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シ リ ー ズシ リ ー ズ --草津市の未来を考える草津市の未来を考える --  
 これからの草津市に求められているものは何か、あるべき姿を考えるべく、各分野の有識者の方にインタビュー

を行い、草津市の未来についてお話していただいた内容をシリーズとして掲載しています。 

 今年度最後となる今号は立命館大学スポーツ健康科学部教授である岡本直輝氏にインタビューを行いました。 

◆ 立命館大学びわこ・くさつキャンパス

（BKC）が開設されて２２年が経ちますが、

その頃と現状を見て草津のまちをどう感じま

すか 

一昨年、BKCは 20周年を迎えました。この

BKCの発展は、草津市、滋賀県から様々なご支

援あってのものと感謝しています。また、理

工系やスポ－ツ系の様々な学会の全国大会を

開催致しますと、全国の大学や研究機関の先

生方からBKCの環境の素晴らしさにお褒めのお

言葉を沢山頂いています。20数年前の理工学

部の移転時は、京都を離れる寂しさと新たな

地で展開する期待が交錯する雰囲気でありま

したが、草津市の歓迎にとても感激していま

した。私も4年後に経営学教員として移転を経

験し、学生らと草津宿場まつりに参加させて

頂きました。関係者の方々が、学生らに「あ

りがとう」と温かく接して頂きましたことを

京都では味わったことない学びの環境の始ま

りだと思いました。それから20年、南草津駅

周辺が大きく発展し、そしてＪＲの新快速が

停車することによって、街が新たな賑わいを

生み出しました。 

立命館大学の約6割近い学生が下宿をしてい

ますが、移転当時は京都への憧れを表現する

学生が大勢おりました。例えば、京都でコン

パしたいといった声も沢山ありましたが、近

年では京都は落ち着かないと南草津駅や草津

駅周辺で楽しむことが当たり前になっていま

す。その学生らを市民の方々が温かく支援し

て頂いておりますことから、学生らは「草津

はアルバイト先が沢山あり生活がしやすい」

と衣笠キャンパスや大阪いばらきキャンパス

の仲間らに伝えているようです。草津市は、

本当に学生に優しい街だと思います。 

 

◆ 専門分野であるスポーツ健康の観点から草津

市をどう評価されますか 

スポ－ツ健康分野の課題は、大きく二つあ

ります。一つ目は、少子化対策としての運動

環境の整備、二つ目は高齢化対策のための健

康維持・健康づくり運動の促進です。 

まず子どもの運動機会を増やすために、小

学校教育の中で運動時間を増やすなど独自の

取り組みが行われていますが、体力測定結果
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を伸ばす取り組みにだけに終わってはいけな

いと思います。私は大学で競技者を観ていま

すが、様々な競技を楽しく経験してきた学生

ほど心身ともに健康で活躍しています。その

ことが、競技を終えても新たな競技や様々な

運動を実践するきっかけとなっているようで

す。やはり生徒らが様々な競技種目に楽しく

関わる機会を整備することが必要だと思いま

す。そこで中学校クラブ活動における指導者

の整備に、取り組んで頂きたいと願っていま

す。中学校の先生方のご負担を考慮して、競

技団体などと連携して新たな指導者の確保が

求められますが、無償のボランティアコーチ

の配置は時代ともに難しいと思います。 

続いて、中高年の健康づくり運動について

は、自治会で様々な取り組みが行われていま

す。例えば自治会独自で体操プログラムや

ウォ－キングマップ等を作成したり、地域の

集まりで大学教員が体操教室を開催したりと

滋賀県の先頭を走っています。今後、行政が

全体を取りまとめ、運動したいが運動ができ

ない（しない）といった層への支援を検討し

て頂きたいと思います。また2024年には滋賀

県で第79回国民体育大会が開催されます。こ

の時に、草津市の幼児から高齢者までの独自

の活動をデモンストレ－ション種目として披

露し、健康都市NO1草津をPRしたいです。 

 

