
連絡体系ブロック 都道府県 № 地方公共団体名 構成市町村名 備　　　考

茨城県 1 北茨城市 北茨城市 市長 豊田　稔 代表幹事

2 那須地区広域行政事務組合 那須塩原市 市長 阿久津 憲二

3 大田原市 市長 津久井 富雄

4 那須町 町長 高久 勝

5 南那須地区広域行政事務組合 那須烏山市 市長 大谷 範雄

6 那珂川町 町長 大金　伊一

7 佐野地区衛生施設組合 佐野市 市長 岡部 正英

8 栃木市 市長 鈴木 俊美

9 岩舟町 町長 市村 隆

1 鹿嶋市 鹿嶋市 市長 内田 俊郎

2 潮来市 潮来市 市長 柗田 千春

3 牛久市 牛久市 市長 池辺 勝幸

4 新治地方広域事務組合 かすみがうら市 市長 宮嶋 光昭

5 土浦市 市長 中川　清

6 石岡市 市長 久保田 健一郎

7 筑西広域市町村圏事務組合 筑西市 市長 須藤 茂　 副代表幹事

8 桜川市 市長 中田 裕

9 結城市 市長 前場 文夫

10 常総衛生組合 常総市 市長 高杉 徹

11 守谷市 市長 会田 真一

12 つくばみらい市 市長 片庭 正雄

13 坂東市 市長 吉原 英一

14 常陸太田市 常陸太田市 市長 大久保 太一

15 城里町 城里町 町長 阿久津 藤男

16 大宮地方環境整備組合 常陸大宮市 市長 三次 真一郎

17 那珂市 市長 海野 徹

18 神栖市 神栖市 市長 保立 一男

19 高萩市 高萩市 市長 草間 吉夫

20 茨城地方広域環境事務組合 茨城町 町長 小林 宣夫

21 水戸市 市長 高橋 靖

22 笠間市 市長 山口 伸樹

23 小美玉市 市長 島田 穣一

24 東海村 東海村 村長 村上 達也

1 野田市 野田市 市長 根本　崇

2 四街道市 四街道市 市長 佐渡　斉

3 浦安市 浦安市 市長 松崎 秀樹 副代表幹事

4 鴨川市 鴨川市 市長 長谷川　孝夫

5 流山市 流山市 市長 井崎 義治

6 山武郡市広域行政組合 東金市 市長 志賀 直温

7 九十九里町 町長 川島 伸也

8 大網白里市 市長 金坂 昌典

9 山武市 市長 椎名 千収

10 横芝光町 町長 佐藤 晴彦

11 芝山町 町長 相川 勝重

12 我孫子市 我孫子市 市長 星野 順一郎

13 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 柏市 市長 秋山 浩保

14 白井市 市長 伊澤 史夫

15 鎌ケ谷市 市長 清水 聖士

東京都 16 昭島市 昭島市 市長 北川 穰一

1 上野原市 上野原市 市長 江口 英雄

2 笛吹市 笛吹市 市長 倉嶋 清次 

3 中巨摩地区広域事務組合 南アルプス市 市長 中込 博文

4 中央市 市長 田中　久雄 副代表幹事

5 昭和町 町長 角野 幹男

6 市川三郷町 町長 久保 眞一

7 甲斐市 市長 保坂 武

8 富士川町 町長 志村 学

9 館林衛生施設組合 館林市 市長 安樂岡 一雄

10 板倉町 町長 栗原 実

11 明和町 町長 恩田 久

12 千代田町 町長 大谷 直之

13 大泉町 大泉町 町長 村山 俊明

14 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 藤岡市 市長 新井 利明

15 高崎市 市長 富岡 賢治

16 みなかみ町 みなかみ町 町長 岸　良昌
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