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利用上の注意 
 

１ この年報中の各表の「年次」（1月1日～12月31日の暦年をいう。）又は「年度」（4月1日～翌年3月31日の会計年度を
いう。）の数値の欄は、各年次又は年度の愛知県の総数を記載しており、そのうち、最も新しい年次又は年度につい

て、地域別・市町村別・都市計画区域別など内訳があるものは、その下段に記載しています。   
２ この年報中の各表で、各年又は各年度の集計を示す場合は集計期間の年次又は年度表記をしており、時点現在

の状況を示す場合は年次で表記し、備考欄に時点を記載しています。なお、これ以外の時点又は期間等によった場

合は、その旨を備考欄に記載しています。 
３ この年報中の市町村については、原則として平成20年4月1日現在の区分で記載しています。（下記参照）  
４ この年報中の数値の単位未満は四捨五入しています。従って、内訳の合計と総数が一致しない場合があります。  
５ この年報中の各表に表示されている符号の意味は、次のとおりです。  
「－」…該当数値なし   「０」…単位未満に数値があるが四捨五入すると０になるもの   「△」…マイナス  

６ この年報中の地域区分は「愛知県国土利用計画（第３次）」の地域区分に従っており、「尾張地域」とは木曽川流域、
「西三河地域」とは矢作川流域、「東三河地域」とは豊川・天竜川流域の市町村を指します。（下記参照） 
７ この年報中の各統計の基礎、根拠としたもの又はその根拠法令は、各統計の末尾に記載しています。  
  

      

地域区分 含まれる市町村の範囲 

尾張地域 

名古屋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、
東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清洲市、北名古屋市、弥富
市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹
江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 

西三河地域 
岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、一色町、吉良町、 
幡豆町、幸田町、三好町 

東三河地域 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村、小坂井町、 



参考

① Ｈ１７.　４.　１ 稲沢市 稲沢市、祖父江町、平和町

② Ｈ１７.　４.　１ 一宮市 一宮市、尾西市、木曽川町

③ Ｈ１７.　４.　１ 愛西市 佐屋町、立田村、八開村、佐織町

④ Ｈ１７.　４.　１ 豊田市 豊田市、藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町、稲武町

⑤ Ｈ１７.　７.　７ 清須市 西枇杷島町、清洲町、新川町

⑥ Ｈ１７.１０.　１ 田原市 田原市（※１）、渥美町

⑦ Ｈ１７.１０.　１ 設楽町 設楽町、津具村

⑧ Ｈ１７.１０.　１ 新城市 新城市、鳳来町、作手村

⑨ H１７.１１.２７ 豊根村 豊根村、富山村

⑩ Ｈ１８.　１.　１ 岡崎市 岡崎市、額田町

⑪ Ｈ１８.　３.２０ 北名古屋市 師勝町、西春町

⑫ Ｈ１８.　４.　１ 弥富市 弥富町、十四山村

⑬ Ｈ２０.　１.　１５ 豊川市 豊川市（※２）、音羽町、御津町

　　※２　旧 豊川市は、⑬の合併以前、Ｈ１８．２．１に当時の豊川市と一宮町が合併して誕生。

【平成１７～１９年度に合併した地域】

市町村合併の状況
（平成２０年４月１日現在）

　　※１　旧 田原市は、⑥の合併以前、Ｈ１５．８．２０に当時の田原町と赤羽根町が合併して誕生。
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