
 

＜図表 年から 年にかけて経済指標が上昇した市区町村＞ 

2000年 2010年 2000年 2010年 2000年 2010年

北海道 中札内村 鹿児島県 龍郷町 北海道 幕別町

福岡県 久山町 北海道 音更町 広島県 大崎上島町

広島県 東広島市 福島県 湯川村 愛知県 東海市

山梨県 富士河口湖町 愛知県 阿久比町 熊本県 南小国町

愛知県 飛島村 東京都 江東区 北海道 清水町

福島県 西郷村 香川県 綾川町 北海道 長沼町

熊本県 菊陽町 茨城県 行方市 福岡県 上毛町

熊本県 南阿蘇村 福岡県 新宮町 福岡県 福智町

愛知県 東浦町 三重県 菰野町 香川県 三豊市

沖縄県 石垣市 福岡県 筑紫野市 群馬県 渋川市

鹿児島県 東串良町 福岡県 筑前町 群馬県 甘楽町

山形県 三川町 北海道 浜中町 長野県 宮田村

奈良県 三郷町 茨城県 鹿嶋市 広島県 尾道市

滋賀県 多賀町 沖縄県 金武町 愛知県 岩倉市

福島県 大玉村 宮城県 松島町 埼玉県 朝霞市

愛媛県 上島町 滋賀県 甲賀市 群馬県 安中市

愛知県 常滑市 岡山県 矢掛町 長崎県 諫早市

宮崎県 都農町 沖縄県 北谷町 茨城県 小美玉市

東京都 稲城市 大阪府 大阪狭山市 新潟県 弥彦村

宮崎県 木城町 新潟県 刈羽村 広島県 府中町

群馬県 昭和村 茨城県 龍ケ崎市 北海道 更別村

大分県 由布市 千葉県 白井市 千葉県 神崎町

埼玉県 杉戸町 岡山県 奈義町 愛知県 新城市

沖縄県 竹富町 愛知県 大府市 北海道 共和町

佐賀県 伊万里市 北海道 恵庭市 千葉県 浦安市

茨城県 つくばみらい市 徳島県 板野町 福岡県 苅田町

愛知県 扶桑町 奈良県 御所市 千葉県 八千代市

北海道 神恵内村 北海道 斜里町 広島県 安芸高田市

岐阜県 御嵩町 茨城県 かすみがうら市 埼玉県 幸手市

京都府 木津川市 福岡県 宮若市 宮城県 大郷町

群馬県 東吾妻町 群馬県 吉岡町 山口県 防府市

岐阜県 養老町 熊本県 西原村 鹿児島県 屋久島町

宮崎県 えびの市 岐阜県 池田町 青森県 階上町

茨城県 茨城町 埼玉県 白岡市 沖縄県 嘉手納町

三重県 多気町 千葉県 長柄町 石川県 白山市

長野県 長和町 愛知県 半田市 愛媛県 西条市

栃木県 上三川町 岩手県 久慈市 兵庫県 芦屋市

香川県 直島町 埼玉県 蕨市 福岡県 小竹町

愛知県 刈谷市 福島県 相馬市 北海道 黒松内町

愛知県 安城市 埼玉県 深谷市 愛知県 小牧市

茨城県 結城市 神奈川県 川崎市 長崎県 波佐見町

愛知県 稲沢市 千葉県 旭市 愛知県 みよし市

福岡県 みやこ町 愛知県 春日井市 和歌山県 北山村

北海道 安平町 愛知県 豊田市 三重県 桑名市

三重県 亀山市 埼玉県 和光市 青森県 六ヶ所村

青森県 平川市 徳島県 つるぎ町 北海道 東川町

佐賀県 基山町 岐阜県 揖斐川町 埼玉県 川越市

兵庫県 稲美町 北海道 中標津町 富山県 滑川市

広島県 坂町 岡山県 早島町 沖縄県 うるま市

山梨県 忍野村 鹿児島県 十島村 佐賀県 白石町

三重県 東員町 岡山県 瀬戸内市 北海道 仁木町

沖縄県 与那国町 奈良県 平群町 愛知県 日進市

沖縄県 東村 長野県 飯綱町 福島県 磐梯町

愛知県 武豊町 岐阜県 海津市 北海道 南幌町

福岡県 粕屋町 宮崎県 都城市 岐阜県 八百津町

長野県 軽井沢町 広島県 神石高原町 愛知県 知立市

三重県 明和町 群馬県 高山村 栃木県 真岡市

福島県 鏡石町 福島県 飯舘村 宮城県 岩沼市

栃木県 さくら市 熊本県 宇城市 北海道 厚真町

愛知県 弥富市 滋賀県 米原市 福岡県 太宰府市

福岡県 糸島市 長崎県 佐々町 鳥取県 大山町

埼玉県 川島町 北海道 大空町 宮崎県 椎葉村

北海道 別海町 北海道 小清水町 和歌山県 有田川町

福岡県 築上町 神奈川県 伊勢原市 長崎県 西海市

沖縄県 読谷村 福井県 永平寺町 静岡県 菊川市

鹿児島県 湧水町 熊本県 菊池市 栃木県 日光市

