
参考資料

１ 調査対象団体における「研修担当課」及び「合併状況」
番号 団 体 名 担 当 課 名 行政区分 合 併 日 合併方式 合 併 関 係 市 町 村 人 口 面 積

1 北海道 函館市 人事課 中核市 H16.12.1 編入合併 函館市、亀田郡戸井町、同郡恵山町、同郡椴法華村、茅部郡南茅部町 294,264 677.91
2 北海道 北斗市 総務課 一般市 H18.2.1 新設合併 上磯郡上磯町、亀田郡大野町 48,056 397.30
3 青森県 青森市 人事課 中核市 H17.4.1 新設合併 青森市、南津軽郡浪岡町 311,508 824.52
4 青森県 つがる市 人事課 一般市 H17.2.11 新設合併 西津軽郡木造町、同郡森田村、同郡柏村、同郡稲垣村、同郡車力村 40,091 253.85
5 青森県 平川市 総務課 一般市 H18.1.1 新設合併 南津軽郡平賀町、同郡尾上町、同郡碇ヶ関村 35,336 345.81
6 岩手県 盛岡市 職員課 中核市 H18.1.10 編入合併 盛岡市、岩手郡玉山村 300,746 886.47
7 岩手県 八幡平市 総務課 一般市 H17.9.1 新設合併 岩手郡西根町、同郡安代町、同郡松尾村 31,079 862.25

8 宮城県 登米市 人事課 一般市 H17.4.1 新設合併
登米郡迫町、同郡登米町、同郡東和町、同郡中田町、同郡豊里町、同郡米山町、同郡石越町、同
郡南方町、本吉郡津山町

89,316 536.38

9 宮城県 栗原市 人事課 一般市 H17.4.1 新設合併
栗原郡築館町、同郡若柳町、同郡栗駒町、同郡高清水町、同郡一迫町、同郡瀬峰町、同郡鶯沢
町、同郡金成町、同郡志波姫町、同郡花山村

