉岡町		0						群馬県吉岡町		0

		群馬県上野村		1				群馬県上野村		0						群馬県上野村		0

		群馬県神流町		1				群馬県神流町		0						群馬県神流町		0

		群馬県下仁田町		1				群馬県下仁田町		0						群馬県下仁田町		0

		群馬県南牧村		1				群馬県南牧村		0						群馬県南牧村		0

		群馬県甘楽町		1				群馬県甘楽町		0						群馬県甘楽町		0

		群馬県中之条町		1				群馬県中之条町		0						群馬県中之条町		0

		群馬県長野原町		1				群馬県長野原町		0						群馬県長野原町		0

		群馬県嬬恋村		1				群馬県嬬恋村		0						群馬県嬬恋村		0

		群馬県草津町		1				群馬県草津町		0						群馬県草津町		0

		群馬県高山村		1				群馬県高山村		0						群馬県高山村		0

		群馬県東吾妻町		1				群馬県東吾妻町		0						群馬県東吾妻町		0

		群馬県片品村		1				群馬県片品村		0						群馬県片品村		0

		群馬県川場村		1				群馬県川場村		0						群馬県川場村		0

		群馬県昭和村		1				群馬県昭和村		0						群馬県昭和村		0

		群馬県みなかみ町		1				群馬県みなかみ町		0						群馬県みなかみ町		0

		群馬県玉村町		1				群馬県玉村町		0						群馬県玉村町		0

		群馬県板倉町		1				群馬県板倉町		0						群馬県板倉町		0

		群馬県明和町		1				群馬県明和町		0						群馬県明和町		0

		群馬県千代田町		1				群馬県千代田町		0						群馬県千代田町		0

		群馬県大泉町		1				群馬県大泉町		0						群馬県大泉町		0

		群馬県邑楽町		1				群馬県邑楽町		0						群馬県邑楽町		0

		埼玉県川越市		1				埼玉県川越市		0						埼玉県川越市		0

		埼玉県熊谷市		1				埼玉県熊谷市		0						埼玉県熊谷市		0

		埼玉県川口市		1				埼玉県川口市		0						埼玉県川口市		0

		埼玉県行田市		1				埼玉県行田市		0						埼玉県行田市		0

		埼玉県秩父市		1				埼玉県秩父市		0						埼玉県秩父市		0

		埼玉県所沢市		1				埼玉県所沢市		0						埼玉県所沢市		0

		埼玉県飯能市		1				埼玉県飯能市		0						埼玉県飯能市		0

		埼玉県加須市		1				埼玉県加須市		0						埼玉県加須市		0

		埼玉県本庄市		1				埼玉県本庄市		0						埼玉県本庄市		0

		埼玉県東松山市		1				埼玉県東松山市		0						埼玉県東松山市		0

		埼玉県春日部市		1				埼玉県春日部市		0						埼玉県春日部市		0

		埼玉県狭山市		1				埼玉県狭山市		0						埼玉県狭山市		0

		埼玉県羽生市		1				埼玉県羽生市		0						埼玉県羽生市		0

		埼玉県鴻巣市		1				埼玉県鴻巣市		0						埼玉県鴻巣市		0

		埼玉県深谷市		1				埼玉県深谷市		0						埼玉県深谷市		0

		埼玉県上尾市		1				埼玉県上尾市		0						埼玉県上尾市		0

		埼玉県草加市		1				埼玉県草加市		0						埼玉県草加市		0

		埼玉県越谷市		1				埼玉県越谷市		0						埼玉県越谷市		0

		埼玉県蕨市		1				埼玉県蕨市		0						埼玉県蕨市		0

		埼玉県戸田市		1				埼玉県戸田市		0						埼玉県戸田市		0

		埼玉県入間市		1				埼玉県入間市		0						埼玉県入間市		0

		埼玉県朝霞市		1				埼玉県朝霞市		0						埼玉県朝霞市		0

		埼玉県志木市		1				埼玉県志木市		0						埼玉県志木市		0

		埼玉県和光市		1				埼玉県和光市		0						埼玉県和光市		0

		埼玉県新座市		1				埼玉県新座市		0						埼玉県新座市		0

		埼玉県桶川市		1				埼玉県桶川市		0						埼玉県桶川市		0

		埼玉県久喜市		1				埼玉県久喜市		0						埼玉県久喜市		0

		埼玉県北本市		1				埼玉県北本市		0						埼玉県北本市		0

		埼玉県八潮市		1				埼玉県八潮市		0						埼玉県八潮市		0

		埼玉県富士見市		1				埼玉県富士見市		0						埼玉県富士見市		0

		埼玉県三郷市		1				埼玉県三郷市		0						埼玉県三郷市		0

		埼玉県蓮田市		1				埼玉県蓮田市		0						埼玉県蓮田市		0

		埼玉県坂戸市		1				埼玉県坂戸市		0						埼玉県坂戸市		0

		埼玉県幸手市		1				埼玉県幸手市		0						埼玉県幸手市		0

		埼玉県鶴ヶ島市		1				埼玉県鶴ヶ島市		0						埼玉県鶴ヶ島市		0

		埼玉県日高市		1				埼玉県日高市		0						埼玉県日高市		0

		埼玉県吉川市		1				埼玉県吉川市		0						埼玉県吉川市		0

		埼玉県ふじみ野市		1				埼玉県ふじみ野市		0						埼玉県ふじみ野市		0

		埼玉県白岡市		1				埼玉県白岡市		0						埼玉県白岡市		0

		埼玉県伊奈町		1				埼玉県伊奈町		0						埼玉県伊奈町		0

		埼玉県三芳町		1				埼玉県三芳町		0						埼玉県三芳町		0

		埼玉県毛呂山町		1				埼玉県毛呂山町		0						埼玉県毛呂山町		0

		埼玉県越生町		1				埼玉県越生町		0						埼玉県越生町		0

		埼玉県滑川町		1				埼玉県滑川町		0						埼玉県滑川町		0

		埼玉県嵐山町		1				埼玉県嵐山町		0						埼玉県嵐山町		0

		埼玉県小川町		1				埼玉県小川町		0						埼玉県小川町		0

		埼玉県川島町		1				埼玉県川島町		0						埼玉県川島町		0

		埼玉県吉見町		1				埼玉県吉見町		0						埼玉県吉見町		0

		埼玉県鳩山町		1				埼玉県鳩山町		0						埼玉県鳩山町		0

		埼玉県ときがわ町		1				埼玉県ときがわ町		0						埼玉県ときがわ町		0

		埼玉県横瀬町		1				埼玉県横瀬町		0						埼玉県横瀬町		0

		埼玉県皆野町		1				埼玉県皆野町		0						埼玉県皆野町		0

		埼玉県長瀞町		1				埼玉県長瀞町		0						埼玉県長瀞町		0

		埼玉県小鹿野町		1				埼玉県小鹿野町		0						埼玉県小鹿野町		0

		埼玉県東秩父村		1				埼玉県東秩父村		0						埼玉県東秩父村		0

		埼玉県美里町		1				埼玉県美里町		0						埼玉県美里町		0

		埼玉県神川町		1				埼玉県神川町		0						埼玉県神川町		0

		埼玉県上里町		1				埼玉県上里町		0						埼玉県上里町		0

		埼玉県寄居町		1				埼玉県寄居町		0						埼玉県寄居町		0

		埼玉県宮代町		1				埼玉県宮代町		0						埼玉県宮代町		0

		埼玉県杉戸町		1				埼玉県杉戸町		0						埼玉県杉戸町		0

		埼玉県松伏町		1				埼玉県松伏町		0						埼玉県松伏町		0

		千葉県銚子市		1				千葉県銚子市		0						千葉県銚子市		0

		千葉県市川市		1				千葉県市川市		0						千葉県市川市		0

		千葉県船橋市		1				千葉県船橋市		0						千葉県船橋市		0

		千葉県館山市		1				千葉県館山市		0						千葉県館山市		0

		千葉県木更津市		1				千葉県木更津市		0						千葉県木更津市		0

		千葉県松戸市		1				千葉県松戸市		0						千葉県松戸市		0

		千葉県野田市		1				千葉県野田市		0						千葉県野田市		0

		千葉県茂原市		1				千葉県茂原市		0						千葉県茂原市		0

		千葉県成田市		1				千葉県成田市		0						千葉県成田市		0

		千葉県佐倉市		1				千葉県佐倉市		0						千葉県佐倉市		0

		千葉県東金市		1				千葉県東金市		0						千葉県東金市		0

		千葉県旭市		1				千葉県旭市		0						千葉県旭市		0

		千葉県習志野市		1				千葉県習志野市		0						千葉県習志野市		0

		千葉県柏市		1				千葉県柏市		0						千葉県柏市		0

		千葉県勝浦市		1				千葉県勝浦市		0						千葉県勝浦市		0

		千葉県市原市		1				千葉県市原市		0						千葉県市原市		0

		千葉県流山市		1				千葉県流山市		0						千葉県流山市		0

		千葉県八千代市		1				千葉県八千代市		0						千葉県八千代市		0

		千葉県我孫子市		1				千葉県我孫子市		0						千葉県我孫子市		0

		千葉県鴨川市		1				千葉県鴨川市		0						千葉県鴨川市		0

		千葉県鎌ケ谷市		1				千葉県鎌ケ谷市		0						千葉県鎌ケ谷市		0

		千葉県君津市		1				千葉県君津市		0						千葉県君津市		0

		千葉県富津市		1				千葉県富津市		0						千葉県富津市		0

		千葉県浦安市		1				千葉県浦安市		0						千葉県浦安市		0

		千葉県四街道市		1				千葉県四街道市		0						千葉県四街道市		0

		千葉県袖ケ浦市		1				千葉県袖ケ浦市		0						千葉県袖ケ浦市		0

		千葉県八街市		1				千葉県八街市		0						千葉県八街市		0

		千葉県印西市		1				千葉県印西市		0						千葉県印西市		0

		千葉県白井市		1				千葉県白井市		0						千葉県白井市		0

		千葉県富里市		1				千葉県富里市		0						千葉県富里市		0

		千葉県南房総市		1				千葉県南房総市		0						千葉県南房総市		0

		千葉県匝瑳市		1				千葉県匝瑳市		0						千葉県匝瑳市		0

		千葉県香取市		1				千葉県香取市		0						千葉県香取市		0

		千葉県山武市		1				千葉県山武市		0						千葉県山武市		0

		千葉県いすみ市		1				千葉県いすみ市		0						千葉県いすみ市		0

		千葉県大網白里市		1				千葉県大網白里市		0						千葉県大網白里市		0

		千葉県酒々井町		1				千葉県酒々井町		0						千葉県酒々井町		0

		千葉県栄町		1				千葉県栄町		0						千葉県栄町		0

		千葉県神崎町		1				千葉県神崎町		0						千葉県神崎町		0

		千葉県多古町		1				千葉県多古町		0						千葉県多古町		0

		千葉県東庄町		1				千葉県東庄町		0						千葉県東庄町		0

		千葉県九十九里町		1				千葉県九十九里町		0						千葉県九十九里町		0

		千葉県芝山町		1				千葉県芝山町		0						千葉県芝山町		0

		千葉県横芝光町		1				千葉県横芝光町		0						千葉県横芝光町		0

		千葉県一宮町		1				千葉県一宮町		0						千葉県一宮町		0

		千葉県睦沢町		1				千葉県睦沢町		0						千葉県睦沢町		0

		千葉県長生村		1				千葉県長生村		0						千葉県長生村		0

		千葉県白子町		1				千葉県白子町		0						千葉県白子町		0

		千葉県長柄町		1				千葉県長柄町		0						千葉県長柄町		0

		千葉県長南町		1				千葉県長南町		0						千葉県長南町		0

		千葉県大多喜町		1				千葉県大多喜町		0						千葉県大多喜町		0

		千葉県御宿町		1				千葉県御宿町		0						千葉県御宿町		0

		千葉県鋸南町		1				千葉県鋸南町		0						千葉県鋸南町		0

		東京都千代田区		1				東京都千代田区		0						東京都千代田区		0

		東京都中央区		1				東京都中央区		0						東京都中央区		0

		東京都港区		1				東京都港区		0						東京都港区		0

		東京都新宿区		1				東京都新宿区		0						東京都新宿区		0

		東京都文京区		1				東京都文京区		0						東京都文京区		0

		東京都台東区		1				東京都台東区		0						東京都台東区		0

		東京都墨田区		1				東京都墨田区		0						東京都墨田区		0

		東京都江東区		1				東京都江東区		0						東京都江東区		0

		東京都品川区		1				東京都品川区		0						東京都品川区		0

		東京都目黒区		1				東京都目黒区		0						東京都目黒区		0

		東京都大田区		1				東京都大田区		0						東京都大田区		0

		東京都世田谷区		1				東京都世田谷区		0						東京都世田谷区		0

		東京都渋谷区		1				東京都渋谷区		0						東京都渋谷区		0

		東京都中野区		1				東京都中野区		0						東京都中野区		0

		東京都杉並区		1				東京都杉並区		0						東京都杉並区		0

		東京都豊島区		1				東京都豊島区		0						東京都豊島区		0

		東京都北区		1				東京都北区		0						東京都北区		0

		東京都荒川区		1				東京都荒川区		0						東京都荒川区		0

		東京都板橋区		1				東京都板橋区		0						東京都板橋区		0

		東京都練馬区		1				東京都練馬区		0						東京都練馬区		0

		東京都足立区		1				東京都足立区		0						東京都足立区		0

		東京都葛飾区		1				東京都葛飾区		0						東京都葛飾区		0

		東京都江戸川区		1				東京都江戸川区		0						東京都江戸川区		0

		東京都八王子市		1				東京都八王子市		0						東京都八王子市		0

		東京都立川市		1				東京都立川市		0						東京都立川市		0

		東京都武蔵野市		1				東京都武蔵野市		0						東京都武蔵野市		0

		東京都三鷹市		1				東京都三鷹市		0						東京都三鷹市		0

		東京都青梅市		1				東京都青梅市		0						東京都青梅市		0

		東京都府中市		1				東京都府中市		0						東京都府中市		0

		東京都昭島市		1				東京都昭島市		0						東京都昭島市		0

		東京都調布市		1				東京都調布市		0						東京都調布市		0

		東京都町田市		1				東京都町田市		0						東京都町田市		0

		東京都小金井市		1				東京都小金井市		0						東京都小金井市		0

		東京都小平市		1				東京都小平市		0						東京都小平市		0

		東京都日野市		1				東京都日野市		0						東京都日野市		0

		東京都東村山市		1				東京都東村山市		0						東京都東村山市		0

		東京都国分寺市		1				東京都国分寺市		0						東京都国分寺市		0

		東京都国立市		1				東京都国立市		0						東京都国立市		0

		東京都福生市		1				東京都福生市		0						東京都福生市		0

		東京都狛江市		1				東京都狛江市		0						東京都狛江市		0

		東京都東大和市		1				東京都東大和市		0						東京都東大和市		0

		東京都清瀬市		1				東京都清瀬市		0						東京都清瀬市		0

		東京都東久留米市		1				東京都東久留米市		0						東京都東久留米市		0

		東京都武蔵村山市		1				東京都武蔵村山市		0						東京都武蔵村山市		0

