
また、各都道府県における出生率（人口千対）を人口指標とし、一人当た

り県民所得を経済指標とした場合の 年から 年までの 年毎の推

移をみると、全体的には、人口指標は 年から 年にかけて大きく低下

し、その後は 年まで微減傾向となっている。一方、経済指標は 年

から 年までは伸びていたが、 年にかけては低下している。

人口指標・経済指標ともに常に上位にある都道府県は、静岡県・愛知県・

滋賀県・広島県の４県である。 年は茨城県・栃木県をはじめ関東ブロッ

＜図表 人口指標が高く、経済指標が高い市区町村＞

（人口指標： 以上、経済指標： 以上）
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クの地域が上位の割合を占めていたが、 年以降は石川県・福井県・三重

県など中部ブロックで人口 万人未満の比較的中規模の県が上位に入って

きている。 年になると、東京圏への人口流入などを背景として、東京都、

千葉県、神奈川県がトップ３を占めている。

●人口・経済が上向いた市区町村

年から 年にかけて、経済指標が改善した市区町村は ある。

また人口が増えた市区町村は ある。それぞれの一覧表を掲げる。

＜図表 人口指標が高く、経済指標が高い都道府県＞

（備考）厚生労働省「人口動態統計」、内閣府「県民経済計算」をもとに作成 

 

人口指標 経済指標 人口指標 経済指標

（出生率（人口千対）） （１人当たり県民所得(千円）） （出生率（人口千対）） （１人当たり県民所得(千円））

茨 城 県 茨 城 県

栃 木 県 栃 木 県

埼 玉 県 山 梨 県

千 葉 県 静 岡 県

神 奈 川 県 愛 知 県

静 岡 県 滋 賀 県

愛 知 県 大 阪 府

滋 賀 県 兵 庫 県

広 島 県 広 島 県

福 岡 県

※13.7以上 ※1,600以上 ※10.1以上 ※2,700以上

人口指標 経済指標 人口指標 経済指標

（出生率（人口千対）） （１人当たり県民所得(千円）） （出生率（人口千対）） （１人当たり県民所得(千円））

茨 城 県 千 葉 県

栃 木 県 東 京 都

埼 玉 県 神 奈 川 県

神 奈 川 県 福 井 県

石 川 県 静 岡 県

長 野 県 愛 知 県

静 岡 県 三 重 県

愛 知 県 滋 賀 県

滋 賀 県 大 阪 府

大 阪 府 広 島 県

広 島 県 ※8.4以上 ※2,800以上

※9.6以上 ※3,000以上

1980年 1990年

2000年 2010年
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＜図表 年から 年にかけて人口が増加した市区町村＞ 

 

 

