
Is値0.3未満の棟数 都道府県名 設置者名 Is値0.3未満の棟数 都道府県名 設置者名

北海道 函館市
北海道 士別市
北海道 名寄市
青森県 黒石市
青森県 野辺地町
山形県 鶴岡市
福島県 矢祭町
茨城県 結城市
茨城県 坂東市
茨城県 稲敷市
茨城県 大洗町
千葉県 佐倉市
千葉県 柏市
千葉県 市原市
東京都 三鷹市
神奈川県 鎌倉市
滋賀県 湖南市
大阪府 吹田市
兵庫県 宝塚市
島根県 奥出雲町
岡山県 笠岡市
広島県 広島市

福島県 福島市 広島県 廿日市市
群馬県 高崎市 広島県 安芸太田町
大阪府 豊中市 山口県 萩市
北海道 北見市 山口県 柳井市
神奈川県 横浜市 香川県 三豊市
岐阜県 岐阜市 愛媛県 松山市
千葉県 君津市 高知県 土佐清水市
大阪府 池田市 高知県 四万十市
奈良県 奈良市 長崎県 平戸市
岡山県 総社市 長崎県 壱岐市
広島県 尾道市 沖縄県 うるま市
山口県 周南市 北海道 小樽市
愛媛県 宇和島市 北海道 岩見沢市
福島県 会津若松市 北海道 七飯町
群馬県 前橋市 北海道 長沼町
島根県 益田市 北海道 美瑛町
山口県 岩国市 北海道 枝幸町
北海道 苫小牧市 北海道 滝上町
福島県 田村市 北海道 標茶町
茨城県 神栖市 青森県 弘前市
和歌山県 白浜町 岩手県 大船渡市
岡山県 倉敷市 福島県 喜多方市
山口県 宇部市 福島県 石川町
福岡県 北九州市 茨城県 小美玉市
北海道 札幌市 茨城県 城里町
北海道 釧路市 茨城県 八千代町
北海道 稚内市 栃木県 鹿沼市
北海道 江別市 埼玉県 飯能市
埼玉県 入間市 埼玉県 狭山市
東京都 江戸川区 埼玉県 日高市
新潟県 上越市 千葉県 木更津市
富山県 富山市 千葉県 野田市
岡山県 備前市 千葉県 香取市
徳島県 鳴門市 東京都 墨田区
高知県 宿毛市 新潟県 柏崎市
北海道 浦河町 新潟県 十日町市
岩手県 盛岡市 石川県 七尾市
山形県 上山市 長野県 千曲市
山形県 中山町 静岡県 島田市
茨城県 北茨城市 三重県 鳥羽市
茨城県 つくば市 京都府 宮津市
茨城県 ひたちなか市 大阪府 岸和田市
千葉県 松戸市 大阪府 泉大津市
千葉県 八千代市 大阪府 豊能町
千葉県 匝瑳市 島根県 浜田市
新潟県 三条市 広島県 三原市
新潟県 村上市 広島県 大竹市
富山県 黒部市 広島県 東広島市
石川県 白山市 広島県 府中町
長野県 上田市 山口県 防府市
岐阜県 郡上市 山口県 美祢市
大阪府 大阪市 愛媛県 今治市
大阪府 堺市 愛媛県 四国中央市
大阪府 藤井寺市 高知県 いの町
大阪府 島本町 福岡県 大牟田市
兵庫県 神戸市 福岡県 築上町
兵庫県 香美町 佐賀県 有田町
岡山県 岡山市 長崎県 松浦市
宮崎県 延岡市 大分県 宇佐市
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Is値0.3未満の棟数 都道府県名 設置者名 Is値0.3未満の棟数 都道府県名 設置者名

1棟 北海道 室蘭市 1棟 徳島県 阿南市
1棟 北海道 登別市 1棟 高知県 南国市
1棟 北海道 伊達市 1棟 高知県 馬路村
1棟 北海道 奥尻町 1棟 福岡県 大川市
1棟 北海道 上富良野町 1棟 福岡県 鞍手町
1棟 北海道 小平町 1棟 佐賀県 伊万里市
1棟 北海道 礼文町 1棟 長崎県 五島市
1棟 北海道 遠軽町 1棟 長崎県 西海市
1棟 北海道 洞爺湖町 1棟 大分県 佐伯市
1棟 北海道 むかわ町 1棟 宮崎県 高千穂町
1棟 北海道 平取町 1棟 鹿児島県 曽於市
1棟 北海道 別海町 1棟 沖縄県 沖縄市
1棟 青森県 今別町 1棟 沖縄県 北谷町
1棟 青森県 六戸町 1棟 沖縄県 中城村
1棟 宮城県 大崎市
1棟 宮城県 涌谷町
1棟 山形県 川西町
1棟 福島県 下郷町
1棟 福島県 磐梯町
1棟 福島県 猪苗代町
1棟 福島県 棚倉町
1棟 茨城県 常陸大宮市
1棟 茨城県 かすみがうら市
1棟 茨城県 つくばみらい市
1棟 茨城県 東海村
1棟 茨城県 大子町
1棟 栃木県 栃木市
1棟 栃木県 市貝町
1棟 群馬県 東吾妻町
1棟 埼玉県 熊谷市
1棟 埼玉県 川口市
1棟 埼玉県 八潮市
1棟 千葉県 千葉市
1棟 千葉県 東金市
1棟 千葉県 旭市
1棟 千葉県 鴨川市
1棟 千葉県 大網白里市
1棟 千葉県 睦沢町
1棟 東京都 中野区
1棟 新潟県 佐渡市
1棟 新潟県 魚沼市
1棟 富山県 砺波市
1棟 福井県 坂井市
1棟 山梨県 富士川町
1棟 長野県 長野市
1棟 長野県 岡谷市
1棟 長野県 佐久市
1棟 長野県 坂城町
1棟 岐阜県 関ケ原町
1棟 静岡県 富士市
1棟 静岡県 河津町
1棟 静岡県 森町
1棟 三重県 志摩市
1棟 滋賀県 近江八幡市
1棟 京都府 福知山市
1棟 京都府 与謝野町
1棟 大阪府 高槻市
1棟 大阪府 守口市
1棟 大阪府 柏原市
1棟 大阪府 摂津市
1棟 大阪府 岬町
1棟 兵庫県 赤穂市
1棟 奈良県 宇陀市
1棟 鳥取県 倉吉市
1棟 島根県 出雲市
1棟 島根県 江津市
1棟 島根県 川本町
1棟 岡山県 玉野市
1棟 広島県 竹原市
1棟 広島県 江田島市
1棟 広島県 北広島町
1棟 山口県 山口市
1棟 徳島県 小松島市