		東京都多摩市		1				東京都多摩市		0						東京都多摩市		0

		東京都稲城市		1				東京都稲城市		0						東京都稲城市		0

		東京都羽村市		1				東京都羽村市		0						東京都羽村市		0

		東京都あきる野市		1				東京都あきる野市		0						東京都あきる野市		0

		東京都西東京市		1				東京都西東京市		0						東京都西東京市		0

		東京都瑞穂町		1				東京都瑞穂町		0						東京都瑞穂町		0

		東京都日の出町		1				東京都日の出町		0						東京都日の出町		0

		東京都檜原村		1				東京都檜原村		0						東京都檜原村		0

		東京都奥多摩町		1				東京都奥多摩町		0						東京都奥多摩町		0

		東京都大島町		1				東京都大島町		0						東京都大島町		0

		東京都利島村		1				東京都利島村		0						東京都利島村		0

		東京都新島村		1				東京都新島村		0						東京都新島村		0

		東京都神津島村		1				東京都神津島村		0						東京都神津島村		0

		東京都三宅村		1				東京都三宅村		0						東京都三宅村		0

		東京都御蔵島村		1				東京都御蔵島村		0						東京都御蔵島村		0

		東京都八丈町		1				東京都八丈町		0						東京都八丈町		0

		東京都青ヶ島村		1				東京都青ヶ島村		0						東京都青ヶ島村		0

		東京都小笠原村		1				東京都小笠原村		0						東京都小笠原村		0

		神奈川県横須賀市		1				神奈川県横須賀市		0						神奈川県横須賀市		0

		神奈川県平塚市		1				神奈川県平塚市		0						神奈川県平塚市		0

		神奈川県鎌倉市		1				神奈川県鎌倉市		0						神奈川県鎌倉市		0

		神奈川県藤沢市		1				神奈川県藤沢市		0						神奈川県藤沢市		0

		神奈川県小田原市		1				神奈川県小田原市		0						神奈川県小田原市		0

		神奈川県茅ヶ崎市		1				神奈川県茅ヶ崎市		0						神奈川県茅ヶ崎市		0

		神奈川県逗子市		1				神奈川県逗子市		0						神奈川県逗子市		0

		神奈川県三浦市		1				神奈川県三浦市		0						神奈川県三浦市		0

		神奈川県秦野市		1				神奈川県秦野市		0						神奈川県秦野市		0

		神奈川県厚木市		1				神奈川県厚木市		0						神奈川県厚木市		0

		神奈川県大和市		1				神奈川県大和市		0						神奈川県大和市		0

		神奈川県伊勢原市		1				神奈川県伊勢原市		0						神奈川県伊勢原市		0

		神奈川県海老名市		1				神奈川県海老名市		0						神奈川県海老名市		0

		神奈川県座間市		1				神奈川県座間市		0						神奈川県座間市		0

		神奈川県南足柄市		1				神奈川県南足柄市		0						神奈川県南足柄市		0

		神奈川県綾瀬市		1				神奈川県綾瀬市		0						神奈川県綾瀬市		0

		神奈川県葉山町		1				神奈川県葉山町		0						神奈川県葉山町		0

		神奈川県寒川町		1				神奈川県寒川町		0						神奈川県寒川町		0

		神奈川県大磯町		1				神奈川県大磯町		0						神奈川県大磯町		0

		神奈川県二宮町		1				神奈川県二宮町		0						神奈川県二宮町		0

		神奈川県中井町		1				神奈川県中井町		0						神奈川県中井町		0

		神奈川県大井町		1				神奈川県大井町		0						神奈川県大井町		0

		神奈川県松田町		1				神奈川県松田町		0						神奈川県松田町		0

		神奈川県山北町		1				神奈川県山北町		0						神奈川県山北町		0

		神奈川県開成町		1				神奈川県開成町		0						神奈川県開成町		0

		神奈川県箱根町		1				神奈川県箱根町		0						神奈川県箱根町		0

		神奈川県真鶴町		1				神奈川県真鶴町		0						神奈川県真鶴町		0

		神奈川県湯河原町		1				神奈川県湯河原町		0						神奈川県湯河原町		0

		神奈川県愛川町		1				神奈川県愛川町		0						神奈川県愛川町		0

		神奈川県清川村		1				神奈川県清川村		0						神奈川県清川村		0

		新潟県長岡市		1				新潟県長岡市		0						新潟県長岡市		0

		新潟県三条市		1				新潟県三条市		0						新潟県三条市		0

		新潟県柏崎市		1				新潟県柏崎市		0						新潟県柏崎市		0

		新潟県新発田市		1				新潟県新発田市		0						新潟県新発田市		0

		新潟県小千谷市		1				新潟県小千谷市		0						新潟県小千谷市		0

		新潟県加茂市		1				新潟県加茂市		0						新潟県加茂市		0

		新潟県十日町市		1				新潟県十日町市		0						新潟県十日町市		0

		新潟県見附市		1				新潟県見附市		0						新潟県見附市		0

		新潟県村上市		1				新潟県村上市		0						新潟県村上市		0

		新潟県燕市		1				新潟県燕市		0						新潟県燕市		0

		新潟県糸魚川市		1				新潟県糸魚川市		0						新潟県糸魚川市		0

		新潟県妙高市		1				新潟県妙高市		0						新潟県妙高市		0

		新潟県五泉市		1				新潟県五泉市		0						新潟県五泉市		0

		新潟県上越市		1				新潟県上越市		0						新潟県上越市		0

		新潟県阿賀野市		1				新潟県阿賀野市		0						新潟県阿賀野市		0

		新潟県佐渡市		1				新潟県佐渡市		0						新潟県佐渡市		0

		新潟県魚沼市		1				新潟県魚沼市		0						新潟県魚沼市		0

		新潟県南魚沼市		1				新潟県南魚沼市		0						新潟県南魚沼市		0

		新潟県胎内市		1				新潟県胎内市		0						新潟県胎内市		0

		新潟県聖籠町		1				新潟県聖籠町		0						新潟県聖籠町		0

		新潟県弥彦村		1				新潟県弥彦村		0						新潟県弥彦村		0

		新潟県田上町		1				新潟県田上町		0						新潟県田上町		0

		新潟県阿賀町		1				新潟県阿賀町		0						新潟県阿賀町		0

		新潟県出雲崎町		1				新潟県出雲崎町		0						新潟県出雲崎町		0

		新潟県湯沢町		1				新潟県湯沢町		0						新潟県湯沢町		0

		新潟県津南町		1				新潟県津南町		0						新潟県津南町		0

		新潟県刈羽村		1				新潟県刈羽村		0						新潟県刈羽村		0

		新潟県関川村		1				新潟県関川村		0						新潟県関川村		0

		新潟県粟島浦村		1				新潟県粟島浦村		0						新潟県粟島浦村		0

		富山県富山市		1				富山県富山市		0						富山県富山市		0

		富山県高岡市		1				富山県高岡市		0						富山県高岡市		0

		富山県魚津市		1				富山県魚津市		0						富山県魚津市		0

		富山県氷見市		1				富山県氷見市		0						富山県氷見市		0

		富山県滑川市		1				富山県滑川市		0						富山県滑川市		0

		富山県黒部市		1				富山県黒部市		0						富山県黒部市		0

		富山県砺波市		1				富山県砺波市		0						富山県砺波市		0

		富山県小矢部市		1				富山県小矢部市		0						富山県小矢部市		0

		富山県南砺市		1				富山県南砺市		0						富山県南砺市		0

		富山県射水市		1				富山県射水市		0						富山県射水市		0

		富山県舟橋村		1				富山県舟橋村		0						富山県舟橋村		0

		富山県上市町		1				富山県上市町		0						富山県上市町		0

		富山県立山町		1				富山県立山町		0						富山県立山町		0

		富山県入善町		1				富山県入善町		0						富山県入善町		0

		富山県朝日町		1				富山県朝日町		0						富山県朝日町		0

		石川県金沢市		1				石川県金沢市		0						石川県金沢市		0

		石川県七尾市		1				石川県七尾市		0						石川県七尾市		0

		石川県小松市		1				石川県小松市		0						石川県小松市		0

		石川県輪島市		1				石川県輪島市		0						石川県輪島市		0

		石川県珠洲市		1				石川県珠洲市		0						石川県珠洲市		0

		石川県加賀市		1				石川県加賀市		0						石川県加賀市		0

		石川県羽咋市		1				石川県羽咋市		0						石川県羽咋市		0

		石川県かほく市		1				石川県かほく市		0						石川県かほく市		0

		石川県白山市		1				石川県白山市		0						石川県白山市		0

		石川県能美市		1				石川県能美市		0						石川県能美市		0

		石川県野々市市		1				石川県野々市市		0						石川県野々市市		0

		石川県川北町		1				石川県川北町		0						石川県川北町		0

		石川県津幡町		1				石川県津幡町		0						石川県津幡町		0

		石川県内灘町		1				石川県内灘町		0						石川県内灘町		0

		石川県志賀町		1				石川県志賀町		0						石川県志賀町		0

		石川県宝達志水町		1				石川県宝達志水町		0						石川県宝達志水町		0

		石川県中能登町		1				石川県中能登町		0						石川県中能登町		0

		石川県穴水町		1				石川県穴水町		0						石川県穴水町		0

		石川県能登町		1				石川県能登町		0						石川県能登町		0

		福井県福井市		1				福井県福井市		0						福井県福井市		0

		福井県敦賀市		1				福井県敦賀市		0						福井県敦賀市		0

		福井県小浜市		1				福井県小浜市		0						福井県小浜市		0

		福井県大野市		1				福井県大野市		0						福井県大野市		0

		福井県勝山市		1				福井県勝山市		0						福井県勝山市		0

		福井県鯖江市		1				福井県鯖江市		0						福井県鯖江市		0

		福井県あわら市		1				福井県あわら市		0						福井県あわら市		0

		福井県越前市		1				福井県越前市		0						福井県越前市		0

		福井県坂井市		1				福井県坂井市		0						福井県坂井市		0

		福井県永平寺町		1				福井県永平寺町		0						福井県永平寺町		0

		福井県池田町		1				福井県池田町		0						福井県池田町		0

		福井県南越前町		1				福井県南越前町		0						福井県南越前町		0

		福井県越前町		1				福井県越前町		0						福井県越前町		0

		福井県美浜町		1				福井県美浜町		0						福井県美浜町		0

		福井県高浜町		1				福井県高浜町		0						福井県高浜町		0

		福井県おおい町		1				福井県おおい町		0						福井県おおい町		0

		福井県若狭町		1				福井県若狭町		0						福井県若狭町		0

		山梨県甲府市		1				山梨県甲府市		0						山梨県甲府市		0

		山梨県富士吉田市		1				山梨県富士吉田市		0						山梨県富士吉田市		0

		山梨県都留市		1				山梨県都留市		0						山梨県都留市		0

		山梨県山梨市		1				山梨県山梨市		0						山梨県山梨市		0

		山梨県大月市		1				山梨県大月市		0						山梨県大月市		0

		山梨県韮崎市		1				山梨県韮崎市		0						山梨県韮崎市		0

		山梨県南アルプス市		1				山梨県南アルプス市		0						山梨県南アルプス市		0

		山梨県北杜市		1				山梨県北杜市		0						山梨県北杜市		0

		山梨県甲斐市		1				山梨県甲斐市		0						山梨県甲斐市		0

		山梨県笛吹市		1				山梨県笛吹市		0						山梨県笛吹市		0

		山梨県上野原市		1				山梨県上野原市		0						山梨県上野原市		0

		山梨県甲州市		1				山梨県甲州市		0						山梨県甲州市		0

		山梨県中央市		1				山梨県中央市		0						山梨県中央市		0

		山梨県市川三郷町		1				山梨県市川三郷町		0						山梨県市川三郷町		0

		山梨県早川町		1				山梨県早川町		0						山梨県早川町		0

		山梨県身延町		1				山梨県身延町		0						山梨県身延町		0

		山梨県南部町		1				山梨県南部町		0						山梨県南部町		0

		山梨県富士川町		1				山梨県富士川町		0						山梨県富士川町		0

		山梨県昭和町		1				山梨県昭和町		0						山梨県昭和町		0

		山梨県道志村		1				山梨県道志村		0						山梨県道志村		0

		山梨県西桂町		1				山梨県西桂町		0						山梨県西桂町		0

		山梨県忍野村		1				山梨県忍野村		0						山梨県忍野村		0

		山梨県山中湖村		1				山梨県山中湖村		0						山梨県山中湖村		0

		山梨県鳴沢村		1				山梨県鳴沢村		0						山梨県鳴沢村		0

		山梨県富士河口湖町		1				山梨県富士河口湖町		0						山梨県富士河口湖町		0

		山梨県小菅村		1				山梨県小菅村		0						山梨県小菅村		0

		山梨県丹波山村		1				山梨県丹波山村		0						山梨県丹波山村		0

		長野県長野市		1				長野県長野市		0						長野県長野市		0

		長野県松本市		1				長野県松本市		0						長野県松本市		0

		長野県上田市		1				長野県上田市		0						長野県上田市		0

		長野県岡谷市		1				長野県岡谷市		0						長野県岡谷市		0

		長野県飯田市		1				長野県飯田市		0						長野県飯田市		0

		長野県諏訪市		1				長野県諏訪市		0						長野県諏訪市		0

		長野県須坂市		1				長野県須坂市		0						長野県須坂市		0

		長野県小諸市		1				長野県小諸市		0						長野県小諸市		0

		長野県伊那市		1				長野県伊那市		0						長野県伊那市		0

		長野県駒ヶ根市		1				長野県駒ヶ根市		0						長野県駒ヶ根市		0

		長野県中野市		1				長野県中野市		0						長野県中野市		0

		長野県大町市		1				長野県大町市		0						長野県大町市		0

		長野県飯山市		1				長野県飯山市		0						長野県飯山市		0

		長野県茅野市		1				長野県茅野市		0						長野県茅野市		0

		長野県塩尻市		1				長野県塩尻市		0						長野県塩尻市		0

		長野県佐久市		1				長野県佐久市		0						長野県佐久市		0

		長野県千曲市		1				長野県千曲市		0						長野県千曲市		0

		長野県東御市		1				長野県東御市		0						長野県東御市		0

		長野県安曇野市		1				長野県安曇野市		0						長野県安曇野市		0

		長野県小海町		1				長野県小海町		0						長野県小海町		0

		長野県川上村		1				長野県川上村		0						長野県川上村		0

		長野県南牧村		1				長野県南牧村		0						長野県南牧村		0

		長野県南相木村		1				長野県南相木村		0						長野県南相木村		0