80,248 804.93

10 宮城県 東松島市 総務課 一般市 H17.4.1 新設合併 桃生郡矢本町、同郡鳴瀬町 43,235 101.86
11 秋田県 潟上市 総務課 一般市 H17.3.22 新設合併 南秋田郡昭和町、同郡飯田川町、同郡天王町 35,814 97.96
12 秋田県 北秋田市 総務課 一般市 H17.3.22 新設合併 北秋田郡鷹巣町、同郡森吉町、同郡阿仁町、同郡合川町 40,049 1,152.57
13 秋田県 にかほ市 総務課 一般市 H17.10.1 新設合併 由利郡仁賀保町、同郡金浦町、同郡象潟町 28,972 240.63
14 秋田県 仙北市 総務課 一般市 H17.9.20 新設合併 仙北郡田沢湖町、同郡角館町、同郡西木村 31,868 1,093.64
15 福島県 田村市 総務課 一般市 H17.3.1 新設合併 田村郡滝根町、同郡大越町、同郡都路村、同郡常葉町、同郡船引町 43,253 458.30
16 福島県 伊達市 人事課 一般市 H18.1.1 新設合併 伊達郡伊達町、同郡梁川町、同郡保原町、同郡霊山町、同郡月舘町 69,289 265.10
17 福島県 本宮市 総務課 一般市 H19.1.1 新設合併 安達郡本宮町、同郡白沢村 31,367 87.94
18 茨城県 つくば市 人事課 特例市 H14.11.1 編入合併 つくば市、稲敷郡茎崎町 200,528 284.07
19 茨城県 潮来市 総務課 一般市 H13.4.1 編入合併 行方郡潮来町、同郡牛堀町 31,524 62.67
20 茨城県 常陸大宮市 総務課 一般市 H16.10.16 編入合併 那珂郡大宮町、同郡山方町、同郡美和村、同郡緒川村、東茨城郡御前山村 47,808 348.38
21 茨城県 那珂市 総務課 一般市 H17.1.21 編入合併 那珂郡那珂町、同郡瓜連町 54,705 97.80
22 茨城県 稲敷市 総務課 一般市 H17.3.22 新設合併 稲敷郡江戸崎町、同郡新利根町、同郡桜川村、同郡東町 49,689 178.12
23 茨城県 かすみがうら市 職員課 一般市 H17.3.28 新設合併 新治郡霞ヶ浦町、同郡千代田町 44,603 118.77
24 茨城県 桜川市 職員課 一般市 H17.10.1 新設合併 西茨城郡岩瀬町、真壁郡真壁町、同郡大和村 48,400 179.78
25 茨城県 神栖市 職員課 一般市 H17.8.1 編入合併 鹿島郡神栖町、同郡波崎町 91,867 147.24
26 茨城県 行方市 総務課 一般市 H17.9.2 新設合併 行方郡麻生町、同郡北浦町、同郡玉造町 40,035 166.33
27 茨城県 鉾田市 総務課 一般市 H17.10.11 新設合併 鹿島郡旭村、同郡鉾田町、同郡大洋村 51,054 203.90
28 茨城県 つくばみらい市 人事課 一般市 H18.3.27 新設合併 筑波郡伊奈町、同郡谷和原村 40,174 79.14
29 茨城県 小美玉市 総務課 一般市 H18.3.27 新設合併 東茨城郡小川町、同郡美野里町、新治郡玉里村 53,265 140.21
30 栃木県 さくら市 総務課 一般市 H17.3.28 新設合併 塩谷郡氏家町、同郡喜連川町 41,383 125.46
31 栃木県 那須烏山市 総務課 一般市 H17.10.1 新設合併 那須郡南那須町、同郡烏山町 31,152 174.42
32 栃木県 下野市 総務課 一般市 H18.1.10 新設合併 河内郡南河内町、下都賀郡石橋町、同郡国分寺町 59,132 74.58

33 群馬県 前橋市 職員課 中核市
H16.12.5
H21.5.5

編入合併
編入合併

①前橋市、勢多郡大胡町、同郡宮城村、同郡粕川村
②前橋市、勢多郡富士見村

340,904 311.64

34 群馬県 伊勢崎市 職員課 特例市 H17.1.1 新設合併 伊勢崎市、佐波郡赤堀町、同郡東村、同郡境町 202,447 139.33
35 群馬県 太田市 人事課 特例市 H17.3.28 新設合併 太田市、新田郡尾島町、同郡新田町、同郡藪塚本町 213,299 176.49
36 群馬県 みどり市 総務課 一般市 H18.3.27 新設合併 新田郡笠懸町、山田郡大間々町、勢多郡東村 52,115 208.23

37 埼玉県 さいたま市 人材育成課 指定都市
H13.5.1
H17.4.1

新設合併
編入合併

①浦和市、大宮市、与野市
②さいたま市、岩槻市

1,176,314 217.49

38 埼玉県 熊谷市 職員課 特例市
H17.10.1
H19.2.13

新設合併
編入合併

①熊谷市、大里郡大里町、同郡妻沼町
②熊谷市、大里郡江南町

204,675 159.88

39 千葉県 柏市 人事課 中核市 H17.3.28 編入合併 柏市、東葛飾郡沼南町 380,963 114.90
40 千葉県 南房総市 総務課 一般市 H18.3.20 新設合併 安房郡富浦町、同郡富山町、同郡三芳村、同郡白浜町、同郡千倉町、同郡丸山町、同郡和田町 44,763 230.22



番号 団 体 名 担 当 課 名 行政区分 合 併 日 合併方式 合 併 関 係 市 町 村 人 口 面 積
41 千葉県 山武市 総務課 一般市 H18.3.27 新設合併 山武郡成東町、同郡山武町、同郡蓮沼村、同郡松尾町 59,024 146.38
42 千葉県 いすみ市 総務課 一般市 H17.12.5 新設合併 夷隅郡夷隅町、同郡大原町、同郡岬町 42,305 157.50

