
Ｒ３.４.１現在
都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 地域審議会の名称 都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 地域審議会の名称

1 青森県 五所川原市 新設 H17.3.28 五所川原市 設置せず 8 愛媛県 上島町 新設 H16.10.1 弓削町 弓削地区地域審議会
金木町 金木地域審議会 生名村 生名地区地域審議会
市浦村 市浦地域審議会 岩城村 岩城地区地域審議会

2 福島県 福島市 編入 H20.7.1 福島市 設置せず 魚島村 魚島地区地域審議会
飯野町 飯野地域審議会 9 愛媛県 砥部町 新設 H17.1.1 砥部町 設置せず

3 福島県 須賀川市 編入 H17.4.1 須賀川市 設置せず 広田村 広田地区地域審議会
長沼町 須賀川市長沼地域審議会 10 愛媛県 愛南町 新設 H16.10.1 内海村 内海地域審議会
岩瀬村 須賀川市岩瀬地域審議会 御荘町 御荘地域審議会

4 愛知県 稲沢市 編入 H17.4.1 稲沢市 設置せず 城辺町 城辺地域審議会
祖父江町 稲沢市祖父江町地域審議会 一本松町 一本松地域審議会
平和町 設置せず 西海町 西海地域審議会

5 三重県 伊勢市 新設 H17.11.1 伊勢市 伊勢地区地域審議会 11 大分県 国東市 新設 H18.3.31 国見町 国見町地域審議会
二見町 二見地区地域審議会 国東町 国東町地域審議会
小俣町 小俣地区地域審議会 武蔵町 武蔵町地域審議会
御薗村 御薗地区地域審議会 安岐町 安岐町地域審議会

6 奈良県 五條市 編入 H17.9.25 五條市 設置せず 11 団体 28地域審議会
西吉野村 西吉野地域審議会
大塔村 大塔地域審議会

7 島根県 江津市 編入 H16.10.1 江津市 江津地域審議会
桜江町 桜江地域審議会

地域審議会の設置状況

地域審議会・地域自治区・合併特例区一覧（令和３年４月１日現在）

※ 合併特例区については、平成２６年度で全てが廃止となっている。



R3.４.１現在
都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 地域自治区の名称 都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 地域自治区の名称

1 北海道 せたな町 新設 H17.9.1 大成町 大成区 頸城村 頸城区
瀬棚町 瀬棚区 吉川町 吉川区
北檜山町 北檜山区 中郷村 中郷区

2 北海道 むかわ町 新設 H18.3.27 鵡川町 鵡川地域自治区 板倉町 板倉区
穂別町 穂別地域自治区 清里村 清里区

3 岩手県 宮古市 新設 H17.6.6 宮古市 宮古地域自治区 三和村 三和区
田老町 田老地域自治区 名立町 名立区
新里村 新里地域自治区 9 長野県 飯田市 編入 H17.10.1 飯田市 橋北地域自治区

編入 H22.1.1 川井村 川井地域自治区 飯田市 橋南地域自治区
4 岩手県 花巻市 新設 H18.1.1 花巻市 設置せず 飯田市 羽場地域自治区

大迫町 花巻市大迫地域自治区 飯田市 丸山地域自治区
石鳥谷町 花巻市石鳥谷地域自治区 飯田市 東野地域自治区
東和町 花巻市東和地域自治区 飯田市 座光寺地域自治区

5 秋田県 大仙市 新設 H17.3.22 大曲市 大曲地域自治区 飯田市 松尾地域自治区
神岡町 神岡地域自治区 飯田市 下久堅地域自治区
西仙北町 西仙北地域自治区 飯田市 上久堅地域自治区
中仙町 中仙地域自治区 飯田市 千代地域自治区
協和町 協和地域自治区 飯田市 龍江地域自治区
南外村 南外地域自治区 飯田市 竜丘地域自治区
仙北町 仙北地域自治区 飯田市 川路地域自治区
太田町 太田地域自治区 飯田市 三穂地域自治区