◆ 先生は地域連携室長のお立場でもありま

すが、地域連携室長として草津市はどの

ように感じられますか 

草津市は新しく住居を構える方々とって、

大変親切な町だと思っています。また市民の

方々はじめ企業や行政が守ってきた草津の文

化を大切にしながらも、新しい文化を若い世

代と共に創造していく熱意を感じています。

すなわち草津は、学生はじめ子育て世代の多

くの方々が自分の思いを語り、それを受け入

れることができる街だと思います。 

しかし産業を生み出し育てるといった点に

ついては、課題があるかと思います。例え

ば、草津宿場町と言いますが、昔は宿場町に

情報が入り、情報が経由する場所でもありま

した。望遠鏡で旗振り信号を観察し、情報を

得てまた発信をしていました。そのことから

考えますと、例えば草津市は情報産業を生み

出すアジアのシリコンバレ－になるという大

きな夢を見てもいいのではないかと思いま

す。大学には1万名以上の理工系の学生や教職

員が学び研究を進めていますが、今まで以上

に立命館大学の理工系の力を見て頂き協働で

きればと思います。 

少 な く と も、草 津 市 の 小 さ な コ ミ ュ ニ

ティ－の中では、グロ－バル化が進んでいま

す。野路町は新宮神社例祭で多くの留学生に

お神輿を担ぐ機会を与えてくれています。イ

ンドネシア、ベトナム、中国といった国々の

理工系の留学生がお世話になっています。そ

の懇親会場で、学生の出身国と連携する会社

を草津で起業してほしいといった夢話もある

ようです。 

京都の発信の企業は、京都に本社を置き世

界とビジネスを行っています。私は、将来草

津で日本全国、アジア、世界と仕事ができる

環境づくりが将来にむけて必要だと思いま

す。 

 

◆ 最後に未来の大学と草津市との関係のあ

り方についてお聞かせください 

少子化の影響で、大学の動きは今以上に活

発になってきます。特にBKCには、近畿圏ばか

りでなく、東海地域をはじめ全国から学生ら

が集まってくる魅力づくりが求められます。

当然、大学として今まで以上に教育力や研究

力を高めなくてはなりません。しかし、大学

だけでは取り組めないのが学生の生活環境づ

くりです。私は、衣笠キャンパスで 10年以上

生活した経験がありますが、草津は京都と比

較できないほど、学生に親切で学生を伸ばし

てくれる環境があると思います。今後大学に

必要なことは、キャンパス内だけでなく、

キャンパスの外にも教室がある学びの環境づ

くりです。学生の街に求められることは、

キャンパスの外にも先生や小言を言う親がい

る街だと思います。住民の方が先生であり親

であり、時には厳しく学生を叱ってくれるこ

とも必要です。そういった学生や父母から安

心・安全な草津と感じて頂く環境づくりを市

民の皆様方と立命館大学は協力しながら築い

ていくべきだと考えています。  

「草津が学生を育てる」「学生の住みやすさ

日本ＮＯ１」と胸を張ってアナウンスするこ

とによって、学生らの草津市への帰属意識が

さらに高まり、草津で世界と仕事をする企業

が増えることを願っています。  

－２－ 



「住みやすさ」に関する調査研究 －アンケート調査を踏まえて－ 

都市の「住みやすさ」に関する先行研究の調

査の結果、「住みやすさ」は個人の性別など基

本的な状況や、居住地域の環境、社会参加の状

況など、その人固有の要素にも左右され、それ

らによって「住みやすさ」実感に影響があるこ

とがわかりました。そこで、個人の背景を性

別、地域別に考慮して、草津市における市民の

「住みやすさ」に関する意識をアンケート調査

において抽出しようと試みました。 

アンケートの分析結果から、現状の草津市の

「住みやすさ」の要因となっているものは、①

利便性(日常の買い物や交通)、②必要な施設が

あること(医療施設など)、人とのコミュニケー

ションがある程度とれていること、④住環境と

しての自然環境の良さの4つであることがわか

りました。次に、現在草津市に居住している人

の「住みやすさ」向上に関わる要因を整理しま

▮▮平成２平成２7(2015)7(2015)年度年度  各調査研究の最終報告各調査研究の最終報告  
現在、下記の3つの調査研究の最終的なまとめに取りかかっています。5月頃には、報告書や報告会で公

表する予定です。 

草津市の産業構造に関する調査研究(2年目)  

