
付　　　録



調査の名称 法令区分 所管 調査方法 周期 調査事項

国 勢 調 査 基幹統計 総務省 全数 5年
男女の別、出生の年月、就業状態、事業の種類、
仕事の種類、従業地又は通学地など

住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 基幹統計 総務省 標本 5年 住宅・世帯の居住状況及び所有関係など

就 業 構 造 基 本 調 査 基幹統計 総務省 標本 5年
15歳以上の者の有業無業の別、仕事の種類、就
業希望など

全 国 消 費 実 態 調 査 基幹統計 総務省 標本 5年 勤労者世帯の収入・支出など

経済センサス-基礎調査 基幹統計 総務省 全数 5年
事業所の名称、所在地、経営組織、開設時期、事
業の種類、企業の資本金など

経済センサス-活動調査 基幹統計
総務省
経済産業省

全数 5年
経営組織、事業所の開設時期、従業者数、事業所
の主な事業内容、売上及び費用の金額、事業所
別売上金額など

学 校 基 本 調 査 基幹統計 文部科学省 全数 毎年 学校数、学級数、生徒数及び教員数など

農 林 業 セ ン サ ス 基幹統計 農林水産省 全数
5年

（10年）
農家世帯員の状態、農業雇用労働、農業用地、農
業生産物など

漁 業 セ ン サ ス 基幹統計 農林水産省 全数 5年
漁業経営の状況、漁業種類、操業日数、漁船数、
漁獲物など

工 業 統 計 調 査 基幹統計 経済産業省 全数 毎年 事業所数、従業者数、製造品出荷額など

商 業 統 計 調 査 基幹統計 経済産業省 全数 5年 事業所数、従業者数、商品販売額など

山 口 県 人 口 移 動 統 計 調 査
山口県
条例

山口県 全数 毎月
出生数、死亡数、転入数、転出数、外国人数、世
帯数など

市　町　直　轄　統　計　調　査　一　覧　表



市   町   村   の   分   離   合   併

　 年　月　日   分合形式   　 新  市  町  村  名        関  係  旧  市  町  村  名

明治　22. 4. 1 新設合併 赤間関市 旧豊浦，清末藩のうち23町，1村

　　　29. 4. 1 新設合併 阿武郡 阿武郡，見島郡

　　　31. 7. 1 改　　称 吉敷郡大歳村 吉敷郡矢原朝田村

　　　31. 9. 1 改　　称 豊浦郡王司村 豊浦郡豊東前村

　　　31. 9. 1 改　　称 豊浦郡勝山村 豊浦郡豊東上村

　　　31. 9. 1 改　　称 豊浦郡生野村 豊浦郡豊東下村

　　　31. 9. 1 改　　称 豊浦郡黒井村 豊浦郡豊西東村

　　　32. 4. 1 分　　離 玖珂郡小瀬村 玖珂郡小瀬川村大字小瀬

　　　32. 4. 1 分　　離 玖珂郡和木村 玖珂郡小瀬川村大字和木，瀬田，関ヶ浜

　　　32. 4. 1 分　　離 大津郡仙崎村 大津郡仙崎通村大字瀬戸崎

　　　32. 4. 1 分　　離 大津郡通村 大津郡仙崎通村大字通

　　　32. 4. 1 分　　離 吉敷郡佐山村 吉敷郡井関村大字佐山

　　　32. 4. 1 改　　称 豊浦郡楢崎村 豊浦郡豊東郷村

　　　32. 4. 1 改　　称 豊浦郡西市村 豊浦郡豊田奥村

　　　33.10.15 改　　称 都濃郡徳山町 都濃郡徳山村

　　　34. 3. 1 改　　称 都濃郡下松町 都濃郡豊井村

　　　34. 3. 1 改　　称 熊毛郡阿月村 熊毛郡伊保庄南村

　　　34. 8. 1 改　　称 吉敷郡小郡町 吉敷郡小郡村

　　　35. 1. 1 新設合併 佐波郡防府町 佐波郡佐波村，三田尻村

　　　35. 6. 1 改　　称 下関市 赤間関市

　　　36. 4. 1 改　　称 熊毛郡平生町 熊毛郡平生村

　　　37. 1. 1 新設合併 玖珂郡坂上村 玖珂郡渋前村，藤谷村

　　　37. 1. 1 改　　称 大島郡久賀町 大島郡久賀村

　　　38. 1. 1 新設合併 玖珂郡柳井町 玖珂郡柳井津町，柳井村，古開作村

　　　38. 4. 1 新設合併 吉敷郡山口町 吉敷郡山口町，上宇野令村

　　　38. 4. 1 新設合併 玖珂郡岩国町 玖珂郡岩国町，横山村

