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新規開通道路一覧新規開通道路一覧新規開通道路一覧新規開通道路一覧

都道府県都道府県都道府県都道府県 種別種別種別種別 路線名路線名路線名路線名

北海道 高速道路 道央自動車道　士別剣淵料金所
北海道 高速道路 道央自動車道　八雲ＩＣ～落部ＩＣ
北海道 高速道路 道央自動車道　輪厚ＰＡスマートＩＣ　社会実験開始
北海道 高速道路 道東自動車道　トマムＩＣ～占冠ＩＣ
北海道 高速道路 道東自動車道　音更帯広ＩＣ　料金所設置
北海道 高速道路 道東自動車道　本別ＩＣ～浦幌ＩＣ
北海道 国道 国道274号　ウェンザル道路
北海道 国道 国道450号　旭川紋別自動車道　上川天幕ＩＣ～浮島ＩＣ
北海道 国道 国道450号　旭川紋別自動車道　白滝ＩＣ～旧白滝出入口
北海道 国道 国道238号　湖畔橋架け替え（紋別地区震災対策）
北海道 国道 国道40号
北海道 国道 国道238号　渚滑橋架け替え（紋別地区震災対策）
北海道 国道 国道229号　積丹防災　丸山厚苫工区　丸山トンネル
北海道 国道 国道229号　積丹防災　滝ノ間工区（ワッカケトンネル）
北海道 国道 国道38号　赤平バイパス
北海道 国道 国道230号　渡島半島横断道路　国縫道路
北海道 国道 国道5号　道央自動車道　黒松内ＪＣＴ（黒松内道路）
北海道 国道 国道239号　二興橋架け替え（紋別地区震災対策）
北海道 国道 国道228号　函館江差自動車道　北斗中央ＩＣ～北斗富川ＩＣ
北海道 国道 国道337号　美原道路
北海道 国道 国道40号　幌富バイパス
北海道 国道 国道40号　名寄バイパス　智恵文ＩＣ～美深（仮名）ＩＣ
北海道 国道 国道238号　瑠橡橋架け替え（紋別地区震災対策）
青森県 国道 国道338号
青森県 国道 国道7号　青森環状道路
青森県 国道 国道338号　長後バイパス
青森県 国道 国道7号　浪岡バイパス
岩手県 国道 国道456号　一関北上線　（稲瀬工区　岩瀬橋架け替え）
岩手県 国道 国道106号　宮古西道路
岩手県 国道 国道45号　宮古道路
岩手県 国道 国道283号
岩手県 国道 国道284号
岩手県 国道 国道397号　赤金工区
岩手県 国道 国道397号　分限城工区
岩手県 国道 国道455号　北山バイパス
宮城県 高速道路 常磐自動車道　亘理ＩＣ～山元ＩＣ
宮城県 高速道路 東北自動車道　三本木スマートＩＣ
宮城県 有料道路 仙台北部道路　利府しらかし台ＩＣ～富谷ＪＣＴ
宮城県 国道 国道4号・丸森柴田線接続道路
宮城県 国道 国道45号　三陸縦貫自動車道（登米志津川道路）　登米ＩＣ～志津川ＩＣ（仮称）
宮城県 国道 国道45号　三陸縦貫道　桃生登米道路　桃生津山ＩＣ～登米ＩＣ
宮城県 国道 国道398号　石巻バイパス（南境工区）
秋田県 国道 国道103号
秋田県 国道 国道13号　神宮寺バイパス
秋田県 国道 国道285号　滝ノ沢バイパス
山形県 国道 国道458号　旧大蔵橋撤去
山形県 国道 国道7号　堅苔沢防災改良
山形県 国道 国道344号
山形県 国道 国道287号　長井南バイパス
山形県 国道 国道347号　尾花沢バイパス
山形県 国道 国道458号　本合海バイパス（合海工区）
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福島県 高速道路 東北自動車道　白河中央スマートＩＣ
福島県 国道 国道4号　あさか野バイパス（針生高架橋）
福島県 国道 国道121号　会津縦貫道（会津縦貫北道路）
福島県 国道 国道459号　見頃バイパス
福島県 国道 国道288号　三春西バイパス（1工区）
福島県 国道 国道399号　手古岡バイパス（手古岡トンネル）
福島県 国道 国道114号　川俣バイパス
福島県 国道 国道121号　大峠道路（大峠2工区）
福島県 国道 国道400号　田島バイパス
福島県 国道 国道288号　富久山バイパス
茨城県 高速道路 東関東自動車道　茨城ＪＣＴ（仮称）～茨城南ＩＣ（仮称）
茨城県 有料道路 首都圏中央連絡自動車道　つくばＪＣＴ～つくば中央ＩＣ
茨城県 有料道路 水郷有料道路　無料化
茨城県 国道 国道354号　北浦バイパス
栃木県 高速道路 北関東自動車道　田沼ＩＣ（仮称）～岩舟ＪＣＴ（仮称）
栃木県 国道 国道293号
栃木県 国道 国道408号　真岡北バイパス
栃木県 国道 国道4号　石橋宇都宮バイパス問屋町交差点立体化
栃木県 国道 国道461号　船生バイパス
栃木県 国道 国道400号　大田原西那須野バイパス
栃木県 国道 国道293号　那珂川町志鳥バイパス
