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資料 1

地域社会類型別市町村名一覧/1955年・ 1975年・ 2000年



[1955年1
地懐中十会類型別市町村名 賀/1955年 (1) 地域社会類型別市町村名一貫/1955年 (3) 

農 業 対自 域 ぇ北海道〉 昧背牛町 遠軽町 黒石市 農 業 地 域 沼田市 相馬市 泉崎村 ひたちな均‘市

24i5 北見市 秩父別町 白滝村 五所川原市 新庄市 J本松市 中島村 鹿嶋市

岩見沢市 雨竜町 k湧叩i町 |和田市 寒川江市 桑折町 矢吹町 茨城町

糟圭市 北竜町 1勇 ~I)町 むつ市 k山市 伊達町 大信村 小川町

江別市 沼田町 滝附T 平内町 村山市 国見町 棚倉町 実野里町

士別市 幌加内町 興部町 蟹田町 長井市 梁川町 矢祭町 内原町

名寄市 鷹栖町 丙興部村 今別町 天童市 保原町 塙町 常北町

滝川市 東神楽町 豊浦町 蓬田村 東根市 霊山町 員iJ11キT 桂村

深川市 当麻町 虻田町 時ケ沢町 尾花沢市 月舘町 石川|町 御前山村

富良野市 iヒ布町 J同爺村 木造町 南陽市 飯野町 玉川村 友部町

伊達市 愛甲l町 大滝村 深浦町 山辺町 官j童"T 平田村 岩間町

北広島市 東川町 11瞥町 森田村 中山町 大玉村 法)11町 七会村

石狩市 美瑛町 主ι来町 柏村 1"1北 町 本宮町 古殿町 岩瀬町

当耳1)町 k富良野町 厚貫町 稲垣村 丙川町 白沢村 三春町 東海村

AI |新篠津村 中富良野町 鵡川町 車力村 A 朝円町 岩代町 小野町 那珂町丁

厚田村 南富良野町 穂別町一 岩木町 大江町 東和町 滝根町 瓜連町

ik~益村 和寒町 平取町 相馬村 大石田町 長沼町 大越町 大宮町

農! |卜磯町 剣淵町 門別町 丙目屋村 慎 金山町 鏡石町 都路村 山方町

大野町 朝円町 新冠町 作崎町 最ヒ町 岩瀬村 常葉町 主和付

七飯町 風連町 静内町 大関町 舟形町 実情村 船引町 緒I11キ「

山 l |森町 下川町 三石町 尼卜町 山 頁室川町 田島町 広野町 金砂郷町

八雲町 美深町 iI和ロ'i"T 点岡町 大蔵村 下郷町 楢葉町 水府村

t工差町 音威子府村 音更町 平質町 経I11村 舘岩付 富田町 里実村

l卜ノ園町 '1リIlor 士幌町 常盤村 1仇 ド沢村 桧枝岐村 I11内村 大子町

厚沢部町 小平町 鹿追町 田書館村 高畠町 伊南村 大熊町 |王町

北桧山町 芦前町 清水町 碇ケ関村 I11両町 南郷村 え日葉町 坦村

|今金町 初山別村 芽室町 板柳附丁 村 小田町 只見町 浪江町 主与田岡「

黒松内町 遠別町 中札内村 金木町 白鷹町 北会津村 葛足村 大r千村

蘭越町 ヲぞ塩町 'l'別村 '1'里町 飯畢町 会九塩加納村 新地町 神栖町

地 | |ニセコ町 幌延町 忠類村 五鳥田町T 地 立川町 北塩原村 鹿島町 麻生町

貫j守村 f兵頓月Ij町 大樹町 市市村 余自町 塩川町 小高町 牛堀町

t留寿都村 中頓別町 幕別町 野辺地町 藤島町 山都町 飯舘村 i朝来町

域| |喜茂別町 歌登町 池田町 じH町 域 羽黒町 丙会津町 く:堤械〉 1ヒ{市中「
京極町 豊富町 奇襲頃町 百石町 櫛引町 高il'M'J 水H市 玉造町

1真相'丘町 東藻琴村 本別町 i 和田湖町 三川町 猪苗代町 土浦市 4工ド崎町

其干日町 k満別町 "'寄町 六ド町 t且海町 会津坂下町 石岡市 美浦村

仁木町 莞幌町 陸別町 横浜町 遊佐町 湯川村 下館市 阿見町

余市町 {孝日1)町 iili幌町 ト北町 八幡町 剛津町 結城市 茎崎町

赤井川村 斜里町 標茶町 東北町 松山町 河東町 龍ヶ崎市 新利恨町

北村 清里町 弟子屈町 天間休判 平田町 会津高田町 下妻市 川内町

南幌町 小清水町 鶴居村 下田町 久福島〉 会岸本郷町 水海道市 桜川村

糸井江町 端野町 別海町 六ケ所村 福島市 新鶴キt 常陸士田市 東町

由仁町 罰Ii子府町 中標津町 川内町 郡山市 三晶町 高手入市 霞ヶ浦町

長沼町 置戸町 f草津町 佐井村 L 、わき市 金山町 笠間市 玉里村

栗山町 留辺蕊町 く青森 三ド町 白州市 昭和村 取 T市 八郷町

月形町「 怯呂問町 青森市 五ド町 原町市 丙若草村 岩井市 千代田町

A有円町 常呂町 目、前市 出子町 壇賀川市 表郷村 牛久市 新治村

新 1津川町 生田原町 八十」汁I '6lllor 喜多方市 東村 つくば市 伊奈町

地域社会箱型別市町村名ーー覧/lY5己年 (2 i 地域社会類型別市町村名一覧/1~0E年 (~) 

|農 ぢ柱 士也 域|南部町 昔代村 若柳町 藤里町 農 業 封出 域 谷和原村 喜連川町 嬬恋村 円高市

F皆卜町 川井村 票駒町 峰ィ院本「 問域町 南那須町 六合村 吉川市

福地村 軽米町 高清水町 玉城目町 明野町 鳥山町 高山村 伊奈町

南郷村 種市町 迫町 昭和町 貫壁町 馬頬町 白{尺村 吹上町

倉石村 野田村 瀬峰町 八郎潟町 大和村 小川町 利根村 大井町

新郷十「 山形村 金成町 飯田川町 協和町 湯津卜村 片品村 三骨町

《岩手、 大野村 志波姫町 実王町 八千代町 黒羽町 川場村 t呂山町

盛岡市 九回1村 花山村 井川町 千代川村 那須町 月夜野町 越生町

宮古市 浄法寺町 迫町 若萎町 石下町 丙那須野町 新治村 名栗村

水沢市 5ど代町 帯:米町 lPJ辺府「 法干日町 塩原町 昭和村 滑I11町

花巻市 一円町 東和町 雄和町 五霞町 田町ヨ町 赤堀町 嵐山町

1t卜市 に宮城ノ '1'田町 仁賀保町 三和町 、群馬〉 東村If主1庄郡) 都幾川村

久必市 古川市 豊里町 金浦町 j言島町 太田市 境 町 玉川村

遠野市 気仙沼市 米~1I町 象崎町 境 町 福田市 玉村町 I11島町

AI | ー関市 白石市 右越町 矢島町 会，，¥ 守谷町 館林市 足島町 吉見町

陸前高田市 '6取市 南方町 岩城町 藤代町 藤岡市 新田町 九月山町

ィ工刺市 角田市 IロI北町 由利町 利根町 富岡市 務塚本町 倍野町

農| |一一戸市 多賀城市 矢本町 丙目町 腰 く栃+之、 交'1'市 笠懸町 長瀞町

雫右町 岩沼市 川南町 鳥海町 宇都宮市 北橘村 板倉町 吉田町

葛巻町 蔵王町 桃生町 東由利町 鹿宿市 赤城村 明和町 小鹿野町

山| |岩 T町 七ケ宿町 鴫瀬町 大内町 山 今市市 富士見本「 千代田町 両神村

商根町 大内I原町 1ヒk町 神同町 小山市 大胡町 邑楽町 荒川村

滝沢村 村田町 志津川町 丙仙北町 貫岡市 宮城村 く埼玉〉 東秩父村

神| |王山村 柴田町 津山町 角館町 I前向 大田原市 粕I11十f 川越市 美里町

紫波町 川崎町 本吉町 六郷町 者板市 新里村 熊谷市 児玉町

矢巾町 メL森町 歌津町 中仙町 黒磯市 黒保根村 所沢市 神川町

|大迫町 亘理町 寸k田¥ 協和町 キJ 上三川町 東村(勢多郡) 加頭市 神県村

石鳥谷町 山元町 秋田市 南外村 南伊I内町 榛名町 東松山市 卜里町

東和町 松島町 能代市 仙北町 村岡[内町 倉淵村 岩槻市 大里村

地| |沢内村 利府町 横手市 阿木村 地 河内町 箕郷町 春円部市 よ南町

金ケ崎町 大和町 大館市 太田町 何方町 群馬町 狭山市 妻沼町

前沢町 大郷町 本荘市 千畑町 粟野町 子持キf 鴻巣市 岡部町

域| |胆沢町 富谷町 男鹿市 i山南村 域 宮町 小野上村 1栗面市 川本町

衣川村 大衡村 湯沢市 増田町 益子町 様車村 上尾市 花園町

花泉町 中新田町 づて曲市 平鹿町 茂木町 吉岡町 越妊市 寄居町

平泉町 小野田町 鹿角甘7 雄物川町 市民町 鬼石町 志木市 騎西町

大東町 宮崎町 鷹巣町 大森町 芳賀町 吉井町 新座市 南河原村

藤沢町 色麻町 比内町 十士千二町 壬生町 万場町 桶川市 I11里村

千厩町 松山町 森吉町 山内村 石橋町 中里村 久喜市 北川辺町

東山町 三本木町 阿仁町 大雄村 国分寺町 妙義町 北本市 大利恨町

室根村 鹿島台町 回れよ貯I 稲川|町 野木町 下仁田町 八潮市 宮代町

川崎村 岩出山町 合川町 雄勝町 大平町 南牧村 富士見市 白岡町

住田町 鳴子町 I-，N可仁村 羽後町 藤岡町 甘楽町 土福岡市 菖蒲町

三陸町 涌谷町 琴丘町 東成瀬村 岩舟町 松井田町 三郷市 栗橋町

宮守村 田尻町 ーヅ井町 皆瀬村 都賀町 中之条町 蓮田市 鷲宮町

田老町 小牛田町 八森町 く山形〉 塩谷町 東村(吾妻郡) 坂戸市 杉戸町

岩泉町 南郷町 山本町 山形市 氏家町 吾妻町 幸手市 松伏町

田野畑村 築館町 八竜町 鶴岡市 高根沢町 長野原町 鶴ヶ島市 庄和町

-71-



地域社会類型~II市町村名一覧/1955年 (5 ) 地域社会類型引市町村名 覧/1955年 (71 

!農 業 地 域 |く千葉y 九十九里町 綾瀬市 月1岡本f 農 業 対世 域 高森町 小布施町 大和町 南伊豆町

千葉市 成東町 大磯町 中立口村 阿南町 高山村 白鳥町 柱時町

館山市 山武町 '1'井町 田上町 清内路村 山ノ内町 高鷲村 修善寺町

木更津市 蓮沼村 大井町 下田村 阿智村 木島平村 美並村 土肥町

松戸市 松尾町 松田町 栄町 浪合村 野沢温泉村 明主村 園南町

野田市 横芝町 山北町 中之島町 根羽村 信州新町 和良村 義山町

佐原市 芝山町 開成町 津川町 下条村 警豊野町 富加町 天城湯ケ島町

茂原市 一宮町 城山町 1::)11村 売木村 信濃町 川辺町 中伊豆町

成田市 睦沢町 津久井町 三川村 天龍村 牟礼村 七宗町 芝川町

佐倉市 長生村 相模湖町 越路町 泰阜村 三水村 八百津町 岡部町

東金市 白子町 藤野町 三島町 喬木村 戸隠村 白)1問了 大井川町

八日市場市 長柄町 く新潟〉 与板町 豊丘村 鬼無里村 東白川村 相良町

旭市 長南町 長岡市 和島村 大鹿村 小川村 坂下町 榛原町

柏市 大多喜町 柏崎市 出雲崎町 トキf 中条村 )111::村 金谷町

AI l勝浦市 夷隅町 新発田市 寺泊町 過え 南信濃村 聖書田村 加子母村 111恨町

市原市 御宿町 新津市 山古志村 木曽福島町 ぷ村 付知町 中川根町

流山市 大原町 小千討市 )III~ 町 南木曽町 く岐阜〉 福岡町 大須賀町

農| |八千代市 岬町 十円町市 堀之内町 農 木祖村 中津川市 蛭川村 浜岡町

我孫子市 富浦町 栃尼市 小出町 日売村 恵那市 岩村町 小笠町

鴨川市 富山町 糸魚川市 広神村 開田村 美濃加茂市 山岡町 菊川町

山| |鎌ケ谷市 鋸南町 新井市 守門村 山 三岳村 可児市 串原村 大東町

君津市 三芳村 五泉市 湯沢町 山U村 岐南町 k矢作町 森町

富津市 白浜町 両津市 塩沢町 明科町 }草津町 松原町 春野町

f街 i | 四街道市 JL山町 白根市 一八円府「 i偽 四賀村 平田町 下呂町 浅羽町

袖ヶ浦市 和田町 草署'1-:市 大和町 本城村 南濃町 金山町 竜洋町

八種=frti 〈東京〉 ト越市 川間町 反北村 i聖壱fflT 馬瀬村 豊田町

村| |印丙市 町田市 安田町 津南町 十f 麻嶺村 卜石津町 丹生川村 串岡村

関宿町 小平市 京ヶ瀬十j 中里村 坂井村 輪之内町 1青見本「 推踏町

ィ百南町 東村山市 水原町 高柳町 生坂村 安八町 荘川村 細江町

地| li酉々井町 東久留米市 笹神村 小田町 地 波田町 揖斐川町 宮村 引i主町

富里町 多摩市 豊浦町 刈羽村 山形村 谷汲村 久々野町 三ケ円町

1刊梅村 稲城市 聖篭町 丙山町 朝円キナ 大野町 朝円村 く愛知〉

域 l |白井町 羽村市 加治川本f 安塚町 域 豊科町 池田町 高根村 春円井市

本埜村 あきる野市 紫雲寺町 浦川原村 穂高町 久瀬村 古川町 墜)11市

木町 瑞穂町 ql.s長町 松代町 奈川村 北方町 国府町 串田市

下総町 桧原村 黒川村 松之山町 梓川村 本巣町 刊I台村 小牧市

神崎町 大島町 小須戸町 大島村 三郷村 穂積町 宮川村 稲沢市

大栄町 和j晶村 キill、町「 牧村 堀金村 巣南町 上宝村 新城市

小見川町 三で村 横越町 柿崎町 池田町 真正町 く静岡、 岩倉市

山田町 御蔵島村 岩宝村 犬同町 松川村 71¥買町 富士宮市 豊明市

栗源町 八丈町 弥彦村 頚城村 八坂村 根尾村 掛川市 円進市

多古町 青ケ島村 分水町 吉川町 ヲき麻村 高富町 藤枝市 東郷町

干潟町 く神奈)11) 吉田町 妙高高原町 白馬村 伊自良村 御殿場市 長帆了一町

東庄町 者野市 巻町 紗高村 小谷村 美山町 袋井市 豊山町

海上町 厚木市 丙川町 板倉町 卜山田町 j伊!μ村 下回市 師勝町

光町 大和市 黒埼町 {青里村 大岡村 武!璃町 裾野市 両春町

野栄町 伊勢原市 味方村 三和村 坂械町 上之保村 東伊豆町 春H町

大綱白星町 海老名市 内東村 名立町 ド倉町 八幡町 j!1J津町 1青洲町

地域社会類型耳1)市町村名一首/1955年 (6 ) 地域社会類型叩l市町村包一覧/1965年 (お)

|興 当官 地 域|能生町 輪島市 春円居町 上野原町 農 昔宅 地 域 大U町 藤原町 円野町 美山町

関111干「 珠洲市 牧丘町 小菅村 扶桑町 i'ili、野町 高王町 圃部町

荒川町 羽咋市 三富村 丹波山村 祖父江町 関町 永源寺町 八木町

神林村 松任市 勝I~町 く長野 L主町 川芸術T 五個荘町 丹波町

朝R村 辰U町 大和村 長野市 美和町 芸濃町 能腎川町 円吉町

山北町 川北町 石和町 k田市 大治町 葵里村 愛車町 瑞穂町

粟島浦村 鶴来町 御坂町 飯田市 十四山村 安濃町 湖車町 手1知町

相川町 吉野谷村 一ー宮町 1買呪市 飛島村 止、町 秦荘町 三和町

佐和田町 鳥越村 八代町 小諸市 立田村 白山町 重知川町 夜久野町

金井町 津幡町 境川村 伊那市 八開村 嬉野町 事郷町 大江町

新穂村 宇ノ気町 'J!i.fi町 駒ケ根市 美前町 美杉村 甲良町 伊根町

畑野町 富来町 芦川村 中野市 色町 三雲町 多賀町 丹後町

真野町 志雄町 豊富村 飯山市 吉良町 飯南町 山東町 弥栄町

小木町 志賀町 上 九 色 村 芋野市 幸田町 飯高町 伊吹町 今、美浜町

AI |羽茂町 押水町 三時町 塩尻市 A 額田町 多気町 近江町 く大阪〆

赤泊村 田鶴浜町 六郷町 更j直市 三好町 明和町 浅井町 枚方市

く富山、 中島町 下部町 佐久市 藤岡町 大台町 虎姫町 茨木市

興| |ぅ!、見市 亮島町 増穂町 円田町 興 小原村 勢和村 湖北町 権屋川市

滑川市 能事島町 鰍沢町 佐久町 坦助町 玉城町 ぴゎ町 羽曳野市

黒部市 穴水町 '1'宮町 小海町 下山村 二見町 高月町 ぢ吉野市

山| |嘱波市 門前町 身延町 111 r.村 日」 旭町 大宮町 木之本町 豊能町

小矢部市 能都町 南部町 南牧村 設楽町 大内山村 余呉町 能勢町

大沢野町 柳田本「 富沢町 南相木村 東栄町 理主会町 丙浅井町 太子町

府| |大山町 内浦町 竜王町 北相木村 L偽 串根村 伊賀町 マキノ町 lPf南町

舟橋村 く福井 教島町 八千穂村 津具村 島ケ原村 今津町 千半赤「荘村

k市町 小t民-ro 玉穂町 軽井沢町 稲武町 阿山町 朽木村 実原町

村| |立山町 大野市 昭和町 望月町 本J 鳳来町 大山田村 安要川町 く兵庫

宇奈月町 美山町 田富町 御代田町 作T村 青山町 高島町 害河市

入善町 r.，t:ltH 八田村 立科町 音羽町 磯部町 新旭町 龍野市

地 l |朝円町 三国町 臼IRfflT f長科十「 地 一宮町 御浜町 く京都、 三木市

八尾町 芦原町 若草町 北御牧村 田原町 紀I:町 福知山市 三田市

婦中町 金津町 櫛形町 よし干町 赤羽根町 〈滋賀、 綾部市 加丙市

域| !山田村 夜井町 甲丙町 長門町 域 渥美町 近江八幡市 宮津市 篠山市

小杉町 池田町 双葉町 南部町 く三亘〉 八円市市 亀岡市 猪名川町

大門町 南条町 明野村 真田町 松阪市 草樟市 八幡市 吉川町

下村 今庄町 酒玉町 武石村 HIf市 守山市 京国辺市 十十町

大島町 朝円町 高根町 和田村 鈴鹿市 志賀町 大山崎町 東条町

城端町 宮崎村 長坂町 青木村 名張市 栗東町 久御山町 加美町

平村 清水町 大泉村 富士見町 亀山市 中主町 井子町 稲美町

上平村 三方町 小1聞沢田「 「市中f 熊野市 野洲町 宇治田原町 事前町

利賀村 美浜町 臼州町 高遠町 。居市 石部町 山城町 神崎町

庄川町 }て'1'町 武川村 辰野町 多事E町 甲南町 木市町 市川町

井υ村 高浜町 秋山村 箕輪町 長島町 水口町 加茂町 福崎町

福野町 大飯町 道志村 飯島町 木曽岬町 士山町 笠置町 香寺町

福光町 く山梨、 忍野村 南箕輪村 北勢町 甲賀町 平日前町 大川内町

福岡町 塩山市 Mw湖町 qlJl1打 員弁町 甲南町 精華町 新宮町

く石川| 山梨市 足和田村 長谷村 大安町 安士町 南山城村 すに子町

七rt市 韮崎市 鳴沢村 t古川町 東員町 蒲生町 京北町 上郡町

-72-



地域社会類型貯l市町村名一覧/1965年 (9 ) 地域社会類型別市町村名一覧/1955年 (11) 