　　　39. 1. 1 改　　称 熊毛郡室積町 熊毛郡室積村

　　　43. 7. 1 改　　称 豊浦郡安岡村 豊浦郡豊西中村

　　　43. 7. 1 改　　称 阿武郡椿村 阿武郡椿郷西分村

　　　44. 4. 1 改　　称 豊浦郡長府町 豊浦郡長府村

　　　44. 7. 1 改　　称 玖珂郡河山村 玖珂郡河波村

　　　45. 1. 1 改　　称 都濃郡福川町 都濃郡福川村

　　　45. 4. 1 改　　称 豊浦郡殿居村 豊浦郡豊田上村

大正　 2. 4. 5 境界変更 大津郡深川村 大津郡深川村，仙崎村（大字瀬戸崎浦の一部）

　　　 2. 4. 5 境界変更 大津郡仙崎村 大津郡仙崎村，深川村（大字東深川の一部）

　　　 3. 4.15 改　　称 大津郡仙崎町 大津郡仙崎村

　　　 3. 9. 1 改　　称 豊浦郡川中村 豊浦郡豊西下村

　　　 4. 7. 1 新設合併 吉敷郡山口町 吉敷郡山口町，下宇野令村

　　　 4.11.10 改　　称 都濃郡富田町 都濃郡富田村

　　　 4.11.10 改　　称 大島郡安下庄町 大島郡安下庄村

　　　 5. 6. 1 改　　称 大島郡小松町 大島郡小松志佐村

　　　 5. 6. 1 分　　離 玖珂郡藤河村 玖珂郡藤河村大字関戸，多田，阿品，田原

　　　 5. 6. 1 分　　離 玖珂郡御庄村 玖珂郡藤河村大字御庄，大谷，持国

　　　 6. 9. 1 改　　称 厚狭郡船木町 厚狭郡船木村

　　　 7. 5. 1 改　　称 豊浦郡神田村 豊浦郡神田下村

　　　 7.10. 1 改　　称 厚狭郡厚狭町 厚狭郡厚西村

　　　 9. 4. 3 改　　称 厚狭郡小野田町 厚狭郡須恵村

　　　10. 1.10 編入合併 下関市 下関市，豊浦郡生野村

　　　10. 2.11 改　　称 熊毛郡田布施町 熊毛郡田布施村

　　　10. 4. 5 境界変更 大島郡屋代村 大島郡屋代村，小松町（大字小松の一部）

　　　10. 4. 5 境界変更 大島郡小松町 大島郡小松町，屋代村（大字西屋代の一部）

　　　10. 5.17 改　　称 阿武郡椿東村 阿武郡椿郷東分村

　　　10.10. 1 改　　称 豊浦郡彦島町 豊浦郡彦島村

　　　10.11. 1 改　　称 宇部市 厚狭郡宇部村

　　　11.10. 1 改　　称 豊浦郡吉見村 豊浦郡豊西上村

　　　12. 4. 1 編入合併 阿武郡萩町 阿武郡萩町,椿東村,椿村,山田村



市   町   村   の   分   離   合   併（つづき）

　 年　月　日   分合形式   　 新  市  町  村  名        関  係  旧  市  町  村  名

大正　12. 8. 1 改　　称 美祢郡大田町 美祢郡大田村

　　　13. 1. 1 改　　称 美祢郡伊佐町 美祢郡伊佐村

　　　13. 2.11 改　　称 豊浦郡西市町 豊浦郡西市村

　　　13. 2.11 改　　称 阿武郡須佐町 阿武郡須佐村

　　　13. 8. 1 改　　称 玖珂郡玖珂町 玖珂郡玖珂村

　　　13. 8. 1 改　　称 玖珂郡高森町 玖珂郡高森村

　　　14. 2.11 改　　称 豊浦郡安岡町 豊浦郡安岡村

　　　14. 5. 1 改　　称 豊浦郡小串町 豊浦郡小串村

　　　15. 2.11 改　　称 玖珂郡由宇町 玖珂郡由宇村

　　　15.11. 1 改　　称 佐波郡中関町 佐波郡中関村

昭和　 3. 4.29 改　　称 玖珂郡麻里布町 玖珂郡麻里布村

　　　 3.11. 1 改　　称 大津郡深川町 大津郡深川村

　　　 4. 4. 1 編入合併 厚狭郡厚狭町 厚狭郡厚狭町，出合村

　　　 4. 4. 1 改　　称 都濃郡花岡村 都濃郡末武北村

　　　 4. 4.10 新設合併 山口市 吉敷郡山口町，吉敷村

　　　 6. 8. 1 編入合併 宇部市 宇部市，厚狭郡藤山村

　　　 7. 7. 1 改　　称 萩市 阿武郡萩町

　　　 7.11. 3 改　　称 豊浦郡小月町 豊浦郡小月村

　　　 8. 3.20 編入合併 下関市 下関市，豊浦郡彦島町

