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後期高齢者医療制度 自治体意見書採択状況 　　　11 月２８日１２時現在
都道府県 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北海道

歌志内市 幕別町 余市町 大樹町 本別町 古平町 豊頃町 ニセコ町 池田町 佐呂間町

34
沼田町 上士幌町 苫前町 広尾町 安平町 土幌町 釧路町 島牧村 妹背牛町 根室市
干才市 大空町 白老町 長万部町 浦河町 仁木町 上砂川町 旭川市 富良野市 苫小牧市
帯広市 積丹町 七飯町 洞爺湖町

青森 南部町 新郷村 風間浦村 3
秋田

岩手 10月12日
盛岡市 遠野市 一関市 久慈市 奥州市 宮古市 陸前高田 八幡平市 金ヶ崎町 住田町

31釜石市 大槌町 北上市 山田町 筑波町 野田村 花巻市 二戸市 軽米町 平泉町
岩手町 一戸町 藤沢町 雫石町 洋野町 川井村 西和賀町 九戸村 矢巾町 普代村

山形

福島 10月11日
須賀川市 会津若松 南相馬市 国見町 飯野町 鏡石町 天栄村 西郷村 泉崎村 南会津町

23檜枝岐村 只見町 北塩原村 西会津町 磐梯町 会津坂下 湯川村 柳津町 会津美里 三島町
浪江町 中島村

宮城
名取市 岩沼市 白石市 気仙沼市 登米市 女川町 蔵王町 七ヶ宿町 大河原町 村田町

11
柴田町

茨城 水戸市 筑西市 常総市 3
栃木
群馬 吉井町 榛東村 みなかみ町＊ 昭和町＊ 沼田市 吉岡町 前橋市 7
埼玉 吉川市 草加市 本庄市 新座市 川口市 5

東京

三鷹市 町田市 東村山市 江戸川区 西東京市 調布市 渋谷区 小金井市 狛江市 昭島市

35
八王子市 武蔵村山 日野市 国分寺市 府中市 武蔵野市 立川市 品川区 千代田区 葛飾区
中央区 台東区 目黒区 豊島区 中野区 杉並区 荒川区 瑞穂町 羽村市 青梅市
稲城市 清瀬市 国立市 足立区 あきる野市

千葉 東庄町 我孫子市 2
神奈川 大和市 1
山梨 昭和町 南部町 丹波山村 小菅村 4

長野 10月5日

飯山市＊ 木島平村 信州新町 信濃町 千曲市 坂城町 川上村 南箕輪村＊ 根羽村 天龍村

40
筑北村 山形村 松川村＊ 山ノ内町 栄村 小布施町 高山村 飯綱町 小川村 長和町
青木村 小梅町 下諏訪町 原村 宮田村 高森町 阿南町 下条村 豊丘村 喬木村
南木曽町 木祖村 木曽町 小谷村 大鹿村 中川村 清内路村 阿智村 泰阜村

新潟 妙高市 加茂市 山北町 湯沢町 川口町 津南町 阿賀町 粟島浦町 朝日村 9
富山 9月27日 1
石川
福井
岐阜 岐阜市 1
静岡 静岡市 焼津市 2
愛知 名古屋市 1
三重 松阪市 1
滋賀 甲良町 高月町 2
京都 京都市 舞鶴市 木津川市 宇治市 大山崎市 京田辺市 6
大阪 大阪市 八尾市 貝塚市 交野市 4
兵庫 神戸市 1
奈良 大和郡山 下市町 2
和歌山 9月28日 御坊市 上富田町 串本町 かつらぎ町 5
鳥取
島根 吉賀町 1
岡山
広島 大崎上島 江田島市 世羅町 三次市 庄原市 5
山口
徳島 9月議会 1
香川 10月5日 1
愛媛

高知 9月議会
南国市 須崎市 高知市 香美市 土佐町 中土佐町 本山町 大月町 安芸市 四万十市

14
四万十町 黒潮町 大川村

福岡
篠栗町 粕屋町 嘉麻町 志免町 宇美町 須恵町 桂川町 直方市 若宮市 鞍手町

13
久山町 水巻町 行橋市

佐賀
熊本
大分
宮崎
長崎 五島市 南島原市 2
鹿児島 9月議会 1

沖縄 2月議会
名護市 糸満市 豊見城市 宮子島市 南城市 国頭村 大宜味村 恩納村 宜野座村 金武町

23北谷町 中城市 西原町 与那原町 南風原町 座間味村 南大東村 伊平屋村 久米島町 八重瀬町
多良間村 与那国町

10 295
☆採択時期は、０６年１２月議会から０７年９月議会までの間で、今回報告のあった自治体数。広域連合長宛の自治体意見書含む。
☆現在の意見書採択数　１０県　　１３区　１０３市　　１２２町　４７村　　　合計２９５／１８００自治体


	Sheet1

