
平成23(2011)年4月1日現在

都道府県名

夕張市 美唄市 砂川市 歌志内市 深川市 新篠津村 福島町

知内町 鹿部町 上ノ国町 乙部町 島牧村 寿都町 蘭越町

ニセコ町 真狩村 喜茂別町 倶知安町 共和町 岩内町 泊村

神恵内村 積丹町 仁木町 赤井川村 上砂川町 栗山町 妹背牛町

秩父別町 北竜町 鷹栖町 東神楽町 比布町 上川町 中富良野町

和寒町 剣淵町 下川町 中川町 猿払村 幌延町 訓子府町

西興部村 雄武町 豊浦町 壮瞥町 厚真町 新冠町 えりも町

新ひだか町 士幌町 鹿追町 清水町 芽室町 中札内村 更別村

豊頃町 本別町 浦幌町

今別町 蓬田村 外ヶ浜町 鰺ヶ沢町 深浦町 田舎館村 大間町

東通村 風間浦村 佐井村 南部町 階上町 新郷村

八戸市階上町田代小学校中学校組合

秋田県 能代市 仙北市 小坂町 上小阿仁村 藤里町 八峰町

八郎潟町 美郷町 東成瀬村

河北町 大江町 大石田町 舟形町 大蔵村 鮭川村 三川町

遊佐町

茨城県 龍ケ崎市 五霞町

栃木県 高根沢町

上野村 南牧村 高山村 昭和村 みなかみ町 玉村町 明和町

千代田町

羽生市 戸田市 新座市 富士見市 幸手市 滑川町 川島町

鳩山町 寄居町 宮代町 杉戸町

千葉県 山武市 酒々井町 神崎町 多古町 東庄町 九十九里町

長柄町 長南町

中央区 港区 新宿区 台東区 江東区 目黒区 世田谷区

豊島区 荒川区 葛飾区 武蔵野市 調布市 町田市 小金井市

小平市 国分寺市 国立市 福生市 清瀬市 稲城市 羽村市

西東京市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 利島村 神津島村

三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村

相模原市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市 三浦市 厚木市

大和市 伊勢原市 海老名市 南足柄市 綾瀬市 寒川町 大磯町

二宮町 中井町 大井町 松田町 山北町 開成町 箱根町

真鶴町 湯河原町 清川村

見附市 南魚沼市 聖籠町 弥彦村 田上町 阿賀町 出雲崎町

刈羽村 粟島浦村

富山県 舟橋村 上市町 入善町

石川県 石川県 かほく市 川北町 内灘町 穴水町

北海道

青森県

新潟県

山形県

群馬県

埼玉県

千葉県

耐震化率100%を達成している設置者一覧（小中学校）　　［５４５設置者］

学校設置者名

秋田県

東京都

神奈川県

資料８
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福井県 あわら市 池田町 越前町 高浜町

山梨市 韮崎市 早川町 身延町 南部町 昭和町 道志村

西桂町 忍野村 山中湖村 鳴沢村 丹波山村

小諸市 中野市 塩尻市 東御市 小海町 川上村 南牧村

南相木村 北相木村 御代田町 青木村 長和町 富士見町 原村

飯島町 南箕輪村 中川村 宮田村 阿南町 阿智村 根羽村

下條村 売木村 天龍村 泰阜村 喬木村 豊丘村 大鹿村

上松町 南木曽町 木祖村 王滝村 大桑村 麻績村 生坂村

山形村 朝日村 筑北村 池田町 松川村 白馬村 小谷村

高山村 山ノ内町 木島平村 小川村

小海町北相木村南相木村中学校組合 上田市長和町中学校組合

松本市・山形村・朝日村中学校組合 麻績村筑北村学校組合

本巣市 岐南町 輪之内町 安八町 大野町 北方町 坂祝町

富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町

白川村 東安中組合 共和中組合 養基小組合 双葉中組合

静岡市 浜松市 沼津市 島田市 磐田市 掛川市 袋井市

御前崎市 菊川市 伊豆の国市 牧之原市 東伊豆町 河津町 南伊豆町

松崎町 西伊豆町 函南町 清水町 長泉町 吉田町 森町