		長野県北相木村		1				長野県北相木村		0						長野県北相木村		0

		長野県佐久穂町		1				長野県佐久穂町		0						長野県佐久穂町		0

		長野県軽井沢町		1				長野県軽井沢町		0						長野県軽井沢町		0

		長野県御代田町		1				長野県御代田町		0						長野県御代田町		0

		長野県立科町		1				長野県立科町		0						長野県立科町		0

		長野県青木村		1				長野県青木村		0						長野県青木村		0

		長野県長和町		1				長野県長和町		0						長野県長和町		0

		長野県下諏訪町		1				長野県下諏訪町		0						長野県下諏訪町		0

		長野県富士見町		1				長野県富士見町		0						長野県富士見町		0

		長野県原村		1				長野県原村		0						長野県原村		0

		長野県辰野町		1				長野県辰野町		0						長野県辰野町		0

		長野県箕輪町		1				長野県箕輪町		0						長野県箕輪町		0

		長野県飯島町		1				長野県飯島町		0						長野県飯島町		0

		長野県南箕輪村		1				長野県南箕輪村		0						長野県南箕輪村		0

		長野県中川村		1				長野県中川村		0						長野県中川村		0

		長野県宮田村		1				長野県宮田村		0						長野県宮田村		0

		長野県松川町		1				長野県松川町		0						長野県松川町		0

		長野県高森町		1				長野県高森町		0						長野県高森町		0

		長野県阿南町		1				長野県阿南町		0						長野県阿南町		0

		長野県阿智村		1				長野県阿智村		0						長野県阿智村		0

		長野県平谷村		1				長野県平谷村		0						長野県平谷村		0

		長野県根羽村		1				長野県根羽村		0						長野県根羽村		0

		長野県下條村		1				長野県下條村		0						長野県下條村		0

		長野県売木村		1				長野県売木村		0						長野県売木村		0

		長野県天龍村		1				長野県天龍村		0						長野県天龍村		0

		長野県泰阜村		1				長野県泰阜村		0						長野県泰阜村		0

		長野県喬木村		1				長野県喬木村		0						長野県喬木村		0

		長野県豊丘村		1				長野県豊丘村		0						長野県豊丘村		0

		長野県大鹿村		1				長野県大鹿村		0						長野県大鹿村		0

		長野県上松町		1				長野県上松町		0						長野県上松町		0

		長野県南木曽町		1				長野県南木曽町		0						長野県南木曽町		0

		長野県木祖村		1				長野県木祖村		0						長野県木祖村		0

		長野県王滝村		1				長野県王滝村		0						長野県王滝村		0

		長野県大桑村		1				長野県大桑村		0						長野県大桑村		0

		長野県木曽町		1				長野県木曽町		0						長野県木曽町		0

		長野県麻績村		1				長野県麻績村		0						長野県麻績村		0

		長野県生坂村		1				長野県生坂村		0						長野県生坂村		0

		長野県山形村		1				長野県山形村		0						長野県山形村		0

		長野県朝日村		1				長野県朝日村		0						長野県朝日村		0

		長野県筑北村		1				長野県筑北村		0						長野県筑北村		0

		長野県池田町		1				長野県池田町		0						長野県池田町		0

		長野県松川村		1				長野県松川村		0						長野県松川村		0

		長野県白馬村		1				長野県白馬村		0						長野県白馬村		0

		長野県小谷村		1				長野県小谷村		0						長野県小谷村		0

		長野県坂城町		1				長野県坂城町		0						長野県坂城町		0

		長野県小布施町		1				長野県小布施町		0						長野県小布施町		0

		長野県高山村		1				長野県高山村		0						長野県高山村		0

		長野県山ノ内町		1				長野県山ノ内町		0						長野県山ノ内町		0

		長野県木島平村		1				長野県木島平村		0						長野県木島平村		0

		長野県野沢温泉村		1				長野県野沢温泉村		0						長野県野沢温泉村		0

		長野県信濃町		1				長野県信濃町		0						長野県信濃町		0

		長野県小川村		1				長野県小川村		0						長野県小川村		0

		長野県飯綱町		1				長野県飯綱町		0						長野県飯綱町		0

		長野県栄村		1				長野県栄村		0						長野県栄村		0

		岐阜県岐阜市		1				岐阜県岐阜市		0						岐阜県岐阜市		0

		岐阜県大垣市		1				岐阜県大垣市		0						岐阜県大垣市		0

		岐阜県高山市		1				岐阜県高山市		0						岐阜県高山市		0

		岐阜県多治見市		1				岐阜県多治見市		0						岐阜県多治見市		0

		岐阜県関市		1				岐阜県関市		0						岐阜県関市		0

		岐阜県中津川市		1				岐阜県中津川市		0						岐阜県中津川市		0

		岐阜県美濃市		1				岐阜県美濃市		0						岐阜県美濃市		0

		岐阜県瑞浪市		1				岐阜県瑞浪市		0						岐阜県瑞浪市		0

		岐阜県羽島市		1				岐阜県羽島市		0						岐阜県羽島市		0

		岐阜県恵那市		1				岐阜県恵那市		0						岐阜県恵那市		0

		岐阜県美濃加茂市		1				岐阜県美濃加茂市		0						岐阜県美濃加茂市		0

		岐阜県土岐市		1				岐阜県土岐市		0						岐阜県土岐市		0

		岐阜県各務原市		1				岐阜県各務原市		0						岐阜県各務原市		0

		岐阜県可児市		1				岐阜県可児市		0						岐阜県可児市		0

		岐阜県山県市		1				岐阜県山県市		0						岐阜県山県市		0

		岐阜県瑞穂市		1				岐阜県瑞穂市		0						岐阜県瑞穂市		0

		岐阜県飛騨市		1				岐阜県飛騨市		0						岐阜県飛騨市		0

		岐阜県本巣市		1				岐阜県本巣市		0						岐阜県本巣市		0

		岐阜県郡上市		1				岐阜県郡上市		0						岐阜県郡上市		0

		岐阜県下呂市		1				岐阜県下呂市		0						岐阜県下呂市		0

		岐阜県海津市		1				岐阜県海津市		0						岐阜県海津市		0

		岐阜県岐南町		1				岐阜県岐南町		0						岐阜県岐南町		0

		岐阜県笠松町		1				岐阜県笠松町		0						岐阜県笠松町		0

		岐阜県養老町		1				岐阜県養老町		0						岐阜県養老町		0

		岐阜県垂井町		1				岐阜県垂井町		0						岐阜県垂井町		0

		岐阜県関ケ原町		1				岐阜県関ケ原町		0						岐阜県関ケ原町		0

		岐阜県神戸町		1				岐阜県神戸町		0						岐阜県神戸町		0

		岐阜県輪之内町		1				岐阜県輪之内町		0						岐阜県輪之内町		0

		岐阜県安八町		1				岐阜県安八町		0						岐阜県安八町		0

		岐阜県揖斐川町		1				岐阜県揖斐川町		0						岐阜県揖斐川町		0

		岐阜県大野町		1				岐阜県大野町		0						岐阜県大野町		0

		岐阜県池田町		1				岐阜県池田町		0						岐阜県池田町		0

		岐阜県北方町		1				岐阜県北方町		0						岐阜県北方町		0

		岐阜県坂祝町		1				岐阜県坂祝町		0						岐阜県坂祝町		0

		岐阜県富加町		1				岐阜県富加町		0						岐阜県富加町		0

		岐阜県川辺町		1				岐阜県川辺町		0						岐阜県川辺町		0

		岐阜県七宗町		1				岐阜県七宗町		0						岐阜県七宗町		0

		岐阜県八百津町		1				岐阜県八百津町		0						岐阜県八百津町		0

		岐阜県白川町		1				岐阜県白川町		0						岐阜県白川町		0

		岐阜県東白川村		1				岐阜県東白川村		0						岐阜県東白川村		0

		岐阜県御嵩町		1				岐阜県御嵩町		0						岐阜県御嵩町		0

		岐阜県白川村		1				岐阜県白川村		0						岐阜県白川村		0

		静岡県沼津市		1				静岡県沼津市		0						静岡県沼津市		0

		静岡県熱海市		1				静岡県熱海市		0						静岡県熱海市		0

		静岡県三島市		1				静岡県三島市		0						静岡県三島市		0

		静岡県富士宮市		1				静岡県富士宮市		0						静岡県富士宮市		0

		静岡県伊東市		1				静岡県伊東市		0						静岡県伊東市		0

		静岡県島田市		1				静岡県島田市		0						静岡県島田市		0

		静岡県富士市		1				静岡県富士市		0						静岡県富士市		0

		静岡県磐田市		1				静岡県磐田市		0						静岡県磐田市		0

		静岡県焼津市		1				静岡県焼津市		0						静岡県焼津市		0

		静岡県掛川市		1				静岡県掛川市		0						静岡県掛川市		0

		静岡県藤枝市		1				静岡県藤枝市		0						静岡県藤枝市		0

		静岡県御殿場市		1				静岡県御殿場市		0						静岡県御殿場市		0

		静岡県袋井市		1				静岡県袋井市		0						静岡県袋井市		0

		静岡県下田市		1				静岡県下田市		0						静岡県下田市		0

		静岡県裾野市		1				静岡県裾野市		0						静岡県裾野市		0

		静岡県湖西市		1				静岡県湖西市		0						静岡県湖西市		0

		静岡県伊豆市		1				静岡県伊豆市		0						静岡県伊豆市		0

		静岡県御前崎市		1				静岡県御前崎市		0						静岡県御前崎市		0

		静岡県菊川市		1				静岡県菊川市		0						静岡県菊川市		0

		静岡県伊豆の国市		1				静岡県伊豆の国市		0						静岡県伊豆の国市		0

		静岡県牧之原市		1				静岡県牧之原市		0						静岡県牧之原市		0

		静岡県東伊豆町		1				静岡県東伊豆町		0						静岡県東伊豆町		0

		静岡県河津町		1				静岡県河津町		0						静岡県河津町		0

		静岡県南伊豆町		1				静岡県南伊豆町		0						静岡県南伊豆町		0

		静岡県松崎町		1				静岡県松崎町		0						静岡県松崎町		0

		静岡県西伊豆町		1				静岡県西伊豆町		0						静岡県西伊豆町		0

		静岡県函南町		1				静岡県函南町		0						静岡県函南町		0

		静岡県清水町		1				静岡県清水町		0						静岡県清水町		0

		静岡県長泉町		1				静岡県長泉町		0						静岡県長泉町		0

		静岡県小山町		1				静岡県小山町		0						静岡県小山町		0

		静岡県吉田町		1				静岡県吉田町		0						静岡県吉田町		0

		静岡県川根本町		1				静岡県川根本町		0						静岡県川根本町		0

		静岡県森町		1				静岡県森町		0						静岡県森町		0

		愛知県豊橋市		1				愛知県豊橋市		0						愛知県豊橋市		0

		愛知県岡崎市		1				愛知県岡崎市		0						愛知県岡崎市		0

		愛知県一宮市		1				愛知県一宮市		0						愛知県一宮市		0

		愛知県瀬戸市		1				愛知県瀬戸市		0						愛知県瀬戸市		0

		愛知県半田市		1				愛知県半田市		0						愛知県半田市		0

		愛知県春日井市		1				愛知県春日井市		0						愛知県春日井市		0

		愛知県豊川市		1				愛知県豊川市		0						愛知県豊川市		0

		愛知県津島市		1				愛知県津島市		0						愛知県津島市		0

		愛知県碧南市		1				愛知県碧南市		0						愛知県碧南市		0

		愛知県刈谷市		1				愛知県刈谷市		0						愛知県刈谷市		0

		愛知県豊田市		1				愛知県豊田市		0						愛知県豊田市		0

		愛知県安城市		1				愛知県安城市		0						愛知県安城市		0

		愛知県西尾市		1				愛知県西尾市		0						愛知県西尾市		0

		愛知県蒲郡市		1				愛知県蒲郡市		0						愛知県蒲郡市		0

		愛知県犬山市		1				愛知県犬山市		0						愛知県犬山市		0

		愛知県常滑市		1				愛知県常滑市		0						愛知県常滑市		0

		愛知県江南市		1				愛知県江南市		0						愛知県江南市		0

		愛知県小牧市		1				愛知県小牧市		0						愛知県小牧市		0

		愛知県稲沢市		1				愛知県稲沢市		0						愛知県稲沢市		0

		愛知県新城市		1				愛知県新城市		0						愛知県新城市		0

		愛知県東海市		1				愛知県東海市		0						愛知県東海市		0

		愛知県大府市		1				愛知県大府市		0						愛知県大府市		0

		愛知県知多市		1				愛知県知多市		0						愛知県知多市		0

		愛知県知立市		1				愛知県知立市		0						愛知県知立市		0

		愛知県尾張旭市		1				愛知県尾張旭市		0						愛知県尾張旭市		0

		愛知県高浜市		1				愛知県高浜市		0						愛知県高浜市		0

		愛知県岩倉市		1				愛知県岩倉市		0						愛知県岩倉市		0

		愛知県豊明市		1				愛知県豊明市		0						愛知県豊明市		0

		愛知県日進市		1				愛知県日進市		0						愛知県日進市		0

		愛知県田原市		1				愛知県田原市		0						愛知県田原市		0

		愛知県愛西市		1				愛知県愛西市		0						愛知県愛西市		0

		愛知県清須市		1				愛知県清須市		0						愛知県清須市		0

		愛知県北名古屋市		1				愛知県北名古屋市		0						愛知県北名古屋市		0

		愛知県弥富市		1				愛知県弥富市		0						愛知県弥富市		0

		愛知県みよし市		1				愛知県みよし市		0						愛知県みよし市		0

		愛知県あま市		1				愛知県あま市		0						愛知県あま市		0

		愛知県長久手市		1				愛知県長久手市		0						愛知県長久手市		0

		愛知県東郷町		1				愛知県東郷町		0						愛知県東郷町		0

		愛知県豊山町		1				愛知県豊山町		0						愛知県豊山町		0

		愛知県大口町		1				愛知県大口町		0						愛知県大口町		0

		愛知県扶桑町		1				愛知県扶桑町		0						愛知県扶桑町		0

		愛知県大治町		1				愛知県大治町		0						愛知県大治町		0

		愛知県蟹江町		1				愛知県蟹江町		0						愛知県蟹江町		0

		愛知県飛島村		1				愛知県飛島村		0						愛知県飛島村		0

		愛知県阿久比町		1				愛知県阿久比町		0						愛知県阿久比町		0

		愛知県東浦町		1				愛知県東浦町		0						愛知県東浦町		0

		愛知県南知多町		1				愛知県南知多町		0						愛知県南知多町		0

		愛知県美浜町		1				愛知県美浜町		0						愛知県美浜町		0

		愛知県武豊町		1				愛知県武豊町		0						愛知県武豊町		0

		愛知県幸田町		1				愛知県幸田町		0						愛知県幸田町		0

		愛知県設楽町		1				愛知県設楽町		0						愛知県設楽町		0

		愛知県東栄町		1				愛知県東栄町		0						愛知県東栄町		0

		愛知県豊根村		1				愛知県豊根村		0						愛知県豊根村		0