43 神奈川県 相模原市 職員課 指定都市
H18.3.20
H19.3.11

編入合併
編入合併

①相模原市、津久井郡津久井町、同郡相模湖町
②相模原市、同郡藤野町、同郡城山町

701,630 328.84

44 新潟県 新潟市 人事課 指定都市

H13.1.1
H17.3.21

H17.10.10

編入合併
編入合併

編入合併

①新潟市、西蒲原郡黒埼町
②新潟市、白根市、豊栄市、中蒲原郡小須戸町、同郡横越町、同郡亀田町、西蒲原郡岩室村、同
郡西川町、同郡味方村、同郡潟東村、同郡月潟村、同郡中之口村、新津市
③新潟市、西蒲原郡巻町

813,847 726.10

45 新潟県 長岡市 人事課 特例市
H17.4.1
H18.1.1
H22.3.31

編入合併
編入合併
編入合併

①長岡市、南蒲原郡中之島町、三島郡越路町、同郡三島町、古志郡山古志村、刈羽郡小国町
②長岡市、栃尾市、三島郡与板町、同郡和島村、同郡寺泊町
③長岡市、北魚沼郡川口町

288,457 890.91

46 新潟県 上越市 人事課 特例市 H17.1.1 編入合併
上越市、東頸城郡安塚町、同郡浦川原村、同郡大島村、同郡牧村、中頸城郡柿崎町、同郡大潟
町、同郡頸城村、同郡吉川町、同郡中郷村、同郡板倉町、同郡清里村、同郡三和村、西頸城郡名
立町

208,082 973.32

47 新潟県 阿賀野市 総務課 一般市 H16.4.1 新設合併 北蒲原郡安田町、同郡京ヶ瀬村、同郡水原町、同郡笹神村 47,043 192.72
48 新潟県 魚沼市 総務課 一般市 H16.11.1 新設合併 北魚沼郡堀之内町、同郡小出町、同郡湯之谷村、同郡広神村、同郡守門村、同郡入広瀬村 43,555 946.93

49 新潟県 南魚沼市 総務課 一般市
H16.11.1
H17.10.1

新設合併
編入合併

①南魚沼郡六日町、同郡大和町
②南魚沼市、南魚沼郡塩沢町

63,329 584.82

50 新潟県 胎内市 総務課 一般市 H17.9.1 新設合併 北蒲原郡中条町、同郡黒川村 32,813 265.18

51 富山県 南砺市 総務課 一般市 H16.11.1 新設合併
東礪波郡城端町、同郡平村、同郡上平村、同郡利賀村、同郡井波町、同郡井口村、同郡福野町、
西礪波郡福光町

58,140 668.86

52 石川県 かほく市 総務課 一般市 H16.3.1 新設合併 河北郡高松町、同郡七塚町、同郡宇ノ気町 34,847 64.76
53 石川県 能美市 総務課 一般市 H17.2.1 新設合併 能美郡根上町、同郡寺井町、同郡辰口町 47,207 83.85
54 福井県 あわら市 総務課 一般市 H16.3.1 新設合併 坂井郡芦原町、同郡金津町 31,081 116.99
55 福井県 坂井市 職員課 一般市 H18.3.20 新設合併 坂井郡三国町、同郡丸岡町、同郡春江町、同郡坂井町 92,318 209.91
56 山梨県 甲府市 研修厚生課 特例市 H18.3.1 編入合併 甲府市、東八代郡中道町、西八代郡上九一色村 200,096 212.41
57 山梨県 南アルプス市 人事課 一般市 H15.4.1 新設合併 中巨摩郡八田村、同郡白根町、同郡芦安村、同郡若草町、同郡櫛形町、同郡甲西町 72,055 264.06