　　　10.10.15 改　　称 徳山市 都濃郡徳山町

　　　11. 8.25 新設合併 防府市 佐波郡防府町，中関町，華城村，牟礼村

　　　12. 3.26 編入合併 下関市 下関市，豊浦郡長府町

　　　12.11.15 編入合併 下関市 下関市，豊浦郡安岡町，川中村

　　　13. 4. 1 改　　称 厚狭郡高千帆町 厚狭郡高千帆村

　　　14. 4. 1 新設合併 熊毛郡周南町 熊毛郡三井村，島田村，浅江村，光井村

　　　14. 5. 1 改　　称 美祢郡大嶺町 美祢郡大嶺村

　　　14. 5.17 編入合併 下関市 下関市，豊浦郡小月町，清末村，王司村，勝山村，吉見村

　　　14.11. 3 編入合併 防府市 防府市，佐波郡西浦村

　　　14.11. 3 新設合併 下松市 都濃郡下松町，久保町，末武南村，花岡村

　　　14.11.13 境界変更 吉敷郡陶村 吉敷郡陶村，鋳銭司村（字四ツ辻及び字大畠の一部）

　　　14.11.13 境界変更 吉敷郡鋳銭司村 吉敷郡鋳銭司村，陶村（字下久保の一部）

　　　15. 4. 1 新設合併 岩国市 玖珂郡岩国町，麻里布町，川下村，愛宕村，灘村

　　　15. 4.29 改　　称 吉敷郡秋穂町 吉敷郡秋穂村

　　　15. 4.29 改　　称 都濃郡櫛浜町 都濃郡大華村

　　　15.10. 1 改　　称 熊毛郡光町 熊毛郡周南町

　　　15.11. 3 改　　称 玖珂郡広瀬町 玖珂郡広瀬村

　　　15.11. 3 改　　称 吉敷郡阿知須町 吉敷郡井関村

　　　15.11. 3 改　　称 都濃郡鹿野町 都濃郡鹿野村

　　　15.11. 3 改　　称 阿武郡江崎町 阿武郡田万崎村

　　　15.11. 3 新設合併 小野田市 厚狭郡高千帆町，小野田町

　　　16. 4. 1 編入合併 山口市 山口市，吉敷郡宮野村

　　　16. 5.10 境界変更 吉敷郡仁保村 吉敷郡仁保村，小鯖村(大字小鯖のうち一貫野)

　　　16.10.20 編入合併 宇部市 宇部市，厚狭郡厚南村

　　　16.11. 3 改　　称 大島郡白木村 大島郡家室西方村

　　　16.11. 3 編入合併 都濃郡富田町 都濃郡富田町，富岡村

　　　17. 4. 1 編入合併 徳山市 徳山市，都濃郡加見村，久米村

　　　17.11. 3 改　　称 阿武郡奈古町 阿武郡奈古村

　　　17.11. 3 改　　称 大津郡三隅町 大津郡三隅村

　　　18. 4. 1 新設合併 光市 熊毛郡光町，室積町

　　　18. 9.15 境界変更 小野田市 小野田市，宇部市(大字須恵のうち字上落合，上丸河内，

馬の鞍，若山，小野田若山，鐘究兎，小野田庭田，

小野田新立めぐり追)

　　　18.11. 1 編入合併 宇部市 宇部市，吉敷郡西岐波村

　　　18.11. 3 新設合併 熊毛郡大和村 熊毛郡塩田村，束荷村，岩田村，三輪村

　　　19. 4. 1 新設合併 徳山市 徳山市，都濃郡櫛浜町，富田町，福川町，大津島村，

夜市村，戸田村，湯野村



市   町   村   の   分   離   合   併（つづき）

　 年　月　日   分合形式   　 新  市  町  村  名        関  係  旧  市  町  村  名

昭和　19. 4. 1 新設合併 山口市 山口市，吉敷郡大歳村，平川村，秋穂二島村，名田島村，

陶村,小郡町，嘉川村，阿知須町，佐山村

　　　22.11.23 分　　離 吉敷郡阿知須町 山口市大字阿知須

　　　23. 6. 1 改　　称 厚狭郡埴生町 厚狭郡生田村

　　　24. 4. 1 境界変更 大津郡仙崎町 大津郡仙崎村，深川町（字無田開作）

　　　24. 4. 1 境界変更 熊毛郡勝間村 熊毛郡勝間村，高水村（字奥関屋）

　　　24. 8. 1 分　　離 都濃郡富田町 徳山市大字富田

　　　24. 9. 1 分　　離 都濃郡福川町 徳山市大字福川

　　　24.11. 1 分　　離 吉敷郡小郡町 山口市大字小郡

　　　25. 4. 1 境界変更 熊毛郡勝間村 熊毛郡勝間村，周防村(大字小周防のうち五頭寺，頭本，

井手ノ本，その他)