|農 業 地 域|佐用町 平群町 寸さみ町 出雲市 農 業 地 域 勝浦町 塩江町 砥部町 鏡村

上月町 斑嶋町 串本町 益田市 と勝町 香川町 広田村 土佐山村

南光町 安堵町 那智勝浦町 大田市 {主那河内村 香南町 中山町 土佐町

三円月町 田原本町 古座町 安来市 石井町 権卜町 双海町 池川町

山崎町 大宇陀町 古座川町 正津市 神山町 縄南町 長浜町 春野町

安富町 菟田野町 熊野川町 平田市 那賀川町 国分寺町 内子町 吾川村

一宮町(宍粟) 権原町 本宮町 鹿島町 鷲敷町 綾歌町 五十崎町 吾北村

波賀町 室生村 〈鳥取ょ 島根町 補生町 飯山町 肱川町 中土佐町

千種町 曽爾村 鳥取市 美保関町 木頭村 琴南町 i~r辺村 佐川町

竹野町 御杖村 米干市 八雲村 海南町 満濃町 保内町 越知町

香住町 高取町 倉吉市 王湯町 海部町 仲南町 伊方町 窪川町

日高町 明日香村 園府町 宍道町 松茂町 高瀬町 瀬戸町 梼原町

出石町 新庄町 岩美町 八東町 藍住町 山本町 三崎町 大野見村

但東町 富麻町 福部村 広瀬町 板野町 三野町 明浜町 東津野村

AI i村岡町 k牧町 郡家町 伯太町 A 上板町 大野原町 宇和町 葉山村

浜坂町 l'f合町 恥間町 仁多町 吉野町 豊'1'町 野村町 イ二淀村

美方町 大誕町 ipJ原町 嶺田町 土成町 詫間町 城川町 日高村

興| |温泉町 丙吉野村 八東町 大東町 興 市場町 財田町 吉田町 佐賀町

八鹿町 く和歌山〉 用瀬町 加茂町 阿波町 く愛媛〉 三間町 大方町

養父町 橋本市 佐治村 木次町 鴨島町 宇和島市 広見町 大月町

山 l |関宮町 御坊市 智頑町 三刀展町 山 川島町 大洲市 松野町 十和村

和田山町 田辺市 気高町 吉田村 山川町 伊予市 円吉村 三原村

山東町 下津町 鹿野町 掛合町 美郷村 北条市 坤島町 く福岡、

i角| |朝来町 美里町 青谷町 頓原町 L偽 脇町 東子市 内海村 柳川市

柏原町 打田町 羽合町 赤来町 蕎馬町 新宮村 御荘町 甘木市

水 k町 粉l'f町 泊村 斐川町 半田町 土居町 城辺町 八k市

村| |青垣町 那賀町 東郷町 佐田町 キf 貞光町 小松町 本松町 筑fを市

春日町 桃山町 三朝町 多伎町 宇村 丹原町 〈高知 J 竹禍市

山南町 貴志川町 関金町 湖陵町 穴吹町 朝倉村 安芸市 豊前市

地| i 市島町 砦出町 北条町 大社町 地 木屋平村 玉川町 南国市 小郡市

津名町 日つらぎ町 大栄町 f且県津信丁 三野町 波方町 土佐市 筑紫野市

北淡町 九度山町 東伯町 仁嘩町 三好町 大両町 須崎市 大野肱市

域| |一宮町(津名) 湯浅町 赤碕町 川本町 域 池田町 菊間町 '1'村市 宗像市

五色町 広川町 丙伯町 邑智町 山城町 吉海町 宿毛市 太宰府市

禄町 吉備町 会見町 羽須美村 井川町 伯方町 土佐清水市 前原市

丙淡町 金屋町 岸本町 瑞穂町 三加茂町 弓削町 東洋町 古賀市

三原町 円高町 H吉津村 吉見町 丙祖主主山村 生名付 奈半利町 那珂川町

南淡町 由良町 i五~i工商T 桜江町 く香川1> 岩城村 安田町 新宮町

く奈良〉 川辺町 大山町 金城町 善j昌寺市 上浦町 芸丙村 久山町

奈良市 '1'津村 t，干口町一 旭町 観音寺市 大三島町 香我美町 粕屋町

天理市 龍神村 '1'山町 弥栄村 大川町 関前村 土佐山田町 福間町

桜井市 南部川村 円南町 三隅町 志度町 重信町 野市町 津屋崎町

宜保市 南部町 円野町 妻都町 寒川町 川内町 夜須町 玄海町

御所市 印南町 江府町 匹見町 長尾町 中島町 香北町 遠賀町

生駒市 白浜町 i揖μ岡了 津和聖子町 士庄町 久万町 吉川村 若宮町

月ケ瀬村 '1'辺路町 〈島根 円原町 池田町 安川村 物部村 嘉穂町

都祁村 上富田町 七、江市 怖木村 三木町 柳谷村 本山町 把木町

山添村 円買川町 浜田市 六円市町 牟礼町 小田町 大豊町 朝倉町

地域付会額型自IJ市町村名一貫/1¥:165年 (1 ()) 地域社会類型月'1市町村名一貫/1955年 (12) 

|興 昔を 地 峻|丙郷町 落合町 芸北町 比和町 農 業 地 域 三輪町 脊振村 小長井町 小川町

五箇村 湯原町 大朝町 くdJIJ、 夜項町 三瀬村 有明町 豊野村

都万村 久世町 千代田町 山υ叶7 小石原村 基山町 国見町 中曳町

海士町 美甘村 串平町 徳山市 二士町 '1'原町 瑞穂町 砥用町

丙ノ島町 新庄村 吉田町 光市 志摩町 北茂安町 吾妻町 償島町

知夫村 I11 ト村 八千代町 長門市 吉井町 三根町 重野町 天水町

く岡山〉 八東村 美土里町 柳井市 田主丸町 ト峰町 干々石町 主東町

津山市 '1'干口村 高宮町 久賀町 浮羽町 小城町 小浜町 菊水町

笠岡市 加茂町 甲田町 大島町 北野町 三日月町 南串山町 三加和町

誌社市 富村 向原町 東和町 大力洗町 牛津町 力日;字1主府「 南関町

高梁市 奥津町 黒瀬町 摘町 城島町 芦刈町 U之津町 長洲町

新見市 上斎原村 福富町 由宇町 大木町 浜王町 南有馬町 鹿北町

御津町 阿波村 害事'A.、町 玖珂町 三瀦町 七山本ナ 北有馬町 菊鹿町

建都町 鏡野町 大和町 本調:村 黒木町 相知町 丙有家町 鹿本町

AI i加茂川町 勝田町 ipf内町 同事町 A k陽町 肥前町 有家町 廃りそ町

i輯H町 勝央町 本郷町 錦町 立花町 玄海町 布津町 梅木町

山陽町 奈義町 安芸津町 大畠町 失部村 鎮丙町 深江町 七城町

農| |帝板町 勝北町 安浦町 妻和町 農 星野村 西有田町 大島村 旭志村

熊山町 大原町 串町 大和町 瀬高町 山内町 小値賀町 大津町

吉井町 車粟倉村 大崎町 回布埴町 大和町 J工 1t~ 宇久町 菊陽町

山| |吉永町 両粟吉村 東野町 平生町 山 三橋町 白石町 田平町 合志町

佐伯町 美作町 i輔ド田町 熊色町 山川町 福富町 鷹島町 畑水町

和気町 {下車町 御調町 鹿野町 高田町 有明町 富江町 両合志町

内| l牛窓町 英田町 久井町 徳地町 i魚 香春町 太良町 玉之浦町 一の宮町

邑久町 '1'舟町 向島町 秋穂町 赤村 塩田町 三井楽町 阿蘇町

長船町 旭町 甲山町 阿知嶺町 苅田町 嬉野町 岐宿町 南小国町

村| !灘崎町 久米南町 世羅町 楠町 村 犀川町 く長崎〉 ト五島町 小国町

山手村 久米町 世羅南町 山陽町 勝山町 島原市 新偽目町 産山村

清音村 〈広島〉 内海町 菊川町 空襲津町 諌単市 有川町 波野村

地! |船穂町 竹原市 沼隈町 豊田町 地 椎田町 大村市 郷ノ浦町 蘇陽町

金光町 三次市 神辺町 豊浦町 築技町 福江市 勝本町 高森町

黒鳥方~ 庄原市 泊木町 豊北町 新吉富村 平ド市 芦辺町 白水村

域 l l里庄町 東広島市 神石町 美東町 域 大平村 松浦市 吉田町 久木野村

失掛町 海田町 事松村 秋芳町 <1.主賀〉 三和町 厳原町 長陽村

美星町 坂町 三和町(神石) 三隅町 唐津市 多良見町 卜!f，!，之町 両原村

芳井町 江田島町 k下町 円置町 鳥栖市 長与町 〈熊本〆 御船町

真備町 倉橋町 総領町 油谷町 伊万里市 時津町 人吉市 嘉島町

有t要町 下蒲刈町 甲根町 111 ~村 武雄市 琴海町 荒尾市 益城町

北房町 蒲刈町 君田村 阿武町 鹿島市 阿彼町 王各市 甲1主町

賀陽町 湯来町 布野村 田万川町 諸富町 丙海町 本濃市 矢部町

成羽町 佐伯町 作木村 阿南町 川副町 大瀬戸町 山鹿市 清和村

1111-.町 吉和村 吉舎町 むつみ村 東与賀町 外海町 菊池市 版本村

備中町 能美町 三良坂町 須佐町 久保田町 東彼杵町 宇土市 千丁町

大佐町 沖美町 三和町(対三) 旭村 大和町 川棚町 三角町 鏑町

神郷町 大柿町 丙城町 福市村 富士町 波佐見町 不知火町 竜北町

哲多町 加計町 東城町 く憶島 神埼町 森山町 城南町 宮原町

皆丙町 筒賀村 U干R町 小松島市 千代田町 飯盛町 富合町 車防村

勝山町 ド1日I内町 高野町 阿南市 東脊振村 高来町 松橋町 泉村
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地域社会類型甲l市町村名一覧/1955年 (l :J) 地域社会類型別市町村名一貫/1955年 ( 1 o) 

|農 業 地 域 |田浦町 庄内町 高城町 大浦町 |権合型産業地域卜子葉〉 加賀市 関市 豊橋市

芦北町 湯布院町 山田町 坊津町 銚子市 山中町 要濃市 岡崎市

津奈木町 上浦町 高崎町 知覧町 市川市 す艮 r."T 瑞浪市 津島市

錦町 弥生町 高原町 川辺町 船橋市 寺井町 羽島市 碧南市

トキナ 宇田町 野尻町 市来町 習志野市 美川町 各務原市 メ'1谷市

免田町 直川村 須木村 東市来町 飯岡町 野々市町 柳津町 安域市

岡原村 米水津村 高岡町 伊集院町 千倉町 河内村 垂井町 丙尾市

多良木町 蒲江町 国富町 松元町 く東京〉 尾口村 関ケ原町 犬山市

湯前町 野津町 緑町 郡山町 八王子市 高松町 神ド町 常滑市

水 k村 三重町 高鍋町 円吉町 青梅市 鳥屋町 墨俣町 江南市

須恵村 清川村 新宮町 吹 k町 拍江市 鹿両町 春円村 東海市

{栗田村 緒方町 木城町 金峰町 東大和市 人福井〉 藤橋村 大府市

十日良村 朝地町 川|南町 樋脇町 武蔵村山市 福井市 坂内村 知書市

五木村 大野町 都農町 入来町 BI IAの出町 牧賀市 板取村 如立市

AI i山江H 千歳村 門川町 東郷町 奥事摩町 武生市 武芸川町 足張旭市

球磨村 サ亡飼町 車郷町 宮土岐町 新島村 勝山市 割，1兄町 高浜市

大矢野町 j-ji町 南郷村 鶴田町 権| |又神奈川、 鯖江市 御嵩町 平和町

畏| l松島町 久住町 丙郷村 薩摩町 平塚市 松岡町 明智町 甚目寺町

有明町 直入町 北郷村 祁答院町 時沢市 氷平寺町 -1、坂町 蟹江町

姫ド町 九重町 北方町 里村 合 l |小田原市 和泉村 神岡町 弥富町

山| |倉岳町 玖珠町 jti市町 上aKキf 茅ケ崎市 九岡町 1争同ノ 佐屋町

橋本町 前津江村 諸塚村 下駄村 三浦市 春江町 静岡市 佐識町

新和町 中津江村 椎葉村 鹿島村 型| l南足柄市 今立町 浜松市 阿久比町

|五和町 上津江村 高千穂町 野田町

苓北町 大山町 円之事;町 高足野町

寒川町 河野村 沼津市 東浦町

一宮町 越前町 清水市 南知事町

天草町 吏瀬町 五ヶ瀬町 東町 産 l |霊川町 越廼村 二島市 武豊町

村| I i.fi南町 三光村 ¥樫児晶 長島町

、大分〉 本耶馬込町 川内市 菱刈町

i青I11キf 横田町 島田市 幡豆町

く新開¥ 名田圧村 富士市 小坂井町

大分市 耶馬法町 鹿屋市 加治木町 全| |新潟市 久山梨〉 磐田市 御津町

地| 1'1'津市 山田町 枕崎市T 姶良町 三条市 都留市 焼津市 く三重〉

円田市 院内町 串木野市 蒲主町 加茂市 大月市 天童市 津市

佐伯市 女心s1E町 阿久根市 1昔jE岡T 地| |見附市 市川大門町 i兵北市 日円市市

域| |同杵市 人宮崎〉 出水市 横川町 村卜市 半川町 湖丙市 伊勢市

竹田市 宮崎市 大凶市 粟野町 ~市 勝山村 丙伊豆町 罵羽市

事後高田市 都城市 指宿市 吉花町 域| |亀田町 、長野〉 賀茂村 川越町

杵築市 円南市 加世田市 牧園町 堕瀬町 松本市 H 田村 香良洲町

宇佐市 小林市 国分市 霧島町 湯之谷村 E罰百万市 チて仁町 宮川村

大田村 円向市 丙之者市 隼人町 入広瀬村 大町市 清水町 小俣町

真玉町 串関市 垂水市 福山町 ¥富山〉 平谷村 長泉町 南勢町

香々地町 両都市 吉田町 大隅町 富山市 トて松町 富士川町 南島町

国見町 えびの市 桜島町 時北町 高岡市 樋川村 由比町 紀勢町

国軍町 清武町 三島村 財部町 新鷹市 王滝村 御前崎町 御薗村

武蔵町 田野町 |島村 末吉町 魚津市 大桑村 吉田町 長島町

記岐町 佐土原町 喜入町 f山町 細入村 '1/. .. '曇村 本川恨町 大王町

日出町 北郷町 山川町 志布志町 井波町 く岐阜〉 水窪町 P可¥'C"T

山香町 南郷町 顎桂町 有明町 ¥石川|¥ 岐阜市 舞阪町 紀伊長島町

野津原町 三股町 開閉町 大崎町 金沢市 大垣市 新居町 海山町

侠問町 山之口町 笠沙町 串良町 小松市 高山市 九重知J 紀和町

地域?十会額型日'1市町村名ー賢/19お年 (1 ~) 地域?十全類型~Ij市町村名 覧/1955半 (16) 

