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北海道 0 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zsi/cao.html

北海道 札幌市 https://www.city.sapporo.jp/chosei/documents/r2_zissizyoukyou_zigyoukou
ka.pdf

北海道 函館市 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021060300013/
北海道 ⼩樽市

北海道 旭川市 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/136/150/d074121.html

北海道 室蘭市 https://www.city.muroran.lg.jp/main/org2300/kessan.html
北海道 釧路市 https://www.city.kushiro.lg.jp/shisei/shisaku/1006996/1007005.html
北海道 帯広市 https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/covid19/oshirase/1010440.html

北海道 北⾒市 https://www.city.kitami.lg.jp/administration/town/detail.php?content=10827

北海道 ⼣張市 https://www.city.yubari.lg.jp/gyoseijoho/shisakukeikaku/kakusyukeikaku/rin
nkoukinnkouka.html

北海道 岩⾒沢市 https://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/soshiki/zaisei/kenko_iryo_fukushi/
1/1/1/4259.html

北海道 網⾛市 https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/060soshiki/010kikakuchousei/newtyp
e_kokakensho.html

北海道 留萌市

北海道 苫⼩牧市 https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shisei/shisei/shiseihoshin/sonoho
ka/rinjikofukin.html

北海道 稚内市 http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/koronazigyou.html 広報誌掲載
北海道 美唄市 https://www.city.bibai.hokkaido.jp/soshiki/2/10862.html
北海道 芦別市
北海道 江別市 https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/seisaku/108149.html
北海道 ⾚平市 https://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2013012300141.html
北海道 紋別市 https://mombetsu.jp/emergency/R2COVID-19grants.html

北海道 ⼠別市 https://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1612348753225/index.html

北海道 名寄市 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/zaisei/prkeql000002xgil.html
北海道 三笠市 https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00012814.html

北海道 根室市 https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/sougouseisakubu/sou
gouseisakusitu/hyouka/corona/8849.html

北海道 千歳市 https://www.city.chitose.lg.jp/docs/24877.html

北海道 滝川市 https://www.city.takikawa.hokkaido.jp/200soumubu/05zaisei/01zai/tihouso
useirinjikouhukin.html

北海道 砂川市 https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/shisei/kikaku_keikaku/rinjikoufukin.
html

北海道 歌志内市 https://www.city.utashinai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00003541.html

北海道 深川市 https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kikaku/gm9h2g000000ey2s.ht
ml

広報誌掲載

北海道 富良野市
北海道 登別市 https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2021122100056

北海道 恵庭市 https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/coronajyohou/corona/ippanjyouhou/shij
ouhou/12600.html

北海道 伊達市 https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00007175.html
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北海道 北広島市 https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/files/00134800/001348
61/20211108092224.pdf

北海道 ⽯狩市 https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/78130.html
北海道 北⽃市 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/1665.html
北海道 当別町 https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/soshiki/zaisei/1585.html
北海道 新篠津村 https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001254.html
北海道 松前町 https://www.town.matsumae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002095.html

北海道 福島町 https://www.town.fukushima.hokkaido.jp/町政情報/jouhou/新型コロナウイル
ス感染症対応地⽅創⽣臨時交付/

北海道 知内町 https://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/ 広報誌掲載
北海道 ⽊古内町
北海道 七飯町 https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00006149.html 広報誌掲載
北海道 ⿅部町 広報誌掲載
北海道 森町
北海道 ⼋雲町 http://cms.town.yakumo.lg.jp/soshiki/zaimu/content0141.html
北海道 ⻑万部町
北海道 江差町 http://www.hokkaido-esashi.jp/modules/chousei/content0370.html 広報誌掲載
北海道 上ノ国町 http://www.town.kaminokuni.lg.jp/hotnews/detail/00002612.html
北海道 厚沢部町 https://www.town.assabu.lg.jp/modules/gyosei/content0387.html
北海道 ⼄部町 広報誌掲載
北海道 奥尻町 https://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00006747.html

北海道 今⾦町 https://www.town.imakane.lg.jp/gyousei/gyouseiinfo/zaisei/post_3442.html

北海道 せたな町 https://www.town.setana.lg.jp/korona/post_1358.html 広報誌掲載
北海道 島牧村 https://www.vill.shimamaki.lg.jp/news/detail.php?news=90
北海道 寿都町 http://www.town.suttu.lg.jp/town/detail.php?id=230
北海道 ⿊松内町 http://kuromatsunai-news.sblo.jp/article/189757496.html

北海道 蘭越町 https://town.rankoshi.hokkaido.jp/administration/town/detail.html?content=
287

北海道 ニセコ町
北海道 真狩村
北海道 留寿都村
北海道 喜茂別町
北海道 京極町 https://www.town-kyogoku.jp/file/contents/2395/13202/R2kouka.pdf

北海道 倶知安町 http://www.town.kutchan.hokkaido.jp/town_administration/seisaku_keikaku
_jigyou/tihousouseirinjikouhukin/

北海道 共和町

https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/soshiki/hokenfukushika/news/files/R
2rinzikouhukinn.pdf
https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/soshiki/hokenfukushika/news/files/R
3rinnzikouhukinn.pdf

北海道 岩内町
北海道 泊村
北海道 神恵内村 https://www.vill.kamoenai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001322.html 広報誌掲載
北海道 積丹町
北海道 古平町
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北海道 仁⽊町 http://www.town.niki.hokkaido.jp/section/kikakuka/irv9760000000fdy.html?
cat2=irv976000000045a&cat3=life05s1&cat3t=%E8%A1%8C%E6%94%BF

広報誌掲載

北海道 余市町 http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/website/r3coronakinkyujigyo.html
北海道 ⾚井川村 https://www.akaigawa.com/kurashi/gyosei/post_147.html
北海道 南幌町
北海道 奈井江町
北海道 上砂川町 https://town.kamisunagawa.hokkaido.jp/kenko_fukushi/korona/1551.html
北海道 由仁町 https://www.town.yuni.lg.jp/newstopics/4632

北海道 ⻑沼町
https://www.maoi-
net.jp/kenko_fukushi/kansensho/covid19/chomin/naganumacho_taisaku.ht
ml

北海道 栗⼭町
北海道 ⽉形町 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/6993.htm
北海道 浦⾅町
北海道 新⼗津川町 https://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/00004289.html

北海道 妹背⽜町 https://www.town.moseushi.hokkaido.jp/gyousei/2023-0113-1121-58.html

北海道 秩⽗別町 https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?category=t
own&content=368

北海道 ⾬⻯町 https://www.town.uryu.hokkaido.jp/docs/3397.html
北海道 北⻯町 広報誌掲載
北海道 沼⽥町

北海道 鷹栖町 https://www.town.takasu.hokkaido.jp/gyosei/administration/detail.html?con
tent=1026

北海道 東神楽町 https://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/11591.html 広報誌掲載
北海道 当⿇町
北海道 ⽐布町 http://www.town.pippu.hokkaido.jp/cms/section/elhgch0000000x3b.html 広報誌掲載
北海道 愛別町

北海道 上川町 https://www.town.hokkaido-
kamikawa.lg.jp/section/chiikimiryoku/coronakofukin.html

北海道 東川町 https://higashikawa-town.jp/
北海道 美瑛町 http://town.biei.hokkaido.jp/administration/finance
北海道 上富良野町 https://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=28 広報誌掲載
北海道 中富良野町
北海道 南富良野町
北海道 占冠村 http://www.vill.shimukappu.lg.jp/ 広報誌掲載

北海道 和寒町 https://www.town.wassamu.hokkaido.jp/affairs/finance/published-
financial/

北海道 剣淵町

https://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/地⽅創⽣臨時交付⾦⼆次、
https://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/地⽅創⽣臨時交付⾦⼆次、
https://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/令和３年度新型コロナウイルス感染
症対応地⽅創/、https://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/令和４年度新型コ
ロナウイルス感染症対応地⽅創/

北海道 下川町 https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2021/10/post-433.html

北海道 美深町 http://www.town.bifuka.hokkaido.jp/cms/section/soumu/index.html#i2
北海道 ⾳威⼦府村
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北海道 中川町
北海道 幌加内町 https://www.town.horokanai.hokkaido.jp/archives/25499
北海道 増⽑町
北海道 ⼩平町 https://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002923.html 広報誌掲載
北海道 苫前町 http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kikakushinko/covit19_policy.html

北海道 ⽻幌町 https://www.town.haboro.lg.jp/kurashi/fukushi/kenkou/singatakorona.html#
019

北海道 初⼭別村
北海道 遠別町
北海道 天塩町
北海道 猿払村 https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail_sp/00003606.html
北海道 浜頓別町
北海道 中頓別町
北海道 枝幸町 https://www.esashi.jp/town/page.html?id=422
北海道 豊富町 https://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/ufvuj500000069wc.html 広報誌掲載
北海道 礼⽂町
北海道 利尻町
北海道 利尻富⼠町
北海道 幌延町
北海道 美幌町 http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2021092200015/
北海道 津別町

北海道 斜⾥町 https://www.town.shari.hokkaido.jp/choseijoho/zaiseijoho/covidkoufukin/25
68.html

北海道 清⾥町 https://www.town.kiyosato.hokkaido.jp/gyousei/gyousei/zaisei/index.html

北海道 ⼩清⽔町
北海道 訓⼦府町 https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/kikaku/kouhukin.htlm
北海道 置⼾町 http://www.town.oketo.hokkaido.jp/kenko_fukushi/otona_korei/corona/

北海道 佐呂間町 https://www.town.saroma.hokkaido.jp/kakuka/kikakuzaiseika/2022-1028-
1603-11.html

北海道 遠軽町

北海道 湧別町 https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/town/detail.html?content=1
076

北海道 滝上町
北海道 興部町
北海道 ⻄興部村 https://www.vill.nishiokoppe.lg.jp/section/kikaku/i2lndh0000001x9h.html 広報誌掲載

北海道 雄武町 https://www.town.oumu.hokkaido.jp/soshiki/zaimukikakuka/zaiseijoho/196
5.html

北海道 ⼤空町
北海道 豊浦町
北海道 壮瞥町 https://www.town.sobetsu.lg.jp/chosei/gyosei/zaiseiunei.html
北海道 ⽩⽼町 http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2021061000073/
北海道 厚真町
北海道 洞爺湖町 http://www.town.toyako.hokkaido.jp/town_guide/health/corona/
北海道 安平町 https://www.town.abira.lg.jp/oshirase/1/16588
北海道 むかわ町 http://www.town.mukawa.lg.jp/4227.htm 広報誌掲載
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北海道 ⽇⾼町 http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/koronakouhukin.html
北海道 平取町 http://www.town.biratori.hokkaido.jp/machi/b_content/
北海道 新冠町 https//www.niikappu.jp

北海道 浦河町 https://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/news/Coronakouhukinkens
you.html

広報誌掲載

北海道 様似町 広報誌掲載
北海道 えりも町
北海道 新ひだか町 https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/hotnews/detail/00004752.html

北海道 ⾳更町 https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/machi/zaisei_keikaku/zaisei/koronari
nnzikouhukinn.html

北海道 ⼠幌町 https://www.shihoro.jp/welfare/detail.php?content=315
北海道 上⼠幌町 https://www.kamishihoro.jp/page/00000350
北海道 ⿅追町 https://www.town.shikaoi.lg.jp/oshirase/2736/ 広報誌掲載
北海道 新得町 https://www.shintoku-town.jp/gyousei/koukai_kouhyou/soumu/ 広報誌掲載
北海道 清⽔町 https://www.town.shimizu.hokkaido.jp/finance/01/details/post_42.html

北海道 芽室町 https://www.memuro.net/administration/soshiki/seisaku/yosan/kessan/20
21-1104-1431-18.html

北海道 中札内村 https://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/sonsei/gyousei/zaisei/rinzikouhu
kin/

北海道 更別村 https://www.sarabetsu.jp/gyosei/seisaku/sogo/chihousaousei_rinji/

北海道 ⼤樹町 https://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/kikaku/koronakouhukin.h
tml

北海道 広尾町 https://www.town.hiroo.lg.jp/gyousei/hojokinkoufukin/rinjikoufukin/ 広報誌掲載
北海道 幕別町 https://www.town.makubetsu.lg.jp/chosei/zaisei/zaisei_info.html 広報誌掲載

北海道 池⽥町 https://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/gyoseijoho/zaisei/covid19-
kohukin/9425.html

北海道 豊頃町

北海道 本別町 https://www.town.honbetsu.hokkaido.jp/web/administration/details/post_1
51.html

北海道 ⾜寄町 https://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kurashi/about-
town/gyosei/zaisei/page_264.html

北海道 陸別町 https://www.rikubetsu.jp/chosei/keikaku/covid19
北海道 浦幌町 https://www.urahoro.jp/chosei/zaiseijokyo/index.html
北海道 釧路町 http://www.town.kushiro.lg.jp/ 広報誌掲載

北海道 厚岸町 https://www.akkeshi-town.jp/kurashi/hokenfukushi/kansen/korona/2936/

北海道 浜中町
北海道 標茶町

北海道 弟⼦屈町 https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/machizukurijoho/zaisei/32
65.html

北海道 鶴居村 https://www.vill.tsurui.lg.jp/kenko_fukushi_kosodate/shingatacoronaviruska
nsensho_kanrenjoho/1090.html

北海道 ⽩糠町 https://www.town.shiranuka.lg.jp/section/kikaku/h8v21a000000jlq7.html
北海道 別海町 https://betsukai.jp/new_coronavirus/corona_kouhukin_koukakensyou/
北海道 中標津町 https://www.nakashibetsu.jp/chousei/shisaku/rinnjikoufukin/
北海道 標津町 https://www.shibetsutown.jp/gyosei/soshiki/work_kikou/kikakuseisaku/
北海道 羅⾅町 https://www.rausu-town.jp/pages/view/390
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⻘森県 0 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/kikaku/rinjikofukin.html

⻘森県 ⻘森市 https://www.city.aomori.aomori.jp/kikakuchousei/shiseijouhou/matidukuri/g
youseiunei/kessan/r2r3rinjikoufukin.html

⻘森県 弘前市 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/corona_hirosaki/files/2022.8.30_zaisei_ch
ihousousei_koufu_hyouka.pdf

⻘森県 ⼋⼾市 https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/seisakusuishinka/
chihososei_keikakusuisin/chihososei/18710.html

⻘森県 ⿊⽯市 http://www.city.kuroishi.aomori.jp/shisei/keikaku/2022-0621-1548-33.html

⻘森県 五所川原市 https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/sosiki/koronakouhukin.html

⻘森県 ⼗和⽥市 https://www.city.towada.lg.jp/shisei/gyousei/machidukuri/corona_chihouso
useirinzikouhukin.html

⻘森県 三沢市 https://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/12,46235,57,254,html
⻘森県 むつ市

⻘森県 つがる市 https://www.city.tsugaru.aomori.jp/soshiki/somu/tiikisousei/c_sousei/6391.
html

⻘森県 平川市 https://www.city.hirakawa.lg.jp/jouhou/zaisei/koronakohukin_jigyokensyo.ht
ml

⻘森県 平内町 https://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/11,20172,75,241,html
⻘森県 今別町 https://www.town.imabetsu.lg.jp/kurashi/fukushi/2020-0417-1335-1.html 広報誌掲載
⻘森県 蓬⽥村 https://www.vill.yomogita.lg.jp/sonsei/keikaku/corona_koufu.html 広報誌掲載
⻘森県 外ヶ浜町
⻘森県 鰺ヶ沢町 広報誌掲載
⻘森県 深浦町 https://www.town.fukaura.lg.jp/fixed_docs/2022050200016/

⻘森県 ⻄⽬屋村 https://www.nishimeya.jp/kurashi/files/442193b8f4c3c55dad968abc5b8a3f
07.pdf

⻘森県 藤崎町 http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/9,17259,70,html
⻘森県 ⼤鰐町 http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/7,12529,89,html
⻘森県 ⽥舎館村
⻘森県 板柳町 https://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/index.php?BunruiID=16&id=
⻘森県 鶴⽥町

⻘森県 中泊町 https://www.town.nakadomari.lg.jp/soshikikarasagasu/sogosenryakuka/gyo
muannai/5/1/1/2603.html

⻘森県 野辺地町 www.town.noheji.aomori.jp/life/seikatsu/1974/3062/3121
⻘森県 七⼾町 http://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/dekigoto/post-237.html 広報誌掲載

⻘森県 六⼾町 https://www.town.rokunohe.aomori.jp/chousei_yosan_koronarinnjikoufukinn
jigyou.html

⻘森県 横浜町 http://www.town.yokohama.lg.jp/index.cfm/9,9746,27,1,html
⻘森県 東北町 http://www.town.tohoku.lg.jp/covid19-support.html 広報誌掲載
⻘森県 六ヶ所村 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,14201,31,177,html
⻘森県 おいらせ町 https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/1232/rinzikouhukin.html
⻘森県 ⼤間町
⻘森県 東通村
⻘森県 ⾵間浦村
⻘森県 佐井村 www.vill.sai.lg.jp/wp-content/uploads/2022/10/R2koronayosan.pdf 広報誌掲載
⻘森県 三⼾町
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⻘森県 五⼾町
⻘森県 ⽥⼦町
⻘森県 南部町
⻘森県 階上町 https://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/9,17965,117,347,html
⻘森県 新郷村

岩⼿県 0

（R2事業）
https://www.pref.iwate.jp/kensei/shingikai/1029661/sougoukeikaku/102023
6/1048052.html
（R3事業）
https://www.pref.iwate.jp/kensei/shingikai/1029661/sougoukeikaku/102023
6/1060443.html

岩⼿県 盛岡市 https://www.city.morioka.iwate.jp/corona/1032523/1040529.html
岩⼿県 宮古市 https://www.city.miyako.iwate.jp/kikaku/koronarinnjikouhukinn.html
岩⼿県 ⼤船渡市
岩⼿県 花巻市 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/1011531/1013919/1017276.html

岩⼿県 北上市 https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/seisakukikakuka/
seisakusuishingakari/5/shingatakoronashiensaku/23863.html

岩⼿県 久慈市 https://www.city.kuji.iwate.jp/shisei/zaise/202206011658.html
岩⼿県 遠野市 https://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/49,0,78,134,html
岩⼿県 ⼀関市 https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7,136221,91,6,html
岩⼿県 陸前⾼⽥市 https://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kenko_fukushi/corona/index.html
岩⼿県 釜⽯市 https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2022031100038/
岩⼿県 ⼆⼾市 https://www.city.ninohe.lg.jp/info/1893 広報誌掲載
岩⼿県 ⼋幡平市 https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/kizai/12197.html
岩⼿県 奥州市 https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/1/56374.html
岩⼿県 滝沢市 https://www.city.takizawa.iwate.jp/admin/keiei/sousei.html 広報誌掲載
岩⼿県 雫⽯町 https://www.town.shizukuishi.iwate.jp/docs/2022031600057/
岩⼿県 葛巻町 https://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2022072900024/

