
市町村数の推移
【年月日】～H15.11.30 H15.12. 1 H16.10. 1 H16.11. 1 H16.12. 6 H17. 1. 1 H17. 1.11
【市町村数69市町村 66市町村 62市町村 57市町村 55市町村 51市町村 50市町村

（13市47町9村） （14市43町9村） （15市38町9村） （15市35町7村） （15市33町7村） （15市29町7村） （15市28町7村）
1 北勢町

2 員弁町

3 大安町

4 藤原町

5 浜島町 浜島町

6 大王町 大王町

7 志摩町 志摩町

8 阿児町 阿児町

9 磯部町 磯部町

10 上野市 上野市 上野市

11 伊賀町 伊賀町 伊賀町

12 島ヶ原村 島ヶ原村 島ヶ原村

13 阿山町 阿山町 阿山町

14 大山田村 大山田村 大山田村

15 青山町 青山町 青山町

16 桑名市 桑名市 桑名市 桑名市

17 多度町 多度町 多度町 多度町

18 長島町 長島町 長島町 長島町

19 松阪市 松阪市 松阪市 松阪市 松阪市

20 嬉野町 嬉野町 嬉野町 嬉野町 嬉野町

21 三雲町 三雲町 三雲町 三雲町 三雲町

22 飯南町 飯南町 飯南町 飯南町 飯南町

23 飯高町 飯高町 飯高町 飯高町 飯高町

24 亀山市 亀山市 亀山市 亀山市 亀山市 亀山市

25 関町 関町 関町 関町 関町 関町

26 四日市市 四日市市 四日市市 四日市市 四日市市 四日市市 四日市市

27 楠町 楠町 楠町 楠町 楠町 楠町 楠町

28 大宮町 大宮町 大宮町 大宮町 大宮町 大宮町 大宮町

29 紀勢町 紀勢町 紀勢町 紀勢町 紀勢町 紀勢町 紀勢町

30 大内山村 大内山村 大内山村 大内山村 大内山村 大内山村 大内山村

31 南勢町 南勢町 南勢町 南勢町 南勢町 南勢町 南勢町

32 南島町 南島町 南島町 南島町 南島町 南島町 南島町

33 紀伊長島町 紀伊長島町 紀伊長島町 紀伊長島町 紀伊長島町 紀伊長島町 紀伊長島町

34 海山町 海山町 海山町 海山町 海山町 海山町 海山町

35 伊勢市 伊勢市 伊勢市 伊勢市 伊勢市 伊勢市 伊勢市

36 二見町 二見町 二見町 二見町 二見町 二見町 二見町

37 小俣町 小俣町 小俣町 小俣町 小俣町 小俣町 小俣町

38 御薗村 御薗村 御薗村 御薗村 御薗村 御薗村 御薗村

39 熊野市 熊野市 熊野市 熊野市 熊野市 熊野市 熊野市

40 紀和町 紀和町 紀和町 紀和町 紀和町 紀和町 紀和町

41 津市 津市 津市 津市 津市 津市 津市

42 久居市 久居市 久居市 久居市 久居市 久居市 久居市

43 河芸町 河芸町 河芸町 河芸町 河芸町 河芸町 河芸町

44 芸濃町 芸濃町 芸濃町 芸濃町 芸濃町 芸濃町 芸濃町

45 美里村 美里村 美里村 美里村 美里村 美里村 美里村

46 安濃町 安濃町 安濃町 安濃町 安濃町 安濃町 安濃町

47 香良洲町 香良洲町 香良洲町 香良洲町 香良洲町 香良洲町 香良洲町

48 一志町 一志町 一志町 一志町 一志町 一志町 一志町

49 白山町 白山町 白山町 白山町 白山町 白山町 白山町

50 美杉村 美杉村 美杉村 美杉村 美杉村 美杉村 美杉村

51 多気町 多気町 多気町 多気町 多気町 多気町 多気町

52 勢和村 勢和村 勢和村 勢和村 勢和村 勢和村 勢和村

53 大台町 大台町 大台町 大台町 大台町 大台町 大台町

54 宮川村 宮川村 宮川村 宮川村 宮川村 宮川村 宮川村

55 紀宝町 紀宝町 紀宝町 紀宝町 紀宝町 紀宝町 紀宝町

56 鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村

57 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市

58 名張市 名張市 名張市 名張市 名張市 名張市 名張市

59 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市

60 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市

61 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町

62 東員町 東員町 東員町 東員町 東員町 東員町 東員町

63 菰野町 菰野町 菰野町 菰野町 菰野町 菰野町 菰野町

64 朝日町 朝日町 朝日町 朝日町 朝日町 朝日町 朝日町

65 川越町 川越町 川越町 川越町 川越町 川越町 川越町