栃木県 国道 国道121号　板橋バイパス
群馬県 国道 国道254号　甘楽吉井バイパス
群馬県 国道 国道17号　上武道路
群馬県 国道 国道17号　前橋渋川バイパス
埼玉県 高速道路 関越自動車道　Ｐａｓａｒ三芳
埼玉県 高速道路 東北自動車道　Ｐａｓａｒ羽生
埼玉県 有料道路 首都圏中央連絡自動車道　川島ＩＣ～桶川北本ＩＣ
埼玉県 国道 国道17号　上尾道路
埼玉県 国道 国道17号　上尾道路
埼玉県 国道 国道407号　日高バイパス
埼玉県 国道 国道254号　富士見川越有料道路　無料化
埼玉県 国道 国道254号　和光富士見バイパス
千葉県 高速道路 館山自動車道　君津ＰＡスマートＩＣ　社会実験開始
千葉県 高速道路 新空港自動車道　成田スマートＩＣ　
千葉県 有料道路 新大利根橋有料道路　無料化
千葉県 国道 国道297号　横山バイパス
千葉県 国道 国道356号　我孫子バイパス
千葉県 国道 国道297号　平蔵橋架け替え
千葉県 国道 国道356号　小見川東庄バイパス
千葉県 国道 国道124号　銚子大橋架替事業
千葉県 国道 国道298号　東京外かく環状道路（国357号～（主）市川浦安線）
東京都 高速道路 首都高速中央環状線　西新宿ＪＣＴ～大橋ＪＣＴ
東京都 有料道路 稲城大橋有料道路　無料化
東京都 国道 国道411号　二俣尾大橋
神奈川県 高速道路 首都圏中央連絡自動車道　海老名ＩＣ～海老名ＪＣＴ
神奈川県 有料道路 横浜横須賀道路　佐原ＩＣ～馬堀海岸ＩＣ
神奈川県 国道 国道134号　湘南大橋
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新潟県 高速道路 関越自動車道　長岡南越路スマートＩＣ
新潟県 高速道路 日本海東北自動車道　荒川胎内ＩＣ～神林ＩＣ（仮称）
新潟県 高速道路 日本海東北自動車道　中条ＩＣ～荒川胎内ＩＣ
新潟県 国道 国道113号　ござれや阿賀橋
新潟県 国道 国道460号
新潟県 国道 国道113号　乙バイパス
新潟県 国道 国道290号　桂小長谷バイパス
新潟県 国道 国道113号
新潟県 国道 国道460号
新潟県 国道 国道8号　糸魚川東バイパス
新潟県 国道 国道403号　小須戸田上バイパス
新潟県 国道 国道352号　松波拡幅
新潟県 国道 国道352号　椎谷岬トンネル
新潟県 国道 国道459号　当麻拡幅
新潟県 国道 国道17号　六日町バイパス
富山県 国道 国道471号
富山県 国道 国道472号　婦中バイパス
富山県 国道 国道359号　砺波東バイパス
富山県 国道 国道470号　能越自動車道　七尾氷見道路　氷見ＩＣ～氷見北ＩＣ
石川県 有料道路 能登有料道路　県立看護大学ＩＣ　フル化
石川県 国道 国道415号　羽咋バイパス
石川県 国道 国道159号　金沢東部環状道路　神谷内ＩＣ
石川県 国道 国道159号　金沢東部環状道路　鈴見交差点立体化
石川県 国道 国道249号
石川県 国道 国道249号　横見道路
石川県 国道 国道249号　輪島バイパス
石川県 国道 国道471号　八野バイパス
石川県 国道 国道249号　八世乃洞門（新トンネル）
福井県 高速道路 北陸自動車道　南条スマートＩＣ　フル化
福井県 国道 国道305号　赤荻～河内バイパス
福井県 国道 国道8号　赤萩局部改良
山梨県 高速道路 中央自動車道　双葉スマートＩＣ　フル化
山梨県 国道 国道411号　塩の山拡幅
山梨県 国道 国道300号　波高島バイパス
長野県 国道 国道299号　芹ケ沢バイパス暫定形状解消
長野県 国道 国道143号　弘法拡幅
長野県 国道 国道152号　高遠バイパス
長野県 国道 国道153号　伊那バイパス
長野県 国道 国道254号　極楽坂
長野県 国道 国道19号　桟改良
長野県 国道 国道418号　十方峡バイパス
長野県 国道 国道18号　上田坂城バイパス
岐阜県 有料道路 東海環状自動車道　美濃関ＪＣＴ～関広見ＩＣ
岐阜県 有料道路 飛騨美濃有料道路　無料化
岐阜県 国道 国道21号　可児御嵩バイパス
岐阜県 国道 国道360号
岐阜県 国道 国道363号
岐阜県 国道 国道363号　柿野バイパス
岐阜県 国道 国道21号　坂祝バイパス
岐阜県 国道 国道257号　中津川有料道路（城山大橋）　無料化
静岡県 高速道路 東名高速道路　富士川スマートＩＣ　フル化
静岡県 国道 国道135号
静岡県 国道 国道152号
静岡県 国道 国道362号
静岡県 国道 国道362号　上長尾バイパス
静岡県 国道 国道150号　静岡バイパス
静岡県 国道 国道362号　都田バイパス
静岡県 国道 国道152号　浜北天竜バイパス