岩⼿県 岩⼿町 https://town.iwate.iwate.jp/town/gyosei/kensyo/?v=cat-
gyosei&w=finance&x=other-finance

岩⼿県 紫波町 https://www.town.shiwa.iwate.jp/chosei/koronazyoho/tsrkfk/8882.html
岩⼿県 ⽮⼱町

岩⼿県 ⻄和賀町 https://www.town.nishiwaga.lg.jp/gyosei_shigoto_sangyo/johokokai_kojinjo
hohogo_gyoseifufukushinsa/3116.html

岩⼿県 ⾦ケ崎町
岩⼿県 平泉町 広報誌掲載
岩⼿県 住⽥町 https://www.town.sumita.iwate.jp/docs/2022082500016/
岩⼿県 ⼤槌町 https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/438817.html
岩⼿県 ⼭⽥町 https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/3701.html
岩⼿県 岩泉町
岩⼿県 ⽥野畑村 https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2020021300017/
岩⼿県 普代村 https/www.vill.fudai.iwate.jp/docs/543.html

岩⼿県 軽⽶町 https://www.town.karumai.iwate.jp/article/covid-19/other/entry-basename-
2.html

岩⼿県 野⽥村
岩⼿県 九⼾村
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岩⼿県 洋野町 https://www.town.hirono.iwate.jp/doc/2022092900011/
岩⼿県 ⼀⼾町
宮城県 0 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/seisaku/rinjikouhukin-jissi.html
宮城県 仙台市

宮城県 ⽯巻市 https://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10181000/010/20220502134018.html

宮城県 塩竈市 https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/6/34208.html
宮城県 気仙沼市
宮城県 ⽩⽯市 https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/6/ 広報誌掲載
宮城県 名取市 https://cms.city.natori.miyagi.jp/soshiki/kikaku/seisaku/node_94846
宮城県 ⾓⽥市 https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/4/8055.html

宮城県 多賀城市 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/kikaku/shise/gyosehyoka/kekka/r03.html

宮城県 岩沼市 https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/shisei/shisaku/senryaku/pdca.html

宮城県 登⽶市 https://www.city.tome.miyagi.jp/koshitu/kurashi/kenkoiryo/ryukosikkan/sin
ngatakoronauirusu.html?edit=1&mode=preview

宮城県 栗原市 https://www.kuriharacity.jp/w007/020/050/PAGE000000000000009057.html

宮城県 東松島市

宮城県 ⼤崎市 https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/soshikikarasagasu/shiminkyodousui
shimbu/seisakuka/12072.html

宮城県 富⾕市 https://www.tomiya-city.miyagi.jp/kinkyu/corona/shien.html
https://www.tomiya-city.miyagi.jp/kinkyu/corona/shien2.html

広報誌掲載

宮城県 蔵王町 https://www.zao.miyagi.jp/kurashi_guide/shisaku_machi/coronakatsuyou.ht
ml

宮城県 七ヶ宿町 https://town.shichikashuku.miyagi.jp/corona/info/#p1790
宮城県 ⼤河原町 https://www.town.ogawara.miyagi.jp/5292.htm
宮城県 村⽥町
宮城県 柴⽥町 https://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/82,48526,163,327,html
宮城県 川崎町 https://www.town.kawasaki.miyagi.jp/site/covid-19/180.html
宮城県 丸森町 https://www.town.marumori.miyagi.jp/town/detail.php?content=321
宮城県 亘理町
宮城県 ⼭元町

宮城県 松島町 https://www.town.miyagi-
matsushima.lg.jp/index.cfm/6,30257,c,html/30257/20220525-130935.pdf

宮城県 七ヶ浜町
宮城県 利府町 広報誌掲載
宮城県 ⼤和町
宮城県 ⼤郷町
宮城県 ⼤衡村 広報誌掲載
宮城県 ⾊⿇町

宮城県 加美町 https://www.town.kami.miyagi.jp/soshikikarasagasu/hito_shigotosuishinka/
chihososei/2926.html

宮城県 涌⾕町
宮城県 美⾥町 https://www.town.misato.miyagi.jp/13jyoho/2022-0323-1352-4.html
宮城県 ⼥川町 https://www.town.onagawa.miyagi.jp/05_19.html
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宮城県 南三陸町
https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/9,32755,40,html
https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/9,36840,40,html
https://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/9,41476,40,html

秋⽥県 0 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/68070

秋⽥県 秋⽥市 http://www.city.akita.lg.jp/shisei/hoshin-
keikaku/1011478/1034185/index.html

秋⽥県 能代市
秋⽥県 横⼿市 https://www.city.yokote.lg.jp/fukushi/1001710/1003885.html 広報誌掲載

秋⽥県 ⼤館市

https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/kikakuchosei/p8814（令和2年度実
施事業分）
https://www.city.odate.lg.jp/city/soshiki/kikakuchosei/p9582（令和3年度実
施事業分）

秋⽥県 男⿅市 https://www.city.oga.akita.jp/living_information/shiseijoho/covid19_kouhuki
n/3547.html

秋⽥県 湯沢市 https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/10/4962.html

秋⽥県 ⿅⾓市 https://www.city.kazuno.akita.jp/shisei_machizukuri/shiikikasseika/koronak
atorikumi/9047.html

秋⽥県 由利本荘市 https://www.city.yurihonjo.lg.jp/1001506/1001550/1001578/1004725.html

秋⽥県 潟上市 https://www.city.katagami.lg.jp/material/files/group/3/R3jimujigyouhyouka
hyou.pdf

秋⽥県 ⼤仙市 https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2022071900018/
秋⽥県 北秋⽥市 https://www.city.kitaakita.akita.jp/news/news-869
秋⽥県 にかほ市 https://www.city.nikaho.akita.jp/gyosei/gyoseijoho/chihososei/index.html
秋⽥県 仙北市 https://www.city.semboku.akita.jp/news_topics/whatsnew_list.php

秋⽥県 ⼩坂町 https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/somuka/kikakuzaiseihan
/2_2/2143.html

秋⽥県 上⼩阿仁村
秋⽥県 藤⾥町 https://www.town.fujisato.akita.jp/town/soshiki/c52/

秋⽥県 三種町 https://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.html?category_id=1
06&article_id=16834

秋⽥県 ⼋峰町 https://www.town.happou.akita.jp/docs/2022041800010/files/kennsyo.pdf

秋⽥県 五城⽬町 https://www.town.gojome.akita.jp/town/sosikiannai/soumu/zaiseitanto/188
4

秋⽥県 ⼋郎潟町
秋⽥県 井川町 http://www.town.ikawa.akita.jp/docs/2022111500017
秋⽥県 ⼤潟村 https://www.vill.ogata.akita.jp/corona/#contents04
秋⽥県 美郷町 https://www.town.misato.akita.jp/seisaku_keikaku/4406

秋⽥県 ⽻後町 https://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=2686&category_id
=49

秋⽥県 東成瀬村 https://www.higashinaruse.com/?page_id=22304
⼭形県 0

⼭形県 ⼭形市 https://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/jigyosya/kighoshien/1006774/1002677.html

⼭形県 ⽶沢市 https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/6732.html

⼭形県 鶴岡市 https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kenko/hokenkenko/yoboseshu/covid-
19/shien/koronavirussupport.html
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⼭形県 酒⽥市 https://www.city.sakata.lg.jp/kenko/iryo/kansen/covid_19/coronanituite/rinj
ikohukin.html

⼭形県 新庄市
⼭形県 寒河江市
⼭形県 上⼭市 https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/soshiki/3/r2rinjikoufukin.html
⼭形県 村⼭市

⼭形県 ⻑井市 https://www.city.nagai.yamagata.jp/soshiki/sougoseisaku/2/3/1/chihousou
sei/chihousouseikanrenkouhukin/11920.html

⼭形県 天童市

⼭形県 東根市 https://www.city.higashine.yamagata.jp/section_list/section004/gyoseishiry
o/1698

⼭形県 尾花沢市 http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/kurashi/kikikanri/covid19-
kanren/76

⼭形県 南陽市 http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/kurashi/kikikanri/covid19-
kanren/76

⼭形県 ⼭辺町
⼭形県 中⼭町
⼭形県 河北町 https://www.town.kahoku.yamagata.jp/14810.html
⼭形県 ⻄川町 http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/chosei/01/rinzikouhukin.html

⼭形県 朝⽇町 https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/soshikinogoannai/seisakusuishi
nka/sogoseisakukakari/1/8507.html

⼭形県 ⼤江町 http://www.town.oe.yamagata.jp/organization/div01/sec002/835
⼭形県 ⼤⽯⽥町

⼭形県 ⾦⼭町 https://www.town.kaneyama.yamagata.jp/chosei_machizukuri/keikaku_shis
aku/2906.html

⼭形県 最上町
⼭形県 ⾈形町 https://www.town.funagata.yamagata.jp/s007/010/20220330.html 広報誌掲載
⼭形県 真室川町

⼭形県 ⼤蔵村 https://www.vill.ohkura.yamagata.jp/soshikikarasagasu/somuka/gyomuann
ai/16/1/1509.html

⼭形県 鮭川村
⼭形県 ⼾沢村 http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/news/19828/
⼭形県 ⾼畠町

⼭形県 川⻄町 https://www.town.kawanishi.yamagata.jp/machinojoho/zaisei/rinzikoufukin.
html

⼭形県 ⼩国町 広報誌掲載
⼭形県 ⽩鷹町
⼭形県 飯豊町 https://www.town.iide.yamagata.jp/013/COVID19kouhukin.html

⼭形県 三川町 https://www.town.mikawa.yamagata.jp/town/kikaku/sousei/R2mikawa_rink
oukin.html

⼭形県 庄内町 https://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/bousai/korona_bosai/chihososei_rinj
ikofukin.html

⼭形県 遊佐町 http:www.town.yuza.yamagata.jp/ou/kikaku/kikaku/korona_koufukin/
福島県 0 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015b/covid19-rinji.html

福島県 福島市 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/zaisei-zdaini/shise/corona-
koufukin.html

福島県 会津若松市 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2021020400012/ 広報誌掲載



都道府県名 市町村名
新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦

実施状況・事業効果等 公表ＵＲＬ
備考

福島県 郡⼭市 https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/21/30776.html
福島県 いわき市 http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1665554720483/index.html
福島県 ⽩河市 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page008005.html
福島県 須賀川市 https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/
福島県 喜多⽅市 https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kikaku/31966.html

福島県 相⾺市 https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/kikakuseisakuka/keikaku_
shisaku/12284.html

福島県 ⼆本松市 www.city.nihonmatsu.lg.jp/kenkou_fukushi/colona_jigyo/page006620.html

福島県 ⽥村市

福島県 南相⾺市 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/11/1130/11301/18466.h
tml

福島県 伊達市 https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/92/58629.html 広報誌掲載
福島県 本宮市
福島県 桑折町 https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/seisaku/5/1/12249.html
福島県 国⾒町 https://www.kunimi.fukushima.jp/ 広報誌掲載
福島県 川俣町 https://www.town.kawamata.lg.jp/site/covid19/chihousousei.html

福島県 ⼤⽟村 https://www.vill.otama.fukushima.jp/gyousei_jouhou/kakusyushienjigyou/ri
nnjikoufukinn/

福島県 鏡⽯町 https://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/kurashi/chousei/zaisei/009527.h
tml

福島県 天栄村 https://www.vill.tenei.fukushima.jp/soshiki/2/tihousouseirinjikoufukinkouka
kensho.html

福島県 下郷町
福島県 檜枝岐村 https://www.vill.hinoemata.lg.jp/soumu/gaiyo/000016.html
福島県 只⾒町

福島県 南会津町 https://www.town.minamiaizu.lg.jp/official/choseijoho/gyosei_zaisei/zaisei/
2085.html

福島県 北塩原村 https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2019122300019/

福島県 ⻄会津町 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp/site/shingatacorona/12345.html

福島県 磐梯町 https://www.town.bandai.fukushima.jp//soshiki/seisaku/chihousousei_rinji
kofu.html

福島県 猪苗代町
福島県 会津坂下町 https://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/2/14260.html
福島県 湯川村
福島県 柳津町 http://www.town.yanaizu.fukushima.jp
福島県 三島町 http://www.town.mishima.fukushima.jp/soumuka/50981

福島県 ⾦⼭町 https://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/54/corona-kouhukin.html

福島県 昭和村 https://www.vill.showa.fukushima.jp/uploads/2022/10/covid19_kohukin-
kensho_r2-3.pdf

福島県 会津美⾥町 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s003/010/SK010/202106291527
54.html

福島県 ⻄郷村 http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/soshiki/kikakuseisakuka/4117.html
福島県 泉崎村 https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/page/page001417.html
福島県 中島村 http://www.vill-nakajima.jp/page/dir000275.html
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福島県 ⽮吹町
福島県 棚倉町
福島県 ⽮祭町
福島県 塙町
福島県 鮫川村 https://www.vill.samegawa.fukushima.jp/page/page002503.html 広報誌掲載
福島県 ⽯川町
福島県 ⽟川村 https://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/guide/adms4/002821.php
福島県 平⽥村
福島県 浅川町
福島県 古殿町
福島県 三春町
福島県 ⼩野町 https://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/3/ddd_1.html
福島県 広野町
福島県 楢葉町
福島県 富岡町
福島県 川内村 www.kawauchimura.jp/page/page001008.html
福島県 ⼤熊町 https://www.town.okuma.fukushima.jp/soshiki/kikakuchosei/21107.html
福島県 双葉町 https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/9731.htm
福島県 浪江町 https://www.town.namie.fukushima.jp/soshiki/2/296.html 広報誌掲載
福島県 葛尾村
福島県 新地町
福島県 飯舘村
茨城県 0 https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kikaku/chihousousei.html
茨城県 ⽔⼾市 https://www.city.mito.lg.jp/page/40689.html
茨城県 ⽇⽴市 https://www.city.hitachi.lg.jp/shisei/004/009/p110876.html 広報誌掲載
茨城県 ⼟浦市 https://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page018056.html
茨城県 古河市 https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/soshiki/kikaku/27/16004.html
茨城県 ⽯岡市
茨城県 結城市 https://www.city.yuki.lg.jp/page/page008339.html
茨城県 ⿓ケ崎市 http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/shisei/machi-hito/rinzikohukin.html
茨城県 下妻市 https://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page005465.html

茨城県 常総市 http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/shicho_koshitu/joso/kik11/gyomu/165890
1327145.html

茨城県 常陸太⽥市
茨城県 ⾼萩市 https://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page005694.html
茨城県 北茨城市 https://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2022060700063/
茨城県 笠間市 https://www.city.kasama.lg.jp/page/page013699.html
茨城県 取⼿市 https://www.city.toride.ibaraki.jp/zaisei/shise/yosan/rinjikohukin.html
茨城県 ⽜久市 https://www.city.ushiku.lg.jp/page/page012103.html
茨城県 つくば市 https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/joho/sousei/1017171.html
茨城県 ひたちなか市 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/shisei/zaisei/1011002/index.html
茨城県 ⿅嶋市 https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/18/56015.html
茨城県 潮来市

茨城県 守⾕市 https://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/sonota/COVID-
19/taisakuhonbu/rinnjikohukin.html

広報誌掲載

茨城県 常陸⼤宮市 https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page007345.html
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茨城県 那珂市 https://www.city.naka.lg.jp/page/page007737.html
茨城県 筑⻄市 https://www.city.chikusei.lg.jp/
茨城県 坂東市 https://www.city.bando.lg.jp/page/page008778.html
茨城県 稲敷市 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page008909.html
茨城県 かすみがうら市 https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page013263.html
茨城県 桜川市 https://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page008176.html

茨城県 神栖市 https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/shisei/plan_policy/1010322/1010321.htm
l

茨城県 ⾏⽅市 https://www.city.namegata.ibaraki.jp/
茨城県 鉾⽥市 https://ww.city.hokota.lg.jp/data/doc/1662949190_doc_16_0.xlsx
茨城県 つくばみらい市 https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/page/page004121.html
茨城県 ⼩美⽟市 https://www.city.omitama.lg.jp/0000/info-0000008863-0.html

茨城県 茨城町 https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/gyousei/machitukuri/sousei/002189.
html

茨城県 ⼤洗町 https://www.town.oarai.lg.jp/chouseijouhou/chihousousei/10952/ 広報誌掲載
茨城県 城⾥町 https://www.town.shirosato.lg.jp〜

茨城県 東海村 https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/soshikikarasagasu/sougousenryaku/seisaku
/7/21/26/6167.html

茨城県 ⼤⼦町 https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page006684.html
茨城県 美浦村

茨城県 阿⾒町

https://www.town.ami.lg.jp/0000007503.html#:~:text=%E3%82%B3%E3%83
%AD%E3%83%8A%E7%A6%8D%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%8
1%A6%EF%BC%8C%E5%8E%9F%E6%B2%B9%E4%BE%A1%E6%A0%BC,%E9
%87%91%E3%82%92%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3
%81%99%E3%80%82&text=4%2C969-

茨城県 河内町 http://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page000049.html
茨城県 ⼋千代町 https://www.town.ibaraki-yachiyo.lg.jp/page/page007396.html
茨城県 五霞町 https://www.town.goka.lg.jp/page/page004879.html 広報誌掲載
茨城県 境町 https://www.town.ibaraki-sakai.lg.jp/page/page003090.html
茨城県 利根町 https://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page004765.html 広報誌掲載
栃⽊県 0
栃⽊県 宇都宮市
栃⽊県 ⾜利市 https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/jissijoukyou.html
栃⽊県 栃⽊市 https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/2/48620.html

栃⽊県 佐野市 https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/shiseijoho_nyusatsu/plan/shisei
/7059.html

栃⽊県 ⿅沼市 https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0367/info-0000008351-1.html
栃⽊県 ⽇光市 https://www.city.nikko.lg.jp/covid19/hyoukakenshou.html
栃⽊県 ⼩⼭市 https://www.city.oyama.tochigi.jp/uploaded/life/263885_374920_misc.pdf
栃⽊県 真岡市 https://www.city.moka.lg.jp/toppage/soshiki/zaisei/3/10857.html
栃⽊県 ⼤⽥原市 https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2022042200017/

栃⽊県 ⽮板市 https://city.yaita.tochigi.jp/soshiki/sougouseisaku/jigyouhyoukakekkar3.htm
l

栃⽊県 那須塩原市 https://www.city.nasushiobara.lg.jp/kenko_fukushi/shingatacoronaviruskanr
enjoho/sonohoka/4/14418.html

栃⽊県 さくら市 https://city.tochigi-sakura.lg.jp/government/000054/000310/p002891.html
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栃⽊県 那須烏⼭市 http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/dir004025.html
栃⽊県 下野市 https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0167/info-0000008090-0.html

栃⽊県 上三川町 http://cms.town.kaminokawa.lg.jp/manage/contents/upload/62de24a0d199f
.pdf

栃⽊県 益⼦町
栃⽊県 茂⽊町
栃⽊県 市⾙町 https://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=49186

