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★ 東金市･大網白里町・九十九里町･成東町･山武町･蓮沼村・松
尾町     

・Ｈ14.10.28  合併重点支援地域指定 

山武市                  （計4町村：59,010 人） 
・H17.1.8 4 町村の首長・議長が 4 町村での合併協議推進

に合意 
・H17.1.21 山武中央 4 町村合併任意協議会設置 
・H17.2.8 各町村議会で合併協議会設置協議議案を可決 
・H17.2.10 山武中央合併協議会設置 
・H17.3.22 合併協定調印 
・H17.3.25 までに各町村議会で合併申請議決 
・H17.3.30 県へ合併申請 
・H17.4.4 総務大臣同意 
・H17.4.6 県議会で議決 
・H17.4.12 県で合併決定 
・H17.5.13 総務大臣告示 

・H18.3.27 成東町、山武町、蓮沼村、松尾町が合併  

いすみ市

匝瑳市

香取市

成田市

山武市

横芝光町

山武市

 

 市町村合併の県内の動向 平成１８年３月２７日現在 

★ 成田市           （121,150 人）
・H16.3.1 成田市・下総町・大栄町合併協議会設

置 
・H16.5.27 合併重点支援地域指定 
・H17.3.15 合併協定調印 
・H17.3.18 までに各市町議会で合併申請議決 
・H17.3.25 県へ合併申請 
・H17.4.6 県議会で議決 
・H17.4.12 県で合併決定 
・H17.5.13 総務大臣告示 
・H18.3.27 成田市が下総町と大栄町を編入合併

★香取市               (87,332 人) 
・H16.3.21 香取地域合併協議会準備会設置（首長、議

長、議員等） 
・H16.5.20 香取地域合併協議会設置（佐原市・山田町・

栗源町で構成） 
・H16.7.9 香取地域合併協議会に小見川町が加入 
・H16.7.28 合併重点支援地域指定 
・H17.3.22 合併協定調印 
・H17.3.25 各市町議会で合併申請議決 
・H17.3.30 県へ合併申請 
・H17.4.4 総務大臣同意 
・H17.4.6 県議会で議決 
・H17.4.12 県で合併決定 
・H17.5.13 総務大臣告示 
・H18.3.27 佐原市、山田町、栗源町、小見川町が合併

★ 野田市          (151,229 人) 

・H13.11.26 合併重点支援地域指定 
・H14.4.1 野田市・関宿町合併協議会設置 
・Ｈ14.12.25 両議会で合併申請議決 
・H15.3.5 県で合併決定 
・H15.4.4 総務大臣の告示 
・H15.6.6 野田市が関宿町を編入合併 

★ 旭市        (70,644 人) 
・H14.8.26 合併重点支援地域指定 
・H15.6.1 旭市・海上町・飯岡町・干潟町合

併協議会設置 
・H16.11.7 飯岡町での合併の是非を問う住

民投票の結果、合併賛成が多数
を占めた。 

・H16.12.12 合併協定調印 
・H16.12.15 各市町議会で合併申請議決 
・H16.12.21 県へ合併申請 
・H17.1.11 総務大臣同意 
・H17.2.17 県議会で議決 
・H17.2.18 県で合併決定 
・H17.3.14 総務大臣告示 
・H17.7.1 旭市、海上町、飯岡町、干潟町が

合併 

★ 匝瑳市
そ う さ し

              （42,091 人） 
・H16.8.1 八日市場市・野栄町合併協議会設置 
・H16.8.9 合併重点支援地域指定 
・H17.3.5 合併協定調印 
・H17.3.23 両市町議会で合併申請議決 
・H17.3.25 県へ合併申請 
・H17.4.4 総務大臣同意 
・H17.4.6 県議会で議決 
・H17.4.12 県で合併決定 
・H17.5.13 総務大臣告示 

・H18.1.23 八日市場市と野栄町が合併  ★安房郡市11 市町村   
・H14.3.25 合併重点支援地域指定 
 
南房総市 (計7町村：44,747 人) 

・H16.12.1 7 町村の首長・議長
間で安房7町村合併協
議会を設置することで
合意 

・H16.12.15 安房 7 町村合併協
議会設置 

・H17.2.8 合併協定調印。富浦
町、富山町、三芳村、
丸山町の各議会で合
併申請議決 

・H17.2.9 和田町議会で合併申
請議決 

・H17.2.10 白浜町、千倉町の各
議会で合併申請議決 

・H17.2.18 県へ合併申請 
・H17.3.4 総務大臣同意 
・H17.4.6 県議会で議決 
・H17.4.12 県で合併決定 
・H17.5.13 総務大臣告示 
・H18.3.20 安房７町村が合併 

※（ ）書きは、構成市町村の平成 17 年国勢調査人口（速報値）の計です。 

合併市 

(★) 鴨川市    (36,474 人) 

・H15.7.1 鴨川市・天津小湊町合
併協議会設置 

・H16.7.20 合併協定調印 
・H16.8.3  県へ合併申請 
・H16.8.25 総務大臣同意 
・H16.10.12 県議会で議決 
・H16.10.13 県で合併決定 
・H16.11.5 総務大臣告示 
・H17.2.11 鴨川市と天津小湊町

が合併 
注）合併重点支援地域は安房郡市11

市町村で指定済み 
（H14,3.25） 

★ 横芝光町            (25,982 人) 
・H16.5.1 横芝町・光町合併協議会設置 
・H16.7.1 合併重点支援地域指定 
・H17.2.8 合併協定調印 
・H17.2.16 両町議会で合併申請議決 
・H17.2.18 県へ合併申請 
・H17.4.6 県議会で議決 
・H17.4.12 県で合併決定（新町の所属は山武郡） 
・H17.5.13 総務大臣告示 
・H18.3.27 横芝町と光町が合併 

★ 柏市     (381,016 人) 
・H15.5.12 合併重点支援地域指定 
・H15.7.1 柏市・沼南町合併協議会

設置 
・H16.7.22 合併協定調印 
・H16.8.30 県へ合併申請 
・H16.10.12 県議会で議決 
・H16.10.13 県で合併決定 
・H16.11.5 総務大臣告示 
・H17.3.28 柏市が沼南町を編入合

併 

★夷隅郡市６市町        
・H14.6.10 合併重点支援地域指定 

いすみ市          （計3町：42,305 人) 
・H17.2.17 夷隅3町の首長・議長間で夷隅3町

での合併協議推進に合意 
・H17.2.21 夷隅町・大原町・岬町任意合併協議

会設置 
・H17.3.1 夷隅町・大原町・岬町合併協議会設

置 
・H17.3.22 合併協定調印 
・H17.3.23 夷隅町・大原町の議会で合併申請

議決 
・H17.3.28 岬町議会で合併申請議決 
・H17.3.30 県へ合併申請 
・H17.4.4 総務大臣同意 
・H17.4.6 県議会で議決 
・H17.4.12 県で合併決定 
・H17.5.13 総務大臣告示 
・H17.12.5 夷隅町、大原町、岬町が合併 