58 山梨県 北杜市 総務課 一般市
H16.11.1

H18.3.15

新設合併

編入合併

①北巨摩郡明野村、同郡須玉町、同郡高根町、同郡長坂町、同郡大泉村、同郡白州町、同郡武
川村
②北杜市、北巨摩郡小淵沢町

48,144 602.89

59 山梨県 甲斐市 人事課 一般市 H16.9.1 新設合併 中巨摩郡竜王町、同郡敷島町、北巨摩郡双葉町 74,062 71.94

60 山梨県 笛吹市 総務課 一般市
H16.10.12
H18.8.1

新設合併
編入合併

①東八代郡石和町、同郡御坂町、同郡一宮町、同郡八代町、同郡境川村、東山梨郡春日居町
②笛吹市、東八代郡芦川村

71,711 201.92

61 山梨県 上野原市 総務課 一般市 H17.2.13 新設合併 北都留郡上野原町、南都留郡秋山村 28,986 170.65
62 山梨県 中央市 総務課 一般市 H18.2.20 新設合併 中巨摩郡玉穂町、同郡田富町、東八代郡豊富村 31,650 31.81
63 長野県 東御市 総務課 一般市 H16.4.1 新設合併 北佐久郡北御牧村、小県郡東部町 31,271 112.30
64 長野県 安曇野市 人事課 一般市 H17.10.1 新設合併 南安曇郡豊科町、同郡穂高町、同郡三郷村、同郡堀金村、東筑摩郡明科町 96,266 331.82
65 岐阜県 山県市 秘書広報課 一般市 H15.4.1 新設合併 山県郡高富町、同郡伊自良村、同郡美山町 30,316 222.04
66 岐阜県 瑞穂市 秘書広報課 一般市 H15.5.1 新設合併 本巣郡穂積町、同郡巣南町 50,009 28.18
67 岐阜県 飛驒市 総務課 一般市 H16.2.1 新設合併 吉城郡古川町、同郡河合村、同郡宮川村、同郡神岡町 28,902 792.31
68 岐阜県 本巣市 秘書広報課 一般市 H16.2.1 新設合併 本巣郡本巣町、同郡真正町、同郡糸貫町、同郡根尾村 34,603 374.57
69 岐阜県 郡上市 人事課 一般市 H16.3.1 新設合併 郡上郡八幡町、同郡大和町、同郡白鳥町、同郡高鷲村、同郡美並村、同郡明宝村、同郡和良村 47,495 1,030.79
70 岐阜県 下呂市 人事課 一般市 H16.3.1 新設合併 益田郡萩原町、同郡小坂町、同郡下呂町、同郡金山町、同郡馬瀬村 38,494 851.06
71 岐阜県 海津市 総務課 一般市 H17.3.28 新設合併 海津郡海津町、同郡平田町、同郡南濃町 39,453 112.31

72 静岡県 静岡市 人事課 指定都市
H15.4.1
H18.3.31
H20.11.1

新設合併
編入合併
編入合併

①静岡市、清水市
②静岡市、庵原郡蒲原町
③静岡市、庵原郡由比町

723,323 1,411.82
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73 静岡県 浜松市 人事課 指定都市 H17.7.1 編入合併
浜松市、浜北市、天竜市、浜名郡舞阪町、同郡雄踏町、引佐郡細江町、同郡引佐町、同郡三ヶ日
町、周智郡春野町、磐田郡佐久間町、同郡水窪町、同郡龍山村

804,032 1,511.17

74 静岡県 伊豆市 総務課 一般市 H16.4.1 新設合併 田方郡修善寺町、同郡土肥町、同郡天城湯ケ島町、同郡中伊豆町 36,627 363.97
75 静岡県 御前崎市 総務課 一般市 H16.4.1 新設合併 榛原郡御前崎町、小笠郡浜岡町 35,272 65.86
76 静岡県 菊川市 総務課 一般市 H17.1.17 新設合併 小笠郡小笠町、同郡菊川町 47,502 94.24
77 静岡県 伊豆の国市 総務課 一般市 H17.4.1 新設合併 田方郡伊豆長岡町、同郡韮山町、同郡大仁町 50,011 94.71
78 静岡県 牧之原市 人材支援室 一般市 H17.10.11 新設合併 榛原郡相良町、同郡榛原町 50,645 111.68