栃⽊県 芳賀町
https://www.town.tochigi-
haga.lg.jp/chouseijouhou/zaiseijouhou/kessan/r02_kessan/documents/r2.p
df?undefind

栃⽊県 壬⽣町
栃⽊県 野⽊町 https://www.town.nogi.lg.jp/page/page004815.html
栃⽊県 塩⾕町
栃⽊県 ⾼根沢町 https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/covid19/2022-chiho-rinji-1.html
栃⽊県 那須町 http://cms.town.nasu.lg.jp/viewer/info.html?idSubTop=1&id=2791&g=43

栃⽊県 那珂川町 https://www.town.tochigi-nakagawa.lg.jp/06seisaku/02zaisei/2022-1121-
1613-8.html

群⾺県 0 https://www.pref.gunma.jp/site/gunmazaisei/100173.html
https://www.pref.gunma.jp/site/gunmazaisei/100269.html

群⾺県 前橋市 https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/zaimu/zaisei/gyomu/3/2/covid
19/30696.html

群⾺県 ⾼崎市 https://www.city.takasaki.gunma.jp/info/corona/0210/021009.html
群⾺県 桐⽣市 https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/zaisei/1006758/1015940/index.html

群⾺県 伊勢崎市 https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kikakubu/kikaku/kikaku/10899.html 広報誌掲載

群⾺県 太⽥市 https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-001kikaku-kikaku/2022-
1017-1422-3.html

群⾺県 沼⽥市 https://www.city.numata.gunma.jp/shisei/keikaku/zaisei/1009965.html

群⾺県 館林市 https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s005/shisei/080/060/202203221530
05.html

広報誌掲載

群⾺県 渋川市 https://www.city.shibukawa.lg.jp/shisei/zaisei/zaiseijoho/p009850.html
群⾺県 藤岡市 https://www.city.fujioka.gunma.jp/soshiki/kikakubu/kikaku/3/7064.html
群⾺県 富岡市 https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1592789758762/index.html 広報誌掲載

群⾺県 安中市 https://www.city.annaka.lg.jp/gyousei/kikaku_keiei/shingatacoronataisaku.h
tml

群⾺県 みどり市 https://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/1643074811515/index.htm
l

群⾺県 榛東村
群⾺県 吉岡町 https://www.town.yoshioka.gunma.jp/chousei/seisaku/rinjikoufukin.html
群⾺県 上野村
群⾺県 神流町 広報誌掲載

群⾺県 下仁⽥町 https://www.town.shimonita.lg.jp/soumu/m03/m11/m03/20211025153949.h
tml

群⾺県 南牧村 http://www.nanmoku.ne.jp/modules/life/index.php?content_id=27
群⾺県 ⽢楽町
群⾺県 中之条町
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群⾺県 ⻑野原町 https://www.town.naganohara.gunma.jp/www/contents/1673836969519/in
dex.html

群⾺県 嬬恋村
群⾺県 草津町 広報誌掲載

群⾺県 ⾼⼭村
https://www.vill.takayama.gunma.jp/~info/02chiiki/oshirase/r2covid19kohy
o.pdf,https://www.vill.takayama.gunma.jp/~info/02chiiki/oshirase/r3covid19
kohyo.pdf

群⾺県 東吾妻町 https://www.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/163651077845
0/files/r2sinngatakorona.pdf

群⾺県 ⽚品村 http://www.vill.katashina.gunma.jp/gaiyou/kakuka/soumu/2020-0415-0840-
38.html

群⾺県 川場村 https://www.vill.kawaba.gunma.jp/kurashi/sonsei/data/post_2.html

群⾺県 昭和村 https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/news/coronavirus/2022-0530-
1748-12.html

群⾺県 みなかみ町 https://www.town.minakami.gunma.jp/politics/09shinkou/2021-0830-1319-
71.html

群⾺県 ⽟村町 https://www.town.tamamura.lg.jp/docs/2021081600024/

群⾺県 板倉町

https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s004000/d004010/2020090810230
8.html (R2)
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s004000/d004010/2021090810230
8.html (R3)
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s004000/d004010/202208020900.
html (R4)

群⾺県 明和町 https://www.town.meiwa.gunma.jp/life/soshiki/somu/seisaku/zaisei/2935.h
tml

群⾺県 千代⽥町 https://www.town.chiyoda.gunma.jp/kikakuzaisei/zaisei/post-476.html
群⾺県 ⼤泉町
群⾺県 ⾢楽町
埼⽟県 0 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0103/ebpm/2022111801.html
埼⽟県 さいたま市 https://www.city.saitama.jp/006/007/012/001/p081696.html

埼⽟県 川越市 https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/zaisei/koronataiourinkou.html

埼⽟県 熊⾕市

【令和2年度】
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sogo/kikaku/oshirase/koron
ataiou2020.html
【令和3年度】
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sogo/kikaku/oshirase/koron
ataiou2021.html

埼⽟県 川⼝市 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/chihousousei/36715.ht
ml

埼⽟県 ⾏⽥市 https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/sougouseisakubu/kikaku_seisaku/gyo
mu/seisaku_keikaku/2854.html

埼⽟県 秩⽗市 https://www.city.chichibu.lg.jp/10244.html

埼⽟県 所沢市 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/keikaku/seisak20210603
112014350.html

埼⽟県 飯能市 https://www.city.hanno.lg.jp/article/politics/publicity
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埼⽟県 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/zaisei/kessann/4983.html
https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/seisaku_chousei/korona/29551.html

埼⽟県 本庄市

埼⽟県 東松⼭市 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/seisakuzaiseibu/seisakusui
shin/menu/enforcement/tihousousei/covid_19/1653891328381.html

埼⽟県 春⽇部市 https://www.city.kasukabe.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/shiseiunei/166
12.html

広報誌掲載

埼⽟県 狭⼭市 https://www.city.sayama.saitama.jp/kinkyu/coronavirus/rinjikofu/rinjikofu.h
tml

埼⽟県 ⽻⽣市

https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2020092900021/file_contents/R2ippannt
ekijikou.pdf
https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/202211020017/file_contents/R3ippanntek
ijikou.pdf

埼⽟県 鴻巣市

埼⽟県 深⾕市 http://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/zaiseiyosangyozaisei/zaisei/zaisei_
yosan/1640073783278.html

埼⽟県 上尾市 https://www.city.ageo.lg.jp/page/313701.html

埼⽟県 草加市 https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/content/tihousousei-
rinjikouhukin.html

埼⽟県 越⾕市 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/shisei/yosankessan/o
shirase/tihousouseirinzikouhukin.html

埼⽟県 蕨市 https://www.city.warabi.saitama.jp/shisei/vision/seisaku/1008901.html
埼⽟県 ⼾⽥市 https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/152/

埼⽟県 ⼊間市

http://www3.city.iruma.saitama.jp/voices/voices/GikaiDoc/attach/Gk/GkB4
03_2021_3_73-79_shiryou_3.pdf
http://www3.city.iruma.saitama.jp/voices/voices/GikaiDoc/attach/Gk/GkB4
88_R4gian69siryou3.pdf

埼⽟県 朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/7/rinji-kouhukin.html
埼⽟県 志⽊市 https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,117008,395,1460,html

埼⽟県 和光市 http.//www.city.wako.lg.jp/home/fukushi/kenkozukuriww/kansensho/coron
avirus/_21737.html

埼⽟県 新座市 https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/7/rinjikohukin-kokakensyo.html

埼⽟県 桶川市

https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/hisyoshitsu/hisyokoho/anshin_anze
n/Infectiousdisease/index.html
https://www.city.okegawa.lg.jp/soshiki/kikaku/zaisei/zaisei/kessan/2077.ht
ml

広報誌掲載

埼⽟県 久喜市 https://www.city.kuki.lg.jp/shisei/zaisei_yosan_kessan/zaisei/rinjikofukin.ht
ml

埼⽟県 北本市

埼⽟県 ⼋潮市 https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/covid19info/houshin/rinjikoufukin.html

埼⽟県 富⼠⾒市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/kenko_fukushi_iryo/02kenkou/kansensho
/about_coronavirus/seisaku0120221216.html

埼⽟県 三郷市 http://www.city.misato.lg.jp/9545.htm 広報誌掲載

埼⽟県 蓮⽥市 https://www.city.hasuda.saitama.jp/sesaku/shise/shisaku/shinkokekaku/sh
ingikai/r2tihousouseirinjikouhukinn.html

埼⽟県 坂⼾市 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/2/33672.html
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埼⽟県 幸⼿市 https://www.city.satte.lg.jp/material/files/group/6/2020seika-ippan04.pdf
埼⽟県 鶴ヶ島市 https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page008409.html

埼⽟県 ⽇⾼市 https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/seisakusuis
hin/seisakuzaisei/tokuteikyuuhu/23256.html

埼⽟県 吉川市 https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,95814,179,1049,html

埼⽟県 ふじみ野市 https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/keieisenryakushitsu/mat
ihitosigoto/9469.html

埼⽟県 ⽩岡市 http://www.city.shiraok.lg.jp/16133.htm 広報誌掲載
埼⽟県 伊奈町 https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000006755.html

埼⽟県 三芳町 https://www.town.saitama-
miyoshi.lg.jp.jp/town/keikaku/documents/R2machihito_shiryo4.pdf

埼⽟県 ⽑呂⼭町 https://www.town.moroyama.saitama.jp/gyoseisite/kenko_fukushi/iryo_ken
ko/1_1/4/9488.html

埼⽟県 越⽣町 広報誌掲載

埼⽟県 滑川町 http://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/somuseisakuka/i
ryo_kenko/1/934.html

埼⽟県 嵐⼭町 http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000006022.html
埼⽟県 ⼩川町 https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000005612.html
埼⽟県 川島町 https://www.town.kawajima.saitama.jp/6705.htm
埼⽟県 吉⾒町 広報誌掲載
埼⽟県 鳩⼭町
埼⽟県 ときがわ町 https://www.town.tokigawa.lg.jp/ 広報誌掲載
埼⽟県 横瀬町 https://www.town.yokoze.saitama.jp/yokoze/oshirase/54532
埼⽟県 皆野町 https://www.town.minano.saitama.jp/covid19/2022/0303_22328/
埼⽟県 ⻑瀞町 https://www.town.nagatoro.saitama.jp/news/18445 広報誌掲載
埼⽟県 ⼩⿅野町 広報誌掲載
埼⽟県 東秩⽗村 https://www.vill.higashichichibu.saitama.jp/soshiki/00/kensyou.html
埼⽟県 美⾥町

埼⽟県 神川町 http://www.town.kamikawa.saitama.jp/gyouseijouho/shisaku_keikaku/3598.
html

埼⽟県 上⾥町 http://www.town.kamisato.saitama.jp/4079.htm
埼⽟県 寄居町 http://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/03/koronakoufukin.html
埼⽟県 宮代町 https://www.town.miyashiro.lg.jp/0000019942.html
埼⽟県 杉⼾町 https://www.town.sugito.lg.jp/cms/page16666.html
埼⽟県 松伏町

千葉県 0 https://www.pref.chiba.lg.jp/zaisei/zaisei-
gaiyou/documents/rinnjikouhukinkoukakensyou.pdf

千葉県 千葉市

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4bfee5b022483e3dJmltdHM9MTY3Mzkx
MzYwMCZpZ3VpZD0xMTY1YTUwMC1iNDcxLTZiZTItMTk3Zi1iNzljYjUwMjZ
hMzAmaW5zaWQ9NTE3Mw&ptn=3&hsh=3&fclid=1165a500-b471-6be2-
197f-
b79cb5026a30&psq=%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%89%b5%e7%94%9f%e5%
9b%b3%e9%91%91%e3%80%80%e5%8d%83%e8%91%89%e5%b8%82&u=a1a
HR0cHM6Ly93d3cuY2hpaG91c291c2VpLXp1a2FuLmdvLmpwL2xvY2FsX2dv
dmVybm1lbnQucGhwP0I9JUU1JThEJTgzJUU4JTkxJTg5JUU3JTlDJThDJkM9J
UU1JThEJTgzJUU4JTkxJTg5JUU1JUI4JTgy&ntb=1
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千葉県 銚⼦市

http://www.city.choshi.chiba.jp/sisei/zaisei/files/09-
1_R2shuyounashisaku.pdf
http://www.city.choshi.chiba.jp/sisei/zaisei/files/09-
2_R2shuyounashisaku.pdf

千葉県 市川市
千葉県 船橋市 https://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/zaisei/001/p104945.html
千葉県 館⼭市 https://www.city.tateyama.chiba.jp/gyouzai/page100058.html 広報誌掲載
千葉県 ⽊更津市 https://www.city.kisarazu.lg.jp/shisei/keikaku/1008756.html
千葉県 松⼾市

千葉県 野⽥市 https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/kenko/kansen/1025329/1036353.ht
ml

千葉県 茂原市 https://www.city.mobara.chiba.jp/0000007488.html
千葉県 成⽥市 https://www.city.narita.chiba.jp/shisei/page085500_00001.html
千葉県 佐倉市 https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikakuseisakuka/197/15401.html
千葉県 東⾦市 https://www.city.togane.chiba.jp/0000008509.html
千葉県 旭市 https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/4/9569.html

千葉県 習志野市 h t t p s : / / w w w . c i t y . n a r a s h i n o . l g . j p / s o s h i k i / s o g o s e i s a k u / g y o m u / k e i k a k u / s e i k e i 
/ r i n j i k o u h u k i n . h t m l

千葉県 柏市 https://www.city.kashiwa.lg.jp/keiei/shiseijoho/keikaku/sonota/korona.html

千葉県 勝浦市 https://www.city.katsuura.lg.jp/Info/1293
千葉県 市原市

千葉県 流⼭市 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1007525/1024556/10287
73.html

千葉県 ⼋千代市 https://www.city.yachiyo.chiba.jp/11000/page100001_00014.html
千葉県 我孫⼦市 https://www.city.abiko.chiba.jp/shisei/zaisei/chihousousei.html
千葉県 鴨川市 https://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki/2/18051.html

千葉県 鎌ケ⾕市 https://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku_zaisei/kessan/i
ndex.html

千葉県 君津市 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/7/41275.html
千葉県 富津市

千葉県 浦安市

https://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/00
9/148/r2gaiyou.pdf
https://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/00
9/148/r3kessannogaiyou.pdf

千葉県 四街道市 https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/kenkofukushi/covid-
19/shi_dokuzi/index.html

広報誌掲載

千葉県 袖ケ浦市 https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kikaku/shingatakoronauirusukanse
nsyoutihousouseirinzikouhukinnituite.html

千葉県 ⼋街市 https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/3/33123.html
千葉県 印⻄市 city.inzai.lg.jp/0000014246.html
千葉県 ⽩井市 https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/kikaku/s03/covid19/8316.html
千葉県 富⾥市
千葉県 南房総市 https://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000014199.html
千葉県 匝瑳市 https://www.city.sosa.lg.jp/page/page004439.html 広報誌掲載

千葉県 ⾹取市 https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/corona_kouhukin.html
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千葉県 ⼭武市 https://www.city.sammu.lg.jp/page/page004318.html

千葉県 いすみ市 https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/kikakuhan/
5/2/colona_rinjikohukin/5404.html

千葉県 ⼤網⽩⾥市 https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000011520.html
千葉県 酒々井町
千葉県 栄町 http://www.town.sakae.chiba.jp/
千葉県 神崎町 広報誌掲載
千葉県 多古町 www.town.tako.chibajp/docs/2018012600079
千葉県 東庄町
千葉県 九⼗九⾥町 https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000007130.html
千葉県 芝⼭町 https://www.town.shibayama.lg.jp/0000005023.html
千葉県 横芝光町 https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/3/19017.html 広報誌掲載
千葉県 ⼀宮町
千葉県 睦沢町 https://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/ 広報誌掲載
千葉県 ⻑⽣村 https://www.vill.chosei.chiba.jp/0000001453.html
千葉県 ⽩⼦町 http://www.town.shirako.lg.jp/0000003777.html
千葉県 ⻑柄町 https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/2/9180.html
千葉県 ⻑南町 https://www.town.chonan.chiba.jp/shoukai/地⽅創⽣/27992/

千葉県 ⼤多喜町 http://www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/1,15693,c,html/15693/20221108-
150336.pdf

広報誌掲載

千葉県 御宿町 www.town.onjuku.chiba.jp/sub5/4/gikai/gikaisi/ 広報誌掲載
千葉県 鋸南町 https://www.town.kyonan.chiba.jp/soshiki/6/0006434.html
東京都 0 https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/zaisei.html#zaisei_13
東京都 千代⽥区 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/zaise/shisaku/r2-seika.html

東京都 中央区

https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/gyoseihyoka/gyoseihyoka/r3gyouseihyouk
a.html
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/gyoseihyoka/gyoseihyoka/r4gyouseihyouk
a.html
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/zaisei/hakusyo/hakusyo.html

東京都 港区
東京都 新宿区 https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/index06_02_03.html

東京都 ⽂京区 https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/kekaku/zaise/sonota/coronarinjikou
hukin.html

東京都 台東区 https://www.city.taito.lg.jp/kusei/zaisei/rinjikin/rinjikoufukin.html

東京都 墨⽥区 https://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/gyoseikaikaku_zaisei/zaisei/seisak
up/rinnjikouhukinn.html

東京都 江東区 https://www.city.koto.lg.jp/010162/rinjikofukin.html

東京都 品川区
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-
siryo/kuseizyoho-siryo-zaisei/kuseizyoho-siryo-zaisei-
shinagawa/20211020090622.html

東京都 ⽬⿊区 https://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/zaisei/jokyo/rinjikoufukin.html
東京都 ⼤⽥区 https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/shingatakoronarinjikoufukin.html

東京都 世⽥⾕区 https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/004/002/d00005454_d/fil/R03
bs.pdf

東京都 渋⾕区 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/zaisei/kessan_aramashi/index.html
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東京都 中野区 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/101500/d033644.html

東京都 杉並区 https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/zaisei/covid-
19koufukin/1064122.html

東京都 豊島区 https://www.city.toshima.lg.jp/004/2202240957.html
東京都 北区 広報誌掲載
東京都 荒川区 https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/26656/rinjikouka-3.pdf
東京都 板橋区 https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kusei/zaisei/kessan/1041306.html 広報誌掲載
東京都 練⾺区
東京都 ⾜⽴区 https://www.city.adachi.tokyo.jp/zaise/r4coronakouhukin.html

東京都 葛飾区 https://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000085/1006292/1029535.ht
ml

東京都 江⼾川区 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e002/kuseijoho/zaisei/zaiseijokyo/r2rinji
kofukin.html

東京都 ⼋王⼦市

【令和２年度】 
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/010/001/003/p029737.html
【令和３年度】 
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/010/001/003/p031224.html

東京都 ⽴川市 https://www.city.tachikawa.lg.jp/zaisei/tihousousei.html

東京都 武蔵野市

https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/shigoto_sangyo/shoko/
1034257.html
https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/shigoto_sangyo/shoko/
1040129.html

