
＜参考３＞

○調査市町村交替実施予定

01 北海道 小Ａ 01210 岩見沢市 01205 室蘭市

01224 千歳市

小Ｂ 01215 美唄市

01221 名寄市

01334 木古内町

01484 羽幌町

02 青森県 小Ａ 02208
むつ市(小Ｂより)
<家賃設定替えなし>

小Ｂ 02207 三沢市

町村 02363 尾上町

03 岩手県 小Ａ 03215 奥州市(江刺市)

小Ｂ 03213 二戸市

町村 03481 田老町

04 宮城県 中 04202 石巻市(小Ａより)
05 秋田県 小Ａ
06 山形県 小Ａ 06203 鶴岡市

07 福島県 ー

08 茨城県 中 08202 日立市

小Ａ 08204 古河市

小Ｂ 08235 つくばみらい市

町村 08321 友部町

09 栃木県 中 09202 足利市

小Ａ 09205 鹿沼市

09343 茂木町

09366 藤岡町
10 群馬県 小Ａ
11 埼玉県 中 11202 熊谷市

11211 本荘市

11227 朝霞市

町村 11385 上里町

12 千葉県 中 12227 浦安市(小Ａより)

小Ａ 12210 茂原市 12206 木更津市

町村 12424 白子町

13 東京都 中 13201 八王子市

小Ａ 13213 東村山市

14 神奈川県 14215 海老名市

14214 伊勢原市

町村 14321 寒川町

15 新潟県 県 15100 新潟市

小Ｂ 15216 糸魚川市 15208 小千谷市

町村 15442 堀之内町

16 富山県 小Ａ 16211
射水市
(旧新湊市(小Bより)，
小杉町(町村より))

町村 16381 小杉町

17 石川県 小Ａ 17206 加賀市

18 福井県 小Ａ 18202 敦賀市

19 山梨県 町村 19362 鰍沢町

19346 市川三郷町

20 長野県 小Ａ 20209 伊那市

小Ｂ 20208 小諸市

町村 20341 丸子町

21 岐阜県 21212 土岐市

21205 関市

小Ｂ 21207 美濃市

22 静岡県 県 22100 静岡市

政 22130 浜松市(中より)

中 22210 富士市

小Ａ 22213 掛川市

町村 22462 春野町

平成20年度 平成21年度

交替1回目 交替2回目 交替3回目

平成21年1月より調査開始 平成21年9月より調査開始 平成22年1月より調査開始

町村

町村

小Ａ

小Ａ

小Ａ
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平成20年度 平成21年度

交替1回目 交替2回目 交替3回目

23 愛知県 23206 春日井市

23201 豊橋市

小Ａ 23214 蒲郡市

23210 刈谷市

小Ｂ 23221 新城市

24 三重県 中 24204 松阪市

小Ａ 24205 桑名市

町村 24442 明和町

25 滋賀県 小Ａ 25202 彦根市

町村 25424 愛知川町

26 京都府 26201 福知山市 26211 京田辺市

26202 舞鶴市

町村 26441 大江町

27 大阪府 政 27140 堺市

27208 貝塚市

27214 富田林市

27220 箕面市

28 兵庫県 小Ｂ 28218 小野市

28501 佐用町

28382 播磨町

29 奈良県 29363 田原本町

29383 榛原町

30 和歌山県 小Ａ 30203 橋本市

小Ｂ 30205 御坊市

31 鳥取県 ―

32 島根県 小Ｂ 32205 大田市

町村 32405 大社町

33 岡山県 小Ａ 33203 津山市 33100 岡山市

小Ｂ 33210 新見市 33207 井原市

34 広島県 小Ａ 34204 三原市

町村 34421 本郷町
35 山口県 小Ａ
36 徳島県 小Ｂ 36208 三好市(池田町)

37 香川県 小Ａ 37202 丸亀市

小Ｂ 37204 善通寺市

町村 37426 詫間町

38 愛媛県 中 38202 今治市(小Ａより)

39 高知県 ―

40 福岡県 40217 筑紫野市 40219 大野城市

40207
柳川市(小Ｂより)
<家賃設定替えなし>

40383 岡垣町

40363 津屋崎町 40425 筑穂町

41 佐賀県 小Ａ 41202 唐津市

町村 41425 白石町

42 長崎県 小Ｂ 42207 平戸市(田平町)

43 熊本県 小Ａ 43202 八代市(坂本村)

小Ｂ 43203 人吉市

44 大分県 小Ａ 44204 日田市

小Ｂ 44214 国東市

町村 44381 佐賀関町

45 宮崎県 45202 都城市

45203 延岡市
46 鹿児島県 小Ａ
47 沖縄県 小Ａ 47211 沖縄市 47209 名護市 47214 宮古島市(平良市)

小Ｂ 47207 石垣市

10 18 9

9 18 10

小Aにおける削減 4 4 9

4 2 3

6 1 8

23 25 30

中

小Ａ

小Ａ

町村

※　小都市Aに含まれる秋田県湯沢市、群馬県安中市、山口県山陽小野田市及び鹿児島県出水市については、17年度及び18年度に
　価格調査地区設定替えを実施しており、今回の調査市町村の交替では事務が発生しないため除外している。

町村

小Ａ

町村

小Ａ

合
計

廃止市町村

新設市町村

小Bにおける削減

都市階級の変更※

合　　計

6


