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〇 市街化区域内農地は全農地の２％程度であるが、都市住民との距離が近いという立地を活かした農業を行い、都市農家の戸数や販売金
額は全国の約１割を占める。

〇 まとまった農地がないこと等から、個々の経営規模は一般に小さく、 販売金額が100万円未満の農業者は6割程度。

〇 一方、温室等の施設を利用し年に数回転の生産を行うことなどで相当の売上げをあげる経営も存在するなど、消費地の中での生産という条
件を活かし、野菜を中心に多様な作物を生産する農業者も多い。

Ⅰ．都市農業の現状

（１）農業経営の状況

1

○主要都市における農産物の部門別農業産出額の割合

○農家１戸当たり経営耕地面積

資料：農林水産省「都市農業実態調査（平成23年）」、｢農林業センサス（平成27年）｣

○農産物の年間販売金額（農家数割合）

資料：農林水産省「都市農業実態調査（平成23年）」、「2010年世界農林業センサス」

61 

18 

13 

7 

73 

13 

6 

7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

100万円未満

（販売なし含む）

100万円以上300万円未満

300万円以上700万円未満

700万円以上

都市農家 全国平均

(％)

75 64
93

143

0

20

40

60

80

100

120

140

160

都
市
農
家
全
体

三
大
都
市
圏

特
定
市

地
方
都
市

全
国
平
均

（ａ）

全国平均の５割

資料：農林水産省「生産農業所得統計（平成29年）」、「平成29年市町村別農業産出額（推計）」

注１：全国の数値は、「農林業センサス」（平成27年）等による。

注２：都市農業の数値は、「固定資産の価格等の概要調書（平成29年）」等を用いた推計による。

農家戸数 農地面積 販売金額（推計）

全 国 ２１５．５万戸 ４４４．４万ha ５兆８，３６６億円

市街化区域
（対全国比） ２２．８万戸

( 11％)

６．９万ha( 2％) ４，４６６億円

うち生産緑地 （8％）

１．３万ha( 0.3％)

○主要都市における農産物の部門別農業産出額の割合
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○住民の都市農業・都市農地の保全に対する考え方 ○都市部市区町村（行政）の都市農地保全政策に対する意向
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資料：農林水産省都市農村交流課調べ（市街化区域内に農地のある市区町村の農政担当部局への
アンケート調査。回答数５９０自治体） （平成24年度）

※人口密度5,000人/ｋ㎡以上の自治体
埼玉県：さいたま市、川口市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、

ふじみ野市
千葉県：船橋市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市
東京都：目黒区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、立川市、

武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、
国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、羽村市、西東京市

神奈川県：横浜市、川崎市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、座間市
愛知県：名古屋市
京都府：向日市
大阪府：大阪市、豊中市、吹田市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、

門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市
兵庫県：尼崎市、明石市、芦屋市、伊丹市
福岡県：春日市
沖縄県：那覇市、浦添市

三大都市圏
特定市

○ 都市住民を対象とした各種のアンケート調査においては、都市農業の多様な役割を評価し、都市農地の保全を求める意見が多数。

○ また、都市部市区町村（行政）を対象としたアンケート調査においては、人口密度が1㎢当たり5,000人を超えるような大都市の自治体にお
いて都市農地を保全すべきとの意向が顕著である一方、小規模な市町村においては、消極的な意見が多い。

（２）住民や地方自治体の意向

２

資料：農林水産省「都市農業に関する意向調査」
（三大都市圏特定市の都市住民2,000人を対象に令和元年５月に実施したWEBアンケート）
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○ 高度経済成長に伴い都市への急激な人口流入と産業集中が進む中、無秩序な市街地の拡大を防止しつつ宅地開発需要等に対応してい
くため、昭和43年、新都市計画法が制定された。

○ 同法に基づき設定された市街化区域は、「おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされ、その区域内の農地
については、事前に届出を行えば転用が可能となった。また、同区域において講じられる農業施策も、当面の営農継続に必要な効用が短期
な措置に限られることとなった。

○ 一方、優良農地を主体とした農業地域を保全・形成し、農地の無秩序なかい廃等を抑制するため、翌昭和44年には農業振興地域の整備に
関する法律が制定された。同法に基づき指定された農用地区域は、「農用地等として利用すべき土地の区域」とされ、同区域内の農地の転用
は原則として許可されないこととなった。また、主な農業振興施策はこの区域を対象として計画的・集中的に実施することとされた。

市街化区域

農 用 地 区 域

農業振興地域

４７０万ｈａ
（うち農地面積４０７万ｈａ）

１４５万ｈａ

○農振農用地区域内の農地と市街化区域内農地との関係

資料：農業振興地域、農用地区域面積：農林水産省農村振興局調べ（H2９）
都市計画区域面積等：国土交通省「都市計画年報」（H2９）、総務省「固定資産の価格等の概要調書」（H2９）

線引き都市計画区域

概ね10年以内に優先的かつ計
画的に市街化を図るべき区域
（農地転用は事前に届出を行え
ば可能）

農用地等として利用すべき
土地の区域（農地転用は原
則として許可されない）

各種の農業振興施策を計画的・
集中的に実施

農用地区域内の農地

当面の営農継続に必要な農業施
策に限り実施

〔農業振興施策の基本的考え方〕

市街化区域内の農地

農地面積
６．９万ｈａ

（１）都市計画法制定時における市街化区域内農地の位置付け

市街化調整区域

３８２万ｈａ

Ⅱ．都市農地政策の経緯

３



三大都市圏の
特定市

三大都市圏の特定市
以外の市町村

市街化区域内農地 猶予の適用なし※

２０年継続で免除

生産緑地 適用あり
（終身営農が必要）

○ 昭和60年代に入り、三大都市圏を中心として地価が高騰する中、市街化区域内の農地に対しては、その宅地化が強く求められることとなった。

○ これに対応するため、三大都市圏の特定市においては、平成３年以降、農業者の意向を踏まえ、農地を「宅地化する農地」と「保全する農地」に
区分することとされた。その上で、「宅地化する農地」に対しては、固定資産税の宅地並み課税、相続税の納税猶予制度の不適用といった措置が
適用され、宅地化の促進が図られた。

○相続税納税猶予制度の適用条件等

○市街化区域内農地における固定資産税の評価・課税

市街化区域全域で適用あり
（20年継続で免除）

長期営農継続農地制度※により、
実質的に農地課税

平成３年度税制改正

平成３年度税制改正

（２）バブル期における宅地化の促進

改正前

改正後

改正前

東京都の特別区並びに首都圏、中部圏及び近畿圏の既成
市街地・近郊整備地帯などに所在する市（計２１４市区）

○三大都市圏特定市（平成29年1月1日現在）

圏域名 都府県名 市 名

茨城県
 （7市)

龍ヶ崎市、常総市、取手市、牛久市、守谷市、坂東市、つくばみらい市

埼玉県
 (37市)

さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山
市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座
市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高
市、吉川市、ふじみ野市、白岡市

東京都
 (27市)

特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井
市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米
市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

千葉県
 (23市)

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流
山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、印西市、白井
市、富里市

神奈川県
 (19市)

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦
市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市

静岡県
(2市)

静岡市、浜松市

愛知県
 (33市)

名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、
西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高
浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清洲市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市

三重県
 (3市)

四日市市、桑名市、いなべ市

京都府
 (10市)

京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市

大阪府
 (33市)

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨
木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原
市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山
市、阪南市

兵庫県
 (8市)

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市

奈良県
 (12市)

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城
市、宇陀市

首都圏

中部圏

近畿圏

４

※10年以上営農を継続することが適当であるものとして市町村長の認定を受けた農地（長期営農
継続農地）については宅地並み課税と農地課税の差を猶予（５年間営農で免除）

※相続税納税猶予制度の適用がないのは、平成３年１月１日時点における三大都市圏特定市の
生産緑地を除く市街化区域内農地

三大都市圏の
特定市

三大都市圏の特定市
以外の市町村

市街化区域内農地
宅地並み評価
宅地並み課税

（長期営農継続農地制度の廃止）

宅地並み評価
農地に準じた課税

生産緑地 農地評価
農地課税

改正後


相続-横

		三大都市圏に所在する特定市（相続税：１８５市：平成３年１月１日現在） サンダイトシケンショザイトクテイシソウゾクゼイシヘイセイネンガツニチゲンザイ

		都府県 トフケン				市名 シメイ

		首都圏
(102市) シュトケンシ		茨城県　 （5市) イバラギケンシ		龍ヶ崎市、常総市の旧水海道市部分、取手市の旧取手市部分、坂東市の旧岩井市部分、牛久市 リュウガサキシジョウソウシキュウミズウミミチシブブントリデシキュウトリデシブブンバンドウシキュウイワイシブブンウシクシ

				埼玉県　 (33市) サイタマケンシ		川口市、川越市、さいたま市、行田市の旧行田市部分、所沢市、飯能市の旧飯能市部分、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、新座市、朝霞市、鳩ヶ谷市、入間市、久喜市、北本市、上福岡市、富士見市、八潮市、蓮田市、三郷市、坂戸市、幸手市 カワグチシカワゴエシシギョウダシキュウギョウダシブブントコロザワシハンノウシキュウハンノウシブブンクワ

				東京都　 (26市) トウキョウトシ		特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、西東京市、あきる野市の旧秋川市部分 トクベツクムサシノシミタカシハチオウジシタチカワシオウメシフチュウシアキシマシチョウフシマチダシコガネイシコダイラシヒノシヒガシムラヤマシコクブンジシクニタチシフクウシタマシイナギシコマエシムサシムラヤマシヒガシヤマトシキヨセシヒガシクルメシニシトウキョウシノシキュウアキガワシブブン

				千葉県　 (19市) チバケンシ		千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市の旧野田市部分、成田市の旧成田市部分、佐倉市、習志野市、柏市の旧柏市部分、市原市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ヶ谷市、流山市、我孫子市、四街道市 チバシイチカワシフナバシシキサラヅシマツドシノダシキュウノダシブブンナリタシキュウナリタシブブンサクラシナラシノシカシワシキュウカシワシブブンイチハラシキミツシフッツシヤチヨシウラヤスシカマガヤシナガレヤマシアビコシヨツカイドウシ

				神奈川県 (19市) カナガワケンシ		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市の旧相模原市部分、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市 ヨコハマシカワサキシヨコスカシヒラツカシカマクラシフジサワシオダワラシチガサキシズシシサガミハラシキュウサガミハラシブブンミウラシハダノシアツギシヤマトシエビナシザマシイセハラシミナミアシガラシアヤセシ

		中部圏
(27市) チュウブケンシ		愛知県　 (25市) アイチケンシ		名古屋市、岡崎市の旧岡崎市部分、一宮市の旧一宮市部分・旧尾西市部分、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市の旧豊田市部分、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市の旧稲沢市部分、東海市、尾張旭市、知立市、高浜市、大府市、知多市、岩倉市、豊明市 ナゴヤシオカザキシキュウオカザキシブブンイチノミヤシキュウイチノミヤシブブンキュウオニシシブブンセトシハンダシカスガイシツシマシヘキナンシカリヤシトヨダシキュウトヨタシブブンアンジョウシニシオシイヌヤマシトコナメシコウナンシコマキシイナザワシキュウイナザワシブブントウカイシオワリアサヒシチリュウシタカハマシオオブシチタシイワクラシ

				三重県　 (2市) ミエケンシ		四日市市の旧四日市市部分、桑名市の旧桑名市部分 ヨッカイチシキュウヨッカイチシブブンクワナシキュウクワナシブブン

		近畿圏
(56市) キンキケンシ		京都府　 (7市) キョウトフシ		京都市の旧京都市部分、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市 キョウトシキュウキョウトシブブンウジシカメオカシムニチシナガオカキョウシシロヨウイチヤワタシ

				大阪府　 (32市) オオサカフシ		大阪市、守口市、東大阪市、堺市の旧堺市部分、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、泉南市、藤井寺市、交野市、四条畷市、高石市、大阪狭山市 オオサカシモリグチシヒガシオオサカシサカイシキュウサカイシブブンキシワダシトヨナカシイケダシスイタシイズミオオツシタカツキシカイヅカシヒラカタシイバラギシヤオシイズミサノシトンダバヤシシネヤガワシカワチナガノシマツバラシダイトウシイズミシミノメンシカシワラシハビキノシカドマシセッツシイズミミナミシフジイデラシマノシシジョウナワテシタカイシシオオサカサヤマシ

				兵庫県　 (8市) ヒョウゴケンシ		神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 コウベシアマガサキシニシノミヤシアシヤシイタミシタカラヅカシカワニシシサンダシ

				奈良県　 (9市) ナラケンシ		奈良市の旧奈良市部分、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市 ナラシキュウナラシブブンヤマトタカダシヤマトコオリヤマシテンリシカシハラシサクライシゴジョウシゴショシイコマシ

		注）本表は租税特別措置法第７０条の４第２項第３号に指定する都の特別区、首都圏、近畿圏若しくは中部圏内にある指定都市、又は首都圏の既成市街地若しくは近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域若しくは近郊整備区域若しくは中部圏の都市整備区域にその全部若しくは一部が含まれる市を示すものである。 チュウホンヒョウソゼイトクベツソチホウダイジョウダイコウダイゴウシテイトトクベツクシュトケンキンキケンモチュウブケンナイシテイトシマタシュトケンキセイシガイチモキンコウセイビチタイキンキケンキセイトシクイキモキンコウセイビクイキモチュウブケントシセイビクイキゼンブモイチブフクシシメ





相続-縦

		三大都市圏に所在する特定市（相続税：１８５市） サンダイトシケンショザイトクテイシソウゾクゼイシ

		都府県 トフケン				市名 シメイ

		首都圏
(102市) シュトケンシ		茨城県
(5市) イバラギケンシ		龍ヶ崎市、常総市の旧水海道市部分、取手市の旧取手市部分、坂東市の旧岩井市部分、牛久市 リュウガサキシジョウソウシキュウミズウミミチシブブントリデシキュウトリデシブブンバンドウシキュウイワイシブブンウシクシ

				埼玉県
(33市) サイタマケンシ		川口市、川越市、さいたま市、行田市の旧行田市部分、所沢市、飯能市の旧飯能市部分、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、新座市、朝霞市、鳩ヶ谷市、入間市、久喜市、北本市、上福岡市、富士見市、八潮市、蓮田市、三郷市、坂戸市、幸手市 カワグチシカワゴエシシギョウダシキュウギョウダシブブントコロザワシハンノウシキュウハンノウシブブンクワ

				東京都
(26市) トウキョウトシ		特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、西東京市、あきる野市の旧秋川市部分 トクベツクムサシノシミタカシハチオウジシタチカワシオウメシフチュウシアキシマシチョウフシマチダシコガネイシコダイラシヒノシヒガシムラヤマシコクブンジシクニタチシフクウシタマシイナギシコマエシムサシムラヤマシヒガシヤマトシキヨセシヒガシクルメシニシトウキョウシノシキュウアキガワシブブン

				千葉県
(19市) チバケンシ		千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市の旧野田市部分、成田市の旧成田市部分、佐倉市、習志野市、柏市の旧柏市部分、市原市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ヶ谷市、流山市、我孫子市、四街道市 チバシイチカワシフナバシシキサラヅシマツドシノダシキュウノダシブブンナリタシキュウナリタシブブンサクラシナラシノシカシワシキュウカシワシブブンイチハラシキミツシフッツシヤチヨシウラヤスシカマガヤシナガレヤマシアビコシヨツカイドウシ

				神奈川県
(19市) カナガワケンシ		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市の旧相模原市部分、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市 ヨコハマシカワサキシヨコスカシヒラツカシカマクラシフジサワシオダワラシチガサキシズシシサガミハラシキュウサガミハラシブブンミウラシハダノシアツギシヤマトシエビナシザマシイセハラシミナミアシガラシアヤセシ

		中部圏
(27市) チュウブケンシ		愛知県
(25市) アイチケンシ		名古屋市、岡崎市の旧岡崎市部分、一宮市の旧一宮市部分・旧尾西市部分、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市の旧豊田市部分、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市の旧稲沢市部分、東海市、尾張旭市、知立市、高浜市、大府市、知多市、岩倉市、豊明市 ナゴヤシオカザキシキュウオカザキシブブンイチノミヤシキュウイチノミヤシブブンキュウオニシシブブンセトシハンダシカスガイシツシマシヘキナンシカリヤシトヨダシキュウトヨタシブブンアンジョウシニシオシイヌヤマシトコナメシコウナンシコマキシイナザワシキュウイナザワシブブントウカイシオワリアサヒシチリュウシタカハマシオオブシチタシイワクラシ

				三重県
(2市) ミエケンシ		四日市市の旧四日市市部分、桑名市の旧桑名市部分 ヨッカイチシキュウヨッカイチシブブンクワナシキュウクワナシブブン

		近畿圏
(56市) キンキケンシ		京都府
(7市) キョウトフシ		京都市の旧京都市部分、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市 キョウトシキュウキョウトシブブンウジシカメオカシムニチシナガオカキョウシシロヨウイチヤワタシ

				大阪府
(32市) オオサカフシ		大阪市、、守口市、東大阪市、堺市の旧堺市部分、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、泉南市、藤井寺市、交野市、四條畷市、高石市、大阪狭山市 オオサカシモリグチシヒガシオオサカシサカイシキュウサカイシブブンキシワダシトヨナカシイケダシスイタシイズミオオツシタカツキシカイヅカシヒラカタシイバラギシヤオシイズミサノシトンダバヤシシネヤガワシカワチナガノシマツバラシダイトウシイズミシミノメンシカシワラシハビキノシカドマシセッツシイズミミナミシフジイデラシマノシシジョウナワテタカイシシオオサカサヤマシ

				兵庫県
(8市) ヒョウゴケンシ		神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 コウベシアマガサキシニシノミヤシアシヤシイタミシタカラヅカシカワニシシサンダシ

				奈良県
(9市) ナラケンシ		奈良市の旧奈良市部分、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市 ナラシキュウナラシブブンヤマトタカダシヤマトコオリヤマシテンリシカシハラシサクライシゴジョウシゴショシイコマシ

		注）本表は租税特別措置法第７０条の４第２項第３号に指定する都の特別区、首都圏、近畿圏若しくは中部圏内にある指定都市、又は首都圏の既成市街地若しくは近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域若しくは近郊整備区域若しくは中部圏の都市整備区域にその全部若しくは一部が含まれる市を示すものである。 チュウホンヒョウソゼイトクベツソチホウダイジョウダイコウダイゴウシテイトトクベツクシュトケンキンキケンモチュウブケンナイシテイトシマタシュトケンキセイシガイチモキンコウセイビチタイキンキケンキセイトシクイキモキンコウセイビクイキモチュウブケントシセイビクイキゼンブモイチブフクシシメ





相続-横H3

		三大都市圏に所在する特定市（相続税：１９０市：平成３年１月１日現在） サンダイトシケンショザイトクテイシソウゾクゼイシヘイセイネンガツニチゲンザイ

		都府県 トフケン				市名 シメイ

		首都圏
(106市) シュトケンシ		茨城県　 （5市) イバラギケンシ		竜ヶ崎市、水海道市、取手市、 岩井市、牛久市 リュウガサキシミツカイドウシトリデシイワイシウシクシ

				埼玉県　 (36市) サイタマケンシ		川口市、川越市、浦和市、大宮市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、新座市、朝霞市、鳩ケ谷市、入間市、久喜市、北本市、上福岡市、富士見市、八潮市、蓮田市、三郷市、坂戸市、幸手市

				東京都　 (27市) トウキョウトシ		特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、保谷市、田無市、秋川市  トクベツクムサシノシミタカシ

				千葉県　 (19市) チバケンシ		千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ヶ谷市、流山市、我孫子市、四街道市 チバシイチカワシフナバシシキサラヅシマツドシノダシナリタシサクラシナラシノシカシワシイチハラシキミツシフッツシヤチヨシウラヤスシカマガヤシナガレヤマシアビコシヨツカイドウシ

				神奈川県 (19市) カナガワケンシ		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市 ヨコハマシカワサキシヨコスカシヒラツカシカマクラシフジサワシオダワラシチガサキシズシシサガミハラシミウラシハダノシアツギシヤマトシエビナシザマシイセハラシミナミアシガラシアヤセシ

		中部圏
(28市) チュウブケンシ		愛知県　 (26市) アイチケンシ		名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、尾張旭市、知立市、高浜市、大府市、知多市、岩倉市、豊明市

				三重県　 (2市) ミエケンシ		四日市市、桑名市 ヨッカイチシクワナシ

		近畿圏
(56市) キンキケンシ		京都府　 (7市) キョウトフシ		京都市、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市 キョウトシウジシカメオカシムニチシナガオカキョウシシロヨウイチヤワタシ

				大阪府　 (32市) オオサカフシ		大阪市）、守口市、東大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、泉南市、藤井寺市、交野市、四條畷市、高石市、大阪狭山市

				兵庫県　 (8市) ヒョウゴケンシ		神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 コウベシアマガサキシニシノミヤシアシヤシイタミシタカラヅカシカワニシシサンダシ

				奈良県　 (9市) ナラケンシ		奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市 ナラシヤマトタカダシヤマトコオリヤマシテンリシカシハラシサクライシゴジョウシゴショシイコマシ

		注）本表は租税特別措置法第７０条の４第２項第３号に指定する都の特別区、首都圏、近畿圏若しくは中部圏内にある指定都市、又は首都圏の既成市街地若しくは近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域若しくは近郊整備区域若しくは中部圏の都市整備区域にその全部若しくは一部が含まれる市を示すものである。 チュウホンヒョウソゼイトクベツソチホウダイジョウダイコウダイゴウシテイトトクベツクシュトケンキンキケンモチュウブケンナイシテイトシマタシュトケンキセイシガイチモキンコウセイビチタイキンキケンキセイトシクイキモキンコウセイビクイキモチュウブケントシセイビクイキゼンブモイチブフクシシメ





