
令和４年度 保健師活動領域調査（活動調査）実施対象自治体
１.選定自治体（一覧）

１）都道府県

２）保健所設置市及び特別区

秋田市 山形市 仙台市 金沢市 長野市 新宿区 文京区 江東区 目黒区 世田谷区

杉並区 荒川区 練馬区 葛飾区 さいたま市 千葉市 川口市 水戸市 大阪市 堺市

東大阪市 西宮市 和歌山市 名古屋市 豊橋市 倉敷市 福山市 岐阜市 鳥取市 福岡市

佐世保市 宮崎市 四日市市

３）市町村

苫小牧市 紋別市 砂川市 木古内町 乙部町 上砂川町 浦臼町 妹背牛町 音威子府村

北海道 羽幌町 浜頓別町 幌延町 湧別町 西興部村 大空町 安平町 浦河町 上士幌町

広尾町 豊頃町 浦幌町 鶴居村 中標津町

青森県 七戸町 階上町 新郷村

岩手県 釜石市 二戸市 平泉町 岩泉町 洋野町

宮城県 角田市 富谷市

秋田県 湯沢市 にかほ市 仙北市 藤里町 三種町

山形県 鶴岡市 上山市 山辺町 河北町 舟形町

会津若松市 南相馬市 国見町 川俣町 檜枝岐村 北塩原村 浅川町 川内村 大熊町

飯舘村

茨城県 鉾田市 つくばみらい市 大洗町 大子町 阿見町 境町 利根町

栃木県 上三川町 那須町

群馬県 太田市 渋川市 片品市 千代田町

埼玉県 飯能市 加須市 深谷市 草加市 新座市 滑川町 皆野町 寄居町

千葉県 茂原市 東金市 鴨川市 鎌ケ谷市 君津市 大網白里市 酒々井町 白子町 鋸南町

東京都 東村山市 東大和市 奥多摩町 小笠原村

神奈川県 海老名市 葉山町 大井町

新潟県 長岡市 燕市 出雲崎町

岡谷市 小諸市 安曇野市 小海町 佐久穂町 富士見町 高森町 売木村 木祖村

大桑村 飯綱町

富山県 氷見市

石川県 羽昨市 かほく市 川北町

福井県 大野市 坂井市

山梨県 都留市 上野原市 中央市

岐阜県 高山市 美濃加茂市 輪之内町 大野町 八百津町 白川町 東白川村

静岡県 富士宮市 御殿場市 松崎町

愛知県 碧南市 新城市 知多市 弥富市 あま市 豊山町 阿久比町

三重県 桑名市 伊賀市 大台町 大紀町

長崎県和歌山県 広島県 山口県 徳島県

高槻市

長野県

福島県

北海道
東北

熊本市

旭川市

渋谷区

鹿児島県 沖縄県

関東
甲信越

東海北陸

大阪府北海道 京都府秋田県 山形県 茨城県 栃木県 千葉県 石川県 福井県 静岡県
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滋賀県 守山市 甲良町

京都府 向日市 八幡市 南山城村

大阪府 貝塚市 松原市 柏原市 交野市 忠岡町

兵庫県 加古川市 宝塚市 三木市 上郡町

奈良県 大和郡山市 天理市 橿原市 御所市 川西町 上北山村

和歌山県 岩出市 高野町 日高町 上富田町 古座川町

鳥取県 北栄町 日南町

島根県 邑南町 海士町

岡山県 高梁市 瀬戸内市

広島県 三原市 坂町

山口県 萩市 岩国市 長門市 和木町 田布施町

徳島県 吉野川市 三好市 上板町

香川県 琴平町

愛媛県 西条市 砥部町 伊方町 松野町

高知県 須崎市 東洋町 越知町 梼原町

福岡県 大牟田市 直方市 飯塚市 太宰府市 福津市 粕屋町 水巻町

佐賀県 吉野ヶ里町 江北町

長崎県 島原市 西海市 佐々町

熊本県 天草市 長洲市 産山村 御船町 相良村 五木村

大分県 日田市 由布市 日出町

宮崎県 新富町 門川町 美郷町 高千穂町

鹿児島県 与論町

糸満市 豊見城市 うるま市 本部町 宜野座村 伊江村 北中城村 渡嘉敷村 渡名喜村

北大東村

中国四国

沖縄県

近畿

九州
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