別紙２

都道府県都道府県都道府県都道府県 種別種別種別種別 路線名路線名路線名路線名
愛知県 高速道路 伊勢湾岸自動車道　飛島ＩＣ出口左折レーン変更（下り線）
愛知県 国道 国道247号
愛知県 国道 国道1号　岡崎市大平町交差点改良
愛知県 国道 国道155号　4車線化事業
愛知県 国道 国道419号
愛知県 国道 国道151号　新城バイパス
愛知県 国道 国道248号　瀬戸東バイパス（都市計画道路瀬戸環状東部線）
愛知県 国道 国道155号　村中拡幅
愛知県 国道 国道23号　知立バイパス
三重県 国道 国道306号　伊船バイパス
三重県 国道 国道422号　三田坂バイパス
三重県 国道 国道23号　中勢バイパス　側道
三重県 国道 国道311号　波田須・磯崎バイパス
三重県 国道 国道1号　北勢バイパス
滋賀県 高速道路 新名神高速　甲南ＩＣ
滋賀県 国道 国道161号　湖西道路　和邇ＩＣ　フル化
滋賀県 国道 国道161号　高島バイパス
滋賀県 国道 国道365号
滋賀県 国道 国道367号
京都府 有料道路 第二京阪道路　京田辺ＰＡ
京都府 有料道路 第二京阪道路　京田辺松井ＩＣ
京都府 国道 国道175号　大川橋
京都府 国道 国道178号　府中道路
京都府 国道 国道178号　養老伊根バイパス
京都府 国道 国道1号　第二京阪道路（京都南道路：一般道路）
大阪府 有料道路 第二京阪道路　枚方東ＩＣ～門真ＪＣＴ（仮称）
大阪府 国道 国道168号　天の川バイパス
大阪府 国道 国道1号　第二京阪道路（大阪北道路：一般道路）
兵庫県 国道 国道250号　飾磨バイパス
兵庫県 国道 国道427号　曾我井バイパス
兵庫県 国道 国道373号　鳥取自動車道　佐用平福ＩＣ
兵庫県 国道 国道426号　豊岡バイパス
奈良県 国道 国道308号　大宮道路（宝来～尼辻）
和歌山県 高速道路 阪和自動車道　和歌山北ＩＣ
和歌山県 国道 国道371号　温川トンネル
和歌山県 国道 国道480号
和歌山県 国道 国道424号　修理川バイパス
和歌山県 国道 国道370号　美里バイパス
和歌山県 国道 国道480号　平道路
鳥取県 高速道路 中国横断自動車道　姫路鳥取線　智頭ＩＣ～河原ＩＣ
鳥取県 高速道路 中国横断自動車道　姫路鳥取線　鳥取ＩＣ（仮称）～河原ＩＣ
鳥取県 高速道路 鳥取自動車道　用瀬ＩＣ/ＰＡ
鳥取県 国道 国道181号岸本バイパス
鳥取県 国道 国道9号　山陰自動車道　米子西ＩＣ新設
鳥取県 国道 国道29号　津ノ井バイパス（菖蒲～服部）
島根県 高速道路 山陰自動車道　斐川ＩＣ～出雲ＩＣ
島根県 国道 国道375号
島根県 国道 国道9号　益田道路
島根県 国道 国道432号　亀嵩バイパス
島根県 国道 国道485号　郡バイパス
島根県 国道 国道485号　郡バイパス（伊後～山田）
島根県 国道 国道54号　新三刀屋トンネル
島根県 国道 国道432号　菅原広瀬バイパス
島根県 国道 国道432号　菅原広瀬バイパス
島根県 国道 国道488号　長沢バイパス（1号トンネル区間）
島根県 国道 国道431号　東林木バイパス（副道部）
