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福島市 実施予定あり 024-525-3703 http://www.city.fukushima.fukushima.jp/

会津若松市 実施予定あり 0242-39-1213 http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/

郡山市 実施予定あり 024-924-2041 https://www.city.koriyama.fukushima.jp

いわき市 実施予定あり 0246-22-7403 http://www.city.iwaki.lg.jp

白河市 募集受付終了 0248-22-1111 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/

須賀川市 募集受付終了 0248-88-9115 http://www.citysukagawa.fukushima.jp/1797.htm

喜多方市 募集受付終了 0241-24-5211 http://www.city.kitakata.fukushima.jp/

相馬市 募集受付終了 0244-37-2116 http://www.city.soma.fukushima.jp/

二本松市 募集受付終了 0243-55-5083 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/

田村市 募集受付終了 0247-81-2111 http://www.city.tamura.lg.jp

南相馬市 実施予定あり 0244-24-5222 https://www.city.minamisoma.lg.jp/

伊達市 実施予定あり 024-575-1104 http://www.city.fukushima-date.lg.jp/

本宮市 実施予定あり 0243-24-5302 http://www.city.motomiya.lg.jp/

桑折町 募集受付終了 024-582-2111 http://www.town.koori.fukushima.jp/

国見町 募集受付終了 024-585-2112 http://www.town.kunimi.fukushima.jp/

川俣町 募集受付終了 024-566-2111

大玉村 募集受付終了 0243-24-8134 https://www.vill.otama.fukushima.jp/

鏡石町 募集受付終了 0248-62-2111 http://www.town.kagamiishi.fukushima.jp/

天栄村 募集受付終了 0248-82-2111

下郷町 募集受付終了 0241-69-1122 http://www.town.shimogo.fukushima.jp/

檜枝岐村 募集受付終了 0241-75-2500

只見町 実施予定あり 0241-82-5210 http://www.tadami.gr.jp/

南会津町 募集受付終了 0241-62-6100 http://www.minamiaizu.org/

北塩原村 募集受付終了 0241-23-3111 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp

西会津町 募集受付終了 0241-45-2211 https://www.town.nishiaizu.fukushima.jp

磐梯町 募集受付終了 0242-74-1223 https://www.town.bandai.fukushima.jp/

猪苗代町 募集受付終了 0242-62-2111 https://www.town.inawashiro.frukushima.jp

会津坂下町 募集受付終了 0242-84-1503 http://www.aizubange.fukushima.jp

湯川村 募集受付終了 0241-27-8800 http:/www.vill.yugawa.fukushima.jp/

柳津町 募集受付終了 0241-42-2112 http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/

三島町 実施予定なし 0241-48-5511 http://www.town.mishima.fukushima.jp/

金山町 募集受付終了 0241-54-5111 http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/

昭和村 募集受付終了 0241-57-2111 http://www.vill.showa.fukushima.jp/

会津美里町 募集受付終了 0242-55-1122 http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/

西郷村 募集受付終了 0248-25-1112 https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/

泉崎村 募集受付終了 0248-53-2111 http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/

中島村 募集受付終了 0248-52-2111 http://www.vill-nakajima.jp/

矢吹町 実施予定なし 0248-42-2117 http://www.town.yabuki.fukushima.jp/

棚倉町 募集受付終了 0247-33-2111 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/

矢祭町 募集受付終了 0247-46-3131 http://www.town.yamatsuri.fukushima.jp

塙町 募集受付終了 0247-43-2111 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/

鮫川村 募集受付終了 0247-49-3111 https://www.vill.samegawa.fukushima.jp/
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石川町 募集受付終了 0247-26-2113 http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/

玉川村 募集受付終了 0247-57-4621 http://www.vill.tamakawa.fukushima.jp/

平田村 募集受付終了 0247-55-3111 http://www.vill.hirata.fukushima.jp

浅川町 募集受付終了 0247-36-4121 http://www.town.asakawa.fukushima.jp/

古殿町 募集受付終了 0247-53-4611 http://www.town.furudono.fukushima.jp/

三春町 募集受付終了 0247-62-2111 http://www.town.miharu.fukushima.jp/

小野町 募集受付終了 0247-72-2111 http://www.town.ono.fukushima.jp

広野町 募集受付終了 0240-27-2111 http://www.town.hirono.fukushima.jp/

楢葉町 募集受付終了 0240-23-6100 http://www.town.naraha.lg.jp

富岡町 募集受付終了 0240-22-9006 https://www.tomioka-town.jp/

川内村 実施予定あり 0240-38-2111 http://kawauchimura.jp

大熊町 募集受付終了 0242-26-3844 https://www.town.okuma.fukushima.jp/

双葉町 実施予定あり 0246-84-5201 http://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/

浪江町 募集受付終了 0240-34-0235 https://www.town.namie.fukushima.jp

葛尾村 募集受付終了 0240-29-2111 http://www.katsurao.org/

新地町 実施予定あり 0244-62-2111 http://www.shinchi-town.jp

飯舘村 募集受付終了 0244-42-1611 http://www.vill.iitate.fukushima.jp/

公立藤田病院組合 募集受付終了 024-585-2121 http://www.fujita-hp.jp

公立岩瀬病院企業団 実施予定あり 0248-75-3111 http://www.iwase-hp.jp

須賀川地方保健環境組合 実施予定あり 0248-73-4515 http://www.kankyou-sukagawatiho.jp/

公立小野町地方綜合病院企業団 募集受付終了 0247-72-3181 https://www.ono-hp.jp/

相馬方部衛生組合 募集受付終了 0244-35-4124 http://www.bb.soma.or.jp/~psghjim1/

白河地方広域市町村圏整備組合 募集受付終了 0248-22-1145 https://www.shirakawa.jp/

喜多方地方広域市町村圏組合 募集受付終了 0241-22-3426 http://kouiki.kitakata.fukushima.jp

伊達地方消防組合 募集受付終了 024-575-0180 http://www.date119.jp/

相馬地方広域市町村圏組合 募集受付終了 0244-35-0211 http://www.soma-area.jp/

安達地方広域行政組合 募集受付終了 0243-22-1101 http://www.union.adachi.lg.jp/

会津若松地方広域市町村圏整備組合 募集受付終了 0242-24-6311 http://www.aizu-kouiki.jp/

須賀川地方広域消防組合 募集受付終了 0248-76-3112 http://www.sukagawa119.jp

南会津地方広域市町村圏組合 募集受付終了 0241-62-0054 http://www.minamiaizu-kouiki.jp/

相馬地方広域水道企業団 募集受付終了 0244-35-6800 http://suido-soma.pr.jp

福島県後期高齢者医療広域連合 実施予定あり 024-528-9025 http://fukushima-kouikirengou.lineup.jp

南会津地方環境衛生組合 募集受付終了 0241-67-2480 http://minamiaizukankyoueisei.bz-office.net/
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