
2021年6⽉11⽇時点

北海道 札幌市 栃⽊県 ⿅沼市 富⼭県 ⽴⼭町 （理事） 岡⼭県 久⽶南町
北海道 稚内市 栃⽊県 ⼤⽥原市 ⽯川県 ⾦沢市 岡⼭県 美咲町
北海道 ⽯狩市 栃⽊県 那須塩原市 （副会⻑） ⽯川県 加賀市 広島県 広島市
北海道 ニセコ町 栃⽊県 那須町 ⻑野県 上⽥市 広島県 尾道市
北海道 古平町 群⾺県 館林市 ⻑野県 飯⽥市 ⾹川県 ⾼松市
北海道 厚岸町 群⾺県 藤岡市 ⻑野県 佐久市 愛媛県 松⼭市
岩⼿県 宮古市 群⾺県 嬬恋村 ⻑野県 東御市 ⾼知県 四万⼗市
岩⼿県 久慈市 （理事） 群⾺県 みなかみ町 ⻑野県 軽井沢町 福岡県 北九州市 （理事）
岩⼿県 ⼆⼾市 埼⽟県 さいたま市 ⻑野県 ⽴科町 福岡県 福岡市
岩⼿県 ⼋幡平市 埼⽟県 秩⽗市 （理事） ⻑野県 ⾼森町 福岡県 ⼤⽊町
岩⼿県 葛巻町 埼⽟県 所沢市 ⻑野県 池⽥町 佐賀県 佐賀市
岩⼿県 普代村 埼⽟県 深⾕市 ⻑野県 ⽩⾺村 （理事） 佐賀県 武雄市
岩⼿県 軽⽶町 （理事） 埼⽟県 草加市 岐⾩県 ⼤垣市 ⻑崎県 ⻑崎市
岩⼿県 野⽥村 埼⽟県 越⾕市 静岡県 静岡市 ⻑崎県 平⼾市
岩⼿県 洋野町 埼⽟県 久喜市 静岡県 浜松市 ⻑崎県 五島市
岩⼿県 ⼀⼾町 埼⽟県 ⼋潮市 静岡県 富⼠宮市 ⻑崎県 ⻑与町
宮城県 気仙沼市 埼⽟県 三郷市 静岡県 藤枝市 ⻑崎県 時津町
宮城県 富⾕市 埼⽟県 吉川市 静岡県 御殿場市 熊本県 熊本市 （理事）
秋⽥県 ⼤館市 埼⽟県 ⼩川町 静岡県 伊⾖の国市 熊本県 菊池市
秋⽥県 ⼤潟村 埼⽟県 美⾥町 静岡県 牧之原市 宮崎県 串間市
⼭形県 ⼭形市 埼⽟県 松伏町 愛知県 岡崎市 ⿅児島県 ⿅児島市
⼭形県 ⽶沢市 千葉県 千葉市 愛知県 半⽥市 ⿅児島県 知名町
⼭形県 東根市 千葉県 銚⼦市 愛知県 豊⽥市 （理事）
⼭形県 南陽市 千葉県 船橋市 愛知県 ⼤府市
⼭形県 ⾼畠町 千葉県 ⽊更津市 愛知県 ⽥原市
⼭形県 川⻄町 千葉県 野⽥市 愛知県 みよし市
⼭形県 飯豊町 千葉県 成⽥市 三重県 桑名市
⼭形県 庄内町 千葉県 ⼋千代市 三重県 志摩市
福島県 郡⼭市 千葉県 我孫⼦市 三重県 南伊勢町
福島県 本宮市 千葉県 浦安市 京都府 京都市 （副会⻑）
福島県 浪江町 千葉県 四街道市 京都府 宮津市
茨城県 ⽔⼾市 千葉県 ⼭武市 （理事） 京都府 ⻲岡市
茨城県 ⼟浦市 東京都 世⽥⾕区 京都府 京⽥辺市
茨城県 結城市 東京都 ⾜⽴区 京都府 京丹後市
茨城県 下妻市 東京都 葛飾区 京都府 与謝野町
茨城県 常総市 神奈川県 横浜市 （会⻑） ⼤阪府 堺市
茨城県 ⾼萩市 神奈川県 川崎市 ⼤阪府 泉⼤津市
茨城県 北茨城市 （理事） 神奈川県 相模原市 ⼤阪府 枚⽅市
茨城県 笠間市 神奈川県 横須賀市 ⼤阪府 河内⻑野市
茨城県 取⼿市 神奈川県 鎌倉市 ⼤阪府 東⼤阪市
茨城県 ⽜久市 神奈川県 藤沢市 ⼤阪府 阪南市
茨城県 ひたちなか市 神奈川県 ⼩⽥原市 （理事） 兵庫県 神⼾市
茨城県 ⿅嶋市 神奈川県 茅ヶ崎市 兵庫県 明⽯市
茨城県 潮来市 神奈川県 三浦市 兵庫県 豊岡市
茨城県 守⾕市 神奈川県 厚⽊市 奈良県 天理市
茨城県 常陸⼤宮市 神奈川県 葉⼭町 奈良県 ⽣駒市
茨城県 那珂市 神奈川県 寒川町 奈良県 三郷町
茨城県 筑⻄市 神奈川県 開成町 ⿃取県 ⿃取市
茨城県 坂東市 新潟県 新潟市 ⿃取県 北栄町
茨城県 つくばみらい市 新潟県 ⼗⽇町市 ⿃取県 南部町
茨城県 ⼩美⽟市 新潟県 村上市 島根県 美郷町
茨城県 茨城町 新潟県 妙⾼市 島根県 ⾢南町
茨城県 城⾥町 新潟県 佐渡市 （理事） 岡⼭県 岡⼭市
茨城県 東海村 富⼭県 ⿂津市 岡⼭県 真庭市 （副会⻑）
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