
2018年12月28日現在
六次登録 七次登録 八次登録 九次登録 十次登録 十一次登録 復興ありがとうホストタウン

111 31 40 41 38 30 11 28 15 15 8 23 19
1 南アフリカ 飯塚市 町田市 岩沼市 3

4 ベナン 幸手市、横浜市 2
5 ボツワナ 横浜市 1

14 コートジボワール 横浜市 岐阜市ほか 2

15 ジブチ 南相馬市 1

16 エジプト 天理市 天理市ほか（自治体追
加）

1

17 エリトリア 神奈川県ほか 1
18 エチオピア 笠間市 1
21 ガーナ 猪苗代町 1
22 ギニア 三島村 1
25 ケニア 目黒区、福岡県ほか 2
30 マラウイ 太田市 1
35 モザンビーク 石川県ほか 1
39 ウガンダ 泉佐野市 立科町 2
40 ルワンダ 八幡平市 1
49 タンザニア連合共和国 長井市 1
51 トーゴ 日向市 1

52 チュニジア 横浜市 石巻市 2

56 アルゼンチン 境町 1

59 バルバドス 南陽市 1
60 ベリーズ 横芝光町 1

63 ブラジル 浜松市、香川県 埼玉県ほか、香川県ほ
か（自治体追加） 弘前市、加古川市 遠野市、大田区、相模

原市、石川県ほか
9

65 カナダ 和歌山県ほか 盛岡市、香川県ほか 名古屋市、四日市市、
神戸市 三沢市 相模原市 石川県ほか、岡谷市 盛岡市ほか（自治体追

加）、宮崎県ほか
岐阜市ほか、三重県ほ

か 名取市 14

66 チリ 加美町 1

67 コロンビア 埼玉県ほか 郡上市 前橋市 2

68 コスタリカ 松川町 1

69 キューバ 龍ヶ崎市 1

70 ドミニカ共和国 松戸市 北広島町 2

74 アメリカ合衆国 岐阜県ほか、三島市 世田谷区、大分県ほか 川場村、船橋市、佐倉
市ほか 岩国市 日向市、牧之原市、下

田市
大船渡市、花巻市、南
相馬市、喜多方市

15

80 ジャマイカ 鳥取県 鳥取県ほか（自治体追
加）

1

81 メキシコ 広島県ほか 1

83 パナマ 今治市 1

89 セントビンセント・グレナディーン 徳之島町 1

93 ベネズエラ 駒ケ根市 1

96 サウジアラビア 調布市 新居浜市 新居浜市ほか（自治体
追加）

2

98 バングラディシュ 豊島区 1

99 ブータン 寄居町 神奈川県ほか 2
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アジア大陸 101 カンボジア 徳島県 1