　　　26. 4. 1 編入合併 防府市 防府市，佐波郡右田村

　　　26. 4. 1 新設合併 豊浦郡菊川村 豊浦郡楢崎村，岡枝村

　　　27. 9.15 新設合併 大島郡大島町 大島郡小松町，屋代村

　　　28. 6. 1 改　　称 豊浦郡豊田前町 豊浦郡豊田前村

　　　28.10. 1 新設合併 都濃郡南陽町 都濃郡富田町，福川町

　　　29. 3.31 新設合併 長門市 大津郡深川町，仙崎町，通村，俵山村

　　　29. 3.31 新設合併 柳井市 玖珂郡柳井町，新庄村，余田村，日積村，伊陸村

　　　29. 3.31 新設合併 美祢市 美祢郡大嶺町，伊佐町，於福村，東厚保村，西厚保村，

豊浦郡豊田前町

　　　29. 4. 1 編入合併 防府市 防府市，佐波郡富海村

　　　29. 5. 1 編入合併 柳井市 柳井市，大島郡平郡村

　　　29. 5. 1 新設合併 大津郡油谷町 大津郡菱海村，宇津賀村，向津具村，日置村(大字歳小田

のうち字雨乞，観音ケ浴，上角石を除く)

　　　29. 8. 1 境界変更 下関市 下関市，豊浦郡豊西村(大字吉母，蓋井島，室津上

のうち字御崎)

　　　29.10. 1 編入合併 宇部市 宇部市，厚狭郡厚東村，小野村，二俣瀬村，吉敷郡東岐波村

　　　29.10. 1 新設合併 美祢郡美東町 美祢郡大田町，綾木村，真長田村，赤郷村

　　　29.10. 1 新設合併 豊浦郡豊田町 豊浦郡西市町，殿居村，豊田中村，豊田下村

　　　29.11. 1 編入合併 下松市 下松市，都濃郡米川村

　　　29.12. 1 新設合併 都濃郡都濃町 都濃郡須々万村，中須村，長穂村

　　　30. 1. 1 新設合併 阿武郡阿武町 阿武郡奈古町，宇田郷村，福賀村

　　　30. 1. 1 新設合併 熊毛郡田布施町 熊毛郡田布施町，城南村，麻郷村，麻里府村

　　　30. 1. 1 新設合併 熊毛郡平生町 熊毛郡平生町，大野村，曽根村，佐賀村

　　　30. 1.15 新設合併 大島郡大島町 大島郡大島町，沖浦村，蒲野村

　　　30. 3. 1 編入合併 萩市 萩市，阿武郡三見村，大井村，六島村，見島村

　　　30. 4. 1 編入合併 岩国市 岩国市，玖珂郡小瀬村，藤河村，御庄村，北河内村，

南河内村，師木野村，通津村

　　　30. 4. 1 新設合併 大島郡東和町 大島郡油田村，和田村，森野村，白木村

　　　30. 4. 1 新設合併 玖珂郡周東町 玖珂郡高森町，祖生村，米川村，川越村

　　　30. 4. 1 新設合併 玖珂郡美和村 玖珂郡秋中村，賀見畑村

　　　30. 4. 1 新設合併 玖珂郡錦町 玖珂郡広瀬町，深須村，高根村

　　　30. 4. 1 新設合併 玖珂郡大畠村 玖珂郡鳴門村，神代村(大字神代）

　　　30. 4. 1 編入合併 玖珂郡由宇町 玖珂郡由宇町，神代村(大字神東)

　　　30. 4. 1 新設合併 佐波郡徳地町 佐波郡出雲村，島地村，串村，八坂村，柚野村

　　　30. 4. 1 新設合併 吉敷郡大内町 吉敷郡仁保村，小鯖村，大内村

　　　30. 4. 1 新設合併 厚狭郡楠町 厚狭郡船木町，吉部村，万倉村

　　　30. 4. 1 新設合併 美祢郡秋芳町 美祢郡秋吉村，岩永村，別府村，共和村

　　　30. 4. 1 新設合併 豊浦郡豊浦町 豊浦郡豊西村，黒井村，川棚村，宇賀村(大字宇賀)

　　　30. 4. 1 新設合併 豊浦郡豊北町 豊浦郡神玉村，角島村，神田村，阿川村，粟野村，

滝部村，田耕村，宇賀村(大字北宇賀)