相続-縦H3

		三大都市圏に所在する特定市（相続税：１９０市：平成３年１月１日現在） サンダイトシケンショザイトクテイシソウゾクゼイシヘイセイネンガツニチゲンザイ

		都府県 トフケン				市名 シメイ

		首都圏
(106市) シュトケンシ		茨城県
 （5市) イバラギケンシ		竜ヶ崎市、水海道市、取手市、 岩井市、牛久市 リュウガサキシミツカイドウシトリデシイワイシウシクシ

				埼玉県
 (36市) サイタマケンシ		川口市、川越市、浦和市、大宮市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、新座市、朝霞市、鳩ケ谷市、入間市、久喜市、北本市、上福岡市、富士見市、八潮市、蓮田市、三郷市、坂戸市、幸手市

				東京都
 (27市) トウキョウトシ		特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、保谷市、田無市、秋川市  トクベツクムサシノシミタカシ

				千葉県
 (19市) チバケンシ		千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ヶ谷市、流山市、我孫子市、四街道市 チバシイチカワシフナバシシキサラヅシマツドシノダシナリタシサクラシナラシノシカシワシイチハラシキミツシフッツシヤチヨシウラヤスシカマガヤシナガレヤマシアビコシヨツカイドウシ

				神奈川県
 (19市) カナガワケンシ		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市 ヨコハマシカワサキシヨコスカシヒラツカシカマクラシフジサワシオダワラシチガサキシズシシサガミハラシミウラシハダノシアツギシヤマトシエビナシザマシイセハラシミナミアシガラシアヤセシ

		中部圏
(28市) チュウブケンシ		愛知県
 (26市) アイチケンシ		名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、尾張旭市、知立市、高浜市、大府市、知多市、岩倉市、豊明市

				三重県
 (2市) ミエケンシ		四日市市、桑名市 ヨッカイチシクワナシ

		近畿圏
(56市) キンキケンシ		京都府
 (7市) キョウトフシ		京都市、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市 キョウトシウジシカメオカシムニチシナガオカキョウシシロヨウイチヤワタシ

				大阪府
 (32市) オオサカフシ		大阪市）、守口市、東大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、泉南市、藤井寺市、交野市、四條畷市、高石市、大阪狭山市

				兵庫県
 (8市) ヒョウゴケンシ		神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 コウベシアマガサキシニシノミヤシアシヤシイタミシタカラヅカシカワニシシサンダシ

				奈良県
 (9市) ナラケンシ		奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市 ナラシヤマトタカダシヤマトコオリヤマシテンリシカシハラシサクライシゴジョウシゴショシイコマシ

		注）本表は租税特別措置法第７０条の４第２項第３号に指定する都の特別区、首都圏、近畿圏若しくは中部圏内にある指定都市、又は首都圏の既成市街地若しくは近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域若しくは近郊整備区域若しくは中部圏の都市整備区域にその全部若しくは一部が含まれる市を示すものである。 チュウホンヒョウソゼイトクベツソチホウダイジョウダイコウダイゴウシテイトトクベツクシュトケンキンキケンモチュウブケンナイシテイトシマタシュトケンキセイシガイチモキンコウセイビチタイキンキケンキセイトシクイキモキンコウセイビクイキモチュウブケントシセイビクイキゼンブモイチブフクシシメ





地方-横

		三大都市圏に所在する特定市（固定資産税：２０６市：１８年１月１日現在） サンダイトシケンショザイトクテイシコテイシサンゼイシネンガツニチゲンザイ

		都府県 トフケン				市名 シメイ

		首都圏
(112市) シュトケンシ		茨城県　 （6市) イバラギケンシ		龍ヶ崎市、常総市、取手市、坂東市、牛久市、守谷市 リュウガサキシジョウソウシトリデシバンドウシウシクシモリヤシ

				埼玉県　 (37市) サイタマケンシ		川口市、川越市、さいたま市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、新座市、朝霞市、鳩ヶ谷市、入間市、久喜市、北本市、ふじみ野市、富士見市、八潮市、蓮田市、三郷市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、熊谷市 カワグチシカワゴエシシギョウダシトコロザワシハンノウシクワノシシヒダカシヨシカワシクマガヤシ

				東京都　 (27市) トウキョウトシ		特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、西東京市、あきる野市、羽村市 トクベツクムサシノシミタカシハチオウジシタチカワシオウメシフチュウシアキシマシチョウフシマチダシコガネイシコダイラシヒノシヒガシムラヤマシコクブンジシクニタチシフクウシタマシイナギシコマエシムサシムラヤマシヒガシヤマトシキヨセシヒガシクルメシニシトウキョウシノシハムラシ

				千葉県　 (23市) チバケンシ		千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ヶ谷市、流山市、我孫子市、四街道市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市 チバシイチカワシフナバシシキサラヅシマツドシノダシナリタシサクラシナラシノシカシワシイチハラシキミツシフッツシヤチヨシウラヤスシカマガヤシナガレヤマシアビコシヨツカイドウシソデガウラシインザイシシライシトミサトシ

				神奈川県 (19市) カナガワケンシ		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市 ヨコハマシカワサキシヨコスカシヒラツカシカマクラシフジサワシオダワラシチガサキシズシシサガミハラシミウラシハダノシアツギシヤマトシエビナシザマシイセハラシミナミアシガラシアヤセシ

		中部圏
(32市) チュウブケンシ		静岡県　 (1市) シズオカケンシ		静岡市 シズオカシ

				愛知県　 (28市) アイチケンシ		名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、尾張旭市、知立市、高浜市、大府市、知多市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清洲市 ナゴヤシオカザキシイチノミヤシセトシハンダシカスガイシツシマシヘキナンシカリヤシトヨダシアンジョウシニシオシイヌヤマシトコナメシコウナンシコマキシイナザワシトウカイシオワリアサヒシチリュウシタカハマシオオブシチタシイワクラシアイニシシキヨスシ

				三重県　 (3市) ミエケンシ		四日市市、桑名市、いなべ市 ヨッカイチシクワナシシ

		近畿圏
(62市) キンキケンシ		京都府　 (9市) キョウトフシ		京都市、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市、京田辺市、南丹市 キョウトシウジシカメオカシムニチシナガオカキョウシシロヨウイチヤワタシキョウタナベシミナミニシ

				大阪府　 (33市) オオサカフシ		大阪市、守口市、東大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、泉南市、藤井寺市、交野市、四條畷市、高石市、大阪狭山市、阪南市 オオサカシモリグチシヒガシオオサカシサカイシキシワダシトヨナカシイケダシスイタシイズミオオツシタカツキシカイヅカシヒラカタシイバラギシヤオシイズミサノシトンダバヤシシネヤガワシカワチナガノシマツバラシダイトウシイズミシミノメンシカシワラシハビキノシカドマシセッツシイズミミナミシフジイデラシマノシシジョウナワテタカイシシオオサカサヤマシハンナンシ

				兵庫県　 (8市) ヒョウゴケンシ		神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 コウベシアマガサキシニシノミヤシアシヤシイタミシタカラヅカシカワニシシサンダシ

				奈良県　 (12市) ナラケンシ		奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市 ナラシヤマトタカダシヤマトコオリヤマシテンリシカシハラシサクライシゴジョウシゴショシイコマシカオシバシカツラギシウダシ

		注）本表は地方税法附則第２９条の７に規定する都の特別区、首都圏、近畿圏若しくは中部圏内にある指定都市、又は首都圏の既成市街地若しくは近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域若しくは近郊整備区域若しくは中部圏の都市整備区域にその全部若しくは一部が含まれる市を示すものです。 チュウホンヒョウダイジョウキテイトトクベツクシュトケンキンキケンモチュウブケンナイシテイトシマタシュトケンキセイシガイチモキンコウセイビチタイキンキケンキセイトシクイキモキンコウセイビクイキモチュウブケントシセイビクイキゼンブモイチブフクシシメ





地方-縦

		三大都市圏に所在する特定市（固定資産税：２０６市：１８年１月１日現在） サンダイトシケンショザイトクテイシコテイシサンゼイシネンガツニチゲンザイ

		都府県 トフケン				市名 シメイ

		首都圏
(112市) シュトケンシ		茨城県
 （6市) イバラギケンシ		龍ヶ崎市、常総市、取手市、坂東市、牛久市、守谷市 リュウガサキシジョウソウシトリデシバンドウシウシクシモリヤシ

				埼玉県
 (37市) サイタマケンシ		川口市、川越市、さいたま市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、新座市、朝霞市、鳩ヶ谷市、入間市、久喜市、北本市、ふじみ野市、富士見市、八潮市、蓮田市、三郷市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、熊谷市 カワグチシカワゴエシシギョウダシトコロザワシハンノウシクワノシシヒダカシヨシカワシクマガヤシ

				東京都
 (27市) トウキョウトシ		特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、西東京市、あきる野市、羽村市 トクベツクムサシノシミタカシハチオウジシタチカワシオウメシフチュウシアキシマシチョウフシマチダシコガネイシコダイラシヒノシヒガシムラヤマシコクブンジシクニタチシフクウシタマシイナギシコマエシムサシムラヤマシヒガシヤマトシキヨセシヒガシクルメシニシトウキョウシノシハムラシ

				千葉県
 (23市) チバケンシ		千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ヶ谷市、流山市、我孫子市、四街道市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市 チバシイチカワシフナバシシキサラヅシマツドシノダシナリタシサクラシナラシノシカシワシイチハラシキミツシフッツシヤチヨシウラヤスシカマガヤシナガレヤマシアビコシヨツカイドウシソデガウラシインザイシシライシトミサトシ

				神奈川県
 (19市) カナガワケンシ		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市 ヨコハマシカワサキシヨコスカシヒラツカシカマクラシフジサワシオダワラシチガサキシズシシサガミハラシミウラシハダノシアツギシヤマトシエビナシザマシイセハラシミナミアシガラシアヤセシ

		中部圏
(32市) チュウブケンシ		静岡県
(1市) シズオカケンシ		静岡市 シズオカシ

				愛知県
 (28市) アイチケンシ		名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、尾張旭市、知立市、高浜市、大府市、知多市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清洲市 ナゴヤシオカザキシイチノミヤシセトシハンダシカスガイシツシマシヘキナンシカリヤシトヨダシアンジョウシニシオシイヌヤマシトコナメシコウナンシコマキシイナザワシトウカイシオワリアサヒシチリュウシタカハマシオオブシチタシイワクラシアイニシシキヨスシ

				三重県
 (3市) ミエケンシ		四日市市、桑名市、いなべ市 ヨッカイチシクワナシシ

		近畿圏
(62市) キンキケンシ		京都府
 (9市) キョウトフシ		京都市、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市、京田辺市、南丹市 キョウトシウジシカメオカシムニチシナガオカキョウシシロヨウイチヤワタシキョウタナベシミナミニシ

				大阪府
 (33市) オオサカフシ		大阪市、守口市、東大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、泉南市、藤井寺市、交野市、四條畷市、高石市、大阪狭山市、阪南市 オオサカシモリグチシヒガシオオサカシサカイシキシワダシトヨナカシイケダシスイタシイズミオオツシタカツキシカイヅカシヒラカタシイバラギシヤオシイズミサノシトンダバヤシシネヤガワシカワチナガノシマツバラシダイトウシイズミシミノメンシカシワラシハビキノシカドマシセッツシイズミミナミシフジイデラシマノシシジョウナワテタカイシシオオサカサヤマシハンナンシ

				兵庫県
 (8市) ヒョウゴケンシ		神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 コウベシアマガサキシニシノミヤシアシヤシイタミシタカラヅカシカワニシシサンダシ

				奈良県
 (12市) ナラケンシ		奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市 ナラシヤマトタカダシヤマトコオリヤマシテンリシカシハラシサクライシゴジョウシゴショシイコマシカオシバシカツラギシウダシ

		注）本表は地方税法附則第２９条の７に規定する都の特別区、首都圏、近畿圏若しくは中部圏内にある指定都市、又は首都圏の既成市街地若しくは近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域若しくは近郊整備区域若しくは中部圏の都市整備区域にその全部若しくは一部が含まれる市を示すものです。





資料集用最新

				○三大都市圏に所在する特定市（２１４市：２６年１月１日現在） サンダイトシケンショザイトクテイシシネンガツニチゲンザイ

				圏域名 ケンイキメイ		都府県名 トフケンメイ		市名 シメイ

				首都圏 シュトケン		茨城県
 （7市) イバラギケンシ		龍ヶ崎市、常総市、取手市、牛久市、守谷市、坂東市、つくばみらい市 リュウガサキシトリデシウシクシモリヤシシ

						埼玉県
 (37市) サイタマケンシ		さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市 シカワゴエシクマガヤシカワグチシギョウダシトコロザワシハンノウシクワイルマシアサカシシヒダカシヨシカワシシラオカシ

						東京都
 (27市) トウキョウトシ		特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 トクベツクムサシノシミタカシオウメシフチュウシアキシマシチョウフシマチダシコガネイシコダイラシヒノシヒガシムラヤマシコクブンジシクニタチシフクウシコマエシキヨセシヒガシクルメシハムラシ

						千葉県
 (23市) チバケンシ		千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市 チバシイチカワシフナバシシキサラヅシマツドシノダシナリタシサクラシナラシノシカシワシイチハラシヤチヨシカマガヤシヨツカイドウシソデガウラシインザイシシライシトミサトシ

						神奈川県
 (19市) カナガワケンシ		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市 ヨコハマシカワサキシヨコスカシヒラツカシカマクラシフジサワシオダワラシチガサキシズシシサガミハラシミウラシハダノシアツギシヤマトシイセハラシミナミアシガラシアヤセシ

				中部圏 チュウブケン		静岡県
(2市) シズオカケンシ		静岡市、浜松市 シズオカシハママツシ

						愛知県
 (33市) アイチケンシ		名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清洲市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市 ナゴヤシオカザキシイチノミヤシセトシハンダシカスガイシツシマシヘキナンシカリヤシトヨダシアンジョウシニシオシイヌヤマシトコナメシコウナンシコマキシイナザワシトウカイシオオブシチタシイワクラシアイニシシキヨスシキタナゴヤシヤトミシシシナガクテシ

						三重県
 (3市) ミエケンシ		四日市市、桑名市、いなべ市 ヨッカイチシクワナシシ

				近畿圏 キンキケン		京都府
 (10市) キョウトフシ		京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市 キョウトシウジシカメオカシシロヨウイチヤワタシキョウタナベシミナミニシキヅガワシ

						大阪府
 (33市) オオサカフシ		大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市 オオサカシキシワダシトヨナカシイケダシスイタシイズミオオツシタカツキシカイヅカシヒラカタシイバラギシヤオシイズミサノシトンダバヤシシネヤガワシカワチナガノシマツバラシダイトウシイズミシミノメンシカシワラシハビキノシカドマシセッツシタカイシシオオサカサヤマシハンナンシ

						兵庫県
 (8市) ヒョウゴケンシ		神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市 コウベシアマガサキシニシノミヤシアシヤシイタミシタカラヅカシカワニシシサンダシ

						奈良県
 (12市) ナラケンシ		奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市 ナラシヤマトタカダシヤマトコオリヤマシテンリシカシハラシサクライシゴジョウシゴショシイコマシカオシバシカツラギシウダシ





地方-16.11月

		（参考） サンコウ		三大都市圏に所在する特定市（２０２市：平成１６年１１月３０日現在） サンダイトシケンショザイトクテイシシヘイセイネンガツニチゲンザイ

		都府県 トフケン				市名 シメイ

		首都圏
(112市) シュトケンシ		茨城県
 （6市) イバラギケンシ		龍ヶ崎市、水海道市、取手市、岩井市、牛久市、守谷市

				埼玉県
 (37市) サイタマケンシ		川口市、川越市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、上福岡市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、さいたま市

				東京都
 (27市) トウキョウトシ		特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

				千葉県
 (23市) チバケンシ		千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、富里市

				神奈川県
 (19市) カナガワケンシ		横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市

		中部圏
(30市) チュウブケンシ		静岡県
(なし) シズオカケン

				愛知県
 (27市) アイチケンシ		名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、豊明市、尾張旭市、岩倉市、大府市、東海市、知多市、高浜市、知立市、日進市

				三重県
 (3市) ミエケンシ		四日市市、桑名市、いなべ市

		近畿圏
(60市) キンキケンシ		京都府
 (8市) キョウトフシ		京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市

				大阪府
 (33市) オオサカフシ		大阪市、守口市、東大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

				兵庫県
 (8市) ヒョウゴケンシ		神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市

				奈良県
 (11市) ナラケンシ		奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市

		（注）三大都市圏の特定市とは、次に掲げる地域をいう。
　　　首都圏：東京都の特別区並びに首都圏整備法の既成市街地及び近郊整備地帯にある市
　　　中部圏：中部圏開発整備法の都市整備区域にある市
　　　近畿圏：近畿圏整備法の既成都市区域及び近郊整備区域にある市





特定市の合併等

		三大都市圏に所在する特定市の市町村合併状況 サンダイトシケンショザイトクテイシシチョウソンガッペイジョウキョウ

		都府県 トフケン				H3.1.1時点 ジテン						合併等時期 ガッペイトウジキ				H22.1.1現在 ゲンザイ										都府県名 トフケンメイ		市町村名		三大都市圏 サンダイトシケン		特定市
（相続税） トクテイシソウゾクゼイ		特定市
(固定資産税) トクテイシコテイシサンゼイ		H3.1.1現在の市町村名 ゲンザイシチョウソンメイ

						特定市 トクテイシ		特定市以外 トクテイシイガイ										相続税
終身 ソウゾクゼイシュウシン		相続税
20年 ソウゾクゼイネン

						190		112								213		185		28						223		216		228		200		228		301

		首都圏 シュトケン		茨城県 イバラギケン		龍ヶ崎市 リュウガサキシ										龍ヶ崎市		龍ヶ崎市								茨城県 イバラギケン		龍ヶ崎市		1		1		1		龍ヶ崎市 リュウガサキシ

						水海道市						18.01.01				常総市		常総市								茨城県 イバラギケン		常総市		1		1		1		水海道市 ミズウミミチシ

								石下町 イシゲチョウ				18.01.01																								石下町 イシゲチョウ

						取手市										取手市		取手市								茨城県 イバラギケン		取手市		1		1		1		取手市 トリデシ

								藤代町 フジシロチョウ				17.03.28																								藤代町 フジシロチョウ

						牛久市										牛久市		牛久市								茨城県 イバラギケン		牛久市		1		1		1		牛久市

								守谷町 チョウ				14.02.02				守谷市				守谷市						茨城県 イバラギケン		守谷市		1				1		守谷町 チョウ

						岩井市						17.03.22				坂東市		坂東市								茨城県 イバラギケン		坂東市		1		1		1		岩井市 イワイシ

								猿島町 サルシマチョウ				17.03.22																								猿島町 サルシマチョウ

								伊奈町 イナチョウ				18.03.27				つくばみらい市 シ				つくばみらい市 シ						茨城県 イバラギケン		つくばみらい市 シ		1				1		伊奈町 イナチョウ

								谷和原村 タニワハラソン																												谷和原村 タニワハラソン

				埼玉県 サイタマケン		浦和市 ウラワシ						13.05.01
15.04.01政令市				さいたま市 シ		さいたま市 シ								埼玉県 サイタマケン		さいたま市 シ		1		1		1		浦和市 ウラワシ

						大宮市 オオミヤシ																								1		1		1		大宮市 オオミヤシ

						与野市 ヨノシ																								1		1		1		与野市 ヨノシ

						岩槻市 イワツキシ						17.04.01																		1		1		1		岩槻市 イワツキシ

						川越市										川越市		川越市								埼玉県 サイタマケン		川越市		1		1		1		川越市

								熊谷市 クマガヤシ								熊谷市 クマガヤシ				熊谷市 クマガヤシ						埼玉県 サイタマケン		熊谷市 クマガヤシ		1				1		熊谷市 クマガヤシ