農 業 地 域 雫串良町 佐多町 i輯H 内町 伊仙町 |複合型産業地域|に滋賀、 家島町 半島町 庵治町

A 内之浦町 中種子町 住用村 fn，自町 大:津市 揖保川町 寄島町 宇多津町

高山町 南種子町 龍郷町 知名町 辛根市 御樟町 柵原町 多度津町

吾平町 上屋久町 笠利町 与論町 長ィ民市 大屋町 く広島、 仁尾町

農 大根占町 屋久町 喜界町 信楽町 淡路町 三原市 著書点町

恨占町 大和村 徳之島町 米原町 〈奈良〉 尾道市 《愛媛〉

田代町 宇検村 天城町 ¥京都〉 大和郡山市 閃島市 松山市

山 韓鶴市 橿原市 福山市 今治市

林 業 地 域 く栃木 〈奈良、 111 r.村 馬路村 宇治市 香芝市 府'1'市 八幡浜市

4 栗山村 卜北山村 ¥高知 地嶋市 川丙町 廿丹市市 新居浜市

j，F!!， 向円市 三t町 熊野町 丙条市

1白 業 地 域 く北海道〉 奥尻町 大間町 ぇ三重 長岡忠市 王寺町 音H町 川之江!廿

32 恨室市 神恵内村 風間1甫村 足鷲市 加悦町 広陵町 大野町 伊予三島市

本「 松前町 干し丈町 〈富J止 志摩町 BI l野田川町 吉野町 川尻町 別子山村

福島町 手IJ尻富士町 雄勝町 、徳島ノ 峰山町 下市町 豊浜町 宮窪町

円井町 えりも町 く千葉〉 由岐町 大宮町 黒滝村 木ィ工町 魚島村

地 恵山町 厚岸町 点i'T，'i甘 、長崎 下室 | |嗣野町 天川村 新市町 面河村

鍛法華村 権円町 天津小鷹町 奈良尼町 、大阪〉 野迫川村 く山 U. 松前町

南茅部町 ¥青森〉 く東京ノ 美津島町 担軽和田市 1';孝111村 宇都市 三瓶町

域 鹿部町 三厩村 神津島村 合| |池田市 下北山村 萩市 両海町

熊石町 小f由村 ¥石川ノ 高槻市 東吉野村 防府m く高知〉

大成町 大畑町 内謙町 八尾市 く和歌山〉 下松市 室戸市

型| |泉佐野市 和歌山市 岩国市 回軒町

権合型産業地域 ど北海道ノ 丸瀬布町 新里村 栃木市 富田林市 海南市 小野田市 北川村

B 4i8 旭川市 雄武町 父宮城〉 f主野市 川内長野市 有田市 美祢市 赤岡町

椎内市 白老町 右巻市 葛生町 産| |松原市 野上町 新南陽市 大川村

美唄市 追分町 七ケ浜町 ¥群馬 r 大東市 高野U町 斐川町 本川村

干重 芦耳'1市 円高町 常沢町 前橋市 柏原市 高野町 上関町 伊野町

紋耳Ij市 様似町 ((111町 高崎市 業| |摂津市 花園村 小郡町 大正町

砂川市 h士慨町 牡鹿町 伊勢崎市 藤井寺市 清水町 に徳島〉 開土佐村

ムロ 知内町 新得町 膚葉町 渋川市 四条畷市 美浜町 徳島市 く福岡、

木古内町 広尾町 く秋田J h野村 地| |大阪狭山市 美山村 鳴門市 大牟田市

砂原町 釧路町 小坂町 大間々町 阪南市 大塔村 羽ノ浦町 札留米市

型 長万部町 浜中町 田沢湖町 J者玉〉 熊取町 土地町 上那賀町 大川市

乙割日貯T 阿寒町 く山形ノ 大宮市 域| l岬町 北山村 木沢村 篠粟町

瀬棚町 白糠町 米沢市 行田市 く兵庫y 〈鳥取、 日和佐町 大島村

産 島牧村 音別町 朝日村 秩父市 神戸市 境港市 牟岐町 岡垣町

寿都町 く青森〉 く福島〉 飯能市 姫路市 若桜町 宍喰町 鞍手町

積丹町 平館村 会津若松市 本庄市 洲本市 く島根〉 東祖谷山村 碓井町

業 古平町 岩崎村 川俣町 羽生市 加古川市 東出雲町 〈香川1> 筑穂町

栗沢町 東通村 磐梯町 草加市 赤穂市 大和村 高松市 頴田町

上川町 脇野沢村 《茨城〉 H田市 川西市 布施村 丸亀市 主珠山村

地 占冠村 〈岩手〉 古河市 入間市 小野市 く岡山〉 坂出市 広川町

増毛町 大船渡市 北茨城市 鳩ケ谷市 滝野町 岡山市 引田岡丁 添田町

羽幌町 松尾村 大洗町 来日光市 中町 倉敷市 白鳥町 赤池町

域 猿払村 湯田町 波崎町 小川町 八千代町 井原市 大内町 方城町

枝幸町 大槌町 く栃木〉 横瀬町 黒田庄町 備前市 津田町 大任町

利尻町 山田町 足利市 大滝村 播磨町 円生町 内海町 吉富町
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地域?十会類型別市町村名ー賢/1955年 (1 7J 

権合 型産業地域 く佐賀¥ 生月町 仁社馬町 姫島村

B 佐賀市 福島町 く熊本〉 佐賀関町

相 多久市 江迎町 八代市 本E村
d口入 厳木町 佐々町 水俣市 鶴見町

型 北波多村 吉井町 牛深市 く宮崎、

産 呼子町 世知原町 岱明町 延岡市

業 北方町 奈留町 龍ヶ岳町 問米良村

地 く長崎〉 若松町 御所浦町 北}II町

域 長崎市 善玉町 《大分〉 、鹿児島

野母崎町 政争"T 津久見市 名瀬市

工 業 地 域く北海道〉 '1'郷村 蒲都市 ¥兵庫/

的室蘭市 青海町 尼両市 尼崎市

苫小牧市 〈石川| 丙枇杷島町 明石l竹

〈岩 T" じ塚町 新川町 伊丹市

釜石市 ¥山梨〉 木曽川町 干目生市

、茨城、 富士吉田市 ¥三重〉 丙脇市J

日立市 丙畦町 桑名市 高砂市

¥栃木》 く長軒〉 楠町 、長良〉

円売市 岡谷市 朝円町 大和高田市

亡 ¥群馬/ 下諒訪町 輯殿村 三郷町

桐生市 、岐阜〉 県都¥ く岡山¥

新町 多治見市 ，?，、都市 王野市

「 〈時玉〉 土崎市 岩滝町 くロ:島

Illu市 川島町 く大阪、 大tt市

与野市 笠松町 大阪市 ，， ~LJ LJ 

工 く東尽 笠原町 t界市 和木町

特別区部 〈静岡〉 泉大産市 久徳島、

三鷹市 蒲原町 貝塚市 北島町

業 円野市 福田町 和泉市 く香川1>
田甚市 〈霊知p 東大阪市 直島町

〈伸長111" 名古屋市 泉南市 、福岡〉
」

横浜市 一富市 島本町 北九川市

川崎市 瀬戸市 忠岡町 く佐賀¥

¥新潟〉 半田市 回開町 有田町

地

鉱 業 地 域 、北海道〉 ¥兵庫、 小竹町 大町町

30 夕張市 生野町 宮田町 ど長崎、

域 赤平市 ¥福岡〉 桂111町 香焼町

三笠市 田111市 稲築町 伊王島町

歌志内市 山田市 穂波町 高島町

ィ白村 中間市 庄内町 大島町

河川|町 宇美町 糸田町 崎H町

久栃木〉 志免町 川崎町 産町町

足尾町 水巻町 ¥佐賀、 小佐々町

建 設 業 地 JjiJ( く群馬〉 ¥石}II> ¥山梨 ¥岐阜

8 水卜町 自由華キf 芦友村 白川村

地域社会類型別市町村名 賀/1955年 (18) 

建 官吏 当理 地 JjiJ( 1争同〉 佐久間町 富山村 大塔村

龍山村 く愛知、 〈奈良ノ

商 業 対自 域 <jti毎道〉 塩竃市 新宮市 福岡市

25 札幌市 く埼玉〉 くぜ、島〉 直方市

函館市 浦和市 広島市 飯塚市

小樽市 、神奈川〉 く山 u' 金田町

D 割11路市 責鶴町 下問市 、長崎/

帯広市 丸山梨〉 く香川〆 佐世保市

寸て 留萌市 甲府市 琴平町 1巨本¥

岩内町 く岐阜〉 く高知〆 熊本市

生 <宮械、J 兼山町 高知市 く鹿児島 J

仙台市 ，fr取山〉 ¥福岡〉 鹿司島市

産

サー ビス業地域 ¥北海道 朝霞市 間模原市 丙富市

自力 30 査旬11市 に東京ノ Illi間市 宝塚市

く青森、 立川市 箱恨町 城崎町

産 三沢市 府中市 湯川原町 久広島

く栃木〉 昭島市 に山梨、 呉市

業 藤原町 調布市 山'1'湖村 富島町

、群馬ノ 福生市 、静岡〉 寸高岡

士也 伊香保町 清瀬市 凱海m- 芦屋町

草津町 く神奈川、 伊東市 く大分〉

域 大泉町 横須賀市 伊豆長岡町 別府内T
く土奇玉〉 鎌倉市 ぇ兵庫、

んム、 f~ 地 域 〈北海道〉 く静岡〉 春円市

5 千枝市 小山町 く佐賀、

理庭市 くf面岡、 三田川町

E 1/¥y ド タウノ地域 く埼玉/ 国立市 豊中市 芦屋市

自 16 藤市 保谷市 吹田市 く福岡〉

立 く東良〉 文字申奈川| 守 u市 項里町

十生 武蔵野市 Ja干市 箕面市

喪 小金井市 葉山町 高石市

失 国分寺市 く大限〉 く兵庫/

地

域 超 流 動 地 域 く大阪J く広島〉

2 I ~~貫市 府中町
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[1975年 1
地域相会類型耳if市町村品 質/1975年 (1) 地域什会類型引m町村名 覧 /1973年 (日)

低生 産 力 農 業 地 域 く北海道 東藻琴村 稲垣村 松尾村 低生産力寝業地域 北浦村 小野けf 下総町 味方村

1337 士別市 女満別町 車力村 王山村 玉造町 榛東村 神崎町 潟東村

深川市 小清水町 岩木町 紫波町 {IJ-1崎町 吉岡町 大栄町 月潟村

富良野市 端野町 相馬村 失巾町 美浦村 万場町 小見川町 '1'之 μ村

当日IJ町 訓子府町 丙目屋村 大迫町 阿見町 中里村 山田町 下田村

新篠津村 {主昌間町 藤崎町 石鳥谷町 茎崎町 妙義町 栗源町 中之島町

厚田村 ィ勇円1I町 犬鰐町 東和町 新利根町 中之条町 多古町 ト)11村

大野町 I1可爺村 尾上町 沢内村 河内町 東村(吾妻郡) 干泊町 三川村

七飯町 H瞥町 浪岡町 金ケ崎町 十五)11キf 吾妻町 東庄町 山古志村

厚沢部町 土井来町 平賀町 前沢町 東町 長野原町 海上町 広神村

北桧山町 厚真町 常盤本l 胆沢町 霞ヶ lilT町 嬬恋村 光 町 守門付

今金町 絹川町 田舎館村 衣川村 八都町 六合村 里子栄町 入広瀬村

黒荘内町 穂別町 碇ケ関村 花泉町 新治村 高山村 大綱白里町 塩沢町

蘭越町 平取町 相柳町 平泉町 伊奈町 白沢村 ht甫町 大和町

AI iニセコ町 門別町 金木町 大南町 A 関城町 利根村 山武町 津南町

真狩判 新冠町 中里町 藤沢町 明野町 片品村 蓮沼村 '1'里村

留寿都村 三石町 鶴田町 千厩町 協和町 川場村 t三:尼町 高柳町

膜| |共和町 昔里町 市浦村 室根村 興 八千代町 月夜野町 横芝町 小田町

仁木町 土幌町 Lド 町 川崎村 千代川村 新治村 芝山町 刈羽村

赤井川村 ト士幌町 百石町 住田町 三和町 H~干n村 宮 町 丙山町

山 i |栗沢町 廃迫町 十和田湖町 宮守村 IlJ i童島町 赤堀町 睦沢町 安塚町

南幌町 清水町 ノミド町 岩泉町 く栃木ノ 車付(佐波郡) 長生村 t甫川原村

由仁町 芽主町 横t共町 川井村 南 i~r内町 版倉町 白子町 十日1，'r
険 1 l長福町 '1'札内村 uヒ町 軽米町 I偽 I-.IPJ内町 く埼玉〉 長柄町 松芝山町

月形'f 更別村 南北町 種市町 問ヲ7町 滑川町 長南町 大島村

t市f1"f 忠類村 天間林十i 野田村 二宮町 川島町 岬附丁 牧村

村| |荷←津ili町 大樹町 1田町 山形村 キ「 市民町 嶋山町 富f市町 吉川町

昧背牛町 幕別町 六ケ所村 大野村 芳賀町 実里町 宮山町 妙高村

秩父別町 池田町 三 H 町 九 H 村 国分寺町 神泉村 鋸南町 板倉町

地| |市宮町 豊頃町 五トf町 ィ争辻、寺町 地 塩国町 大里村 三芳村 清里村

北竜町 本別町 田子町 安代町 高根沢町 騎丙町 白浜町 三和本l
沼田町 iE寄町 名111町 -C'町 喜連川町 川里村 千曾町 1;立町

域| |幌加内町 f市幌町 南部町 く宮城 域 南那漬町 北 111辺町 丸山町 能生町

鷹栖町 標茶町 階卜町 古川市 I号津トキf 大利根町 和田町 間I11村
東神楽町 鶴居十j 福地村 蔵王町 黒羽町 菖蒲町 く新尚、 荒川町

当麻町 別海町 南第~;什 川崎町 司口頭町 く干葉〉 子、伝I11汁I 神林村

比布町 ど青森/ 官石村 丸森町 ぐ群馬、 (主原市 新井市 事~11 村
量日i同「 町、前市 新痢:村 亘理町 北橘村 成田市 両津市 山北町

南川町 黒百市 <岩 T 山元町 赤城村 モ巨金市 豊 4ミ市 本目 I11町

ヲき瑛町 五所川原i打 遠野市 大和町 富士見村 八円市場市 芳、ケ瀬村 1去干円田町

k富良野町 →一手日田T打 陸前品目市 大郷町 大胡町 鴨川市 t宜伸村 金井町

'1'富良野町 蟹田町 1工市1I市 大i斬付 宮城村 )'d釘市 害浦町 新穂村

和幸町 蓮田村 二ド!竹 /卜野田町 半日I11村 rr岡市 聖篭町 畑軒町

貧Ili出町 自雰ケ{尺.r 雫石岡T 宮崎町 所里村 関宿町 加治川村 真野町

草月円何丁 木造町 葛巻町 色麻町 黒保根村 富里町 紫雲寺町 小木町

風連町 森田村 岩 F町 t、1I1阿T 官I抑IH 印t基本J 黒川村 羽茂町

小平町 岩崎什 丙IR町 鹿島百、町 箕郷町 本埜村 横越町 赤t日村

初山別十l 舶 村 同童沢村 岩出山町 子持村 木町 而川町 ぐ富山

地域社会頴型司'I市町村名ー置/1百九年 ( L i 地成社会類型円'I市町村名ー賞/1075牛 (--1) 

低生産力慢荒地域|鮎町 推有1町 川丙町 矢吹町 低主産力農業地域 舟橋十l 南牧村 ド隠村 青山町

印I1lfllT 智城町 白直町 大倍付 立山町 南相木村 鬼無里村 在主釘J町一

南部町 由利町 飯害町 〉そ祭何j 山田村 北相木村 F卜111村 御浜町

築館町T 丙白町 ケ111附「 塙 町 下村 ヘ千穂村 '1'争中I 紀エ町

若柳町 罵海町 全日町 白:~!l1村 井 μ村 望月町 豊田村 川作賀ノ

栗駒附] 1R由手'I問] 藤島町 玉川村 〈石 111; 立科町 ボキJ '1'主町

迫町 大内町 羽黒町 平田村 珠洲市 北御牧村 ぐ由主晶、 H里f町
".1華町 神岡町 櫛51町 古殿町 中島町 真田町 海岸町 -ti原寺町

i主成町 同仙北町 二I11町 三春町 能早島町 干n田本f 谷:及H 棄荏町

ぺ世'"町 角館"r 朝 11オ「 '1 、 ~i 阿 I 穴水町 青木村 tli内十j 余呉町

1t山什 六批判了 1且f官』阿「 {竜十畏附「 門前町 原村 白鳥町 今津町

迫町 '1'仙町 J1H十町 大越町 柳田村 I/IJII村 高鷲村 高島町

治米町 田沢1胡"f ヘ幡町 都路下l ぺh冨井 仁川町 明x村 く京都、

すそF日開I 11足手n向丁 平岡町 常葉町 坂井町 高高町 東白川村 加茂町

c¥ 1 1 '1'問問1 南外村 、 î~島 向山cjlf!f1 A 清水町 阿南町 福岡町 干n寸L町
警里町 {山 1ヒ肝「 [ll見回「 111:吋付 ア h町 t丑羽村 度~lllt[ 南(，iJh&村

米山町 丙木村 霊山町 メ足車問; 下山町 下条十l 串原I1 園古f町
県! |石越町 士同町 11舘町 f良ィ仁阿「 厚号 卜'1'附「 ie木村 J守宅川付 八↑、町

南方同l 干畑町 安1主伺j 葛 1('.十l く山梨 泰阜十l 1青且tJ 日吉町

jpJ北町 1山F若村 大王'J 祈地町 n五山m 高木村 判円十t 間槽阿「

山| 1，"本町 増田町 山，nH 鹿島問1 1I1 春円居町 事丘村 高恨村 夜久野町

1ロ[南町 午箆町 半"1，問l 小高町 牧丘町 開田村 く官争制 f 大「石

村l'L"J ~:在物川附l "，In町 争医師官tJ 三富村 ミ岳十I 1悶I沖町 能勢町

タ| |唱1帽附] 大森岡「 い局面十| くJ売j波 し同 勝沼町 山 LI村 守主11:同I 、兵庫

北!町 [.-;: i町 ごた木村 常陸た問 ili 御町町 山賀付 1，"音日間「 篠山市

む津川町 1.1./内村 I.~"町 /コく :t，11 一宮町 奴北村 '1'川恨町 吉川町

村| l津山町 た権下! 舘岩村 烹岐肝l 十| ヘィ"f !拝年責tJ I民luiJ!ltf 三円月前T

本占町 f品111同庁 南部本l ト川町 境川村 えE井村 土ラ H町 TI華同「
ノf人i司 堆勝町 It会津トl ラモ野甲附l 1111丘町 中上HI <，[如〆 十ì~f問「

地| 1，鳥山川 j;11老町「 割 I草加納J.J 内相町 .iil! 芦川村 山形村 、'[f:臼十l 千l同町

大山市 "'十k瀬十l 北 塩I車村 南北町 碍富村 朝刊十J 八開1I モ方町

鹿角庁l 同調十l 塩 111R1: 位十十 卜九色村 作111キl 世間前「 1且泉町

域| I r富県町 ¥iJJ形 IIJ剖j刊丁 {卸詞守山 II J"' fifl日間T 二JfH Tiltすl 間宮町

lヒ内問「 村山市 同会津町 岩間町 若草町 堀金十l 津具村 4ヒ町

品「吉岡「 司王恨市 両主11'，村 仁会村 叫葉町 L;ill村 作Tキ「 五色町

合11I町 巴1E沢市 j昔苗代町 耶F可昨「 明野村 八w'干J 田原町 三原町

4ヰIよ"1 1I1山附「 会津tJjI阿j 瓜連町 事王町 ヲきrt+村 場、羽恨町 く奈良

山本町 川北町 f島川下l 大;宮町 高tJ!町 日時十t {理養附「 月ケ網干i
八竜町 朝門町「 柳津町 山アj阿l 大泉村 f卜討村 く三重 都中円十「

藤里町 た石田町 i悶f可t町 情 111村 白川町 大岡村 長島町 山係十l
自主f行H 主山町 会津高田町 主砂郷町 武川村 小布施町 ヲミ里村 大宇陀町

Hfi和町 最|町 新車計十 水府下J 日鳥沢村 高山村 を喜軒町 室生内

八郎ィ持同町 舟形町 金山町 大子町 ¥長野 木島平村 二雲町 明 I1香中l
天王町 真室川町 昭和村 旭什 '1'軒 jtJ Wf沢1晶泉村 多京町 同吉野村