		三重県津市		1				三重県津市		0						三重県津市		0

		三重県四日市市		1				三重県四日市市		0						三重県四日市市		0

		三重県伊勢市		1				三重県伊勢市		0						三重県伊勢市		0

		三重県松阪市		1				三重県松阪市		0						三重県松阪市		0

		三重県桑名市		1				三重県桑名市		0						三重県桑名市		0

		三重県鈴鹿市		1				三重県鈴鹿市		0						三重県鈴鹿市		0

		三重県名張市		1				三重県名張市		0						三重県名張市		0

		三重県尾鷲市		1				三重県尾鷲市		0						三重県尾鷲市		0

		三重県亀山市		1				三重県亀山市		0						三重県亀山市		0

		三重県鳥羽市		1				三重県鳥羽市		0						三重県鳥羽市		0

		三重県熊野市		1				三重県熊野市		0						三重県熊野市		0

		三重県いなべ市		1				三重県いなべ市		0						三重県いなべ市		0

		三重県志摩市		1				三重県志摩市		0						三重県志摩市		0

		三重県伊賀市		1				三重県伊賀市		0						三重県伊賀市		0

		三重県木曽岬町		1				三重県木曽岬町		0						三重県木曽岬町		0

		三重県東員町		1				三重県東員町		0						三重県東員町		0

		三重県菰野町		1				三重県菰野町		0						三重県菰野町		0

		三重県朝日町		1				三重県朝日町		0						三重県朝日町		0

		三重県川越町		1				三重県川越町		0						三重県川越町		0

		三重県多気町		1				三重県多気町		0						三重県多気町		0

		三重県明和町		1				三重県明和町		0						三重県明和町		0

		三重県大台町		1				三重県大台町		0						三重県大台町		0

		三重県玉城町		1				三重県玉城町		0						三重県玉城町		0

		三重県度会町		1				三重県度会町		0						三重県度会町		0

		三重県大紀町		1				三重県大紀町		0						三重県大紀町		0

		三重県南伊勢町		1				三重県南伊勢町		0						三重県南伊勢町		0

		三重県紀北町		1				三重県紀北町		0						三重県紀北町		0

		三重県御浜町		1				三重県御浜町		0						三重県御浜町		0

		三重県紀宝町		1				三重県紀宝町		0						三重県紀宝町		0

		滋賀県大津市		1				滋賀県大津市		0						滋賀県大津市		0

		滋賀県彦根市		1				滋賀県彦根市		0						滋賀県彦根市		0

		滋賀県長浜市		1				滋賀県長浜市		0						滋賀県長浜市		0

		滋賀県近江八幡市		1				滋賀県近江八幡市		0						滋賀県近江八幡市		0

		滋賀県草津市		1				滋賀県草津市		0						滋賀県草津市		0

		滋賀県守山市		1				滋賀県守山市		0						滋賀県守山市		0

		滋賀県栗東市		1				滋賀県栗東市		0						滋賀県栗東市		0

		滋賀県甲賀市		1				滋賀県甲賀市		0						滋賀県甲賀市		0

		滋賀県野洲市		1				滋賀県野洲市		0						滋賀県野洲市		0

		滋賀県湖南市		1				滋賀県湖南市		0						滋賀県湖南市		0

		滋賀県高島市		1				滋賀県高島市		0						滋賀県高島市		0

		滋賀県東近江市		1				滋賀県東近江市		0						滋賀県東近江市		0

		滋賀県米原市		1				滋賀県米原市		0						滋賀県米原市		0

		滋賀県日野町		1				滋賀県日野町		0						滋賀県日野町		0

		滋賀県竜王町		1				滋賀県竜王町		0						滋賀県竜王町		0

		滋賀県愛荘町		1				滋賀県愛荘町		0						滋賀県愛荘町		0

		滋賀県豊郷町		1				滋賀県豊郷町		0						滋賀県豊郷町		0

		滋賀県甲良町		1				滋賀県甲良町		0						滋賀県甲良町		0

		滋賀県多賀町		1				滋賀県多賀町		0						滋賀県多賀町		0

		京都府福知山市		1				京都府福知山市		0						京都府福知山市		0

		京都府舞鶴市		1				京都府舞鶴市		0						京都府舞鶴市		0

		京都府綾部市		1				京都府綾部市		0						京都府綾部市		0

		京都府宇治市		1				京都府宇治市		0						京都府宇治市		0

		京都府宮津市		1				京都府宮津市		0						京都府宮津市		0

		京都府亀岡市		1				京都府亀岡市		0						京都府亀岡市		0

		京都府城陽市		1				京都府城陽市		0						京都府城陽市		0

		京都府向日市		1				京都府向日市		0						京都府向日市		0

		京都府長岡京市		1				京都府長岡京市		0						京都府長岡京市		0

		京都府八幡市		1				京都府八幡市		0						京都府八幡市		0

		京都府京田辺市		1				京都府京田辺市		0						京都府京田辺市		0

		京都府京丹後市		1				京都府京丹後市		0						京都府京丹後市		0

		京都府南丹市		1				京都府南丹市		0						京都府南丹市		0

		京都府木津川市		1				京都府木津川市		0						京都府木津川市		0

		京都府大山崎町		1				京都府大山崎町		0						京都府大山崎町		0

		京都府久御山町		1				京都府久御山町		0						京都府久御山町		0

		京都府井手町		1				京都府井手町		0						京都府井手町		0

		京都府宇治田原町		1				京都府宇治田原町		0						京都府宇治田原町		0

		京都府笠置町		1				京都府笠置町		0						京都府笠置町		0

		京都府和束町		1				京都府和束町		0						京都府和束町		0

		京都府精華町		1				京都府精華町		0						京都府精華町		0

		京都府南山城村		1				京都府南山城村		0						京都府南山城村		0

		京都府京丹波町		1				京都府京丹波町		0						京都府京丹波町		0

		京都府伊根町		1				京都府伊根町		0						京都府伊根町		0

		京都府与謝野町		1				京都府与謝野町		0						京都府与謝野町		0

		大阪府岸和田市		1				大阪府岸和田市		0						大阪府岸和田市		0

		大阪府豊中市		1				大阪府豊中市		0						大阪府豊中市		0

		大阪府池田市		1				大阪府池田市		0						大阪府池田市		0

		大阪府吹田市		1				大阪府吹田市		0						大阪府吹田市		0

		大阪府泉大津市		1				大阪府泉大津市		0						大阪府泉大津市		0

		大阪府高槻市		1				大阪府高槻市		0						大阪府高槻市		0

		大阪府貝塚市		1				大阪府貝塚市		0						大阪府貝塚市		0

		大阪府守口市		1				大阪府守口市		0						大阪府守口市		0

		大阪府枚方市		1				大阪府枚方市		0						大阪府枚方市		0

		大阪府茨木市		1				大阪府茨木市		0						大阪府茨木市		0

		大阪府八尾市		1				大阪府八尾市		0						大阪府八尾市		0

		大阪府泉佐野市		1				大阪府泉佐野市		0						大阪府泉佐野市		0

		大阪府富田林市		1				大阪府富田林市		0						大阪府富田林市		0

		大阪府寝屋川市		1				大阪府寝屋川市		0						大阪府寝屋川市		0

		大阪府河内長野市		1				大阪府河内長野市		0						大阪府河内長野市		0

		大阪府松原市		1				大阪府松原市		0						大阪府松原市		0

		大阪府大東市		1				大阪府大東市		0						大阪府大東市		0

		大阪府和泉市		1				大阪府和泉市		0						大阪府和泉市		0

		大阪府箕面市		1				大阪府箕面市		0						大阪府箕面市		0

		大阪府柏原市		1				大阪府柏原市		0						大阪府柏原市		0

		大阪府羽曳野市		1				大阪府羽曳野市		0						大阪府羽曳野市		0

		大阪府門真市		1				大阪府門真市		0						大阪府門真市		0

		大阪府摂津市		1				大阪府摂津市		0						大阪府摂津市		0

		大阪府高石市		1				大阪府高石市		0						大阪府高石市		0

		大阪府藤井寺市		1				大阪府藤井寺市		0						大阪府藤井寺市		0

		大阪府東大阪市		1				大阪府東大阪市		0						大阪府東大阪市		0

		大阪府泉南市		1				大阪府泉南市		0						大阪府泉南市		0

		大阪府四條畷市		1				大阪府四條畷市		0						大阪府四條畷市		0

		大阪府交野市		1				大阪府交野市		0						大阪府交野市		0

		大阪府大阪狭山市		1				大阪府大阪狭山市		0						大阪府大阪狭山市		0

		大阪府阪南市		1				大阪府阪南市		0						大阪府阪南市		0

		大阪府島本町		1				大阪府島本町		0						大阪府島本町		0

		大阪府豊能町		1				大阪府豊能町		0						大阪府豊能町		0

		大阪府能勢町		1				大阪府能勢町		0						大阪府能勢町		0

		大阪府忠岡町		1				大阪府忠岡町		0						大阪府忠岡町		0

		大阪府熊取町		1				大阪府熊取町		0						大阪府熊取町		0

		大阪府田尻町		1				大阪府田尻町		0						大阪府田尻町		0

		大阪府岬町		1				大阪府岬町		0						大阪府岬町		0

		大阪府太子町		1				大阪府太子町		0						大阪府太子町		0

		大阪府河南町		1				大阪府河南町		0						大阪府河南町		0

		大阪府千早赤阪村		1				大阪府千早赤阪村		0						大阪府千早赤阪村		0

		兵庫県姫路市		1				兵庫県姫路市		0						兵庫県姫路市		0

		兵庫県尼崎市		1				兵庫県尼崎市		0						兵庫県尼崎市		0

		兵庫県明石市		1				兵庫県明石市		0						兵庫県明石市		0

		兵庫県西宮市		1				兵庫県西宮市		0						兵庫県西宮市		0

		兵庫県洲本市		1				兵庫県洲本市		0						兵庫県洲本市		0

		兵庫県芦屋市		1				兵庫県芦屋市		0						兵庫県芦屋市		0

		兵庫県伊丹市		1				兵庫県伊丹市		0						兵庫県伊丹市		0

		兵庫県相生市		1				兵庫県相生市		0						兵庫県相生市		0

		兵庫県豊岡市		1				兵庫県豊岡市		0						兵庫県豊岡市		0

		兵庫県加古川市		1				兵庫県加古川市		0						兵庫県加古川市		0

		兵庫県赤穂市		1				兵庫県赤穂市		0						兵庫県赤穂市		0

		兵庫県西脇市		1				兵庫県西脇市		0						兵庫県西脇市		0

		兵庫県宝塚市		1				兵庫県宝塚市		0						兵庫県宝塚市		0

		兵庫県三木市		1				兵庫県三木市		0						兵庫県三木市		0

		兵庫県高砂市		1				兵庫県高砂市		0						兵庫県高砂市		0

		兵庫県川西市		1				兵庫県川西市		0						兵庫県川西市		0

		兵庫県小野市		1				兵庫県小野市		0						兵庫県小野市		0

		兵庫県三田市		1				兵庫県三田市		0						兵庫県三田市		0

		兵庫県加西市		1				兵庫県加西市		0						兵庫県加西市		0

		兵庫県篠山市		1				兵庫県篠山市		0						兵庫県篠山市		0

		兵庫県養父市		1				兵庫県養父市		0						兵庫県養父市		0

		兵庫県丹波市		1				兵庫県丹波市		0						兵庫県丹波市		0

		兵庫県南あわじ市		1				兵庫県南あわじ市		0						兵庫県南あわじ市		0

		兵庫県朝来市		1				兵庫県朝来市		0						兵庫県朝来市		0

		兵庫県淡路市		1				兵庫県淡路市		0						兵庫県淡路市		0

		兵庫県宍粟市		1				兵庫県宍粟市		0						兵庫県宍粟市		0

		兵庫県加東市		1				兵庫県加東市		0						兵庫県加東市		0

		兵庫県たつの市		1				兵庫県たつの市		0						兵庫県たつの市		0

		兵庫県猪名川町		1				兵庫県猪名川町		0						兵庫県猪名川町		0

		兵庫県多可町		1				兵庫県多可町		0						兵庫県多可町		0

		兵庫県稲美町		1				兵庫県稲美町		0						兵庫県稲美町		0

		兵庫県播磨町		1				兵庫県播磨町		0						兵庫県播磨町		0

		兵庫県市川町		1				兵庫県市川町		0						兵庫県市川町		0

		兵庫県福崎町		1				兵庫県福崎町		0						兵庫県福崎町		0

		兵庫県神河町		1				兵庫県神河町		0						兵庫県神河町		0

		兵庫県太子町		1				兵庫県太子町		0						兵庫県太子町		0

		兵庫県上郡町		1				兵庫県上郡町		0						兵庫県上郡町		0

		兵庫県佐用町		1				兵庫県佐用町		0						兵庫県佐用町		0

		兵庫県香美町		1				兵庫県香美町		0						兵庫県香美町		0

		兵庫県新温泉町		1				兵庫県新温泉町		0						兵庫県新温泉町		0

		奈良県奈良市		1				奈良県奈良市		0						奈良県奈良市		0

		奈良県大和高田市		1				奈良県大和高田市		0						奈良県大和高田市		0

		奈良県大和郡山市		1				奈良県大和郡山市		0						奈良県大和郡山市		0

		奈良県天理市		1				奈良県天理市		0						奈良県天理市		0

		奈良県橿原市		1				奈良県橿原市		0						奈良県橿原市		0

		奈良県桜井市		1				奈良県桜井市		0						奈良県桜井市		0

		奈良県五條市		1				奈良県五條市		0						奈良県五條市		0

		奈良県御所市		1				奈良県御所市		0						奈良県御所市		0

		奈良県生駒市		1				奈良県生駒市		0						奈良県生駒市		0

		奈良県香芝市		1				奈良県香芝市		0						奈良県香芝市		0

		奈良県葛城市		1				奈良県葛城市		0						奈良県葛城市		0

		奈良県宇陀市		1				奈良県宇陀市		0						奈良県宇陀市		0

		奈良県山添村		1				奈良県山添村		0						奈良県山添村		0

		奈良県平群町		1				奈良県平群町		0						奈良県平群町		0

		奈良県三郷町		1				奈良県三郷町		0						奈良県三郷町		0

		奈良県斑鳩町		1				奈良県斑鳩町		0						奈良県斑鳩町		0

		奈良県安堵町		1				奈良県安堵町		0						奈良県安堵町		0

		奈良県川西町		1				奈良県川西町		0						奈良県川西町		0

		奈良県三宅町		1				奈良県三宅町		0						奈良県三宅町		0

		奈良県田原本町		1				奈良県田原本町		0						奈良県田原本町		0

		奈良県曽爾村		1				奈良県曽爾村		0						奈良県曽爾村		0

		奈良県御杖村		1				奈良県御杖村		0						奈良県御杖村		0

		奈良県高取町		1				奈良県高取町		0						奈良県高取町		0

		奈良県明日香村		1				奈良県明日香村		0						奈良県明日香村		0

		奈良県上牧町		1				奈良県上牧町		0						奈良県上牧町		0

		奈良県王寺町		1				奈良県王寺町		0						奈良県王寺町		0