79 愛知県 田原市 人事課 一般市
H15.8.20
H17.10.1

編入合併
編入合併

①渥美郡田原町、同郡赤羽根町
②田原市、渥美郡渥美町

66,390 188.81

80 愛知県 愛西市 人事秘書課 一般市 H17.4.1 新設合併 海部郡佐屋町、同郡立田村、同郡八開村、同郡佐織町 65,556 66.63

81 愛知県 清須市 人事秘書課 一般市
H17.7.7
H21.10.1

新設合併
編入合併

①西春日井郡西枇杷島町、同郡清洲町、同郡新川町
②清須市、西春日井郡春日町

63,358 17.32

82 愛知県 北名古屋市 人事秘書課 一般市 H18.3.20 新設合併 西春日井郡師勝町、同郡西春町 78,078 18.37
83 愛知県 弥富市 人事秘書課 一般市 H18.4.1 編入合併 海部郡弥富町、同郡十四山村 42,575 48.92
84 愛知県 あま市 人事秘書課 一般市 H22.3.22 新設合併 海部郡七宝町、同郡美和町、同郡甚目寺町 85,307 27.59
85 三重県 いなべ市 職員課 一般市 H15.12.1 新設合併 員弁郡北勢町、同郡員弁町、同郡大安町、同郡藤原町 46,446 219.58
86 三重県 志摩市 総務課 一般市 H16.10.1 新設合併 志摩郡浜島町、同郡大王町、同郡志摩町、同郡阿児町、同郡磯部町 58,225 179.70
87 滋賀県 大津市 職員課 中核市 H18.3.20 編入合併 大津市、滋賀郡志賀町 323,719 464.10
88 滋賀県 甲賀市 職員課 一般市 H16.10.1 新設合併 甲賀郡水口町、同郡土山町、同郡甲賀町、同郡甲南町、同郡信楽町 93,853 481.69
89 滋賀県 野洲市 総務課 一般市 H16.10.1 新設合併 野洲郡中主町、同郡野洲町 49,486 81.07
90 滋賀県 湖南市 人事政策室 一般市 H16.10.1 新設合併 甲賀郡石部町、同郡甲西町 55,325 70.49
91 滋賀県 高島市 職員課 一般市 H17.1.1 新設合併 高島郡マキノ町、同郡今津町、同郡朽木村、同郡安曇川町、同郡高島町、同郡新旭町 53,950 693.00