井111町 大高十l 実埴仁村 鉾田町 前山市 !言川和田「 明和町 く手口駅山

若巽町 色1:JII村 車H 大洋才J 佐久町 害野町 勢和本I 葵里町

大内村 ドィ尺十l 泉崎村 府守t町 小海町 手 rLtJ ，"1山町 f丁目防庁
(ロh'l耐「 高晶町 '1'島村 4喝町 1111村 三水十j 大山田本l fすiロI冊j
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地域社会類型別市町村名一貫/19i6年 (5 ) 地域社会類型甲l市町村名ー賞/19i5年 (7) 

|低生 産力農業地域|那賀町 加茂町 111 ~キf 高野町 |低生産力農業地域 1'1'央町 多良木町 玖珠町 阿久恨市

桃山町 三刀屋町 八東村 比和町 砥用町 湯前町 前津江村 大口市

貴志川町 吉田村 中和村 く山 u> 横島町 水上村 中津江村 指宿市

九度山町 頓原町 富村 久賀町 天木町 須恵村 上津江村 加世田市

吉備町 赤来町 奥津町 大島町 玉東町 深田村 大山町 丙之表市

金屋町 斐川町 上斎原村 東和町 菊水町 相良村 天瀬町 吉田町

清水町 世田町 阿波村 橘町 三加和町 山江村 三光村 桜島町

円高町 湖陵町 鏡野町 本郷村 南関町 球磨村 本耶馬渓町 喜入町

川辺町 温泉津町 勝田町 周東町 鹿北町 有明町 耳目馬I長府了 山川町

'1'津村 川本町 勝北町 錦町 菊鹿町 栖本町 山田町 頴娃町

南部川村 邑智町 東粟倉村 大畠町 鹿本町 新和町 ド完内町 開閉町

叩南町 大和判 作東町 美和町 鹿央町 主和町 安心院町 笠抄町

日置川町 羽須実村 中央町 大和町 植木町 苓北町 〈宮崎〉 大浦町

く鳥取〉 瑞穂町 旭町 熊毛町 七械町 天草町 小林市 知1賀町

AI |国府町 石見町 久米南町 鹿野町 AI |旭志村 !ロI浦町 串間市 川辺町

岩美町 桜r工用T 久米町 白E封也町 大津町 く大分〉 丙都市 市来町

福部争l 金城町 く広島y 秋穂町 菊陽町 竹田市 えびの市 東市来町

農| |郡京町 旭町 蒲刈町 楠町 農| |合志町 豊能高田市 清武町 松元町

船岡町 弥栄村 吉和村 菊川町 J囲水町 杵築市 田野前T 郡山町

川原町 三隅町 能美町 豊田町 一の宮町 宇佐市 北郷町 円吉町

山| |八南町 妻都町 H河内町 豊浦町 山| |阿綜町 大田村 三役町 日土卜slT

{主1台村 匹見町 芸北町 畢jt町 南小国町 真玉町 山之，j町 金峰町

鹿野町 津和聖子町 大朝町 養東町 小国町 香々地町 高城町 樋脇町

漁 l 11自村 円原町 千代田町 秋芳町 |産山村 国見町 山田町 入来町

車郷町 柿木村 豊平町 三隅町 波野村 国東町 高崎町 東郷町T

間金町 六円市町 実士里町 円置町 蘇陽町 武蔵町 高原町 宮之峨町

村| |北条町 五箇村 高宮町 t由主手町 村| |高森町 安岐町 野尻町 鶴田町

大治町 都万村 福富町 111 r.村 白水村 円出町 須木村 r孟摩町

赤碕町 〈岡山、 大和町 阿武町 久木野村 山香町 高岡町 祁答院町

地| |丙f自町 御津町 河内四T 日7]川町 地| |長陽村 野津原町 国富町 野田町

会見町 加茂川町 害町 阿東町 問原村 挟間四T 綾町 高尾野町

岸本町 山陽町 大崎町 むつ7.，.村 御船町 庄内町 新富町 東町

域| !大山町 赤坂町 久井町 須佐町 域| l事島町 湯布院町 木械町 長島町

名和町 熊山町 世評町 旭村 益城町 本匡村 111南町 菱刈町

中山町 吉井町 世羅丙町 福木村 甲佐町 宇目町 都農町 蒲生町

円南町 山手中t 油木町 〈徳島 矢部町 直川村 東郷町 溝辺町

河野町 金光町 神石町 勝浦町 清和村 野津町 南郷村 横川町

i工府町 美星町 豊松村 t勝町 坂本村 三重町 再調;村 栗野町

1青υ町 有漢町 三和町(神石) 佳明"1M内村 鏡町 1青111村 北郷村 吉松町

く島根ノ 賀陽町 総領町 神山防「 竜北町 緒方町 北方町 霧島町

大田市 備中町 甲奴町 相生町 宮原町 朝地町 北川町 福山町

八雲村 大佐町 君田村 海部町 東陽村 大野町 諸塚村 大隅町

八市町 神郷町 布野村 板野町 田t南関T 千歳村 椎葉村 海北町

広瀬町 哲多町 作木村 ト板町 芦北町 士飼町 高千穂町 財部町

伯太町 哲丙町 三和町(桜三) 土成町 津奈木町 荻町 円之影町 末吉町

f二事町 湯!車問T 両城町 市場町 錦町 久住町 五ヶ瀬町 松山町

横田町 今冬甘村 東域町 主調:村 k十「 直入町 く鹿児島、 志布志町

大東町 新庄村 U~口町 ヲ毛馬町 岡原村 九重町 鹿屋市 有明町

地域干十会類型別市町村名 覧/19i，s年 (6) 地1輩社会頴型別市町村名ー←賢/19i5年 (H) 

|低生産力 農 業 地 域 ( 半 田町 城川町 二丈町 〈長崎、 低生産力農業地峡 大崎町 中種子町 勝連町 北大東村

貞光町 吉田町 忘@町 福江市 串良町 南種子町 '!'城村 伊平屋村

宇村 三間町 田主丸町 平ド市 東串良町 天城町 東風平町 伊是名村

穴吹町 広見町 北野町 琴海町 内之浦町 伊仙町 具jtp買村 城辺町

王野町 松野町 大刀洗町 丙彼町 高山町 和泊町 玉城村 下地町

三軒町 円吉村 里木町 丙海町 吾平町 知名町 大里中l 上野村

山城町 本松町 円高町 大瀬戸町 大根占町 〈沖縄〉 仲里村 多良間村

三加茂町 く高知 立IE町 東彼杵町 恨占町 糸満市 具志川村 竹富町

〈香川|、 安芸m 矢部村 森山町 田代町 今帰仁村 粟国村

寒川町 土f主i!T 呈軒村 飯盛町 佐多町 f矛t工キ「 南大東村

三木町 宿t市 瀬高町 高東町

塩江町 安田町 山川町 f卜長井町 高生産プ7 寝苦聖地域 く北海道〉 利恨町 く滋賀〉 宇治田原町

続 k町 芸間十「 高田町 有明町 6 1 jヒ村 く三重¥ 湖北町 〈兵庫〉

湾南町「 香我宅町 赤村 国見附汀 くt賀城ノ 島ケ原村 く京都〉 猪名川町

AI 1M聖歌"r 野市町 犀川|町 瑞穂町 A 

碍南町 1を須町 勝山町 吾妻町 低生産力林業地域 く長野〉 富山村 野】且111村 111 ~村

満濃町 香北町 豊津町 愛野町 7 王滝村 く奈良〉 大塔村

終 l |仲南町 古川村 惟田町 千々石町 興 ぐ愛知¥ 天111村 上北山村

高瀬町 物部什 築城町 南串山町

山本町 本山町 新吉吉村 南有馬町 高生産力林君地域 〈高知、

山! |大野原町 大寄附了 大平村 北有馬町 UJ l 馬路村

財田町 鏡村 〈佐賀、 丙有京町

ぐ首候 t佐山本「 武雄市T 有京町 f止 生 歪 力 漁 業 地 域 〈北海道ノ :iI什町 〈和歌山 奈留町

t偽| |大洲市 土佐町 東与賀町 布津町 I街 .1 ド井町 く青森、 太地"1 若Ii町

祈宮村 春野町 大和町 f辛t工町 恵山町 小泊村 く島根ノ b五島町

丹原町 吾北村 富士町 大島村 保法華キj 大間町 間ノ島町 有川町

村| |朝倉村 佐川町 神崎町 宇久町 十「 南茅部町 風間浦村 く徳島 奈良屯町

玉川町 越知町 干代田町 田平町 樫都町 く岩Tノ 由崎町 美津島町

}浦町 ;主111町 q(脊振村 福島町 大成町 山田町 〈霊媛/ 事王町

地| !大三島町 持原町 背振本l 吉井町 地 奥尻町 く宮城〉 角島村 ト対馬町

間同町村 大野見十j ご高百十l 富t工四了 干し丈町 雄勝町 内海tl く能本

'1'島町 'l':r宇野村 北捜安町 王土浦町 利尻町 牡鹿町 く高如 御所浦町

域| |札方町 葉山村 三恨町 三井県町 域 手IJ尻富土町 く福井ヌ 主ド市 く大分

面 i~f付 円高村 F卜峨町 自主宿町 えりも町 越前町 く福岡 姫島村

実川本l 大正町 三円円町 部ノ浦町 厚岸町 〈静岡 大島村 鶴見町

小田町 大方附「 芦刈町 芦辺町 浜'1'町 1-'田村 く長崎; 清江町

は部町 十和十i 1民王町 吉田町

民田十l 丙土佐村 仁山村 く熊本、 司王繋基盤停滞地峨 く1ヒ海道〉 砂原町 積丹町 7耳前町

中山町 三原村 肥前町 王名市 E 921 要目買市 森町 古平町 遠目IJ町

メI)(i毎回「 〈福岡〉 玄海町 山鹿市 褐 芦別m 上ノ国町 奈井ィ工町 天塩町

内子町 前原市 鎮丙町 有池市 ムロ 三笠市 乙部町 栗山町 幌延町

RUIIslT 津屋崎町 ィ工北町 三角町 型 恨室市 時石町 南富良野町 猿払村

jpJ辺村 若宮町 白石町 不知火町 産 砂川市 瀬棚町 占冠村 中頓別町

瀬ド町 嘉穂町 福富町 以南町 業 石狩市 島牧村 下川町 枝幸町

三崎町 筑穂町 有明町 富合町 地 ィ兵益村 喜茂別町 美深町 歌時町

明浜町 朝倉町 士良町 十:橋町 域 松前町 京極町 音威子府村 豊富町

牢和町 三輪町 塩田町 小川町 知内町 泊村 '1'川町 津別町

野村町 夜寝町 嬉野町 書与野村 k磁町 神恵内村 増モ町 清里町

-77-



地域社会類型月Ij市町村名 覧/1975年 (9 ) 地域社会類型別市町村名一覧/1975年 (l 1) 