		奈良県広陵町		1				奈良県広陵町		0						奈良県広陵町		0

		奈良県河合町		1				奈良県河合町		0						奈良県河合町		0

		奈良県吉野町		1				奈良県吉野町		0						奈良県吉野町		0

		奈良県大淀町		1				奈良県大淀町		0						奈良県大淀町		0

		奈良県下市町		1				奈良県下市町		0						奈良県下市町		0

		奈良県黒滝村		1				奈良県黒滝村		0						奈良県黒滝村		0

		奈良県天川村		1				奈良県天川村		0						奈良県天川村		0

		奈良県野迫川村		1				奈良県野迫川村		0						奈良県野迫川村		0

		奈良県十津川村		1				奈良県十津川村		0						奈良県十津川村		0

		奈良県下北山村		1				奈良県下北山村		0						奈良県下北山村		0

		奈良県上北山村		1				奈良県上北山村		0						奈良県上北山村		0

		奈良県川上村		1				奈良県川上村		0						奈良県川上村		0

		奈良県東吉野村		1				奈良県東吉野村		0						奈良県東吉野村		0

		和歌山県和歌山市		1				和歌山県和歌山市		0						和歌山県和歌山市		0

		和歌山県海南市		1				和歌山県海南市		0						和歌山県海南市		0

		和歌山県橋本市		1				和歌山県橋本市		0						和歌山県橋本市		0

		和歌山県有田市		1				和歌山県有田市		0						和歌山県有田市		0

		和歌山県御坊市		1				和歌山県御坊市		0						和歌山県御坊市		0

		和歌山県田辺市		1				和歌山県田辺市		0						和歌山県田辺市		0

		和歌山県新宮市		1				和歌山県新宮市		0						和歌山県新宮市		0

		和歌山県紀の川市		1				和歌山県紀の川市		0						和歌山県紀の川市		0

		和歌山県岩出市		1				和歌山県岩出市		0						和歌山県岩出市		0

		和歌山県紀美野町		1				和歌山県紀美野町		0						和歌山県紀美野町		0

		和歌山県かつらぎ町		1				和歌山県かつらぎ町		0						和歌山県かつらぎ町		0

		和歌山県九度山町		1				和歌山県九度山町		0						和歌山県九度山町		0

		和歌山県高野町		1				和歌山県高野町		0						和歌山県高野町		0

		和歌山県湯浅町		1				和歌山県湯浅町		0						和歌山県湯浅町		0

		和歌山県広川町		1				和歌山県広川町		0						和歌山県広川町		0

		和歌山県有田川町		1				和歌山県有田川町		0						和歌山県有田川町		0

		和歌山県美浜町		1				和歌山県美浜町		0						和歌山県美浜町		0

		和歌山県日高町		1				和歌山県日高町		0						和歌山県日高町		0

		和歌山県由良町		1				和歌山県由良町		0						和歌山県由良町		0

		和歌山県印南町		1				和歌山県印南町		0						和歌山県印南町		0

		和歌山県みなべ町		1				和歌山県みなべ町		0						和歌山県みなべ町		0

		和歌山県日高川町		1				和歌山県日高川町		0						和歌山県日高川町		0

		和歌山県白浜町		1				和歌山県白浜町		0						和歌山県白浜町		0

		和歌山県上富田町		1				和歌山県上富田町		0						和歌山県上富田町		0

		和歌山県すさみ町		1				和歌山県すさみ町		0						和歌山県すさみ町		0

		和歌山県那智勝浦町		1				和歌山県那智勝浦町		0						和歌山県那智勝浦町		0

		和歌山県太地町		1				和歌山県太地町		0						和歌山県太地町		0

		和歌山県古座川町		1				和歌山県古座川町		0						和歌山県古座川町		0

		和歌山県北山村		1				和歌山県北山村		0						和歌山県北山村		0

		和歌山県串本町		1				和歌山県串本町		0						和歌山県串本町		0

		鳥取県鳥取市		1				鳥取県鳥取市		0						鳥取県鳥取市		0

		鳥取県米子市		1				鳥取県米子市		0						鳥取県米子市		0

		鳥取県倉吉市		1				鳥取県倉吉市		0						鳥取県倉吉市		0

		鳥取県境港市		1				鳥取県境港市		0						鳥取県境港市		0

		鳥取県岩美町		1				鳥取県岩美町		0						鳥取県岩美町		0

		鳥取県若桜町		1				鳥取県若桜町		0						鳥取県若桜町		0

		鳥取県智頭町		1				鳥取県智頭町		0						鳥取県智頭町		0

		鳥取県八頭町		1				鳥取県八頭町		0						鳥取県八頭町		0

		鳥取県三朝町		1				鳥取県三朝町		0						鳥取県三朝町		0

		鳥取県湯梨浜町		1				鳥取県湯梨浜町		0						鳥取県湯梨浜町		0

		鳥取県琴浦町		1				鳥取県琴浦町		0						鳥取県琴浦町		0

		鳥取県北栄町		1				鳥取県北栄町		0						鳥取県北栄町		0

		鳥取県日吉津村		1				鳥取県日吉津村		0						鳥取県日吉津村		0

		鳥取県大山町		1				鳥取県大山町		0						鳥取県大山町		0

		鳥取県南部町		1				鳥取県南部町		0						鳥取県南部町		0

		鳥取県伯耆町		1				鳥取県伯耆町		0						鳥取県伯耆町		0

		鳥取県日南町		1				鳥取県日南町		0						鳥取県日南町		0

		鳥取県日野町		1				鳥取県日野町		0						鳥取県日野町		0

		鳥取県江府町		1				鳥取県江府町		0						鳥取県江府町		0

		島根県松江市		1				島根県松江市		0						島根県松江市		0

		島根県浜田市		1				島根県浜田市		0						島根県浜田市		0

		島根県出雲市		1				島根県出雲市		0						島根県出雲市		0

		島根県益田市		1				島根県益田市		0						島根県益田市		0

		島根県大田市		1				島根県大田市		0						島根県大田市		0

		島根県安来市		1				島根県安来市		0						島根県安来市		0

		島根県江津市		1				島根県江津市		0						島根県江津市		0

		島根県雲南市		1				島根県雲南市		0						島根県雲南市		0

		島根県奥出雲町		1				島根県奥出雲町		0						島根県奥出雲町		0

		島根県飯南町		1				島根県飯南町		0						島根県飯南町		0

		島根県川本町		1				島根県川本町		0						島根県川本町		0

		島根県美郷町		1				島根県美郷町		0						島根県美郷町		0

		島根県邑南町		1				島根県邑南町		0						島根県邑南町		0

		島根県津和野町		1				島根県津和野町		0						島根県津和野町		0

		島根県吉賀町		1				島根県吉賀町		0						島根県吉賀町		0

		島根県海士町		1				島根県海士町		0						島根県海士町		0

		島根県西ノ島町		1				島根県西ノ島町		0						島根県西ノ島町		0

		島根県知夫村		1				島根県知夫村		0						島根県知夫村		0

		島根県隠岐の島町		1				島根県隠岐の島町		0						島根県隠岐の島町		0

		岡山県倉敷市		1				岡山県倉敷市		0						岡山県倉敷市		0

		岡山県津山市		1				岡山県津山市		0						岡山県津山市		0

		岡山県玉野市		1				岡山県玉野市		0						岡山県玉野市		0

		岡山県笠岡市		1				岡山県笠岡市		0						岡山県笠岡市		0

		岡山県井原市		1				岡山県井原市		0						岡山県井原市		0

		岡山県総社市		1				岡山県総社市		0						岡山県総社市		0

		岡山県高梁市		1				岡山県高梁市		0						岡山県高梁市		0

		岡山県新見市		1				岡山県新見市		0						岡山県新見市		0

		岡山県備前市		1				岡山県備前市		0						岡山県備前市		0

		岡山県瀬戸内市		1				岡山県瀬戸内市		0						岡山県瀬戸内市		0

		岡山県赤磐市		1				岡山県赤磐市		0						岡山県赤磐市		0

		岡山県真庭市		1				岡山県真庭市		0						岡山県真庭市		0

		岡山県美作市		1				岡山県美作市		0						岡山県美作市		0

		岡山県浅口市		1				岡山県浅口市		0						岡山県浅口市		0

		岡山県和気町		1				岡山県和気町		0						岡山県和気町		0

		岡山県早島町		1				岡山県早島町		0						岡山県早島町		0

		岡山県里庄町		1				岡山県里庄町		0						岡山県里庄町		0

		岡山県矢掛町		1				岡山県矢掛町		0						岡山県矢掛町		0

		岡山県新庄村		1				岡山県新庄村		0						岡山県新庄村		0

		岡山県鏡野町		1				岡山県鏡野町		0						岡山県鏡野町		0

		岡山県勝央町		1				岡山県勝央町		0						岡山県勝央町		0

		岡山県奈義町		1				岡山県奈義町		0						岡山県奈義町		0

		岡山県西粟倉村		1				岡山県西粟倉村		0						岡山県西粟倉村		0

		岡山県久米南町		1				岡山県久米南町		0						岡山県久米南町		0

		岡山県美咲町		1				岡山県美咲町		0						岡山県美咲町		0

		岡山県吉備中央町		1				岡山県吉備中央町		0						岡山県吉備中央町		0

		広島県呉市		1				広島県呉市		0						広島県呉市		0

		広島県竹原市		1				広島県竹原市		0						広島県竹原市		0

		広島県三原市		1				広島県三原市		0						広島県三原市		0

		広島県尾道市		1				広島県尾道市		0						広島県尾道市		0

		広島県福山市		1				広島県福山市		0						広島県福山市		0

		広島県府中市		1				広島県府中市		0						広島県府中市		0

		広島県三次市		1				広島県三次市		0						広島県三次市		0

		広島県庄原市		1				広島県庄原市		0						広島県庄原市		0

		広島県大竹市		1				広島県大竹市		0						広島県大竹市		0

		広島県東広島市		1				広島県東広島市		0						広島県東広島市		0

		広島県廿日市市		1				広島県廿日市市		0						広島県廿日市市		0

		広島県安芸高田市		1				広島県安芸高田市		0						広島県安芸高田市		0

		広島県江田島市		1				広島県江田島市		0						広島県江田島市		0

		広島県府中町		1				広島県府中町		0						広島県府中町		0

		広島県海田町		1				広島県海田町		0						広島県海田町		0

		広島県熊野町		1				広島県熊野町		0						広島県熊野町		0

		広島県坂町		1				広島県坂町		0						広島県坂町		0

		広島県安芸太田町		1				広島県安芸太田町		0						広島県安芸太田町		0

		広島県北広島町		1				広島県北広島町		0						広島県北広島町		0

		広島県大崎上島町		1				広島県大崎上島町		0						広島県大崎上島町		0

		広島県世羅町		1				広島県世羅町		0						広島県世羅町		0

		広島県神石高原町		1				広島県神石高原町		0						広島県神石高原町		0

		山口県下関市		1				山口県下関市		0						山口県下関市		0

		山口県宇部市		1				山口県宇部市		0						山口県宇部市		0

		山口県山口市		1				山口県山口市		0						山口県山口市		0

		山口県萩市		1				山口県萩市		0						山口県萩市		0

		山口県防府市		1				山口県防府市		0						山口県防府市		0

		山口県下松市		1				山口県下松市		0						山口県下松市		0

		山口県岩国市		1				山口県岩国市		0						山口県岩国市		0

		山口県光市		1				山口県光市		0						山口県光市		0

		山口県長門市		1				山口県長門市		0						山口県長門市		0

		山口県柳井市		1				山口県柳井市		0						山口県柳井市		0

		山口県美祢市		1				山口県美祢市		0						山口県美祢市		0

		山口県周南市		1				山口県周南市		0						山口県周南市		0

		山口県山陽小野田市		1				山口県山陽小野田市		0						山口県山陽小野田市		0

		山口県周防大島町		1				山口県周防大島町		0						山口県周防大島町		0

		山口県和木町		1				山口県和木町		0						山口県和木町		0

		山口県上関町		1				山口県上関町		0						山口県上関町		0

		山口県田布施町		1				山口県田布施町		0						山口県田布施町		0

		山口県平生町		1				山口県平生町		0						山口県平生町		0

		山口県阿武町		1				山口県阿武町		0						山口県阿武町		0

		徳島県徳島市		1				徳島県徳島市		0						徳島県徳島市		0

		徳島県鳴門市		1				徳島県鳴門市		0						徳島県鳴門市		0

		徳島県小松島市		1				徳島県小松島市		0						徳島県小松島市		0

		徳島県阿南市		1				徳島県阿南市		0						徳島県阿南市		0

		徳島県吉野川市		1				徳島県吉野川市		0						徳島県吉野川市		0

		徳島県阿波市		1				徳島県阿波市		0						徳島県阿波市		0

		徳島県美馬市		1				徳島県美馬市		0						徳島県美馬市		0

		徳島県三好市		1				徳島県三好市		0						徳島県三好市		0

		徳島県勝浦町		1				徳島県勝浦町		0						徳島県勝浦町		0

		徳島県上勝町		1				徳島県上勝町		0						徳島県上勝町		0

		徳島県佐那河内村		1				徳島県佐那河内村		0						徳島県佐那河内村		0

		徳島県石井町		1				徳島県石井町		0						徳島県石井町		0

		徳島県神山町		1				徳島県神山町		0						徳島県神山町		0

		徳島県那賀町		1				徳島県那賀町		0						徳島県那賀町		0

		徳島県牟岐町		1				徳島県牟岐町		0						徳島県牟岐町		0

		徳島県美波町		1				徳島県美波町		0						徳島県美波町		0

		徳島県海陽町		1				徳島県海陽町		0						徳島県海陽町		0

		徳島県松茂町		1				徳島県松茂町		0						徳島県松茂町		0

		徳島県北島町		1				徳島県北島町		0						徳島県北島町		0

		徳島県藍住町		1				徳島県藍住町		0						徳島県藍住町		0

		徳島県板野町		1				徳島県板野町		0						徳島県板野町		0

		徳島県上板町		1				徳島県上板町		0						徳島県上板町		0

		徳島県つるぎ町		1				徳島県つるぎ町		0						徳島県つるぎ町		0

		徳島県東みよし町		1				徳島県東みよし町		0						徳島県東みよし町		0

		香川県高松市		1				香川県高松市		0						香川県高松市		0

		香川県丸亀市		1				香川県丸亀市		0						香川県丸亀市		0

		香川県坂出市		1				香川県坂出市		0						香川県坂出市		0

		香川県善通寺市		1				香川県善通寺市		0						香川県善通寺市		0

		香川県観音寺市		1				香川県観音寺市		0						香川県観音寺市		0

		香川県さぬき市		1				香川県さぬき市		0						香川県さぬき市		0