鹿児島県 鹿屋市 埼玉県 嵐山町 長崎県 長与町

滋賀県 竜王町 宮崎県 高鍋町 埼玉県 行田市

東京都 港区 福島県 矢吹町 沖縄県 沖縄市

北海道 芽室町 鹿児島県 姶良市 沖縄県 渡名喜村

北海道 東神楽町 愛媛県 松前町 栃木県 下野市

青森県 東通村 福島県 矢祭町 京都府 南丹市

静岡県 長泉町 宮城県 亘理町 北海道 鹿部町

北海道 愛別町 岡山県 赤磐市 北海道 羅臼町

大分県 中津市 三重県 伊賀市 岐阜県 関ケ原町

香川県 三木町 福岡県 篠栗町 鹿児島県 さつま町

沖縄県 中城村 茨城県 八千代町 愛知県 岡崎市

京都府 八幡市 和歌山県 岩出市 福岡県 大野城市

静岡県 森町 奈良県 橿原市 熊本県 御船町

茨城県 鉾田市 長野県 小川村 佐賀県 鳥栖市

指標上昇値順位 市区町村名
経済指標

指標上昇値 順位 市区町村名
経済指標

指標上昇値 順位 市区町村名
経済指標
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2000年 2010年 2000年 2010年

北海道 西興部村 愛知県 美浜町

兵庫県 福崎町 岐阜県 岐南町

沖縄県 西原町 愛知県 大治町

群馬県 板倉町 熊本県 益城町

愛知県 愛西市 北海道 ニセコ町

埼玉県 草加市 鹿児島県 肝付町

岐阜県 坂祝町 鹿児島県 霧島市

宮城県 利府町 宮城県 川崎町

静岡県 裾野市 宮崎県 三股町

沖縄県 粟国村 沖縄県 宜野座村

愛知県 西尾市 埼玉県 入間市

群馬県 伊勢崎市 岩手県 九戸村

群馬県 太田市 福岡県 八女市

沖縄県 宜野湾市 埼玉県 飯能市

東京都 小金井市 長野県 筑北村

岐阜県 大野町 群馬県 玉村町

茨城県 常陸大宮市 北海道 雨竜町

埼玉県 越谷市 東京都 瑞穂町

徳島県 北島町 大分県 大分市

長崎県 大村市 茨城県 稲敷市

兵庫県 伊丹市 福岡県 春日市

滋賀県 守山市 熊本県 あさぎり町

福島県 本宮市 宮城県 大和町

島根県 美郷町 愛媛県 伊方町

埼玉県 ときがわ町 愛媛県 今治市

神奈川県 逗子市 香川県 東かがわ市

山口県 下松市 東京都 町田市

埼玉県 三郷市 埼玉県 寄居町

福島県 天栄村 岡山県 吉備中央町

青森県 三沢市 秋田県 大潟村

石川県 津幡町 栃木県 市貝町

埼玉県 三芳町 島根県 吉賀町

大阪府 守口市 沖縄県 八重瀬町

島根県 知夫村 熊本県 阿蘇市

熊本県 大津町 栃木県 矢板市

富山県 砺波市 石川県 野々市市

北海道 京極町 茨城県 牛久市

新潟県 村上市 秋田県 小坂町

鹿児島県 伊佐市 栃木県 宇都宮市

埼玉県 上尾市 福島県 鮫川村

滋賀県 愛荘町 岡山県 倉敷市

静岡県 富士宮市 北海道 猿払村

北海道 訓子府町 鹿児島県 南さつま市

鹿児島県 長島町 宮城県 南三陸町

福岡県 川崎町 栃木県 大田原市

茨城県 神栖市 熊本県 美里町

岐阜県 各務原市 千葉県 長生村

宮城県 大衡村 岐阜県 関市

静岡県 御殿場市 千葉県 いすみ市

群馬県 館林市 大阪府 貝塚市

茨城県 坂東市 北海道 津別町

長野県 高山村 岡山県 新庄村

東京都 国立市 大分県 豊後高田市

和歌山県 かつらぎ町 新潟県 見附市

長野県 池田町 三重県 度会町

徳島県 阿南市

北海道 鹿追町

埼玉県 滑川町

福岡県 宗像市

福岡県 直方市

宮崎県 西都市

神奈川県 横浜市

埼玉県 加須市

鹿児島県 南九州市

埼玉県 八潮市

京都府 精華町

福岡県 小郡市

北海道 釧路町

熊本県 和水町

千葉県 印西市

宮崎県 綾町

北海道 清里町

愛知県 蟹江町

神奈川県 座間市

山形県 舟形町

徳島県 藍住町

北海道 湧別町

沖縄県 糸満市

宮崎県 門川町

愛知県 尾張旭市

順位 市区町村名
経済指標

指標上昇値 順位 市区町村名
経済指標

指標上昇値
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