                   －地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）活用に基づく産業政策の方向性－ 

今回の調査研究では、地

域経済は域外市場産業が地

域外から稼いだ資金を、域

内市場産業で循環させるこ

とで経済が発展していくと

いう経済モデルを考える、

経済産業省の「地域経済分

析の考え方とポイント」を

踏まえ、域外市場産業が域

外からいかに稼ぐかという

視点に立ち、地域経済分析

システムを活用した分析を

行いました。  
地域経済分析システムによる分析によれば、

草津市では電気機械が特徴的な域外市場産業と

して地域経済をけん引する主力産業ですが、今

後も地域経済の持続的成長を図るためには、域

外市場産業が持続的・安定的であることが重要

であるため、一部産業の動向等により直接的に

地域経済が悪循環に陥ることのないよう、新た

な域外市場産業の集積や競争力強化をすすめる

視点が必要となります。 

そこで、「地域経済分析の考え方とポイン

ト」で一般的に域外市場産業として示されてい

る農業と観光産業についても、資金の流れに着

目した地域経済の構造を理解し、ポイントを押

さえた有効な施策展開を考えるため、これら産

業の特徴を踏まえた、地域経済の好循環を進め

る産業政策の方向性を提案しました。  

▲ 地域経済の模式図  

出所：経済産業省（2015） 

今後も、地域経済分析システムは、自治体職

員でなくても使用できる機能が随時追加搭載さ

れる予定です。また、定期的なデータ更新によ

り、それぞれの機能が表示できる対象範囲も拡

大していくため、同じ画面展開でも新たな傾向

が判明する可能性もあります。 

そのため、報告書で用いた地域経済分析シス

テムの図は、自らシステムを操作することで各

自のパソコン画面でも再現できるよう、どのよ

うな操作で編集しているのかを明らかにするた

めに、画面上の右メニューも併せて掲載してい

ます。今後も発展していく地域経済分析システ

ムとともに報告書も活用していただき、多くの

市民が草津市の地域経済について議論されるこ

とを願います。 

した。アンケートにおいて仮定した「利便性」

「安全安心」「つながり」「ゆとり」「公的支

援」の5領域が草津市民の「住みやすさ」向上の

要因となり得ること、それぞれに「住みやす

さ」に影響すると考えられる要素を持っている

ことがわかりました(表1)。 

▲ 表１ 「住みやすさ」向上に関わる要因・要素 

要因 要素(項目)
現状に対する評価が
高いもの(平均値以上)

公共交通(バス・電車)の利便性が良い ○
日常の買い物の利便性が良い ○
犯罪が少ない
災害が少ない
集える場所がある
近所を含むコミュニケーションがある ○
伝統・文化
イベント等への参加
医療施設が充実 ○

高齢者施設が充実
子育て関係施設や教育が充実

公的施設

利便性

安全・安心

つながり

ゆとり

－３－ 



近年、全国の自治体でオープンデータ化の取

り組みが増加しています。オープンデータ化の

目的は、市が所有するデータを公開するだけで

はなく、そのデータを地域の課題解決や活性化

に向けた動きに発展させるため、産学公民の協

力を得て利活用することにあります。 

草津市においてもオープンデータ化を進める

ため、基本的な考え方・ルールについて調査研

究を行い、公開方法の検討と利活用のための課

題を抽出しました。オープンデータの公開方法

については滋賀県大津市と兵庫県神戸市の先行

事例を参考にし、研究会の中で検討しました。 

 オープンデータの利活用のための課題抽出の

事例研究として、次の3点について検討しまし

た。 

①草津版5374
ごみなし

アプリの作成 

②草津景観百選のwebシステムの作成 

③ぽかぽかソン(アイデアソン)の実施 

 

 これらを実施してわかったことは、1点目は印

刷物の発行やシステム化を行う際のデジタル

データの提出の課題、2点目は、単独のオープン

データだけではなく、複数のオープンデータを

組み合わせる発展性の課題、3点目は行政のカタ

ログサイトだけではなく地域を包括するカタロ

グサイトの必要性が明らかになりました。 

 今後、草津市がオープンデータ化を進めるた

めに必要なことは次のとおりです。 

 

①印刷物の発行やシステム化を行う際の仕様

書についての見直し 

②オープンデータを組み合わせ、新たな気づ

きを生み出す仕組みづくり 

③市役所のみでなく、地域を包括するカタロ

グサイトの概念の検討 

④産学公民連携のオープンデータのプラット

フォームづくり   

 

来年度、草津市のオープンデータ化の実現に向

けて、これらの要素を検討していきたいと思い

ます。 

 