		香川県東かがわ市		1				香川県東かがわ市		0						香川県東かがわ市		0

		香川県三豊市		1				香川県三豊市		0						香川県三豊市		0

		香川県土庄町		1				香川県土庄町		0						香川県土庄町		0

		香川県小豆島町		1				香川県小豆島町		0						香川県小豆島町		0

		香川県三木町		1				香川県三木町		0						香川県三木町		0

		香川県直島町		1				香川県直島町		0						香川県直島町		0

		香川県宇多津町		1				香川県宇多津町		0						香川県宇多津町		0

		香川県綾川町		1				香川県綾川町		0						香川県綾川町		0

		香川県琴平町		1				香川県琴平町		0						香川県琴平町		0

		香川県多度津町		1				香川県多度津町		0						香川県多度津町		0

		香川県まんのう町		1				香川県まんのう町		0						香川県まんのう町		0

		愛媛県松山市		1				愛媛県松山市		0						愛媛県松山市		0

		愛媛県今治市		1				愛媛県今治市		0						愛媛県今治市		0

		愛媛県宇和島市		1				愛媛県宇和島市		0						愛媛県宇和島市		0

		愛媛県八幡浜市		1				愛媛県八幡浜市		0						愛媛県八幡浜市		0

		愛媛県新居浜市		1				愛媛県新居浜市		0						愛媛県新居浜市		0

		愛媛県西条市		1				愛媛県西条市		0						愛媛県西条市		0

		愛媛県大洲市		1				愛媛県大洲市		0						愛媛県大洲市		0

		愛媛県伊予市		1				愛媛県伊予市		0						愛媛県伊予市		0

		愛媛県四国中央市		1				愛媛県四国中央市		0						愛媛県四国中央市		0

		愛媛県西予市		1				愛媛県西予市		0						愛媛県西予市		0

		愛媛県東温市		1				愛媛県東温市		0						愛媛県東温市		0

		愛媛県上島町		1				愛媛県上島町		0						愛媛県上島町		0

		愛媛県久万高原町		1				愛媛県久万高原町		0						愛媛県久万高原町		0

		愛媛県松前町		1				愛媛県松前町		0						愛媛県松前町		0

		愛媛県砥部町		1				愛媛県砥部町		0						愛媛県砥部町		0

		愛媛県内子町		1				愛媛県内子町		0						愛媛県内子町		0

		愛媛県伊方町		1				愛媛県伊方町		0						愛媛県伊方町		0

		愛媛県松野町		1				愛媛県松野町		0						愛媛県松野町		0

		愛媛県鬼北町		1				愛媛県鬼北町		0						愛媛県鬼北町		0

		愛媛県愛南町		1				愛媛県愛南町		0						愛媛県愛南町		0

		高知県高知市		1				高知県高知市		0						高知県高知市		0

		高知県室戸市		1				高知県室戸市		0						高知県室戸市		0

		高知県安芸市		1				高知県安芸市		0						高知県安芸市		0

		高知県南国市		1				高知県南国市		0						高知県南国市		0

		高知県土佐市		1				高知県土佐市		0						高知県土佐市		0

		高知県須崎市		1				高知県須崎市		0						高知県須崎市		0

		高知県宿毛市		1				高知県宿毛市		0						高知県宿毛市		0

		高知県土佐清水市		1				高知県土佐清水市		0						高知県土佐清水市		0

		高知県四万十市		1				高知県四万十市		0						高知県四万十市		0

		高知県香南市		1				高知県香南市		0						高知県香南市		0

		高知県香美市		1				高知県香美市		0						高知県香美市		0

		高知県東洋町		1				高知県東洋町		0						高知県東洋町		0

		高知県奈半利町		1				高知県奈半利町		0						高知県奈半利町		0

		高知県田野町		1				高知県田野町		0						高知県田野町		0

		高知県安田町		1				高知県安田町		0						高知県安田町		0

		高知県北川村		1				高知県北川村		0						高知県北川村		0

		高知県馬路村		1				高知県馬路村		0						高知県馬路村		0

		高知県芸西村		1				高知県芸西村		0						高知県芸西村		0

		高知県本山町		1				高知県本山町		0						高知県本山町		0

		高知県大豊町		1				高知県大豊町		0						高知県大豊町		0

		高知県土佐町		1				高知県土佐町		0						高知県土佐町		0

		高知県大川村		1				高知県大川村		0						高知県大川村		0

		高知県いの町		1				高知県いの町		0						高知県いの町		0

		高知県仁淀川町		1				高知県仁淀川町		0						高知県仁淀川町		0

		高知県中土佐町		1				高知県中土佐町		0						高知県中土佐町		0

		高知県佐川町		1				高知県佐川町		0						高知県佐川町		0

		高知県越知町		1				高知県越知町		0						高知県越知町		0

		高知県梼原町		1				高知県梼原町		0						高知県梼原町		0

		高知県日高村		1				高知県日高村		0						高知県日高村		0

		高知県津野町		1				高知県津野町		0						高知県津野町		0

		高知県四万十町		1				高知県四万十町		0						高知県四万十町		0

		高知県大月町		1				高知県大月町		0						高知県大月町		0

		高知県三原村		1				高知県三原村		0						高知県三原村		0

		高知県黒潮町		1				高知県黒潮町		0						高知県黒潮町		0

		福岡県大牟田市		1				福岡県大牟田市		0						福岡県大牟田市		0

		福岡県久留米市		1				福岡県久留米市		0						福岡県久留米市		0

		福岡県直方市		1				福岡県直方市		0						福岡県直方市		0

		福岡県飯塚市		1				福岡県飯塚市		0						福岡県飯塚市		0

		福岡県田川市		1				福岡県田川市		0						福岡県田川市		0

		福岡県柳川市		1				福岡県柳川市		0						福岡県柳川市		0

		福岡県八女市		1				福岡県八女市		0						福岡県八女市		0

		福岡県筑後市		1				福岡県筑後市		0						福岡県筑後市		0

		福岡県大川市		1				福岡県大川市		0						福岡県大川市		0

		福岡県行橋市		1				福岡県行橋市		0						福岡県行橋市		0

		福岡県豊前市		1				福岡県豊前市		0						福岡県豊前市		0

		福岡県中間市		1				福岡県中間市		0						福岡県中間市		0

		福岡県小郡市		1				福岡県小郡市		0						福岡県小郡市		0

		福岡県筑紫野市		1				福岡県筑紫野市		0						福岡県筑紫野市		0

		福岡県春日市		1				福岡県春日市		0						福岡県春日市		0

		福岡県大野城市		1				福岡県大野城市		0						福岡県大野城市		0

		福岡県宗像市		1				福岡県宗像市		0						福岡県宗像市		0

		福岡県太宰府市		1				福岡県太宰府市		0						福岡県太宰府市		0

		福岡県古賀市		1				福岡県古賀市		0						福岡県古賀市		0

		福岡県福津市		1				福岡県福津市		0						福岡県福津市		0

		福岡県うきは市		1				福岡県うきは市		0						福岡県うきは市		0

		福岡県宮若市		1				福岡県宮若市		0						福岡県宮若市		0

		福岡県嘉麻市		1				福岡県嘉麻市		0						福岡県嘉麻市		0

		福岡県朝倉市		1				福岡県朝倉市		0						福岡県朝倉市		0

		福岡県みやま市		1				福岡県みやま市		0						福岡県みやま市		0

		福岡県糸島市		1				福岡県糸島市		0						福岡県糸島市		0

		福岡県那珂川町		1				福岡県那珂川町		0						福岡県那珂川町		0

		福岡県宇美町		1				福岡県宇美町		0						福岡県宇美町		0

		福岡県篠栗町		1				福岡県篠栗町		0						福岡県篠栗町		0

		福岡県志免町		1				福岡県志免町		0						福岡県志免町		0

		福岡県須恵町		1				福岡県須恵町		0						福岡県須恵町		0

		福岡県新宮町		1				福岡県新宮町		0						福岡県新宮町		0

		福岡県久山町		1				福岡県久山町		0						福岡県久山町		0

		福岡県粕屋町		1				福岡県粕屋町		0						福岡県粕屋町		0

		福岡県芦屋町		1				福岡県芦屋町		0						福岡県芦屋町		0

		福岡県水巻町		1				福岡県水巻町		0						福岡県水巻町		0

		福岡県岡垣町		1				福岡県岡垣町		0						福岡県岡垣町		0

		福岡県遠賀町		1				福岡県遠賀町		0						福岡県遠賀町		0

		福岡県小竹町		1				福岡県小竹町		0						福岡県小竹町		0

		福岡県鞍手町		1				福岡県鞍手町		0						福岡県鞍手町		0

		福岡県桂川町		1				福岡県桂川町		0						福岡県桂川町		0

		福岡県筑前町		1				福岡県筑前町		0						福岡県筑前町		0

		福岡県東峰村		1				福岡県東峰村		0						福岡県東峰村		0

		福岡県大刀洗町		1				福岡県大刀洗町		0						福岡県大刀洗町		0

		福岡県大木町		1				福岡県大木町		0						福岡県大木町		0

		福岡県広川町		1				福岡県広川町		0						福岡県広川町		0

		福岡県香春町		1				福岡県香春町		0						福岡県香春町		0

		福岡県添田町		1				福岡県添田町		0						福岡県添田町		0

		福岡県糸田町		1				福岡県糸田町		0						福岡県糸田町		0

		福岡県川崎町		1				福岡県川崎町		0						福岡県川崎町		0

		福岡県大任町		1				福岡県大任町		0						福岡県大任町		0

		福岡県赤村		1				福岡県赤村		0						福岡県赤村		0

		福岡県福智町		1				福岡県福智町		0						福岡県福智町		0

		福岡県苅田町		1				福岡県苅田町		0						福岡県苅田町		0

		福岡県みやこ町		1				福岡県みやこ町		0						福岡県みやこ町		0

		福岡県吉富町		1				福岡県吉富町		0						福岡県吉富町		0

		福岡県上毛町		1				福岡県上毛町		0						福岡県上毛町		0

		福岡県築上町		1				福岡県築上町		0						福岡県築上町		0

		佐賀県佐賀市		1				佐賀県佐賀市		0						佐賀県佐賀市		0

		佐賀県唐津市		1				佐賀県唐津市		0						佐賀県唐津市		0

		佐賀県鳥栖市		1				佐賀県鳥栖市		0						佐賀県鳥栖市		0

		佐賀県多久市		1				佐賀県多久市		0						佐賀県多久市		0

		佐賀県伊万里市		1				佐賀県伊万里市		0						佐賀県伊万里市		0

		佐賀県武雄市		1				佐賀県武雄市		0						佐賀県武雄市		0

		佐賀県鹿島市		1				佐賀県鹿島市		0						佐賀県鹿島市		0

		佐賀県小城市		1				佐賀県小城市		0						佐賀県小城市		0

		佐賀県嬉野市		1				佐賀県嬉野市		0						佐賀県嬉野市		0

		佐賀県神埼市		1				佐賀県神埼市		0						佐賀県神埼市		0

		佐賀県吉野ヶ里町		1				佐賀県吉野ヶ里町		0						佐賀県吉野ヶ里町		0

		佐賀県基山町		1				佐賀県基山町		0						佐賀県基山町		0

		佐賀県上峰町		1				佐賀県上峰町		0						佐賀県上峰町		0

		佐賀県みやき町		1				佐賀県みやき町		0						佐賀県みやき町		0

		佐賀県玄海町		1				佐賀県玄海町		0						佐賀県玄海町		0

		佐賀県有田町		1				佐賀県有田町		0						佐賀県有田町		0

		佐賀県大町町		1				佐賀県大町町		0						佐賀県大町町		0

		佐賀県江北町		1				佐賀県江北町		0						佐賀県江北町		0

		佐賀県白石町		1				佐賀県白石町		0						佐賀県白石町		0

		佐賀県太良町		1				佐賀県太良町		0						佐賀県太良町		0

		長崎県長崎市		1				長崎県長崎市		0						長崎県長崎市		0

		長崎県佐世保市		1				長崎県佐世保市		0						長崎県佐世保市		0

		長崎県島原市		1				長崎県島原市		0						長崎県島原市		0

		長崎県諫早市		1				長崎県諫早市		0						長崎県諫早市		0

		長崎県大村市		1				長崎県大村市		0						長崎県大村市		0

		長崎県平戸市		1				長崎県平戸市		0						長崎県平戸市		0

		長崎県松浦市		1				長崎県松浦市		0						長崎県松浦市		0

		長崎県対馬市		1				長崎県対馬市		0						長崎県対馬市		0

		長崎県壱岐市		1				長崎県壱岐市		0						長崎県壱岐市		0

		長崎県五島市		1				長崎県五島市		0						長崎県五島市		0

		長崎県西海市		1				長崎県西海市		0						長崎県西海市		0

		長崎県雲仙市		1				長崎県雲仙市		0						長崎県雲仙市		0

		長崎県南島原市		1				長崎県南島原市		0						長崎県南島原市		0

		長崎県長与町		1				長崎県長与町		0						長崎県長与町		0

		長崎県時津町		1				長崎県時津町		0						長崎県時津町		0

		長崎県東彼杵町		1				長崎県東彼杵町		0						長崎県東彼杵町		0

		長崎県川棚町		1				長崎県川棚町		0						長崎県川棚町		0

		長崎県波佐見町		1				長崎県波佐見町		0						長崎県波佐見町		0

		長崎県小値賀町		1				長崎県小値賀町		0						長崎県小値賀町		0

		長崎県佐々町		1				長崎県佐々町		0						長崎県佐々町		0

		長崎県新上五島町		1				長崎県新上五島町		0						長崎県新上五島町		0

		熊本県八代市		1				熊本県八代市		0						熊本県八代市		0

		熊本県人吉市		1				熊本県人吉市		0						熊本県人吉市		0

		熊本県荒尾市		1				熊本県荒尾市		0						熊本県荒尾市		0

		熊本県水俣市		1				熊本県水俣市		0						熊本県水俣市		0

		熊本県玉名市		1				熊本県玉名市		0						熊本県玉名市		0

		熊本県山鹿市		1				熊本県山鹿市		0						熊本県山鹿市		0

		熊本県菊池市		1				熊本県菊池市		0						熊本県菊池市		0

		熊本県宇土市		1				熊本県宇土市		0						熊本県宇土市		0

		熊本県上天草市		1				熊本県上天草市		0						熊本県上天草市		0

		熊本県宇城市		1				熊本県宇城市		0						熊本県宇城市		0

		熊本県阿蘇市		1				熊本県阿蘇市		0						熊本県阿蘇市		0

		熊本県天草市		1				熊本県天草市		0						熊本県天草市		0

		熊本県合志市		1				熊本県合志市		0						熊本県合志市		0

		熊本県美里町		1				熊本県美里町		0						熊本県美里町		0

		熊本県玉東町		1				熊本県玉東町		0						熊本県玉東町		0

		熊本県南関町		1				熊本県南関町		0						熊本県南関町		0

		熊本県長洲町		1				熊本県長洲町		0						熊本県長洲町		0