　　　30. 4. 1 新設合併 阿武郡阿東町 阿武郡篠生村，生雲村，地福村，徳佐村，嘉年村

　　　30. 4. 1 新設合併 阿武郡旭村 阿武郡佐々並村，明木村

　　　30. 4. 1 新設合併 阿武郡むつみ村 阿武郡高俣村，吉部村

　　　30. 4. 1 新設合併 阿武郡福栄村 阿武郡紫福村，福川村

　　  30. 4. 1 新設合併 阿武郡須佐町 阿武郡須佐町，弥富村



市   町   村   の   分   離   合   併（つづき）

　 年　月　日   分合形式   　 新  市  町  村  名        関  係  旧  市  町  村  名

昭和  30. 4. 1 新設合併 阿武郡田万川町 阿武郡江崎町，小川村

    　30. 4.10 新設合併 大島郡橘町 大島郡安下庄町，日良居村

　　　30. 4.10 新設合併 豊浦郡菊川町 豊浦郡菊川村，豊東村，内日村（大字日新）

　　　30. 4.10 編入合併 防府市 防府市，佐波郡小野村，吉敷郡大道村

　　　30. 7. 1 編入合併 光市 光市，熊毛郡周防村

　　　30. 7. 1 編入合併 下関市 下関市，厚狭郡王喜村，吉田村

　　　30. 7.20 新設合併 玖珂郡美川村 玖珂郡河山村，桑根村

　　　30. 7.20 新設合併 都濃郡都濃町 都濃郡都濃町，須金村(鹿野町に編入した地域を除く)

　　　30. 7.20 編入合併 都濃郡鹿野町 都濃郡鹿野町，須金村(大字金峰のうち字郷，奥谷及び

大字須万のうち字秘密尾，奥畑)

　　　30.10. 1 編入合併 徳山市 徳山市，都濃郡向道村

　　　30.10. 1 境界変更 吉敷郡小郡町 吉敷郡小郡町，美祢郡美東町(大字真名の一部)

　　　30.11. 1 編入合併 下関市 下関市，豊浦郡内日村

　　　30.11. 1 境界変更 都濃郡鹿野町 都濃郡鹿野町，佐波郡徳地町(大字巣野)

　　　30.11. 1 編入合併 都濃郡南陽町 都濃郡南陽町，佐波郡和田村

　　　31. 4. 5 境界変更 大島郡久賀町 大島郡久賀町，大島町(大字椋野)

　　　31. 4.10 境界変更 大島郡橘町 大島郡橘町，大島町(大字秋のうち字秋，吉浦)

　　　31. 7. 1 編入合併 豊浦郡豊浦町 豊浦郡豊浦町，小串町

　　　31. 7.20 編入合併 柳井市 柳井市，熊毛郡阿月村

　　　31. 9.30 新設合併 玖珂郡美和町 玖珂郡美和村，坂上村

　　　31. 9.30 編入合併 柳井市 柳井市，熊毛郡伊保庄村

　　　31. 9.30 新設合併 熊毛郡熊毛町 熊毛郡三丘村，高水村，勝間村，八代村

　　　31. 9.30 新設合併 厚狭郡山陽町 厚狭郡厚狭町，埴生町

　　　31. 9.30 境界変更 阿武郡田万川町 阿武郡田万川町，須佐町(字江津，尾浦)

　　　31.11. 3 編入合併 山口市 山口市，吉敷郡鋳銭司村

　　　32. 4.10 境界変更 熊毛郡大和村 熊毛郡大和村，光市(大字立野の一部)

宇部市，厚狭郡厚東村，小野村，二俣瀬村，吉敷郡東岐波村 　　　33. 2. 1 編入合併 熊毛郡上関村 熊毛郡上関村，室津村

　　　33. 2. 1 改　　称 熊毛郡上関町 熊毛郡上関村

　　　33.11. 1 境界変更 美祢市 美祢市，厚狭郡楠町(大字奥万倉の一部)

　　　34. 4. 1 改　　称 玖珂郡美川町 玖珂郡美川村

　　　37. 4. 1 境界変更 下松市 下松市，都濃郡都濃町(大字中須南の一部)

　　　38. 5. 1 編入合併 山口市 山口市，吉敷郡大内町

　　　41. 1. 1 編入合併 徳山市 徳山市，都濃郡都濃町

　　　45.11. 1 改　　称 都濃郡新南陽町 都濃郡南陽町

　　　45.11. 1 改　　称 新南陽市 都濃郡新南陽町

　　　46. 1.15 改　　称 熊毛郡大和町 熊毛郡大和村

　　　46. 4. 1 改　　称 玖珂郡大畠町 玖珂郡大畠村

　　　48. 4. 1 改　　称 玖珂郡和木町 玖珂郡和木村

　　　51. 1. 1 境界変更 都濃郡鹿野町 都濃郡鹿野町，新南陽市（大字高瀬字升谷の一部）

　　　53. 4. 1 改　　称 大津郡日置町 大津郡日置村

　　　55. 4. 1 境界変更 宇部市 宇部市，小野田市(字長沢二宮開作)