								妻沼町 ツマヌマチョウ				17.10.01																妻沼町 ツマヌマチョウ								妻沼町 ツマヌマチョウ

								大里町 オオザトチョウ																				大里町 オオザトチョウ								大里町 オオザトチョウ

								江南町 コウナンチョウ				19.02.13																江南町 コウナンチョウ								江南町 コウナンチョウ

						川口市 カワグチシ										川口市		川口市								埼玉県 サイタマケン		川口市		1		1		1		川口市

						行田市										行田市		行田市								埼玉県 サイタマケン		行田市		1		1		1		行田市

								南河原村 ミナミカワラムラ				18.01.01																								南河原村 ミナミカワラムラ

						所沢市										所沢市		所沢市								埼玉県 サイタマケン		所沢市		1		1		1		所沢市

						飯能市										飯能市		飯能市								埼玉県 サイタマケン		飯能市		1		1		1		飯能市

								名栗村 ナグリムラ				17.01.01																								名栗村 ナグリムラ

						加須市										加須市		加須市								埼玉県 サイタマケン		加須市		1		1		1		加須市

								騎西町				22.03.23																								騎西町

								北川辺町																												北川辺町

								大利根町																												大利根町

						東松山市										東松山市		東松山市								埼玉県 サイタマケン		東松山市		1		1		1		東松山市

						春日部市										春日部市		春日部市								埼玉県 サイタマケン		春日部市		1		1		1		春日部市

								庄和町 ショウワチョウ				17.10.01																								庄和町 ショウワチョウ

						狭山市										狭山市		狭山市								埼玉県 サイタマケン		狭山市		1		1		1		狭山市

						羽生市										羽生市		羽生市								埼玉県 サイタマケン		羽生市		1		1		1		羽生市

						鴻巣市										鴻巣市		鴻巣市								埼玉県 サイタマケン		鴻巣市		1		1		1		鴻巣市

								吹上町 フキアゲチョウ				17.10.01																								吹上町 フキアゲチョウ

								川里村 カワサトソン																												川里村 カワサトソン

						上尾市										上尾市		上尾市								埼玉県 サイタマケン		上尾市		1		1		1		上尾市

						草加市										草加市		草加市								埼玉県 サイタマケン		草加市		1		1		1		草加市

						越谷市										越谷市		越谷市								埼玉県 サイタマケン		越谷市		1		1		1		越谷市

						蕨市										蕨市		蕨市								埼玉県 サイタマケン		蕨市		1		1		1		蕨市

						戸田市										戸田市		戸田市								埼玉県 サイタマケン		戸田市		1		1		1		戸田市

						入間市										入間市		入間市								埼玉県 サイタマケン		入間市		1		1		1		入間市

						鳩ヶ谷市										鳩ヶ谷市		鳩ヶ谷市								埼玉県 サイタマケン		鳩ヶ谷市		1		1		1		鳩ヶ谷市

						朝霞市										朝霞市		朝霞市								埼玉県 サイタマケン		朝霞市		1		1		1		朝霞市

						志木市										志木市		志木市								埼玉県 サイタマケン		志木市		1		1		1		志木市

						和光市										和光市		和光市								埼玉県 サイタマケン		和光市		1		1		1		和光市

						新座市										新座市		新座市								埼玉県 サイタマケン		新座市		1		1		1		新座市

						桶川市										桶川市		桶川市								埼玉県 サイタマケン		桶川市		1		1		1		桶川市

						久喜市										久喜市		久喜市								埼玉県 サイタマケン		久喜市		1		1		1		久喜市

								菖蒲町				22.03.23																								菖蒲町

								栗橋町																												栗橋町

								鷲宮町																												鷲宮町

						北本市										北本市		北本市								埼玉県 サイタマケン		北本市		1		1		1		北本市

						八潮市										八潮市		八潮市								埼玉県 サイタマケン		八潮市		1		1		1		八潮市

						富士見市										富士見市		富士見市								埼玉県 サイタマケン		富士見市		1		1		1		富士見市

						三郷市										三郷市		三郷市								埼玉県 サイタマケン		三郷市		1		1		1		三郷市

						蓮田市										蓮田市		蓮田市								埼玉県 サイタマケン		蓮田市		1		1		1		蓮田市

						坂戸市										坂戸市		坂戸市								埼玉県 サイタマケン		坂戸市		1		1		1		坂戸市

						幸手市										幸手市		幸手市								埼玉県 サイタマケン		幸手市		1		1		1		幸手市

								鶴ヶ島町 チョウ				03.04.01				鶴ヶ島市				鶴ヶ島市						埼玉県 サイタマケン		鶴ヶ島市		1				1		鶴ヶ島町 チョウ

								日高町 チョウ				03.10.01				日高市				日高市						埼玉県 サイタマケン		日高市		1				1		日高町 チョウ

								吉川町 チョウ				08.04.01				吉川市				吉川市						埼玉県 サイタマケン		吉川市		1				1		吉川町 チョウ

						上福岡市						17.10.01				ふじみ野市		ふじみ野市								埼玉県 サイタマケン		ふじみ野市		1		1		1		上福岡市 カミフクオカシ

								大井町 オオイチョウ				17.10.01																								大井町 オオイチョウ

				千葉県 チバケン		千葉市 チバシ						04.04.01政令市 セイレイシ				千葉市		千葉市								千葉県 チバケン		千葉市		1		1		1		千葉市

						市川市										市川市		市川市								千葉県 チバケン		市川市		1		1		1		市川市

						船橋市										船橋市		船橋市								千葉県 チバケン		船橋市		1		1		1		船橋市

						木更津市										木更津市		木更津市								千葉県 チバケン		木更津市		1		1		1		木更津市

						松戸市										松戸市		松戸市								千葉県 チバケン		松戸市		1		1		1		松戸市

						野田市										野田市		野田市								千葉県 チバケン		野田市		1		1		1		野田市

								関宿町 セキヤドマチ				15.06.06																								関宿町 セキヤドマチ

						成田市										成田市		成田市								千葉県 チバケン		成田市		1		1		1		成田市 ナリタシ

								下総町 シモウサチョウ				18.03.27																								下総町 シモウサチョウ

								大栄町 ダイエイチョウ																												大栄町 ダイエイチョウ

						佐倉市										佐倉市		佐倉市								千葉県 チバケン		佐倉市		1		1		1		佐倉市

						習志野市										習志野市		習志野市								千葉県 チバケン		習志野市		1		1		1		習志野市

						柏市										柏市		柏市								千葉県 チバケン		柏市		1		1		1		柏市

								沼南町 ショウナンチョウ				17.03.28																								沼南町 ショウナンチョウ

						市原市										市原市		市原市								千葉県 チバケン		市原市		1		1		1		市原市

						流山市										流山市		流山市								千葉県 チバケン		流山市		1		1		1		流山市

						八千代市										八千代市		八千代市								千葉県 チバケン		八千代市		1		1		1		八千代市

						我孫子市										我孫子市		我孫子市								千葉県 チバケン		我孫子市		1		1		1		我孫子市

						鎌ヶ谷市										鎌ヶ谷市		鎌ヶ谷市								千葉県 チバケン		鎌ヶ谷市		1		1		1		鎌ヶ谷市

						君津市										君津市		君津市								千葉県 チバケン		君津市		1		1		1		君津市

						富津市										富津市		富津市								千葉県 チバケン		富津市		1		1		1		富津市

						浦安市										浦安市 ウラヤスシ		浦安市 ウラヤスシ								千葉県 チバケン		浦安市 ウラヤスシ		1		1		1		浦安市 ウラヤスシ

						四街道市										四街道市		四街道市								千葉県 チバケン		四街道市		1		1		1		四街道市

								袖ヶ浦町 チョウ				03.04.01				袖ヶ浦市				袖ヶ浦市						千葉県 チバケン		袖ヶ浦市		1				1		袖ヶ浦町 チョウ

								印西町 チョウ				08.04.01				印西市				印西市						千葉県 チバケン		印西市		1				1		印西町 チョウ

								白井町 シロイマチ				13.04.01				白井市				白井市						千葉県 チバケン		白井市		1				1		白井町 シロイマチ

								富里町 トミサトチョウ				14.04.01				富里市 シ				富里市 シ						千葉県 チバケン		富里市 シ		1				1		富里町 トミサトチョウ

				東京都 トウキョウト		特別区 トクベツク										特別区 トクベツク		特別区 トクベツク								東京都 トウキョウト		目黒区 メグロク		1		1		1		目黒区 メグロク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				大田区 オオタク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				世田谷区 セタガヤク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				中野区 ナカノク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				杉並区 スギナミク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				北区 キタク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				板橋区 イタバシク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				練馬区 ネリマク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				足立区 アダチク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				葛飾区 カツシカク

																										東京都 トウキョウト				1		1		1				江戸川区 エドガワク

						八王子市										八王子市		八王子市								東京都 トウキョウト		八王子市		1		1		1		八王子市

						立川市										立川市		立川市								東京都 トウキョウト		立川市		1		1		1		立川市

						武蔵野市										武蔵野市		武蔵野市								東京都 トウキョウト		武蔵野市		1		1		1		武蔵野市

						三鷹市										三鷹市		三鷹市								東京都 トウキョウト		三鷹市		1		1		1		三鷹市

						青梅市										青梅市		青梅市								東京都 トウキョウト		青梅市		1		1		1		青梅市

						府中市										府中市		府中市								東京都 トウキョウト		府中市		1		1		1		府中市

						昭島市										昭島市		昭島市								東京都 トウキョウト		昭島市		1		1		1		昭島市

						調布市										調布市		調布市								東京都 トウキョウト		調布市		1		1		1		調布市

						町田市										町田市		町田市								東京都 トウキョウト		町田市		1		1		1		町田市

						小金井市										小金井市		小金井市								東京都 トウキョウト		小金井市		1		1		1		小金井市

						小平市										小平市		小平市								東京都 トウキョウト		小平市		1		1		1		小平市

						日野市										日野市		日野市								東京都 トウキョウト		日野市		1		1		1		日野市

						東村山市										東村山市		東村山市								東京都 トウキョウト		東村山市		1		1		1		東村山市

						国分寺市										国分寺市		国分寺市								東京都 トウキョウト		国分寺市		1		1		1		国分寺市

						国立市										国立市		国立市								東京都 トウキョウト		国立市		1		1		1		国立市

						福生市										福生市		福生市								東京都 トウキョウト		福生市		1		1		1		福生市

						狛江市										狛江市		狛江市								東京都 トウキョウト		狛江市		1		1		1		狛江市

						東大和市										東大和市		東大和市								東京都 トウキョウト		東大和市		1		1		1		東大和市

						清瀬市										清瀬市		清瀬市								東京都 トウキョウト		清瀬市		1		1		1		清瀬市

						東久留米市										東久留米市		東久留米市								東京都 トウキョウト		東久留米市		1		1		1		東久留米市

						武蔵村山市										武蔵村山市		武蔵村山市								東京都 トウキョウト		武蔵村山市		1		1		1		武蔵村山市

						多摩市										多摩市		多摩市								東京都 トウキョウト		多摩市		1		1		1		多摩市

						稲城市										稲城市		稲城市								東京都 トウキョウト		稲城市		1		1		1		稲城市

								羽村町 ハムラチョウ				03.11.01				羽村市				羽村市						東京都 トウキョウト		羽村市		1				1		羽村町 ハムラチョウ

						秋川市										あきる野市		あきる野市								東京都 トウキョウト		あきる野市		1		1		1		秋川市 アキガワシ

								五日市町 イツカイチチョウ				07.09.01																								五日市町 イツカイチチョウ

						保谷市 ホウヤシ						13.01.21				西東京市		西東京市								東京都 トウキョウト		西東京市		1		1		1		保谷市 ホウヤシ

						田無市 タナシシ																								1		1		1		田無市 タナシシ

				神奈川県 カナガワケン		横浜市 ヨコハマシ										横浜市		横浜市								神奈川県 カナガワケン		横浜市		1		1		1		横浜市

						川崎市										川崎市		川崎市								神奈川県 カナガワケン		川崎市		1		1		1		川崎市

						横須賀市										横須賀市		横須賀市								神奈川県 カナガワケン		横須賀市		1		1		1		横須賀市

						平塚市										平塚市		平塚市								神奈川県 カナガワケン		平塚市		1		1		1		平塚市

						鎌倉市										鎌倉市		鎌倉市								神奈川県 カナガワケン		鎌倉市		1		1		1		鎌倉市

						藤沢市										藤沢市		藤沢市								神奈川県 カナガワケン		藤沢市		1		1		1		藤沢市

						小田原市										小田原市		小田原市								神奈川県 カナガワケン		小田原市		1		1		1		小田原市

						茅ヶ崎市										茅ケ崎市		茅ケ崎市								神奈川県 カナガワケン		茅ケ崎市		1		1		1		茅ケ崎市

						逗子市										逗子市		逗子市								神奈川県 カナガワケン		逗子市		1		1		1		逗子市

						相模原市										相模原市		相模原市								神奈川県 カナガワケン		相模原市		1		1		1		相模原市

								津久井町 ツクイチョウ				18.03.20																								津久井町 ツクイチョウ

								相模湖町 サガミコチョウ																												相模湖町 サガミコチョウ

								城山町 シロヤマチョウ				19.03.11																								藤野町 フジノチョウ

								藤野町 フジノチョウ																												城山町 シロヤマチョウ

						三浦市										三浦市		三浦市								神奈川県 カナガワケン		三浦市		1		1		1		三浦市

						秦野市										秦野市		秦野市								神奈川県 カナガワケン		秦野市		1		1		1		秦野市

						厚木市										厚木市		厚木市								神奈川県 カナガワケン		厚木市		1		1		1		厚木市

						大和市										大和市		大和市								神奈川県 カナガワケン		大和市		1		1		1		大和市

						伊勢原市										伊勢原市		伊勢原市								神奈川県 カナガワケン		伊勢原市		1		1		1		伊勢原市

						海老名市										海老名市		海老名市								神奈川県 カナガワケン		海老名市		1		1		1		海老名市

						座間市										座間市		座間市								神奈川県 カナガワケン		座間市		1		1		1		座間市

						南足柄市										南足柄市		南足柄市								神奈川県 カナガワケン		南足柄市		1		1		1		南足柄市

						綾瀬市										綾瀬市		綾瀬市								神奈川県 カナガワケン		綾瀬市		1		1		1		綾瀬市

		中部圏 チュウブケン		静岡県 シズオカケン				静岡市 シズオカシ				17.04.01政令市 セイレイシ				静岡市 シズオカシ				静岡市 シズオカシ						静岡県 シズオカケン		静岡市 シズオカシ		2				2		静岡市 シズオカシ

								清水市 シミズシ				15.04.01																								清水市 シミズシ

								蒲原町 カンバラチョウ				18.03.31																								蒲原町 カンバラチョウ

								由比町 ユイチョウ				20.11.01																								由比町 ユイチョウ

								浜松市 ハママツシ				19.04.01政令市 セイレイシ				浜松市 ハママツシ				浜松市 ハママツシ						静岡県 シズオカケン		浜松市 ハママツシ		2				2		浜松市 ハママツシ

								可美村 カミムラ				03.05.01																								可美村 カミムラ

								天竜市 テンリュウシ				17.07.01																								浜北市 ハマキタシ

								浜北市 ハマキタシ																												引佐町 ヒサチョウ

								春野町 ハルノチョウ																												細江町 ホソエチョウ

								龍山村 リュウヤマソン																												三ヶ日町 ミッカビチョウ

								佐久間町 サクマチョウ																												雄踏町 オスフチョウ

								水窪町 ミズクボチョウ																												舞阪町 マサカチョウ

								舞阪町 マサカチョウ																												天竜市 テンリュウシ

								雄踏町 オスフチョウ																												佐久間町 サクマチョウ

								細江町 ホソエチョウ																												水窪町 ミズクボチョウ

								引佐町 ヒサチョウ																												龍山村 リュウヤマソン

								三ヶ日町 ミッカビチョウ																												春野町 ハルノチョウ

				愛知県 アイチケン		名古屋市 ナゴヤシ										名古屋市		名古屋市								愛知県 アイチケン		名古屋市		2		1		2		名古屋市

						岡崎市										岡崎市		岡崎市								愛知県 アイチケン		岡崎市		2		1		2		岡崎市

								額田町 ヌカダチョウ				18.01.01																								額田町 ヌカダチョウ

						一宮市 イチノミヤシ										一宮市		一宮市								愛知県 アイチケン		一宮市		2		1		2		一宮市 イチノミヤシ

						尾西市 オニシシ						17.04.01																		2		1		2		尾西市 オニシシ

								木曽川町 キソガワチョウ				17.04.01																								木曽川町 キソガワチョウ

						瀬戸市										瀬戸市		瀬戸市								愛知県 アイチケン		瀬戸市		2		1		2		瀬戸市

						半田市										半田市		半田市								愛知県 アイチケン		半田市		2		1		2		半田市

						春日井市										春日井市		春日井市								愛知県 アイチケン		春日井市		2		1		2		春日井市

						津島市										津島市		津島市								愛知県 アイチケン		津島市		2		1		2		津島市

						碧南市										碧南市		碧南市								愛知県 アイチケン		碧南市		2		1		2		碧南市

						刈谷市										刈谷市		刈谷市								愛知県 アイチケン		刈谷市		2		1		2		刈谷市

						豊田市										豊田市		豊田市								愛知県 アイチケン		豊田市		2		1		2		豊田市

								藤岡町 フジオカチョウ				17.04.01																								藤岡町 フジオカチョウ

								小原村 オバラムラ																												小原村 オバラムラ

								足助町 アシスケチョウ																												足助町 アシスケチョウ

								下山村 シモヤマソン																												下山村 シモヤマソン

								旭町 アサヒチョウ																												旭町 アサヒチョウ

								稲武町 イナブチョウ																												稲武町 イナブチョウ

						安城市										安城市		安城市								愛知県 アイチケン		安城市		2		1		2		安城市

						西尾市										西尾市		西尾市								愛知県 アイチケン		西尾市		2		1		2		西尾市

						犬山市										犬山市		犬山市								愛知県 アイチケン		犬山市		2		1		2		犬山市

						常滑市										常滑市		常滑市								愛知県 アイチケン		常滑市		2		1		2		常滑市

						江南市										江南市		江南市								愛知県 アイチケン		江南市		2		1		2		江南市

						小牧市										小牧市		小牧市								愛知県 アイチケン		小牧市		2		1		2		小牧市

						稲沢市										稲沢市		稲沢市								愛知県 アイチケン		稲沢市		2		1		2		稲沢市

								祖父江町 ソブエチョウ				17.04.01																								平和町 ヘイワチョウ

								平和町 ヘイワチョウ																												祖父江町 ソブエチョウ

						東海市										東海市		東海市								愛知県 アイチケン		東海市		2		1		2		東海市

						大府市										大府市		大府市								愛知県 アイチケン		大府市		2		1		2		大府市

						知多市										知多市		知多市								愛知県 アイチケン		知多市		2		1		2		知多市

						知立市										知立市		知立市								愛知県 アイチケン		知立市		2		1		2		知立市

						尾張旭市										尾張旭市		尾張旭市								愛知県 アイチケン		尾張旭市		2		1		2		尾張旭市

						高浜市										高浜市		高浜市								愛知県 アイチケン		高浜市		2		1		2		高浜市

						岩倉市										岩倉市		岩倉市								愛知県 アイチケン		岩倉市		2		1		2		岩倉市

						豊明市										豊明市		豊明市								愛知県 アイチケン		豊明市		2		1		2		豊明市

								日進町 ニッシンチョウ				06.10.01				日進市				日進市						愛知県 アイチケン		日進市		2				2		日進町 ニッシンチョウ

								佐屋町 サヤチョウ				17.04.01				愛西市 アイニシシ				愛西市 アイニシシ						愛知県 アイチケン		愛西市 アイニシシ		2				2		佐屋町 サヤチョウ

								立田村 タタムラ																												立田村 タタムラ

								八開村 ハチヒラムラ																												八開村 ハチヒラムラ

								佐織町 サオリチョウ																												佐織町 サオリチョウ

								西枇杷島町 ニシビワジマチョウ				17.07.07				清須市 キヨスシ				清須市 キヨスシ						愛知県 アイチケン		清須市 キヨスシ		2				2		西枇杷島町 ニシビワジマチョウ

								清洲町 キヨスチョウ																												清洲町 キヨスチョウ

								新川町 シンカワチョウ																												新川町 シンカワチョウ

								春日町 ハルヒチョウ				21.10..01

								師勝町 シカツチョウ				18.03.20				北名古屋市 キタナゴヤシ				北名古屋市 キタナゴヤシ						愛知県 アイチケン		北名古屋市 キタナゴヤシ		2				2		師勝町 シカツチョウ

								西春町 ニシハルチョウ																												西春町 ニシハルチョウ

								十四山村 ジュウシヤマソン				18.04.01				弥富市 ヤトミシ				弥富市 ヤトミシ						愛知県 アイチケン		弥富市 ヤトミシ		2				2		十四山村 ジュウシヤマソン

								弥富町 ヤトミチョウ																												弥富町 ヤトミチョウ

								三好町 ミヨシチョウ				22.01.04				みよし市 シ				みよし市 シ						愛知県 アイチケン		みよし市 シ		2				2		三好町 ミヨシチョウ

								七宝町				22.03.22				あま市 シ				あま市 シ						愛知県 アイチケン		あま市		2				2		七宝町

								美和町																												美和町

								甚目寺町																												甚目寺町

				三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ										四日市市		四日市市								三重県 ミエケン		四日市市		2		1		2		四日市市 ヨッカイチシ

								楠町 クスノキチョウ				17.02.07																								楠町 クスノキチョウ

						桑名市										桑名市		桑名市								三重県 ミエケン		桑名市		2		1		2		桑名市 クワナシ

								多度町 タドチョウ				16.12.06																								多度町 タドチョウ

								長島町 ナガシマチョウ																												長島町 ナガシマチョウ

								員弁町 インベンチョウ				15.12.01				いなべ市 シ				いなべ市 シ						三重県 ミエケン		いなべ市 シ		2				2		員弁町 インベンチョウ

								大安町 ダイアンチョウ																												大安町 ダイアンチョウ

								北勢町 ホクセイチョウ																												北勢町 ホクセイチョウ

								藤原町 フジワラチョウ																												藤原町 フジワラチョウ

		近畿圏 キンキケン		京都府 キョウトフ		京都市 キョウトシ										京都市		京都市								京都府 キョウトフ		京都市		3		1		3		京都市 キョウトシ

								京北町 ケイホクキタチョウ				17.04.01																								京北町 ケイホクキタチョウ

						宇治市										宇治市		宇治市								京都府 キョウトフ		宇治市		3		1		3		宇治市

						亀岡市										亀岡市		亀岡市								京都府 キョウトフ		亀岡市		3		1		3		亀岡市

						城陽市										城陽市		城陽市								京都府 キョウトフ		城陽市		3		1		3		城陽市

						向日市										向日市		向日市								京都府 キョウトフ		向日市		3		1		3		向日市

						長岡京市										長岡京市		長岡京市								京都府 キョウトフ		長岡京市		3		1		3		長岡京市

						八幡市										八幡市		八幡市								京都府 キョウトフ		八幡市		3		1		3		八幡市

								田辺町 タナベチョウ				09.04.01				京田辺市				京田辺市						京都府 キョウトフ		京田辺市		3				3		田辺町 タナベチョウ

								美山町 ミヤマチョウ				18.01.01				南丹市 ミナミシ				南丹市 ミナミシ						京都府 キョウトフ		南丹市 ミナミシ		3				3		園部町 ソノベチョウ