		熊本県和水町		1				熊本県和水町		0						熊本県和水町		0

		熊本県大津町		1				熊本県大津町		0						熊本県大津町		0

		熊本県菊陽町		1				熊本県菊陽町		0						熊本県菊陽町		0

		熊本県南小国町		1				熊本県南小国町		0						熊本県南小国町		0

		熊本県小国町		1				熊本県小国町		0						熊本県小国町		0

		熊本県産山村		1				熊本県産山村		0						熊本県産山村		0

		熊本県高森町		1				熊本県高森町		0						熊本県高森町		0

		熊本県西原村		1				熊本県西原村		0						熊本県西原村		0

		熊本県南阿蘇村		1				熊本県南阿蘇村		0						熊本県南阿蘇村		0

		熊本県御船町		1				熊本県御船町		0						熊本県御船町		0

		熊本県嘉島町		1				熊本県嘉島町		0						熊本県嘉島町		0

		熊本県益城町		1				熊本県益城町		0						熊本県益城町		0

		熊本県甲佐町		1				熊本県甲佐町		0						熊本県甲佐町		0

		熊本県山都町		1				熊本県山都町		0						熊本県山都町		0

		熊本県氷川町		1				熊本県氷川町		0						熊本県氷川町		0

		熊本県芦北町		1				熊本県芦北町		0						熊本県芦北町		0

		熊本県津奈木町		1				熊本県津奈木町		0						熊本県津奈木町		0

		熊本県錦町		1				熊本県錦町		0						熊本県錦町		0

		熊本県多良木町		1				熊本県多良木町		0						熊本県多良木町		0

		熊本県湯前町		1				熊本県湯前町		0						熊本県湯前町		0

		熊本県水上村		1				熊本県水上村		0						熊本県水上村		0

		熊本県相良村		1				熊本県相良村		0						熊本県相良村		0

		熊本県五木村		1				熊本県五木村		0						熊本県五木村		0

		熊本県山江村		1				熊本県山江村		0						熊本県山江村		0

		熊本県球磨村		1				熊本県球磨村		0						熊本県球磨村		0

		熊本県あさぎり町		1				熊本県あさぎり町		0						熊本県あさぎり町		0

		熊本県苓北町		1				熊本県苓北町		0						熊本県苓北町		0

		大分県大分市		1				大分県大分市		0						大分県大分市		0

		大分県別府市		1				大分県別府市		0						大分県別府市		0

		大分県中津市		1				大分県中津市		0						大分県中津市		0

		大分県日田市		1				大分県日田市		0						大分県日田市		0

		大分県佐伯市		1				大分県佐伯市		0						大分県佐伯市		0

		大分県臼杵市		1				大分県臼杵市		0						大分県臼杵市		0

		大分県津久見市		1				大分県津久見市		0						大分県津久見市		0

		大分県竹田市		1				大分県竹田市		0						大分県竹田市		0

		大分県豊後高田市		1				大分県豊後高田市		0						大分県豊後高田市		0

		大分県杵築市		1				大分県杵築市		0						大分県杵築市		0

		大分県宇佐市		1				大分県宇佐市		0						大分県宇佐市		0

		大分県豊後大野市		1				大分県豊後大野市		0						大分県豊後大野市		0

		大分県由布市		1				大分県由布市		0						大分県由布市		0

		大分県国東市		1				大分県国東市		0						大分県国東市		0

		大分県姫島村		1				大分県姫島村		0						大分県姫島村		0

		大分県日出町		1				大分県日出町		0						大分県日出町		0

		大分県九重町		1				大分県九重町		0						大分県九重町		0

		大分県玖珠町		1				大分県玖珠町		0						大分県玖珠町		0

		宮崎県宮崎市		1				宮崎県宮崎市		0						宮崎県宮崎市		0

		宮崎県都城市		1				宮崎県都城市		0						宮崎県都城市		0

		宮崎県延岡市		1				宮崎県延岡市		0						宮崎県延岡市		0

		宮崎県日南市		1				宮崎県日南市		0						宮崎県日南市		0

		宮崎県小林市		1				宮崎県小林市		0						宮崎県小林市		0

		宮崎県日向市		1				宮崎県日向市		0						宮崎県日向市		0

		宮崎県串間市		1				宮崎県串間市		0						宮崎県串間市		0

		宮崎県西都市		1				宮崎県西都市		0						宮崎県西都市		0

		宮崎県えびの市		1				宮崎県えびの市		0						宮崎県えびの市		0

		宮崎県三股町		1				宮崎県三股町		0						宮崎県三股町		0

		宮崎県高原町		1				宮崎県高原町		0						宮崎県高原町		0

		宮崎県国富町		1				宮崎県国富町		0						宮崎県国富町		0

		宮崎県綾町		1				宮崎県綾町		0						宮崎県綾町		0

		宮崎県高鍋町		1				宮崎県高鍋町		0						宮崎県高鍋町		0

		宮崎県新富町		1				宮崎県新富町		0						宮崎県新富町		0

		宮崎県西米良村		1				宮崎県西米良村		0						宮崎県西米良村		0

		宮崎県木城町		1				宮崎県木城町		0						宮崎県木城町		0

		宮崎県川南町		1				宮崎県川南町		0						宮崎県川南町		0

		宮崎県都農町		1				宮崎県都農町		0						宮崎県都農町		0

		宮崎県門川町		1				宮崎県門川町		0						宮崎県門川町		0

		宮崎県諸塚村		1				宮崎県諸塚村		0						宮崎県諸塚村		0

		宮崎県椎葉村		1				宮崎県椎葉村		0						宮崎県椎葉村		0

		宮崎県美郷町		1				宮崎県美郷町		0						宮崎県美郷町		0

		宮崎県高千穂町		1				宮崎県高千穂町		0						宮崎県高千穂町		0

		宮崎県日之影町		1				宮崎県日之影町		0						宮崎県日之影町		0

		宮崎県五ヶ瀬町		1				宮崎県五ヶ瀬町		0						宮崎県五ヶ瀬町		0

		鹿児島県鹿児島市		1				鹿児島県鹿児島市		0						鹿児島県鹿児島市		0

		鹿児島県鹿屋市		1				鹿児島県鹿屋市		0						鹿児島県鹿屋市		0

		鹿児島県枕崎市		1				鹿児島県枕崎市		0						鹿児島県枕崎市		0

		鹿児島県阿久根市		1				鹿児島県阿久根市		0						鹿児島県阿久根市		0

		鹿児島県出水市		1				鹿児島県出水市		0						鹿児島県出水市		0

		鹿児島県指宿市		1				鹿児島県指宿市		0						鹿児島県指宿市		0

		鹿児島県西之表市		1				鹿児島県西之表市		0						鹿児島県西之表市		0

		鹿児島県垂水市		1				鹿児島県垂水市		0						鹿児島県垂水市		0

		鹿児島県薩摩川内市		1				鹿児島県薩摩川内市		0						鹿児島県薩摩川内市		0

		鹿児島県日置市		1				鹿児島県日置市		0						鹿児島県日置市		0

		鹿児島県曽於市		1				鹿児島県曽於市		0						鹿児島県曽於市		0

		鹿児島県霧島市		1				鹿児島県霧島市		0						鹿児島県霧島市		0

		鹿児島県いちき串木野市		1				鹿児島県いちき串木野市		0						鹿児島県いちき串木野市		0

		鹿児島県南さつま市		1				鹿児島県南さつま市		0						鹿児島県南さつま市		0

		鹿児島県志布志市		1				鹿児島県志布志市		0						鹿児島県志布志市		0

		鹿児島県奄美市		1				鹿児島県奄美市		0						鹿児島県奄美市		0

		鹿児島県南九州市		1				鹿児島県南九州市		0						鹿児島県南九州市		0

		鹿児島県伊佐市		1				鹿児島県伊佐市		0						鹿児島県伊佐市		0

		鹿児島県姶良市		1				鹿児島県姶良市		0						鹿児島県姶良市		0

		鹿児島県三島村		1				鹿児島県三島村		0						鹿児島県三島村		0

		鹿児島県十島村		1				鹿児島県十島村		0						鹿児島県十島村		0

		鹿児島県さつま町		1				鹿児島県さつま町		0						鹿児島県さつま町		0

		鹿児島県長島町		1				鹿児島県長島町		0						鹿児島県長島町		0

		鹿児島県湧水町		1				鹿児島県湧水町		0						鹿児島県湧水町		0

		鹿児島県大崎町		1				鹿児島県大崎町		0						鹿児島県大崎町		0

		鹿児島県東串良町		1				鹿児島県東串良町		0						鹿児島県東串良町		0

		鹿児島県錦江町		1				鹿児島県錦江町		0						鹿児島県錦江町		0

		鹿児島県南大隅町		1				鹿児島県南大隅町		0						鹿児島県南大隅町		0

		鹿児島県肝付町		1				鹿児島県肝付町		0						鹿児島県肝付町		0

		鹿児島県中種子町		1				鹿児島県中種子町		0						鹿児島県中種子町		0

		鹿児島県南種子町		1				鹿児島県南種子町		0						鹿児島県南種子町		0

		鹿児島県屋久島町		1				鹿児島県屋久島町		0						鹿児島県屋久島町		0

		鹿児島県大和村		1				鹿児島県大和村		0						鹿児島県大和村		0

		鹿児島県宇検村		1				鹿児島県宇検村		0						鹿児島県宇検村		0

		鹿児島県瀬戸内町		1				鹿児島県瀬戸内町		0						鹿児島県瀬戸内町		0

		鹿児島県龍郷町		1				鹿児島県龍郷町		0						鹿児島県龍郷町		0

		鹿児島県喜界町		1				鹿児島県喜界町		0						鹿児島県喜界町		0

		鹿児島県徳之島町		1				鹿児島県徳之島町		0						鹿児島県徳之島町		0

		鹿児島県天城町		1				鹿児島県天城町		0						鹿児島県天城町		0

		鹿児島県伊仙町		1				鹿児島県伊仙町		0						鹿児島県伊仙町		0

		鹿児島県和泊町		1				鹿児島県和泊町		0						鹿児島県和泊町		0

		鹿児島県知名町		1				鹿児島県知名町		0						鹿児島県知名町		0

		鹿児島県与論町		1				鹿児島県与論町		0						鹿児島県与論町		0

		沖縄県那覇市		1				沖縄県那覇市		0						沖縄県那覇市		0

		沖縄県宜野湾市		1				沖縄県宜野湾市		0						沖縄県宜野湾市		0

		沖縄県石垣市		1				沖縄県石垣市		0						沖縄県石垣市		0

		沖縄県浦添市		1				沖縄県浦添市		0						沖縄県浦添市		0

		沖縄県名護市		1				沖縄県名護市		0						沖縄県名護市		0

		沖縄県糸満市		1				沖縄県糸満市		0						沖縄県糸満市		0

		沖縄県沖縄市		1				沖縄県沖縄市		0						沖縄県沖縄市		0

		沖縄県豊見城市		1				沖縄県豊見城市		0						沖縄県豊見城市		0

		沖縄県うるま市		1				沖縄県うるま市		0						沖縄県うるま市		0

		沖縄県宮古島市		1				沖縄県宮古島市		0						沖縄県宮古島市		0

		沖縄県南城市		1				沖縄県南城市		0						沖縄県南城市		0

		沖縄県国頭村		1				沖縄県国頭村		0						沖縄県国頭村		0

		沖縄県大宜味村		1				沖縄県大宜味村		0						沖縄県大宜味村		0

		沖縄県東村		1				沖縄県東村		0						沖縄県東村		0

		沖縄県今帰仁村		1				沖縄県今帰仁村		0						沖縄県今帰仁村		0

		沖縄県本部町		1				沖縄県本部町		0						沖縄県本部町		0

		沖縄県恩納村		1				沖縄県恩納村		0						沖縄県恩納村		0

		沖縄県宜野座村		1				沖縄県宜野座村		0						沖縄県宜野座村		0

		沖縄県金武町		1				沖縄県金武町		0						沖縄県金武町		0

		沖縄県伊江村		1				沖縄県伊江村		0						沖縄県伊江村		0

		沖縄県読谷村		1				沖縄県読谷村		0						沖縄県読谷村		0

		沖縄県嘉手納町		1				沖縄県嘉手納町		0						沖縄県嘉手納町		0

		沖縄県北谷町		1				沖縄県北谷町		0						沖縄県北谷町		0

		沖縄県北中城村		1				沖縄県北中城村		0						沖縄県北中城村		0

		沖縄県中城村		1				沖縄県中城村		0						沖縄県中城村		0

		沖縄県西原町		1				沖縄県西原町		0						沖縄県西原町		0

		沖縄県与那原町		1				沖縄県与那原町		0						沖縄県与那原町		0

		沖縄県南風原町		1				沖縄県南風原町		0						沖縄県南風原町		0

		沖縄県渡嘉敷村		1				沖縄県渡嘉敷村		0						沖縄県渡嘉敷村		0

		沖縄県座間味村		1				沖縄県座間味村		0						沖縄県座間味村		0

		沖縄県粟国村		1				沖縄県粟国村		0						沖縄県粟国村		0

		沖縄県渡名喜村		1				沖縄県渡名喜村		0						沖縄県渡名喜村		0

		沖縄県南大東村		1				沖縄県南大東村		0						沖縄県南大東村		0

		沖縄県北大東村		1				沖縄県北大東村		0						沖縄県北大東村		0

		沖縄県伊平屋村		1				沖縄県伊平屋村		0						沖縄県伊平屋村		0

		沖縄県伊是名村		1				沖縄県伊是名村		0						沖縄県伊是名村		0

		沖縄県久米島町		1				沖縄県久米島町		0						沖縄県久米島町		0

		沖縄県八重瀬町		1				沖縄県八重瀬町		0						沖縄県八重瀬町		0

		沖縄県多良間村		1				沖縄県多良間村		0						沖縄県多良間村		0

		沖縄県竹富町		1				沖縄県竹富町		0						沖縄県竹富町		0

		沖縄県与那国町		1				沖縄県与那国町		0						沖縄県与那国町		0

		合計		1														0





以下H27非公表データ

		





グラフ

		財務書類作成状況（平成27年度決算） ザイムショルイサクセイジョウキョウヘイセイネンドケッサン								（平成29年3月31日時点） ヘイセイネンガツニチジテン

		【モデル別の財務書類の作成状況】p2 ベツザイムショルイサクセイジョウキョウ

																												統一的な基準 トウイツテキキジュン		168

		作成済 サクセイズ		区分 クブン				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ																		基準モデル キジュン		144

				統一的な基準 トウイツテキキジュン				168		14.3%																		総務省方式改訂モデル ソウムショウホウシキカイテイ		833

				基準モデル キジュン				144		12.3%																		旧総務省方式 キュウソウムショウホウシキ		8

				総務省方式改訂モデル ソウムショウホウシキカイテイ				833		71.1%																		それ以外 イガイ		18

				旧総務省方式 キュウソウムショウホウシキ				8		0.7%

				それ以外 イガイ				18		1.5%

				合計 ゴウケイ				1,171		100%

		【固定資産台帳の整備状況】p2 コテイシサンダイチョウセイビジョウキョウ

																												作成中 サクセイチュウ		統一的な基準 トウイツテキキジュン		121

				区分 クブン				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ																				統一的な基準以外 トウイツテキキジュンイガイ		208

