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北海道 0102 南檜山 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町

北海道 0103 北渡島檜山 八雲町、長万部町、せたな町、今金町

北海道 0108 北空知 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町

北海道 0111 日高 日高町、平取町、新冠町、新ひだか町、浦河町、様似町、えりも町

北海道 0114 富良野 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村

北海道 0116 宗谷
稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富
士町、幌延町

北海道 0117 北網
北見市、網走市、大空町、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府
町、置戸町

北海道 0118 遠紋 紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町

北海道 0120 釧路 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町

北海道 0121 根室 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町

青森県 0202 八戸地域 八戸市、おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

青森県 0204 西北五地域 五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町

青森県 0205 上十三地域 十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村

青森県 0206 下北地域 むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村

岩手県 0302 岩手中部 花巻市、北上市、遠野市、西和賀町

岩手県 0303 胆江 奥州市、金ケ崎町

岩手県 0304 両磐 一関市、平泉町

岩手県 0305 気仙 大船渡市、陸前高田市、住田町

岩手県 0306 釜石 釜石市、大槌町

岩手県 0307 宮古 宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村

岩手県 0308 久慈 久慈市、普代村、野田村、洋野町

岩手県 0309 二戸 二戸市、軽米町、九戸村、一戸町

宮城県 0401 仙南 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町

宮城県 0406 大崎・栗原 栗原市、大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町

宮城県 0409 石巻・登米・気仙沼 石巻市、気仙沼市、登米市、東松島市、女川町、南三陸町

秋田県 0501 大館・鹿角 大館市、鹿角市、小坂町

秋田県 0502 北秋田 北秋田市、上小阿仁村

秋田県 0503 能代・山本 能代市、藤里町、三種町、八峰町

秋田県 0505 由利本荘・にかほ 由利本荘市、にかほ市

秋田県 0506 大仙・仙北 大仙市、仙北市、美郷町

秋田県 0507 横手 横手市

秋田県 0508 湯沢・雄勝 湯沢市、羽後町、東成瀬村

山形県 0602 最上 真室川町、金山町、鮭川村、新庄市、最上町、戸沢村、舟形町、大蔵村

山形県 0604 庄内 遊佐町、酒田市、三川町、庄内町、鶴岡市

福島県 0703 県南 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

福島県 0707 いわき いわき市
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福島県 0708 会津・南会津
会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯
川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、檜枝岐村、只見
町、南会津町

茨城県 0802 日立 日立市，高萩市，北茨城市，

茨城県 0803 常陸太田・ひたちなか 常陸太田市，ひたちなか市，常陸大宮市，那珂市，大子町，東海村

茨城県 0804 鹿行 鹿嶋市，潮来市，神栖市，行方市，鉾田市

茨城県 0807 取手・竜ヶ崎 龍ケ崎市，取手市，牛久市，守谷市，稲敷市，阿見町，河内町，利根町，美浦村

茨城県 0808 筑西・下妻 結城市，下妻市，筑西市，桜川市，八千代町

茨城県 0809 古河・坂東 古河市，坂東市，五霞町，境町

栃木県 0901 県北
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須
町、那珂川町

栃木県 0902 県西 鹿沼市、日光市

栃木県 0906 両毛 足利市、佐野市

群馬県 1002 渋川 渋川市、榛東村、吉岡町

群馬県 1007 吾妻 中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

群馬県 1010 太田・館林 太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

埼玉県 1108 利根 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

埼玉県 1109 北部 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

埼玉県 1110 秩父 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

千葉県 1206 山武長生夷隅
茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、芝山町、
横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町

東京都 1308 西多摩 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

東京都 1309 南多摩 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市

東京都 1313 島しょ
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠
原村

新潟県 1501 下越 新発田市,村上市,胎内市,聖籠町,関川村,粟島浦村

新潟県 1503 県央 三条市,加茂市,燕市,弥彦村,田上町

新潟県 1504 中越 長岡市,柏崎市,見附市,出雲崎町,刈羽村

新潟県 1505 魚沼 小千谷市,十日町市,魚沼市,南魚沼市,湯沢町,津南町

新潟県 1506 上越 糸魚川市,妙高市,上越市

新潟県 1507 佐渡 佐渡市

石川県 1704 能登北部 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

福井県 1802 奥越 大野市、勝山市

福井県 1803 丹南 鯖江市、越前市、今立郡池田町、南条郡南越前町、丹生郡越前町

福井県 1804 嶺南
敦賀市、小浜市、三方郡美浜町、大飯郡高浜町、大飯郡おおい町、三方上中郡若狭
町

長野県 2002 上小 上田市、東御市、青木村、長和町

長野県 2004 上伊那 伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪町、中川村、宮田村
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長野県 2005 飯伊
飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天
龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

長野県 2006 木曽 上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町

長野県 2010 北信 中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村

岐阜県 2102 西濃
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川
町、大野町、池田町

岐阜県 2105 飛騨 高山市、飛騨市、下呂市、白川村

静岡県 2201 賀茂 下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

静岡県 2204 富士 富士宮市、富士市

静岡県 2207 中東遠 磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町

愛知県 2310 西三河南部東 岡崎市、幸田町

愛知県 2311 東三河北部 新城市、設楽町、東栄町、豊根村

三重県 2404 東紀州 尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町

京都府 2601 丹後 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町

京都府 2606 山城南 木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村

和歌山県 3004 有田 有田市、湯浅町、広川町、有田川町

和歌山県 3007 新宮 新宮市、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町

島根県 3202 雲南 雲南市、奥出雲町、飯南町

島根県 3204 大田 大田市、川本町、美郷町、邑南町

島根県 3206 益田 益田市、津和野町、吉賀町

島根県 3207 隠岐 隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村

岡山県 3303 高梁・新見 高梁市、新見市

岡山県 3304 真庭 真庭市、新庄村

山口県 3502 柳井 柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町

山口県 3507 長門 長門市

山口県 3508 萩 萩市、阿武町

徳島県 3605 西部 美馬市、つるぎ町、三好市、東みよし町

香川県 3702 小豆 小豆島町、土庄町

高知県 3903 高幡 須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町

高知県 3904 幡多 宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町

福岡県 4013 京築 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町

佐賀県 4104 西部 伊万里市、有田町

長崎県 4207 上五島 小値賀町、新上五島町

熊本県 4302 宇城 宇土市、宇城市、美里町

熊本県 4310 球磨
人吉市、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あ
さぎり町

大分県 4405 南部 佐伯市

大分県 4408 西部 日田市、九重町、玖珠町

宮崎県 4502 都城北諸県 都城市、三股町
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宮崎県 4503 延岡西臼杵 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

宮崎県 4505 西諸 小林市、えびの市、高原町

宮崎県 4506 西都児湯 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町

宮崎県 4507 日向入郷 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町

鹿児島県 4606 出水 阿久根市，出水市，長島町

鹿児島県 4609 曽於 曽於市，志布志市，大崎町

鹿児島県 4611 熊毛 西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町
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