2000年 2010年 2000年 2010年 2000年 2010年

神奈川県 横浜市 東京都 日野市 茨城県 ひたちなか市

神奈川県 川崎市 千葉県 成田市 岐阜県 瑞穂市

福岡県 福岡市 大阪府 和泉市 奈良県 生駒市

愛知県 名古屋市 埼玉県 川越市 千葉県 鎌ケ谷市

北海道 札幌市 埼玉県 所沢市 愛知県 豊川市

埼玉県 さいたま市 愛知県 豊橋市 東京都 中野区

東京都 江東区 奈良県 香芝市 沖縄県 宜野湾市

千葉県 千葉市 東京都 東村山市 大阪府 箕面市

大阪府 大阪市 宮城県 富谷町 愛知県 東郷町

東京都 足立区 東京都 千代田区 栃木県 さくら市

東京都 世田谷区 滋賀県 守山市 大阪府 泉佐野市

東京都 江戸川区 埼玉県 上尾市 和歌山県 岩出市

千葉県 船橋市 京都府 木津川市 北海道 千歳市

東京都 練馬区 埼玉県 和光市 愛知県 常滑市

兵庫県 神戸市 沖縄県 沖縄市 岐阜県 美濃加茂市

東京都 中央区 千葉県 習志野市 愛知県 東浦町

東京都 町田市 埼玉県 伊奈町 静岡県 長泉町

埼玉県 川口市 神奈川県 海老名市 埼玉県 志木市

東京都 港区 埼玉県 朝霞市 愛知県 幸田町

兵庫県 西宮市 愛知県 大府市 埼玉県 滑川町

東京都 八王子市 千葉県 白井市 広島県 福山市

東京都 大田区 兵庫県 芦屋市 三重県 亀山市

東京都 品川区 熊本県 菊陽町 愛知県 あま市

広島県 広島市 京都府 精華町 福岡県 太宰府市

東京都 新宿区 埼玉県 新座市 埼玉県 坂戸市

宮城県 仙台市 栃木県 小山市 滋賀県 彦根市

神奈川県 相模原市 東京都 国分寺市 千葉県 野田市

東京都 豊島区 愛媛県 松山市 愛知県 知多市

岡山県 岡山市 滋賀県 栗東市 福岡県 那珂川町

千葉県 浦安市 東京都 北区 愛知県 碧南市

東京都 墨田区 愛知県 長久手市 千葉県 四街道市

東京都 文京区 埼玉県 吉川市 鹿児島県 鹿児島市

神奈川県 藤沢市 茨城県 牛久市 宮城県 利府町

千葉県 柏市 東京都 小平市 北海道 恵庭市

東京都 府中市 宮崎県 宮崎市 愛知県 小牧市

滋賀県 大津市 千葉県 印西市 東京都 武蔵村山市

東京都 杉並区 佐賀県 鳥栖市 岐阜県 可児市

愛知県 岡崎市 京都府 京田辺市 兵庫県 伊丹市

愛知県 豊田市 埼玉県 八潮市 茨城県 つくばみらい市

千葉県 市川市 愛知県 半田市 福岡県 小郡市

栃木県 宇都宮市 大阪府 吹田市 福島県 郡山市

東京都 荒川区 東京都 渋谷区 岐阜県 各務原市

茨城県 つくば市 愛知県 東海市 茨城県 鹿嶋市

東京都 板橋区 沖縄県 浦添市 神奈川県 座間市

東京都 葛飾区 茨城県 水戸市 埼玉県 日高市

千葉県 八千代市 福岡県 粕屋町 沖縄県 名護市

愛知県 安城市 茨城県 神栖市 沖縄県 石垣市

大分県 大分市 福岡県 筑紫野市 長野県 安曇野市

千葉県 松戸市 沖縄県 豊見城市 石川県 能美市

東京都 台東区 神奈川県 厚木市 三重県 松阪市

埼玉県 草加市 東京都 小金井市 埼玉県 富士見市

東京都 調布市 沖縄県 うるま市 石川県 白山市

東京都 目黒区 栃木県 那須塩原市 福岡県 宗像市

埼玉県 越谷市 神奈川県 鎌倉市 茨城県 龍ケ崎市

愛知県 春日井市 千葉県 木更津市 福岡県 糸島市

愛知県 一宮市 静岡県 御殿場市 東京都 国立市

東京都 西東京市 群馬県 太田市 群馬県 吉岡町

東京都 稲城市 石川県 野々市市 埼玉県 白岡市

神奈川県 大和市 千葉県 我孫子市 愛知県 豊明市

滋賀県 草津市 神奈川県 平塚市 東京都 東久留米市

埼玉県 戸田市 静岡県 袋井市 熊本県 大津町

東京都 立川市 長崎県 大村市 沖縄県 南風原町

沖縄県 那覇市 愛知県 尾張旭市 茨城県 東海村

広島県 東広島市 東京都 清瀬市 千葉県 大網白里市

岡山県 倉敷市 石川県 金沢市 東京都 狛江市

静岡県 浜松市 宮城県 名取市 東京都 武蔵野市

東京都 三鷹市 愛知県 高浜市 神奈川県 開成町

神奈川県 茅ヶ崎市 北海道 音更町 徳島県 藍住町

大阪府 茨木市 東京都 東大和市 埼玉県 三芳町

愛知県 日進市 愛知県 北名古屋市 新潟県 新潟市

愛知県 刈谷市 愛知県 知立市 三重県 朝日町

熊本県 熊本市 福岡県 志免町 山梨県 富士河口湖町

千葉県 流山市 東京都 昭島市 長野県 軽井沢町

三重県 鈴鹿市 福岡県 大野城市 愛知県 大治町

群馬県 高崎市 三重県 四日市市 宮城県 岩沼市

群馬県 伊勢崎市 熊本県 合志市 香川県 高松市

兵庫県 宝塚市 埼玉県 ふじみ野市 愛知県 清須市

愛知県 みよし市 愛知県 西尾市 大阪府 池田市

大阪府 堺市 三重県 桑名市 沖縄県 中城村

茨城県 守谷市 大阪府 枚方市 東京都 三宅村

市区町村名市区町村名順位 人口増加数
人口

順位
人口

人口増加数 順位 市区町村名