								園部町 ソノベチョウ																												八木町 ヤギチョウ

								八木町 ヤギチョウ																												日吉町 ヒヨシチョウ

								日吉町 ヒヨシチョウ																												美山町 ミヤマチョウ

								山城町 ヤマシロチョウ				19.03.12				木津川市 キヅガワシ				木津川市 キヅガワシ						京都府 キョウトフ		木津川市 キヅガワシ		3				3		山城町 ヤマシロチョウ

								木津町 キヅチョウ																												木津町 キヅチョウ

								加茂町 カモチョウ																												加茂町 カモチョウ

				大阪府 オオサカフ		大阪市 オオサカシ										大阪市		大阪市								大阪府 オオサカフ		大阪市		3		1		3		大阪市

						堺市						18.04.01政令市 セイレイシ				堺市		堺市								大阪府 オオサカフ		堺市		3		1		3		堺市

								美原町 ミハラチョウ				17.02.01																								美原町 ミハラチョウ

						岸和田市										岸和田市		岸和田市								大阪府 オオサカフ		岸和田市		3		1		3		岸和田市

						豊中市										豊中市		豊中市								大阪府 オオサカフ		豊中市		3		1		3		豊中市

						池田市										池田市		池田市								大阪府 オオサカフ		池田市		3		1		3		池田市

						吹田市										吹田市		吹田市								大阪府 オオサカフ		吹田市		3		1		3		吹田市

						泉大津市										泉大津市		泉大津市								大阪府 オオサカフ		泉大津市		3		1		3		泉大津市

						高槻市										高槻市		高槻市								大阪府 オオサカフ		高槻市		3		1		3		高槻市

						貝塚市										貝塚市		貝塚市								大阪府 オオサカフ		貝塚市		3		1		3		貝塚市

						守口市										守口市		守口市								大阪府 オオサカフ		守口市		3		1		3		守口市

						枚方市										枚方市		枚方市								大阪府 オオサカフ		枚方市		3		1		3		枚方市

						茨木市										茨木市		茨木市								大阪府 オオサカフ		茨木市		3		1		3		茨木市

						八尾市										八尾市		八尾市								大阪府 オオサカフ		八尾市		3		1		3		八尾市

						泉佐野市										泉佐野市		泉佐野市								大阪府 オオサカフ		泉佐野市		3		1		3		泉佐野市

						富田林市										富田林市		富田林市								大阪府 オオサカフ		富田林市		3		1		3		富田林市

						寝屋川市										寝屋川市		寝屋川市								大阪府 オオサカフ		寝屋川市		3		1		3		寝屋川市

						河内長野市										河内長野市		河内長野市								大阪府 オオサカフ		河内長野市		3		1		3		河内長野市

						松原市										松原市		松原市								大阪府 オオサカフ		松原市		3		1		3		松原市

						大東市										大東市		大東市								大阪府 オオサカフ		大東市		3		1		3		大東市

						和泉市										和泉市		和泉市								大阪府 オオサカフ		和泉市		3		1		3		和泉市

						箕面市										箕面市		箕面市								大阪府 オオサカフ		箕面市		3		1		3		箕面市

						柏原市										柏原市		柏原市								大阪府 オオサカフ		柏原市		3		1		3		柏原市

						羽曳野市										羽曳野市		羽曳野市								大阪府 オオサカフ		羽曳野市		3		1		3		羽曳野市

						門真市										門真市		門真市								大阪府 オオサカフ		門真市		3		1		3		門真市

						摂津市										摂津市		摂津市								大阪府 オオサカフ		摂津市		3		1		3		摂津市

						高石市										高石市		高石市								大阪府 オオサカフ		高石市		3		1		3		高石市

						藤井寺市										藤井寺市		藤井寺市								大阪府 オオサカフ		藤井寺市		3		1		3		藤井寺市

						東大阪市										東大阪市		東大阪市								大阪府 オオサカフ		東大阪市		3		1		3		東大阪市

						泉南市										泉南市		泉南市								大阪府 オオサカフ		泉南市		3		1		3		泉南市

						四條畷市										四條畷市		四條畷市								大阪府 オオサカフ		四條畷市		3		1		3		四條畷市

						交野市										交野市		交野市								大阪府 オオサカフ		交野市		3		1		3		交野市

						大阪狭山市										大阪狭山市		大阪狭山市								大阪府 オオサカフ		大阪狭山市		3		1		3		大阪狭山市

								阪南町 チョウ				03.10.01				阪南市				阪南市						大阪府 オオサカフ		阪南市		3				3		阪南町 チョウ

				兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ										神戸市		神戸市								兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市		3		1		3		神戸市

						尼崎市										尼崎市		尼崎市								兵庫県 ヒョウゴケン		尼崎市		3		1		3		尼崎市

						西宮市										西宮市		西宮市								兵庫県 ヒョウゴケン		西宮市		3		1		3		西宮市

						芦屋市										芦屋市		芦屋市								兵庫県 ヒョウゴケン		芦屋市		3		1		3		芦屋市

						伊丹市										伊丹市		伊丹市								兵庫県 ヒョウゴケン		伊丹市		3		1		3		伊丹市

						宝塚市										宝塚市		宝塚市								兵庫県 ヒョウゴケン		宝塚市		3		1		3		宝塚市

						川西市										川西市		川西市								兵庫県 ヒョウゴケン		川西市		3		1		3		川西市

						三田市										三田市		三田市								兵庫県 ヒョウゴケン		三田市		3		1		3		三田市

				奈良県 ナラケン		奈良市 ナラシ										奈良市		奈良市								奈良県 ナラケン		奈良市		3		1		3		奈良市

								月ヶ瀬村				17.04.01																								都祁村

								都祁村																												月ヶ瀬村

						大和高田市										大和高田市		大和高田市								奈良県 ナラケン		大和高田市		3		1		3		大和高田市

						大和郡山市										大和郡山市		大和郡山市								奈良県 ナラケン		大和郡山市		3		1		3		大和郡山市

						天理市										天理市		天理市								奈良県 ナラケン		天理市		3		1		3		天理市

						橿原市										橿原市		橿原市								奈良県 ナラケン		橿原市		3		1		3		橿原市

						桜井市										桜井市		桜井市								奈良県 ナラケン		桜井市		3		1		3		桜井市

						五條市										五條市		五條市								奈良県 ナラケン		五條市		3		1		3		五條市

								西吉野村 ニシヨシノムラ				17.9.25																								西吉野村 ニシヨシノムラ

								大塔村 オオトウムラ																												大塔村 オオトウムラ

						御所市										御所市		御所市								奈良県 ナラケン		御所市		3		1		3		御所市

						生駒市										生駒市		生駒市								奈良県 ナラケン		生駒市		3		1		3		生駒市

								香芝町 チョウ				03.10.01				香芝市				香芝市						奈良県 ナラケン		香芝市		3				3		香芝町 チョウ

								新庄町 シンジョウチョウ				16.10.01				葛城市 カツラギシ				葛城市 カツラギシ						奈良県 ナラケン		葛城市 カツラギシ		3				3		新庄町 シンジョウチョウ

								當麻町																												當麻町

								大宇陀町 オオウダチョウ				18.01.01				宇陀市 ウダシ				宇陀市 ウダシ						奈良県 ナラケン		宇陀市 ウダシ		3				3		大宇陀町 オオウダチョウ

								菟田野町																												菟田野町

								榛原町																												榛原町

								室生村																												室生村
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静岡県＝三大都市圏に編入している

平成３年１月１日現在の特定市

１４年２月２日市制

１８年３月２７日市施行
伊奈町、谷和原町は共に近郊整備地帯の町

８年４月１日市制

１３年４月１日市制

１４年４月１日市制

１７年４月１日政令市

６年１０月１日市制

９年４月１日市制
旧綴喜郡田辺町

３年１０月１日市制

３年１０月１日市制

3年4月1日市制

3年10月1日市制

8年4月1日市制

3年4月1日市制

3年11月1日市制

近郊整備地域

特定市街化区域農地：三大都市圏の特定市（東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市（平成19.1.1現在209市））にある市街化区域農地をいう。『資産評価システム研究センターＨＰ』
また、平成20.1.1現在211市に変更。

熊谷市（大里町が近郊整備地域）で２０９市
浜松市（19.4.1）と木津川市（19.3.12）で２１１市



特定市の合併等 (2)

		三大都市圏に所在する特定市の市町村合併状況 サンダイトシケンショザイトクテイシシチョウソンガッペイジョウキョウ

		都府県 トフケン				H3.1.1時点 ジテン						合併等時期 ガッペイトウジキ				H25.1.1現在 ゲンザイ

						特定市 トクテイシ		特定市以外 トクテイシイガイ										相続税
終身 ソウゾクゼイシュウシン		相続税
20年 ソウゾクゼイネン

						190		114								214		184		30

		首都圏 シュトケン		茨城県 イバラギケン		龍ヶ崎市 リュウガサキシ										龍ヶ崎市		龍ヶ崎市

						水海道市						18.01.01				常総市		常総市

								石下町 イシゲチョウ				18.01.01

						取手市										取手市		取手市

								藤代町 フジシロチョウ				17.03.28

						牛久市										牛久市		牛久市

								守谷町 チョウ				14.02.02				守谷市				守谷市

						岩井市						17.03.22				坂東市		坂東市

								猿島町 サルシマチョウ				17.03.22

								伊奈町 イナチョウ				18.03.27				つくばみらい市 シ				つくばみらい市 シ

								谷和原村 タニワハラソン

				埼玉県 サイタマケン		浦和市 ウラワシ						13.05.01
15.04.01政令市				さいたま市 シ		さいたま市 シ

						大宮市 オオミヤシ

						与野市 ヨノシ

						岩槻市 イワツキシ						17.04.01

						川越市										川越市		川越市

								熊谷市 クマガヤシ								熊谷市 クマガヤシ				熊谷市 クマガヤシ

								妻沼町 ツマヌマチョウ				17.10.01

								大里町 オオザトチョウ

								江南町 コウナンチョウ				19.02.13

						川口市 カワグチシ						23.10.11				川口市		川口市

						鳩ヶ谷市

						行田市										行田市		行田市

								南河原村 ミナミカワラムラ				18.01.01

						所沢市										所沢市		所沢市

						飯能市										飯能市		飯能市

								名栗村 ナグリムラ				17.01.01

						加須市										加須市		加須市

								騎西町				22.03.23

								北川辺町

								大利根町

						東松山市										東松山市		東松山市

						春日部市										春日部市		春日部市

								庄和町 ショウワチョウ				17.10.01

						狭山市										狭山市		狭山市

						羽生市										羽生市		羽生市

						鴻巣市										鴻巣市		鴻巣市

								吹上町 フキアゲチョウ				17.10.01

								川里村 カワサトソン

						上尾市										上尾市		上尾市

						草加市										草加市		草加市

						越谷市										越谷市		越谷市

						蕨市										蕨市		蕨市

						戸田市										戸田市		戸田市

						入間市										入間市		入間市

						朝霞市										朝霞市		朝霞市

						志木市										志木市		志木市

						和光市										和光市		和光市

						新座市										新座市		新座市

						桶川市										桶川市		桶川市

						久喜市										久喜市		久喜市

								菖蒲町				22.03.23

								栗橋町

								鷲宮町

						北本市										北本市		北本市

						八潮市										八潮市		八潮市

						富士見市										富士見市		富士見市

						三郷市										三郷市		三郷市

						蓮田市										蓮田市		蓮田市

						坂戸市										坂戸市		坂戸市

						幸手市										幸手市		幸手市

								鶴ヶ島町 チョウ				03.04.01				鶴ヶ島市				鶴ヶ島市

								日高町 チョウ				03.10.01				日高市				日高市

								吉川町 チョウ				08.04.01				吉川市				吉川市

						上福岡市						17.10.01				ふじみ野市		ふじみ野市

								大井町 オオイチョウ				17.10.01

								白岡町 シラオカマチ				24.10.01				白岡市 シラオカシ				白岡市 シラオカシ

				千葉県 チバケン		千葉市 チバシ						04.04.01政令市 セイレイシ				千葉市		千葉市

						市川市										市川市		市川市

						船橋市										船橋市		船橋市

						木更津市										木更津市		木更津市

						松戸市										松戸市		松戸市

						野田市										野田市		野田市

								関宿町 セキヤドマチ				15.06.06

						成田市										成田市		成田市

								下総町 シモウサチョウ				18.03.27

								大栄町 ダイエイチョウ

						佐倉市										佐倉市		佐倉市

						習志野市										習志野市		習志野市

						柏市										柏市		柏市

								沼南町 ショウナンチョウ				17.03.28

						市原市										市原市		市原市

						流山市										流山市		流山市

						八千代市										八千代市		八千代市

						我孫子市										我孫子市		我孫子市

						鎌ヶ谷市										鎌ヶ谷市		鎌ヶ谷市

						君津市										君津市		君津市

						富津市										富津市		富津市

						浦安市										浦安市 ウラヤスシ		浦安市 ウラヤスシ

						四街道市										四街道市		四街道市

								袖ヶ浦町 チョウ				03.04.01				袖ヶ浦市				袖ヶ浦市

								印西町 チョウ				08.04.01				印西市				印西市

								白井町 シロイマチ				13.04.01				白井市				白井市

								富里町 トミサトチョウ				14.04.01				富里市 シ				富里市 シ

				東京都 トウキョウト		特別区 トクベツク										特別区 トクベツク		特別区 トクベツク

																								大田区 オオタク

																								世田谷区 セタガヤク

																								中野区 ナカノク

																								杉並区 スギナミク

																								北区 キタク

																								板橋区 イタバシク

																								練馬区 ネリマク

																								足立区 アダチク

																								葛飾区 カツシカク

																								江戸川区 エドガワク

						八王子市										八王子市		八王子市

						立川市										立川市		立川市

						武蔵野市										武蔵野市		武蔵野市

						三鷹市										三鷹市		三鷹市

						青梅市										青梅市		青梅市

						府中市										府中市		府中市

						昭島市										昭島市		昭島市

						調布市										調布市		調布市

						町田市										町田市		町田市

						小金井市										小金井市		小金井市

						小平市										小平市		小平市

						日野市										日野市		日野市

						東村山市										東村山市		東村山市

						国分寺市										国分寺市		国分寺市

						国立市										国立市		国立市

						福生市										福生市		福生市

						狛江市										狛江市		狛江市

						東大和市										東大和市		東大和市

						清瀬市										清瀬市		清瀬市

						東久留米市										東久留米市		東久留米市

						武蔵村山市										武蔵村山市		武蔵村山市

						多摩市										多摩市		多摩市

						稲城市										稲城市		稲城市

								羽村町 ハムラチョウ				03.11.01				羽村市				羽村市

						秋川市										あきる野市		あきる野市

								五日市町 イツカイチチョウ				07.09.01

						保谷市 ホウヤシ						13.01.21				西東京市		西東京市

						田無市 タナシシ

				神奈川県 カナガワケン		横浜市 ヨコハマシ										横浜市		横浜市

						川崎市										川崎市		川崎市

						横須賀市										横須賀市		横須賀市

						平塚市										平塚市		平塚市

						鎌倉市										鎌倉市		鎌倉市

						藤沢市										藤沢市		藤沢市

						小田原市										小田原市		小田原市

						茅ヶ崎市										茅ケ崎市		茅ケ崎市

						逗子市										逗子市		逗子市

						相模原市										相模原市		相模原市

								津久井町 ツクイチョウ				18.03.20

								相模湖町 サガミコチョウ

								城山町 シロヤマチョウ				19.03.11

								藤野町 フジノチョウ

						三浦市										三浦市		三浦市

						秦野市										秦野市		秦野市

						厚木市										厚木市		厚木市

						大和市										大和市		大和市

						伊勢原市										伊勢原市		伊勢原市

						海老名市										海老名市		海老名市

						座間市										座間市		座間市

						南足柄市										南足柄市		南足柄市

						綾瀬市										綾瀬市		綾瀬市

		中部圏 チュウブケン		静岡県 シズオカケン				静岡市 シズオカシ				17.04.01政令市 セイレイシ				静岡市 シズオカシ				静岡市 シズオカシ

