
市川市中央図書館 地域行政資料・地域区分表（改訂変遷履歴付） 
 [平成22年4月1日現在] 

地域区分表は、中央図書館開館に向けて郷土資料を分類するために作成され、そのため最初は1994年時の市町村名で作成

されていました。94年以降の市制施行、合併などについては、表記名、分類等を順次変更して、改訂版を作成しています。 

 
Ｉ 市川市   ｲﾁｶﾜｼ 
 
C10 千葉県全般   

 
C10.01  九十九里  ｸｼﾞｭｳｸﾘ 
C10.02  京葉地帯  ｹｲﾖｳﾁﾀｲ 
C10.03  東京湾  ﾄｳｷｮｳﾜﾝ 
C10.04  内陸工業地帯 ﾅｲﾘｸｺｳｷﾞｮｳﾁﾀｲ 
C10.05  両総  ﾘｮｳｿｳ 

 
C20 下総国   ｼﾓｳｻﾉｸﾆ 
  

C20.01  印旛沼  ｲﾝﾊﾞﾇﾏ 
C20.02  江戸川  ｴﾄﾞｶﾞﾜ 
C20.03  手賀沼  ﾃｶﾞﾇﾏ 
C20.04  東総  ﾄｳｿｳ 
C20.05   利根川  ﾄﾈｶﾞﾜ  
C20.06   北総  ﾎｸｿｳ 

 
C21 （千葉郡）   ﾁﾊﾞｸﾞﾝ 

 
C21.1  千葉市  ﾁﾊﾞｼ 
C21.2  習志野市  ﾅﾗｼﾉｼ 
C21.3  八千代市  ﾔﾁﾖｼ 

 
C22 東葛飾郡   ﾋｶﾞｼｶﾂｼｶｸﾞﾝ 
 

C21.01  沼南町  ｼｮｳﾅﾝﾏﾁ 
⇒ 柏市 ※2005/03/28編入 
C21.02  関宿町  ｾｷﾔﾄﾞﾏﾁ  
⇒ 野田市 ※2003/06/06編入 

 
C22.1  我孫子市  ｱﾋﾞｺｼ 
C22.2  浦安市  ｳﾗﾔｽｼ 
C22.3  柏市  ｶｼﾜｼ 
C22.4   鎌ヶ谷市  ｶﾏｶﾞﾔｼ 
C22.5  流山市  ﾅｶﾞﾚﾔﾏｼ 
C22.6  野田市  ﾉﾀﾞｼ 
C22.7  船橋市  ﾌﾅﾊﾞｼｼ 
C22.8  松戸市  ﾏﾂﾄﾞｼ 

 

C23 印旛郡   ｲﾝﾊﾞｸﾞﾝ 
 

C23.01   印西町  ｲﾝｻﾞｲﾏﾁ  
⇒ 印西市 ※1996/04/01市制施行 ｲﾝｻﾞｲｼ  
C23.02  印旛村  ｲﾝﾊﾞﾑﾗ  
⇒ 印西市 ※2010/03/23編入 
C23.03  栄町  ｻｶｴﾏﾁ 
C23.04  酒々井町  ｼｽｲﾏﾁ 
C23.05  白井町  ｼﾛｲﾏﾁ 
⇒ 白井市 ※2001/04/01市制施行 ｼﾛｲｼ  
C23.06  富里町  ﾄﾐｻﾄﾏﾁ 
⇒ 富里市 ※2002/04/01市制施行 ﾄﾐｻﾄｼ  
C23.07   本埜村  ﾓﾄﾉﾑﾗ 
⇒ 印西市 ※2010/03/23編入 

 
C23.1  佐倉市  ｻｸﾗｼ 
C23.2  成田市  ﾅﾘﾀｼ 
C23.3  八街市  ﾔﾁﾏﾀｼ 
C23.4  四街道市  ﾖﾂｶｲﾄﾞｳｼ 

 
C24 香取郡   ｶﾄﾘｸﾞﾝ 
 

C24.01  小見川町  ｵﾐｶﾞﾜﾏﾁ 
⇒ 香取市 ※2006/03/27新設 
C24.02  栗源町  ｸﾘﾓﾄﾏﾁ 
⇒ 香取市 ※2006/03/27新設 
C24.03  神崎町  ｺｳｻﾞｷﾏﾁ  
C24.04  下総町  ｼﾓｳｻﾏﾁ 
⇒ 成田市 ※2006/03/27編入 
C24.05  大栄町  ﾀﾞｲｴｲﾏﾁ 
⇒ 成田市 ※2006/03/27編入 
C24.06  多古町  ﾀｺﾏﾁ 
C24.07  東庄町  ﾄｳﾉｼｮｳﾏﾁ 
C24.08  干潟町  ﾋｶﾀﾏﾁ 
⇒ 旭市 ※2005/07/01新設 
C24.09  山田町  ﾔﾏﾀﾞﾏﾁ 
⇒ 香取市 ※2006/03/27新設 

 
C24.1  佐原市  ｻﾜﾗｼ 
⇒ 香取市 ※2006/03/27新設 
C24.2  香取市※  ｶﾄﾘｼ 



C25 （海上郡）  ｶｲｼﾞｮｳｸﾞﾝ 
 

C25.01  飯岡町  ｲｲｵｶﾏﾁ 
⇒ 旭市 ※2005/07/01新設 
C25.02  海上町  ｳﾅｶﾐﾏﾁ 
⇒ 旭市 ※2005/07/01新設 

 
C25.1  旭市  ｱｻﾋｼ 
C25.2  銚子市  ﾁｮｳｼｼ 

 
C26 （匝瑳郡）  ｿｳｻｸﾞﾝ 
 
 C26.01  野栄町  ﾉｻｶﾏﾁ 
 ⇒ 匝瑳市 ※2006/01/23新設 
 C26.02  光町  ﾋｶﾘﾏﾁ 
 ⇒ 横芝光町 ※2006/03/27新設 
 
