
自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会　加入状況

2022/6/7

1741

405

副会長 ●美唄市 ●北上市 ●南魚沼市 ●さいたま市 ●三島市 堺市 ●尾道市 ●今治市 ●佐伯市

理事　　　●ブロック長 倶知安町 石巻市 飯山市 稲城市 安城市 ●守山市 真庭市 宿毛市 鹿屋市

北海道 青森県 新潟県 茨城県 岐阜県 滋賀県 鳥取県 徳島県 福岡県

旭川市 平内町 糸魚川市 水戸市 大垣市 大津市 米子市 徳島市 大野城市

釧路市 野辺地町 妙高市 土浦市 高山市 彦根市 大山町 鳴門市 うきは市

帯広市 田子町 五泉市 石岡市 美濃市 長浜市 島根県 阿南市 佐賀県

北見市 階上町 佐渡市 笠間市 羽島市 近江八幡市 松江市 美馬市 嬉野市

網走市 岩手県 南魚沼市 つくば市 土岐市 草津市 益田市 三好市 神埼市

美唄市 宮古市 富山県 かすみがうら市 山県市 守山市 大田市 勝浦町 長崎県

芦別市 大船渡市 氷見市 行方市 瑞穂市 甲賀市 飯南町 佐那河内村 大村市

江別市 花巻市 石川県 境町 飛騨市 野洲市 岡山県 神山町 南島原市

名寄市 北上市 小松市 栃木県 本巣市 高島市 井原市 那賀町 熊本県

三笠市 遠野市 加賀市 宇都宮市 下呂市 東近江市 総社市 板野町 人吉市

恵庭市 陸前高田市 福井県 栃木市 海津市 米原市 高梁市 香川県 菊池市

石狩市 釜石市 小浜市 矢板市 大野町 京都府 真庭市 高松市 上天草市

奥尻町 八幡平市 大野市 さくら市 静岡県 八幡市 新庄村 丸亀市 阿蘇市

島牧村 奥州市 永平寺町 那須町 静岡市 京田辺市 吉備中央町 坂出市 天草市

蘭越町 滝沢市 美浜町 群馬県 浜松市 木津川市 広島県 善通寺市 錦町

ニセコ町 紫波町 若狭町 前橋市 沼津市 精華町 広島市 観音寺市 大分県

倶知安町 矢巾町 長野県 渋川市 三島市 大阪府 呉市 さぬき市 大分市

由仁町 西和賀町 松本市 藤岡市 富士宮市 堺市 竹原市 東かがわ市 別府市

妹背牛町 金ヶ崎町 中野市 東吾妻町 島田市 岸和田市 尾道市 三豊市 中津市

秩父別町 宮城県 飯山市 昭和村 富士市 貝塚市 福山市 土庄町 日田市

沼田町 石巻市 安曇野市 玉村町 磐田市 枚方市 府中市 小豆島町 佐伯市

利尻富士町 気仙沼市 小谷村 埼玉県 焼津市 泉佐野市 三次市 宇多津町 臼杵市

美幌町 白石市 山ノ内町 さいたま市 掛川市 河内長野市 庄原市 綾川町 津久見市

小清水町 名取市 木島平村 秩父市 藤枝市 門真市 東広島市 琴平町 竹田市

大空町 岩沼市 野沢温泉村 本庄市 御殿場市 岬町 江田島市 多度津町 豊後高田市

音更町 栗原市 栄村 戸田市 袋井市 兵庫県 世羅町 まんのう町 杵築市

上士幌町 東松島市 千葉県 裾野市 神戸市 山口県 愛媛県 宇佐市

鹿追町 富谷市 銚子市 湖西市 姫路市 下関市 松山市 豊後大野市

新得町 七ヶ宿町 館山市 伊豆市 洲本市 宇部市 今治市 国東市

弟子屈町 大河原町 木更津市 御前崎市 三田市 山口市 宇和島市 姫島村

鶴居村 柴田町 野田市 伊豆の国市 加西市 防府市 八幡浜市 日出町

川崎町 市原市 函南町 南あわじ市 長門市 新居浜市 九重町

女川町 鴨川市 清水町 淡路市 美祢市 西条市 玖珠町

秋田県 君津市 長泉町 宍粟市 平生町 大洲市 宮崎県

横手市 南房総市 小山町 加東市 伊予市 宮崎市

大館市 鋸南町 愛知県 奈良県 四国中央市 日南市

男鹿市 東京都 豊橋市 奈良市 西予市 日向市

山形県 江戸川区 一宮市 桜井市 東温市 串間市

寒河江市 府中市 瀬戸市 宇陀市 上島町 西都市

高畠町 稲城市 安城市 東吉野村 久万高原町 えびの市

福島県 神奈川県 江南市 和歌山県 松前町 鹿児島県

郡山市 横須賀市 稲沢市 和歌山市 砥部町 鹿児島市

いわき市 大磯町 尾張旭市 海南市 内子町 鹿屋市

相馬市 山梨県 岩倉市 橋本市 伊方町 枕崎市

北塩原村 北杜市 田原市 有田市 松野町 出水市

猪苗代町 富士川町 三重県 御坊市 鬼北町 指宿市

棚倉町 道志村 伊勢市 田辺市 愛南町 日置市

矢祭町 山中湖村 名張市 新宮市 高知県 いちき串木野市

塙町 尾鷲市 紀の川市 土佐市 南さつま市

鳥羽市 岩出市 須崎市 南九州市

熊野市 紀美野町 宿毛市 姶良市

いなべ市 かつらぎ町 土佐清水市 三島村

志摩市 九度山町 四万十市 湧水町

大台町 高野町 香南市 南大隅町

度会町 湯浅町 田野町 肝付町

大紀町 広川町 安田町 瀬戸内町

南伊勢町 有田川町 北川村 和泊町

紀北町 美浜町 芸西村 沖縄県

御浜町 日高町 土佐町 名護市

紀宝町 由良町 いの町 うるま市

印南町 中土佐町 宮古島市

みなべ町 梼原町

日高川町 四万十町

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

九州

（美唄市） （北上市） （佐渡市） （前橋市） （安城市） （守山市）

北海道 東北 北信越 関東 東海

（尾道市） （今治市） （南さつま市）

ブロック名
（呼びかけ人）

107 95ブロック内市区町村数 179 227 158 343 274

近畿 中国 四国

160 198

60 54加入市区町村数 31 44 22 41

役
員

加入市区町村名

57 66 30