								清水市 シミズシ				15.04.01

								蒲原町 カンバラチョウ				18.03.31

								由比町 ユイチョウ				20.11.01

								浜松市 ハママツシ				19.04.01政令市 セイレイシ				浜松市 ハママツシ				浜松市 ハママツシ

								可美村 カミムラ				03.05.01

								天竜市 テンリュウシ				17.07.01

								浜北市 ハマキタシ

								春野町 ハルノチョウ

								龍山村 リュウヤマソン

								佐久間町 サクマチョウ

								水窪町 ミズクボチョウ

								舞阪町 マサカチョウ

								雄踏町 オスフチョウ

								細江町 ホソエチョウ

								引佐町 ヒサチョウ

								三ヶ日町 ミッカビチョウ

				愛知県 アイチケン		名古屋市 ナゴヤシ										名古屋市		名古屋市

						岡崎市										岡崎市		岡崎市

								額田町 ヌカダチョウ				18.01.01

						一宮市 イチノミヤシ										一宮市		一宮市

						尾西市 オニシシ						17.04.01

								木曽川町 キソガワチョウ				17.04.01

						瀬戸市										瀬戸市		瀬戸市

						半田市										半田市		半田市

						春日井市										春日井市		春日井市

						津島市										津島市		津島市

						碧南市										碧南市		碧南市

						刈谷市										刈谷市		刈谷市

						豊田市										豊田市		豊田市

								藤岡町 フジオカチョウ				17.04.01

								小原村 オバラムラ

								足助町 アシスケチョウ

								下山村 シモヤマソン

								旭町 アサヒチョウ

								稲武町 イナブチョウ

						安城市										安城市		安城市

						西尾市										西尾市		西尾市

						犬山市										犬山市		犬山市

						常滑市										常滑市		常滑市

						江南市										江南市		江南市

						小牧市										小牧市		小牧市

						稲沢市										稲沢市		稲沢市

								祖父江町 ソブエチョウ				17.04.01

								平和町 ヘイワチョウ

						東海市										東海市		東海市

						大府市										大府市		大府市

						知多市										知多市		知多市

						知立市										知立市		知立市

						尾張旭市										尾張旭市		尾張旭市

						高浜市										高浜市		高浜市

						岩倉市										岩倉市		岩倉市

						豊明市										豊明市		豊明市

								日進町 ニッシンチョウ				06.10.01				日進市				日進市

								佐屋町 サヤチョウ				17.04.01				愛西市 アイニシシ				愛西市 アイニシシ

								立田村 タタムラ

								八開村 ハチヒラムラ

								佐織町 サオリチョウ

								西枇杷島町 ニシビワジマチョウ				17.07.07				清須市 キヨスシ				清須市 キヨスシ

								清洲町 キヨスチョウ

								新川町 シンカワチョウ

								春日町 ハルヒチョウ				21.10..01

								師勝町 シカツチョウ				18.03.20				北名古屋市 キタナゴヤシ				北名古屋市 キタナゴヤシ

								西春町 ニシハルチョウ

								十四山村 ジュウシヤマソン				18.04.01				弥富市 ヤトミシ				弥富市 ヤトミシ

								弥富町 ヤトミチョウ

								三好町 ミヨシチョウ				22.01.04				みよし市 シ				みよし市 シ

								七宝町				22.03.22				あま市 シ				あま市 シ

								美和町

								甚目寺町

								長久手町 ナガクテチョウ				24.01.04				長久手市 ナガクテシ				長久手市 ナガクテシ

				三重県 ミエケン		四日市市 ヨッカイチシ										四日市市		四日市市

								楠町 クスノキチョウ				17.02.07

						桑名市										桑名市		桑名市

								多度町 タドチョウ				16.12.06

								長島町 ナガシマチョウ

								員弁町 インベンチョウ				15.12.01				いなべ市 シ				いなべ市 シ

								大安町 ダイアンチョウ

								北勢町 ホクセイチョウ

								藤原町 フジワラチョウ

		近畿圏 キンキケン		京都府 キョウトフ		京都市 キョウトシ										京都市		京都市

								京北町 ケイホクキタチョウ				17.04.01

						宇治市										宇治市		宇治市

						亀岡市										亀岡市		亀岡市

						城陽市										城陽市		城陽市

						向日市										向日市		向日市

						長岡京市										長岡京市		長岡京市

						八幡市										八幡市		八幡市

								田辺町 タナベチョウ				09.04.01				京田辺市				京田辺市

								美山町 ミヤマチョウ				18.01.01				南丹市 ミナミシ				南丹市 ミナミシ

								園部町 ソノベチョウ

								八木町 ヤギチョウ

								日吉町 ヒヨシチョウ

								山城町 ヤマシロチョウ				19.03.12				木津川市 キヅガワシ				木津川市 キヅガワシ

								木津町 キヅチョウ

								加茂町 カモチョウ

				大阪府 オオサカフ		大阪市 オオサカシ										大阪市		大阪市

						堺市						18.04.01政令市 セイレイシ				堺市		堺市

								美原町 ミハラチョウ				17.02.01

						岸和田市										岸和田市		岸和田市

						豊中市										豊中市		豊中市

						池田市										池田市		池田市

						吹田市										吹田市		吹田市

						泉大津市										泉大津市		泉大津市

						高槻市										高槻市		高槻市

						貝塚市										貝塚市		貝塚市

						守口市										守口市		守口市

						枚方市										枚方市		枚方市

						茨木市										茨木市		茨木市

						八尾市										八尾市		八尾市

						泉佐野市										泉佐野市		泉佐野市

						富田林市										富田林市		富田林市

						寝屋川市										寝屋川市		寝屋川市

						河内長野市										河内長野市		河内長野市

						松原市										松原市		松原市

						大東市										大東市		大東市

						和泉市										和泉市		和泉市

						箕面市										箕面市		箕面市

						柏原市										柏原市		柏原市

						羽曳野市										羽曳野市		羽曳野市

						門真市										門真市		門真市

						摂津市										摂津市		摂津市

						高石市										高石市		高石市

						藤井寺市										藤井寺市		藤井寺市

						東大阪市										東大阪市		東大阪市

						泉南市										泉南市		泉南市

						四條畷市										四條畷市		四條畷市

						交野市										交野市		交野市

						大阪狭山市										大阪狭山市		大阪狭山市

								阪南町 チョウ				03.10.01				阪南市				阪南市

				兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ										神戸市		神戸市

						尼崎市										尼崎市		尼崎市

						西宮市										西宮市		西宮市

						芦屋市										芦屋市		芦屋市

						伊丹市										伊丹市		伊丹市

						宝塚市										宝塚市		宝塚市

						川西市										川西市		川西市

						三田市										三田市		三田市

				奈良県 ナラケン		奈良市 ナラシ										奈良市		奈良市

								月ヶ瀬村				17.04.01

								都祁村

						大和高田市										大和高田市		大和高田市

						大和郡山市										大和郡山市		大和郡山市

						天理市										天理市		天理市

						橿原市										橿原市		橿原市

						桜井市										桜井市		桜井市

						五條市										五條市		五條市

								西吉野村 ニシヨシノムラ				17.9.25

								大塔村 オオトウムラ

						御所市										御所市		御所市

						生駒市										生駒市		生駒市

								香芝町 チョウ				03.10.01				香芝市				香芝市

								新庄町 シンジョウチョウ				16.10.01				葛城市 カツラギシ				葛城市 カツラギシ

								當麻町

								大宇陀町 オオウダチョウ				18.01.01				宇陀市 ウダシ				宇陀市 ウダシ

								菟田野町

								榛原町

								室生村



&R&P／&N

近郊整備地域



特定市一覧表

		三大都市圏特定市（平成22年１月1日現在　211市区） サンダイトシケントクテイシヘイセイネンガツニチゲンザイシク

		都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ

		首都圏 シュトケン		茨城県 イバラギケン		龍ヶ崎市								ふじみ野市								清瀬市								江南市								富田林市

		(113)		(7)		常総市						千葉県 チバケン		千葉市								東久留米市								小牧市								寝屋川市

						取手市						(23)		市川市								武蔵村山市								稲沢市								河内長野市

						牛久市								船橋市								多摩市								東海市								松原市

						守谷市								木更津市								稲城市								大府市								大東市

						坂東市								松戸市								羽村市								知多市								和泉市

						つくばみらい市 シ								野田市								あきる野市								知立市								箕面市

				埼玉県 サイタマケン		さいたま市 シ								成田市								西東京市								尾張旭市								柏原市

				(37)		川越市								佐倉市						神奈川県 カナガワケン		横浜市								高浜市								羽曳野市

						熊谷市 クマガヤシ								習志野市						(19)		川崎市								岩倉市								門真市

						川口市								柏市								横須賀市								豊明市								摂津市

						行田市								市原市								平塚市								日進市								高石市

						所沢市								流山市								鎌倉市								愛西市 アイニシシ								藤井寺市

						飯能市								八千代市								藤沢市								清須市 キヨスシ								東大阪市

						加須市								我孫子市								小田原市								北名古屋市 キタナゴヤシ								泉南市

						東松山市								鎌ヶ谷市								茅ケ崎市								弥富市 ヤトミシ								四條畷市

						春日部市								君津市								逗子市						三重県 ミエケン		四日市市								交野市

						狭山市								富津市								相模原市						(3)		桑名市								大阪狭山市

						羽生市								浦安市 ウラヤスシ								三浦市								いなべ市 シ								阪南市

						鴻巣市								四街道市								秦野市				近畿圏 キンキケン		京都府 キョウトフ		京都市						兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市

						上尾市								袖ヶ浦市								厚木市				(63)		(10)		宇治市						(8)		尼崎市

						草加市								印西市								大和市								亀岡市								西宮市

						越谷市								白井市								伊勢原市								城陽市								芦屋市

						蕨市								富里市 シ								海老名市								向日市								伊丹市

						戸田市						東京都 トウキョウト		特別区 トクベツク								座間市								長岡京市								宝塚市

						入間市						(27)		八王子市								南足柄市								八幡市								川西市

						鳩ヶ谷市								立川市								綾瀬市								京田辺市								三田市

						朝霞市								武蔵野市				中部圏 チュウブケン		静岡県 シズオカケン		静岡市 シズオカシ								南丹市 ミナミシ						奈良県 ナラケン		奈良市

						志木市								三鷹市				(35)		(2)		浜松市 ハママツシ								木津川市 キヅガワシ						(12)		大和高田市

						和光市								青梅市						愛知県 アイチケン		名古屋市						大阪府 オオサカフ		大阪市								大和郡山市

						新座市								府中市						(30)		岡崎市						(33)		堺市								天理市

						桶川市								昭島市								一宮市								岸和田市								橿原市

						久喜市								調布市								瀬戸市								豊中市								桜井市

						北本市								町田市								半田市								池田市								五條市

						八潮市								小金井市								春日井市								吹田市								御所市

						富士見市								小平市								津島市								泉大津市								生駒市

						三郷市								日野市								碧南市								高槻市								香芝市

						蓮田市								東村山市								刈谷市								貝塚市								葛城市 カツラギシ

						坂戸市								国分寺市								豊田市								守口市								宇陀市 ウダシ

						幸手市								国立市								安城市								枚方市				注：色付きは平成3年1月1日以降に特定市になったもので26市。色付きでないのは平成3年1月1日現在の特定市で185市。 チュウイロツヘイセイネンガツニチイコウトクテイシシイロツヘイセイネンガツニチゲンザイトクテイシシ

						鶴ヶ島市								福生市								西尾市								茨木市

						日高市								狛江市								犬山市								八尾市

						吉川市								東大和市								常滑市								泉佐野市

		　三大都市圏特定市とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市 サンダイトシケントクテイシトウキョウトトクベツクオヨシュトケンキンキケンチュウブケンキセイシガイチキンコウセイビチタイショザイシ





特定市一覧表 (2)

		三大都市圏特定市（平成23年１月1日現在　213市区） サンダイトシケントクテイシヘイセイネンガツニチゲンザイシク

		都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ

		首都圏 シュトケン		茨城県 イバラギケン		龍ヶ崎市								ふじみ野市								清瀬市								江南市								八尾市

		(113)		(7)		常総市						千葉県 チバケン		千葉市								東久留米市								小牧市								泉佐野市

						取手市						(23)		市川市								武蔵村山市								稲沢市								富田林市

						牛久市								船橋市								多摩市								東海市								寝屋川市

						守谷市								木更津市								稲城市								大府市								河内長野市

						坂東市								松戸市								羽村市								知多市								松原市

						つくばみらい市 シ								野田市								あきる野市								知立市								大東市

				埼玉県 サイタマケン		さいたま市 シ								成田市								西東京市								尾張旭市								和泉市

				(37)		川越市								佐倉市						神奈川県 カナガワケン		横浜市								高浜市								箕面市

						熊谷市 クマガヤシ								習志野市						(19)		川崎市								岩倉市								柏原市

						川口市								柏市								横須賀市								豊明市								羽曳野市

						行田市								市原市								平塚市								日進市								門真市

						所沢市								流山市								鎌倉市								愛西市 アイニシシ								摂津市

						飯能市								八千代市								藤沢市								清須市 キヨスシ								高石市

						加須市								我孫子市								小田原市								北名古屋市 キタナゴヤシ								藤井寺市

						東松山市								鎌ヶ谷市								茅ケ崎市								弥富市 ヤトミシ								東大阪市

						春日部市								君津市								逗子市						23年より ネン		みよし市 シ								泉南市

						狭山市								富津市								相模原市						23年より ネン		あま市 シ								四條畷市

						羽生市								浦安市 ウラヤスシ								三浦市						三重県 ミエケン		四日市市								交野市

						鴻巣市								四街道市								秦野市						(3)		桑名市								大阪狭山市

						上尾市								袖ヶ浦市								厚木市								いなべ市 シ								阪南市

						草加市								印西市								大和市				近畿圏 キンキケン		京都府 キョウトフ		京都市						兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市

						越谷市								白井市								伊勢原市				(63)		(10)		宇治市						(8)		尼崎市

						蕨市								富里市 シ								海老名市								亀岡市								西宮市

						戸田市						東京都 トウキョウト		特別区 トクベツク								座間市								城陽市								芦屋市

						入間市						(27)		八王子市								南足柄市								向日市								伊丹市

						鳩ヶ谷市								立川市								綾瀬市								長岡京市								宝塚市

						朝霞市								武蔵野市				中部圏 チュウブケン		静岡県 シズオカケン		静岡市 シズオカシ								八幡市								川西市

						志木市								三鷹市				(37)		(2)		浜松市 ハママツシ								京田辺市								三田市

						和光市								青梅市						愛知県 アイチケン		名古屋市								南丹市 ミナミシ						奈良県 ナラケン		奈良市

						新座市								府中市						(32)		岡崎市								木津川市 キヅガワシ						(12)		大和高田市

						桶川市								昭島市								一宮市						大阪府 オオサカフ		大阪市								大和郡山市

						久喜市								調布市								瀬戸市						(33)		堺市								天理市

						北本市								町田市								半田市								岸和田市								橿原市

						八潮市								小金井市								春日井市								豊中市								桜井市

						富士見市								小平市								津島市								池田市								五條市

						三郷市								日野市								碧南市								吹田市								御所市

						蓮田市								東村山市								刈谷市								泉大津市								生駒市

						坂戸市								国分寺市								豊田市								高槻市								香芝市

						幸手市								国立市								安城市								貝塚市								葛城市 カツラギシ

						鶴ヶ島市								福生市								西尾市								守口市								宇陀市 ウダシ

						日高市								狛江市								犬山市								枚方市				注：色付きは平成3年1月1日以降に特定市になったもので28市。色付きでないのは平成3年1月1日現在の特定市で185市。 チュウイロツヘイセイネンガツニチイコウトクテイシシイロツヘイセイネンガツニチゲンザイトクテイシシ

						吉川市								東大和市								常滑市								茨木市

		　三大都市圏特定市とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市 サンダイトシケントクテイシトウキョウトトクベツクオヨシュトケンキンキケンチュウブケンキセイシガイチキンコウセイビチタイショザイシ





特定市一覧表 (3)

		三大都市圏特定市（平成24年１月1日現在　212市区） サンダイトシケントクテイシヘイセイネンガツニチゲンザイシク

		都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ

		首都圏 シュトケン		茨城県 イバラギケン		龍ヶ崎市						千葉県 チバケン		千葉市								東久留米市								小牧市								泉佐野市

		(112)		(7)		常総市						(23)		市川市								武蔵村山市								稲沢市								富田林市

						取手市								船橋市								多摩市								東海市								寝屋川市

						牛久市								木更津市								稲城市								大府市								河内長野市

						守谷市								松戸市								羽村市								知多市								松原市

						坂東市								野田市								あきる野市								知立市								大東市

						つくばみらい市 シ								成田市								西東京市								尾張旭市								和泉市

				埼玉県 サイタマケン		さいたま市 シ								佐倉市						神奈川県 カナガワケン		横浜市								高浜市								箕面市

				(36)		川越市								習志野市						(19)		川崎市								岩倉市								柏原市

						熊谷市 クマガヤシ								柏市								横須賀市								豊明市								羽曳野市

						川口市								市原市								平塚市								日進市								門真市

						行田市								流山市								鎌倉市								愛西市 アイニシシ								摂津市

						所沢市								八千代市								藤沢市								清須市 キヨスシ								高石市

						飯能市								我孫子市								小田原市								北名古屋市 キタナゴヤシ								藤井寺市

						加須市								鎌ヶ谷市								茅ケ崎市								弥富市 ヤトミシ								東大阪市

						東松山市								君津市								逗子市						23年より ネン		みよし市 シ								泉南市

						春日部市								富津市								相模原市						23年より ネン		あま市 シ								四條畷市

						狭山市								浦安市 ウラヤスシ								三浦市						三重県 ミエケン		四日市市								交野市

						羽生市								四街道市								秦野市						(3)		桑名市								大阪狭山市

						鴻巣市								袖ヶ浦市								厚木市								いなべ市 シ								阪南市

						上尾市								印西市								大和市				近畿圏 キンキケン		京都府 キョウトフ		京都市						兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市

						草加市								白井市								伊勢原市				(63)		(10)		宇治市						(8)		尼崎市

						越谷市								富里市 シ								海老名市								亀岡市								西宮市

						蕨市						東京都 トウキョウト		特別区 トクベツク								座間市								城陽市								芦屋市

						戸田市						(27)		八王子市								南足柄市								向日市								伊丹市

						入間市								立川市								綾瀬市								長岡京市								宝塚市

						朝霞市								武蔵野市				中部圏 チュウブケン		静岡県 シズオカケン		静岡市 シズオカシ								八幡市								川西市

						志木市								三鷹市				(37)		(2)		浜松市 ハママツシ								京田辺市								三田市

						和光市								青梅市						愛知県 アイチケン		名古屋市								南丹市 ミナミシ						奈良県 ナラケン		奈良市

						新座市								府中市						(32)		岡崎市								木津川市 キヅガワシ						(12)		大和高田市

						桶川市								昭島市								一宮市						大阪府 オオサカフ		大阪市								大和郡山市

						久喜市								調布市								瀬戸市						(33)		堺市								天理市

						北本市								町田市								半田市								岸和田市								橿原市

						八潮市								小金井市								春日井市								豊中市								桜井市

						富士見市								小平市								津島市								池田市								五條市

						三郷市								日野市								碧南市								吹田市								御所市

						蓮田市								東村山市								刈谷市								泉大津市								生駒市

						坂戸市								国分寺市								豊田市								高槻市								香芝市

						幸手市								国立市								安城市								貝塚市								葛城市 カツラギシ

						鶴ヶ島市								福生市								西尾市								守口市								宇陀市 ウダシ

						日高市								狛江市								犬山市								枚方市

						吉川市								東大和市								常滑市								茨木市				注：色付きは平成3年1月1日以降に特定市になったもので28市。色付きでないのは平成3年1月1日現在の特定市で184市。 チュウイロツヘイセイネンガツニチイコウトクテイシシイロツヘイセイネンガツニチゲンザイトクテイシシ

						ふじみ野市								清瀬市								江南市								八尾市

		　三大都市圏特定市とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市 サンダイトシケントクテイシトウキョウトトクベツクオヨシュトケンキンキケンチュウブケンキセイシガイチキンコウセイビチタイショザイシ





特定市一覧表 (4)

		三大都市圏特定市（平成25年１月1日現在　214市区） サンダイトシケントクテイシヘイセイネンガツニチゲンザイシク

		都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ				都府県名 トフケンメイ				市区名 シクメイ

		首都圏 シュトケン		茨城県 イバラギケン		龍ヶ崎市								白岡市 シラオカシ								清瀬市								江南市								茨木市

		(113)		(7)		常総市						千葉県 チバケン		千葉市								東久留米市								小牧市								八尾市

						取手市						(23)		市川市								武蔵村山市								稲沢市								泉佐野市

						牛久市								船橋市								多摩市								東海市								富田林市

						守谷市								木更津市								稲城市								大府市								寝屋川市

						坂東市								松戸市								羽村市								知多市								河内長野市

						つくばみらい市 シ								野田市								あきる野市								知立市								松原市

				埼玉県 サイタマケン		さいたま市 シ								成田市								西東京市								尾張旭市								大東市

				(37)		川越市								佐倉市						神奈川県 カナガワケン		横浜市								高浜市								和泉市

						熊谷市 クマガヤシ								習志野市						(19)		川崎市								岩倉市								箕面市

						川口市								柏市								横須賀市								豊明市								柏原市

						行田市								市原市								平塚市								日進市								羽曳野市

						所沢市								流山市								鎌倉市								愛西市 アイニシシ								門真市

						飯能市								八千代市								藤沢市								清須市 キヨスシ								摂津市

						加須市								我孫子市								小田原市								北名古屋市 キタナゴヤシ								高石市

						東松山市								鎌ヶ谷市								茅ケ崎市								弥富市 ヤトミシ								藤井寺市

						春日部市								君津市								逗子市								みよし市 シ								東大阪市

						狭山市								富津市								相模原市								あま市 シ								泉南市

						羽生市								浦安市 ウラヤスシ								三浦市								長久手市 ナガクテシ								四條畷市

						鴻巣市								四街道市								秦野市						三重県 ミエケン		四日市市								交野市

						上尾市								袖ヶ浦市								厚木市						(3)		桑名市								大阪狭山市

						草加市								印西市								大和市								いなべ市 シ								阪南市

						越谷市								白井市								伊勢原市				近畿圏 キンキケン		京都府 キョウトフ		京都市						兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市

						蕨市								富里市 シ								海老名市				(63)		(10)		宇治市						(8)		尼崎市

						戸田市						東京都 トウキョウト		特別区 トクベツク								座間市								亀岡市								西宮市

						入間市						(27)		八王子市								南足柄市								城陽市								芦屋市

						朝霞市								立川市								綾瀬市								向日市								伊丹市

						志木市								武蔵野市				中部圏 チュウブケン		静岡県 シズオカケン		静岡市 シズオカシ								長岡京市								宝塚市

						和光市								三鷹市				(38)		(2)		浜松市 ハママツシ								八幡市								川西市

						新座市								青梅市						愛知県 アイチケン		名古屋市								京田辺市								三田市

						桶川市								府中市						(33)		岡崎市								南丹市 ミナミシ						奈良県 ナラケン		奈良市

						久喜市								昭島市								一宮市								木津川市 キヅガワシ						(12)		大和高田市

						北本市								調布市								瀬戸市						大阪府 オオサカフ		大阪市								大和郡山市

						八潮市								町田市								半田市						(33)		堺市								天理市

						富士見市								小金井市								春日井市								岸和田市								橿原市

						三郷市								小平市								津島市								豊中市								桜井市

						蓮田市								日野市								碧南市								池田市								五條市

						坂戸市								東村山市								刈谷市								吹田市								御所市

						幸手市								国分寺市								豊田市								泉大津市								生駒市

						鶴ヶ島市								国立市								安城市								高槻市								香芝市

						日高市								福生市								西尾市								貝塚市								葛城市 カツラギシ

						吉川市								狛江市								犬山市								守口市								宇陀市 ウダシ

						ふじみ野市								東大和市								常滑市								枚方市				注：色付きは平成3年1月1日以降に特定市になったもので30市。色付きでないのは平成3年1月1日現在の特定市で184市。 チュウイロツヘイセイネンガツニチイコウトクテイシシイロツヘイセイネンガツニチゲンザイトクテイシシ

		　三大都市圏特定市とは、東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市 サンダイトシケントクテイシトウキョウトトクベツクオヨシュトケンキンキケンチュウブケンキセイシガイチキンコウセイビチタイショザイシ





特定市の推移

		特定市の推移（市区数は、１月１日現在の特定市を集計） トクテイシスイイシクスウガツニチゲンザイトクテイシシュウケイ

								平.3 ヒラ		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25

		全国 ゼンコク						190		196		196		196		197		197		199		200		200		200		200		198		200		201		202		206		209		211		211		211		213		212		214

		茨木県 イバラギケン						5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		6		6		6		6		7		7		7		7		7		7		7

				龍ケ崎市		水海道市																								守谷市(140202) モリヤシ						岩井市→坂東市(170322) イワイシバンドウシ

				取手市		岩井市																																水海道市→常総市(180101) ミズウミミチシジョウソウシ

				牛久市																																		つくばみらい市(180327) シ

		埼玉県 サイタマケン						36		38		38		38		38		38		39		39		39		39		39		37		37		37		37		37		37		37		37		37		37		36		37

				川越市		川口市		鶴ヶ島市(030401) ツルガシマシ										吉川市(080401) ヨシカワシ										浦和市、大宮市、矢野市→さいたま市(130501) ウラワシオオミヤシヤノシシ																						鳩ヶ谷市→川口市(231011) ハトガヤシカワグチシ

				浦和市		大宮市		日高市(031001) ヒダカシ																												岩槻市→さいたま市(170401) イワツキシシ																白岡市（241001市制） シラオカシシセイ

				行田市		所沢市																														熊谷市(171001) クマガヤシ

				飯能市		加須市																														上福岡市→ふじみ野市(171001) カミフクオカシノシ

				東松山市		岩槻市

				春日部市		狭山市

				羽生市		鴻巣市

				上尾市		与野市

				草加市		越谷市

				蕨市		戸田市

				入間市		鳩ケ谷市

				朝霞市		志木市

				和光市		新座市

				桶川市		久喜市

				北本市		八潮市

				富士見市		上福岡市

				三郷市		蓮田市

				坂戸市		幸手市

		千葉県 チバケン						19		20		20		20		20		20		21		21		21		21		21		22		23		23		23		23		23		23		23		23		23		23		23

				千葉市		市川市		袖ヶ浦市(030401) ソデガウラシ										印西市(080401) インザイシ										白井市(130401) シライシ

				船橋市		木更津市																								富里市(140401) トミサトシ

				松戸市		野田市

				成田市		佐倉市

				習志野市		柏市

				市原市		流山市

				八千代市		我孫子市

				鎌ケ谷市		君津市

				富津市		浦安市

				四街道市

		東京都 トウキョウト						27		28		28		28		28		28		28		28		28		28		28		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27

				特別区		八王子市		羽村市(031101) ハムラシ								秋川市→あきる野市(070901) アキガワシノシ												保谷市、田無市→西東京市(130121) ホウヤシタナシシニシトウキョウシ

				立川市		武蔵野市

				三鷹市		青梅市

				府中市		昭島市

				調布市		町田市

				小金井市		小平市

				日野市		東村山市

				国分寺市		国立市

				田無市		保谷市

				福生市		狛江市

				東大和市		清瀬市

				東久留米市		武蔵村山市

				多摩市		稲城市

				秋川市

		神奈川県 カナガワケン						19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19

				横浜市		川崎市

				横須賀市		平塚市

				鎌倉市		藤沢市

				小田原市		茅ケ崎市

				逗子市		相模原市

				三浦市		秦野市

				厚木市		大和市

				伊勢原市		海老名市

				座間市		南足柄市

				綾瀬市

		静岡県 シズオカケン						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		1		2		2		2		2		2		2