東京都 三鷹市 https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/090/090335.html
東京都 ⻘梅市 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/3/58486.html
東京都 府中市 https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/zaise/sisakunoseika.html
東京都 昭島市 https://www.city.akishima.lg.jp/s004/020/020/20221207160848.html
東京都 調布市
東京都 町⽥市

東京都 ⼩⾦井市 https://www.city.koganei.lg.jp/smph/shisei/seisakukeikaku/keikakuto_09/si
ngatakorona-rinkou.html

東京都 ⼩平市 https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/100/100034.html

東京都 ⽇野市 https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/covid-19/1016402/1016401.html

東京都 東村⼭市 https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/smph/shisei/keikaku/coronarinj
ikofukin.html

東京都 国分寺市

東京都 国⽴市 https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisei/yosanzaisei/1465447631138.html

東京都 福⽣市 https://www.city.fussa.tokyo.jp/1009987/1010026/1010462.html
東京都 狛江市 https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,125059,361,3550,html
東京都 東⼤和市 https://www.city.higashiyamato.lg.jp/shisei/zaisei/1004361/1004362.html

東京都 清瀬市 https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/covid19kansensyou/101120
9.html

東京都 東久留⽶市 https://www.city.higashikurume.lg.jp/1014778/1015257/1020399.html 広報誌掲載
東京都 武蔵村⼭市
東京都 多摩市 https://www.city.tama.lg.jp/0000015355.html
東京都 稲城市 https://www.city.inagi.tokyo.jp/smph/shisei/zaisei/rinjikouhukin.html
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東京都 ⽻村市 https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000016578.html
東京都 あきる野市 https://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000014310.html
東京都 ⻄東京市 https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/iza/chihosousei.html
東京都 瑞穂町 https://www.town.mizuho.tokyo.jp/tyosei/003/013/index.html
東京都 ⽇の出町 https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000002698.html 広報誌掲載
東京都 檜原村 https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/0000001387.html

東京都 奥多摩町 https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kikakuzaiseika/shisaku_keikaku/3/95
9.html

東京都 ⼤島町 https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/seisaku/shingatakoronauirusuka
nnsennsyoutaioutihousouseirinnjikouhukin.html

東京都 利島村 https://www.toshimamura.org/fs/1/4/0/2/2/0/_/r02cv1117.pdf
https://www.toshimamura.org/fs/1/4/0/2/2/3/_/r03cv1117.pdf

広報誌掲載

東京都 新島村
東京都 神津島村
東京都 三宅村
東京都 御蔵島村
東京都 ⼋丈町 https://www.town.hachijo.tokyo.jp/idc/grant040526.pdf
東京都 ⻘ヶ島村
東京都 ⼩笠原村

神奈川県 0

神奈川県 横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-
info/seisaku/torikumi/sousei/senryaku/sousei_2.html

神奈川県 川崎市
神奈川県 相模原市 https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seisaku/1022660.html

神奈川県 横須賀市
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/upi/hyoka/2021kaigi.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/8030/upi/hyouka/seisakusuishin-
gyouseihyouka.html

神奈川県 平塚市 https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kenko/page21_00218.html
神奈川県 鎌倉市 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/keiki/tihousousei.html

神奈川県 藤沢市 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kikaku/chihousouseirinjikoufukin.ht
ml

神奈川県 ⼩⽥原市 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/tihousousei/rinjikoufuki
n.html

神奈川県 茅ヶ崎市 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp

神奈川県 逗⼦市

https://www.city.zushi.kanagawa.jp/global-image/units/238171/1-
20211112140857.pdf
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/global-image/units/263323/1-
20221213171103.pdf

神奈川県 三浦市 https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/zaiseika/2987.html
神奈川県 秦野市

神奈川県 厚⽊市 https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/zaiseika/4/kessannkankei/343
69.html

神奈川県 ⼤和市 https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/69/seisaku_keikaku/16660.htm
l

神奈川県 伊勢原市 https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2021081700014/
神奈川県 海⽼名市 https://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/zaisei/zaisei/1014881.html
神奈川県 座間市
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神奈川県 南⾜柄市 https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/seisaku/koufukin-
covid19/p06729.html

神奈川県 綾瀬市 https://www.city.ayase.kanagawa.jp/ct/other000063500/r3kessannnogaiyou
2.pdf

神奈川県 葉⼭町 https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/zaisei/13421.html

神奈川県 寒川町 https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kikaku/zaisei/zaisei/info
/yosan_kessan_zaisei/1361167013882.html

神奈川県 ⼤磯町 http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/seisaku/zaisei/tanto/zaiseigakar
i/covid19kofukin/17080.html

神奈川県 ⼆宮町 http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/seisakusomu/zaimu/zaimuk
eiyaku/z02/1632890132505.html

神奈川県 中井町
神奈川県 ⼤井町
神奈川県 松⽥町
神奈川県 ⼭北町 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000005292.html
神奈川県 開成町 広報誌掲載
神奈川県 箱根町 http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/11,24465,55,204,html
神奈川県 真鶴町
神奈川県 湯河原町
神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村 https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/soshiki/seisakusuishin/3201.html

新潟県 0

新潟県 新潟市 https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/tihou/rinjikoufukin
/niigata-rinjikofukin.html

新潟県 ⻑岡市 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate11/covid-19.html
新潟県 三条市
新潟県 柏崎市

新潟県 新発⽥市 https://www.city.shibata.lg.jp/machidukuri/zaisei/zaisei/1017758/index.htm
l

新潟県 ⼩千⾕市 https://www.city.ojiya.niigata.jp/uploaded/attachment/28800.pdf
新潟県 加茂市

新潟県 ⼗⽇町市 https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/somubu/zaiseika/3/gyomu/rinkou/
8283.html

新潟県 ⾒附市 https://www.city.mitsuke.niigata.jp/22064.htm
新潟県 村上市 https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/134/kokakensho.html
新潟県 燕市 https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/kikaku_zaisei/1/9/1249.html 広報誌掲載
新潟県 ⽷⿂川市 https://www.city.itoigawa.lg.jp/item/30346.htm
新潟県 妙⾼市
新潟県 五泉市

新潟県 上越市 https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/zaisei/korona-chihousousei.html

新潟県 阿賀野市 https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kikakuzaiseika/gyozaisei/3/1/901
2.html

新潟県 佐渡市 https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2005/38452.html
新潟県 ⿂沼市
新潟県 南⿂沼市 https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/
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新潟県 胎内市 https://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/zaise/rinjikoufukin/index.html 広報誌掲載
新潟県 聖籠町 https://www.town.seiro.niigata.jp/sousei/matihito/report/02_1/09.pdf
新潟県 弥彦村 https://www.vill.yahiko.niigata.jp/assembly/administration/#sec02
新潟県 ⽥上町 http://www.town.tagami.niigata.jp/adm/adm34.html
新潟県 阿賀町 https://www.town.aga.niigata.jp/machi_shokai/zaisei/2003.html
新潟県 出雲崎町 https://www.town.izumozaki.niigata.jp/ 広報誌掲載
新潟県 湯沢町
新潟県 津南町 http://town.tsunan.niigata.jp/soshiki/somu/r2koronataisaku.html
新潟県 刈⽻村 www.vill.kariwa.niigata.jp/www/info/detail.jsp?id=7244
新潟県 関川村 http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/politics/272/4138/index.html
新潟県 粟島浦村

富⼭県 0 https://www.pref.toyama.jp/140401/kurashi/chihousousei/rinjikouhukin/00
01.html

富⼭県 富⼭市 http://city.toyama.toyama.jp/zaimubu/zaiseika/kessan.html
富⼭県 ⾼岡市 https://www.city.takaoka.toyama.jp/kikaku/koronakoufukin.html
富⼭県 ⿂津市 https://www/city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=20378

富⼭県 氷⾒市 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/zaimuka/4/3/chihososeirinz
i.html

富⼭県 滑川市 https://www.city.namerikawa.toyama.jp/soshiki/6/6/6999.html
富⼭県 ⿊部市 https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=22050
富⼭県 砺波市 https://www.city.tonami.lg.jp/info/55254p/
富⼭県 ⼩⽮部市

富⼭県 南砺市

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=24871
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=24972

富⼭県 射⽔市

・令和３年度実施事業分
https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svguidedtl.aspx?servno=41098
・令和２年度実施事業分
https://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svguidedtl.aspx?servno=37255

富⼭県 ⾈橋村 www.vill.funahashi.toyama.jp/wp/topics/新型コロナウイルス感染症対応地⽅
創⽣臨時交付/

富⼭県 上市町 https://www.town.kamiichi.toyama.jp/event-
topics/svTopiDtl.aspx?servno=4953

富⼭県 ⽴⼭町

富⼭県 ⼊善町 https://www.town.nyuzen.toyama.jp/gyousei/soshiki/kikaku_zaisei/35111.ht
ml

富⼭県 朝⽇町 広報誌掲載
⽯川県 0 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zaisei/seika/seikamokuhyo.html

⽯川県 ⾦沢市 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/shiseijoho/gyozaisei/zaisei_yosan_kessan
/23230.html

⽯川県 七尾市 https://www.city.nanao.lg.jp/kikaku-s/shisei/zaise/rinjikouhukin.html
⽯川県 ⼩松市 https://www.city.komatsu.lg.jp/shiseijoho/4/7/13838.html
⽯川県 輪島市 https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2022060100016/ 広報誌掲載
⽯川県 珠洲市 https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/2/5542.html

⽯川県 加賀市 https://www.city.kaga.ishikawa.jp/material/files/group/31/4syuyousesaku_
R3.pdf
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⽯川県 ⽻咋市 https://www.city.hakui.lg.jp/soshiki/soumubu/kikaku/6/2/12591.html
⽯川県 かほく市 https://www.city.kahoku.lg.jp/006/614/619/d010475.html
⽯川県 ⽩⼭市 https://www.city.hakusan.lg.jp/shisei/zaisei/1008339.html
⽯川県 能美市
⽯川県 野々市市 https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/4/41064.html
⽯川県 川北町 http://www.town.kawakita.ishikawa.jp/gyosei1/soumu/entry-172.html
⽯川県 津幡町
⽯川県 内灘町
⽯川県 志賀町
⽯川県 宝達志⽔町 https://www.hodatsushimizu.jp/soshiki/zaiseika/1/5044.html
⽯川県 中能登町 https://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/soshiki/soumu/5/5/7383.html
⽯川県 ⽳⽔町
⽯川県 能登町 http://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common_id=17863
福井県 0 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zaisei/fukuikenyosan/rinkoujisseki.html
福井県 福井市 http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/zaisei/jyoukyou/rinjikoufukin.html

福井県 敦賀市 https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/about_city/yosan_kansa/kessan/R2kou
kakennsyou.html

福井県 ⼩浜市 http://www1.city.obama.fukui.jp/shisei/zaisei-kansa/zaisei-
kanzai/p005793.html

福井県 ⼤野市 https://www.city.ono.fukui.jp/shisei/seisaku-
keikaku/sonota/koronarnzikouhukin.html

福井県 勝⼭市

福井県 鯖江市 https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/yosan_kessan_kansa/yosan/koro
nakoufukin.html

福井県 あわら市 https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/cityinfo/cityinfo01/cityinfo0101/p012
518.html

福井県 越前市 https://www.city.echizen.lg.jp/office/030/060/rinzikofukinjokyo.html

福井県 坂井市 https://www.city.fukui-
sakai.lg.jp/kikaku/shisei/zaisei/yosan/tihousousei.html

福井県 永平寺町 https://www.town.eiheiji.lg.jp/200/300/304/p011003.html
福井県 池⽥町
福井県 南越前町
福井県 越前町 https://www.town.echizen.fukui.jp/korona/sien/p007548.html
福井県 美浜町 https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/2/8638.html
福井県 ⾼浜町

福井県 おおい町 R2年度分：http://www.town.ohi.fukui.jp/1002/1209/100/p21878.html
R3年度分：http://www.town.ohi.fukui.jp/1002/1209/100/p22887.html

福井県 若狭町 https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/gyoseijoho/gyozaisei/1506.html 広報誌掲載
⼭梨県 0 https://www.pref.yamanashi.jp/nikyoten/rinjikoufukin.html

⼭梨県 甲府市 https://www.city.kofu.yamanashi.jp/zaise/shise/yosan/zaise/rinjikohukin.ht
ml

⼭梨県 富⼠吉⽥市 https://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/info/4340
⼭梨県 都留市 https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/shimin/covid/10948.html 広報誌掲載
⼭梨県 ⼭梨市 https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/rinjikofukin.html

⼭梨県 ⼤⽉市 https://www.city.otsuki.yamanashi.jp/gyoumu/03kikakuzaisei/2022-0524-
1503-6.html
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⼭梨県 韮崎市 https://www.city.nirasaki.lg.jp/soshikiichiran/sogoseisakuka/zaiseitanto/1/6
630.html

⼭梨県 南アルプス市 https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/12488.html

⼭梨県 北杜市

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/kankou_else_paypay.html
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/1642.html
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/17961.html
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/17898.html

広報誌掲載

⼭梨県 甲斐市 https://www.city.kai.yamanashi.jp/soshikinogoannai/keieisenryaku/seisakus
ennryaku/5/10505.html

⼭梨県 笛吹市 広報誌掲載
⼭梨県 上野原市 https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/gyosei/docs/7012.html 広報誌掲載
⼭梨県 甲州市

⼭梨県 中央市 https://www.city.chuo.yamanashi.jp/soshiki/seisaku/siseisenryaku/osirase/
10735.html

⼭梨県 市川三郷町 http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/40administration/12kikaku/2
022-0707-0914-26.html

⼭梨県 早川町 https://www.town.hayakawa.yamanashi.jp/town/grapple/covid-
19_policy.html

⼭梨県 ⾝延町 http://www.town.minobu.lg.jp/corona/2020-0713-rinjikohukin.html 広報誌掲載
⼭梨県 南部町 https://www.town.nanbu.yamanashi.jp/index.html

⼭梨県 富⼠川町 https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/life/health/2020-coronavirus.html

⼭梨県 昭和町
⼭梨県 道志村 http://www.vill.doshi.lg.jp/info/info.php?if_id=1046&ka_id=1 広報誌掲載

⼭梨県 ⻄桂町 https://www.town.nishikatsura.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=
13815

⼭梨県 忍野村 http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2022101800011/
⼭梨県 ⼭中湖村
⼭梨県 鳴沢村 広報誌掲載
⼭梨県 富⼠河⼝湖町 https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=6259
⼭梨県 ⼩菅村
⼭梨県 丹波⼭村

⻑野県 0 https://www.pref.nagano.lg.jp/seisaku-
hyoka/kensei/soshiki/jigyokaizen/r03hyoka/r03tenken-ketsuka.html

⻑野県 ⻑野市
⻑野県 松本市 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/uploaded/attachment/63712.pdf
⻑野県 上⽥市 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/kikaku/60277.html

⻑野県 岡⾕市 https://www.city.okaya.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/693/690/750/598/
22745.html

⻑野県 飯⽥市
https://www.city.iida.lg.jp/uploaded/attachment/55486.pdf
https://www.city.iida.lg.jp/uploaded/attachment/57049.pdf
https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/13/koronakouhukin.html

⻑野県 諏訪市 https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/5/51966.html

⻑野県 須坂市 https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/imagefiles/140060/files/shuyo
seika/shuyoseika_2020.pdf

広報誌掲載
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⻑野県 ⼩諸市

https://www.city.komoro.lg.jp/material/files/group/3/reiwa2nendoseikasetu
meisho.pdf
https://www.city.komoro.lg.jp/material/files/group/3/reiwa3nendoseikasetu
meisho.pdf

⻑野県 伊那市

⻑野県 駒ヶ根市

https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/kikikanrika/chiikibosai
gakari/2/1/6113.html
https://www.city.komagane.nagano.jp/soshikiichiran/kikikanrika/chiikibosai
gakari/2/1/7975.html

⻑野県 中野市

⻑野県 ⼤町市 https://www.city.omachi.nagano.jp/00002000/00002100/keikaku/00038158_
2_3.html

⻑野県 飯⼭市
⻑野県 茅野市 https://www.city.chino.lg.jp/site/korona/rinjikouhukin.html
⻑野県 塩尻市

⻑野県 佐久市 http://cms.city.saku.nagano.jp/shisei/seisaku_shisaku/tihosousei/rinzikoufu
kin.html

⻑野県 千曲市
⻑野県 東御市 https://www.city.tomi.nagano.jp/category/kansentaisaku/152220.html

⻑野県 安曇野市 https://www.city.azumino.nagano.jp/uploaded/attachment/54287.pdf
https://www.city.azumino.nagano.jp/uploaded/attachment/48047.pdf

⻑野県 ⼩海町
⻑野県 川上村
⻑野県 南牧村
⻑野県 南相⽊村
⻑野県 北相⽊村 http://www.vill.kitaaiki.nagano.jp/docs/8394.html

⻑野県 佐久穂町 https://www.town.sakuho.nagano.jp/oshirase/kakuka/sogoseisakuka/sogos
eisakuka_3008.html

⻑野県 軽井沢町 https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1626230833913/index.htm
l

⻑野県 御代⽥町 https://www.town.miyota.nagano.jp/category/tyousei/159725.html
⻑野県 ⽴科町
⻑野県 ⻘⽊村 広報誌掲載

⻑野県 ⻑和町 https://town.nagawa.nagano.jp/docs/2022031500029/
https://town.nagawa.nagano.jp/docs/2021072800037/

⻑野県 下諏訪町 広報誌掲載

⻑野県 富⼠⾒町 https://www.town.fujimi.lg.jp/page/sinngatakoronarinji-r2.html、
https://www.town.fujimi.lg.jp/page/sinngatakoronarinji-r3.html

広報誌掲載

⻑野県 原村 https://www.vill.hara.lg.jp/docs/40521.html

⻑野県 ⾠野町 https://www.town.tatsuno.lg.jp/shingatacoronaviruskansenshokanren/1906.
html

⻑野県 箕輪町 https://www.town.minowa.lg.jp/data/open/cnt/3/8174/1/R03kenshou.pdf?2
0220622084053

⻑野県 飯島町 town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/somuka/bunshojohogakari/107.html
⻑野県 南箕輪村 https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/zaimu/r2cov.html
⻑野県 中川村 https://www.vill.nakagawa.nagano.jp/soshiki/chiiki/7656.html
⻑野県 宮⽥村 https://www.vill.miyada.nagano.jp/topics/163 広報誌掲載
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⻑野県 松川町
⻑野県 ⾼森町 https://www.town.nagano-takamori.lg.jp/chosei/1/8/6704.html
⻑野県 阿南町
⻑野県 阿智村 https://www.vill.achi.lg.jp/site/covid19/2022koronakouhukinn.html
⻑野県 平⾕村
⻑野県 根⽻村 広報誌掲載
⻑野県 下條村 https://www.vill-shimojo.jp

