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《ご利用いただく方々へ》

1 本書の数値は、厚生労働省が集約する、福祉行政報告例 (月 報 。年度報)、 被保護
者全国一斉調査、経理状況報告書、国庫負担金実績報告書、熊本県健康福祉部長寿
社会局社会福祉課が集約する福祉行政報告例附帯報告等に拠っています。

2 保護率の算出にあたっては、国勢調査実施年度は国勢調査人日、その他の年度に
ついては熊本県推計人口 (各年度 10月 1日 現在)を用いています。

3 各表においては、数値の単位未満は原則 として四捨五入 したため、それぞれの総
数 と内容の合計が一致 しない場合があります。

4.近年、市町村合併により、福祉事務所の新設・廃止・管轄変更が行われた地域に
ついては、下記により整理 してお ります。このため、各福祉事務所の数値の積算と、
「郡部計J「市部計」及び 「県合計Jが一致 しない場合があります。

a併年月 日 君[域 市町村名 合併関係市町村 統計上の整理

H1541 球磨郡 あさぎり町 球磨郡上村、免 田町、岡原

村、須恵村、深田村

合併前後とも県球磨所管で変更無し

H16331 上天童市 天草郡大矢野町、松島町、

姫戸町、龍 ヶ岳町

上天草市…平成 15年度については、

平成 16年 3月 の合併関係町村のデー

タを計上。

県天草…平成 15年度について、平成
15年 4月 ～平成 16年 2月 は合併前

所管町村、平成 16年 3月 は合併後所

管町村のデータを計上。平均値はこの

合算値 を 12で除 した。

H16 11 ] 下益城郡 美里町 下益城郡中央町、砥用町 合併前後 とも県宇城所管で変更無 し

H1711 筆北郡 芦北町 葦北郡田浦町、芦北町 合併前後 とも県芦北所管で変更無 し

H17 t 15 山鹿市 山鹿市、鹿本郡鹿北町、菊

鹿町、鹿本町、鹿央町

山鹿市…平成 16年度について、平成
16年 4月 ～ 正2月 は旧山鹿市、平成

17年 1月 ～ 3月 は新山鹿市のデータ

を計上。平均値はこの合算値を 12で
除 した。

県鹿本…平成 16年度について、平成
16年 4月 ～ 12月 は合併前所管町

村、平成 17年 1月 ～ 3月 は合併後所

管町村のデータを計上。平均値はこの

合算値 を 12で除 した。

宇城市 宇土郡三角町、不知火町、

下益城郡松橋町、小川町、

豊野町

宇城市…平成 16年度については、平

成 17年 1月 ～ 3月 のデータを計上。
平均値はこの合算値を3で除した。
県宇城…平成 16年度について、平成



16年 4月 ～ 12月 は合併前所管町

利、平成 17年 1月 ～ 3月 は合併後所

管町村のデータを計上。平均値はこの

合算値を 12で除した。

H17 2 11 阿蘇市 阿蘇郡―の宮町、阿蘇町、

波野村

阿蘇市…平成 16年度については、平

成 17年 2月 ～ 3月 のデータを計上。

平均値はこの合算値を 2で除 した。

上益城郡 山都町 阿蘇郡蘇陽町、上益城郡矢

部町、清和村

県阿幕…1平成 16年度について、平成
16年 4月 ～平成 17年 1月 は合併前

所管町村、平成 17年 2月 ～ 3月 は合

併後所管町村のデータを計上。平均値
はこの合算値を 12で除した。

県上益城…平成 16年度について、平

成 16年 4月 ～平成 ■7年 1月 は合併
前所管町村、平成 17年 2月 ～ 3月 は

合併後所管町村のデータを計上。平均

値はこの合算値を 12で除した。

H17 2 13 阿蘇郡 南阿蘇村 阿蘇郡自水村、久木野村、

長陽村

合併前後とも県阿蘇所管で変更無し

H17 3 22 菊池市 菊池市、菊池郡七城町、旭

志村、酒水町

菊池市…平成 16年度について、平成

16年 4月 ～平成 17年 2月 は旧菊池