　　　55. 9. 1 境界変更 徳山市 徳山市，新南陽市(大字富田字古久保)

　　　55. 9. 1 境界変更 新南陽市 新南陽市，徳山市(大字下上字天保田)

　　　59. 6. 1 境界変更 豊浦郡菊川町 豊浦郡菊川町，豊田町(大字城戸字大下)

　　　59. 6. 1 境界変更 豊浦郡豊田町 豊浦郡豊田町，菊川町(大字西中山字豊田口)

　　　61. 6. 1 境界変更 山口市 山口市，吉敷郡小郡町(大字上郷字流通センター東)

　　　61. 6. 1 境界変更 吉敷郡小郡町 吉敷郡小郡町，山口市(大字朝田字流通センター)

　　　62. 3.21 境界変更 美祢市 美祢市，豊浦郡豊田町(大字殿敷字長瀬及び字叶松)

　　　62. 3.21 境界変更 豊浦郡豊田町 豊浦郡豊田町，美祢市(豊田前町保々字長瀬及び字後谷)

平成　元. 9. 1 境界変更 小野田市 小野田市，宇部市(大字東須恵字小野田の一部)

　　　 4. 9. 1 境界変更 宇部市 宇部市，山口市(大字佐山字村山の一部)

　　　 4. 9. 1 境界変更 山口市 山口市，宇部市(大字山中字横大道及び字上横大道並びに

大字善和字歯朶越の一部)

　　　 7. 2. 1 境界変更 大津郡日置町 大津郡日置町，油谷町(大字久富字鐘木，字深田，

字上野崎及び字鋳物師墓の一部)

　　　 7. 2. 1 境界変更 大津郡油谷町 大津郡油谷町，日置町(大字日置下字夕角及び字川篭の一部)