|産業基盤停滞地域|置戸町 岩沼市 梁川町 藤代町 産業基盤停滞地域 く岐阜¥ 神岡町 宮町 甲良町

留辺蕊町 七ケ宿町 保原町 く栃木〉 恵那市 ド玉村 御津町 事賀町

常巴町 村田町 川俣町 鹿沼市 美濃加茂市 大静岡y 〈三重〉 山東町

生田原町 富谷町 飯野町 今市市 平田町 掛川市 k野市 伊吹町

丸瀬布町 中新田町 本宮町 真岡市 南濃町 袋井市 亀山市 米原町

白滝村 三本木町 長沼町 大田原市 養老町 ヲミ定市 久居市 jfri工町

k湧別町 小牛田町 鏡石町 与そ板市 上石津町 賀茂村 多度町 決井町

}竜 k町 高清水町 田島町 黒磯市 輪之内町 函南町 木曽岬町 びわ町

興部町 鴬沢町 所南村 川内町 揖斐川町 芝川町 北勢町 高月町

丙興部村 立川町 只見町 粟野町 大野町 由比町 員弁町 木之本町

雄武町 唐桑町 磐梯町 益子町 池田町 御前崎町 大火町 丙浅井町

畢浦町 歌津町 会津本郷町 茂木町 春H村 相良町 藤原町 マキノ町

円高町 寸大田〉 三島町 壬生町 久瀬村 榛原町 関町 朽木村

BI |浦川町 能代市 丙郷村 百幡町 B 藤橋村 金谷町 芸濃町 広曇川町

様似町 男鹿市 棚倉町 軒木町 本巣町 I11根町 交i畏町 人京都

新得町 小坂町 石川町 藤岡町 巣南町 本川根町 志町 持部市

裾| |陸別町 ド可{二IIIT は川町 岩舟町 複 貫正町 大須賀町 白山町 亀岡市

釧路町 田(¥;町 広野町 都賀町 糸貫町 小笠町 実杉村 井 T町

白糠町 卜小阿f二本「 楢葉町 氏家町 恨尾村 菊川町 飯南町 山城町

合| |音別町 ーツ井町 富岡町 鳥山町 ムロ 伊自民村 大東町 飯高町 庁、北町

1望津町 八森町 大熊町 時頭町 武憐町 森町 大台町 美山町

く青森〉 玉城目町 ¥茨城¥ 小川町 k之!早村 春野町 宮I11キ「 丹波町

型| |平内町 飯田川町 右岡市 丙那覇野町 型 八幡町 己主羽町 玉城町 和知町

今別町 仁賀保町 F館市 田沼町 大和町 竜{下町 南勢町 三和町

平館村 金浦町 結城itT ¥群馬 和良村 毎回町 南島町 大江町

産| |深浦町 軍関町 龍ヶ崎市 藤昭市 産 販視町 青E山本「 大宮町 伊根町

川内町 矢島町 F喜市 富岡市 富加町 佐久間町 紀勢町 弥栄町

大畑町 く山牙予〉 水海道市 よど中市 七示町 水窪町 大内山村 ク、実浜町

業| |東通村 新Bo市 高萩市 東村(勢多郡) 昔雪 八百津町 細 t工町 庵会町 、大阪、

1主井村 寒河江市 北茨岐市 懐名町 白川町 引佐町 伊賀町 子生許春阪村

脇野沢村 卜山市 笠間市 群馬町 坂下町 久愛知} 大王町 ¥兵車、

地| |く岩手〉 長井市 岩井市 吉井町 地 111卜村 新域市 志摩町 ?十町

花巻市 天童市 牛久市 上野村 加子母村 祖父江町 海山町 東条町

北上市 南陽市 友部町 下仁田町 付知町 平和町 紀和町 京島町

域| |札慈市 山辺町 岩瀬町 南牧村 域 岩村町 |凶山村 くィ註賀/ 夢前町

関市 丙川町 美和村 甘楽町 山岡町 南知多町 ;!.ij工八幡市 市川町

釜右市 大江町 里要村 松井田町 上矢作町 美浜町 八円市市 福崎町

湯田町 小国町 1喧崎町 境町 松原町 色町 志賀町 大川内町

東山町 松山町 潮来町 玉村町 金山町 吉良町 士山町 k都町

三陸町 く福島、 玉里村 尾島町 馬瀬村 幸田町 甲南町 佐用町

田老町 し、わき市 千代田町 新田町 荘川村 額田町 £士町 ト月町

田野畑村 白河市 が干n原村 毛主塚本町 白川村 小原村 蒲生町 南光町

昔{に村 原町市 真壁町 笠懸町 富十「 設楽町 竜王町 ろど富町

新里村 須賀川市 大和村 明和町 久々野町 <11止町 五個荘町 波賀町

、宮城、 喜多方市 石下町 千代田町 古川町 豊根村 能帯主川町 香住町

白石市 相馬市 五霞町 邑楽町 国府町 稲武町 愛車町 円高町

名取T打 本松市 境町 J寄王ノ M合村 I毘来町 {胡車町 出右町

角田市 桑折町 守主J町 加垣市 宮川村 音羽町 豊郷町 但東町

地域社会類型見Ij市町村名 覧/1975年 ( 1 0) 地域社会顎型開'1市町村も 覧/197o与 11 2 J 

産業基盤博滞地域|羽 生市 小千谷市 〈石川1> 白木古町 産業基盤停滞地域 f兵士反町 古座川町 勝山町 石井町

深谷市 |円町市 輪島市 櫛形町 八鹿町 熊野川町 落合町 那賀川町

幸手市 栃尾市 羽目乍市 甲丙町 養父町 北山H 久世町 羽ノィ南関T

円高市 白根市 松任市 長t庄町 大屋町 く鳥取、 加茂町 鷲敷町

吉川市 /，t...'田町 鳥越村 小淵沢町 和田山町 若桜町 勝史町 h那賀町

伊奈町 水原町 津幡町 小菅村 山東町 用瀬町 大原町 木沢村

越生町 中条町 富来町 丹波山村 朝来町 智頭町 丙粟倉村 木耳財「

嵐山町 小2頁ド町 志雄町 、長野/ 氷上町 気高町 今冬{下町 牢岐町

玉川村 村松町 志賀町 飯田市 青垣町 青函町 英国町 海南町

吉見町 岩室村 押水町 演坂市 春H町 羽合町 柵原町 宍喰町

長瀞町 称彦村 田鶴浜町 小諸市 山南町 東伯町 く古晶 松茂町

吉田町 巻町 能都町 伊那市 市島町 出 l工町 竹原市 吉野町

小E草野町 黒埼町 内浦町 駒ケ恨I↑T 津名町 久島根、 三次市 阿波町

BI |両神村 田上町 く福井ノ 大町市 E 宮町(津名) 益田市 庄原市 鴨島町

荒川村 京町 大野市 茅野市 東浦町 火事市 音ド町 川島町

東秩父村 津川町 実山町 塩尻市 続町 江津市 倉橘町 山川町

褐| |児玉町 煙車瀬町 ト志iヒキJ 更埴市 ?要 何淡町 平田市 下蒲刈町 脇町

神川町 越路町 金津町 住民市 南淡町 鹿島町 湯来町 木屋平村

上里町 三島町 九岡町 門田町 ¥奈良〉 島根町 佐伯町 池田町

合| |よ南町 和島村 春江町 御代田町 A 口 五保市 美保関町 沖斐町 井川町

妻沼町 出雲崎町 池田町 戊科村 田原本町 宍道町 大怖町 東祖谷山村

岡部町 寺泊町 南条町 長門町 菟田野町 木次町 加計町 丙祖面山村

型| |川本町 Jllw町 今庄町 南部町 型 榛原町 掛合町 筒賀村 、香川|

花園町 堀之内町 1日f野村 武石村 曽爾村 多伎町 吉田町 観音寺市

寄居町 六日町 朝円町 富士見町 御杖村 仁摩町 甲田町 大川町

産| |南 i~f原村 I11両町 宮崎村 高遠町 産 高取町 丙郷町 向原町 志度町

栗橋町 柿崎町 越廼村 箕輪町 下市町 海士町 黒瀬町 長足町

十三ド町 頚城村 織田町 飯島町 黒滝村 知?三村 豊栄町 土庄町

業| |七、伏町 粟島浦村 名田Bo村 南箕輪村 業 1摩川村 く岡山〉 安芸津町 池田町

庄和町 く富山〉 高浜町 長H村 下北山村 笠岡市 反浦町 香南町

〈千葉〉 魚津市 大飯町 清内路付 東吉野村 総下十市 畢浜町 飯山町

地| !旭市 氷見市 く山梨 阿智村 地 ぺ和歌山〉 高呆市 瀬ド田町 三野町

富津市 ィ骨川市 山梨市 天龍村 橋本市 新見市 御調町 号事'1'町

袖ヶ浦市 嘱波市 韮崎市 大鹿村 有田市 建部町 向島町 仁尾町

域| |白井町 小タモ部市 大和村 h村 域 下津町 f主{白町 甲山町 〈愛媛ラ

飯岡町 大沢野町 三味町 南信濃村 野 k町 和気町 上下町 w子市

九 1九里町 大山町 六郷町 HielllT 岩出町 牛窓町 吉舎町 北条市

大多喜町 上市町 増穂町 南木曽町 かつらぎ町 邑久町 三良仮町 東予市

夷隅町 朝日町 鰍沢町 木祖村 花園村 長船町 く山口下 土居町

大原町 八尾町 中富町 明科町 広川町 灘崎町 美祢市 別子山村

〈東京〉 婦中町 草川町 本城村 由良町 船穂町 由宇町 小松町

神津島村 細入村 富沢町 波田町 美山村 鴨方町 美川町 波方町

く神奈川〉 小杉町 竜王町 豊科町 龍神村 矢掛町 上関町 菊間町

藤野町 大内町 敷島町 穂高町 南部町 芳井町 田布施町 吉海町

く新潟〉 利賀村 玉椿町 奈川村 中辺路町 真備町 平生町 宮窪町

柏崎市 庄川町 昭和町 池田町 大塔村 北房町 〈憶島ρ 伯方町

新発田市 福野町 田富町 戸倉町 上富田町 成羽町 小松島市 岩城村

新津市 福光町 八田村 信濃町 すさみ町 川上町 阿南市 重信町
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地域社会類型別市町村名 賀/1975年 (j :l) 地域社会類型別市町村名 覧/1975年 (1 5) 

産業基 盤停滞地域 川内町 鞍手町 く長崎〉 佐土原町 低主産力工業地域 小野市 美浜町 大内町 三回)11町

柳谷村 宮田町 松浦市 南郷町 加両市 〈鳥取〉 津田町 有田町

松前町 桂川町 野母崎町 阿米良村 滝野町 境港市 内海町 大町町

長浜町 稲築町 多良見町 門川町 '1'町 ぺ島根ノ 牟礼町 に長崎〉

五十崎町 碓井町 加津佐町 北浦町 加美町 東出雲町 庵治町 時津町

保内町 穂波町 生月町 く鹿児島〉 八千代町 く閣山、 事度津町 大島町

伊方町 杷木町 小値賀町 111内市 黒田庄町 井原市 詫間町 川棚町

三瓶町 小石原村 鷹島町 枕崎市 楠美町 円生町 里浜町 波佐見町

津島町 宝昧山村 江迎町 串木野市 神崎町 吉永町 、愛媛〉 〈熊本〉

御荘町 吉井町 鹿町町 出水市 新宮町 単島町 今治市 長洲町

丙海町 ィ手羽町 小佐々町 国分市 山崎町 寄島町 新居ィ兵市 千丁町

〈高知〉 城島町 佐々町 垂水市 一宮町(宍粟) く広島〉 丙条市 ¥大分¥

南国市 大木町 世知原町 三島村 生野町 川尻町 伊予三島市 佐伯市

B 調崎市 三瀦町 新魚目町 1島村 じ 人奈良、 草野町 大丙町 〈宮崎y

東洋町 r':川町 勝本町 坊津町 大和高田市 木よ町 く福岡ノ 延岡市

奈半利町 大和町 峰町 伊集院町 桜井市 ィ召隈町 北九州市 〈鹿L宅島〉
下室 田野町 三儲町 トリ字、町 里村 「 御所市 神辺町 直方市 名瀬市

北111中J 香春町 く熊本¥ 卜甑村 川丙町 く山口〉 大111市 大和村

土佐山田町 添田町 水俣市 下猷村 三宝町 小野田市 志免町 宇検村
ムロ 大川村 品田町 牛深市 鹿島村 工 新庄町 に徳島〉 新宮町 瀬戸内町

本川村 川崎町 宇土市 加治木町 高麻町 鳴門市 久山町 {主岡本f
伊野町 赤池町 岱明町 姶良町 広陵町 北島町 粕屋町 龍郷町

型 池川町 方城町 泉村 草人町 T; 吉野町 転住町 山田町 笠利町

吾川|付 寸主賀〉 免田町 ト屋久町 く和歌山¥ 〈香川ノ 吉富町 く沖縄

中土佐町 高栖市 五木村 屋久町 i毎南市 引田町 什主賀ノ 両原町

震 仁証村 多久市 大矢野町 喜界町
」

高野U町 白鳥町 諸富町

佐賀町 伊万里市 松島町 徳之島町

大月町 居室晶市 姫H町 与論町 高 生 産 力 工 業 地 域 ¥栃木¥ 市原市 大和市 諏訪市

業 く福岡〉 111雷l町 龍ヶ岳町 ¥沖縄〉 171 円光l有 〈車-，T'，，) 伊勢原市 下諏訪町

田川市 矢保田町 倉岳町 平良市 封出 に群馬〉 八王干市 海老名市 〈岐阜、

柳川市 基山町 、大分ノ 国頭村 高崎市 三鷹市 座間市 岐阜市

地 山田市 '1'原町 日田市 大宜味村 大泉町 青梅市 南足柄市 大垣市

甘木市 卜闘争町 円杵市 東村 く埼玉p 府中市 綾瀬市 多治見市

八止市 験木町 佐賀関町 宜野座村 域 川越市 昭島市 寒川町 各務原市

域 筑ィ長市 相知町 上浦町 与那城町 川口市 円野市 開成町 岐南町

行橋市 北波多村 称主町 南風原町 飯能市 武蔵村山市 愛111町 笠松町

豊前市 丙有田町 米水津村 湾名喜村 東松山市 瑞穂町 く新j'l' WP津町

宇美町 山内町 く宮崎 伊良部町 岩槻市 く神奈川、 青海町 垂井町

玄海町 北方町 日間1市 与那国町 狭山市 横浜市 〈富山〉 関ケ原町

与野市 川崎市 高岡市 墨俣町

袴合型産業振興地域 く北海道〉 茂原市 川北町 く三重〉 H 田市 横酒賀市 大島町 く静岡〉

27 室蘭市 〈神奈川〉 1争岡 名張市 入間市 平塚市 人石111> 浜松市

斜里町 '1'井町 蒋枝市 菰野町 三郷市 鎌倉市 寺井町 沼津市

追分町 山北町 御殿場市 ¥滋賀、 鶴ヶ島市 藤沢市 実川町 清水市

J奇玉〉 、富山〉 大井川町 甲賀町 F史上町 小田原市 、福井、 三島市

:鳴巣市 入善町 ぺ愛知¥ ¥尽都、 三芳町 相模原市 鯖江市 富士宮市

蓮田市 福岡町 弥富町 木津町 又千葉〉 秦野市 ¥長野¥ 島田市

¥千葉ラ く石川い 旭町 く岡山¥ 野田市 厚木市 岡モチ市 富士市

地域社会類型日Ij市町村名ー賢/1975年 (1 ~) 地域社会類型別市町村名 覧/1976年 (1 6) 

B 祷合型産需振興地域 瀬μ町 八千代町 宇都市 高 生 産 力 工 業 地 域 磐田市 尼張1也市 京都市 く岡山¥

干草 〈広島、 本郷町 防府市 暁津市 高浜市 宇治市 倉軟市
ムロ 東広島市 く山口 y 岩田市 槽駒市 車郷町 長岡京市 玉野市

大仁町 長イ入手町 ¥大阪 備前市

低生産力工整地域 〈北海道〉 く千葉〉 市川大門町 豊橋市 I青水田T 豊山町 堺市 に広島

237 紋叩1m 君津市 南部町 一富市 長泉町 丙春町 池田市 呉市

白老町 く新潟〉 秋山村 蒲都市 小山町 清洲町 泉大津市 三原市

く岩手ノ 三条市 道志村 ィ工南市 富士川町 大治町 茨木市 肉島市

大船渡市 加茂市 丙桂町 尾両市 蒲原町 蟹江町 八尾市 福山市

く宮城〉 見附市 ト野原町 大口町 新居町 佐屋町 大東市 府中市

多賀城市 燕市 く長野、 木曽川町 雄踏町 東浦町 伯原市 大竹市

柴田町 五阜市 ト田市 甚目寺町 く愛知〉 武串町 東大阪市 廿円市汁7

く山形〉 亀田町 丸子町 幡豆町 岡崎市 三好町 限南市 海田町

米沢市 分水町 辰野町 藤岡町 瀬戸市 ベ三重 久兵庫〉 大野町

く福島〉 吉田町 宮田村 小坂井町 半田市 津市 姫路市 新市町

伊達町 与板町 楢川村 〈三重〉 春円井市 四日市市 尼崎市 く山 U)
仁 く茨城、 大間町 大桑村 鈴鹿市 C 毒性川市 桑名市 明石市 下拒市

円立市 中郷村 坂城町 東員町 津島市 川越町 伊丹市 光市

ひたちなfρ市 、富山〉 く岐阜 楠酎丁 碧南市 く滋賀〉 相生市 新南陽市

「 鹿嶋市 新鷹市 関市 小俣町 メ11谷市 大津市 加古川市 く香川、

神栖町 黒部市 中津川市 く滋賀〉 豊田市 彦根市 龍野市 丸亀市

総和町 城端町 美濃市 長浜市 安城市 草津市 赤穂市 坂出市

工 〈栃木〉 井波町 瑞浪市 信楽町 工 丙尾市 守山市 高砂市 直島町

足利市 く石川ノ 羽島市 愛知川町 犬山市 栗東町 士子町 〈愛媛¥

栃木市 小松市 土岐市 虎姫町 常滑市 野洲町 く奈良〉 川之江市

業 佐野市 山中町 吉I児市 新旭町 業 小牧市 石部町 大和郡山市 く福岡〉

小山市 根 k町 111島町 〈尽都〉 稲沢市 甲丙町 王寺町 古賀市

上三川町 辰口町 神H町 舞鶴市 東海市 水υ町 く和歌山〉
」

是尾町 鶴来町 安八町 加悦町
」

大府市 く京都〉 和歌山市

大平町 野々市町 穂積町 岩滝町

葛生同丁 高松町 高富町 野田川|町 低生産1J鉱業地域 〈北海道〉 歌志内市 に長崎〉

地 く群馬〉 七塚町 美山町 峰山町 地 4 赤平市 上WT)II阿丁 外{缶四T

桐生市 宇ノ気町 桐ド村 大宮町

伊勢崎市 鳥屋町 板取村 網野町 高生産力鉱業地域 く北海道〉 〈福井、 く長崎J

f耳I 太田市 鹿島町 武芸川町 丹後町 域 3 夕張市 和泉村 高島町

館林市 鹿両町 実並村 く大阪〉

渋川市 く福井〉 川辺町 岸和田市 低生産力建設業地域 〈ヰヒ海道〉 利島村 く富山〉 吉野谷村

新町 敦賀市 御嵩町 員塚市 11 福島町 御蔵島村 平村 く福岡〉

大間々町 武生市 笠原町 守口市 〈青森〉 青ケ島村 k平村 金田町

く埼玉ノ 小浜市 明智町 泉佐野市 三厩村 く新潟〉 〈石川1>

行田市 勝山市 く静岡〉 和泉市 〈東京〉 湯沢町 河内村

秩父市 松岡町 浜北市 果南市

本庄市 永平寺町 湖西市 忠岡町 高生産力建設業地域 く石111> 白峰村

八潮市 今立町 吉田町 熊取町 2 尾日村

小川町 く山梨〉 福田町 田尻町

都幾川村 富士吉田市 豊岡村 く兵庫〉 低生産力運輸・通信地域 く北海道〉 〈福岡> く長崎〉

横瀬町 都留市 舞阪町 両脇市 3 長万部町 那珂川町 口之津町

皆野町 大月市 く愛知〉 三木市
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地域社会類型日1)市町村名一貫/1975年 (17) 地域社会類型月1)市町村名一貫/1975年 (1 g) 

低生産力商業地域 く北海道〉 鶴岡市 福知山市 赤岡町 小零細低生産力サービス業地域 具志川市 恩納村 lt'1'城村

126 函館市 酒田市 宮津市 く福岡〉 本部町 読谷村 渡嘉敷村

小樽市 く福島〉 〈兵庫> 大牟田市

旭川市 福島市 洲本市 久留米市 D 高生産力サーピス業地域 く神奈)11) く静岡〉 〈奈良〉 阿知須町

帯広市 会津若松市 豊岡市 飯塚市 不 9 大井町 熱海市 奈良市

北見市 郡山市 淡路町 〈佐賀〉 生 松田町 イチ子東市 く山口〉

岩見沢市 く茨城〉 〈奈良〉 佐賀市 産 箱根町 修善寺町 山u市

留萌市 土浦市 大佐町 唐t掌市 自力

苫小牧市 古何市 〈和歌山〉 牛津町 産低生産力公務地域 く北海道〉 〈山梨〉 く広島〉 く沖縄〉

稚内市 く群馬〉 御坊市 呼子町 業 7 恵庭市 忍野村 江田島町 座間味村

名寄市 前橋市 田辺市 く長崎〉 封出 く千葉〉 く団山〉 〈福岡〉

D 滝川市 沼田市 新宮市 長崎市 域 沼南町 奈義町 芦屋町

伊達市 鬼石町 湯浅町 佐世保市

倶知安町 〈埼玉〉 串本町 島原市 高生産力公務地域 〈北海道〉 く車京〉

不 余市町 名粟村 古座町 諌早市 2 千歳市 小笠原村

美幌町 く千葉〉 〈鳥取 J 厳原町

遠軽町 銚子市 鳥取市 〈熊本〉 ベッドタウン地域 〈宮城〉 習志野市 1青)11中f 高槻市

生 静内町 館山市 米子市 熊本市 149 七ケ浜町 柏市 城山町 枚方市

中標市町 木更樟市 肯吉市 八代市 利府町 流山市 く石川い 富田林市

ぐ青森〉 〈神奈川〉 く島恨〉 人吉市 く茨城〉 八千代前 内離町 海屋川市

産 青森市 三浦市 松正市 本渡市 取手市 我孫子市 く山梨 p 河内長野市

八戸市 〈新潟y 浜田市 く大分y E 十王町 鎌ケ谷市 芦安村 松原市

むつ市 村卜市 出雲市 大分市 〈埼玉〉 浦安市 〈岐阜〉 箕面市

自力 野辺地町 ト越市 大社町 '1'津市 所沢市 四街道市 北方町 羽曳野市

く岩手〉 小出町 ぐ岡山〉 津久見市 自 春円都市 1酉々井町 兼山町 高石市

盛岡市 く石)11> 津山市 く宮崎〉 上尾市 く東京〉 く愛知ノ 藤井寺市

百王 宮古市 七尾市 く山 IJノ 宮崎市 草加市 調布市 知多市 四条畷市

水沢市 〈山梨〉 萩市 都城市 立 越谷市 町田市 知立市 交野市

大槌町 甲府市 柳井市 円南市 蕨市 小金井市 岩倉市 大阪狭山市

業 く宮城〉 〈長野〉 く徳島ノ 高鍋町 鳩ケ谷市 小平市 豊明市 島本町

石巻市 松本市 徳島市 〈鹿児島〉 性 朝霞市 東村山市 円進市 豊能町

塩竃市 r岐阜〉 〈香川1> 鹿兜島市 止、木市 国分寺市 師勝町 岬町

地 気仙沼市 高山市 琴平町 く沖縄〉 新座市 国立市 扶桑町 太子町

大，'1原町 〈三重〉 〈愛媛〉 那覇市 喪 桶川市 保谷市 七宝町 i!lr南町

く秋田〉 伊勢市 松山市 石川市 仇喜市 拍江市 美和町 く兵庫〉

域 秋田市 !"，阪市 宇和島市 宜野湾市 北本市 東大和市 f主識町 西宮市

横手市 尾鷲市 八幡浜市 石垣市 失 富士見市 清瀬市 阿久比町 芦屋市

大館市 能里子市 城辺町 名護市 j-，福岡市 東久留米市 く三重〉 宝塚市

本荘市 香良洲町 く高知〉 沖縄市 坂戸市 多摩市 {ロJ芸町 川両市

く山形〉 紀伊長島町 高知市 金武町 地 大井町 稲城市 く京都〉 香寺町

山形市 く京都〉 中村市 与麻原町 宮代町 あきる野市 城陽市 揖保川町

白岡町 円の出町 向円市 御津町

高生産力商業地域 〈北海道〉 く栃木〉 く千葉; く新潟〉 域 鷲宮町 く神奈川〉 八幡市 〈奈良〉

25 釧路市 宇都宮市 千葉市 新潟市 く千葉〉 茅ケ崎市 京田辺市 橿原市

〈宮城〉 く埼王〉 く東京; 長岡市 市川|市 j旦子市 精華町 生駒市

仙宮市 熊谷市 福生市 〈富山〉 船橋市 葉山町 く大阪¥ 香芝市

〈茨城ち ィ甫干口市 <神奈川〉 富山市 松戸市 大磯町 害'1'市 平群町

*'円市 大富市 真鶴町 〈石111> 佐倉市 三宮町 吹田市 三郷町

地域社会類型別市町村名 覧/1975年 (1 H) 地域社会類型別市町村名 覧/1975年 (20) 