92 滋賀県 米原市 総務課 一般市
H17.2.14
H17.10.1

新設合併
編入合併

①坂田郡山東町、同郡伊吹町、同郡米原町
②米原市、坂田郡近江町

41,009 250.46

93 京都府 京丹後市 人事課 一般市 H16.4.1 新設合併 中郡峰山町、同郡大宮町、竹野郡網野町、同郡丹後町、同郡弥栄町、熊野郡久美浜町 62,723 501.84
94 京都府 南丹市 人事秘書課 一般市 H18.1.1 新設合併 船井郡園部町、同郡八木町、同郡日吉町、北桑田郡美山町 36,736 616.31
95 京都府 木津川市 人事秘書課 一般市 H19.3.12 新設合併 相楽郡山城町、同郡木津町、同郡加茂町 63,649 85.12
96 大阪府 堺市 人材開発課 指定都市 H17.2.1 編入合併 堺市、南河内郡美原町 830,966 149.99
97 兵庫県 篠山市 職員課 一般市 H11.4.1 新設合併 多紀郡篠山町、同郡西紀町、同郡丹南町、同郡今田町 45,245 377.61
98 兵庫県 養父市 総務課 一般市 H16.4.1 新設合併 養父郡八鹿町、同郡養父町、同郡大屋町、同郡関宮町 28,306 422.78
99 兵庫県 丹波市 職員課 一般市 H16.11.1 新設合併 氷上郡柏原町、同郡氷上町、同郡青垣町、同郡春日町、同郡山南町、同郡市島町 70,810 493.28
100 兵庫県 南あわじ市 総務課 一般市 H17.1.11 新設合併 三原郡緑町、同郡西淡町、同郡三原町、同郡南淡町 52,283 229.18
101 兵庫県 朝来市 総務課 一般市 H17.4.1 新設合併 朝来郡生野町、同郡和田山町、同郡山東町、同郡朝来町 34,791 402.98
102 兵庫県 淡路市 総務課 一般市 H17.4.1 新設合併 津名郡津名町、同郡淡路町、同郡北淡町、同郡一宮町、同郡東浦町 49,078 184.23
103 兵庫県 宍粟市 総務課 一般市 H17.4.1 新設合併 宍粟郡山崎町、同郡一宮町、同郡波賀町、同郡千種町 43,302 658.60
104 兵庫県 加東市 総務課 一般市 H18.3.20 新設合併 加東郡社町、同郡滝野町、同郡東条町 39,970 157.49
105 奈良県 葛城市 人事課 一般市 H16.10.1 新設合併 北葛城郡新庄町、同郡当麻町 34,985 33.73
106 奈良県 宇陀市 人事課 一般市 H18.1.1 新設合併 宇陀郡大宇陀町、同郡榛原町、同郡菟田野町、同郡室生村 37,183 247.62
107 和歌山県 紀の川市 人事課 一般市 H17.11.7 新設合併 那賀郡打田町、同郡粉河町、同郡那賀町、同郡桃山町、同郡貴志川町 67,862 228.24

108 鳥取県 鳥取市 職員課 特例市 H16.11.1 編入合併
鳥取市、岩美郡国府町、同郡福部村、八頭郡河原町、同郡用瀬町、同郡佐治村、気高郡気高町、
同郡鹿野町、同郡青谷町

201,740 765.66

109 島根県 雲南市 人事課 一般市 H16.11.1 新設合併 大原郡大東町、同郡加茂町、同郡木次町、飯石郡三刀屋町、同郡吉田村、同郡掛合町 44,403 553.37

110 岡山県 岡山市 職員研修所 指定都市
H17.3.22
H19.1.22

編入合併
編入合併

①岡山市、御津郡御津町、児島郡灘崎町
②岡山市、御津郡建部町、赤磐郡瀬戸町

696,172 789.91

111 岡山県 瀬戸内市 総務課 一般市 H16.11.1 新設合併 邑久郡牛窓町、同郡邑久町、同郡長船町 39,081 125.53
112 岡山県 赤磐市 総務課 一般市 H17.3.7 新設合併 赤磐郡山陽町、同郡赤坂町、同郡熊山町、同郡吉井町 43,913 209.43

113 岡山県 真庭市 総務課 一般市 H17.3.31 新設合併
上房郡北房町、真庭郡勝山町、同郡落合町、同郡湯原町、同郡久世町、同郡美甘村、同郡川上
村、同郡八束村、同郡中和村