市、平成 17年 3月 は新菊池市のデー

タを計上。平均値はこの合算値 を 12
で除 した。

県菊池…平成 16年度について、平成

16年 4月 ～平成 17年 2月 は合併前

所管町村、平成 17年 3月 は合併後所

管町村のデータを計上。平均値はこの

合算値 を 12で除 した。

H17 8 ] ノ(代市 人代市、人代郡坂本村、千

丁町、鏡 mr、 東陽村、泉村

人代市…平成 17年度について、平成
17年 4月 ～ 7月 は旧人代市、平成 1

7年 8月 ～平成 18年 9月 は新人代市
のデータを計上。平均値はこの合算値
を12で除した。

県人代一平成 17年度について、平成
17年 4月 ～ 7月 は合併前所管町村、

平成 17年 8月 ～平成 18年 3月 は合

併後所管町村のデータを計上。平均値
はこの合算値を 12で除した。

H17 10 1 人代郡 氷川町 人代郡竜北町、宮原町 合併前後 とも県人代所管で変更無 し

H17 10 3 玉名市 玉名市、玉名郡岱明町、横

島町、天水町

玉名市―平成 17年度について、平成

17年 4月 ～ 9月 は旧玉名市、平成 1

7年 10月 ～平成 18年 3月 は新玉名

市のデータを計上。平均値はこの合算

値を 12で除 した。

県玉名…平成 17年度について、平成

17年 4月 ～ 9月 は合併前所管町村、

平成 17年 10月 ～平成 18年 3月 は



合併後所管町村のデータを計上。平均

値はこの合算値を 12で除した。

H13 2 27 合志市 菊池郡合志町、西合志町 合志市…平成 17年度については、平

成 18年 2月 ～ 3月 のデータを計上。
平均値はこの合算値を 2で除した。

県菊池…平成 17年度について、平成
17年 4月 ～平成 18年 1月 は合併前

所管町村、平成 18年 2月 ～ 3月 は合

併後所管町村のデータを計上。平均値
はこの合算値を 12で除した。

H1831 玉名君[ 和水町 玉名郡菊水町、三カ日和町 合併前後 とも県玉名所管で変更無 し

H18 3 27 天草市 本渡市、牛深市、天草郡有

明町、御所浦町、倉岳町、

栖本町、新和町、五和町、

天草町、河浦町

天草市…平成 17年度については、平

成 18年 3月 の合併関係市町村のデー

タを計上。

本渡市・牛深市…平成 17年度につい

ては、平成 17年 4月 ～平成 18年 2

月のデータを計上。平均値はこの合算

値を 11で除した。

県天草…平成 17年度について、平成
17年 4月 ～平成 18年 2月 は合併前

所管町村、平成 18年 3月 は合併後所

管町村のデータを計上。平均値はこの

合算値を 12で除した。

H20 10 6 熊本市 熊本市(下益城郡富合町 熊本市…平成 20年度について、平成
20年 4月 ～ 9月 は旧熊本市、平成 2

0年 10月 ～平成 21年 3月 は新熊本
市のデータを計上。平均値はこの合算
値を 12で除した。

県宇城…平成 20年度について、平成
20年 4月 ～ 9月 は合併前所管町村、

平成 20年 10月 ～平成 21年 3月 は

合併後所管町村のデータを計上。平均

値はこの合算値を 12で除した。

H22 3 23 熊本市 熊本市、下益城郡城南町、

鹿本郡植木町

熊本市…平成 21年度について、平成

21年 4月 ～平成 22年 2月 は旧熊本

市、平成 22年 3月 は新熊本市のデー

タを計上。平均値はこの合算値 を 12
で除 した。

県宇城…平成 21年度について、平成

21年 4月 ～平成 22年 2月 は合併前

所管町村、平成 22年 3月 は合併後所

管町村のデータを計上。平均値はこの

合算値 を 12で除 した。

県鹿本一平成 21年度については、平

成 21年 4月 ～平成 22年 2月 のデー

タを計上。平均値はこの合算値を 11
で除 した。