102 中華人民共和国 長野県ほか
東村山市、鯖江市、長
野県ほか（自治体追
加）、牧之原市

半田市 白鷹町 岡崎市、薩摩川内市 8

103 大韓民国 京丹後市 御殿場市 寒河江市ほか 明石市 網走市 南相馬市 6

105 ホンコン・チャイナ 米沢市 大和郡山市ほか 東かがわ市 3

107 インド 奥出雲町 1

108 インドネシア 熊本県 横手市 横手市ほか（自治体追
加）

気仙沼市 3

113 カザフスタン 橿原市ほか 福岡県ほか 2

114 キルギス 高知県 1
116 ラオス人民民主共和国 飯舘村 1

118 マレーシア 大分県ほか 愛媛県ほか 2

119 モルディヴ 小田原市 1

120 モンゴル 今別町、新潟県ほか、
焼津市、伊豆の国市

豊岡市 都城市 島田市、泉佐野市 桜川市、武蔵村山市 城里町 宇佐市 12

121 ミャンマー 鶴ヶ島市 神奈川県ほか 2
122 ネパール 駒ケ根市 神戸市 田村市 3

124 ウズベキスタン 舞鶴市 名古屋市 高崎市 3

127 フィリピン 長崎県ほか 1

130 シンガポール 大和郡山市ほか、高知
県

美浜町、高知県ほか
（自治体追加）

島田市 滋賀県ほか 高知県ほか（自治体追
加）

陸前高田市、宮古市 7

131 スリランカ 山武市 羽島市 前橋市 3
133 タジキスタン 青森市 1

134 チャイニーズ・タイペイ 士別市、名寄市、掛川
市

山形市、静岡市、御殿
場市

弘前市、潮来市、愛媛
県ほか

高松市、大崎町 笠間市 明石市 熊野市、貝塚市 銚子市 野田村、南相馬市、北
塩原村

19

135 タイ 秋田県ほか、北九州市 山形市、会津若松市、
笠間市

秋田県ほか（自治体追
加）、笛吹市 龍ヶ崎市 佐賀県 鹿屋市 9

136 トルクメニスタン 天童市ほか 1

137 ベトナム 長崎県ほか 茨城県ほか、美作市 釧路市 国分寺市 下松市 6

140 東ティモール 大野市、伊那市 2

142 ドイツ
上越市、徳島県、宮崎

県ほか

鶴岡市、青梅市、豊橋
市、田川市、宮崎県ほ
か（自治体追加）

文京区、山梨市、徳島
県ほか（自治体追加）

東根市、沼田市、真庭
市 旭市 豊岡市 雫石町 15

145 オーストリア 安曇野市 亀岡市 那須塩原市 府中市 西条市 西条市ほか（自治体追
加） 花巻市 6

147 ベラルーシ 白石市ほか 1

150 ブルガリア 宗像市 村山市、桜川市、岡山
市

市川市 5

152 クロアチア 十日町市 神戸市 2

153 デンマーク 滋賀県ほか、香川県 香川県ほか（自治体追
加） 大潟村 登別市、大潟村ほか

（自治体追加） 長野市 東松島市 6

ヨーロッパ大
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ヨーロッパ大
陸 154 スペイン 静岡市、山口県ほか 山口県ほか（自治体追

加） 富士宮市、長崎県ほか 滋賀県ほか 5

155 エストニア 佐久市 香川県 香川県ほか（自治体追
加）

2

157 フィンランド 邑南町、香川県 香川県ほか（自治体追
加）

2

158 フランス 岐阜県ほか
金沢市、富士吉田市ほ
か、兵庫県ほか、天理

市

新潟市、甲州市、忍野
村、山中湖村、富士河

口湖町ほか

北杜市、名古屋市、香
美町 甲府市 西桂町 兵庫県ほか 石川県ほか 豊岡市 鎌倉市、天理市ほか

（自治体追加）
19

160 イギリス
横浜市、川崎市、岐阜
県ほか、神戸市

各務原市ほか、豊田
市、萩市、宮崎県ほか 葉山町 浦安市 石川県ほか 本宮市 12

161 ギリシャ 三郷市、稲沢市 2

162 ハンガリー 前橋市 栃木県 大分県ほか 鹿角市 土佐町ほか 香川県ほか 千曲市 7

163 アイルランド 松江市 成田市、益田市 3

166 イスラエル 八百津町 横浜市 亘理町 3

167 イタリア 仙台市、藤枝市 大分県ほか、宮崎県ほ
か

宮崎県ほか（自治体追
加） 埼玉県ほか 御殿場市 西目屋村 仙台市 6

171 リトアニア 坂東市、平塚市ほか 豊橋市 3

174 モルドバ共和国 鶴岡市 東御市 鶴岡市ほか（自治体追
加）

2

176 ノルウェー 香川県 香川県ほか（自治体追
加）

福岡県ほか 2

177 オランダ 郡山市、佐賀県 流山市、高知県 さいたま市、佐賀県ほか
（自治体追加）

江戸川区、高知県ほか
（自治体追加）、佐賀
県ほか（自治体追加）

千葉県、館山市 三芳町 西東京市 山田町 11

178 ポーランド 上山市 高崎市 高岡市 3

179 ポルトガル 大分県ほか 長崎県ほか 加賀市 3

180 ルーマニア 武蔵野市 松戸市、大分県ほか 3

181 ロシア連邦 大分県ほか 池田市、宗像市 新潟市 4

183 スロバキア 岐阜市 1
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184 スロベニア 妙高市 福井市、鹿屋市 3

185 スウェーデン 福岡県 福岡県ほか（自治体追
加）

1

186 スイス 大山崎町 福島市 大分市 富士市 4

187 チェコ共和国 高知県ほか 1

188 トルコ 和歌山県ほか 守山市ほか 下関市 本庄市 4

189 ウクライナ 大分県ほか 橿原市ほか 2

190 セルビア 柏崎市 防府市 富士見市 3

192 モンテネグロ 柏崎市 1

オセアニア
大陸

193 オーストラリア
網走市、京丹後市、神

戸市 奈良市、和歌山県ほか 大阪市、西脇市、高知
県

長岡市、高知県ほか
（自治体追加） 広島市 府中市 茨木市 太田市、奈良市ほか

（自治体追加） 釜石市 14

194 クック諸島 福岡県ほか 1

195 フィジー 佐賀県
秋田市ほか、佐賀県ほ
か（自治体追加）、大

分県ほか

佐賀県ほか（自治体追
加） 龍ヶ崎市 福岡県ほか 5

196 グアム 龍ヶ崎市 福岡県ほか 2
197 ミクロネシア連邦 福岡県ほか 1
198 ナウル 福岡県ほか 1

199 ニュージーランド
厚木市、倉敷市、別府

市
米原市ほか、佐賀県、

大分県

酒田市、市原市、京丹
波町、佐賀県ほか（自

治体追加）

石川県ほか、箕面市、
佐賀県（自治体追
加）、沖縄市

神戸市 12

200 パラオ共和国 蔵王町 常陸大宮市 福岡県ほか 3
201 パプアニューギニア 福岡県ほか 1
202 ソロモン諸島 福岡県ほか 八重瀬町 2
203 サモア 山形市、いわき市 福岡県ほか 3
204 米領サモア 福岡県ほか 1
205 トンガ 長門市 高知県ほか 福岡県ほか 3
206 バヌアツ 福岡県ほか 1
207 キリバス 福岡県ほか 1
208 マーシャル諸島 福岡県ほか 1
209 ツバル 福岡県ほか 1

ヨーロッパ大
陸
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