牧之原市菊川市学校組合 御前崎市牧之原市学校組合

豊橋市 一宮市 津島市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市

常滑市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 日進市

田原市 愛西市 清須市 弥富市 みよし市 あま市 東郷町

長久手町 豊山町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町

東浦町 美浜町 幸田町 設楽町 東栄町

伊勢市 桑名市 亀山市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町

多気町 明和町 大台町 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町

紀北町 多気町松阪市学校組合

滋賀県 日野町 竜王町 愛荘町 甲良町

舞鶴市 綾部市 八幡市 井手町 宇治田原町 京丹波町

相楽東部広域連合

大阪府 松原市 箕面市 高石市 田尻町

兵庫県 芦屋市 三田市 南あわじ市 加東市 猪名川町 稲美町

播磨町 市川町 三土中学校事務組合 南あわじ市・洲本市小中学校組合

播磨高原広域事務組合

大和郡山市 桜井市 山添村 三郷町 安堵町 三宅町 曽爾村

明日香村 広陵町 吉野町 大淀町 黒滝村 野迫川村 下北山村

上北山村 川上村 東吉野村

長野県

愛知県

山梨県

静岡県

岐阜県

奈良県

兵庫県

京都府

三重県
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岩出市 紀美野町 九度山町 高野町 湯浅町 広川町 美浜町

日高町 印南町 日高川町 太地町 古座川町 北山村 串本町

御坊市日高川町中学校組合

岩美町 八頭町 三朝町 琴浦町 北栄町 日吉津村 大山町

南部町 日南町

島根県 美郷町 海士町 知夫村

岡山県 和気町 早島町 里庄町 新庄村 勝央町 奈義町

西粟倉村 笠岡・矢掛組合

広島県 大崎上島町 世羅町

山口県 該当なし

徳島県 徳島県 上勝町 佐那河内村 美波町 松茂町 板野町

香川県 香川県 三木町 直島町

愛媛県 上島町 久万高原町 篠山小中学校組合

南国市 東洋町 奈半利町 北川村 本山町 大豊町 土佐町

大川村 中土佐町 梼原町 津野町 大月町 三原村

福岡県 田川市 大野城市 太宰府市 福津市 嘉麻市 みやま市

糸島市 那珂川町 宇美町 篠栗町 新宮町 桂川町 筑前町

東峰村 大木町 香春町 糸田町 大任町 赤村 苅田町

みやこ町 吉富町 上毛町 吉富町外一市中学校組合

佐賀県 鳥栖市 多久市 吉野ヶ里町 基山町 上峰町 玄海町

江北町

長崎県 長崎県 時津町 東彼杵町 波佐見町

熊本県 荒尾市 玉東町 長洲町 大津町 南小国町 小国町

産山村 高森町 西原村 南阿蘇村 嘉島町 益城町 山都町

芦北町 錦町 多良木町 湯前町 水上村 相良村 山江村

球磨村 苓北町

大分県 大分県 姫島村

宮崎県 日南市 三股町 高原町 国富町 西米良村 川南町

門川町 日之影町 五ヶ瀬町

鹿児島県 三島村 十島村 東串良町 錦江町 南大隅町 南種子町 和泊町

沖縄県 東村 宜野座村 北中城村 南風原町 渡名喜村 北大東村 多良間村

高知県

（注）・公立小中学校（小学校、中学校、中等教育学校（前期課程））を保有する設置者のうち、非木造学校施設の耐震化率100%の
　　　　設置者（市区町村及び学校組合）。
　　　・下線が付されている設置者は、平成23年度調査において耐震化率100%を達成した設置者。
　　　・岩手県、宮城県、福島県は除く。

　※　平成２２年４月１日現在では、耐震化率100%を達成している設置者は３７５設置者であった。

宮崎県

熊本県

佐賀県

福岡県

岡山県

鳥取県

和歌山県