																																				静岡市(170401) シズオカシ

																																								浜松市(190401) ハママツシ

		愛知県 アイチケン						26		26		26		26		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27		27		28		30		30		30		30		32		32		33

				名古屋市		岡崎市								日進市(061001) ニッシンシ																						尾西市→一宮市(170401) オニシシイチノミヤシ												みよし市（220104市制） シシセイ

				一宮市		瀬戸市																														愛西市(170401) アイニシシ												あま市（220322） シ

				半田市		春日井市																														清須市(170707) キヨスシ																長久手市（240104市制） ナガクテシシセイ

				津島市		碧南市																																北名古屋市(180320) キタナゴヤシ

				刈谷市		豊田市																																弥富市(180401) ヤトミシ

				安城市		西尾市

				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		知立市

				尾張旭市		高浜市

				岩倉市		豊明市

		三重県 ミエケン						2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

				四日市市		桑名市																										いなべ市(151201) シ

		京都府 キョウトフ						7		7		7		7		7		7		7		8		8		8		8		8		8		8		8		9		9		10		10		10		10		10		10

				京都市		宇治市														京田辺市(090401) キョウタナベシ																		南丹市(180101) ナンタンシ

				亀岡市		城陽市																																		木津川市(190312) キヅガワシ

				向日市		長岡京市

				八幡市

		大阪府 オオサカフ						32		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33		33

				大阪市		堺市		阪南市(031001) ハンナンシ

				岸和田市		豊中市

				池田市		吹田市

				泉大津市		高槻市

				貝塚市		守口市

				枚方市		茨木市

				八尾市		泉佐野市

				富田林市		寝屋川市

				河内長野市		松原市

				大東市		和泉市

				箕面市		柏原市

				羽曳野市		門真市

				摂津市		高石市

				藤井寺市		東大阪市

				泉南市		四條畷市

				交野市		大阪狭山市

		兵庫県 ヒョウゴケン						8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8		8

				神戸市		尼崎市

				西宮市		芦屋市

				伊丹市		宝塚市

				川西市		三田市

		奈良県 ナラケン						9		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		11		12		12		12		12		12		12		12		12

				奈良市		大和高田市		香芝市(031001) カシバシ																										葛城市(161001) カツラギシ

				大和郡山市		天理市																																宇陀市(180101) ウダシ

				橿原市		桜井市

				五條市		御所市

				生駒市





根拠法

		特定市の法的根拠 トクテイシホウテキコンキョ

				１．租税特別措置法 ソゼイトクベツソチホウ

						（農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予）

						第七十条の四

						三　特定市街化区域農地等　都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの（都市営農農地等を除く。）をいう。

								イ　都の区域（特別区の存する区域に限る。）

								ロ　首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域

								ハ　ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

				２．地方税法附則 チホウゼイホウフソク

						（市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税の特例）

						第二十九条の七 　附則第十九条の三、附則第十九条の四、附則第二十三条（附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区農地に係る部分に限る。）、附則第二十四条（附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。）、附則第二十七条、附則第二十七条の二、附則第二十七条の五（附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。）、附則第二十八条（附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る部分に限る。）及び附則第二十九条から前条までの規定は、平成六年度以降の各年度に係る

				市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年五月二十六日法律第五十九号）

						（地方税に関する特例）

						３　合併関係市町村のいずれかが市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村（首都圏整備法（昭和三十一年法律第八十三号）第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法（昭和三十八年法律第百二十九号）第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法（昭和四十一年法律第百二号）第二条第一項に規定する中部圏内にある指定都市及びその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整





指令指定都市

		都道府県名 トドウフケンメイ		市名 シメイ		区名 クメイ

		北海道 ホッカイドウ		札幌市 サッポロシ		中央区						政令市名 セイレイシメイ		移行日 イコウビ		区数 クスウ

				S47.04.01		北区				1		横浜市 ヨコハマシ		S31.09.01		18区 ク

						東区				2		名古屋市 ナゴヤシ		S31.09.01		16区 ク

						白石区				3		京都市 キョウトシ		S31.09.01		11区 ク

						厚別区				4		大阪市 オオサカシ		S31.09.01		24区 ク

						豊平区				5		神戸市 コウベシ		S31.09.01		9区 ク

						清田区				6		北九州市 キタキュウシュウシ		S38.04.01		7区 ク

						南区				7		札幌市 サッポロシ		S47.04.01		10区 ク

						西区				8		川崎市 カワサキシ		S47.04.01		7区 ク

						手稲区				9		福岡市 フクオカシ		S47.04.01		7区 ク

		宮城県 ミヤギケン		仙台市 センダイシ		青葉区				10		広島市 ヒロシマシ		S55.04.01		8区 ク

				H 1.04.01		太白区				11		仙台市 センダイシ		H 1.04.01		5区 ク

						泉区				12		千葉市 チバシ		H 4.04.01		6区 ク

						宮城野区				13		さいたま市 シ		H15.04.01		10区 ク

						若林区				14		静岡市 シズオカシ		H17.04.01		3区 ク

		埼玉県 サイタマケン		さいたま市 シ		西区（旧大宮市）				15		堺市 サカイシ		H18.04.01		7区 ク

				H15.04.01		北区（旧大宮市）				16		新潟市 ニイガタシ		H19.04.01		8区 ク

						大宮区（旧大宮市）				17		浜松市 ハママツシ		H19.04.01		7区 ク

						見沼区（旧大宮市）				18		岡山市 オカヤマシ		H21.04.01		4区 ク

						中央区（旧与野市）				19		相模原市 サガミハラシ		H22.04.01		3区 ク

						桜区（旧浦和市）				20		熊本市 クマモトシ		H24.04.01		5区 ク

						浦和区（旧浦和市）

						南区（旧浦和市）

						緑区（旧浦和市）

						岩槻区（旧岩槻市)

		千葉県 チバケン		千葉市 チバシ		中央区

				H 4.04.01		花見川区

						稲毛区

						若葉区

						美浜区

						緑区

		東京都 トウキョウト		特別区 トクベツク		千代田区				地方自治法（昭和二十二年四月十七日法律第六十七号）

第三編　特別地方公共団体
第二章　特別区
（特別区）
第二百八十一条　都の区は、これを特別区という。
２　特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
３　第二条第四項の規定は、特別区について準用する。

						中央区

						港区

						新宿区

						文京区

						台東区

						墨田区

						江東区

						品川区

						目黒区

						大田区

						世田谷区

						渋谷区

						中野区

						杉並区

						豊島区

						北区

						荒川区

						板橋区

						練馬区

						足立区

						葛飾区

						江戸川区

		神奈川県 カナガワケン		横浜市 ヨコハマシ		鶴見区

				S31.09.01		中区

						保土ケ谷区

						金沢区

						青葉区

						栄区

						神奈川区

						南区

						旭区

						港北区

						都筑区

						泉区

						西区

						港南区

						磯子区

						緑区

						戸塚区

						瀬谷区

				川崎市 カワサキシ		川崎区

				S47.04.01		幸区

						中原区

						高津区

						多摩区

						宮前区

						麻生区

				相模原市 サガミハラシ		緑区 ミドリク

				H22.04.01		中央区 チュウオウク

						南区 ミナミク

		新潟県 ニイガタケン		新潟市 ニイガタシ		北区

				H19.04.01		秋葉区

						東区

						南区

						江南区

						西区

						中央区

						西蒲区

		静岡県 シズオカケン		静岡市 シズオカシ		葵区 アオイク

				H17.04.01		清水区 シミズク

						駿河区 スルガク

				浜松市 ハママツシ		中区

				H19.04.01		東区

						南区

						西区

						北区

						浜北区

						天竜区

		愛知県 アイチケン		名古屋市 ナゴヤシ		千種区

				S31.09.01		東区

						北区

						西区

						中村区

						中区

						昭和区

						瑞穂区

						熱田区

						中川区

						港区

						南区

						守山区

						緑区

						名東区

						天白区

		京都府 キョウトフ		京都市 キョウトシ		右京区

				S31.09.01		上京区

						北区

						左京区

						下京区

						中京区

						西京区

						東山区

						伏見区

						南区

						山科区

		大阪府 オオサカフ		大阪市 オオサカシ		北区

				S31.09.01		東淀川区

						都島区

						東成区

						福島区

						生野区

						此花区

						旭区

						中央区

						城東区

						西区

						鶴見区

						港区

						阿倍野区

						大正区

						住之江区

						天王寺区

						住吉区

						浪速区

						東住吉区

						西淀川区

						平野区

						淀川区

						西成区

				堺市 サカイシ		堺区

				H18.04.01		北区

						西区

						中区

						東区

						美原区

						南区

		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市 コウベシ		東灘区 ヒガシナダク

				S31.09.01		灘区 ナダク

						中央区 チュウオウク

						兵庫区 ヒョウゴク

						北区 キタク

						長田区 ナガタク

						須磨区 スマク

						垂水区 タルミク

						西区 ニシク

		岡山県 オカヤマケン		岡山市 オカヤマシ		北区 キタク

				H21.04.01		中区 ナカク

						東区 ヒガシク

						南区 ミナミク

		広島県 ヒロシマケン		広島市 ヒロシマシ		中区 ナカク

				S55.04.01		東区 ヒガシク

						南区 ミナミク

						西区 ニシク

						安芸区 アキク

						佐伯区 サエキク

						安佐南区 アサミナミク

						安佐北区 アサキタク

		福岡県 フクオカケン		北九州市 キタキュウシュウシ		小倉北区

				S38.04.01		小倉南区

						戸畑区

						門司区

						八幡西区

						八幡東区

						若松区

				福岡市 フクオカシ		東区

				S47.04.01		博多区

						中央区

						南区

						城南区

						早良区

						西区

		熊本県 クマモトケン		熊本市 クマモトシ		中央区 チュウオウク

				H24.04.01		東区 ヒガシク

						西区

						南区 ミナミク

						北区 キタク













三大都市圏
特 定 市

左以外の
都 市

計

生産緑地以外
11,420ha 44,735ha 56,155ha
(16.5%) (64.7%) (81.2%)

生産緑地
12,865ha 108ha 12,972ha
(18.6%) (0.2%) (18.8%)

計
24,284ha 44,843ha 69,128ha
(35.1%) (64.9%) (100.0%)

○ 市街化区域内にあって「保全する農地」と区分された農地については、平成３年以降、生産緑地地区として指定され、生産緑地法に基づき
長期間農地としての管理が求められることとなった。このことを受け、市街化区域内にあっても生産緑地については、効用が短期なものに限
定せず農業施策を実施できることとなった。

① 良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷

地の用に供する土地として適しているもの

② ５００㎡以上の規模の区域（市区町村の条例で３００㎡まで引下げ可）

③ 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備え

ていると認められるもの

① 使用収益権者に農地としての管理を義務づけ

② 農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限り建築等が許可

③ 主たる従事者が死亡等の理由により従事することが出来なくなった場

合、又は告示日から30年経過後、市町村長に買取り申出可能

④ 買取り申出の日から３か月以内に所有権の移転が行われなかった場

合、行為制限が解除

○ 生産緑地地区の指定要件

○ 行為の制限、土地の買取り申出等

○ 市街化区域内農地の区分別面積（平成29年）

資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書(平成29年)」、国土交通省「都市計画年報(平成29年)」
注１：表示単位未満を四捨五入したため計と内訳は必ずしも一致しない。

２：「宅地化農地」は、市街化区域内の農地のうち生産緑地以外を指す。
※ 108haのうち、和歌山市が76.2ha、次いで茨城県五霞町が7.7ha、同常陸太田市が7.5haとなっている。

（３）都市農地の保全に向けた対応

○生産緑地法の概要

当面の営農継続
に必要な効果が
短期な農業施策
のみ実施

効用が短期なも
のに限定せず農
業施策を実施可
能

○市街化区域内農地面積の推移

５資料：総務省「固定資産の価格等の概要調書」、国土交通省「都市計画年報」

※

① 生産緑地地区の指定から30年経過後は、所有者の同意を得て買

取り申出時期を10年ごとに延長できる

② 特定生産緑地の指定は、生産緑地地区指定から30年を経過する前

に申し出なければならない

○ 特定生産緑地制度（平成30年４月１日施行）
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○ 平成27年４月には、都市農業の安定的な継続を図るとともに、多様な機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資する
ことを目的として都市農業振興基本法が制定された。

６

①都市農業の安定的な継続

②都市農業の有する機能の適切・十分な発揮→良好な都市環境の形成

基本理念等を定めることにより、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進

目 的

都市農業の定義

市街地及びその周辺の地域において行われる農業

基本理念

◆都市農業の有する機能の適切・十分な発揮とこれ
による都市の農地の有効活用・適正保全

◆人口減少社会等を踏まえた良好な市街地形成に
おける農との共存

◆都市住民をはじめとする国民の都市農業の有する
機能等の理解

国･地方公共団体の責務等

◆国・地方公共団体の施策の策定及び実施の責務

◆都市農業を営む者・農業団体の基本理念の実現
に取り組む努力

◆国、地方公共団体、都市農業を営む者等の相互連
携・協力

◆必要な法制上・財政上・税制上・金融上の措置

都市農業振興基本計画等

◆政府は、都市農業振興基本計画を策定し、公表

◆地方公共団体は、都市農業振興基本計画を基本
として地方計画を策定し、公表

国等が講ずべき基本的施策

① 農産物供給機能の向上、担い手の育成・確保

② 防災、良好な景観の形成、国土・環境保全等の機能の発揮

③ 的確な土地利用計画策定等のための施策

④ 都市農業のための利用が継続される土地に関する税制上の措置

⑤ 農産物の地元における消費の促進

⑥ 農作業を体験することができる環境の整備

⑦ 学校教育における農作業の体験の機会の充実

⑧ 国民の理解と関心の増進

⑨ 都市住民による農業に関する知識・技術の習得の促進

⑩ 調査研究の推進

施策推進のための三つのエンジン

Ⅲ．都市農業振興基本法の制定

（１）都市農業振興基本法の概要



１ 農産物を供給する機能の向上並びに担い手の育成及び確保

・福祉や教育等に携わる民間企業による都市農業の振興への関与の推進
・都市住民と共生する農業経営（農薬飛散等対策）への支援策の検討

２ 防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮

・関係団体との協定の締結や地域防災計画への位置付けなど防災協力農地の取組の普及の推進
・屋敷林等について、緑地保全制度の活用促進、地域住民による農業景観の保全活動の展開

３ 的確な土地利用に関する計画の策定等
・将来にわたって保全すべき相当規模の農地については、市街化調整区域への編入（逆線引き）の検討
・都市計画の市町村マスタープランや緑の基本計画に「都市農地の保全」を位置付け

・生産緑地について、指定対象とならない500㎡未満の農地や「道連れ解除」への対応
・新たな制度の下で、一定期間にわたる営農計画を地方公共団体が評価する仕組みと必要な土地利用規制の検討

４ 税制上の措置

新たな制度の構築に併せて、課税の公平性の観点等も踏まえ、以下の点について検討
・市街化区域内農地（生産緑地を除く）の保有に係る税負担の在り方

・貸借される生産緑地等に係る相続税納税猶予の在り方

５ 農産物の地元での消費の促進
・直売所等で取り扱う農産物等についての効率的な物流体制の構築の推進
・学校給食における地元産農産物の利用のため、生産者と関係者の連携を強化

６ 農作業を体験することができる環境の整備等
・市民農園等の推進に向け、広報活動や体験プログラムの作成等に知見を有する専門家の派遣
・都市住民が農業を学ぶ拠点としての都市公園の新たな位置付けを検討
・福祉事業者等が農業参入時に必要となる技術・知識の習得等を支援

７ 学校教育における農作業の体験の機会の充実等
・都市農業者等の学校への派遣の拡大と、統一的な教材の整備等を推進

○ 平成28年５月には、都市農業振興基本法に基づき、都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針、都市農業の振興に関し政府
が総合的かつ計画的に講ずべき施策等について定める都市農業振興基本計画が閣議決定された。

７

・都市農業の農家戸数、販売金額は全国の１割弱を占め、食料自給率の一翼を担う
・都市農業は都市住民の多様なニーズに応え、地産地消、体験農園、農福連携等の施策の
モデルを数多く輩出

・我が国の農業を巡る国際環境が厳し くなる中、農業や農業政策に対する国民的理解を醸
成する身近なＰＲ 拠点としての役割

・「集約型都市構造化」と「都市と緑・農の共生」を目指す上で都市農地を貴重な緑地として明
確に位置付け

・都市農業を都市の重要な産業として位置付け
・農地が民有の緑地として適切に管理されることが持続可能な都市経営のために重要

【基本法の政策課題】 都市農業の多様な機能の発揮

・農産物を供給する機能
・防災の機能
・良好な景観の形成の機能

・国土・環境の保全の機能
・農作業体験・交流の場の機能
・農業に対する理解醸成の機能

農業政策上の再評価 都市政策上の再評価

都市農地がもたらす良好な景観
（東京都世田谷区）

・都市農地の位置付けを、「宅地化すべきもの」から都市に「あるべき

もの」へと大きく転換し、計画的に農地を保全

・コンパクトシティに向けた取組との連携も検討

・都市農地保全のマスタープランの充実等土地利用計画制度の在り

方を検討

土地の確保

都市農業の安定的な継続のため、多様な担い手の確保が重要

・営農の意欲を有する者（新規就農者を含む）

・都市農業者と連携する食品関連事業者

・都市住民のニーズを捉えたビジネスを展開できる企業等

担い手の確保

保全すべきとされた都市農地に対し、本格的な農業振興施策
が講じられるよう方針を転換

農業施策の本格展開

露地栽培による障害者雇用農園
（茨城県つくば市）

都市農業振興に関する新たな施策の方向性

【講ずべき施策】（特徴的なものを中心に記載）

（２）都市農業振興基本計画の策定



【生産緑地法】 （現行・改正)

【都市計画法・建築基準法】

【都市緑地法】

緑地の定義

生産緑地地区に関する都市計画

用途地域

税制）新たに対象となる小規模な
生産緑地にも農地課税を適用

・500㎡以上等の要件に該当する一団の農地（生産緑地地区：13,220ha）

生産緑地地区内の行為制限

・生産等に必要な施設のみ設置可能
▶直売所、農家レストラン等の設置を可能に（国家戦略特区の規制改革提案に対応）

生産緑地の買取り申出

・都市計画決定後30年経過により所有者は市区町村に買取り申出が可能
（平成34年には約８割の生産緑地が申出期を迎える）

▶ 田園住居地域の創設

・農地と調和した低層住宅に係る良好な住居環境の保護を目的
・建築規制（低層住居専用地域をベースに農業用施設の立地を限定的に許容）
・農地の開発規制（許可制、一定の小規模の開発は可能）

・住居、商業、工業その他の用途を適切に配分し、建築物の用途、形態等を制限
・農地が比較的多い住居専用地域では、農業用施設の建築には個別許可が必要
・生産緑地以外の農地は宅地化が進行

・法律上の緑地の範囲は、樹林地、草地、水辺地等 ▶ 農地を明示

市区町村の公園・緑地政策全体のマスタープラン（緑の基本計画）

・農地は原則対象外 ▶ 生産緑地ほか都市農地の保全方針を追加

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25

生産緑地以外の市街化区域内農地（左軸：ha）

生産緑地 （左軸：ha）

(ha)

規制緩和による農業経営の支援
＋都市住民の満足度向上

農家の意向を基に
将来の保全を確実に

都市の構成要素としての農地を都市計画に本格的に位置付け

小規模でも身近な農地をきめ細
かに保全

農地を都市の
緑地政策体系に
位置付け、保全手
法を充実

公共施設の設置（道路）

存続
面積要件（500㎡）を下回る

三大都市圏特定市における
市街化区域内農地の推移

農産物直売所 農家レストラン

農地と調和した低層住宅

▶申出可能時期を10年先送りする特定生産緑地指定制度の創設（土地所有者等の同意を得て市区町村指定）

▶300㎡以上（政令で規定）で市区町村が条例で定める規模に引下げ可能に
※一団性要件の運用緩和（いわゆる道連れ解除への対応）

農業体験農園 生産緑地地区

公共収用等で面積要件を下回ることとなる生産
緑地の保全を可能に

第一種低層住居専用地域 / 第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域 / 第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域 /第二種住居地域 /

準住居地域

商業系 ２

＋ 田園住居地域

用途地域の類型

住居系 ７ ＋ 1

工業系 ３

○ 都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29年法律第26号）により、①生産緑地地区の面積要件を条例で引き下げ可能にし、また②同地
区内の行為制限を緩和するとともに、③生産緑地指定から30年経過後の買取申出期間の延長を可能とする特定生産緑地を創設する、生産
緑地制度の改正が行われた。
また、住居系用途地域の一類型として、新たに田園住居地域が創設された。

Ⅳ．近年の都市農業をめぐる法整備

（１）生産緑地法等の改正

８


増減グラフ（横Ver）※生担会印刷用
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(ha)

生産緑地以外の市街化区域内農地（左軸：ha）

生産緑地 （左軸：ha）
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15109
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14352
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13938

13991.63

13502

13801

12916

13581.5965

12203

13341.3731

13113.6435



増減グラフ（表入り）※生担会元データ

		

		三大都市圏の特定市における生産緑地地区等の面積の推移																																														各年度中の１月１日時点

				H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27

		生産緑地以外の市街化区域内農地（左軸：ha） セイサンリョクチイガイシガイカクイキナイノウチヒダリジク		30,628		27,906		26,152		24,541		23,333		22,135		21,422		20,612		19,653		18,807		17,947		17,115		16,280		16,053		15,127		15,182		14,562		14,132		14,352		13,938		13,502		12,916		12,203