高生産力商業地域 金沢市 〈静岡〉 広島市 徳山市 ペンドタウ J 地域 斑鳩町 内海町 筑紫野市 頴田町

く福井、 静岡市 尾道市 小郡町 E 安堵町 〈山は〉 春円市 大任町

福井市 〈岡山》 宮島町 く香川〉 卜牧町 玖珂町 大野城市 く長崎〉

く長野、 岡山市 qLJLJ> 高松市 IPf合町 く香川1> 宗像市 三和町

長野市 く広島、 下関市 自 く鳥取〉 香川町 太宰府市 長与町

円吉津村 国分寺町 篠栗町 〈沖縄、

管理 '1'枢地域 どlt海道〉 特別区部 <大阪〉 神戸市 〈岡山〉 宇事津町 須恵町 豊見城村

6 札幌市 〈愛知〉 大阪市 〈福岡〉 立 清音村 く愛媛〉 福間町 知念村

く東京〉 名古屋市 く兵庫、 福岡市 皇庄町 生名村 水巻町 佐敷町

〈広島〉 く福岡〉 同士耳町

中規模低生産力サービス業地域 く北海道ノ 加賀市 大村市 別府市 ↑生 熊野町 '1'間市 遠賀町

D 8 1 ，工別市 く奈良〆 〈熊本〉 く沖縄〉 坂町 小郡市 小竹町

量刑7↑7 天理市 荒尼市 浦添市

〈石川、 く長崎、 く大分 喪求 ，e、 地 域て霊知〉 く三重〉 久御山町

下 5 春日町 朝日町 く長崎〉

小零細低生産力件ービス業地域 く北海道、 オ上町 足和田村 柏原町 飛島村 く京都〉 香堤町

IO~ 綱老市 く埼玉〉 く長野〉 ぐ和歌山¥ 央

生 北広島市 E呂山町 軽井沢町 高野町 超 流 動 地 域く埼王〉 く愛知〉 大山崎町 く広島、

木古内町 大滝村 浪合村 白浜町 18 和光市 丙枇杷島町 〈大阪、 府中町

八雲町 イ千葉〉 平モチ村 那智勝浦町 地 く東京〉 新川町 門真市 く山 IJ)

産 江差町 勝浦市 木曽福島町 本宮町 立川市 〈三重〉 摂津市 和木町

寿都町 御宿町 円義村 〈鳥取〉 武蔵野市 御薗村 美原町 く沖縄、

岩内町 更津小{寺町 安曇中l 三朝町 域 田甚市 鵜殿村 く兵庫〉 事 T納町

自ワ ト111町 く東京〉 k山田町 く島根 羽村市 く京都〉 播曙町 北妊町

羽幌町 桧原村 山ノ内町 玉湯町

兵頓別町 奥多摩町 〈岐阜〉 布施村

産 虻田町 大島町 小坂町 く山 I.J'

大I竜村 新島村 下呂町 長門司7

広尾町 三宅村 く静岡〉 山陽町

業 弟子屈町 八士町 下回市 く徳島〉

阿寒町 〈神奈川〉 東伊豆町 円干日佐町

く青森〉 湯河原町 南伊豆町 く香川1>

地 三沢市 津久井町 松崎町 善通寺市

く宮城〉 相模湖町 丙伊豆町 く垂媛〉

松島町 〈新潟、 伊豆長岡町 弓削町

域 鳴子町 湯之谷村 土肥町 〈高知〉

く福島〉 妙高高原町 突破湯ケ島町 土佐清水市

桧枝岐村 く富山〉 中伊豆町 く福岡〉

て茨城〉 宇奈月町 〈三重¥ 庄内町

大洗町 く福井〉 鳥羽市 〈長崎〉

東海村 三国町 二見町 伊王島町

<栃木> 芦原町 浜島町 崎戸町

栗山村 ぐ山梨〉 阿児町 小浜町

藤原町 石和町 く烹都〉 く熊本〉

塩原町 身延町 笠置町 西合志町

〈群馬、 山中湖村 ぐ兵庫ノ ぐ鹿L宅島〉
伊香保町 {ロ[υ湖町 三田市 牧園町

草津町 勝山村 城崎町 〈沖縄〉

-80-



[20凶年1
地域社会類型別市町村名 貰/20日0年 (1) 

低生産 力 農 業 地 域 く北海道〉 岩木町 新穂村 大栄町

286 新篠津村 相馬村 く山梨〉 大山町

大野町 両日屋村 牧丘町 名和町

厚沢部町 藤崎町 勝沼町 中山町

今金町 大鰐町 宮町 く島根ノ

真狩村 浪岡町 八代町 弥栄村

共和町 板柳町 芦川村 匹見町

仁木町 主竜田町T 明野村 く岡山〉

北村 六戸町 く長野〉 備中町

由仁町 三円町 川上村 哲多町

長沼町 田子町 北相木村 養甘村

月形町 名川町 原村 宮村

浦門町 南部町 麻績村 阿波村

新十津川町 南郷村 坂井村 ぐ広島y

AI l妹背牛町 倉石村 大河村 蒲刈町

秩父別町 新郷村 木島平村 奏土里町

雨竜町 く岩手〉 三水村 高宮町

農| 1北竜町 葛巻町 μ隠村 串町

幌加内町 石鳥谷町 串田村 久井町

鷹栖町 東和町 'Ä~村 世羅西町

山| |東神楽町 沢内村 く岐阜 t由木町

当麻町 胆沢町 丹生川村 神石町

比布町 浄法寺町 〈重知 害松村

内| l霊月'1町 く秋田、 八開I1 三和町(神石)

美瑛町 自"浜本十 赤羽根町 甲奴町

中富良野町 くf甚島〉 屋号豊町 君田村

村| |和寒町 北会津村 く三重ノ 布野村

剣淵町 山都町 御浜町 作木村

風連町 高郷村 く烹都〉 三和町U!三)

地| |東藻琴村 昭和村 干日東町 ufr町
/，(1商号'1町 都路村 く兵庫/ 高野町

清里町 葛尾村 三原町 比和町

域| |小清水町 〈茨城〉 く奈良〉 く山，J)

端野町 水府村 月ケ瀬村 徳地町

動|子府町 旭村 西吉野村 豊北町

厚真町 鉾田町 ぐ和歌山、 秋芳町

門別町 北浦村 下津町 阿武町

新冠町 く群馬〉 美里町 阿東町

三石町 昭和村 粉M町 むつみ村

清水町 〈千葉〉 那賀町 旭村

'1'札内村 山田町 金屋町 福治村

忠類村 干潟町 日高町 く徳島ノ

豊頃町 富浦町 日|辺町 勝浦町

浦幌町 丸山町 印南町 k勝町

く青森〉 和田町 く鳥取¥ f主那 i~r内村

木造町 く新潟〉 f主1台村 神山町

森田村 高柳町 東郷町 〈垂峰、

稲垣村 牧村 関金町 わ南町

地域社会類型甲i市町村名一覧/20凶与 は)

低生産力農業地域 大三島町 浜玉町 竜北町 t鹿L宅島〉
関前村 L山本十 東陽村 頴娃町

中島町 肥前町 田浦町 開閉町

広田村 白石町 岡原村 大t甫"'T

'1'山町 福宮町 須恵村 祁書院町

メI!i華町 有明町 '*田村 長島町

瀬戸町 く長崎〉 く大分〉 崎北町

三崎町 丙海町 大田村 財部町

明t兵町 国見町 真玉町 松山町

肱川町 吾妻町 庄内町 有明町

吉田町 南串山町 野津町 串良町

〈高知〉 加津佐町 清111村 東串良町

安田町 南有馬町 緒方町 大恨占町

北)11キナ 北有馬町 朝地町 根占町

J主 芸丙村 布津町 大野町 田(¥町

夜須町 く熊本〉 '"町 !主多町

香北町 三角町 久住町 中種子町

居聖 鏡村 警野村 直入町 天地町

土佐山村 横島町 九重町 1矛仙町

十和村 実木町 中津ィ工村 和f白町

山 丙土佐村 玉東町 大山町 知名町

〈福岡〉 鹿北町 ""'L、院町 与論町

朝倉町 菊鹿町 く宮崎 J く沖縄〉

l魚 田主丸町 鹿央町 串間市 'I!村

黒木町 波野村 丙書記市 今帰仁村

ト陽町 持陽町 えびの市 伊江村

中「 立柁町 高森町 高原町 具志川村

矢部村 白水村 野Ij(町 城辺町

星野村 久木野村 頚木村 下地町

地 山川町 矢部町 都農町 k野村

く佐賀〉 清和村 日之影町 伊良部町

脊振村 干丁町 五ヶ瀬町 多良間村

域 高生産力農業地域 くltiiilil里〉 男11海町 く長野〉 三ケ円町

7 鹿追町 く秋田〉 南牧村 く和歌山f

更別村 づてI時村 く静岡〉 南部川村

低生産力漁業地域 〈北海道、 羅臼町 く愛娘y 奈良尾町

29 戸井町 く青森、 色島村 実津島町

恵山町 平内町 津島町 豊玉町

模法華村 〈岩手〉 内海村 く熊本ノ

南穿部町 三陸町 丙海町 御所t南町

礼文町 ぐ宮城〉 く福岡 J く大分〉

利尻町 牡鹿町 大島村 姫島村

利尻富士町 歌津町 く長崎， 鶴見町

えりも町 く三重〉 奈留町 蒲江町

浜中町 南島町 若松町

地域社会類型別市町村名 覧/2000年 ( 3) 

産業基盤停滞地域〈北海道〉 脇野沢村 桃生町 高畠町

584 福島町 五戸町 女川町 川丙町

鹿部町 福地村 本吉町 白鷹町

砂原町 く砦手〉 く秋田〉 飯豊町

上ノ国町 遠野市 小坂町 余目町

京極町 江市11市 比内町 藤島町

積丹町 岩手町 田代町 羽黒町

古平町 商根町 合川町 櫛引町

栗沢町 宝山キナ 琴丘町 朝日村

ヒ砂川町 紫波町 三ツ井町 遊佐町

BI |東川町 大迫町 山本町 八幡町

朝円町 前沢町 八竜町 松山町

中川町 衣川村 藤里町 平田町

権| l苫前町 花泉町 井川町 〈福島/

津別町 大東町 若美町 国見町

1勇引田T 藤沢町 由利町 梁川町

合 i |雄武町 干厩町 鳥海町 霊山町

直角川町 東山町 東由利町 月舘町

平取町 室根村 大内町 安達町

型 1 |様似町 川時村 神岡町 チて玉村

士幌町 住田町 丙仙北町 岩代町

芽室町 宮守村 中仙町 東和町

産| |大樹町 山田町 南外村 実栄村

池田町 新里村 {山北町 下郷町

本別町 軽米町 丙木村 只見町

業| |厚岸町 山形村 太田町 塩川町

標茶町 大野村 千畑町 丙会津町

く青森〉 九円村 増田町 会津坂下町

地| |蓬田村 一戸町 平鹿町 柳津町

平館村 〈宮城ρ 雄物川町 会津高田町

三厩村 七ケ宿町 +文字町 三島町

域| |深浦町 丸森町 山内村 表郷村

岩崎村 小野田町 大雄村 青空村

車力村 宮崎町 雄勝町 中島村

尾と町 色麻町 羽後町 矢祭町

平賀町 岩出山町 く山形ノ ~"III村
常盤村 桶谷町 村山市 右川町

田舎館村 田尻町 尾花沢市 平田村

'1'呈町 著柳町 南陽市 古殿町

市浦村 栗駒町 西川町 滝根町

小泊村 迫町 朝日町 大越町

横浜町 金成町 チて江町 常葉町

ト北町 中田町 大石田町 船引町

東北町 米山町 金山町 広野町

天間林村 南方町 最卜町 川内村

大間町 河北町 貫主川町 新地町

費電通村 雄勝町 鮭I11キf 鹿島町

佐井村 阿南町 円沢村 小高町

地域社会類型引市町村名 賀/2000年 (4 ) 

|産業基盤停滞地域|飯舘村 白沢本f 富来町 海津町

〈茨城> 利根村 志賀町 卜之保村

鹿嶋市 板倉町 門前町 大和町

茨城町 〈埼玉〉 又福井¥ 明主村

美野里町 加事市 大野市 和良村

御前山村 岡部町 池田町 白川町

山方町 花園町 今庄町 東白川村

美和村 菖蒲町 く山梨、 加子母村

緒川村 〈千葉¥ 富士吉田市 付知町

里美村 大栄町 塩山市 山岡町

大子町 票源町 大月市 古川町

大洋村 多古町 大和村 国府町

神栖町 飯岡町 御絞町 く静岡

BI |麻生町 光町 豊富村 111恨町

牛堀町 野木町 白根町 '1'川恨町

玉造町 松尾町 櫛形町 春野町

提! 11'1内町 三芳村 賓玉町 水窪町

霞ヶJ南町 く新潟〉 武川村 引佐町

八郷町 十円町市 秋山本t 〈愛知〉

|関城町 白根市 道志村 津具村

協和町 安田町 〈長野、 作手村

八千代町 京ヶ瀬村 飯田市 〈三重J

型| |猿島町 紫雲寺町 '1'野市 芸濃町

く栃木〉 味方村 飯山市 飯南町

今市市 鹿瀬町 佐久町 飯高町

産| |黒磯市 山古志村 南相木村 紀勢町

上河内町 Illu町 八千穂村 ，t摩町

丙方町 広神村 望月町 <111賀

業| |三宮町 守門村 浅科村 垂東町

市貝町 入広瀬村 和田村 甲良町

Jj;;谷町 川丙町 青木村 く京都、

地 i |高根沢町 津南町 IjIJII干f 井 f町

南那須町 l'里村 七ザl同T 丹波町

馬頭町 小田町 高森町 三和町

域| |小川町 安塚町 下条村 夜久野町

湯津上村 浦川原村 豊丘村 〈兵車ノ

黒羽町 松代町 k柱、町 徳山市

く群馬〉 松之山町 木』且村 家島町

赤城村 大島村 本IJ，¥村 上月町

黒保根村 名立町 生坂村 山崎町

榛名町 能生町 堀金村 波賀町

倉制村 青海町 八坂村 但東町

小野上村 神林村 小布施町 村岡町

模東村 朝日村 信州新町 養父町

妙義町 畑野町 鬼担里村 青垣町

下仁田町 羽茂町 ノト111キI 一宮町(津名)

南牧村 赤泊村 中条村 王色町

吾妻町 く石川1> く岐阜、 禄町

。。



地域社会類型別市町村名 覧/2000年 Ii)l 地域社会額型別市町村名 覧/2000年 (7) 

|産業基盤停滞地域|西淡町 成羽町 三好町 大力洗町 低生産力工業地域 川島町 八尾町 更埴市 金山町

南淡町 111 f:町 山峡町 広川町 吉見町 婦中町 佐久市 く静岡〉

ぇ奈良〉 神郷町 く香川、 大和町 横瀬町 城端町 御代田町 天竜市

御杖村 哲西町 綾卜町 く佐賀、 皆野町 圧)11町 丸子町 御前崎町

東吉野村 勝山町 仲南町 川面l町 長瀞町 井波町 東部町 相良町

〈和歌山〉 新庄村 山本町 主婦町 吉田町 福野町 武石村 榛原町

有岡市 i十l干日中f 大野原町 {工it匝T 小鹿野町 福光町 富士見町 大須賀町

桃山町 勝田町 仁足町 太良町 両神村 福岡町 辰野町 小笠町

かつらぎ町 奈義町 財田町 塩田町 児玉町 く石)11> 箕輪町 大東町

広111町 大原町 〈愛健ノ 久長崎y 上里町 小松市 飯島町 森町

吉備町 '1'央町 伊予市 高来町 妻沼町 羽咋市 吉田村 く愛知》

南部町 鳩町 新宮村 有明町 寄居町 寺井町 植川村 蒲郡市

ぺ鳥取y 久米南町 土居町 瑞槽町 騎両町 鶴来町 大桑村 常滑市

BI |郡家町 久米町 丹原町 千々石町 ぺ千葉〉 高松町 明科町 新城市

八東町 柵原町 波方町 何有家町 じ 神崎町 志雄町 穂高町 甚目寺町

若桜町 く広島〉 菊間町 有家町 く新潟〉 田鶴浜町 池田町 小原村

慢| |智頑町 湯来町 宮;茎町 大島村 三条iti 鹿島町 坂地町 く三重、

気高町 芸北町 伯方町 生月町 柏崎市 ぺtili井、 ド倉町 ト野市

青石町T 豊平町 安川十l 鷹島町 小千谷市 武生市 く山宝庫〉 北勢町

|北条町 甲田町 小田町 小佐々町 加茂市 勝山市 関市 特原町

東伯町 向原町 長浜町 芦辺町 工 見PH市 鯖江市 中津川市 楠町

赤碕町 福富町 内子町 石田町 燕市 金津町 葵濃市 多気町

型! |江主江町 豊栄町 五1崎町 自華同「 栃尾市 丸岡町 瑞浪市 大宮町

日南町 l~ J内町 ~!川町 仕県町 業 新井市 春江町 羽島市 伊賀町

江府町 害浜町 i~f辺村 ¥熊本 玉泉市 今立町 恵那市 阿山町

産| 11青山町 瀬μ田町 保内町 小川町 水原町 宮崎村 美濃加茂市 大山田村

、島根 世羅町 伊方町 三加和町 中条町 撤回町 士崎市 に滋賀ノ

宍道町 総領町 三瓶町 南関町 十「松府T ト'1'町 平田町 彦根市

業| !八東町 吉舎町 野村町 植木町 分水町 ¥山梨〉 養老町 長i兵市

伯太町 三良坂町 三間町 じ械町 ナ也 月潟村 都留市 ト石津町 八円市市

横田町 東城町 ¥高知 産山村 中之 U村 韮崎市 垂井町 水 w町

地| |加茂町 ¥山 w> 土佐市 甲佐町 下回村 市)11大門町 関ケ原町 土山町

吉田村 f:関町 香我美町 鏡町 域 越路町 六郷町 神ド町 甲賀町

佐田町 菊川町 吉川村 津奈木町 与板町 増槽町 主主投村 信楽町

域| !羽須要村 油石町 物部村 錦町 和島村 南部町 大野町 円野町

桜ィ工町 )11 f:村 大骨町 k十「 寺泊町 富沢町 美山町 秦荘町

旭町 田万)11町 吾川村 湯前町 堀之内町 長坂町 1同ド1寸 山東町

柿木村 ¥徳島〉 吾北村 倉岳町 柿崎町 白州町 武芸川町 伊吹町

く岡山〉 相生町 祷原町 栖本町 大潟町 丙桂町 武儀町 近江町

加茂川町 木頭村 大野見村 新手日町 '1'郷村 ト野原町 実並村 びわ町

赤坂町 Hli町 東津野村 く大分、 三和村 久長野〉 富加町 ♂キノ町

吉井町 土成町 葉山村 杵築市 、富山〉 上田市 川辺町 安曇川町

円生町 市場町 佐賀町 香々地町 高岡市 須坂市 仁示町 新旭町

佐伯町 阿波町 三原村 国見町 新1春市 小諸下村 八百津町 人爪都〆

牛窓町 山川町 〈福岡ノ 国東町 フk見市 伊那市 笠原町 終部市

要星町 要郷村 小石原村 武蔵町 滑川市 駒ケ根市 蛭川村 力日↑見町

芳井町 号耳鳴町 玉王朱山中f 弥生町 小央部市 茅野市 岩村町 岩滝町

有津町 貞光町 ぷ羽町 宇目町 上市町 塩院市 明智町 野田川町

地域社会類型円1)市町村名ー賢/20的年 (6 ) 地域社会類型引市町村名 覧/2000年 同)

