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1 北海道北見市 55 新潟県新発田市 ○ 109 岡山県真庭市 ○

2 北海道三笠市 ○ 56 新潟県十日町市 ○ 110 岡山県美作市 ○

3 北海道厚沢部町 57 新潟県村上市 ○ 111 広島県呉市

4 北海道ニセコ町 58 新潟県上越市 112 広島県三次市 ○

5 北海道長沼町 59 新潟県佐渡市 113 広島県江田島市

6 北海道栗山町 60 新潟県魚沼市 114 広島県安芸太田町 ○

7 北海道下川町 61 新潟県胎内市 ○ 115 広島県神石高原町 ○

8 北海道枝幸町 62 福井県 116 山口県

9 北海道礼文町 63 富山県氷見市 117 山口県山口市 ○ ○

10 北海道白老町 64 富山県砺波市 118 山口県岩国市

11 北海道平取町 ○ 65
富山県
南砺（NANTO）市

○ 119 山口県長門市 ○

12 北海道池田町 66 山梨県小菅村 ○ 120 山口県柳井市 ○

13 北海道別海町 67 長野県長野市 ○ 121 山口県田布施町

14 青森県五戸町 ○ 68 長野県上田市 122 徳島県阿南市

15 岩手県北上市 69 長野県飯田市 123 徳島県三好市 ○

16 岩手県久慈市 70 長野県小諸市 ○ 124 徳島県神山町

17 岩手県一関市 71 長野県伊那市 ○ 125 徳島県那賀町

18 宮城県塩竈市 ○ 72 長野県佐久市 ○ 126 高知県 ○

19 宮城県栗原市 73 長野県千曲市 127 高知県土佐清水市

20 秋田県湯沢市 74 長野県小海町 128 高知県田野町

21 秋田県大仙市 75 長野県辰野町 ○ 129 高知県本山町 ○

22 秋田県北秋田市 ○ 76 長野県飯島町 ○ ○ 130 高知県日高村

23 山形県寒河江市 77 長野県松川町 ○ 131 高知県四万十町 ○

24 山形県上山市 78 長野県阿南町 132 高知県大月町

25 山形県村山市 79 長野県阿智村 ○ 133 福岡県川崎町

26 山形県尾花沢市 80 長野県天龍村 134 長崎県

27 山形県川西町 81 長野県泰阜村 135 長崎県佐世保市

28 山形県西川町 82
南信州・喬木村
（たかぎむら）

○ 136 熊本県荒尾市

29 山形県鮭川村 83 長野県麻績村 137 熊本県多良木町

30 山形県小国町 84 長野県生坂村 138 熊本県湯前町

31 福島県 85 静岡県浜松市 ○ 139 おんせん県おおいた

32
歳時記の郷
奥会津

86 静岡県東伊豆町 140 大分県中津市

33 福島県白河市 87 静岡県松崎町 ○ 141 大分県日田市 ○

34 福島県伊達市 89 愛知県東栄町 ○ 142 大分県佐伯市

35 福島県南会津町 90 愛知県豊根村 ○ 143 大分県臼杵市

36 福島県西会津町 91 三重県 144 大分県杵築市 ○

37 福島県会津坂下町 92 滋賀県愛荘町 145 大分県豊後大野市

38 福島県三島町 93 滋賀県甲良町 146 大分県国東市

39 福島県金山町 94 兵庫県豊岡市 147 大分県玖珠町

40 福島県玉川村 95 兵庫県養父市 148 宮崎県えびの市

41 福島県小野町 96 兵庫県宍粟市 ○ 149 宮崎県西米良村

42 茨城県常陸太田市 97 奈良県曽爾村 ○ 150 宮崎県椎葉村

43 茨城県高萩市 98 奈良県吉野町 151 鹿児島県

44 茨城県笠間市 ○ 99 奈良県川上村 ○ 152 鹿児島県枕崎市

45 茨城県常陸大宮市 100 鳥取県境港市 153 鹿児島県阿久根市

46 茨城県稲敷市 ○ 101 島根県 154 鹿児島県出水市

47 茨城県日立市 ○ 102 島根県松江市 155
鹿児島県
いちき串木野市

48 茨城県大洗町 103 島根県益田市 156 鹿児島県薩摩川内市 ○

49 茨城県城里町 104 島根県奥出雲町 ○ 157 鹿児島県志布志市 ○

50 栃木県佐野市 105 島根県川本町 158
鹿児島県十島村
（トカラ列島）

51 栃木県那須町 ○ 106 島根県美郷町 ○ 159 鹿児島県肝付町

52 群馬県富岡市 ○ 107 岡山県津山市 160 沖縄県

54 新潟県三条市 108 岡山県赤磐市 ○

JOIN移住・交流＆地域おこしフェア 【 協力隊募集ブース 出展一覧 】

＊内容につきましては、当日一部変更となる場合がございます。