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岡山県 高速道路 鳥取自動車道　大原ＩＣ～佐用ＪＣＴ（仮称）
岡山県 国道 国道180号　岡山西バイパス（2－1工区）
岡山県 国道 国道430号　玉野拡幅
岡山県 国道 国道429号
岡山県 国道 国道482号
広島県 高速道路 広島高速2号線（府中仁保道路）
広島県 高速道路 広島高速3号線　宇品ランプ（仮）～吉島ランプ（仮）
広島県 有料道路 草津沼田有料道路　無料化
広島県 国道 国道185号　安芸津バイパス
広島県 国道 国道2号　広島南道路（宇品～出島）
広島県 国道 国道2号　広島南道路（出島～吉島）
広島県 国道 国道432号　甲山バイパス
広島県 国道 国道375号改良工事（唐香工区）
広島県 国道 国道488号　（湯来バイパス）
広島県 国道 国道487号　小用バイパス
広島県 国道 国道2号　西条バイパス拡幅
広島県 国道 国道375号　東広島呉道　東広島ＪＣＴ（仮称）～上三永ＩＣ間
広島県 国道 国道375号　東広島高田道路
山口県 高速道路 中国自動車道　美祢東ＪＣＴ（仮称）
山口県 有料道路 萩有料道路　無料化
山口県 国道 国道376号　須々万バイパス
山口県 国道 国道376号　須々万バイパス
山口県 国道 国道490号　美東大田道路
山口県 国道 国道188号　柳井バイパス
徳島県 国道 国道319号　市道川口引地線
徳島県 国道 国道195号　西宇バイパス
香川県 国道 国道32号　綾南・綾歌・満濃バイパス（綾歌工区）
香川県 国道 国道377号
香川県 国道 国道11号　西庄オフランプ
愛媛県 国道 国道197号
愛媛県 国道 国道56号　宇和島道路（津島ＩＣ～宇和島南ＩＣ）
愛媛県 国道 国道379号　内子東バイパス
愛媛県 国道 国道379号　内子東バイパス
高知県 高速道路 高知自動車道　土佐ＰＡスマートＩＣ
高知県 国道 国道321号　以布利バイパス
高知県 国道 国道439号
高知県 国道 国道56号　須崎道路　須崎東ＩＣ～須崎新荘ＩＣ（仮称）
福岡県 高速道路 九州自動車道　みやま柳川ＩＣ
福岡県 国道 国道322号　香春大任バイパス
福岡県 国道 国道442号　筑後バイパス
福岡県 国道 国道264号　豆津バイパス
福岡県 国道 国道442号　八女筑後バイパス
福岡県 国道 国道201号　飯塚庄内田川バイパス
福岡県 国道 国道210号　浮羽バイパス
福岡県 国道 国道208号　有明海沿岸道路（高田ＩＣ～大和南ＩＣ）
佐賀県 国道 国道444号
佐賀県 国道 国道444号　寺井津バイパス
佐賀県 国道 国道497号　唐津道路（西九州自動車道）　二丈鹿家ＩＣ～浜玉ＩＣ
長崎県 有料道路 西九州自動車道（佐世保道路）　佐世保みなとＩＣ～佐世保中央ＩＣ
長崎県 国道 国道382号　どう坂バイパス
長崎県 国道 国道207号
長崎県 国道 国道382号　改良工事
長崎県 国道 国道497号　西九州自動車道　佐々佐世保道路　佐世保中央ＩＣ～相浦中里ＩＣ
長崎県 国道 国道207号　長田バイパス（3工区）