産業基盤停滞地域 米水津村 高崎町 桜島町 横川町 低生産力工業地域 峰山町 都祁村 大竹市 大同町

E 千歳村 国富町 |島村 粟野町 大宮町 菟田野町 佐伯町 岩城村

犬飼町 綾町 山川町 吉松町 網野町 下市町 千代田町 転前町

慢 前津江村 新富町 知賀町 末吉町 丹後町 く和歌山〉 川尻町 本松町

k津{工村 木城町 市来町 大崎町 く大阪〉 海南市 沼隈町 く福岡〉

ムロ 本耶馬渓町 川南町 日吉町 吾平町 八尾市 野と町 新市町 甘木市

山国町 東郷町 鶴田町 南種子町 松原市 高野υ町 く山 W> まえ後市

型 院内町 北郷村 薩摩町 喜界町 柏原市 ¥鳥取、 防府市 大川市

く宮崎〉 北方町 野田町 、f中1母、J 東大阪市 境港市 下松市 害前市

産 田野町 北川町 高尾野町 {度名喜村 久兵庫〉 岩安町 光市 古賀市

北郷町 北浦町 東町 南大東村 尼崎市 、島根〉 要祢市 豊津町

1者 高城町 高千穂町 要メIj町 伊桂昌村 十日生市 友来市 新南陽市 く佐賀〉

山田町 く鹿兜島、 溝辺町 龍野市 東出雲町 田布施町 鳥栖市

対世 赤穂市 木次町 山陽町 諸富町

t~ 合型産業振興地域 く埼玉〉 白峰村 く静岡、 色町 仁 西脇市 斐川町 く徳島〉 有田町

域 己 111μ市 く岐阜〉 金谷町 高砂市 f二摩町 阿南市 丙有田町

く石川1> 1青見十I 〈霊知 小野市 く岡山〉 鷲敷町 く長崎¥

「 加西市 肯敷市 専在住町 大島町

低生産力工業地域 〈北海道〉 吏童市 高萩市 岩舟町 '1'町 玉野市 <香川1> 波佐見町

..J:Oi 白老町 東根市 北茨岐市 喜連川町 加美町 笠岡市 引田町 <~~本ラ

白糠町 川北町 岩井市 鳥山町 土 八千代町 井原市 白鳥町 長洲町

音別町 小国町 砦問町 田沼町 新宮町 総干十市 大内町 酒水町

〈岩手〉 ¥福島〉 岩瀬町 葛生町 士子町 備前市 津田町 姫戸町

北伝市 白川市 大宮町 く群馬〆 業 安富町 瀬戸町 長尾町 ぇ大分ノ

関市 噴賀川市 波崎町 桐生市 一宮町(宍粟) 吉永町 内海町 安岐町

金ケ崎町 喜多方市 新利根町 情勢崎市 千種町 邑久町 庵治町 円出町

仁 大槌町 相馬市 桜)11村 太田市
」

出右町 鴨方町 多度津町 く宮崎〉

く宮城〉 本松市 真壁町 館林市 大屋町 今そ掛町 号豊中町 清武町

「 白石市 桑折町 大和村 藤岡市 生野町 久世町 詫間町 佐土原町

角田市 保原町 千代)11村 富岡市 地 フに卜町 勝央町 豊浜町 く鹿児島ノ

工 村田町 )11俣町 石下町 ~'tjl市 春円町 英国町 く霊按ノ 国分市

柴田町 飯野町 ，6干日 ~r 粕川村 山南町 く広島〉 荷条市 入来町

業 中新田町 白沢村 境町 新里村 域 市島町 悶島市 )11之江市

鴬沢町 長沼町 く栃木〉 東村(勢多郡) 〈奈良〉 福山市 伊予三島市
」

豊里町 鏡右町 足利市 新町 御所市 府中市 東干市

津山町 西郷村 {主野市 鬼石町

地 く秋田〉 矢吹町 鹿市市 甘楽町 高生産力工業地域 久茨城〉 日高市 山北町 諏訪市

八森町 棚倉町 小山市 松井田町 87 日立市 く千葉〉 愛川町 下諏訪町

域 玉城目町 玉川村 真岡市 境町 ひたちなか市野田市 く富山〉 〈岐阜〉

飯田川町 浅川町 大田原市 王村町 阿見町 茂原市 魚津市 大垣市

仁賀保町 三春町 矢板市 薮塚本町 く栃木〉 く東京〉 黒部市 各務原市

象潟町 小野町 上三川町 大間々町 野木町 青梅市 入善町 可児市

矢島町 〈茨城〉 粟野町 〈埼玉ノ く埼玉〉 武蔵村山市 く石)1)> 本巣町

稲川町 石岡市 足尾町 行田市 東松山市 く神奈川〉 松任市 く静岡〉

く山汗手〉 下館市 益子町 秩父市 岩槻市 平塚市 〈山梨〉 浜松市

米沢市 結城市 石橋町 羽生市 狭山市 秦野市 忍野村 沼津市

寒河江市 下妻市 大平町 深谷市 入間市 南足柄市 〈長野〉 清水市

長井市 水海道市 藤岡町 八潮市 坂戸市 寒川町 岡谷市 富士宮市

-82-



地域干十会類型自IJ市町村名ー賢/2000年 (9 ) 地域社会類型~IJ市町村名一覧/2000年 (1 1) 

高生産力士業地域 島田市 畢田町 丙尾市 凹H市市 中規模低生産力サーピス業地域 く香)11> 田川市 J南本> 円向市

富士市 新居町 犬山市 桑名市 丸亀市 行幡市 八代市 〈鹿児島〉

磐田市 細江町 稲沢市 鈴鹿市 坂出市 筑紫野市 荒尾市 )11内市

焼津市 ¥愛知〉 東海市 名張市 く愛媛〉 〈佐賀〉 く大分〉 塵屋市

掛川市 事橋市 知立市 亀山市 今治市 佐賀市 別府市 く沖縄¥

藤枝市 岡崎市 尾張旭市 木曽岬町 新居浜市 唐津市 中津市 具志川市

仁 御殿場市 一宮市 高ィ兵市 関町 く福岡〉 伊万里市 日田市 宜野湾市

袋井市 瀬戸市 武豊町 〈滋賀〉 大牟田市 く長崎〉 佐伯市 名識市

浜北市 半田市 吉良町 甲河町 久留米市 佐世保市 く宮崎、 糸満市

「 裾野市 春日井市 幡豆町 く兵庫〉 直方市 諌上手市 都城市 沖縄市

!胡丙市 豊川市 一宮町 明右市 飯塚市 大村市 延岡市

富士川町 碧南市 御ィ幸町 伊丹市 D 

工 吉田町 豊田市 田原町 〈香)11> 小零細低生産力サ ヒス業地域 く北海1量〉 ニセコ町 遠軽町 金木町

菊川町 友峨市 、三重〉 直島町 845 夕張市 留寿都村 丸瀬布町 野辺地町

不 網走市 喜茂別町 ト{勇月IJ町 七ド附了

~低生産力鉱業地峡 ¥長崎J 留萌市 倶知立町 滝卜町 百石町

l 外海町 美唄市 害内町 興部町 1和田i胡町

生 芦別市 神恵内村 両興割G村 大畑町

」低生産力建設業地域 く北海道〉 く埼玉、 蒋橋村 大愛媛〉 赤平市 余市町 害t市町 風間1甫村

30 1 ，民益村 大滝村 恨尼干「 柳谷村 校矧l市 赤井川村 虻田町 、岩手ノ

瀬棚町 く東京〉 t日[合十「 ¥高知 再E 士男IJ市 南幌町 ，1司爺村 大船湾市

地 白滝村 御蔵島村 、奈良 本川村 名寄市 奈井江町 大滝村 '̂ 忽市
、青森〉 《富山〉 量fj白川村 、鹿児島、 三笠市 栗山町 :11瞥町 陸前高田市

六ケ所村 ト平村 111卜村 三島中l 自ワ 根室市 直田何T 左手来町 釜石市

域 )11内町 ¥福井〉 く岡山、 住用村 滝川市 卜川町 穂別町 ド市

、福島〉 高品町 奥津町 、沖縄/ 砂川市 南富良野町 円高町 雫石町

金山町 大飯町 ぐ徳島ノ 与那l)，¥町 If: 歌志内市 占冠村 静内町 松尾村

、群馬〉 〈長野〉 木沢村 北大東村 話川市 下川町 I市川町 湯田町

'1'里村 ト村 木屋平村 伊平屋村 富良野市 実深町 音更町 平泉町

k野村 ぇ崎阜〉 東祖谷山村 業 伊達市 音成子府村 上士幌町 田老町

当別町 増モ町 新得町 岩泉町

高 生産力建設業地域 人富山〉 ぇ岐阜〉 厚田村 小平町 広尾町 田野畑村

2 平村 白川村 地 松町j町 羽幌町 幕引町 普代村

知内町 初山別中ナ ti'寄町 川井村

低生産力商業地域 吋t海道〉 古州市 に霊知、 く広島〉 木古内町 遠別町 陸百IJ匝T 種市町

37 上磯町 笠間市 津島市 尾道市 域 し飯町 ヲE塩町 弟子屈町 野田村

D 長万部町 潮来町 ¥三重、 く香川、 森町 幌延町 阿寒町 oI'f，("T 
オて 釧路町 江戸崎町 伊勢市 観音寺市 八雲町 中頓別町 鶴居村 く宮城、

生 く青森〉 〈千葉、 紀伊長島町 志度町 江差町 枝幸町 中標津町 蔵王町

産 柏村 銚子市 〈滋賀〉 ¥愛媛、 乙部町 歌在町 く青森〉 川崎町

自ヲ 下田町 佐原市 近江八幡市 字和島市 熊石町 豊富町 黒石市 山元町

産 く宮城〉 小見川町 〈兵庫〉 に福岡〉 大成町 実幌町 五所川原市 担島町

業 右巻市 横芝町 姫路市 三橋町 奥尻町 斜里町 三沢市 大郷町

地 塩竃市 大原町 豊岡市 什主賀〉 北桧山町 置ド町 むつ市 日再子町

域 気仙沼市 、新潟〉 く和歌山ノ 牛嘩町 島牧村 留辺蕊町 蟹田町 小牛田町

く福島〉 佐和田町 田辺市 呼干町 寿都町 佐呂間町 今別町 築館町

浪江町 、長野〉 新宮市 く熊本/ 黒松内町 常呂町 崎ケ沢町 瀬峰町

く茨城〉 山口中「 湯浅町 免田町 蘭越町 主田原町 碇ケ関村 花山村

地域社会類型別市町村名一覧/2000年 (10) 地境社会額型甲l市町村名一貫/2000年 (1 2) 

高生産力商業地域 、茨城〉 大富市 小杉町 蟹江町 ト零細低生産チ]サ ビス葉地域|迫町 ¥茨城y 千倉町 河内村

11 龍ヶ崎市 《千葉〉 く岐車 ぇ香川) 菅米町 内原町 天津'J、t奏町 吉野谷村

ぇ群馬〉 沼南町 多治見市 高松市 東和町 大洗町 く東京、 中島町

高崎市 叶申奈川、 1争岡、 志津川町 友部町 桧原村 能時島町

く埼玉〉 小田原市 静岡市 ¥秋田〉 七会村 奥多摩町 穴水町

熊谷市 く富山ラ く愛知p 横手市 那珂町 大島町 能都町

本~f市 ¥栃木〉 新島村 柳田村

管理'1'枢地域 <宮城〉 〈神奈川〉 名古屋市 広島市 男鹿市 円光市 神津島付 内浦町

7 仙台市 横浜市 く兵庫、 湯沢市 茂木町 八丈町 く福井y

、東京〉 川崎市 神ド市 大曲市 壬生町 く新潟p 小浜市

D 特別区部 ¥愛知〉 く広島/ 鹿角市 栗山村 村上市 松岡町

鷹巣町 藤原町 糸魚川市 三国町

準管理中枢地域 く北海道〉 京都市 、福岡〉 DI |森吉町 氏家町 両津市 芦原町

不 5 札幌市 く大阪〉 北九州市 阿仁町 那壇町 豊浦町 越前町

し守主面下 大阪市 福岡市 h小F可f二村 丙那須野町 黒川村 越廼村

午、| |昭和町 塩原町 岩室村 三方町

生大 規模 低産力サ ピス葉地域 、北海7藍〉 新潟市 高知市 宮崎市 八郎潟町 ¥群馬〉 弥彦村 美浜町

15 旭川市 く大阪〉 ど長崎〉 、鹿児島/ ipf辺町 沼田市 巻町 名田庄村

く秋田〉 堺市 長崎市 鹿L宅島市 生| 1雄和町 決111市 潟東村 く山梨/

産 秋田市 く和歌山〉 く熊本〉 、沖縄〉 岩城町 北橘村 津川町 山梨市

く福島〉 和歌山市 熊本市 那覇市 丙目町 伊香保町 上111十t 三富村

郡山市 く愛媛〉 く大分〉 理fl |角館町 方場町 三川村 石和町

自力 いわき市 拒山I廿 大分市 六郷町 '1'之条町 出雲崎町 上九一色村

く新潟/ く高知〉 く宮崎〉 田沢湖町 長野原町 小出町 下部町

的| |協和町 草津町 湯之谷村 中富町

産 中規模低生産力サービス業地域 く北海道〉 古川市 長岡市 橿原市 大森町 六合村 湯沢町 "'111町
100 函館市 名取市 新発田市 く高取〉 東成瀬村 高山村 塩沢町 身延町

小樽市 <tk田〉 上越市 鳥取市 産| |皆瀬村 片品村 六日町 芦安村

業 室蘭市 能代市 く石川1> 米子市 く山形〉 川場村 大和町 高根町

釧路市 大館市 加賀市 く島根〉 新庄市 月夜野町 吉川町 大泉村

帯広市 く山形〉 く山梨〉 松江市 業| I c山市 水上町 妙高高原町 小淵沢町

地 jt見市 山形市 甲府市 出雲市 舟形町 新i台村 的高村 刊fu湖町

岩見沢市 鶴岡市 く静岡〉 益田市 大蔵村 く埼玉〉 関川村 小菅村

苫小牧市 酒田市 伊東市 く岡山〉 地| |立川町 神泉村 荒川町 丹波山村

域 1工叩l市 く福島〉 く三重〉 津山市 温海町 く千葉〉 山北町 く長野〉

整叩j可7 福島市 松阪市 く広島〉 く福島〉 八日市場市 粟島浦村 大町市

恵庭市 会津若松市 く阜、都〉 呉市 域 i |原町市 旭市 相川町 門田町

北広島市 〈栃木〉 福知山市 三原市 田島町 勝浦市 金井町 小海町

く青森〉 栃木市 舞鶴市 東広島市 舘岩村 鴨川市 真野町 軽井沢町

青森市 〈埼玉、 亀岡市 く山口〉 桧枝岐村 成東町 小木町 立科町

弘前市 本庄市 ぐ大阪〉 下関市 伊南村 蓮沼村 〈富山〉 長門町

八戸前 く千葉〉 岸和田市 宇都市 南郷村 一宮町 宇奈月町 真聞町

|和田市 館山市 員塚市 山口市 北塩原村 大多喜町 朝日町 高遠町

〈岩手〉 木更津市 く兵庫〉 徳山市 猪苗代町 夷隅町 く右111) 長谷村

宮古市 東金市 加古川市 岩国市 塙町 御宿町 七尾市 阿南町

水沢甫 君津市 く奈良〉 く徳島〉 楢葉町 富山町 輪島市 清内路村

花巻市 富津市 大和高田市 徳島市 富岡町 鋸南町 珠洲市 阿智村

く宮城〉 〈新潟〉 天理市 鳴門市 双葉町 白浜町 山中町 浪合村

-83-



地域社会類型別市町村名一覧/20ω年 (13) 地域社会類型別市町村名一覧/2000年 (15) 