⻑野県 売⽊村 https://www.urugi.jp/top/administration_living/village_administration/villag
e_building/regional_revitalization/

⻑野県 天⿓村
⻑野県 泰⾩村
⻑野県 喬⽊村
⻑野県 豊丘村
⻑野県 ⼤⿅村 広報誌掲載

⻑野県 上松町 http://www.town.agematsu.nagano.jp/aboutus/gyosei/keikaku/sinngatacoro
narinngikoufukinn.html

⻑野県 南⽊曽町 http://www.town.nagiso.nagano.jp/sougousennryaku/tihousousei/korona_ri
njikouhukin.html

⻑野県 ⽊祖村 http://www.vill.kiso.nagano.jp/gyoseijoho/zaisei/koronazisseki.html

⻑野県 王滝村 http://www.vill.otaki.nagano.jp/aboutus/zaisei/zaisei/corona_kouhukin.html 広報誌掲載

⻑野県 ⼤桑村 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/soumu/soumuka/rinzi_koufukin.html
⻑野県 ⽊曽町 https://www.town-kiso.com/chousei/chousei/100367/101790/
⻑野県 ⿇績村 広報誌掲載
⻑野県 ⽣坂村 広報誌掲載
⻑野県 ⼭形村 広報誌掲載

⻑野県 朝⽇村 https://www.vill.asahi.nagano.jp/official/soshikikarasagasu/kikakuzaisei/zai
seitanto/3/3439.html

広報誌掲載

⻑野県 筑北村
⻑野県 池⽥町
⻑野県 松川村 https://www.vill.matsukawa.nagano.jp/life/archives/004219.php 広報誌掲載

⻑野県 ⽩⾺村 https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/gyoseijoho/gyosei_zaisei/hakubamuran
ozaisei/2795.html

⻑野県 ⼩⾕村 https://www.vill.otari.nagano.jp/www/sp/contents/1667176896725/index.ht
ml

⻑野県 坂城町 https://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/1673860013084/index.h
tml

⻑野県 ⼩布施町
⻑野県 ⾼⼭村
⻑野県 ⼭ノ内町 http://town.yamanouchi.nagano.jp/coronakofukin.html
⻑野県 ⽊島平村 http://kijimadaira.lg.jp/articles/2021120600015/

⻑野県 野沢温泉村 https://www.vill.nozawaonsen.nagano.jp/www/contents/1661319055379/in
dex.html

⻑野県 信濃町 https://www.town.shinano.lg.jp/docs/9865339.html
⻑野県 ⼩川村
⻑野県 飯綱町 https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/7813.html
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⻑野県 栄村 http://www.vill.sakae.nagano.jp/docs/1691.html
岐⾩県 0 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56740.html
岐⾩県 岐⾩市 https://www.city.gifu.lg.jp/info/seisaku/1006500/1012073.html
岐⾩県 ⼤垣市 https://www.city.ogaki.lg.jp/0000055850.html
岐⾩県 ⾼⼭市 https://www.city.takayama.lg.jp/shisei/1005745/1017526.html
岐⾩県 多治⾒市 https://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/shisaku/rinzi.html
岐⾩県 関市 https://www.city.seki.lg.jp/0000018020.html
岐⾩県 中津川市 https://city.nakatsugawa.lg.jp/
岐⾩県 美濃市 http://www.city.mino.gifu.jp/pages/61174
岐⾩県 瑞浪市

岐⾩県 ⽻島市
https://www.city.hashima.lg.jp/0000015104.html
https://www.city.hashima.lg.jp/0000014889.html
https://www.city.hashima.lg.jp/0000013772.html

岐⾩県 恵那市 https://www.city.ena.lg.jp/coronavirus/jouhou/10780.html
岐⾩県 美濃加茂市 https://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/guide1.cfm?mi_id=5
岐⾩県 ⼟岐市 https://www.city.toki.lg.jp/docs/rokujisousakutei.html

岐⾩県 各務原市 https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/torikumi/1008711/1016205.html

岐⾩県 可児市 https://www.city.kani.lg.jp/22362.htm
岐⾩県 ⼭県市 https://www.city.yamagata.gifu.jp/soshiki/kikaku/31780.html
岐⾩県 瑞穂市 https://www.city.mizuho.lg.jp/11342.htm
岐⾩県 ⾶騨市 https://www.city.hida.gifu.jp/soshiki/4/
岐⾩県 本巣市 https://www.city.motosu.lg.jp/0000000156.html
岐⾩県 郡上市 https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-1472.html
岐⾩県 下呂市 https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/7/20930.html
岐⾩県 海津市 https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000002205.html
岐⾩県 岐南町 http://www.town.ginan.lg.jp/3584.htm
岐⾩県 笠松町 https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2022012800049/ 広報誌掲載
岐⾩県 養⽼町 https://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2021062900013/
岐⾩県 垂井町 https://www.town.tarui.lg.jp/page/1914.html
岐⾩県 関ケ原町 http://www.town.sekigahara.gifu.jp/5182.htm/
岐⾩県 神⼾町 https://www.town.godo.gifu.jp/politics/politics32.html

岐⾩県 輪之内町 https://town.wanouchi.gifu.jp/portal/health-
welfare/medical/coronavirus/post0036071/

岐⾩県 安⼋町 https://www.town.anpachi.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1297/coronako
uhyou.pdf

岐⾩県 揖斐川町
岐⾩県 ⼤野町 http://www.town-ono.jp/0000001705.html

岐⾩県 池⽥町 https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/pickup_list1.html
https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000002094.html

広報誌掲載

岐⾩県 北⽅町 http://www.town.kitagata.gifu.jp/third/town_admini_info/Coronavirus_regio
nal_creation.html

岐⾩県 坂祝町 https://www.town.sakahogi.gifu.jp/diary/?p=4346
岐⾩県 富加町 https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/417580.html 広報誌掲載
岐⾩県 川辺町 https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=2887
岐⾩県 七宗町 https://www.hichiso.jp/fr7so/frkikaku/sinkou221109/
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岐⾩県 ⼋百津町 https://www.town.yaotsu.lg.jp/6662.htm

岐⾩県 ⽩川町 https://www.town.shirakawa.lg.jp/?s=%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8
A

広報誌掲載

岐⾩県 東⽩川村

岐⾩県 御嵩町 https://www.town.mitake.lg.jp/portal/town/administration/policy/post00445
55/

岐⾩県 ⽩川村 https://www.vill.shirakawa.lg.jp/2032.htm
静岡県 0 https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/zaiseisuito/zaisei/1011499.html
静岡県 静岡市 https://www.city.shizuoka.lg.jp/750_000258.html
静岡県 浜松市 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/zaisek/rinjikoufukin.html
静岡県 沼津市 https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/machi/index.htm
静岡県 熱海市 https://www.city.atami.lg.jp/shisei/gyozaisei/1001659/1012762.html
静岡県 三島市 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn051095.html
静岡県 富⼠宮市 http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/visuf8000001qa5n.html
静岡県 伊東市
静岡県 島⽥市 https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/410261013.html
静岡県 富⼠市 https://www.city.fuji.shizuoka.jp/shisei/rn2ola00000469nr.html

静岡県 磐⽥市 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/00
1/002/649/R2kekka.pdf

静岡県 焼津市 https://www.city.yaizu.lg.jp/g02-001/chihousousei/covid-19.html
静岡県 掛川市 https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/9312.html

静岡県 藤枝市 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kikakuzaisei/kikakukeiei/keikak
u_torikumi/19068.html

静岡県 御殿場市 https://www.city.gotemba.lg.jp/kenkou/c-1/c-1-9/5754.html

静岡県 袋井市 https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/soshiki/4/2/keikaku_hokoku/16024776
58797.html

静岡県 下⽥市
静岡県 裾野市 https://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/7/sousei/14693.html

静岡県 湖⻄市 https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/kikakuseisakuka/gyomuan
nai/7/chiho/tihousouseirinzikouhukin/index.html

静岡県 伊⾖市

静岡県 御前崎市 https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/kikakuseisaku/shisaku/soug
ousenryaku/sougousenryaku.html

静岡県 菊川市 https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/koronarinzikoufukin.ht
ml

静岡県 伊⾖の国市 https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/zaimu/shisei/zaisei/koronakoufukin.
html

静岡県 牧之原市 https://www.city.makinohara.shizuoka.jp/soshiki/5/43495.html
静岡県 東伊⾖町 https://www.town.higashiizu.shizuoka.jp/bg/town_gov/
静岡県 河津町
静岡県 南伊⾖町 https://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2022082200015/
静岡県 松崎町

静岡県 ⻄伊⾖町 https://www.town.nishiizu.shizuoka.jp/kakuka/kankou/syoukou/rinzikouhuki
n.html

静岡県 函南町 http://www.town.kannami.shizuoka.jp/smph/kenko/korona_virus/index.html

静岡県 清⽔町 http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/kikaku/kikaku00286.html
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静岡県 ⻑泉町 https://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kikaku/8093.html
静岡県 ⼩⼭町 https://www.fuji-oyama.jp/coronavirus_202102090829430.html
静岡県 吉⽥町
静岡県 川根本町

静岡県 森町 https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/machinososhiki/kikakuzais
eika/kikakugakari/8/sogosenryaku/rinji_1/4359.html

愛知県 0 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiho-sosei/rinzi.html
愛知県 名古屋市 https://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000153281.html
愛知県 豊橋市 https://www.city.toyohashi.lg.jp/50187.htm
愛知県 岡崎市 http://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1301/1338/p029990.html

愛知県 ⼀宮市

【令和２年度分】
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/sougouseisaku/seisaku/1044355/10101
63/1037020.html
【令和３年度分】
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/sougouseisaku/seisaku/1044355/10101
63/1039716.html
【令和４年度分】
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/sougouseisaku/seisaku/1044355/10101
63/1050177.html

愛知県 瀬⼾市 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2022082900021/
愛知県 半⽥市 https://www.city.handa.lg.jp/kikaku/kenko/kouhukin.html

愛知県 春⽇井市 https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku_sonota/1029517/inde
x.html

愛知県 豊川市 https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/rinjikouhukin.html

愛知県 津島市 https://www.city.tsushima.lg.jp/shisei/gyouseikeiei/koronakatuyoujigyou.ht
ml

愛知県 碧南市 https://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/soumu/keiei/regional_revitalization/1
7279.html

愛知県 刈⾕市 https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/covid19info/1010484.html
愛知県 豊⽥市 http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kenkou/eisei/1050099.html

愛知県 安城市 https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/joreikeikaku/sogokeikaku/sougoukeika
kusingikai.html

愛知県 ⻄尾市 https://www.city.nishio.aichi.jp/shisei/yosan/1001510/1006520.html
愛知県 蒲郡市 https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/zaimu/chihosouseirinzikofukin.html
愛知県 ⽝⼭市 https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/keikaku/1005911/1007837.html

愛知県 常滑市 http://www.city.tokoname.aichi.jp/kurashi/1004531/1004542/rinjikofukin.ht
ml

愛知県 江南市

愛知県 ⼩牧市 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shisei/jyohokokai/kaigikoukai/1/01/
01/index.html

愛知県 稲沢市 http://www.city.inazawa.aichi.jp/shiseijoho/shisaku/1009926/index.html
愛知県 新城市 https://www.city.shinshiro.lg.jp/kenko/covid19/shien/rinjikouhukin.html
愛知県 東海市 http://www.city.tokai.aichi.jp/22092.htm

愛知県 ⼤府市 https://www.city.obu.aichi.jp/shisei/koho/pressrelease/1003447/1016773/1
017569.html

愛知県 知多市 https://www.city.chita.lg.jp/docs/2022021700033/
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愛知県 知⽴市 https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/kikaku/kikakuseisaku/gyomu/kouhu
kin_kikaku/1653523736102.html

愛知県 尾張旭市 https://www.city.owariasahi.lg.jp/sisei/zaisei/zaisei.html
愛知県 ⾼浜市 https://www.city.takahama.lg.jp/site/corona/20861.html
愛知県 岩倉市 https://www.city.iwakura.aichi.jp/category/5-12-0-0-0.html
愛知県 豊明市 https://www.city.toyoake.lg.jp/17251.htm

愛知県 ⽇進市 https://www.city.nisshin.lg.jp/department/soumu/zaimu/3/5/kessan/13094.
html

愛知県 ⽥原市 https://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kakushukeikaku/1003022/1009443.
html

愛知県 愛⻄市 https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?frmld=14120

愛知県 清須市 https://www.city.kiyosu.aichi.jp/shisei_joho/shisei_sanka/fuzokukikan_kaigi
_kokai/kaigi_kekka/index.html

愛知県 北名古屋市 https://www.city.kitanagoya.lg.jp/zaisei/1100002.php

愛知県 弥富市 https://www.city.yatomi.lg.jp/shisei/1000645/1003719/1004239/index.html

愛知県 みよし市 http://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/kikaku/tihosousei/korona_kofukin.html

愛知県 あま市 https://www.city.ama.aichi.jp/shisei/shiteikanri/1008306.html
愛知県 ⻑久⼿市 https://www.city.nagakute.lg.jp/gyosei/gyozaisei/7/1/13447.html

愛知県 東郷町
https://www.town.aichi-
togo.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakujohoka/gyomuannai/tihousousei/9781.ht
ml

愛知県 豊⼭町
愛知県 ⼤⼝町 https://www.town.oguchi.lg.jp/2382.html
愛知県 扶桑町 https://www.fuso.town.lg.jp/chousei/1002205/1002563/1003274.htm

愛知県 ⼤治町 https://www.town.oharu.aichi.jp/4123.htm（令和３年度）
https://www.town.oharu.aichi.jp/2774.htm（令和２年度）

広報誌掲載

愛知県 蟹江町 https://www.town.kanie.aichi.jp/site/kansen/covid19-rinjikofukin.html 広報誌掲載

愛知県 ⾶島村 https://vill.tobishima.aichi.jp/shincyaku/korona_tihou_sousei_kyuuhu.html

愛知県 阿久⽐町 https://www.town.agui.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=6415

愛知県 東浦町 https://www.town.aichi-
higashiura.lg.jp/material/files/group/2/4matihiro2.pdf

愛知県 南知多町 https://www.town.minamichita.lg.jp/1002601/index.html
愛知県 美浜町 https://www.town.aichi-mihama.lg.jp/docs/2022052400025/

愛知県 武豊町 https://www.town.taketoyo.lg.jp/chousei/1001543/1002514/1002530/10025
32.html

愛知県 幸⽥町 https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/3/13028.html
愛知県 設楽町
愛知県 東栄町 広報誌掲載
愛知県 豊根村 http://www.vill.toyone.aichi.jp/cms/?page_id=12063
三重県 0 https://www.pref.mie.lg.jp/ZAISEI/HP/m0036300181.htm

三重県 津市 https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1644818790779/index.html 広報誌掲載

三重県 四⽇市市 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1653556700738/index.html 広報誌掲載
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三重県 伊勢市 https://www.city.ise.mie.jp/shisei/zaisei_kaikaku/yosan/1014668/index.htm
l

三重県 松阪市 https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/3/rinjikohukin.html

三重県 桑名市 https://www.city.kuwana.lg.jp/seisaku/shiseijouhou/shisaku/koukakennsyo
u.html

三重県 鈴⿅市

https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/zaisei/data/pdfs/shiryo_r
03.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/plan/zaisei/data/pdfs/shiryo_r
02.pdf

三重県 名張市 https://www.city.nabari.lg.jp/s078/550/110/20211215162122.html
https://www.city.nabari.lg.jp/s010/100/010/020/20200819091931.html

広報誌掲載

三重県 尾鷲市 https://www.city.owase.lg.jp/0000019933.html

三重県 ⻲⼭市

https://www.city.kameyama.mie.jp/shisei/2014112309485/file_contents/R0
3_kessan_2.pdf
https://www.city.kameyama.mie.jp/shisei/2014112309485/file_contents/R0
2_kessan_2.pdf

三重県 ⿃⽻市 https://www.city.toba.mie.jp/soshiki/zaimu/gyomu/gyozaisei/zaisei_yosan_
kessan/kessan/index.html

三重県 熊野市 広報誌掲載
三重県 いなべ市 https://www.city.inabe.mie.jp/1009025/1012401/1012405.html

三重県 志摩市 https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisakuka/chiho
usousei/rinjikoufukin.html

三重県 伊賀市 https://www.city.iga.lg.jp/0000010781.html
三重県 ⽊曽岬町 広報誌掲載
三重県 東員町 https://www.town.toin.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=8226

三重県 菰野町 https://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1643246395925/index.ht
ml

三重県 朝⽇町 http://www2.town.asahi.mie.jp/www/contents/1623283875628/index.html

三重県 川越町 https://www.town.kawagoe.mie.jp
三重県 多気町 https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/somu/2452.html

三重県 明和町 https://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/senryaku/senryaku02/kikaku
/chihososei/1654491118162.html

三重県 ⼤台町
三重県 ⽟城町 https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/news/covid-19_past.html

三重県 度会町 https://www.town.watarai.lg.jp/soshiki_view.php?so_cd1=15&so_cd2=2&so
_cd3=1&so_cd4=0&so_cd5=0&bn_cd=40

三重県 ⼤紀町 http://www.town.taiki.mie.jp/etc/oshirasehiroba/covid-19/tihososei

三重県 南伊勢町 https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/singatakorona/sienseido
/4634.html

三重県 紀北町 https://www.town.mie-
kihoku.lg.jp/kakuka/kikaku/koronakannrennzyouhou/siennjigyou/4028.html

三重県 御浜町 https://www.town.mihama.mie.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/gyoseijoho/1
/1069.html

三重県 紀宝町 https://www.town.kiho.lg.jp/government/revitalization/kouhukin/
滋賀県 0 http://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/kenseiunei/320223/320058.html
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滋賀県 ⼤津市 https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1001/g/keikaku/45587.html
滋賀県 彦根市 https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/4/3/20326.html
滋賀県 ⻑浜市 https://www.city.nagahama.lg.jp/0000012168.html
滋賀県 近江⼋幡市 https://www.city.omihachiman.lg.jp 広報誌掲載

滋賀県 草津市 https://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/seisaku/shikeikaku/sousei/kikaku
0707.html

滋賀県 守⼭市 https://www.city.moriyama.lg.jp/kikakuseisaku/chihousousei_rinjikoufukin.h
tml

滋賀県 栗東市 https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/shichoukousitsu/genkisouzou/gyoumunai
you/12465.html

滋賀県 甲賀市 https://www.city.koka.lg.jp/21018.htm

滋賀県 野洲市 https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/kikakuchousei/sousei/1655965455046.ht
ml

滋賀県 湖南市 https://www.city.shiga-
konan.lg.jp/material/files/group/4/R3koronajiltuseki.pdf

広報誌掲載

滋賀県 ⾼島市 http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1667780760204/index.html 広報誌掲載

滋賀県 東近江市 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000014305.html
滋賀県 ⽶原市
滋賀県 ⽇野町 https://www.town.shiga-hino.lg.jp/0000006355.html