人口

人口増加数
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（備考）総務省「国勢調査報告」より引用

2000年 2010年 2000年 2010年 2000年 2010年

兵庫県 川西市 兵庫県 姫路市 福岡県 広川町

兵庫県 猪名川町 大阪府 田尻町 熊本県 宇土市

石川県 津幡町 千葉県 佐倉市 北海道 幕別町

静岡県 磐田市 北海道 苫小牧市 福岡県 宇美町

北海道 北広島市 大阪府 大阪狭山市 愛知県 蟹江町

岩手県 滝沢市 北海道 北斗市 埼玉県 蕨市

愛知県 犬山市 石川県 川北町 愛知県 岩倉市

福井県 鯖江市 沖縄県 与那原町 滋賀県 豊郷町

山梨県 南アルプス市 高知県 香南市 鳥取県 米子市

東京都 あきる野市 鹿児島県 姶良市 新潟県 聖籠町

岐阜県 羽島市 北海道 東神楽町 福岡県 苅田町

兵庫県 三田市 福岡県 筑後市 長野県 松川村

静岡県 富士市 岐阜県 池田町 千葉県 一宮町

大阪府 泉大津市 富山県 富山市 埼玉県 三郷市

香川県 宇多津町 岐阜県 本巣市 鳥取県 日吉津村

福岡県 古賀市 岐阜県 北方町 石川県 内灘町

大阪府 四條畷市 長野県 南箕輪村 長野県 原村

愛知県 武豊町 滋賀県 愛荘町 佐賀県 吉野ヶ里町

神奈川県 葉山町 福島県 西郷村 富山県 滑川市

埼玉県 鶴ヶ島市 愛知県 弥富市 沖縄県 竹富町

沖縄県 糸満市 滋賀県 東近江市 北海道 京極町

静岡県 吉田町 沖縄県 恩納村 和歌山県 上富田町

福岡県 新宮町 滋賀県 近江八幡市 岡山県 早島町

三重県 川越町 熊本県 西原村 和歌山県 日高町

栃木県 上三川町 群馬県 榛東村 長野県 宮田村

千葉県 市原市 神奈川県 逗子市 北海道 ニセコ町

長崎県 長与町 東京都 羽村市 滋賀県 長浜市

大阪府 熊取町 茨城県 阿見町 山梨県 忍野村

神奈川県 綾瀬市 三重県 玉城町 長崎県 佐々町

千葉県 東金市 青森県 おいらせ町 大阪府 泉南市

埼玉県 松伏町 広島県 坂町 岩手県 紫波町

香川県 丸亀市 沖縄県 金武町 兵庫県 小野市

山梨県 甲斐市 福岡県 須恵町 兵庫県 福崎町

沖縄県 読谷村 千葉県 富里市 福岡県 筑前町

大分県 日出町 奈良県 葛城市 滋賀県 甲賀市

沖縄県 八重瀬町 京都府 向日市 沖縄県 北中城村

長崎県 時津町 岐阜県 輪之内町 岐阜県 安八町

栃木県 下野市 滋賀県 湖南市 北海道 東川町

静岡県 掛川市 埼玉県 上里町 北海道 鷹栖町

三重県 菰野町 千葉県 長生村 福島県 大玉村

神奈川県 秦野市 富山県 舟橋村 沖縄県 嘉手納町

京都府 長岡京市 北海道 中標津町 愛知県 蒲郡市

大阪府 貝塚市 徳島県 松茂町 岡山県 里庄町

沖縄県 西原町 岐阜県 大野町 長野県 下條村

埼玉県 入間市 神奈川県 大磯町 北海道 七飯町

岩手県 矢巾町 大阪府 交野市 北海道 更別村

福岡県 篠栗町 兵庫県 加古川市 山梨県 鳴沢村

山口県 下松市 宮城県 大河原町 富山県 射水市

静岡県 裾野市 栃木県 真岡市 愛媛県 松前町

徳島県 北島町 埼玉県 桶川市 鹿児島県 龍郷町

愛知県 扶桑町 宮崎県 三股町 宮城県 亘理町

愛知県 大口町 福岡県 久山町 福島県 鏡石町

愛知県 江南市 福岡県 行橋市 長野県 川上村

静岡県 焼津市 福井県 坂井市 福岡県 大刀洗町

東京都 多摩市 長野県 山形村 三重県 いなべ市

千葉県 袖ケ浦市 福島県 大熊町 山梨県 山中湖村

山梨県 昭和町 長野県 高森町 新潟県 弥彦村

沖縄県 北谷町 栃木県 高根沢町 東京都 御蔵島村

福岡県 岡垣町 大阪府 忠岡町 東京都 利島村

岐阜県 岐南町 群馬県 みどり市 大阪府 太子町

岩手県 北上市 沖縄県 南城市 沖縄県 渡嘉敷村

静岡県 富士宮市 千葉県 八街市 東京都 日の出町

滋賀県 野洲市 東京都 瑞穂町 埼玉県 久喜市

奈良県 広陵町 奈良県 橿原市 群馬県 玉村町

山形県 東根市 沖縄県 宜野座村 静岡県 菊川市

宮城県 多賀城市 愛知県 瀬戸市

福岡県 春日市 山梨県 中央市

長野県 茅野市 長野県 箕輪町

神奈川県 伊勢原市 愛媛県 東温市

兵庫県 太子町 佐賀県 上峰町

愛知県 阿久比町 京都府 八幡市

静岡県 清水町 長野県 佐久市

愛知県 豊山町 三重県 明和町

神奈川県 大井町 熊本県 嘉島町

千葉県 酒々井町 熊本県 益城町

長野県 御代田町 静岡県 藤枝市

北海道 芽室町 京都府 宇治市

静岡県 三島市 岐阜県 笠松町

富山県 砺波市 福岡県 大木町

神奈川県 寒川町 宮城県 大和町

市区町村名順位 市区町村名
人口

人口増加数 順位 市区町村名
人口

人口増加数
人口

人口増加数 順位
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