別紙２

都道府県都道府県都道府県都道府県 種別種別種別種別 路線名路線名路線名路線名
熊本県 国道 国道266号
熊本県 国道 国道445号　御船1バイパス
熊本県 国道 国道219号（球泉洞バイパス）
熊本県 国道 国道266号（姫浦2）
熊本県 国道 国道387号　重味拡幅
熊本県 国道 国道387号　西里バイパス
熊本県 国道 国道3号　南九州西回り自動車道　（日奈久芦北道路）田浦ＩＣ～芦北ＩＣ
大分県 国道 国道442号　久住バイパス
大分県 国道 国道442号
大分県 国道 国道217号　佐伯弥生バイパス（第1期工区）
大分県 国道 国道442号　野津原バイパス
宮崎県 国道 国道327号（古園工区）
宮崎県 国道 国道448号　小崎バイパス（仮称）　恋ケ浦トンネル
宮崎県 国道 国道219号　板谷バイパス（板谷トンネル）
宮崎県 国道 国道448号　名谷バイパス
鹿児島県 高速道路 東九州自動車道　末吉財部ＩＣ～曽於弥五郎ＩＣ
鹿児島県 国道 国道58号　浦バイパス
鹿児島県 国道 国道58号
鹿児島県 国道 国道3号　鹿児島東西道路　鹿児島ＩＣ～田上ＩＣ（仮称）
鹿児島県 国道 国道448号　船間道路
鹿児島県 国道 国道226号　坊ノ津道路
鹿児島県 国道 国道504号　北薩横断道路　薩摩道路（永野ＩＣ～さつま観音滝ＩＣ）
鹿児島県 国道 国道58号　網野子バイパス
沖縄県 国道 国道58号　恩納南バイパス
沖縄県 国道 国道329号　宜野座改良
沖縄県 国道 国道390号
沖縄県 国道 国道505号
沖縄県 国道 国道506号　那覇空港自動車道　無料化
沖縄県 国道 国道331号　摩文仁改良
沖縄県 国道 国道331号　摩文仁改良