		生産緑地 （左軸：ha） セイサンリョクチヒダリジク		15,109		15,319		15,460		15,485		15,541		15,462		15,415		15,337		15,281		15,171		14,892		14,738		14,731		14,734		14,626		14,419		14,300		14,189		14,125		13,992		13,801		13,582		13,341		13,114

		生産緑地：前年度からの増(右軸：ha) セイサンリョクチゼンネンドゾウミギジク				340		224		140		180		130		134		111		129		73		87		67		66		221		124		91		117		107		149		95		56		56		53		50

		生産緑地：前年度からの減(右軸：ha) セイサンリョクチゼンネンドゲンミギジク				-103		-83		-113		-122		-209		-171		-184		-187		-236		-201		-241		-214		-218		-228		-258		-228		-219		-213		-230		-247		-273		-293		-277

		合計 ゴウケイ		45,737		43,225		41,612		40,026		38,874		37,597		36,837		35,949		34,934		33,978		32,839		31,853		31,011		30,787		29,753		29,601		28,862		28,321		28,477		27,930		27,303		26,498		25,544		13,114



出典　　生産緑地以外の生産緑地内農化農地：総務省「固定資産の価格等の概要調書」
　　　　　生産緑地　：国土交通省調べ



増減グラフ（表入り）※生担会元データ

		



生産緑地以外の市街化区域内農地（左軸：ha）

生産緑地 （左軸：ha）

生産緑地：前年度からの増(右軸：ha)

生産緑地：前年度からの減(右軸：ha)

三大都市圏の特定市における生産緑地地区等の面積の推移



★データ※入力用

		

		三大都市圏の特定市における生産緑地面積の推移																								宅地化農地：各年度中の　１月　１日時点
生産緑地：各年度中の１２月３１日時点 タクチカノウチセイサンリョクチ

				H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27

				33,970		34,335		34,700		35,065		35,431		35,796		36,161		36,526		36,892		37,257		37,622		37,987		38,353		38,718		39,083		39,448		39,814		40,179		40,544		40,909		41,275		41,640		42,005		42,370

		宅地化農地（ha） タクチカノウチ		30,628		27,906		26,152		24,541		23,333		22,135		21,422		20,612		19,653		18,807		17,947		17,115		16,280		16,053		15,127		15,182		14,562		14,132		14,352		13,938		13,502		12,916		12,203

		（全体に占める割合） ゼンタイシワリアイ		67%		65%		63%		61%		60%		59%		58%		57%		56%		55%		55%		54%		52%		52%		51%		51%		50%		50%		50%		50%		49%		49%		48%		0%

		宅地化農地（ha）
（法定免税点以上のもの） タクチカノウチホウテイメンゼイテンイジョウ		30,556		27,882		26,140		24,531		23,322		22,126		21,414		20,602		19,640		18,794		17,935		17,103		16,267		16,025		15,104		15,153		14,535		14,109		14,318		13,902		13,461		12,885		12,166

		宅地化農地：新規の増　※ タクチカノウチシンキゾウ				116		338		235		524		179		430		376		195		198		206		44		44		749		56		757		136		233		638

		宅地化農地：既存の増減　※ タクチカノウチキゾンゾウゲン				-2,790		-2,080		-1,844		-1,733		-1,375		-1,142		-1,188		-1,157		-1,044		-1,065		-876		-880		-991		-977		-708		-754		-659		-429		-416		-441		-576		-719		-12,166

		生産緑地（ha） セイサンリョクチ		15,109		15,319		15,460		15,485		15,541		15,462		15,415		15,337		15,281		15,171		14,892		14,738		14,731		14,734		14,626		14,419		14,300		14,189		14,125		13,992		13,801		13,582		13,341		13,114

		（全体に占める割合） ゼンタイシワリアイ		33%		35%		37%		39%		40%		41%		42%		43%		44%		45%		45%		46%		48%		48%		49%		49%		50%		50%		50%		50%		51%		51%		52%		100%

		生産緑地：前年度からの増 セイサンリョクチゼンネンドゾウ				340		224		140		180		130		134		111		129		73		87		67		66		221		124		91		117		107		149		95		56		56		53		50

		生産緑地：前年度からの減 セイサンリョクチゼンネンドゲン				-103		-83		-113		-122		-209		-171		-184		-187		-236		-201		-241		-214		-218		-228		-258		-228		-219		-213		-230		-247		-273		-293		-277

		合計 ゴウケイ		45,737		43,225		41,612		40,026		38,874		37,597		36,837		35,949		34,934		33,978		32,839		31,853		31,011		30,787		29,753		29,601		28,862		28,321		28,477		27,930		27,303		26,498		25,544		13,114

		※　総務省「固定資産の価格等の概要調書」　（都道府県別）土地　より ソウムショウコテイシサンカカクトウガイヨウチョウショトドウフケンベツトチ																																		30511		29595

		　　　　宅地化農地：新規増分　　・・・（例）平成２０年であれば、平２０の課税分から新たに市街化区域農地となったものの合計を計上（法定免税点以上のもの） タクチカノウチシンキゾウブンレイヘイセイネンヒラカゼイブンアラシガイカクイキノウチゴウケイケイジョウホウテイメンゼイテンイジョウ

		　　　　宅地化農地：既存減分　・・・法定免税点以上のもので「前年」分から「今年」分かつ「新規の増」分を除いたもの タクチカノウチキソンゲンブンホウテイメンゼイテンイジョウゼンネンブンコトシブンシンキゾウブンノゾ

		※　生産緑地地区データ調査で、当該年度と次年度で調査時に数値修正が出ているため、次年度に報告があった修正値を採用 セイサンリョクチチクチョウサトウガイネンドジネンドチョウサジスウチシュウセイデジネンドホウコクシュウセイアタイサイヨウ



131129
国交省データ→総務省データに修正



×増減グラフ（宅農）

		

		三大都市圏の特定市における生産緑地面積の推移																																		各年度中の１月１日時点

				H4		H5		H6		H7		H8		H9		H10		H11		H12		H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20

		宅地化農地（左軸：ha） タクチカノウチヒダリジク		30,628		27,906		26,152		24,541		23,333		22,135		21,422		20,612		19,653		18,807		17,947		17,115		16,280		16,053		15,127		15,182		14,562

		生産緑地   （左軸：ha） セイサンリョクチヒダリジク		15,109		15,319		15,460		15,485		15,541		15,462		15,415		15,337		15,281		15,171		14,892		14,738		14,731		14,734		14,626		14,419		14,300

		宅地化農地：新規増分(右軸：ha) タクチカノウチシンキゾウブンミギジク				116		338		235		524		179		430		376		195		198		206		44		44		749		56		757		136		4583

		宅地化農地：既存減分(右軸：ha) タクチカノウチキゾンゲンブンミギジク				(2790)		(2080)		(1844)		(1733)		(1375)		(1142)		(1188)		(1157)		(1044)		(1065)		(876)		(880)		(991)		(977)		(708)		(754)		(20604)

		合計 ゴウケイ		45,737		43,225		41,612		40,026		38,874		37,597		36,837		35,949		34,934		33,978		32,839		31,853		31,011		30,787		29,753		29,601		28,862

		三大都市圏の特定市における市街化区域内農地の状況 シガイカクイキナイノウチジョウキョウ





×増減グラフ（宅農）

		



宅地化農地：新規増分(右軸：ha)

宅地化農地：既存減分(右軸：ha)

宅地化農地（左軸：ha）

生産緑地   （左軸：ha）

（各年度中の１月１日）

（ha）

（ha）



Sheet1

		



※宅地化農地の増減グラフについて
　　・法定免税点以上のデータを使用
　　　 　（新規増分）　・・・　各年の課税分から新たに市街化区域農地になったもの
　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村の特定市への編入、線引き変更、宅地から農地への変更によるもの）

　　　 　（既存減分）　・・・　昨年面積から当年面積および新規増分を除いたもの

出典　　宅地化農地：総務省「固定資産の価格等の概要調書」
　　　　　生産緑地　：国土交通省調べ

平成４年以降、宅地化農地面積は減少しているが、
生産緑地面積についてはほぼ横這いとなっている。

ｍｅｍｏ
宅地化農地の増減グラフの算出について
・新規増分について
　総務省の概要調書（第13表～第16表（イ）に各年において、新たに市街化区域農地になったものの表があったので、その数値を引用
　（H20からはH20の値、H19からはH19の値を採用し年度経過による変更は加味していない）

・既存減分について
　昨年の合計面積から上記新規増分を差し引いた差分を採用





企業、

ＮＰＯ

等

○ 農業従事者の減少・高齢化が進む中、都市農地の所有者自らによる有効な活用が困難な状況も生じている。
このため、市街化区域内にあって長期に保全されることが担保されている生産緑地（以下「都市農地」という。）を対象に、意欲ある都市農業
者等の貸借によるその有効活用を図るため、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」（平成30年法律第68号。「都市農地貸借法」という。）
を制定し、農地法の法定更新が適用されない等の都市農地の貸借の円滑化の措置を講じた（施行日：平成30年９月） 。

市区町村長

都市農地に
賃借権等
を設定

事業計画に従って設定した都市

農地の賃借権等は、農地法第17

条（法定更新）の適用除外

Step ④

認定

決定

Step ②

【 事業計画認定の効果 】

提出

Step ③市区町村

Step ①

（貸借期間後に農地が返ってくる
ため、安心して貸すことができる）

など

☑ 都市農業の機能の発揮に特に資する
基準に適合する方法 により都市農地に
おいて耕作を行うか

☑ 農地の全てを効率的に利用するか

認定基準

例 ☞生産物の一定割合を地元で販売

☞都市住民が農作業体験を通じて農作業
に親しむ取組を実施

事業計画が要件に適合する場合に認定

⑥貸付け
⑦特定農地

貸付け

市町村

〔開設者〕

農業委員会

③申請 ④承認

地方公共
団体 等

⑤貸付け
等

利用者

利用者

利用者
①貸付協定

農
地
所
有
者

②貸付規程
の作成

都市農地貸借法では赤枠部分の手続が不要

⑤貸付け
⑥特定都市

農地貸付け

〔開設者〕

農業委員会

③申請 ④承認

利用者

利用者

利用者

企業、

ＮＰＯ

等
①協定

市民農園開設者が農地所有者から直接都市農地を借りて貸付方式の
市民農園を開設できる措置を新設

（特定農地貸付法では、地方公共団体等以外の市民農園開設者は、
地方公共団体等を経由して農地を借りる必要）

農
地
所
有
者

②貸付規程
の作成

市町村

【参考】特定農地貸付法（特定農地貸付け）の場合

① 自ら耕作の事業を行う場合の貸借の円滑化 ② 特定都市農地貸付けを行う場合の貸借の円滑化

農業委員会

９

（２）都市農地の貸借の円滑化に関する法律の制定

都市農地の貸借の円滑化に関する法律

農地の賃貸借は、知事の許可※を受けない
限り、従前と同一の条件で更に賃貸借をしたも
のとみなされる（貸借契約が更新される）。

※ 賃借人の信義則違反等、限られた場合でなけ
れば、許可をしてはならない。

法定更新（農地法第17条）

都市農地での
耕作の事業計画
を提出



都道府県名 市区町村名
特定都市農地貸付けの承認状況

市民農園
開設数※件数 面積（ｍ２）

農園
区画数

埼玉県 川口市 1 1,187 114 1

草加市 1 1,787 68 1

東京都 目黒区 1 1,652 37

世田谷区 1 2,901 282 1

杉並区 1 994 144 1

練馬区 1 2,034 136 1

足立区 1 3,773 217 1

三鷹市 1 1,860 112

府中市 1 2,000 166 1

調布市 1 2,099 205 1

八王子市 1 1,809 86 1

神奈川県 川崎市 1 599 34

綾瀬市 1 2,193 140 1

静岡県 静岡市 1 767 80 1

京都府 京都市 1 2,319 146 1

大阪府 大阪市 3 4,307 117 2

兵庫県 伊丹市 1 455 22

宝塚市 1 412 25

7 18 20 33,148 2,131 14

※ 承認を受けたもののうち、平成30年度末時点で開設まで至った農園数

都道府県名 市区町村名
事業計画の認定状況

件数 面積（ｍ２）

東京都 世田谷区 2 1,630

練馬区 3 8,981

江戸川区 1 689

三鷹市 1 10,422

小平市 3 8,124

武蔵村山市 1 842

八王子市 1 1,801

町田市 1 6,386

日野市 3 4,199

神奈川県 川崎市 1 239

茅ヶ崎市 2 1,582

愛知県 日進市 1 2,369

京都府 京都市 2 2,174

4 13 22 49,438

① 自らの耕作の事業の用に供するための都市農地の貸借の円滑化
【借りた都市農地で自ら耕作の事業を行う場合】

② 特定都市農地貸付けの用に供するための都市農地の貸借の円滑化
【借りた都市農地で市民農園（貸し農園）を開設する場合】

【参考①】 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の認定等の状況

都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の認定等は、42件・82,586㎡で行われた（平成30年度実績）。
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農業体験農園の規模拡大 【東京都練馬区】

○ 練馬区の五十嵐 透（いがらし とおる）さんは、平成11年に農業体験農園「イガさん
の畑」を開園。

○ 農業体験農園は、プロの農業者の指導の下、利用者である都市住民が播種・苗植

えから収穫までの一連の農作業を体験することができる農園。利用者は農園利用料

を支払い、収穫物は利用者が持ち帰り。

○ 利用者は30m2の区画を利用し、年間20種類程の農作物を栽培。

近年の利用者は小さな子がいる家族が多くなっており、利用者の応募倍率は約２倍。

○ 土地区画整理事業により農園

の面積・区画数が減少。

○ 隣接する農地の所有者が高

齢により農地の維持に苦慮。

○ 平成30年12月に練馬区より事業計画の認定を受け（全国で最

初の事業計画の認定）、翌年２月から６aの農地を借り受ける。

○ 農園の区画を新たに13区画増設。

農業者・農園の概要

経 緯 取 組

農作業体験をする親子

○ 五十嵐さんのコメント。

「農業体験農園の魅力は消費者

である利用者と農家との距離が近

く、獲れた野菜がおいしかったなど

の声を直接聞けることにあり、借り

受けた農地も活用して、より多くの

人に農業に親しんでほしい」

11餅つき大会などを通して利用者が交流

素人でもプロ並みの栽培ができる

【参考②】 都市農地の貸借の円滑化に関する法律の活用事例



都市農業での新規就農 【東京都日野市】

○ 日野市の川名桂（かわな けい）さんは、15歳から父の故郷である日野市に居住。

○ 東京大学入学時には漠然と途上国の支援の仕事を考えていたが、海外の発展途上国の農村地帯を回るうちに、

「人間の本質である農業」に魅力を感じるようになり、一生の仕事にしようと決心。

○ 大学3年からはさまざまな農家を回り、卒業後農業法人に就職、福井県では農場開設を経験。

○ 父の故郷である日野市周辺での就農を

目指したが、トマト栽培に必要なハウスの設

置が可能な農地の確保に苦慮。

○ 平成31年２月に日野市より事業計画の認定を受け、

３月から11aの農地を借り受け。都市農地貸借法を活用

した全国で最初の新規就農者。

農業者の概要

○ その後、同一の農地所有者から隣接した農地10aを追

加で借り受け。

○ このような中、川名さんが所属する東京

NEO-FARMERS!※の事務局である東京都農

業会議と日野市が連携し、市内の農地所有

者に意向を確認した結果、川名さんの意向

に沿う農地の

貸借を実現。

○ 現在は少量多品目の野菜を露

地栽培し、畑に設けた直売スペ－

スで定期的に近隣住民に販売する

ほか、スーパーの直売コーナーで

販売するとともに、飲食店へも出荷。

○ 今後は畑にハウスを設置し、

トマトの養液栽培を行う予定。

経 緯 取 組

12※ 都内で新規就農を目指す非農家出身者等の集まり

立地に恵まれた農場
直売スペースでの販売



農地に農機具庫や休憩施設等の
市民農園に必要な施設を設置する
場合、市民農園整備促進法の手続
をとれば、特定農地貸付法（又は都
市農地貸借法）の手続と農地法の
農地転用の手続が不要。

利用者に農地を貸す方式。
原則として、特定農地貸付

法（生産緑地は都市農地貸
借法も活用可能。）の手続が
必要。

貸付方式 農園利用方式

市民農園の施設

利用者に農地を貸さず、園
主の指導の下で利用者が継
続的に農作業を行う方式。

開設者と利用者の間で農地
法等の手続は不要。

【参考】 市民農園関係の法制度等について

Ⅰ 市民農園の開設形態

Ⅲ 市民農園の開設状況 （平成31年３月末時点）
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一般に『市民農園』とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々のレクリエーション、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの
多様な目的で、農家でない方々が小さな面積の農地を利用して自家用の野菜や花を栽培する農園のことをいう。

このような農園は、ヨーロッパ諸国では古くからあり、ドイツではクラインガルテン（小さな庭）と呼ばれ、我が国では市民農園と呼ばれるほか、
農業体験農園、レジャー農園、ふれあい農園などいろいろな名称で呼ばれている。

農家でない方々がこのような農地を利用できるよう、自治体、農協、農家、企業、NPOなどが市民農園を開設できるようになっている。

日帰り型市民農園

［ 埼玉県 鴻巣市
こうのとり四季菜ファーム］

近くには農産物直売所
や地域食材供給施設も存
在し、農家との交流を通じ
て、地域コミュニティの活
性化、農業に対する理解
を深める場として、子供や
お年寄りまで幅広い方々
に農業体験をしていただ
けます。

滞在型市民農園

［ 兵庫県 多可町
フロイデン八千代 ］

全国で初めての滞在型市
民農園であり、現在、町内
には125棟の滞在型市民農
園があり日本一の規模と
なっています。

第2回オーライ！ニッポン

大賞グランプリ（内閣総理
大臣賞）を受賞。

日帰り型及び滞在型市民農園

［ 新潟県 小千谷市
おぢやクラインガルテン

ふれあいの里 ］

農園の遠くには越後三山、眼
下には信濃川の圧倒的な大パノ
ラマが広がり、高速道路ＩＣから
のアクセスに優れ、豊かな自然
の中での生活をのんびりと楽し
めます。

Ⅱ 市民農園の事例

解説
・ 農林水産省農村振興局
都市農村交流課調べ
・ 特定農地貸付法、都市農地
貸借法及び市民農園整備促進法
で開設した 農園の合計数

（単位：農園数） （単位：農園数） （単位：農園数）

計

貸付方式 農園利用方式

地公体 1,946 251 251 2,197
農協 442 32 32 474

農業者 969 193 23 170 1,162

企業等 285 14 15 15 314

計 3,642 14 491 321 170 4,147

特定農地

貸付法

都市農地

貸借法

市民農園整備促進法 農業振興地域 2,200

うち農用地区域 1,499

農業振興地域外 1,947

4,147合　計

市街化区域 1,287

うち生産緑地 201

市街化調整区域 1,699

非線引き都市計画区域 750

都市計画区域外 411

4,147合　計



○ 農地に関する税制は、高額な税負担により農業経営の維持が困難となる可能性があることに配慮した制度となっている。

○ 市街化区域内農地に係る相続税､固定資産税は､生産緑地とそれ以外の農地の区分などに応じ､課税条件や評価が異なる仕組みとなって

いる。

○ 平成30年度税制改正において、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づき、生産緑地を貸借した場合には、相続税の納税猶予措置
が継続されることとなった。

※三大都市圏の特定市以外の市町村の
市街化区域農地は、評価は宅地並と
なるものの、課税の際には負担調整
措置（税額の増を前年度比最大＋１０％
までに抑制する措置）が講じられる。

○相続税納税猶予制度の適用条件等

（注１） 営農困難時の貸付けとは、猶予期間中に身体障害等により営農継続が困難となった場合の農地の貸付けをいう。

（注２） 基盤法による政策的貸付けに係る特例は、市街化区域を除いて認められている。

（注３） 既適用者に対する経過措置として、①既存の納税猶予適用農地を引き続きすべて自作する場合は、20年継続免除を適用、②適用農
地を貸し付けることも可能(この場合、適用農地はすべて終身利用する必要。)

○固定資産税

三大都市圏の特定市 三大都市圏の特定市以外の市町村

市街化区域内の農地 宅地並評価・宅地並課税 宅地並評価・農地に準じた課税（※）

生産緑地地区 農地評価・農地課税 農地評価・農地課税

農振農用地等 農地評価・農地課税 農地評価・農地課税
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三大都市圏の
特定市

三大都市圏の特定市以
外の市町村

納税猶予期間の終了事由
とならない貸付け

農地転
用規制

生産緑地法上の規制

市街化区域内の農地 適用なし
適 用

（20年継続免除)
営農困難時の貸付け（注１）

事前
届出

－

終身又は30年間農地として管理
開発行為の制限生産緑地地区

適 用
（終身営農が必要）

適 用
（終身営農が必要）（注３）

営農困難時の貸付け（注１）
都市農地貸借法等による政策的貸付け

農振農用地等 適 用（終身営農が必要）
営農困難時の貸付け（注１）

基盤法等による政策的貸付け（注２）
許可 －

Ⅴ．都市農業に関する税制措置



平成31年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促すため、10年間限定の措置として、個人事業者の土地、建物、機械・器具備
品等の承継に係る贈与税・相続税について、対象資産の納税額の全額（100%）が納税猶予される制度が創設されたところであり、個人事業
者である農林水産事業者も同制度を活用できる。

また、既存の事業用小規模宅地特例は存続するため、個人事業者は選択適用が可能である。

15

○事業承継に関する税制

個人版事業承継税制

個人事業者の集中的な事業承継を促すため、10年間限定の措置として、後継者が事業用資産を承継した際に課される贈与税・相続税

の納税額の全額を納税猶予する制度を創設。

事業を行うために必要な、多様な事業用資産が対象。

○ 農地等以外の土地・建物［畜舎、ライスセンター等］(土地は400㎡、建物は800㎡まで。)