滋賀県 ⻯王町 http://www.town.ryuoh.shiga.jp/admin_news/2020_01corona_virus/corona_
koufukin/chifousousei_koufukin.html

滋賀県 愛荘町 https://www.town.aisho.shiga.jp/chosei/10/covid19_rinjikoufukin/7768.html

滋賀県 豊郷町 https://www.town.toyosato.shiga.jp/kikikanri/cmsfiles/contents/0000003/3
002/R2koukakennshou.pdf

広報誌掲載

滋賀県 甲良町
滋賀県 多賀町 https://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1721

京都府 0

https://www.pref.kyoto.jp/shingikai/keikaku-04/20210818.html（令和２年度
完了事業）
https://www.pref.kyoto.jp/shingikai/kikaku-
01/sakuteikentouiinkai/kaisaikekka3.html（令和３年度完了事業）

京都府 京都市 https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000303552.html
京都府 福知⼭市 https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/1/40652.html

京都府 舞鶴市 (R2)https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shisei/0000008925.html
(R3)https://www.city.maizuru.kyoto.jp/shisei/0000010307.html

広報誌掲載

京都府 綾部市 http://www.city.ayabe.lg.jp/zaisei/shise/yosan/zaise/koronakohukinr2jissek
i.html

京都府 宇治市

京都府 宮津市 https://www.city.miyazu.kyoto.jp/uploaded/attachment/6188.pdf
https://www.city.miyazu.kyoto.jp/uploaded/attachment/7667.pdf

京都府 ⻲岡市 https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/8/36641.html
京都府 城陽市 https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000007584.html

京都府 向⽇市 https://www.city.muko.kyoto.jp/kurashi/soshiki/hurusatosouseisuisinnbu/ki
kakukouhouka/1/shinngatakorona/1612765208386.html

京都府 ⻑岡京市 https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000013003.html
京都府 ⼋幡市 http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000007526.html
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京都府 京⽥辺市

https://www.city.kyotanabe.lg.jp/cmsfiles/contents/0000017/17084/04__20
22012108500876.pdf
https://www.city.kyotanabe.lg.jp/cmsfiles/contents/0000018/18605/R3_Rinj
iKofukin_result.pdf

京都府 京丹後市 https://www.city.kyotango.lg.jp/material/files/group/8/R3kessanhuzoku_01
sokatu.pdf

京都府 南丹市 https://www.city.nantan.kyoto.jp/www/gove/134/000/000/index_86206.htm
l

京都府 ⽊津川市 https://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,0,109,526,html
京都府 ⼤⼭崎町
京都府 久御⼭町 https://www.town.kumiyama.lg.jp/0000004375.html

京都府 井⼿町 https://www.town.ide.kyoto.jp/soshiki/sousei/news/reiwa4nendo/3965.html

京都府 宇治⽥原町 https://www.town.ujitawara.kyoto.jp/soshiki/kikakuzaiseika/zaisei/1167.ht
ml

京都府 笠置町 http://www.town.kasagi.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=1364&frm
Cd=2-2-0-0-0

京都府 和束町 https://www.town.wazuka.lg.jp/kakukanogoannai/somuka/oshirase/rinji_ko
ufukin_3252.html

広報誌掲載

京都府 精華町 https://www.town.seika.kyoto.jp/kakuka/kikaku/1/21239.html
京都府 南⼭城村 https://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/0000002565.html
京都府 京丹波町 https://www.town.kyotamba.kyoto.jp/gyoseijoho/gyozaisei/3786.html

京都府 伊根町 https://www.town.ine.kyoto.jp/soshiki/kikakukanko/2/7/shingatakorona/26
0.html

京都府 与謝野町 https://www.town.yosano.lg.jp/administration/financial-
management/financial-situation/entry_490/index.html

⼤阪府 0 https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/keizaitaisaku/index.html
⼤阪府 ⼤阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000568047.html

⼤阪府 堺市 http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gyosei/shishin/shisei/senryaku/75027220
210402131206568.html

⼤阪府 岸和⽥市 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/5/dokuzishien.html
⼤阪府 豊中市 https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/zaisei/a.html

⼤阪府 池⽥市 https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/sogoseisaku/seisaku/sosei/kohukin
/11054.html

⼤阪府 吹⽥市 https://www.city.suita.osaka.jp/shisei/1018870/1018876/1022610.html

⼤阪府 泉⼤津市 https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/seisaku/seisakusuisin/7717.html

⼤阪府 ⾼槻市 https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/4/75478.html

⼤阪府 ⾙塚市 https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseisaku/seisaku/topics/kofukin.
html

⼤阪府 守⼝市 https://www.city.moriguchi.osaka.jp/kakukanoannai/kikakuzaiseibu/kikakuk
a/matihitosigoto/index.html

⼤阪府 枚⽅市

⼤阪府 茨⽊市 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kikaku/kikaku/menu/tihousouseirinj
ikouhukin/57838.html

⼤阪府 ⼋尾市 https://www.city.yao.osaka.jp/0000063702.html
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⼤阪府 泉佐野市 https://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisaku/menu/tihousou
sei/8244.html

⼤阪府 富⽥林市 https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/4/79133.html

⼤阪府 寝屋川市 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/keieikikaku/kikakuyon
ka/rinkou/16597.html

⼤阪府 河内⻑野市 https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/30/67460.html
⼤阪府 松原市 https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/kikaku_seisaku/2/4/17112.html
⼤阪府 ⼤東市

⼤阪府 和泉市 https://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/kikaku/osirase/16008.html

⼤阪府 箕⾯市 https://www.city.minoh.lg.jp/eigyou/rinjikouhukin.html
⼤阪府 柏原市 http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2022090100062/

⼤阪府 ⽻曳野市 https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shichou/seisakukikaku/seisakusuish
in/rinjikouhukin/13187.html

⼤阪府 ⾨真市 https://www.city.kadoma.osaka.jp/kinkyu_2/12782.html

⼤阪府 摂津市 https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/soumubu/zaiseika/zaisei/20382.ht
ml

⼤阪府 ⾼⽯市 https://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/seisakusuishin/sogoseisaku_ka/koro
narinjikouhukin/reiwa2nendokorona.html

⼤阪府 藤井寺市 https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/seisakusuishin/shisak
ukeikaku/kakusyukeikaku/singatakoronauirusu/14579.html

⼤阪府 東⼤阪市 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000034738.html

⼤阪府 泉南市 https://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/seisakusuishin/seisak
usuisin/seisakukeikaku/shinngatakoronakoufukin/1629339297430.html

⼤阪府 四條畷市 https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/3/23545.html
https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/3/37943.html

⼤阪府 交野市 https://www.city.katano.osaka.jp/corona/2020060500027/

⼤阪府 ⼤阪狭⼭市 http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/seisakusuisinbu/kikakugurup
u/oshirase/1655873137981.html

⼤阪府 阪南市 https://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/mirai/seisaku/1594777221685.html 広報誌掲載
⼤阪府 島本町 https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/covid-19/12120.html
⼤阪府 豊能町 https://www.town.toyono.osaka.jp/page/page005257.html 広報誌掲載

⼤阪府 能勢町 www.town.nose.osaka.jp/soshiki/soumuka/seisakusuishin/oshirase/8427.ht
ml

⼤阪府 忠岡町

https://www.town.tadaoka.osaka.jp/?free=%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82
%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%
b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e5%9c%b0%e6%96%b9%e5%89%b5
%e7%94%9f%e8%87%a8%e6%99%82%e4%ba%a4%e4%bb%98%e9%87%91

⼤阪府 熊取町 https://www.town.kumatori.lg.jp/covid/juuminsien/index.html

⼤阪府 ⽥尻町 https://www.town.tajiri.osaka.jp/kakukanojoho/somubu/somuka/4_1/3671.
html

⼤阪府 岬町
⼤阪府 太⼦町 https://www.town.taishi.osaka.jp/taishi_info/gyosei_info/4304.html
⼤阪府 河南町
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⼤阪府 千早⾚阪村 https://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/note/oshirase/jyuuminnominasan
he/torikumi/7183.html

兵庫県 0 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk07/rinji02.html
兵庫県 神⼾市 https://www.city.kobe.lg.jp/a61436/shise/financial/zaisei/index.html
兵庫県 姫路市 https://www.city.himeji.lg.jp/shisei/0000020393.html
兵庫県 尼崎市 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/005shisaku.html
兵庫県 明⽯市 https://www.city.akashi.lg.jp/zaimu/zaisei_ka/r2_korona.html

兵庫県 ⻄宮市 https://www.nishi.or.jp/kurashi/anshin/infomation/20210921zigyoukensho.h
tml

兵庫県 洲本市
兵庫県 芦屋市 https://www.city.ashiya.lg.jp/gyousei/korona/korona.html
兵庫県 伊丹市 https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOGOSEISAKU/SEISAKU/30685.html
兵庫県 相⽣市
兵庫県 豊岡市
兵庫県 加古川市
兵庫県 ⾚穂市

兵庫県 ⻄脇市 https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/shichoukoushitsu/seisak
u/chihousousei/24202.html

兵庫県 宝塚市 https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/shisei/shisaku/1040979.html
兵庫県 三⽊市 https://www.city.miki.lg.jp/uploaded/attachment/28256.pdf 広報誌掲載

兵庫県 ⾼砂市 https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/seisaku_keikak
u/2/5/8359.html

兵庫県 川⻄市 https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shiseijoho/1008858/zaisei/kessan_seik
a/index.html

兵庫県 ⼩野市 https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubu_kikakuseis
akugroup/gyomuannai/3_1/11287.html

兵庫県 三⽥市 https://www.city.sanda.lg.jp/shisei_joho/gyozaisei/zaisei_yosan_kessan/19
561.html

兵庫県 加⻄市 https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/11/27178.html

兵庫県 丹波篠⼭市 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/zaiseika/gyoseijo
ho/3/22543.html

兵庫県 養⽗市 https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/shiminseikatsu/yabugurashi/9673.ht
ml

兵庫県 丹波市 https://www.city.tamba.lg.jp/site/corona/tihousouseirinnzikouhukin.html
兵庫県 南あわじ市
兵庫県 朝来市
兵庫県 淡路市 http://cms2022.city.awaji.lg.jp/soshiki/zaisei/39320.html

兵庫県 宍粟市 https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/tiikisouseika/tantoujyou
hou/tihousoseiinjikofukin/16147.html

兵庫県 加東市 https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/soumuzaiseibu/soumuzaiseika
/zaiseikakari/news/11286.html

兵庫県 たつの市 https://www.city.tatsuno.lg.jp/kenko/documents/koronarinnzikinkoukar2.pdf

兵庫県 猪名川町
兵庫県 多可町 https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id=18489
兵庫県 稲美町 https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000005679.html
兵庫県 播磨町
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兵庫県 市川町 https://www.town.ichikawa.lg.jp/info/1122 広報誌掲載
兵庫県 福崎町 https://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000004294.html 広報誌掲載
兵庫県 神河町 http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000002017.html 広報誌掲載

兵庫県 太⼦町
http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuseisaku/shingatakorona/165335319856
5.html

兵庫県 上郡町 https://www.town.kamigori.hyogo.jp/soshiki/zaiseikanrika/gyomuannai/1/1/
4907.html

兵庫県 佐⽤町 https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=6815

兵庫県 ⾹美町 https://www.town.mikata-
kami.lg.jp/www/contents/1666058961510/index.html

兵庫県 新温泉町
奈良県 0 https://www.pref.nara.jp/58208.htm
奈良県 奈良市 https://www.city.nara.lg.jp/site/coronavirus/138362.html

奈良県 ⼤和⾼⽥市 https://www.city.yamatotakada.nara.jp/soshikikarasagasu/shingatacoronavi
ruskansenshotaisakuhombu/2601.html

広報誌掲載

奈良県 ⼤和郡⼭市 https://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/soshiki/zaiseika/shinozaisei/1/1489.
html

奈良県 天理市 https://www.city.tyenri.nara.jp/kakuka/soumubu/zaiseika/9852.html

奈良県 橿原市 https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=60ab5ad465909e5756722c28

奈良県 桜井市 https:www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/soumu/zaiseika/1634263744190.html 広報誌掲載
奈良県 五條市 https://www.city.gojo.lg.jp/soshiki/zaisei/2_1/7/12441.html 広報誌掲載
奈良県 御所市 https://www.city.gose.nara.jp/0000003012.html
奈良県 ⽣駒市 https://www.city.ikoma.lg.jp/category/2-14-7-0-0-0-0-0-0-0.html
奈良県 ⾹芝市 https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/4/7086.html
奈良県 葛城市

奈良県 宇陀市 https://www.city.uda.nara.jp/kinkyuujouhou/2020corona-rinjikouhukin.html

奈良県 ⼭添村
奈良県 平群町 https://www.town.heguri.nara.jp/soshiki/5/10054.html
奈良県 三郷町 https://www.town.sango.nara.jp/site/covid-19/6371.html 広報誌掲載
奈良県 斑鳩町 https://www.town.ikaruga.nara.jp/0000000539.html
奈良県 安堵町 https://www.town.ando.nara.jp/0000002925.html

奈良県 川⻄町 https://www.town.nara-
kawanishi.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=7271

奈良県 三宅町
奈良県 ⽥原本町
奈良県 曽爾村 https://www.vill.soni.nara.jp/info/525 広報誌掲載
奈良県 御杖村
奈良県 ⾼取町 http://www.town.takatori.nara.jp/contents_detail.php?frmId=1326
奈良県 明⽇⾹村 https://asukamura.jp/gyosei_ippan_zaisei_ichiran.html 広報誌掲載
奈良県 上牧町 https://www.town.kanmaki.nara.jp 広報誌掲載

奈良県 王寺町 https://www.town.oji.nara.jp/kakuka/somu/seisakusuishin/information/398
0.html

広報誌掲載
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奈良県 広陵町

令和4年度分
https://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=5895
令和3年度分
http://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=5638

奈良県 河合町 https://www.town.kawai.nara.jp/kakuka/kikaku/3/covid19relationship/5703.
html

奈良県 吉野町 http://www.town.yoshino.nara.jp/chosei/machinokakeibo/kessan/r02/

奈良県 ⼤淀町 https://www.town.oyodo.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=1438&frm
Cd=4-14-5-0-0

広報誌掲載

奈良県 下市町

奈良県 ⿊滝村

https://www.vill.kurotaki.nara.jp/%e4%bb%a4%e5%92%8c4%e5%b9%b4%e5
%ba%a6%e9%bb%92%e6%bb%9d%e6%9d%91%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%
82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%8
2%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e5%af%be%e5%bf%9c%e5%9c%b
0/ 
https://www.vill.kurotaki.nara.jp/cms/wp-
content/uploads/2022/12/e6ba1c02b8de363b62d62494ad7b70ab.pdf

広報誌掲載

奈良県 天川村 https://www.vill.tenkawa.nara.jp/office/wp-
content/uploads/2021/05/00ac5bfb110f97f8bd379863f3e079dc.pdf

広報誌掲載

奈良県 野迫川村 https://www.vill.nosegawa.nara.jp/top/soshiki/soumu/village_government/a
dministration/676.html

奈良県 ⼗津川村
奈良県 下北⼭村 http://www.vill.shimokitayama.nara.jp/oshirase/cat18/

奈良県 上北⼭村 http://vill.kamikitayama.nara.jp/download.php?filepath=newsPdf1/852.pdf 広報誌掲載

奈良県 川上村
奈良県 東吉野村

和歌⼭県 0 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020100/tihousousei/tihousousei.ht
ml

和歌⼭県 和歌⼭市 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/shisei/1009206/1045070.html

和歌⼭県 海南市 https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/soumubu/kikakuzaiseika/kikakuzai
seikatorikumi/3371.html

和歌⼭県 橋本市 https://www.city.hashimoto.lg.jp/material/files/group/34/koronaR2.pdf
和歌⼭県 有⽥市

和歌⼭県 御坊市 http://www.city.gobo.wakayama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/h
pkoukai.pdf

和歌⼭県 ⽥辺市
和歌⼭県 新宮市 https://www.city.shingu.lg.jp/lnfo/1782
和歌⼭県 紀の川市 https://www.city.kinokawa.lg.jp/kikaku/singatakoronarinjikouhukin.html
和歌⼭県 岩出市 https://www.city.iwade.lg.jp/zaimu/rinjikouhukin.html
和歌⼭県 紀美野町 https://www.town.kimino.wakayama.jp/covid19/2528.html
和歌⼭県 かつらぎ町

和歌⼭県 九度⼭町 https://www.town.kudoyama.wakayama.jp/jumin/covid-
19_information_main.html

広報誌掲載

和歌⼭県 ⾼野町 http://www.town.koya.wakayama.jp/town/koukai/23734.html
和歌⼭県 湯浅町
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和歌⼭県 広川町

和歌⼭県 有⽥川町 https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kibi/3/covid19_matome/7616
.html

和歌⼭県 美浜町 http://www.town.mihama.wakayama.jp
和歌⼭県 ⽇⾼町 www.town.wakayama-hidaka.lg.jp
和歌⼭県 由良町 http://www.town.yura.wakayama.jp/docs/2022082900014/
和歌⼭県 印南町 https://www.town.wakayama-inami.lg.jp/0000001403.html
和歌⼭県 みなべ町 http://www.town.minabe.lg.jp/docs/2021041900010/
和歌⼭県 ⽇⾼川町 http://www.town.hidakagawa.lg.jp/information/2019-ncov.html

和歌⼭県 ⽩浜町 https://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/somu/kikaku/gyomu/16
23742797657.html

和歌⼭県 上富⽥町 https://www.town.kamitonda.lg.jp
和歌⼭県 すさみ町 http://www.town.susami.lg.jp/docs/2022051100018/
和歌⼭県 那智勝浦町

和歌⼭県 太地町 https://www.town.taiji.wakayama.jp/tyousei/zaisei/koronakouhukinn504.ht
ml

広報誌掲載

和歌⼭県 古座川町
和歌⼭県 北⼭村 https://www.vill.kitayama.wakayama.jp/jumin/rinjikouhukin_hyouka.html

和歌⼭県 串本町 https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/fukushi/2022-0624-1303-11.html

⿃取県 0 https://www.pref.tottori.lg.jp/243658.htm
⿃取県 ⿃取市 https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1612491061995/index.html
⿃取県 ⽶⼦市

⿃取県 倉吉市 https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/soumu/zaisei/kouhyou/kessan
/2/

⿃取県 境港市 https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=113214
⿃取県 岩美町 http://www.iwami.gr.jp/3165.htm
⿃取県 若桜町 http://www.town.wakasa.tottori.jp/?page_id=65#zaisei
⿃取県 智頭町 https://www1.town.chizu.tottori.jp/chizu/soumu/28/
⿃取県 ⼋頭町
⿃取県 三朝町

⿃取県 湯梨浜町 https://www.yurihama.jp/site/covid-19/
https://www.yurihama.jp/soshiki/7/18807.html