別紙４

名称 読み 名称 読み

相模原市 サガミハラシ

相模原市　緑区 サガミハラシ　ミドリク

相模原市　中央区 サガミハラシ　チュウオウク

相模原市　南区 サガミハラシ　ミナミク
佐世保市 サセボシ

北松浦郡　江迎町 キタマツウラグン　エムカエチョウ

北松浦郡　鹿町町 キタマツウラグン　シカマチチョウ

松本市 マツモトシ
東筑摩郡　波田町 ヒガシチクマグン　ハタマチ

長岡市 ナガオカシ
北魚沼郡　川口町 キタウオヌマグン　カワグチマチ

栃木市 トチギシ

下都賀郡　大平町 シモツガグン　オオヒラマチ

下都賀郡　藤岡町 シモツガグン　フジオカマチ

下都賀郡　都賀町 シモツガグン　ツガマチ

姶良郡　加治木町 アイラグン　カジキチョウ

姶良郡　姶良町 アイラグン　アイラチョウ

姶良郡　蒲生町 アイラグン　カモウチョウ

小林市 コバヤシシ
西諸県郡　野尻町 ニシモロカタグン　ノジリチョウ

宮崎市 ミヤザキシ
宮崎郡　清武町 ミヤザキグン　キヨタケチョウ

熊本市 クマモトシ

下益城郡　城南町 シモマシキグン　ジョウナンマチ

鹿本郡　植木町 カモトグン　ウエキマチ

湖西市 コサイシ
浜名郡　新居町 ハマナグン　アライチョウ

富士宮市 フジノミヤシ
富士郡　芝川町 フジグン　シバカワチョウ

印西市 インザイシ

印旛郡　印旛村 インバグン　インバムラ

印旛郡　本埜村 インバグン　モトノムラ

久喜市 クキシ

南埼玉郡　菖蒲町 ミナミサイタマグン　ショウブマチ

北葛飾郡　栗橋町 キタカツシカグン　クリハシマチ

北葛飾郡　鷲宮町 キタカツシカグン　ワシミヤマチ

加須市 カゾシ

北埼玉郡　騎西町 キタサイタマグン　キサイマチ

北埼玉郡　北川辺町 キタサイタマグン　キタカワベマチ

北埼玉郡　大利根町 キタサイタマグン　オオトネマチ

海部郡　七宝町 アマグン　シッポウチョウ

海部郡　美和町 アマグン　ミワチョウ

海部郡　甚目寺町 アマグン　ジモクジチョウ

近江八幡市 オウミハチマンシ
蒲生郡　安土町 ガモウグン　アヅチチョウ

南巨摩郡　増穂町 ミナミコマグン　マスホチョウ
南巨摩郡　鰍沢町 ミナミコマグン　カジカザワチョウ

八女市 ヤメシ

八女郡　黒木町 ヤメグン　クロギマチ

八女郡　立花町 ヤメグン　タチバナマチ

八女郡　矢部村 ヤメグン　ヤベムラ

八女郡　星野村 ヤメグン　ホシノムラ

豊川市 トヨカワシ
宝飯郡　小坂井町 ホイグン　コザカイチョウ

山口市 ヤマグチシ
阿武郡　阿東町 アブグン　アトウチョウ

2010/01/04 愛知県 西加茂郡　三好町 ニシカモグン　ミヨシチョウ 市制施行 みよし市 ミヨシシ

前原市 マエバルシ

糸島郡　二丈町 イトシマグン　ニジョウマチ

糸島郡　志摩町 イトシマグン　シママチ

長浜市 ナガハマシ
東浅井郡　虎姫町 ヒガシアザイグン　トラヒメチョウ
東浅井郡　湖北町 ヒガシアザイグン　コホクチョウ
伊香郡　高月町 イカグン　タカツキチョウ
伊香郡　木之本町 イカグン　キノモトチョウ
伊香郡　余呉町 イカグン　ヨゴチョウ
伊香郡　西浅井町 イカグン　ニシアザイチョウ