○ 機械・器具備品［トラクター、コンバイン、自動計量器等］

○ 車両・運搬具・船舶［トラック、漁船等］

○ 生物［乳牛、樹体等の償却資産］

○ 無形償却資産［漁業権、育成者権等］ 等

【乳牛(育成、肥育を除く)】【農機具】【農業用施設】

※農地等の贈与・相続については、別途、納税猶予制度が措置されており、これを活用できる。

平成31年１月１日から平成40年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象。
制度を活用するためには、
①経営承継円滑化法に基づく認定が必要。
②平成31年度から５年以内に、予め承継計画を提出する必要。 ※青色申告者が対象

事業用小規模宅地特例

相続により取得した事業用宅地（最大400㎡）について評価額を80%減額。

選択制

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
監査



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

＜対策のポイント＞
都市部での農業体験等による交流を通じた都市住民と共生する農業経営の実現を図る取組のほか、農地の周辺環境対策や災害時の避難地としての活
用を支援します。
＜政策目標＞
都市住民の中での都市農業に対する肯定的評価の割合70%［令和２年度まで］

＜事業の流れ＞

１．都市農業機能発揮支援事業
○ 都市農業が有する多様な機能を活用した取組を支援す
るための都市農業等のアドバイザーの派遣の取組
○ 都市農業者が都市農業を持続的に経営していくための税
制度・相続等の講習会の開催の取組
○ 都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解醸
成や農業・農山漁村への関心を喚起するための効果的な
情報発信等の取組 等
都市農業の機能発揮のための取組を支援します。

２．都市農業共生推進等地域支援事業
○ 都市農業者と都市住民が直接ふれあうマルシェ等の開催
による交流促進のための取組
○ 都市住民と共生する農業経営への支援策の検討や都市
農業の機能についての理解醸成の取組
○ 市民農園・体験農園の附帯施設の整備や都市農地に
近接する宅地等へ配慮した周辺環境対策等の取組
○ 都市農業の多様な機能の一つである防災機能の維持・
強化等の取組 等
都市住民と都市農業者が共生するための取組を支援しま
す。

国
定額 民間団体、地域協議会、

市区町村、JA、NPO法人等

都市農業の振興に関するアドバイザーの
派遣の取組への支援

都
市
農
業
共
生
推
進
等
地
域
支
援

都
市
農
業
機
能
発
揮
支
援

都市農地に関する税制度や相続に関
する講習会の開催の取組への支援

都市農業に対する都市住民の理解醸
成や農業への関心を喚起するための情報
発信の取組への支援

交流促進の取組への
支援

都市農業の理解醸成の
取組への支援

都市農地の周辺環境対策
の取組への支援

防災機能の維持・強化
等の取組への支援

都市でのマルシェ等
の開催

農薬飛散防止施設
の整備

防災訓練や防災兼
用井戸の整備

都市住民への都市
農業の多様な機能
の説明

農山漁村振興交付金（都市農業機能発揮対策） 【令和２年度予算概算決定額 9,805（9,809）百万円】の内数
Ⅵ．都市農業に関する予算措置
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【参考】 都市農業の多様な役割

○ 都市農業は、①新鮮な農産物の供給、②身近な農業体験・交流活動の場の提供、③災害時の防災空間の確保、④やすらぎや潤いをも
たらす緑地空間の提供、⑤国土・環境の保全、⑥都市住民の農業への理解の醸成といった多様な役割を果たしている。

新鮮な農産物の供給

○ 消費者が求める新鮮な農産物

の供給、「食」と「農」に関する情

報提供等の役割

災害時の防災空間

○ 火災時における延焼の防止や

地震時における避難場所、仮設

住宅建設用地等のための防災

空間としての役割

国土・環境の保全

○ 都市の緑として、雨水の保水、地

下水の涵養､生物の保護等に資

する役割

都市農業の多様な役割

農業体験・交流活動の場

○ 都市住民や学童の農業体験・交

流、ふれあいの場及び農産物直

売所での農産物販売等を通じた

生産者と消費者の交流の役割

心やすらぐ緑地空間

○ 緑地空間や水辺空間を提供し、

都市住民の生活に「やすらぎ」や

「潤い」をもたらす役割

都市住民の農業への理解の醸成

○ 身近に存在する都市農業を通じ

て都市住民の農業への理解を醸

成する役割

17



○ 市場外流通の拡大（東京都の例）

○学校給食に地元産の食材を採用している学校数の割合（東京都）

①新鮮な農産物の供給

○ 都市での農業生産は野菜が中心であり、消費地の中で鮮度の高い農産物が生産されている。

○ 生産された農産物は、消費地の中での生産という特性を生かし、農協・市場へ出荷されるだけでなく、直売等により販売されている。

○ また、学校給食等に対し、新鮮な地元産の野菜を納入する取組も幅広く行われている。

個人直売

（含宅配）
27%

個人直売

（含宅配）
26%

共同直売所
16%

共同直売所
24%

スーパー

・小売店

・生協

8%

スーパー・

小売店・生協

16%

2%

学校

給食等

9%

市場
44%

市場
23%

その他

3%

その他

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０年前

現 在

75%

53%

資料：東京都教育委員会「平成25年度東京都における学校給食の実態」より
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○ 主要都市における農産物の部門別農業産出額の割合

資料：東京都産業労働局農林水産部
「平成23年度都市農業実態調査（野菜生産農家の出荷・販売に関する実態調査）」

○ 都市住民の地場産野菜の購入意思

84.8

81.5

90.1

95.0

0 20 40 60 80 100

82.8

74.5

98.4

100.0

020406080100

全 都 計

区 部 計

市 部 計

町村部計

東京都（平成24年度実績）

小学校 中学校

(%)(%)

資料：農林水産省「都市農業に関する意向調査」
（三大都市圏特定市の都市住民2,000人を対象に平成28年５月に実施したWEBアンケート）

資料：農林水産省「生産農業所得統計（平成29年）」、「平成29年市町村別農業産出額（推計）」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

以前（10年前）

の考え

地場産野菜

を購入したい

と考えるか
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26.6%
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13.4%
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13.1%

21.1% 44.4% 17.0% 17.6%
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○市民農園の開設数の推移

○ 農作業体験を希望する都市住民は多く、これを背景として市民農園の開設は年々増加傾向にある。また、農園主のきめ細かい指導の下で
利用者が農業体験を行う「農業体験農園」も広がってきている。

○ 都市において農産物の直売が広がる中、直売所を介した生産者と消費者の交流も拡大している。

②身近な農業体験・交流活動の場の提供

資料：農林水産省都市農村交流課調べ

19

資料：農林水産省「都市農業に関する意向調査」
（三大都市圏特定市の都市住民2,000人を対象に平成28年５月に実施したWEBアンケート）

○都市住民の市民農園への関心

（立川市内）
レジ周辺が生産者と

消費者の接点に

（藤沢市内）
売り場広告により

情報を発信

＜農産物直売所の様子＞

資料：東京都産業労働局農林水産部
「平成23年度都市農業実態調査（野菜生産農家の出荷・販売に関する実態調査）」

○生産者が考える直売所出荷の良いところ

24.4%

32.5%

33.6%

64.7%

67.8%

大きさや荷姿など品物の規格が厳しくない

価格が良い または安定している

味や品質についての反応が得られる

少量多品目の野菜を出荷できる

自分で価格を付けることができる

共同直売所に出荷経験のある認定農業者に「共同直売所の良いところ」を問うた
アンケートの結果
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③防災空間の確保

○ 建築物の密集する都市において、農地は貴重な空き地でもあり、火災時における延焼の防止や地震の際の避難場所・仮設住宅建設用地
等として多様な役割を果たし得る。

○ このような機能に着目し、農家や農協、地方公共団体により防災協力農地の協定締結が進められている。

○防災協力農地の役割（65市区）

資料：農林水産省都市農村交流課調べ（平成29年） 20

○延焼シミュレーションによる農地の延焼防止機能 （出火後、６時間経過後の延焼の拡大状況）

出典：（一財）農村開発企画委員会「都市農業の振興推進報告書」（平成24年度）

①農地Ａ、Ｂ、Ｃが現状のまま農地であった場合 ②農地Ｂ、Ｃが住宅地となった場合 ③農地Ａ、Ｂ、Ｃが住宅地となった場合

北東の風
風速４m/s 北東の風

風速４m/s

北東の風
風速４m/s

火元
火元

火元

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ａ
Ｂ

Ｃ

農地
農地

宅地化された
農地

宅地化された
農地

○防災協力農地の取組実施市区（平成30年３月31日現在 三大都市圏特定市）

農地Ａがあることから、その西側への延焼を防止
農地Ｂ、Ｃが宅地化されたことから、その西側へ延
焼が拡大

農地Ａ、Ｂ、Ｃが宅地化されたことから、その西側へ
延焼が拡大

農地Ａ、Ｂがあることから、その西側への延焼を防止

埼玉県 10
川越市、草加市、朝霞市、志木市、和光市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、

吉川市
千葉県 4 船橋市、木更津市、柏市、八千代市

東京都 33

世田谷区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、

武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、
武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市

神奈川県 7 横浜市、川崎市、藤沢市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市

愛知県 6 名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、稲沢市、大府市

京都府 2 城陽市、向日市

大阪府 7 堺市、貝塚市、守口市、寝屋川市、大東市、高石市、四條畷市

合　計 69
※市区名が赤字の自治体は、今年度新たに取り組んでいる自治体である。

避難場所 48

資材置き場等への利用 38

生鮮食料品の優先供給 33

仮設住宅建設用地 27

その他 25


表1

				表　防災協力農地等の取組実施市区 ヒョウ ボウサイ キョウリョクノウチ トウ トリクミ ジッシ シク

								単位：自治体 タンイ ジチタイ

				都府県名 トフケン メイ		市区数 シク スウ		取　組　市　区 トリ グミ シ ク

				埼玉県 サイタマケン		10		川越市、草加市、朝霞市、志木市、和光市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、
吉川市 カワゴエシ ソウカシ アサカシ シキシ ワコウシ キタモトシ ヤシオシ フジミシ ミサトシ ヨシカワシ

				千葉県 チバケン		4		船橋市、木更津市、柏市、八千代市 フナバシシ キサラヅシ カシワシ ヤチヨシ

				東京都 トウキョウト		33		世田谷区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、
武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、
武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 セタガヤク スギナミク イタバシク ネリマク アダチク カツシカク エドガワク ハチオウジシ タチカワシ ムサシノシ ミタカシ オウメシ フチュウシ アキシマシ チョウフシ マチダシ コガネイシ コダイラシ ヒノシ ヒガシムラヤマシ クニタチシ フッサシ コマエシ ヒガシヤマトシ キヨセシ ヒガシクルメシ ムサシムラヤマシ タマシ イナギシ ノシ ニシトウキョウシ

				神奈川県 カナガワケン		7		横浜市、川崎市、藤沢市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市 ヨコハマシ カワサキシ フジサワシ ハダノシ アツギシ ヤマトシ エビナシ

				愛知県 アイチケン		6		名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、稲沢市、大府市 ナゴヤシ セトシ カスガイシ コマキシ イナザワシ ダイ フシ

				京都府 キョウトフ		2		城陽市、向日市 ジョウヨウシ ムコウシ

				大阪府 オオサカフ		7		堺市、貝塚市、守口市、寝屋川市、大東市、高石市、四條畷市 サカイシ カイヅカシ モリグチシ ネヤガワシ タカイシシ シジョウナワテシ

				合　計 ゴウ ケイ		69

				※市区名が赤字の自治体は、今年度新たに取り組んでいる自治体である。 シク メイ アカジ ジチタイ コンネンド アラ ト ク ジチタイ

												避難場所 ヒナン バショ		48

												資材置き場等への利用 シザイ オ バ トウ リヨウ		38

												生鮮食料品の優先供給 セイセン ショクリョウヒン ユウセン キョウキュウ		33

												仮設住宅建設用地 カセツ ジュウタク ケンセツ ヨウチ		27

												その他 タ		25






表1

				表　防災協力農地等の取組実施市区 ヒョウ ボウサイ キョウリョクノウチ トウ トリクミ ジッシ シク

								単位：自治体 タンイ ジチタイ

				都府県名 トフケン メイ		市区数 シク スウ		取　組　市　区 トリ グミ シ ク

				埼玉県 サイタマケン		10		川越市、草加市、朝霞市、志木市、和光市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、
吉川市 カワゴエシ ソウカシ アサカシ シキシ ワコウシ キタモトシ ヤシオシ フジミシ ミサトシ ヨシカワシ

				千葉県 チバケン		3		船橋市、柏市、八千代市 フナバシシ カシワシ ヤチヨシ

				東京都 トウキョウト		31		世田谷区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、
武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、
日野市、東村山市、国分寺市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、
武蔵村山市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 セタガヤク スギナミク イタバシク ネリマク アダチク カツシカク エドガワク ハチオウジシ タチカワシ ムサシノシ ミタカシ オウメシ フチュウシ アキシマシ チョウフシ マチダシ コガネイシ コダイラシ ヒノシ ヒガシムラヤマシ フッサシ コマエシ ヒガシヤマトシ キヨセシ ヒガシクルメシ ムサシムラヤマシ イナギシ ノシ ニシトウキョウシ

				神奈川県 カナガワケン		6		横浜市、川崎市、藤沢市、秦野市、大和市、海老名市 ヨコハマシ カワサキシ フジサワシ ハダノシ ヤマトシ エビナシ

				愛知県 アイチケン		6		名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、稲沢市、大府市 ナゴヤシ セトシ カスガイシ コマキシ イナザワシ ダイ フシ

				京都府 キョウトフ		2		城陽市、向日市 ジョウヨウシ ムコウシ

				大阪府 オオサカフ		7		堺市、貝塚市、守口市、寝屋川市、大東市、高石市、四條畷市 サカイシ カイヅカシ モリグチシ ネヤガワシ タカイシシ シジョウナワテシ

				合　計 ゴウ ケイ		65

				※市区名が赤字の自治体は、今年度新たに取り組んでいる自治体である。 シク メイ アカジ ジチタイ コンネンド アラ ト ク ジチタイ

												避難場所 ヒナン バショ		48

												資材置き場等への利用 シザイ オ バ トウ リヨウ		38

												生鮮食料品の優先供給 セイセン ショクリョウヒン ユウセン キョウキュウ		33

												仮設住宅建設用地 カセツ ジュウタク ケンセツ ヨウチ		27

												その他 タ		25
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緑地空間としての

役割を期待しますか

景観の良い緑地空間

としての役割を期待

しますか

④やすらぎや潤いをもたらす緑地空間の提供

○ 都市農地は、市街地の中で貴重な緑地空間、水辺空間を提供しており、都市住民の生活に「やすらぎ」や「潤い」をもたらす役割を果たして
いる。

○ 住宅政策においても、住宅の供給等を着実に進める際には、地域ごとの住宅需要を見極めるとともに、地域の実情に応じた都市農地の保
全の在り方に留意するとの考え方が示されている。

○都市住民の自宅周辺の農地への期待 ○都市農業の営まれている風景
（「農」の風景<景観コンテスト>（ＪＡ東京中央会）受賞作品より）

21

資料： （一財）農村開発企画委員会「都市農業の振興推進報告書」（平成24年度）
（東京都、愛知県、大阪府在住の都市住民を対象としたアンケート）

第３ 大都市圏における住宅の供給等及び住宅地の供給の促進
（１）基本的な考え方

③住宅の供給等及び住宅地の供給を着実に進める必要。その際
には、地域ごとの住宅需要を見極めるとともに、地域の実情に
応じた都市農地の保全の在り方に留意することが必要。

○住生活基本計画（全国計画）
平成28年３月18日閣議決定（抄）

59.7

58.0
『地域と共に残す
小柳町の田園風景』

（東京都府中市小柳町）

『古き伝統を今も守
る舎人ライナー高野

駅前のハス田』
（東京都足立区扇）



○都市農地の貯水機能

⑤国土・環境の保全

○ 都市農地は、樹林地等とともに都市の緑を形成する主要な要素となっている。これらの都市の緑は、ヒートアイランド現象（都市の中心部に
おける高温地域の発生）の緩和、大雨の際の雨水の保水、地下水の涵養等により、国土・環境の保全の役割を果たしている。

練馬区による試算では、
練馬区内の畑は、区内
の全小学校７１校の
プールと同じ程度の水
を蓄えることができる
とされている。

○緑地・農地の地下水涵養に果たす役割

資料：小金井市環境基本計画（平成17年10月）

資料：練馬区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「都市農業・農地が持つ様々な役割」（平成22年９月）

○都市農地周辺のヒートアイランド現象の緩和効果

大阪府岸和田市における都市農地周辺の気温分布図(2004年8月11日午前11時）
出典：竹下伸一ら「都市農地がヒートアイランドにもたらす影響」環境技術Vol.35No.7(2006)

小金井市域における水収支
平成15年 推定（単位mm/年）

台風26号により浸水した見沼田んぼ（さいたま市）の田畑（平成25年10月）

（写真提供：ＮＰＯ法人 水のフォルム）

水田（黒塗
り部分）の
多い地区

▲Ａ

▲Ｂ

風上に水田のある地点Ａの方が風上に宅地が密集して
いる地点Ｂと比べて気温が低くなっている。

○雨水の保水機能の発揮例

22



0% 20% 40% 60% 80% 100%

農地はない

日常生活の中で

農地を目にする

機会がある

是非残していくべき

57.3%

どちらかといえば

残していくべき

32.0%

どちらかといえば宅地化

など都市開発を進めるべき

4.3%

21.3% 34.6%
8.0%

3.4%

どちらともいえない

32.7%

4.9%

積極的に宅地化など都市

開発を進めるべき

1.5%

⑥都市住民の農業への理解の醸成

○ 農業・農地が身近に存在することで、都市住民が農業に触れる機会も増加する。都市農業には、このような関わりを通じて都市住民の農業
への理解を醸成する役割も期待される。

○農業体験学習を通じた児童の意識の高まり

○農地とのかかわりと農地保全に対する考え方

23

お米や野菜を栽培する大
変さを改めて知った

農業に興味を持った

街中にある田んぼや畑は
ずっと残してほしい

家族で農体験できる市民
農園をもっと増やすべきだ

農家の人の話をもっと聞き
たい

その他

資料：国土交通省「集約都市形成のための計画的な緑地環境形成実証調査」（平成25年度）

○農業体験農園利用者の農業に対する考え方

農家の仕事に対して
感謝の気持ちや敬意

を持っている

東京にも農業や農地
が残ってほしいと思っ

ている

農家の経営が成り立
つような政策や仕組み
が必要だと思っている

農業を振興して自給率
を上げるべきだと思っ

ている

その他

資料：東京都農業会議「農業体験農園利用者アンケート（平成21年）」

（練馬区内）
親子による野菜収穫

9.1%

26.7%

28.5%

38.2%

77.5%

78.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27%

81%

82%

82%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

＜農業体験農園の様子＞

(日野市内）
入園者との交流会（餅つき)

資料：農林水産省「都市農業に関する意向調査」
（三大都市圏特定市の都市住民2,000人を対象に平成28年５月に実施したWEBアンケート）

大阪府高石市において小学５年生を対象に農業体験学習（かかしづくりを行い農地に展示する等の
体験学習）を行ったのち、「学習会を受けてどう思ったか」を問うたアンケートの結果



【参考】 地方計画の策定状況

地方公共団体は、政府の基本計画を基本として、その地方公共団体における都市農業の振興に関する計画（地方計画）を定めるよう努め
ることとされている。（都市農業振興基本法第10条）

地方計画の策定状況については、平成31年３月末時点で、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県など、50の地方公共団体において策定済みである。
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（平成31年３月末日現在）地方計画策定済み（９都府県、41市区）

市区町村
策定年月

日
概 要

神奈川県

藤沢市 H29.３月 新規策定

厚木市 H30.３月 〃

川崎市 〃 既存計画の見直し

鎌倉市 H30.７月 新規策定

横浜市 H30.11月 既存計画の見直し

海老名市 H30.12月 〃

平塚市 H31.２月 新規策定

大和市 H31.３月 〃

静岡県 静岡市 H30.３月 〃

愛知県
名古屋市 〃 既存計画の見直し

北名古屋市 H31.３月 新規策定

大阪府 大阪市 H30.６月 〃

兵庫県

神戸市 H30.９月 〃

西宮市 H31.３月 〃

伊丹市 H29.３月 〃

福岡県 北九州市 H28.５月 既存計画の見直し

熊本県 熊本市 H30.１月 〃

鹿児島県 鹿児島市 H29.３月 〃

市区町村
策定年月

日
概 要

栃木県 宇都宮市 H31.３月 新規策定

埼玉県 川越市 〃 既存計画の見直し

川口市 H30.３月 〃

和光市 H31.３月 新規策定

朝霞市 〃 既存計画の見直し

都道府県
策定年月

日
概 要

関 東

埼玉県 H29.３月 新規策定

千葉県 H29.12月 〃

東京都 H29.５月 既存計画の見直し

神奈川県 H29.３月 〃

東 海 愛知県 〃 新規策定

近 畿

滋賀県 H30.12月 〃

京都府 〃 〃

大阪府 H29.８月 〃

兵庫県 H28.11月 〃

市区町村
策定年月

日
概 要

埼玉県 八潮市 H31.３月 既存計画の見直し

千葉県

市川市 H28.３月 新規策定

船橋市 H30.２月 既存計画の見直し

松戸市 H31.３月 新規策定

東京都

町田市 H29.３月 既存計画の見直し

国立市 〃 〃

清瀬市 〃 〃

昭島市 H29.11月 〃

狛江市 H30.３月 〃

武蔵村山市 〃 〃

小平市 〃 〃

東大和市 〃 〃

板橋区 H31.３月 〃

杉並区 H31.１月 〃

世田谷区 H31.３月 〃

三鷹市 〃 〃

多摩市 〃 〃

西東京市 〃 〃

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地方計画策定済み（７都府県、16市）
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