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ま え が き 

 
この年報は、愛知県における土地利用の現況、土地の所有・移動、地価の動

向など県土に関する基本的な情報を体系的に整理したものであり、昭和４９年

度の創刊以降、今回が３２冊目となります。 

県土は県民のための限られた貴重な資源であり、その利用のあり方は県民の

生活、地域の発展と密接な関わりを持っています。このため、本県では「適正

かつ合理的な土地利用の確保」を基本的な考え方として、土地対策の総合的な

推進に努めています。 

土地対策は、都市、農地、森林、自然公園等関連する分野も多く、広範・多

岐にわたっています。これらの施策が相互に連携し総合的に推進されるために

は、土地に対する県民の理解を深めることとともに、土地に関する基礎的な情

報の整備が不可欠です。 

この資料が土地についての基本理念や土地問題についての理解を深め、また、

土地に関する各種施策の推進に積極的に活用されることを期待しています。 

最後に、この年報の作成にご協力いただきました関係機関の方々に深く感謝

を申し上げるとともに、今後とも一層のご指導、ご協力をお願い申し上げます。 

 

 

  平成１８年３月 

 

               愛知県企画振興部長  渡邉 俊司 



凡  例 

１ この年報中の市町村については、地価調査（平成17年7月1日現在）を除き、平成17年3月31日時点の区域である。 

２ この年報中の年次又は年度の数値は、各年次又は年度の愛知県の総数となっている。そのうち最も新しい年次又は年

度については、その内訳が、地域別、市町村別、都市計画区域別等となって下段に記載されている。 

３ この年報中の各統計は、原則として暦年又は会計年度の数値である。特別の調査時期又は期間によったものは、その

旨を備考欄に記載した。 

４ 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及びその時点は、各統計の末尾に記載した。 

５ この年報中の符号の用法は、次のとおりである。 

「－」・・・・該当数値なし 

「０」・・・・四捨五入後単位未満であるもの 

「△」・・・・マイナス 

６ この年報中の数値の単位未満は四捨五入した。したがって、総数と内訳の計とが一致しない場合もある。 

７ この年報では、「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

の市町村であって、「愛知県国土利用計画（第３次）」の地域区分に従った。 
 

＊ 地 域 区 分 (平成17年3月31日時点) ＊ 

 

 

 
地域の名称 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、尾西市、

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、東郷町、

長久手町、西枇杷島町、豊山町、師勝町、西春町、春日町、清洲町、新川町、大口町、扶桑町、

木曽川町、祖父江町、平和町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、十四山村、

飛島村、弥富町、佐屋町、立田村、八開村、佐織町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町 

及び武豊町の区域 

 
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、額田町、三好町、藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町及び稲武町の区域 

 
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、富山村、津具村、鳳来町、

作手村、音羽町、一宮町、小坂井町、御津町及び渥美町の区域 



 

参 考 

市町村合併の状況（平成18年3月31日現在） 

 

 

【合併済み又は合併申請済みの地域】 

番

号 
合併期日 新市町村の名称 合併関係市町村 

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、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. 2. 1 豊川市 豊川市、一宮町 

⑫ H18. 3.20 北名古屋市 師勝町、西春町 

⑬ H18. 4. 1(予定) 弥富市 弥富町、十四山村 

※ ⑥の合併関係市町村である田原市は、平成１５年８月２０日に田原町と赤羽根町が合併して誕生。 
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