51,782 828.43



番号 団 体 名 担 当 課 名 行政区分 合 併 日 合併方式 合 併 関 係 市 町 村 人 口 面 積
114 岡山県 美作市 総務課 一般市 H17.3.31 新設合併 勝田郡勝田町、英田郡大原町、同郡東粟倉村、同郡美作町、同郡作東町、同郡英田町 32,479 429.19
115 岡山県 浅口市 総務課 一般市 H18.3.21 新設合併 浅口郡金光町、同郡鴨方町、同郡寄島町 37,327 66.46
116 広島県 安芸高田市 総務課 一般市 H16.3.1 新設合併 高田郡吉田町、同郡八千代町、同郡美土理町、同郡高宮町、同郡甲田町、同郡向原町 33,096 537.79
117 広島県 江田島市 総務課 一般市 H16.11.1 新設合併 安芸郡江田島町、佐伯郡能美町、同郡沖美町、同郡大柿町 29,939 100.97
118 山口県 下関市 職員課 中核市 H17.2.13 新設合併 下関市、豊浦郡菊川町、同郡豊田町、同郡豊浦町、同郡豊北町 290,693 716.06
119 徳島県 吉野川市 総務課 一般市 H16.10.1 新設合併 麻植郡鴨島町、同郡川島町、同郡山川町、同郡美郷村 45,782 144.19
120 徳島県 阿波市 秘書人事課 一般市 H17.4.1 新設合併 板野郡吉野町、同郡土成町、阿波郡市場町、同郡阿波町 41,076 190.97
121 徳島県 美馬市 人事課 一般市 H17.3.1 新設合併 美馬郡脇町、同郡美馬町、同郡穴吹町、同郡木屋平村 34,565 367.38
122 徳島県 三好市 総務課 一般市 H18.3.1 新設合併 三好郡三野町、同郡池田町、同郡山城町、同郡井川町、同郡東祖谷山村、同郡西祖谷山村 34,103 721.48
123 香川県 さぬき市 秘書広報課 一般市 H14.4.1 新設合併 大川郡津田町、同郡大川町、同郡志度町、同郡寒川町、同郡長尾町 55,754 158.90
124 香川県 東かがわ市 総務課 一般市 H15.4.1 新設合併 大川郡引田町、同郡白鳥町、同郡大内町 35,929 153.35
125 香川県 三豊市 人事課 一般市 H18.1.1 新設合併 三豊郡高瀬町、同郡山本町、同郡三野町、同郡豊中町、同郡詫間町、同郡仁尾町、同郡財田町 71,180 222.66
126 愛媛県 西予市 総務課 一般市 H16.4.1 新設合併 東宇和郡明浜町、同郡宇和町、同郡野村町、同郡城川町、西宇和郡三瓶町 44,948 514.79
127 愛媛県 東温市 総務課 一般市 H16.9.21 新設合併 温泉郡重信町、同郡川内町 35,278 211.45
128 高知県 香南市 総務課 一般市 H18.3.1 新設合併 香美郡赤岡町、同郡香我美町、同郡野市町、同郡夜須町、同郡吉川村 33,541 126.49
129 高知県 香美市 総務課 一般市 H18.3.1 新設合併 香美郡土佐山田町、同郡香北町、同郡物部村 30,257 538.22
130 福岡県 久留米市 能力開発室 中核市 H17.2.5 編入合併 久留米市、浮羽郡田主丸町、三井郡北野町、三潴郡城島町、同郡三潴町 306,434 229.84
131 福岡県 福津市 総務課 一般市 H17.1.24 新設合併 宗像郡福間町、同郡津屋崎町 55,677 52.70
132 福岡県 うきは市 総務課 一般市 H17.3.20 新設合併 浮羽郡吉井町、同郡浮羽町 32,902 117.55
133 福岡県 宮若市 総務課 一般市 H18.2.11 新設合併 鞍手郡宮田町、同郡若宮町 30,630 139.99
134 福岡県 みやま市 総務課 一般市 H19.1.29 新設合併 山門郡瀬高町、同郡山川町、三池郡高田町 43,372 105.12
135 佐賀県 小城市 総務課 一般市 H17.3.1 新設合併 小城郡小城町、同郡三日月町、同郡牛津町、同郡芦刈町 45,852 95.85
136 佐賀県 嬉野市 総務課 一般市 H18.1.1 新設合併 藤津郡塩田町、同郡嬉野町 30,392 126.51
137 佐賀県 神埼市 総務課 一般市 H18.3.20 新設合併 神埼郡神埼町、同郡千代田町、同郡脊振村 33,537 125.01
138 長崎県 対馬市 総務課 一般市 H16.3.1 新設合併 下県郡厳原町、同郡美津島町、同郡豊玉町、上県郡峰町、同郡上県町、同郡上対馬町 38,481 708.81
139 長崎県 壱岐市 総務課 一般市 H16.3.1 新設合併 壱岐郡郷ノ浦町、同郡勝本町、同郡芦辺町、同郡石田町 31,414 138.55
140 長崎県 西海市 総務課 一般市 H17.4.1 新設合併 西彼杵郡西彼町、同郡西海町、同郡大島町、同郡崎戸町、同郡大瀬戸町 33,680 241.95