66 明和町 明和町 明和町 明和町 明和町 明和町 明和町

67 玉城町 玉城町 玉城町 玉城町 玉城町 玉城町 玉城町

68 度会町 度会町 度会町 度会町 度会町 度会町 度会町

69 御浜町 御浜町 御浜町 御浜町 御浜町 御浜町 御浜町

いなべ市 いなべ市 いなべ市 いなべ市 いなべ市 いなべ市

志摩市 志摩市 志摩市 志摩市 志摩市

伊賀市 伊賀市 伊賀市 伊賀市

桑名市 桑名市 桑名市

松阪市 松阪市

亀山市



市町村数の推移
H17. 2. 7 H17. 2.14 H17.10. 1 H17.10.11 H17.11.1 H18.1.1 H18.1.10 H18.4.1
49市町村 47市町村 46市町村 45市町村 41市町村 31市町村 29市町 29市町

） （15市27町7村） （15市26町6村） （15市25町6村） （15市24町6村） （15市21町5村） （14市15町2村） （14市15町0村） （14市15町）
1 津市
2 四日市市
3 伊勢市
4 松阪市
5 桑名市
6 鈴鹿市
7 名張市
8 尾鷲市
9 亀山市
10 鳥羽市
11 熊野市
12 いなべ市
13 志摩市
14 伊賀市
15 木曽岬町
16 東員町
17 菰野町
18 朝日町
19 川越町
20 多気町
21 明和町
22 大台町
23 玉城町
24 度会町
25 大紀町
26 南伊勢町
27 紀北町

大宮町 28 御浜町
紀勢町 29 紀宝町
大内山村 ※市町村コード順
南勢町 南勢町   太字は合併市町
南島町 南島町

紀伊長島町 紀伊長島町 紀伊長島町

海山町 海山町 海山町

伊勢市 伊勢市 伊勢市 伊勢市

二見町 二見町 二見町 二見町

小俣町 小俣町 小俣町 小俣町

御薗村 御薗村 御薗村 御薗村

熊野市 熊野市 熊野市 熊野市

紀和町 紀和町 紀和町 紀和町

津市 津市 津市 津市 津市

久居市 久居市 久居市 久居市 久居市

河芸町 河芸町 河芸町 河芸町 河芸町

芸濃町 芸濃町 芸濃町 芸濃町 芸濃町

美里村 美里村 美里村 美里村 美里村

安濃町 安濃町 安濃町 安濃町 安濃町

香良洲町 香良洲町 香良洲町 香良洲町 香良洲町

一志町 一志町 一志町 一志町 一志町

白山町 白山町 白山町 白山町 白山町

美杉村 美杉村 美杉村 美杉村 美杉村

多気町 多気町 多気町 多気町 多気町

勢和村 勢和村 勢和村 勢和村 勢和村

大台町 大台町 大台町 大台町 大台町 大台町

宮川村 宮川村 宮川村 宮川村 宮川村 宮川村

紀宝町 紀宝町 紀宝町 紀宝町 紀宝町 紀宝町

鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村 鵜殿村

鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市

名張市 名張市 名張市 名張市 名張市 名張市 名張市

尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市 尾鷲市

鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽市

木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町 木曽岬町

東員町 東員町 東員町 東員町 東員町 東員町 東員町

菰野町 菰野町 菰野町 菰野町 菰野町 菰野町 菰野町

朝日町 朝日町 朝日町 朝日町 朝日町 朝日町 朝日町

川越町 川越町 川越町 川越町 川越町 川越町 川越町

明和町 明和町 明和町 明和町 明和町 明和町 明和町

玉城町 玉城町 玉城町 玉城町 玉城町 玉城町 玉城町

度会町 度会町 度会町 度会町 度会町 度会町 度会町

御浜町 御浜町 御浜町 御浜町 御浜町 御浜町 御浜町

【平成の大合併：三重県】

いなべ市 いなべ市 いなべ市 いなべ市 いなべ市 いなべ市 いなべ市

志摩市 志摩市 志摩市 志摩市 志摩市 志摩市 志摩市

伊賀市 伊賀市 伊賀市 伊賀市 伊賀市 伊賀市 伊賀市

桑名市 桑名市 桑名市 桑名市 桑名市 桑名市 桑名市

松阪市 松阪市 松阪市 松阪市 松阪市 松阪市 松阪市

亀山市 亀山市 亀山市 亀山市 亀山市 亀山市 亀山市

四日市市 四日市市 四日市市 四日市市 四日市市 四日市市 四日市市

大紀町 大紀町 大紀町 大紀町 大紀町 大紀町

南伊勢町 南伊勢町 南伊勢町 南伊勢町 南伊勢町

伊勢市 伊勢市 伊勢市

紀北町 紀北町 紀北町 紀北町

熊野市 熊野市 熊野市

津市 津市

多気町 多気町

大台町

紀宝町