|小零細低生産力サービス業地域|平谷村 :可津町 京北町 十津川村 小零細低生産力サ ヒス葉地域 北波多村 人吉市 山香町 金峰町

根羽村 南伊豆町 美山町 下北山村 鎮西町 水俣市 野津原町 樋脇町

売木村 松崎町 園部町 上北山村 嬉野町 玉名市 挟間町 宮之域町

天龍村 西伊豆町 八木町 く和歌山〉 く長崎〉 本渡市 湯布院町 里村

泰阜村 賀茂村 日吉町 御坊市 島原市 山鹿市 佐賀関町 上甑村

大鹿村 伊豆長岡町 瑞穂町 打田町 福江市 牛深市 上浦町 下猷村

南信濃村 修善寺町 和知町 高野町 平戸市 菊池市 本匠村 鹿島村

木曽福島町 士肥町 大江町 "/t贋十J 松浦市 宇土市 直川村 加治木町

南木曽町 天城湯ケ島町伊恨町 清水町 伊王島町 城南町 三重町 姶良町

日義村 中伊豆町 弥栄町 由良町 高島町 富合町 I矢，*町 蒲生町

開田村 本川恨町 久美浜町 中津村 野母崎町 松橋町 天瀬町 牧園町

三岳村 浜岡町 く大阪〉 美山村 琴海町 中央町 耶馬I長町 霧島町

DI i王滝村 龍山村 能勢町 龍仲村

奈川村 佐久間町 く共庫ノ 白i兵"T

D 西彼町 砥用町 〈宮崎〉 草人町

崎戸町 鹿本町 円南市 福山町

安曇村 く愛知〉 洲本市 中辺路町 ブて瀬ド町 ーの宮町 小林市 大隅町

不| |美麻村 南知多町 吉川町 大塔村

白馬村 足助町 東条町 上富田町

不 東彼杵町 阿蘇町 南郷町 志布志町

川棚町 南小国町 高岡町 内之浦町

小谷村 旭町 神崎町 円置川町 森山町 小国町 高鍋町 高山町

生| |卜山田町 設楽町 上郡町 寸さみ町 空 小長井町 長陽村 丙米良村 上屋久町

山ノ内町 東栄町 {主用町 串本町 小浜町 御船町 門川町 屋久町

野沢温泉村 警恨村 南光町 那智勝浦町 u之津町 益峡町 南郷村 大和村

産! i 信濃町 富山村 三日月町 太地町

く岐車〉 稲武町 城崎町 古座町

産 深江町 宮原町 両都村 宇検村

小値賀町 泉村 諸塚村 i頼H内町

揖斐川町 鳳来町 竹野町 古座川町 宇久町 芦北町 椎葉村 龍郷町

的 l |久瀬村 〈三重〉 香住町 熊野川町

坂内村 尾鷲市 円高町 本宮町

自ワ 田平町 多良木町 く鹿児島、 笠利町

福島町 水上村 枕崎市 徳之島町

板取村 鳥羽市 浜坂町 北山村 l工迎町 相良村 串木野市 く沖縄ノ

産| |八幡町 熊野市 美方町 く鳥取，

白鳥町 久居市 温泉町 倉吉市

産 鹿町町 五木村 阿久根市 石川市

佐々町 球磨村 名瀬市 平良市

高鷲村 白山町 八鹿町 鹿野町 吉井町 大矢野町 出水市 右垣市

業| |阪下町 美杉村 関宮町 羽合町

福岡町 大古町 和田山町 三朝町

業 世知原町 松島町 大υ市 国頭村

富江町 有明町 指宿市 大宜味村

串原村 宮川村 山東町 日野町 玉之浦町 龍ヶ岳町 加世田市 本部町

地| 11:矢作町 南勢町 朝来町 く島根〉

萩原町 大内山村 津名町 A田市

対出 三井楽町 五和町 丙之表市 宜野座村

岐宿町 苓北町 垂水市 金武町

小坂町 棋島町 淡路町 大田市 上五島町 天草町 吉田町 玉城村

域| l下巨町 大王町 北淡町 江津市

馬瀬村 阿兜町 東浦町 平田市

壊 新魚目町 M浦町 喜入町 仲里村

有川町 く大分〉 笠沙町 渡嘉敷村

荘川村 磁都町 く奈良〉 島根町 郷ノ浦町 日杵市 坊津町 座間味付

久々野町 海山町 五保市 玉湯町 勝本町 津久見市 川辺町 粟国村

朝日村 紀和町 山被村 広瀬町 厳原町 竹田市 東市来町 竹富町

高根村 く滋賀〉 大宇陀町 仁多町 k対塙町 害後高田市 伊集院町 与那国町

宮川村 木之本町 曽爾村 大東町 く熊本〉 宇佐市 日丈卜町

神岡町 今津町 吉野町 三刀屋町

く静岡、 朽木村 大1庄町 掛合町 高生産力サ ピス書聖地域 く北海道/ 1直分町 く茨城 つくば巾

劃海市 高島町 黒滝村 頓原町 il 稚内市 1票津町 水戸市 善計百村

下田市 〈京都ノ 天111付 赤来町 債払村 く場予〉 土浦市 守谷町

東伊豆町 宮津市 大塔村 多伎町 ょ兵頓耳1)町 盛岡市 取子市 〈栃木

地域社会類型別市町村名ー賢/20ω半 (14) 地域社会類型別市町村名 賀/2000半 (16) 

|月細低生走力サービス業地域!大社町 能美町 海南町 宿毛市

ィ且果津町 沖美町 海部町 土佐清水市

高生産力サ ヒス整地域 宇都宮市 利島村 敦賀市 く三重ノ

南河内町 青ケ島村 和泉村 津市

川本町 大柿町 宍喰町 東洋町 国分寺町 く神奈川、 ど山梨〆 〈滋賀、

邑智町 加計町 板野町 奈半利町 〈群馬、 横須賀市 山中湖村 大津市

大和村 筒賀村 鴨島町 田野町 前橋市 藤沢市 く長野、 守山市

瑞穂町 ド1，1内町 川島町 馬路村 D 嬬恋村 相模原市 長野市 く大阪J

石見町 大朝町 脇町 土佐山田町 く埼玉〉 三浦市 松本市 豊中市

金城町 吉田町 半田町 本山町 不 川越市 大和市 ぐ岐阜〉 茨木市

三隅町 八千代町 一宇村 土佐町 浦和市 伊勢原市 岐阜市 〈兵庫 p

妻都町 黒瀬町 穴吹町 大川村 生 飯能市 箱根町 高山市 三木市

津和野町 大和町 三野町 池川町 く千葉〉 湯河原町 k宝村 三田市

日原町 安芸津町 池田町 '1'土佐町 産 千葉市 〈富山¥ 〈静岡〉 く奈良〉

D 1 |六日市町 大崎町 井111町 位川町 柏市 富山市 三島市 奈良市

丙郷町 東野町 三加茂町 睦知町 自力 市原市 南波市 H 田村 〈島根

布施村 木江町 丙祖谷山村 窪川町 袖ヶ浦市 利賀村 小山町 鹿島町

下 l i五筒村 御調町 〈香川 {ニィ疋村

都万村 甲山町 善j昌寺市 円高村

産 印丙市 〈石川、 〈愛知〉 く岡山〉

ぐ東京う 金沢市 聾明市 岡山市

海士町 }下町 土庄町 大主町 業 八王子市 11'0日本「 師暢町 〈広島ノ

生| |丙ノ島町 丙城町 池田町 大方町 小平市 く福井〉 弥富町 廿円市市

知士村 く山 11' 塩江町 大円町 地 あきる野市 福井市 下山村 大野町

く岡山〉 萩市 終南町 く福岡ノ

産| |高梁市 小野田市 満点町 柳川市 境低生産力公務地域 く1ヒ海道〉 く茨城〉 江田島町 椎田町

新見市 長門市 琴平町 八立市 6 千布市 小川町 〈福岡〉

遣部町 柳井市 高瀬町 宇美町 上富良野町 く広島〉 芦屋町

的! I和気町 久賀町 く愛媛、 玄海町

北房町 大島町 八幡浜市 若宮町 高主産力公務地域 〈東京 p

賀陽町 東和町 大洲市 稲築町 1 小笠原村

ま| |大佐町 橘町 北条市 事槽、町

落合町 玖珂町 別子山村 杷木町 ベソドタウン地域 く青森〉 ピ山形〉 千代田町 春円部市

湯原町 本郷村 小世町 三輪町 109 「母上町 山辺町 伊奈町 鴻畢市

君! 1"1卜村 錦町 吉海町 占江主町

八東村 実111町 弓削町 吉井町

E く岩T、 '1'山町 明野町 上尾市

滝沢村 く福島、 三和町 草加市

加茂町 養和町 草1言町 瀬高町 自 〈宮城、 岩瀬村 藤代町 趣台市

地| 1 f:帯原村 平生町 久万町 添田町

鏡野町 鹿野町 面 i~f村 川崎町

亘理町 熱塩加納村 利根町 鳩ケ谷市

立 七ケ浜町 湯川村 く栃木〉 忠木市

勝北町 阿知須町 砥部町 方城町 富谷町 河東町 i~J内町 新座市

域! |東粟倉村 豊田町 宇和町 大任町

丙粟肯村 豊浦町 広見町 〈佐賀、

性 松山町 会津本郷町 都賀町 桶111市

鹿島台町 新鶴村 〈群馬J 北本市

美作町 美東町 松野町 多民市 喪 南郷町 大(言村 富士見村 富士見市

作東町 三隅町 円吉村 武雄市 志波姫町 く茨城〉 大胡町 上福岡市

〈広島〉 円置町 御荘町 鹿島市 失 右越町 常陸太田市 宮峨村 三都市

竹原市 須佐町 城辺町 大和町 矢本町 牛ワ、市 箕証1，f'lfllT 蓮田市

三次市 く徳島〉 〈高知、 富士町 地 鳴瀬町 常北町 子持村 幸手市

庄原市 小松島市 室戸市 干申士奇附T 北卜町 桂村 吉岡町 鶴ヶ島市

倉橋町 上那賀町 安芸市 三瀬村 域 唐桑町 瓜連町 吉井町 吉川市

下蒲刈町 由岐町 南国市 小城町 く秋田〉 金砂郷町 東村(吾妻郡) 大井町

吉和村 日和佐町 須崎市 厳木町 実王町 十王町 付奇王ノ 毛昌山町

宮島町 牟峨町 中村市 相知町 仙南村 茎崎町 所沢市 越生町

-84-



地域社会類型別市町村名一覧/2000年 (1 7) 

ベッド タウ/地域|名栗村 東久留米市 河野村 尾両市

小川町 稲域市 朝日町 知多市

都幾川村 く神奈川〉 清水町 岩倉市

鳩山町 茅ケ崎市 〈山梨〉 東郷町

荒川村 逗子市 春円居町 扶桑町

東秩父村 座間市 三珠町 木曽川町

南河原村 葉山町 竜王町 祖父江町

北川辺町 大磯町 敷島町 七宝町

宮代町 二宮町 若草町 美和町

白岡町 真鶴町 足和田村 大治町

栗橋町 城山町 〈長野〉 佐屋町

鷲宮町 津久井町 北御牧村 立田村

杉戸町 相模湖町 喬木村 {主織町

EI |松伏町 藤野町 四賀村 阿久比町

庄和町 く新1~> 坂北村 東浦町

く千葉 新津市 1古田町丁 望号浜町

自| |市川市 警警栄市 山形村 小坂井町

船崎市 笹神村 開円村 く三重、

松戸市 力0/台111キf 停111村 長島町

立| |佐倉市 小賓い町 三郷村 東員町

流山市 丙川町 松111キナ 菰野町

八千代市 回ヒ町 高山村 !日[芸町

性| |我孫子市 <1'之島町 豊野町 美里村

嫌ケ谷iti 阿山町 牟礼村 香良洲町

凹街道市 板倉町 〈岐車〉 一志町

喪 l l八街市 清里村 川島町 嬉野町

関宿町 く富山〉 南濃町 明和町

J酉々井町 大沢野町 墨俣町 勢手口付

失| !富里町 大山町 池田町 三見町

本埜村 立山町 春円村 度会町

米町 山田村 巣南町 島ケ原村

地| |下総町 細入村 高富町 青山町

東.ct町 下村 伊自良村 紀宝町

海 k町 井口村 御嵩町 く滋賀〉

域| |大網白里町 <石111> 兼山町 古賀町

九十九里町 美川町 )111三本f 中主町

山武町 鳥越村 宮村 甲南町

睦沢町 ;字申書回T 〈静岡〉 安土町

白子町 七塚町 函南町 永源寺町

岬町 内灘町 韮山町 能登川町

〈東京〉 押水町 芝川町 浅井町

町田市 鳥屋町 由比町 湖北町

小金井市 鹿市町 岡部町 余呉町

東村山市 く福井ノ 福田開丁 河浅井町

保谷市 美山町 舞阪町 〈京都¥

j日午市 永平寺町 雄踏町 宇治市

東大和市 }志比村 〈愛知 域防市

清瀬市 南条町 江南市 向円市

地域社会類型円1)市町村名一一覧/2叩0年 ( 1 H) 

ペ y ドタウン地域 八幡市 三℃町 周東町 二士町

山城町 榛原町 大畠町 北野町

木津町 室生村 大和町 械島町

加茂町 明円香村 熊毛町 大木町

笠置町 車麻町 秋穂町 三j諸町

精華町 上牧町 く徳島〉 高田町

南山城村 広鷹町 石井町 香春町

く大阪〉 1'1合町 那賀川町 金田町

高槻市 く和歌山〉 羽ノ浦町 糸田町

枚方市 橋本市 吉野町 赤池町

富田林市 貴志川町 く香川1> 赤村

寝屋川市 岩出町 大川町 犀111町

iロI1村長野市 九鷹山町 三木町 築城町

E 和泉市 美浜町 牟礼町 大平村

羽曳野市 〈鳥取ノ 香川町 く佐賀、

凶条畷市 国府町 国分寺町 東与賀町

日 吉野市 福部付 柊歌町 干代田町

阪南市 船団町 飯山町 三根町

島本町 判[原町 時南町 芦刈町

立 豊能町 用瀬町 三野町 山内町

時取町 1白木f く愛媛〉 く長崎〉

岬町 西伯町 朝倉村 三和町

性 太子町 会見町 王川町 長与町

河南町 岸本町 生名村 飯盛町

干単赤「寝付 〈島根〉 く高知〉 〈熊本/

喪 ど兵庫、 美保関町 野市町 不知火町

丙宮市 八雲村 {勢野町 岱明町

芦屋市 i胡F圭附「 春野町 坂本村

実 宝塚市 く岡山¥ <1喜岡〆 山江村

111両市 山陽町 山田市 く宮崎、

猪名川町 灘崎町 <1'間市 三股町

地 黒田庄町 山手村 小郡市 山之U町

夢前町 清音村 春円 1打 く鹿児島、

市川|町 船穂町 宗像市 松元町

域 香寺町 金光町 太宰府市 郡山町

大河I内町 寄島町 前原市 東郷町

揖保川町 貰備町 耳目河川|町 く沖縄〉

御棒町 く広島> 篠栗町 勝連町

く奈良〉 熊野町 福間町 読谷村

桜井市 音戸町 津屋崎町 害見城村

生駒市 安浦町 水巻町 東風平町

香芝市 向島町 岡垣町 具志頭村

平群町 内海町 桂川|町 知念村

三郷町 神辺町 碓井町 佐敷町

l)E坦町 く山口〉 筑穂町

安堵町 由宇町 夜寝町

求 心 地 力誼 くjヒ海道〉 〈宮械〉 く福島〉 く茨城〉

15 泊村 大衡村 大熊町 玉霞町

地域社会類型目1)市町村名一覧/2000年 (19) 

求 七 地 域 〈栃木〉 く神奈川〉 昭和町 く京都〉

芳賀町 中井町 〈愛知〉 久御山町

く千葉〉 く新潟〉 豊山町 く沖縄〉

成田市 聖篭町 大口町 恩納村

芝山町 く山梨〉 飛島村

超 流 動 地 域く北海道〉 朝霞市 厚木市 く岐車〉

269 石狩市 和光市 海老名前 岐南町

く岩手〉 久喜市 綾瀬市 笠松町

矢巾町 伊奈町 大井町 柳津町

く宮域〉 吹上信T 松田町 輪之内町

多賀城市 三芳町 開成町 安八町

岩沼市 滑川町 r青)11村 北方町

E 大河原町 嵐山町 く新禍〉 穂積町

利府町 玉川村 横越町 真正町

大和町 美里町 亀田町 糸貫町

自 三本木町 神111町 吉田町 坂祝町

高清水町 大里村 黒埼町 く静岡y

〈秋田， 江南町 栄町 犬仁町

立 金浦町 111本町 三島町 清水町

〈山形〉 )川里村 刈羽村 長車町

三川町 大利根町 頚城村 蒲原町

性 く福島〉 〈千葉〉 く富山/ 大井川町

伊達町 習志野市 帯構村 浅羽町

本宮町 浦安市 大門町 竜洋町

喪 磐梯町 C~施村ー 大島町 串閣村

泉崎村 白井町 〈百111' く霊知〉

く茨域ノ 長生村 根上町 メリ谷市

失 東海村 長柄町 辰口町 小牧市

東町 長南町 )11北町 大府市

玉里村 〈東京〉 野々市町 円進市

地 新治村 立川|市 宇ノ気町 長久手町

託手日原村 武蔵野市 く福井〉 西枇杷島町

〈群馬〉 三鷹市 坂井町 丙春町

域 群馬町 府中市 〈山梨〉 春日町

赤堀町 昭島市 境川村 清洲町

東村(佐渡郡) 調布市 '1'道町 新川町

尾島町 円野市 鰍沢町 平和町

新田町 国分寺市 玉穂町 十四山村

笠懸町 国立市 田富町 幸田町

明和町 田担市 八田本f 額田町

千代田町 福生市 甲両町 三好町

大泉町 多摩市 双葉町 藤岡町

邑楽町 羽村Tti 勝山村 音羽町

く埼玉〉 瑞穂町 日書沢村 く三重〉

与野市 日の出町 〈長野、 多度町

蕨市 〈神奈川、 南箕輪村 員弁町

戸田市 鎌倉市 豊科町 大安町

地峡社会類型男1)市町村名一覧/2000年 (20) 

超 inc 動 地 域朝H町 門真市 く山 U¥ 東脊振村

川越町 摂津市 和木町 基山町

安濃町 高石市 小郡町 中原町

三雲町 蒋井寺市 楠町 北茂安町

玉城町 泉南市 〈徳島〉 ト峰町

小俣町 大阪狭山市 松茂町 三円月町

御薗村 忠岡町 北島町 北方町

E 鵜殿村 田尻町 く香111> 大町町

く滋賀/ 美原町 寒川町 く長崎、

草津市 く兵庫〉 香南町 香幌町

自 栗東町 ?十町 宇多津町 多良見町

野洲町 滝野町 〈愛媛ノ 時津町

石部町 稲妻町 川内町 愛野町

立 蒲生町 播磨町 く高知〉 く熊本〉

竜王町 福崎町 赤岡町 菊水町

五個荘町 柚原町 く福岡、 旭志村

性 胡東町 く奈良〉 大野岐市 大津町

愛知川町 大和郡山市 忘免町 菊陽町

豊郷町 川丙町 須恵町 合，古町

子耳 多賀町 田原本町 新宮町 丙合志町

米原町 高取町 久山町 丙原村

がE姫町 新庄町 粕屋町 嘉島町

失 高月町 王寺町 遠賀町 く大分〉

〈京都〉 く鳥取、 ，)、汁町 三光村

長岡京市 円吉津村 鞍 T町 く沖縄〉

地 京田辺市 〈岡山 宮田町 浦添市

大山崎町 御津町 穂波町 事T納町

宇治田原町 熊山町 庄内町 北谷町

域 く大阪〉 長船町 頴田町 北中城村

池田市 半島町 ).1J田町 中城村

吹田市 里庄町 勝山町 丙原町

泉大津市 く広島〉 吉宮町 与那原町

守υ市 府中町 新吉富村 大里村

泉佐野市 海田町 〈佐賀〉 南風原町

大東市 坂町 久保田町

箕面市 本郷町 三田川町
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