141 長崎県 雲仙市 人事課 一般市 H17.10.11 新設合併
南高来郡国見町、同郡瑞穂町、同郡吾妻町、同郡愛野町、同郡千々石町、同郡小浜町、同郡南
串山町

49,998 206.92

142 長崎県 南島原市 人事課 一般市 H18.3.31 新設合併
南高来郡加津佐町、同郡口之津町、同郡南有馬町、同郡北有馬町、同郡西有家町、同郡有家
町、同郡布津町、同郡深江町

54,045 169.89

143 熊本県 上天草市 総務課 一般市 H16.3.31 新設合併 天草郡大矢野町、同郡松島町、同郡姫戸町、同郡龍ヶ岳町 32,502 126.14
144 熊本県 宇城市 総務課 一般市 H17.1.15 新設合併 宇土郡三角町、同郡不知火町、下益城郡松橋町、同郡小川町、同郡豊野町 63,089 188.56
145 熊本県 阿蘇市 総務課 一般市 H17.2.11 新設合併 阿蘇郡一の宮町、同郡阿蘇町、同郡波野村 29,636 376.25
146 熊本県 合志市 総務課 一般市 H18.2.27 新設合併 菊池郡合志町、同郡西合志町 51,647 53.17
147 大分県 豊後大野市 総務課 一般市 H17.3.31 新設合併 大野郡三重町、同郡清川村、同郡緒方町、同郡朝地町、同郡大野町、同郡千歳村、同郡犬飼町 41,548 603.36
148 大分県 由布市 人事職員課 一般市 H17.10.1 新設合併 大分郡挾間町、同郡庄内町、同郡湯布院町 35,386 319.16
149 大分県 国東市 総務課 一般市 H18.3.31 新設合併 東国東郡国見町、同郡国東町、同郡武蔵町、同郡安岐町 34,206 317.84
150 鹿児島県 日置市 総務課 一般市 H17.5.1 新設合併 日置郡東市来町、同郡伊集院町、同郡日吉町、同郡吹上町 52,411 253.06
151 鹿児島県 曽於市 総務課 一般市 H17.7.1 新設合併 曽於郡大隅町、同郡財部町、同郡末吉町 42,287 390.39
152 鹿児島県 志布志市 総務課 一般市 H18.1.1 新設合併 曽於郡松山町、同郡志布志町、同郡有明町 34,770 290.00
153 鹿児島県 南九州市 総務課 一般市 H19.12.1 新設合併 川辺郡川辺町、同郡知覧町、揖宿郡頴娃町 42,191 357.85
154 鹿児島県 姶良市 総務課 一般市 H22.3.23 新設合併 姶良郡加治木町、同郡姶良町、同郡蒲生町 74,840 231.32
155 沖縄県 南城市 総務課 一般市 H18.1.1 新設合併 島尻郡玉城村、同郡知念村、同郡佐敷町、同郡大里村 39,651 49.76

※人口は、平成17年国勢調査 （単位:人）
※面積は、平成21年　要覧（単位：ｋ㎡）