6 福島県 南相馬市 新設 H18.1.1 原町市 原町区 飯田市 山本地域自治区
小高町 小高区 飯田市 伊賀良地域自治区
鹿島町 鹿島区 飯田市 鼎地域自治区

7 福島県 南会津町 新設 H18.3.20 田島町 田島地域自治区 飯田市 上郷地域自治区
舘岩村 舘岩地域自治区 上村 上村地域自治区
伊南村 伊南地域自治区 南信濃村 南信濃地域自治区
南郷村 南郷地域自治区 10 長野県 伊那市 新設 H18.3.31 伊那市 伊那地域自治区

8 新潟県 上越市 編入 H17.1.1 上越市 高田区 伊那市 富県地域自治区
上越市 新道区 伊那市 美篶地域自治区
上越市 金谷区 伊那市 手良地域自治区
上越市 春日区 伊那市 東春近地域自治区
上越市 諏訪区 伊那市 西箕輪地域自治区
上越市 津有区 伊那市 西春近地域自治区
上越市 三郷区 高遠町 高遠町地域自治区
上越市 和田区 長谷村 長谷地域自治区
上越市 高士区 11 愛知県 豊田市 編入 H17.4.1 豊田市 拳母地域自治区
上越市 直江津区 豊田市 高橋地域自治区
上越市 有田区 豊田市 上郷地域自治区
上越市 八千浦区 豊田市 高岡地域自治区
上越市 保倉区 豊田市 猿投地域自治区
上越市 北諏訪区 豊田市 松平地域自治区
上越市 谷浜・桑取区 藤岡町 藤岡地域自治区
安塚町 安塚区 小原村 小原地域自治区
浦川原村 浦川原区 足助町 足助地域自治区
大島村 大島区 下山村 下山地域自治区
牧村 牧区 旭町 旭地域自治区
柿崎町 柿崎区 稲武町 稲武地域自治区
大潟町 大潟区

地域自治区（地方自治法に基づくもの）の設置状況



都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 地域自治区の名称
12 愛知県 新城市 新設 H17.10.1 新城市 新城地域自治区

新城市 千郷地域自治区
新城市 東郷地域自治区
新城市 舟着地域自治区
新城市 八名地域自治区
鳳来町 鳳来中部地域自治区
鳳来町 鳳来南部地域自治区
鳳来町 鳳来北西部地域自治区
鳳来町 鳳来東部地域自治区
作手村 作手地域自治区

13 宮崎県 宮崎市 編入 H18.1.1 宮崎市 中央東地域自治区
宮崎市 中央西地域自治区
宮崎市 小戸地域自治区
宮崎市 大宮地域自治区
宮崎市 東大宮地域自治区
宮崎市 大淀地域自治区
宮崎市 大塚地域自治区
宮崎市 檍地域自治区
宮崎市 大塚台地域自治区
宮崎市 生目台地域自治区
宮崎市 小松台地域自治区
宮崎市 赤江地域自治区
宮崎市 本郷地域自治区
宮崎市 木花地域自治区
宮崎市 青島地域自治区
宮崎市 住吉地域自治区
宮崎市 生目地域自治区
宮崎市 北地域自治区
佐土原町 佐土原地域自治区
田野町 田野地域自治区
高岡町 高岡地域自治区

編入 H22.3.23 清武町 清武地域自治区
13 団体 128地域自治区



R3.４.１現在
都道府県名 市町村名 方式 合併期日 旧市町村名 地域自治区の名称

1 北海道 伊達市 編入 H18.3.1 伊達市 設置せず

大滝村 大滝区

2 北海道 石狩市 編入 H17.10.1 石狩市 設置せず

厚田村 厚田区

浜益村 浜益区

3 兵庫県 多可町 新設 H17.11.1 中町 中区

加美町 加美区

八千代町 八千代区

4 兵庫県 香美町 新設 H17.4.1 香住町 香住区

村岡町 村岡区

美方町 小代区

5 鹿児島県 奄美市 新設 H18.3.20 名瀬市 名瀬

住用村 住用町

笠利町 笠利町

5 団体 12地域自治区

地域自治区（合併特例法等に基づくもの）の設置状況
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