				整備済 セイビズミ				1,245		69.6%

				整備中 セイビチュウ				542		30.3%

				未整備 ミセイビ				1		0.1%

				合計 ゴウケイ				1,788		100%

		【統一的な基準による財務書類の作成予定（平成29年3月31日現在）】p12 トウイツテキキジュンザイムショルイサクセイヨテイヘイセイネンガツニチゲンザイ

				区分 クブン						都道府県 トドウフケン				指定都市 シテイトシ				市区町村 シクチョウソン						合計 ゴウケイ

										団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ		団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ				団体数 ダンタイスウ		割合 ワリアイ

				作成予定あり サクセイヨテイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

						平成29年度までに作成 ヘイセイネンドサクセイ				0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

						平成30年度以降に作成 ヘイセイネンドイコウサクセイ				0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

				作成予定なし サクセイヨテイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)

				合計 ゴウケイ						0		(0.0%)		0		(0.0%)		0		(0.0%)				0		(0.0%)





グラフ

		





期限後作成（一般）

		





平成27年度決算未着手

		統一的な基準による財務書類（平成29年3月31日時点） トウイツテキキジュンザイムショルイヘイセイネンガツニチジテン

		○要請期限に間に合わない団体 ヨウセイキゲンマアダンタイ

		道県 ミチケン		市区町 シクチョウ		理由 リユウ		前年度理由 ゼンネンドリユウ		作成予定時期 サクセイヨテイジキ		システム改修 カイシュウ		災害 サイガイ		その他 タ		正当事由（日々仕訳） セイトウジユウヒビシワケ

		鳥取県 トットリケン				財務会計システムの再構築を行っているが、28年度のデータは旧システムから出力する必要があり、システム改修経費が二重投資となるため。		H29年4月から新財務会計システムの運用が開始されるため、H29年度決算から対応予定。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		熊本県 クマモトケン				熊本地震からの復旧・復興業務に最優先で取り組むため、H31年度中 クマモトジシンフッキュウフッコウギョウムサイユウセントクネンドチュウ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン				○

		北海道 ホッカイドウ		増毛町 マシケチョウ		平成28年度決算から統一的な基準による財務書類等の作成を予定していたが、固定資産の台帳整備に時間を要しており、また、外部システムを新たに導入して、統一的な基準による財務書類等を作成する予定のため、平成29年度中の作成が困難となったため。 ヘイセイ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		北海道		紋別市		統一的な基準による財務諸表に対応した財務会計システムがH29年度執行分より稼動となるため。		現在財務会計システムの入替を予定しておりH29年度決算からの新システム対応を予定している為。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		北海道		雨竜町		平成29年度会計より財務会計システムを利用し、平成28年度決算は紙ベースによる手作業での作成が困難であり、資産台帳も平成28年度の整備により、前年度との対比ができないため。 ヘイセイネンドカイケイザイムカイケイリヨウヘイセイネンドケッサンカミテサギョウサクセイコンナンシサンダイチョウヘイセイネンドセイビゼンネンドタイヒ		固定資産台帳及び財務会計システム構築準備中ため		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		北海道		厚真町		現状は全て手作業で資産の異動履歴などを把握し、積み上げたものを総務省改訂モデルに転記し作り上げていました。
　平成２８年度からシステムに移行し合わせて統一的な基準に切り替える予定でしたが、
　システム化に向け予算化の検討を行った結果、２８年度においては、内部において予算化を見送られたため、
　再度、現状の手作業での手法の検討と、システム化に向けて再度の予算化も併せて検討している状況です。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		北海道		芽室町		昨年度の時点では29年度に作成としていたが、平成２８年度中の大雨災害対応のため、新たな資金需要が発生し、外部委託の経費を確保できず、作成業務が１年先送りとなったため。 サクネンドジテンネンドサクセイヘイセイネンドチュウオオアメサイガイタイオウアラシキンジュヨウハッセイガイブイタクケイヒカクホサクセイギョウムネンサキオク				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン				○

		岩手県		大槌町		震災復興事業により事務量が多く対応困難又、固定資産の変動大きく精査を要するため。Ｈ31年度作成。 シンサイフッコウジギョウジムリョウオオタイオウコンナンマタコテイシサンヘンドウオオセイサヨウネンドサクセイ		固定資産台帳の整備完了が平成２８年度末であること。日々仕訳の導入に庁内の調整等にある程度時間を要すると判断したため。(平成31年度)		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ				○

		宮城県		松島町		固定資産台帳の整備が完了していないため コテイシサンダイチョウセイビカンリョウ		平成２８年度より固定資産台帳の整備に着手し平成３０年度までに新公会計を整備する予定のため
人員不足のため（総合管理計画の策定について，正確性を期すため，固定資産台帳整備後の取組を予定していたことから，財務書類の作成との同時進行が困難なため）。		平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		福島県		浪江町		東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故に伴う避難のため、平成30年度決算から作成予定 ヒガシニホンダイシンサイオヨフクシマダイイチゲンシリョクハツデンショジコトモナヒナン		原発事故対応中であり、平成３１年度に作成予定である。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ				○

		茨城県		水戸市		財務会計システムの入替を平成30年度当初に予定しているため ザイムカイケイイレカエヘイセイネンドトウショヨテイ				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン		○

		東京都		品川区		区全体のシステムを改修、30年度 クゼンタイカイシュウネンド		区全体のシステムを改修。31年度		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		世田谷区		平成30年度の財務会計システムの更新に合わせ、日々仕訳を導入するとともに、一部未整備である固定資産台帳の整備を行うため、30年度決算からの作成を予定している。 ヘイセイネンドアオコナネンドケッサンサクセイヨテイ				平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		板橋区		30年度決算分以降。複式簿記の導入に伴い、システムを総入替えするため ネンドケッサンブンイコウフクシキボキドウニュウトモナソウイカ		システムが古く再構築（総入替）が必要なため長い構築期間が必要(平成30年度決算）		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		東京都		東久留米市		当市の財務会計システムの保守期限が平成30年12月であり、平成30年4月より新財務会計システムへ移行する際に併せて、統一基準による財務書類作成に係る機能を導入するため、平成30年度決算分より作成します。		当市の財務会計システムの保守期限が平成30年12月であり、平成30年4月より新財務会計システムへ移行する際に併せて、統一基準による財務書類作成に係る機能を導入するため、平成30年度決算分を平成31年度に作成します。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		神奈川県		愛川町		統一的な基準に基づく固定資産台帳の再整備（新たに追加された基本項目等の情報データ収集及び台帳への登載）を平成29年度に実施予定のため
（5/16聞取）平成28年度中に固定資産台帳を整備する予定だったが、公共施設等総合管理計画の策定に時間がかかり着手できていない。台帳の新規項目にかかる情報収集に4ヶ月（6～9月）を見込んでおり、それを終えた後で業者に精査してもらわねばならない。業者から、今年度中の固定資産台帳の整備は不可能であると回答を受けている。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		神奈川県		大和市		固定資産台帳の整備に時間を要するため、平成30年度決算分から作成 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウヘイセイネンドケッサンブンサクセイ		公会計に関するシステムの導入を平成30年度と予定しているため。		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		神奈川県		中井町		時期財務会計システムの決定後、下水道会計の公営企業化後（30または31年度） ジキザイムカイケイケッテイアトゲスイドウカイケイコウエイキギョウカゴネンド		人員・予算不足のため、後発的に実施		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		福井県		鯖江市		これまでのシステムでは統一的な基準に対応していないため、平成29年度にシステムを改修。平成29年度分からは新システムで対応。平成28年度分については職員により財務4表と固定資産台帳の整備を行う。				平成29年度決算（期末） ヘイセイネンドケッサン						○

		愛知県		犬山市		現在基準モデルを作成するシステムを使用しており、平成30年度までの契約となっている。経費の二重投資を避けるため、統一的な基準へは30年度決算より切替予定（31年度作業）		現システムを30年度途中まで使用する予定
30年度決算より切替予定（31年度作業）		平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		熊本県		苓北町		導入経費節約のために、基幹システム更新時である平成３０年度に併せて整備予定 ドウニュウケイヒセツヤクキカンコウシンジヘイセイネンドアワセイビヨテイ				平成30年度決算以降 ヘイセイネンドケッサンイコウ		○

		（参考）前回調査で要請期限に間に合わないと回答していたが、今回調査で間に合うと回答した団体 サンコウゼンカイチョウサヨウセイキゲンマアカイトウコンカイチョウサマアカイトウダンタイ

		　　北海道新ひだか町、宮城県東松島市、宮城県利府町、福島県飯館村、埼玉県秩父市、埼玉県宮代町、長野県生坂村、愛知県大府市、愛知県北名古屋市、
　　三重県いなべ市 ホッカイドウミヤギケンミヤギケンフクシマケンサイタマケンチチブシサイタマケンナガノケンアイチケンアイチケンミエケンシ

		（参考）前回調査で要請期限に間に合わないと回答していたが、今回調査で間に合うと回答した団体 サンコウゼンカイチョウサヨウセイキゲンマアカイトウコンカイチョウサマアカイトウダンタイ

		都道府県 トドウフケン		市区町村 シクチョウソン		今年度回答 コンネンドカイトウ		前年度理由 ゼンネンドリユウ

		北海道		新ひだか町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		固定資産台帳の整備に時間を要しているため、H29年度決算から作成を予定している。 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウネンドケッサンサクセイヨテイ

		宮城県		東松島市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		下水道事業の法適用化に併せて進める

		宮城県		利府町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		震災による業務増及びマンパワー不足及び公会計に対応する財務会計システムの導入が平成３０年度となるため オヨコウカイケイタイオウザイムカイケイドウニュウヘイセイネンド

		福島県 フクシマケン		飯館村 イイダテムラ		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		原発避難中のため ゲンパツヒナンチュウ

		埼玉県		秩父市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		統一的な基準に移行するに当たり、
予算の都合がつかないため
平成３０年度に作成予定

		埼玉県		宮代町		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		H28.9に財務会計システムの賃貸借及び保守契約が切れるため、更新時期を控えている。平成30年度を予定 ザイムカイケイチンタイシャクオヨホシュケイヤクキコウシンジキヒカヘイセイネンドヨテイ

		長野県		生坂村		日々仕訳により
平成29年度決算分を平成30年度中に作成 ヒビシワケヘイセイネンドケッサンブンヘイセイネンドチュウサクセイ		日々仕訳で財務書類を作成するため（H29.11システム移行）
公会計対応（日々仕訳）の財務会計システムへ平成29年11月より移行するため ヒビシワケザイムショルイサクセイイコウ

		愛知県		大府市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		スタートが遅れたため
公会計に対する取組は、有効な活用法が見いだせなかったことから、導入に踏み切らない状況が続いていましたが、より具体的な活用法も示されてきた中で市の方針の変更もあり、導入する方向性に至りました。
現在、平成28年度以降の決算を作成することを目標に調整しております。

		愛知県		北名古屋市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		財務会計システムのリプレイスに併せて作成するため。平成30年度決算分 ザイムカイケイアワサクセイヘイセイネンドケッサンブン

		三重県		いなべ市		平成29年度中に作成 ヘイセイネンドチュウサクセイ		固定資産台帳整備に時間を要するため・平成30年度中 コテイシサンダイチョウセイビジカンヨウヘイセイネンドチュウ



日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成

日々仕訳ではあるがH31作成



		平成27年度決算に係る一般会計等財務書類の未作成理由 ヘイセイネンドケッサンカカワイッパンカイケイナドザイムショルイミサクセイリユウ

				都道府県 トドウフケン		指定都市 シテイトシ		市区町村 シクチョウソン		計 ケイ		割合 ワリアイ

		固定資産整備中 コテイシサンセイビチュウ						0		0		0.0%

		統一的な基準を優先 トウイツテキキジュンユウセン				1		0		0		0.0%

		作成準備中 サクセイジュンビチュウ						0		0		0.0%

		予算・人員不足 ヨサンジンインブソク						0		0		0.0%

		システム構築 コウチク						0		0		0.0%

		震災 シンサイ						0		0		0.0%

		必要性なし ヒツヨウセイ						0		0		0.0%

		その他 タ						0		0		0.0%

		合計 ゴウケイ		0		0		0		0		0%









令和元年度 地方公会計の推進に関する研究会 検討内容（案）

１．セグメント分析（事業別等）の基本的な考え方及び手順等の整理

２．資産の適正管理に向けた公会計情報の活用

・ 先進事例の分析、ワーキンググループの設置及び公募団体における事業別財務書類の作成・検証
・ 施設別財務書類との相違点等の整理

・ 固定資産台帳の活用に関する先進事例の分析、活用に向けた課題の整理（更新等費用の推計・効果額
の算出、他の施設情報との連携による維持管理等に係るモニタリング 等）

・ 施設別財務書類等の活用に関する検討（H30年度公募団体等における取組状況の検証 等）
・ 行革推進法に基づく資産・債務改革（保有資産の活用等）のフォローアップと今後の対応に関する検討

３．財務書類等の更なる分析

・ 各種指標等を用いた比較分析（散布図、ランキング、クロス分析等）
・ 地方公共団体の財政運営（予算、決算、監査等）と財務書類から得られる情報との関係性の整理等
・ 地方財政状況調査（決算統計）との一体化に向けた課題の整理（調査項目・計上基準等）

４．公会計情報の更なる「見える化」

・ 財務書類等の比較可能な形による公表の様式に関する検証
・ 地方公共団体全体の財務書類等の作成に向けた論点の整理
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主な検討項目

セグメント分析（事業別等）
の基本的な考え方及び手
順等の整理

資産の適正管理に向けた
財務書類等の活用

財務書類等の更なる分析
公会計情報の更なる「見え
る化」

第１回
（6月）

セグメント分析（事業別等）
に関する論点、
今後の検討方針

固定資産台帳等の活用に
関する論点

財政運営（予算、決算、監
査等）と財務書類等の関係

性の整理

比較可能な形による公会
計情報の公表状況

第２回
（７～8月頃）

－
※WG開催

（８～10月頃）

固定資産台帳等の活用に
関する検討

各種指標等を用いた比較
分析①

比較可能な形による様式
の分析・検証

第３回
（9～１0月頃）

セグメント分析（事業別等）
の基本的な考え方、作成

手順の整理①

施設別財務書類等の活用
に関する検討

各種指標等を用いた比較
分析②

地方公共団体全体の財務
書類の作成に向けた論点

整理①

第４回
（11～１2月頃）

セグメント分析（事業別等）
の基本的な考え方、作成

手順の整理②

資産・債務改革のフォロー
アップと今後の対応に関す

る検討

決算統計との一体化に向
けた課題の整理

地方公共団体全体の財務
書類の作成に向けた論点

整理②

第５回
（1～2月頃）

報告書案の提示

第６回
（２月頃）

報告書案のとりまとめ

令和元年度 地方公会計の推進に関する研究会（スケジュール案）

※必要に応じて開催回数を追加する可能性がある
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