⿃取県 琴浦町 https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2022080400011/
⿃取県 北栄町 http://www.e-hokuei.net/7843.htm 広報誌掲載
⿃取県 ⽇吉津村 http://www.hiezu.jp/list/soumu/g160/
⿃取県 ⼤⼭町 https://www.daisen.jp/1/10/34/48/x159/
⿃取県 南部町 https://www.town.nanbu.tottori.jp/admin/soumuka/c906/

⿃取県 伯耆町
https://www.houki-town.jp/user/filer_public/2c/17/2c17d93a-9940-4aaa-
8470-eb25c6f71406/ling-he-2nian-du-shi-shi-zhuang-kuang-shi-ye-xiao-
guo-deng.pdf

広報誌掲載

⿃取県 ⽇南町 https://www.town.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuka/hojo_hojoseid
o/6596.html

⿃取県 ⽇野町 https://www.town.hino.tottori.jp/1471.htm
⿃取県 江府町 https://www.town-kofu.jp/2/1/2/13/y141/
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島根県 0 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/jyokyo/kessan/kessa
n_r3.html

島根県 松江市 https://www1.city.matsue.shimane.jp/shisei/keikaku/seisaku/rinjikoufukin.
html

島根県 浜⽥市 https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1630287236742/index.
html

島根県 出雲市 https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1671695599070/index.ht
ml

島根県 益⽥市 https://www.city.masuda.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/shingatacoronaviruskans
enshokanrenjoho/5611.html

島根県 ⼤⽥市 https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_organization/25/32/34_1/5238

島根県 安来市 https://www.city.yasugi.shimane.jp/shisei/zaisei/kessan/R2/
https://www.city.yasugi.shimane.jp/shisei/zaisei/kessan/R3/

島根県 江津市 https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/5/21458.html

島根県 雲南市 https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/shiseijouhou/jouhoukoukai/zaise
i/covid_19_rinjikoufukin/jisshijyokyo_kouka.html

島根県 奥出雲町 https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1663123768544/ind
ex.html

島根県 飯南町 https://www.iinan.jp/soshiki/4/4716.html
島根県 川本町
島根県 美郷町
島根県 ⾢南町

島根県 津和野町 https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1643342071967/index.html

島根県 吉賀町 https://www.town.yoshika.lg.jp/
島根県 海⼠町
島根県 ⻄ノ島町 http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/profile/79
島根県 知夫村
島根県 隠岐の島町
岡⼭県 0 https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/824315_7780257_misc.pdf
岡⼭県 岡⼭市
岡⼭県 倉敷市 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/39462.htm 広報誌掲載
岡⼭県 津⼭市
岡⼭県 ⽟野市
岡⼭県 笠岡市 https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/13/46571.html

岡⼭県 井原市

http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2019091800015/
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2022040100012/
https://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2022110400011/
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2021071500013/
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2021042900019/
http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2022102600016/

広報誌掲載

岡⼭県 総社市
岡⼭県 ⾼梁市 https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/56/korona.html
岡⼭県 新⾒市 https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei_detail/index/12449.html
岡⼭県 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/6/18093.html
岡⼭県 瀬⼾内市 https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/8/129322.html
岡⼭県 ⾚磐市
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岡⼭県 真庭市 広報誌掲載
岡⼭県 美作市
岡⼭県 浅⼝市 https://www.city.asakuchi.lg.jp/gyose/koho/korona_.html 広報誌掲載
岡⼭県 和気町 https://www.town.wake.lg.jp/gyosei/chosei/wakeKeikaku/

岡⼭県 早島町 http://www.town.hayashima.lg.jp/soshikikarasagasu/kikaku/machidukuri/16
47579961389.html

岡⼭県 ⾥庄町 http://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/2/7213.html
岡⼭県 ⽮掛町 http://www.town.yakage.okayama.jp/post_158.html
岡⼭県 新庄村 http://www.vill.shinjo.okayama.jp/index.php?id=140
岡⼭県 鏡野町
岡⼭県 勝央町
岡⼭県 奈義町 広報誌掲載

岡⼭県 ⻄粟倉村

http://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%
82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%8
2%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e5%af%be%e5%bf%9c%e5%9c%b
0%e6%96%b9%e5%89%b5%e7%94%9f%e8%87%a8%e6%99%82%e4%ba%a4
%e4%bb%98/

岡⼭県 久⽶南町 https://www.town.kumenan.lg.jp/administration/planning/tihou_sousei/shin
gatakoronarinji.html

岡⼭県 美咲町 広報誌掲載
岡⼭県 吉備中央町 https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/4/11022.html
広島県 0 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/459639.pdf
広島県 広島市 https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/11/257250.html
広島県 呉市 https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/7/covid19-rinjikoufukin.html
広島県 ⽵原市
広島県 三原市 https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/6/141300.html
広島県 尾道市 https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/2/46854.html
広島県 福⼭市 https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/214995.html

広島県 府中市 https://www.city.fuchu.hiroshima.jp/soshiki/soumubu/zaisei/kaiji/zaisei/74
27.html

広島県 三次市 https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/kikaku_m/oshirase/chihousousei_rinji
koufukin.html

広島県 庄原市 https://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/industry/post_182.html 広報誌掲載

広島県 ⼤⽵市 https://www.city.otake.hiroshima.jp/soshiki/somu/kikakuzaisei/gyomu/10/1
/1656381818525.html

広島県 東広島市 https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/1_1/chihousousei/29
086.html

広島県 廿⽇市市 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/10/78592.html
広島県 安芸⾼⽥市
広島県 江⽥島市
広島県 府中町 https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/zaiseika/36844.html
広島県 海⽥町 https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/2/121922.html

広島県 熊野町 https://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/contents/1621823483639/ind
ex.html

広島県 坂町 https://www.town.saka.lg.jp/2022/07/29/koronakoufukinkoukakennsyoukek
ka/

広島県 安芸太⽥町



都道府県名 市町村名
新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦

実施状況・事業効果等 公表ＵＲＬ
備考

広島県 北広島町

広島県 ⼤崎上島町 https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/2/6473.html

広島県 世羅町 https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/17/5093.html
広島県 神⽯⾼原町 http://www.jinsekigun.jp/town/formation/soumu/zaisei/taisaku-jisseki/ 広報誌掲載
⼭⼝県 0 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/19/11483.html
⼭⼝県 下関市 https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/14/78813.html

⼭⼝県 宇部市 https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kenkou/korona/torikumi/1017345.html

⼭⼝県 ⼭⼝市 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/77720.pdf
⼭⼝県 萩市 https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/12/h47778.html
⼭⼝県 防府市 https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/9/kessan.html

⼭⼝県 下松市 https://www.city.kudamatsu.lg.jp/kikaku/kikaku/kikaku/rinjikoufukin.html

⼭⼝県 岩国市 https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/10/58015.html
⼭⼝県 光市 https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/1/zaisei/7375.html

⼭⼝県 ⻑⾨市

https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/uploaded/life/38337_157899_misc.pd
f
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/uploaded/life/43357_178738_misc.pd
f

⼭⼝県 柳井市 https://www.city-yanai.jp/soshiki/3/chiho-sosei-rinzikoufukin.html

⼭⼝県 美祢市 https://www2.city.mine.lg.jp/soshiki/somubu/gyoseikeiei/gyozaisei/7946.ht
ml

⼭⼝県 周南市 https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/2/85364
⼭⼝県 ⼭陽⼩野⽥市 https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/6/koronarinjikoufukin.html

⼭⼝県 周防⼤島町 https://www.town.suo-
oshima.lg.jp/seisakukikaku/singatakorona_rinjikoufukin_1.html

⼭⼝県 和⽊町 https://www.town.waki.lg.jp/soshiki/1/4648.html
⼭⼝県 上関町
⼭⼝県 ⽥布施町 https://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/1647242399253/index.html 広報誌掲載
⼭⼝県 平⽣町 http://www.town.hirao.lg.jp/soshiki/chiiki/sosei/1668583441311.html 広報誌掲載
⼭⼝県 阿武町 http://www.town.abu.lg.jp/guide/covid/ 広報誌掲載

徳島県 0 https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7212279
/

徳島県 徳島市 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/townplanni
ng/region_revitalize/rinji_kohukin.html

徳島県 鳴⾨市 https://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/zaisei/kessan/
徳島県 ⼩松島市

徳島県 阿南市 https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2020022700021/file_contents/R2k
oukakensho.pdf

徳島県 吉野川市 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2021012200033/
徳島県 阿波市 https://www.city.awa.lg.jp/docs/2022030900011/
徳島県 美⾺市 https://www.city.mima.lg.jp/gyosei/docs/346884.html
徳島県 三好市 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/2879536.html
徳島県 勝浦町 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/2879536.html
徳島県 上勝町
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徳島県 佐那河内村 広報誌掲載
徳島県 ⽯井町 https://www.town.ishii.lg.jp/docs/2022051100018/
徳島県 神⼭町
徳島県 那賀町 https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/gyosei/docs/2463528.html
徳島県 牟岐町 https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/docs/2022120300011/
徳島県 美波町 https://www.town.minami.lg.jp/docs/2985598.html
徳島県 海陽町 https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2022030100022/
徳島県 松茂町 https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2022041500026/
徳島県 北島町
徳島県 藍住町 https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2022053100016/
徳島県 板野町 http://www.town.itano.tokushima.jp/docs/2022121300010/
徳島県 上板町 https://www.townkamiita.jp/docs/2022082900045/
徳島県 つるぎ町 https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/docs/2324852.html
徳島県 東みよし町 https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/rinjikoufukin.html
⾹川県 0 https://www.pref.kagawa.lg.jp/yosan/rinkoukin/rinkoukin.html

⾹川県 ⾼松市 https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/zaisei/jijo/koh
yo.files/r3korona.pdf

⾹川県 丸⻲市 https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i39691/
⾹川県 坂出市 広報誌掲載

⾹川県 善通寺市 https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/site/infocorona/2020rinjikouhukin-
jigyoukekka.html

⾹川県 観⾳寺市 https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/5/39321.html
⾹川県 さぬき市 https://www.city.sanuki.kagawa.jp/115884

⾹川県 東かがわ市 https://www.higashikagawa.jp/shiseijoho/gyozaisei/zaisei_yosan_kessan/1/
2589.html

⾹川県 三豊市
⾹川県 ⼟庄町
⾹川県 ⼩⾖島町
⾹川県 三⽊町 https://www.town.miki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=7084

⾹川県 直島町 https://www.town.naoshima.lg.jp/government/cl1000036/cl1000061/202212
22100042780.html

⾹川県 宇多津町 https://www.town.utzu.lg.jp/chosei/keikaku/koronatihosouseirinjikouhukin/

⾹川県 綾川町 https://www.town.ayagawa.lg.jp/docs/2022030100015/
⾹川県 琴平町 https://www.town.kotohira.kagawa.jp/soshiki/4/7858.html

⾹川県 多度津町 https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/soshikikarasagasu/seisakukankoka/ch
ihososei/2418.html

⾹川県 まんのう町 https://www.town.manno.lg.jp/chosei/gyosei/keikaku/entry-2981.html
愛媛県 0 https://www.pref.ehime.jp/h10400/zaimusyorui/rinjikouhukinseika.html
愛媛県 松⼭市 http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/zaisei/rinjikoufukin.html
愛媛県 今治市
愛媛県 宇和島市 https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/3/koronakoufukin.html
愛媛県 ⼋幡浜市 https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2022102800027/
愛媛県 新居浜市 https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/seisaku/rinjikoufukin.html
愛媛県 ⻄条市 https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/seisakukikaku/rinjikofukin.html
愛媛県 ⼤洲市 https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/fukkou/39298.html
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愛媛県 伊予市 https://www.city.iyo.lg.jp/zaimu/shise/yosan/zaise/index.html
愛媛県 四国中央市 https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/8/31811.html
愛媛県 ⻄予市 https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/soumu/zaisei/9899.html
愛媛県 東温市 https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/7/17990.html 広報誌掲載
愛媛県 上島町 http://town.kamijima.lg.jp/soshiki/2/17897.html
愛媛県 久万⾼原町
愛媛県 松前町 https://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/2/19411.html

愛媛県 砥部町 https://www.town.tobe.ehime.jp/soshiki/1/r4sinngatakorona-
koukakennsyou.html

愛媛県 内⼦町 https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/1/shingatakorona.html
愛媛県 伊⽅町
愛媛県 松野町
愛媛県 ⻤北町

愛媛県 愛南町

https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/chosei/yosanzaisei/rinzikouhukin
kastuyouzigyo.html
https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/chosei/yosanzaisei/zaiseijokyo/k
oronakoufukinzigyou.html
https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/chosei/yosanzaisei/zaiseijokyo/R
4_koronakoufukinzigyou.html

広報誌掲載

⾼知県 0 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110401/2022101100319.html
⾼知県 ⾼知市 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/2/rinjikouhukin.html
⾼知県 室⼾市
⾼知県 安芸市 https://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=6633
⾼知県 南国市 https://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=7767
⾼知県 ⼟佐市 https://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=4971
⾼知県 須崎市 https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=4457
⾼知県 宿⽑市
⾼知県 ⼟佐清⽔市 https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/kikaku/16071.html
⾼知県 四万⼗市 https://www.city.shimanto.lg.jp/site/covid19/3474.html

⾼知県 ⾹南市 https://www.city.kochi-
konan.lg.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/seisaku_keikaku/7875.html

⾼知県 ⾹美市 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/6/korona-jiltuseki.html 広報誌掲載
⾼知県 東洋町 http://www.town.toyo.kochi.jp/contents/info0586.html
⾼知県 奈半利町 http://www.town.nahari.kochi.jp/pink/3622/
⾼知県 ⽥野町
⾼知県 安⽥町 https://www.town.yasuda.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1645
⾼知県 北川村 広報誌掲載
⾼知県 ⾺路村
⾼知県 芸⻄村 http://www.vill.geisei.kochi.jp/pbfile/m001305/pbf20220524111653.pdf

⾼知県 本⼭町 https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/somuka/chihouso
useirinnji/index.html

⾼知県 ⼤豊町 http://www.town.otoyo.kochi.jp
⾼知県 ⼟佐町 http://www.town.tosa.lg.jp/publics/index/386/
⾼知県 ⼤川村 http://www/vill.okawa.kochi.jp
⾼知県 いの町
⾼知県 仁淀川町 https://www.town.niyodogawa.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=2488
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⾼知県 中⼟佐町 https://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1207
⾼知県 佐川町 https://www.town.sakawa.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=2445
⾼知県 越知町
⾼知県 梼原町
⾼知県 ⽇⾼村
⾼知県 津野町
⾼知県 四万⼗町
⾼知県 ⼤⽉町 https://www.town.otsuki.kochi.jp/
⾼知県 三原村
⾼知県 ⿊潮町 https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/kikaku-sougou-senryaku/33780
福岡県 0 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/soukeishin47.html

福岡県 北九州市 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/09000313.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/09000271.html

福岡県 福岡市 https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/somushikin/shisei/rinjikoufukin_jissijo
ukyoutou.html

福岡県 ⼤牟⽥市

福岡県 久留⽶市 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshiki/90021sousen/3010oshiras
e/2022-0530-0838-320.html

福岡県 直⽅市
福岡県 飯塚市
福岡県 ⽥川市 https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0038320/index.html
福岡県 柳川市 https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/corona_top/_7695/_7444.html
福岡県 ⼋⼥市 https://www.city.yame.fukuoka.jp/shisei/8/9773.html
福岡県 筑後市 https://www.city.chikugo.lg.jp/shisei/_6154/_1055/_28583.html 広報誌掲載
福岡県 ⼤川市 https://www.city.okawa.lg.jp/s007/010/020/020/20160225145825.html
福岡県 ⾏橋市 http://www.city.yukuhashi.lg.jp/doc/2021033100015/
福岡県 豊前市 https://www.city.buzen.lg.jp/sousei/documents/r2rinjikoufukinjisseki.pdf

福岡県 中間市 http://www.city.nakama.lg.jp/gyose/zaisekaikaku/koronarinjikouhukin.html

福岡県 ⼩郡市 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/1139/1149/2063
福岡県 筑紫野市
福岡県 春⽇市 www.city.kasuga.fukuoka.jp 広報誌掲載
福岡県 ⼤野城市
福岡県 宗像市 https://www.city.munakata.lg.jp/w009/050/040/000/20220208161104.html
福岡県 太宰府市 広報誌掲載

福岡県 古賀市 https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/zaisei/004.php
※毎年度HPを更新しているため現在は令和3年度完了分を掲載

福岡県 福津市 ttps://www.city.fukutsu.lg.jp/soshiki/machi/keiei/3/1867.html 広報誌掲載
福岡県 うきは市 https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/kiji0033448/index.html
福岡県 宮若市 https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003448129/index.html
福岡県 嘉⿇市
福岡県 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1591338896381/index.html 広報誌掲載

福岡県 みやま市 https://www.city.miyama.lg.jp/s006/shisei/100/180/060/20221201133834.h
tml

福岡県 ⽷島市 https://www.city.itoshima.lg.jp/s005/010/010/020/20221124154802.html
福岡県 那珂川市
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福岡県 宇美町
https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/23/31026.html
https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/23/31028.html
https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/23/31034.html

広報誌掲載

福岡県 篠栗町 https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/zaisei/zaisei/kessan/r03_kes
san.html

福岡県 志免町 https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/2/rinjikoufukin.html
福岡県 須恵町 https://www.town.sue.fukuoka.jp/korona/4930.html

福岡県 新宮町 http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/52,36777,301,543,html
http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/52,39310,301,582,html

福岡県 久⼭町

福岡県 粕屋町 https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s008/010/030/020/20211104155009.h
tml

広報誌掲載

福岡県 芦屋町

福岡県 ⽔巻町 https://www.town.mizumaki.lg.jp/s036/kurashi/010/010/20210209182530.h
tml

福岡県 岡垣町 http://www.town.okagaki.lg.jp/s001/060/040/110/20220620105128.html
福岡県 遠賀町 https://www.town.onga.lg.jp/site/covid-19/list51-156.html
福岡県 ⼩⽵町

福岡県 鞍⼿町 https://www.town.kurate.lg.jp/syoukai/zaisei/covid19_kouhukin_jisseki_kou
ka.html

福岡県 桂川町
福岡県 筑前町 広報誌掲載
福岡県 東峰村
福岡県 ⼤⼑洗町 https://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_2959.html
福岡県 ⼤⽊町 http://www.town.ooki.lg.jp/important/6838.html
福岡県 広川町 https://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/soshiki/kikaku/1/8/3831.html 広報誌掲載

福岡県 ⾹春町 https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s008/info/010/rinnjikouhukinn/20220
630104608.html

福岡県 添⽥町 https://www.town.soeda.fukuoka.jp/docs/2022012800018/ 広報誌掲載
福岡県 ⽷⽥町
福岡県 川崎町 www.town-fukuoka-kawasaki.com 広報誌掲載
福岡県 ⼤任町
福岡県 ⾚村 http://www.akamura.net
福岡県 福智町 http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/machi/seisakusuishin/3465.html
福岡県 苅⽥町