市   町   村   の   分   離   合   併（つづき）

　 年　月　日   分合形式   　 新  市  町  村  名

平成　 7. 6.21 境界変更 下関市 下関市，豊浦郡菊川町（大字日新字乳原井手及び

字南前田の一部）

　　　 7. 6.21 境界変更 豊浦郡菊川町 豊浦郡菊川町，下関市（大字内日下字南前田，字西前田

及び字法才の一部）

　　　 8.10.30 境界変更 山口市 山口市，吉敷郡阿知須町（字向澤下及び字向澤北の一部）

　　　 8.10.30 境界変更 吉敷郡阿知須町 吉敷郡阿知須町，山口市（大字佐山字南鳥貝山及び

字須田尻の一部）

　　　 9.10. 1 境界変更 山口市 山口市，吉敷郡小郡町（上郷字四郎丸，字四郎丸上，

字四郎丸及び字林崎の一部）

　　　 9.10. 1 境界変更 吉敷郡小郡町 吉敷郡小郡町，山口市（大字朝田字沼ヶ迫及び字岡ノ口

の一部）

　　　12. 3. 6 境界変更 美祢郡美東町 美祢郡美東町，秋芳町（大字秋吉字向原の一部）

　　　12. 3. 6 境界変更 美祢郡秋芳町 美祢郡秋芳町，美東町（大字大田字藤ノ本の一部）

　　　12. 5.31 境界変更 山口市 山口市，吉敷郡秋穂町（西字下田中及び字東大場田の

一部）

　　　12. 5.31 境界変更 吉敷郡秋穂町 吉敷郡秋穂町，山口市（秋穂二島字幸田及び字田中及び

字大場田の一部）

　　　12.10.20 境界変更 光市 光市，熊毛郡熊毛町（大字安田字安田尻，字赤田及び

字植田屋の一部）

　　　12.10.20 境界変更 熊毛郡熊毛町 熊毛郡熊毛町，光市（大字小周防字上取福の一部）

　　　14. 6.26 境界変更 玖珂郡周東町 玖珂郡周東町，熊毛郡田布施町（大字大波野字食道，

字神田原，字中畑，字鳥見の一部）

　　　14. 6.26 境界変更 熊毛郡田布施町 熊毛郡田布施町，玖珂郡周東町（大字田尻字田尻，

字大田，字峠の一部）

　　　14. 6.26 境界変更 熊毛郡大和町 熊毛郡大和町，田布施町（大字大波野字末清の一部）

　　　14. 6.26 境界変更 熊毛郡田布施町 熊毛郡田布施町，大和町（大字塩田字白石，字神田原の

一部）

　　　15. 4.21 新設合併 周南市 徳山市，新南陽市，熊毛郡熊毛町，都濃郡鹿野町

　　　15. 7. 1 境界変更 小野田市 小野田市，厚狭郡楠町（大字船木字鳶ヶ巣及び字迫田の

一部）

　　　15. 7. 1 境界変更 厚狭郡楠町 厚狭郡楠町，小野田市（大字高畑字三百田及び大字有帆

字名切の一部）

　　　15. 9.10 境界変更 柳井市 柳井市，熊毛郡田布施町（大字大波野字青ヶ浴及び

字下龍石の一部）

　　　15. 9.10 境界変更 熊毛郡田布施町 熊毛郡田布施町，柳井市（大字余田柿木田，字辰石及び

大字伊陸字青ヶ浴の一部）

　　　16.10. 1 新設合併 大島郡周防大島町 大島郡久賀町，大島町，東和町，橘町

　　　16.10. 4 新設合併 光市 光市，熊毛郡大和町

　　　16.11. 1 編入合併 宇部市 宇部市，厚狭郡楠町

　　　17. 2.13 新設合併 下関市 下関市，豊浦郡菊川町，豊田町，豊浦町，豊北町

　　　17. 2.21 新設合併 柳井市 柳井市，玖珂郡大畠町

　　　17. 3. 6 新設合併 萩市 萩市，阿武郡川上村，田万川町，むつみ村，須佐町，

旭村，福栄村

　　　17. 3.22 新設合併 長門市 長門市，大津郡三隅町，日置町，油谷町

　　　17. 3.22 新設合併 山陽小野田市 小野田市，厚狭郡山陽町

　　　17.10. 1 新設合併 山口市 山口市，佐波郡徳地町，吉敷郡秋穂町，小郡町，

阿知須町

　　　18. 3.20 新設合併 岩国市 岩国市，玖珂郡由宇町，玖珂町，本郷村，周東町，

錦町，美川町，美和町

　　　20. 3.21 新設合併 美祢市 美祢市，美祢郡美東町，秋芳町

　　　22. 1.16 編入合併 山口市 山口市，阿武郡阿東町

大津郡油谷町，日置町(大字日置下字夕角及び字川篭の一部)

関  係  旧  市  町  村  名



県　内　市　町　の　主　要　指　標

県統計分析課「50の指標でみる市町のすがた（平成28年度版）」

土地総面積 総人口 世帯数(総数） 人口増加率 小学校児童数 中学校生徒数 児童福祉施設数 1) 老人福祉施設数 2） 病院・診療所数 上水道普及率 3) 下水道等普及率 市町道舗装率 歳出決算額 財政力指数 市町税割合 市町民所得
（'14.12.31） （'14年） （'14.7.1） （'13.1.1～'13.12.31） （教員1人当たり） （教員1人当たり） （年少人口千人当たり） （老年人口千人当たり） （人口千人当たり） （人口1人当たり） （人口1人当たり）

'16..10.1 '15.10.1 '15.10.1 '15.10.1 第1次産業 第2次産業 第3次産業 事業所数 従業者数 事業所数 製造品出荷額等（1事業所当たり） 事業所数 商業年間販売額（1事業所当たり） '15.5.1 '15.5.1 '15.5.1 '15.5.1 '15.10.1 '15.3.31 '16.3.31 '15.4.1 '14年度 '14年度 '14年度 平成26年度
k㎡ 人 世帯 ％ ％ ％ ％ 事業所 人 事業所 百万円 事業所 百万円 人 人 施設 施設 施設 ％ ％ ％ 千円 ％ 千円

873.72          136,757         59,080          △0.94          3.5 27.0 66.3 6,249            53,340          166              1,917.1                                 1,600 183.5 12.9              11.3              3.34              1.92              1.02              83.6              70.0              90.7              461              0.596            27.8 2,790            

715.93          268,517         116,298         △0.90          4.5 23.5 70.0 12,331          112,815         392              1,402.3                                 3,553 191.7 13.9              12.5              2.80              2.42              1.14              97.5              84.0              91.4              455              0.538            26.7 3,064            

286.65          169,429         73,225          △0.36          2.5 27.1 68.2 6,849            70,154          179              2,717.2                                 1,880 257.7 16.1              13.6              2.24              2.77              1.09              99.3              90.5              91.9              395              0.701            34.7 3,085            

1,023.23        197,422         84,994          1.34              5.1 17.2 75.6 9,006            86,998          174              1,028.5                                 2,474 309.2 15.1              12.5              2.99              2.53              0.93              92.4              92.9              96.7              400              0.654            32.9 3,255            