長野市 ナガノシ

上水内郡　信州新町 カミミノチグン　シンシュウシンマチ

上水内郡　中条村 カミミノチグン　ナカジョウムラ

宮古市 ミヤコシ
下閉伊郡　川井村 シモヘイグン　カワイムラ

紋別郡　上湧別町 モンベツグン　カミユウベツチョウ
紋別郡　湧別町 モンベツグン　ユウベツチョウ

清須市 キヨスシ
西春日井郡　春日町 ニシカスガイグン　ハルヒチョウ

気仙沼市 ケセンヌマシ
本吉郡　本吉町 モトヨシグン　モトヨシチョウ

高崎市 タカサキシ
多野郡　吉井町 タノグン　ヨシイマチ

前橋市 マエバシシ
勢多郡　富士見村 セタグン　フジミムラ

イトシマシ

ヤマグチシ

ナガハマシ2010/01/01 滋賀県 編入合併 長浜市

2010/02/01 愛知県 編入合併 豊川市

2010/01/01 福岡県 新設（対等）合併 糸島市

トヨカワシ

南巨摩郡　富士川町 ミナミコマグン　フジカワチョウ

ヤメシ2010/02/01 福岡県 編入合併 八女市

近江八幡市

カゾシ

アマシ

オウミハチマンシ

愛知県 新設（対等）合併/市制施行

2010/03/21 滋賀県 新設（対等）合併

クキシ

2010/03/08 山梨県 新設（対等）合併

2010/03/23 埼玉県 新設（対等）合併

2010/03/22

2010/03/23 埼玉県 新設（対等）合併 久喜市

2010/03/23 静岡県 編入合併 富士宮市

編入合併 湖西市 コサイシ

2010/03/23 熊本県 編入合併 熊本市

2010/03/29

編入合併 小林市

栃木県 新設（対等）合併 栃木市

2010/03/23 宮崎県

2010/03/23 鹿児島県

松本市

編入合併

編入合併 宮崎市

新設（対等）合併/市制施行 姶良市

佐世保市

マツモトシ

2010/04/01 神奈川県 相模原市 サガミハラシ

2010/03/31 長野県 編入合併

2010/03/31 長崎県 編入合併

宮古市

政令市

コバヤシシ

ミヤザキシ

サセボシ

マエバシシ

高崎市

ミヤコシ

タカサキシ

ケセンヌマシ気仙沼市

2009/05/05 群馬県 編入合併 前橋市

2009/06/01 群馬県 編入合併

2009/10/05 北海道 新設（対等）合併

2009/09/01 宮城県 編入合併

2009/10/01 愛知県 編入合併 清須市 キヨスシ

長岡市 ナガオカシ

ナガノシ

アイラシ

トチギシ

クマモトシ

フジノミヤシ

印西市

長野市

加須市

宮崎県2010/03/23

紋別郡　湧別町 モンベツグン　ユウベツチョウ

2010/01/01 岩手県 編入合併

2010/01/01 長野県 編入合併

2010/01/16 山口県 編入合併 山口市

あま市

編入合併 インザイシ

実施年月日

2010/03/23 静岡県

2010/03/23 千葉県

2010/03/31 新潟県

市区町村合併一覧市区町村合併一覧市区町村合併一覧市区町村合併一覧

旧市町村名
合併等の内容

合併、市・町制施行後の状況
都道府県