 C26.1  八日市場市 ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼ 
 ⇒ 匝瑳市 ※2006/01/23新設 
 C26.2  匝瑳市※  ｿｳｻｼ 
 
 
 
C30 上総国   ｶｽﾞｻﾉｸﾆ 
 
C31 山武郡   ｻﾝﾌﾞｸﾞﾝ 
 

C31.01  大網白里町 ｵｵｱﾐｼﾗｻﾄﾏﾁ 
C31.02  九十九里町 ｸｼﾞｭｳｸﾘﾏﾁ 
C31.03  山武町  ｻﾝﾌﾞﾏﾁ 
⇒ 山武市 ※2006/03/27新設 
C31.04  芝山町  ｼﾊﾞﾔﾏﾏﾁ 
C31.05  成東町  ﾅﾙﾄｳﾏﾁ 
⇒ 山武市 ※2006/03/27新設 
C31.06  蓮沼村  ﾊｽﾇﾏﾑﾗ 
⇒ 山武市 ※2006/03/27新設 
C31.07  松尾町  ﾏﾂｵﾏﾁ 
⇒ 山武市 ※2006/03/27新設 
C31.08  横芝町  ﾖｺｼﾊﾞﾏﾁ 
⇒ 横芝光町 ※2006/03/27新設 ﾖｺｼﾊﾞﾋｶﾘﾏﾁ 
 
C31.1  東金市  ﾄｳｶﾞﾈｼ 
C31.2  山武市  ｻﾝﾑｼ 

 

 

 

 

 

C32 長生郡   ﾁｮｳｾｲｸﾞﾝ 
 

C32.01  一宮町  ｲﾁﾉﾐﾔﾏﾁ 
C32.02  白子町  ｼﾗｺﾏﾁ 
C32.03  長生村  ﾁｮｳｾｲﾑﾗ 
C32.04  長南町  ﾁｮｳﾅﾝﾏﾁ 
C32.05  長柄町  ﾅｶﾞﾗﾏﾁ 
C32.06  睦沢町  ﾑﾂｻﾞﾜﾏﾁ 

 
C32.1  茂原市  ﾓﾊﾞﾗｼ 
 

C33 夷隅郡    ｲｽﾐｸﾞﾝ 
 
C33.01  夷隅町  ｲｽﾐﾏﾁ 
⇒ いすみ市  ※2005/12/05新設 
C33.02  大多喜町  ｵｵﾀｷﾏﾁ 
C33.03  大原町  ｵｵﾊﾗﾏﾁ 
⇒ いすみ市  ※2005/12/05新設 
C33.04  御宿町  ｵﾝｼﾞｭｸﾏﾁ 
C33.05  岬町  ﾐｻｷﾏﾁ 
⇒ いすみ市  ※2005/12/05新設 
 
C33.1  勝浦市  ｶﾂｳﾗｼ 
C33.2  いすみ市 ※ ｲｽﾐｼ 
 

C34 （市原郡）  ｲﾁﾊﾗｸﾞﾝ 
 
C34.1  市原市  ｲﾁﾊﾗｼ 
 

C35 （君津郡）  ｷﾐﾂｸﾞﾝ 
 
C35.1  木更津市  ｷｻﾗｽﾞｼ 
C35.2  君津市  ｷﾐﾂｼ 
C35.3  袖ヶ浦市  ｿﾃﾞｶﾞｳﾗｼ 
C35.4  富津市  ﾌｯﾂｼ 
 



C40 安房国   ｱﾜﾉｸﾆ 
 
C41 安房郡   ｱﾜｸﾞﾝ 

 
C41.01  天津小湊町 ｱﾏﾂｺﾐﾅﾄﾏﾁ 
⇒ 勝浦市 ※2005/02/11新設 
C41.02  鋸南町  ｷｮﾅﾝﾏﾁ 
C41.03  白浜町  ｼﾗﾊﾏﾏﾁ 
⇒ 南房総市 ※2006/03/20新設 
C41.04  千倉町  ﾁｸﾗﾏﾁ 
⇒ 南房総市 ※2006/03/20新設 
C41.05  富浦町  ﾄﾐｳﾗﾏﾁ 
⇒ 南房総市 ※2006/03/20新設 
C41.06  冨山町  ﾄﾐﾔﾏﾏﾁ 
⇒ 南房総市 ※2006/03/20新設 
C41.07  三芳村  ﾐﾖｼﾑﾗ 
⇒ 南房総市 ※2006/03/20新設 
C41.08  丸山町  ﾏﾙﾔﾏﾏﾁ 
⇒ 南房総市 ※2006/03/20新設 
C41.09  和田町  ﾜﾀﾞﾏﾁ 
⇒ 南房総市 ※2006/03/20新設 
 
C41.1  鴨川市  ｶﾓｶﾞﾜｼ 
C41.2  館山市  ﾀﾃﾔﾏｼ 
C41.3  南房総市  ﾐﾅﾐﾎﾞｳｿｳｼ 
  

C50  隣接県 
 

C50.1  茨城県  ｲﾊﾞﾗｷｹﾝ 
C50.2  神奈川県  ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ 
C50.3  埼玉県  ｻｲﾀﾏｹﾝ 
C50.4  東京都  ﾄｳｷｮｳﾄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