698.31          49,560          21,620          △0.94          13.2 18.7 67.4 3,153            19,982          100              225.7                                   884 98.2 8.5               6.8               5.38              2.81              1.15              94.4              86.9              90.0              732              0.320            14.5 2,193            

189.37          115,942         47,573          △0.28          2.5 31.0 64.3 4,585            49,321          134              8,206.6                                 1,269 169.1 16.0              13.1              3.26              2.56              0.83              94.0              86.3              98.0              327              0.799            42.2 3,656            

89.35            55,812          23,757          1.25              1.7 33.2 64.5 2,465            25,885          98                2,933.6                                 766 270.4 16.4              14.9              2.42              1.70              0.88              98.2              89.2              96.6              373              0.870            44.1 3,609            

92.13            51,369          20,953          △0.59          2.9 31.7 63.2 1,885            18,703          55                7,417.2                                 522 169.3 13.3              12.7              2.98              2.08              0.86              93.9              86.5              99.1              431              0.736            37.3 3,169            

357.29          35,439          14,666          △0.82          13.6 22.8 63.3 1,798            13,059          79                781.0                                   558 120.0 10.7              8.6               4.49              1.71              0.93              96.6              89.8              92.0              635              0.338            15.9 2,165            

140.05          32,945          14,170          △0.49          6.9 21.8 69.1 1,865            14,240          40                1,018.7                                 545 145.5 10.3              10.9              4.61              1.75              1.27              76.1              75.4              79.1              501              0.518            28.7 2,589            

472.64          26,159          10,095          △1.69          12.7 26.5 59.8 1,242            10,871          62                1,966.0                                 347 88.1 6.9               6.2               9.19              2.63              0.80              89.5              79.2              85.7              604              0.373            20.6 3,226            

656.29          144,842         61,999          △0.26          3.1 30.2 63.7 7,077            68,706          170              7,637.7                                 1,799 235.4 14.2              12.2              2.61              1.70              1.01              92.7              94.9              95.4              466              0.815            36.7 3,638            

133.09          62,671          25,740          △0.29          3.2 32.0 63.3 2,240            24,417          95                9,478.0                                 623 178.6 15.0              11.4              4.21              2.66              1.10              99.3              80.2              98.2              464              0.687            33.7 3,592            

138.09          17,199          8,038            △1.16          23.2 14.7 61.4 922              4,659            15                247.6                                   285 44.1 4.9               6.0               18.07            3.25              0.99              93.1              61.9              92.5              820              0.183            9.2 1,568            

10.58            6,285            2,593            1.58              0.5 38.1 58.9 165              2,661            5                 131,943.4                              25 52.6 15.3              10.3              0.96              1.91              0.80              99.5              99.5              71.0              619              0.750            36.5 2,995            

34.69            2,803            1,459            △4.30          17.9 18.9 62.9 223              974              3                 101.5                                   61 25.7 4.2               3.2               11.56            1.33              2.50              99.2              28.7              77.5              1,511            0.127            4.6 1,773            

50.42            15,317          6,131            △0.76          5.2 30.4 62.5 519              4,306            39                1,132.4                                 129 121.5 13.5              11.7              3.20              2.13              0.33              64.6              71.6              98.1              363              0.445            29.5 2,643            

34.58            12,798          4,951            △1.86          5.7 27.2 65.7 491              4,143            26                1,255.8                                 131 93.2 14.6              13.0              5.33              2.37              0.78              77.3              82.0              94.5              391              0.393            24.5 2,186            

115.95          3,463            1,492            △0.77          26.6 21.8 51.4 175              1,029            6                 811.1                                   50 32.3 7.8               3.3               6.56              5.60              0.87              62.0              95.8              95.3              834              0.164            9.4 1,805            

6,112.34        1,404,729       598,834         △0.30          4.8 25.6 67.5 63,240          586,263         1,838            3,547.1                                 17,501 202.5 13.6              11.7              3.26              2.33              1.01              93.4              85.6              92.4              453              0.526            29.9 3,124            

1）　児童福祉施設：乳児院､児童養護施設､助産施設､保育所､児童館､児童遊園等をいう。
2）  老人福祉施設：デイサービスセンター､在宅介護支援センター､老人短期入所施設､老人 (養護・特別養護・軽費)ホーム及び老人福祉センターをいう。
3）　水道：上水道、簡易水道及び専用水道をいう。

周 南 市

美 祢 市

全　県

山陽小野田市

周防大島町

阿 武 町

田 布 施 町

平 生 町

和 木 町

上 関 町

防 府 市

下 松 市

下 関 市

宇 部 市

山 口 市

柳 井 市

光 市

長 門 市

萩 市

卸売・小売業就業者比率('15.10.1) 民営事業所（'14.7.1） 製造業（従業者4人以上）　

岩 国 市

市町村名