福岡県 みやこ町 https://www.town.miyako.lg.jp/gyouseikeiei/seisaku/skrik/rinjikouhukin.htm
l

福岡県 吉富町
福岡県 上⽑町 https://www.town.koge.lg.jp/chosei/zaisei/3794.htm

福岡県 築上町 https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s056/050/chihososeirinjikohukin.html

佐賀県 0 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382874/index.html
佐賀県 佐賀市
佐賀県 唐津市 https://www.city.karatsu.lg.jp/zaisei/tihousouseirinnjikoufukin.html
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佐賀県 ⿃栖市

https://www.city.tosu.lg.jp/site/coronavirus/7593.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/2425.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/2480.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/38874.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/2450.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/6/21467.html
https://www.city.tosu.lg.jp/site/library/7279.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/50649.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/19/49693.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/50649.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/19/51729.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/19/51731.html
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/10/54208.html

広報誌掲載

佐賀県 多久市
佐賀県 伊万⾥市 https://www.city.imari.saga.jp/20116.htm 広報誌掲載
佐賀県 武雄市 http://www.city.takeo.lg.jp/shisei/sesaku/corona_koufukin/index.html
佐賀県 ⿅島市 https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/25447.html
佐賀県 ⼩城市 https://www.city.ogi.lg.jp/main/33950.html 広報誌掲載
佐賀県 嬉野市
佐賀県 神埼市 https://www.city.kanzaki.saga.jp/main/14455.html
佐賀県 吉野ヶ⾥町
佐賀県 基⼭町 https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji0034331/index.html
佐賀県 上峰町 https://www.town.kamimine.lg.jp/kiji003802/index.html 広報誌掲載
佐賀県 みやき町 https://www.town.miyaki.lg.jp/chosei/zaisei/_4879.html
佐賀県 ⽞海町 https://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/19/65436.html
佐賀県 有⽥町 https://www.town.arita.lg.jp/main/9849.html
佐賀県 ⼤町町
佐賀県 江北町
佐賀県 ⽩⽯町
佐賀県 太良町 https://www.town.tara.lg.jp/chosei/_1676/_4217.html 広報誌掲載
⻑崎県 0 https://www.pref.nagasaki.jp/singi/singi_index.php?sgno=377
⻑崎県 ⻑崎市
⻑崎県 佐世保市

⻑崎県 島原市
https://www.city.shimabara.lg.jp/page17771.html?type=search&q=%e8%87
%a8%e6%99%82%e4%ba%a4%e4%bb%98%e9%87%91&radiobutton=4&now_
P=1&show_num=20&sc_id=2

⻑崎県 諫早市 https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post06/95644.html

⻑崎県 ⼤村市 https://www.city.omura.nagasaki.jp/zaisei/shise/shokai/zaise/rinjikouhukin.
html

⻑崎県 平⼾市
⻑崎県 松浦市
⻑崎県 対⾺市 https://www.city.tsushima.nagasaki.jp/

⻑崎県 壱岐市 https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/seisaku_kikakuka/machizukuri/rinji
_koufukin/9469.html

⻑崎県 五島市
⻑崎県 ⻄海市 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/shisei/shinoseisaku/6/8030.html
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⻑崎県 雲仙市 https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0035228/index.html
https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0035723/index.html

⻑崎県 南島原市 https://www.city.minamishimabara.lg.jp/page9832.html
⻑崎県 ⻑与町 https://webtown.nagayo.jp/kiji0034143/index.html

⻑崎県 時津町
※現在は公開を終了しております。
http://www.town.togitsu.nagasaki.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/gyos
eijoho/hoshin_keikaku_jigyo/6847.html

⻑崎県 東彼杵町
⻑崎県 川棚町 https://www.kawatana.jp/cat05/c5-03/post_513/index.html

⻑崎県 波佐⾒町 https://www.town.hasami.lg.jp/machi/soshiki/kikakuzaisei/1/4/2/3944.html 広報誌掲載

⻑崎県 ⼩値賀町
⻑崎県 佐々町

⻑崎県 新上五島町

https://official.shinkamigoto.net/goto_culture_full.php?eid=04951&wcid=10
0
https://official.shinkamigoto.net/goto_chosei_full.php?eid=05585&r=4&wcid
=l00008

熊本県 0 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/18/148997.html
熊本県 熊本市 https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2422
熊本県 ⼋代市
熊本県 ⼈吉市
熊本県 荒尾市
熊本県 ⽔俣市 https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0033115/index.html
熊本県 ⽟名市
熊本県 ⼭⿅市 https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/kiji0031120/index.html
熊本県 菊池市 https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/129/30464.html
熊本県 宇⼟市 https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1138/2080.html
熊本県 上天草市 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/33/13970.html
熊本県 宇城市 https://www.city.uki.kumamoto.jp/gyousei/sonota_gyosei/2256573 広報誌掲載

熊本県 阿蘇市 https://www.city.aso.kumamoto.jp/municipal/business_policy/covid-19-
rinjikoufukin/

熊本県 天草市 https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji00310065/index.html
熊本県 合志市
熊本県 美⾥町 https://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/q/aview/2/9392.html
熊本県 ⽟東町
熊本県 南関町 https://www.town.nankan.lg.jp
熊本県 ⻑洲町 https://www.town.nagasu.lg.jp/kiji0037483/index.html

熊本県 和⽔町
https://www.town.nagomi.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=3692&typ
e=search&q=%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a&radiobutton=4&now_P=
3&show_num=20&sc_id=2

熊本県 ⼤津町 広報誌掲載
熊本県 菊陽町
熊本県 南⼩国町 https://www.town.minamioguni.lg.jp/gyousei/zaisei/post_13.html
熊本県 ⼩国町
熊本県 産⼭村
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熊本県 ⾼森町 https://www.town.takamori.kumamoto.jp/kinkyu/kinkyu-
joho/covid19/index.html

熊本県 ⻄原村
熊本県 南阿蘇村 https://www.vill.minamiaso.lg.jp/kiji0032287/index.html
熊本県 御船町
熊本県 嘉島町
熊本県 益城町
熊本県 甲佐町 https://www.town.kosa.lg.jp/q/aview/136/9127.html
熊本県 ⼭都町
熊本県 氷川町 https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/kiji003262/index.html
熊本県 芦北町 http://www.ashikita-t.kumamoto-sgn.jp/
熊本県 津奈⽊町
熊本県 錦町 http://nishiki-machi.com/docs/2022102600016/

熊本県 多良⽊町 https://www.town.taragi.lg.jp/gyousei/soshiki/kikakukanko/mati_osirase/30
80.html

熊本県 湯前町 https://www.town.yunomae.lg.jp/kiji0032781/index.html
熊本県 ⽔上村 https://www.vill.mizukami.lg.jp/q/aview/46/2278.html
熊本県 相良村 https://www.vill.sagara.lg.jp/q/aview/107/1314.html
熊本県 五⽊村 https://www.vill.itsuki.lg.jp/kiji0031539/index.html
熊本県 ⼭江村
熊本県 球磨村 https://www.kumamura.com
熊本県 あさぎり町
熊本県 苓北町 https://reihoku-kumamoto.jp/20282/
⼤分県 0 https://www.pref.oita.jp/soshiki/10111/03gyoseihyoka.html

⼤分県 ⼤分市 https://www.city.oita.oita.jp/o032/shisejoho/kekakuzaise/koronarinjikouhuk
in.html

⼤分県 別府市 https://www.city.beppu.oita.jp/sisei/zaisei/rinjikouhu.html
⼤分県 中津市 https://www.city-nakatsu.jp/doc/2021042800081/

⼤分県 ⽇⽥市 https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kikakushinko/seisakukikakuka/seisaku
kikaku/jorei/torikumi/korona/14049.html

⼤分県 佐伯市 https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0031990/index.html
⼤分県 ⾅杵市 https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2022071100067/
⼤分県 津久⾒市
⼤分県 ⽵⽥市 https://www.city.taketa.oita.jp/covid/sonota/5909.html
⼤分県 豊後⾼⽥市 https://www.city.bungotakada.oita.jp/page/page_03581.html
⼤分県 杵築市

⼤分県 宇佐市 https://www.city.usa.oita.jp/sougo/soshiki/10/sogoseisaku/1/oshirase/183
03.html

⼤分県 豊後⼤野市 https://www.bungo-ohno.jp/docs/2022061500068/

⼤分県 由布市 https://www.city.yufu.oita.jp/siseijouhou/siseijouhou_cate1/siseijouhou_cat
e1_cate3/matihitosigotosogosenryaku

⼤分県 国東市 https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/kikaku/rinjikoufukin.html
⼤分県 姫島村
⼤分県 ⽇出町 https://www.town.hiji.lg.jp/gyoseijoho/zaisei/sonohoka/2125.html
⼤分県 九重町 https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2022080900016/
⼤分県 玖珠町 https://www.town.kusu.oita.jp/soshiki/miraisouseika/2/4729.html
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宮崎県 0 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sogoseisaku/kense/sogoseisaku/chihososei
/20220621142656.html

宮崎県 宮崎市 https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/covid19/specialgrantcovid19/
宮崎県 都城市 https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/78/51660.html
宮崎県 延岡市 https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/1/22696.html
宮崎県 ⽇南市

宮崎県 ⼩林市 https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/shingatacoronaviruskan
senshokinkyukeizaitaisakushitsu/oshirase/6388.html

宮崎県 ⽇向市 http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=200608110609 広報誌掲載
宮崎県 串間市 https://www.city.kushima.lg.jp/main/info/cat3216/post-610.html
宮崎県 ⻄都市 https://www.city.saito.lg.jp/shiseigyosei/kaikaku_kokai/post_1315.html
宮崎県 えびの市
宮崎県 三股町 広報誌掲載
宮崎県 ⾼原町 広報誌掲載

宮崎県 国富町 http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/main/administration/other/page0014
97.html

宮崎県 綾町
宮崎県 ⾼鍋町 https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/zaiseikeiei/2/1/2/3797.html
宮崎県 新富町 https://www.town.shintomi.lg.jp/5122.htm
宮崎県 ⻄⽶良村
宮崎県 ⽊城町

宮崎県 川南町 https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/uploaded/attachment/4403.pdf 広報誌掲載

宮崎県 都農町 https://www.town.tsuno.lg.jp/3rdCategory?categoryId=20000091 広報誌掲載

宮崎県 ⾨川町 https://www.town.kadogawa.lg.jp/administration/finance/page004091.html

宮崎県 諸塚村

宮崎県 椎葉村 https://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/affair/%E3%81%82%E3%81%84%E3%81
%86.pdf

宮崎県 美郷町
宮崎県 ⾼千穂町
宮崎県 ⽇之影町
宮崎県 五ヶ瀬町 https://www.town.gokase.miyazaki.jp/kakuka/soumu/gyosei/1271.html

⿅児島県 0 https://www.pref.kagoshima.jp/ab05/jisshijoukyo.html

⿅児島県 ⿅児島市 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kikakuzaisei/kikaku/sousei/2021rinjikouhu
kinn.html

⿅児島県 ⿅屋市 https://www.city.kanoya.lg.jp/suishin/corona.html
⿅児島県 枕崎市 https://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/kikaku/14889.html
⿅児島県 阿久根市 https://www.city.akune.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2917.html
⿅児島県 出⽔市 https://www.city.kagoshima-izumi.lg.jp/page/page_06641.html
⿅児島県 指宿市

⿅児島県 ⻄之表市 http://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/kikaku/kikakutyousei/rinji
kofukin/6383.html

⿅児島県 垂⽔市 https://www.city.tarumizu.lg.jp/seisaku/shise/sesaku/sousei/kannrenjigyou
/rinzikoufukin.html
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⿅児島県 薩摩川内市 https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1664525969655/index.
html

⿅児島県 ⽇置市 http://www.city.hioki.kagoshima.jp/zaisei/shisejoho/zaise/shingatakoronako
uhukin.html

⿅児島県 曽於市 https://www.city.soo.kagoshima.jp/gyousei/sisakukeikaku/2022-0927-1337-
12.html

⿅児島県 霧島市 http://www.city-kirishima.jp/kikaku/2020rinjikouhukinkenshou.html
⿅児島県 いちき串⽊野市 http://www.city.ichikikushikino.lg.jp/zaisei1/shise/yosan/kessan.html

⿅児島県 南さつま市 https://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/kenko-iryo-
fukushi/kansen/e027413.html

⿅児島県 志布志市 https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/1/1397.html 広報誌掲載
⿅児島県 奄美市 https://www.city.amami.lg.jp/kikaku/corona.html
⿅児島県 南九州市 http://www.city.minamikyushu.lg.jp/hoken-yobou/korona_info.html
⿅児島県 伊佐市 https://www.city.isa.kagoshima.jp/
⿅児島県 姶良市 http://www.city.aira.lg.jp/zaisei/gyosei/yosan/kohyo/rinjikouhukin.html
⿅児島県 三島村 http://mishimamura.com/gyousei/jigyoukouka/
⿅児島県 ⼗島村 http://www.tokara.jp

⿅児島県 さつま町 https://www.satsuma-
net.jp/zaise/machi/yosan/zaise/corona_kouhukin.html

⿅児島県 ⻑島町 https://www.town.nagashima.lg.jp/info_kizai/07/
⿅児島県 湧⽔町 https://www.town.yusui.kagoshima.jp
⿅児島県 ⼤崎町 http://www.town.kagoshima-osaki.lg.jp
⿅児島県 東串良町
⿅児島県 錦江町 http://www.town.kinko.lg.jp/somu-h/koronajisshou.html

⿅児島県 南⼤隅町 https://www.town.minamiosumi.lg.jp/soumu/machi/yosan/koronakofukin.ht
ml

⿅児島県 肝付町 https://kimotsuki-town.jp/soshiki/somuka/3/4373.html
⿅児島県 中種⼦町 https://town.nakatane.kagoshima.jp/zaisei/zaisei.html
⿅児島県 南種⼦町 http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/publicize/4.html
⿅児島県 屋久島町 http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/info-living/45731/
⿅児島県 ⼤和村 広報誌掲載
⿅児島県 宇検村 https://www.uken.net/20221212.html

⿅児島県 瀬⼾内町

https://www.town.setouchi.lg.jp/kikaku/reiwa2nendo_syuyousisakunoseikan
ikansurusetumeisyo.html
https://www.town.setouchi.lg.jp/shinkou/r3shuyoshisakunoseikanikansurus
etsumeisho.html

⿅児島県 ⿓郷町 https://www.town.tatsugo.lg.jp/kikakukanko/chose/kakuka/rinjikoufujisseki
.html

⿅児島県 喜界町 https://www.town.kikai.lg.jp/zaisei/koronakouhukinn.html
⿅児島県 徳之島町 http://www.tokunoshima-town.org/soumuka/zaisei/koronajisseki.html
⿅児島県 天城町
⿅児島県 伊仙町
⿅児島県 和泊町 https://www.town.wadomari.lg.jp/soumu/koufukin.html
⿅児島県 知名町 https://www.town.china.lg.jp/soumu/kurasu/chosejoho/kouhukinn.html
⿅児島県 与論町 https://www.yoron.jp/kihon/pub/detail.aspx?c_id=6&id=87&pg=1
沖縄県 0 https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kikaku/chosei/ringi.html
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沖縄県 那覇市 https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/kaikaku/korona-
rinjikouhukin/index.html

沖縄県 宜野湾市 https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/kikaku/1/ginowanshikoronakoufukin.
html

沖縄県 ⽯垣市 https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kikaku_seisaku/covid19_kikaku
/7523.html

沖縄県 浦添市 複数事業において個別に⾃治体HP等で公表。 広報誌掲載
沖縄県 名護市 https://www.city.nago.okinawa.jp/articles/2022112500054/
沖縄県 ⽷満市 http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2020080600011/
沖縄県 沖縄市 https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k010-001/contents/p00003.html
沖縄県 豊⾒城市 https://www.city.tomigusuku.lg.jp/living/8491/8492/13067 広報誌掲載
沖縄県 うるま市 https://www.city.uruma.lg.jp/shisei/158/22571
沖縄県 宮古島市 https://www.city.miyakojima.lg.jp/
沖縄県 南城市 https://www.city.nanjo.okinawa.jp/topics/1648168972/

沖縄県 国頭村

http://www.vill.kunigami.okinawa.jp/covid19/%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF
%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E
3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%
E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%9C%B0
%E6%96%B9%E5%89%B5-2/

沖縄県 ⼤宜味村
沖縄県 東村 広報誌掲載
沖縄県 今帰仁村

沖縄県 本部町 https://www.town.motobu.okinawa.jp/gyosei/soshiki/kikakusyoukou/3860

沖縄県 恩納村 http://www.vill.onna.okinawa.jp/topics/1629255324/ 広報誌掲載
沖縄県 宜野座村 http://www.vill.ginoza.okinawa.jp/archives/25275
沖縄県 ⾦武町 https://www.town.kin.okinawa.jp/covid19/index.html 広報誌掲載

沖縄県 伊江村 https://www.iejima.org/document/2022021000010/file_contents/kouhoushi
_r408_no513.pdf

広報誌掲載

沖縄県 読⾕村 https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/sections/finance2/post-3445.html
沖縄県 嘉⼿納町 https://www.town.kadena.okinawa.jp/

沖縄県 北⾕町 http://www.chatan.jp/choseijoho/zaisei/r3copid_rinjikouhu/rinnjikoufukinn.
html

沖縄県 北中城村 https://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/kakuka/kikaku/kikaku/2999.html

沖縄県 中城村 https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/list_typeA.jsp?menuid=16644&id=9
9872&funcid=2&editMode=

広報誌掲載

沖縄県 ⻄原町 www.town.nishihara.okinawa.jp/zaisei/koronakoufukin.html
沖縄県 与那原町 https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/kakukka/index.html
沖縄県 南⾵原町 http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2022021000034/
沖縄県 渡嘉敷村
沖縄県 座間味村 https://www.vill.zamami.okinawa.jp/politics/sonsei/post-16.html 広報誌掲載

沖縄県 粟国村 https://www.vill.aguni.okinawa.jp/material/files/group/1/R3coronakoufukin.
pdf

広報誌掲載

沖縄県 渡名喜村
沖縄県 南⼤東村
沖縄県 北⼤東村
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沖縄県 伊平屋村 http://www.vill.iheya.okinawa.jp/detail.jsp?id=102963&type=TopicsTopPage
&select=&funcid=2&editMode=

沖縄県 伊是名村
沖縄県 久⽶島町 https://www.town.kumejima.okinawa.jp/docs/2021102700016/
沖縄県 ⼋重瀬町 https://www.town.yaese.lg.jp/docs/2022052600043/
沖縄県 多良間村
沖縄県 ⽵富町 https://www.town.taketomi.lg.jp/topics/1614217320/
沖縄県 与那国町