－４－ 

草津市におけるオープンデータのあり方に関する調査研究 －データバンク機能の可能性を探る－ 

▲ オープンデータ化のプロセス 

「つながり」では、「近くに気軽に話せる

人がいる」、「気軽に集える場がある」とい

う意識は低くなっています。「ゆとり」で

は、「近所の人と話をすること」や「地域の

伝統文化やイベントなどへの積極的な参加」

の機会は少ないという意識があります。 

利便性や医療施設については、現状の「住

みやすさ」に対する意識でも評価が高く、高

齢者や子どもに関する施設などは社会情勢を

鑑みて計画的な対応が行われているものもあ

ります。これらは既に満足感をある程度まで

満たしていると考えると、今後、「住みやす

さ」を向上させる余地があるのは、「安全・

安心」、「つながり」、「ゆとり」の要因を

充実させていくことであると考えられます。  

さらに、住居表示をもとに、市内を①新市街

地地域、②旧市街地地域、③新旧混在地域、④

郊外地域の4種類に分類しました。分析の結果、

生活背景等を反映して、「住みやすさ」の向上

に求める要素が地域ごとに異なることがわかり

ました(表2)。 

利便性では、郊外地域で公共交通(バス・電車

など) や日常生活の買い物の利便性に対する関

心が高くなっています。 

必要な施設では、医療施設や高齢者施設に対

する関心が高く、郊外地域では、高齢者施設に

対して最も関心が高くなっています。 

安心・安全では、犯罪が少ないこと、自然災

害が少ないことに対して、どの地域においても

関心が高く、新市街地地域や新旧混在地域で特

に高くなっています。 

▲ 表２ 背景別「住みやすさ」向上に関わる要素（数値が高いもの・低いもの3つまで） 

数値が低いもの 新市街地 旧市街地 新旧混在 郊外 男性 女性

1 学童保育施設 学童保育施設 学童保育施設 高齢者施設 学童保育施設 学童保育施設
2 教育 教育 教育 バリアフリー 高齢者施設 高齢者施設
3 伝統・文化 高齢者施設 高齢者施設 学童保育施設 教育 教育

数値が高いもの 新市街地 旧市街地 新旧混在 郊外 男性 女性
1 医療施設 医療施設 医療施設 公共交通 医療施設 医療施設
2 防犯 公共交通 公共交通 医療施設 防犯 公共交通
3 高齢者施設 高齢者施設 高齢者施設 買い物しやすさ 高齢者施設 高齢者施設

「住みやすさ」に
対する意識

転居時の重視-住
続理由



  

－５－ 

▮▮コラム コラム －データでみる草津市－－データでみる草津市－  

人口増加が続く草津市－平成27（2015）年国勢調査結果（速報値）から－ 

草津市の世帯数は60,206世帯、1世帯当たり

の人員2.28は県内最少です。１世帯当たりの人

員は、滋賀県も全国も減少傾向ですが、草津市

は前回からの変動はありませんでした。 
 
全国で見た草津市の人口増加 

人口減少が全国的に進む中、草津市と近隣市

では今回は人口増加を維持しました。全国で人

口増加する市について見ると、人口増加したの

は全1,719市町村（東京都特別区は1市として計

算）の17.6%にあたる303市町村、東京都特別区

部、政令指定都市及びその周辺市町村が中心と

なっています。そこで次に草津市の人口増加の

状況を他の市と比較するために、政令指定都市

及び東京都特別区部、町村を除いた全国770市に

ついて、人口増加する上位20市の一覧を作成し

ました（表2）。 

草津市は、増加数では全国16番目、増加率で

は18番目、近畿地方では数・率ともに大阪府吹

田市に次いで2番目となっています。 

増加数は、全国トップが吹田市、以下、東京

圏（東京、埼玉、千葉、神奈川）の市が多い中

で、草津市は人口13万人規模で上位20に入った

4市（戸田、沖縄、草津、朝霞）のひとつです。

また本市より人口が多い東京都の日野、調布、

武蔵野の各市よりも増加数が多くなっているこ

とがわかります。 

増加率では、人口10万人以上に限ると、草津

市は8番目と高位に位置づけられます。また上位

20には入りませんでしたが、栗東市（4.88%）

21番目、守山市（4.28％）32番目と近隣の両市

も高い増加率を示しており、本市周辺地域の増

加率が全国的にみても高いことが確認できま

す。また、数・率ともに上位 20市に入ったの

は、草 津 市 の ほ か、戸 田、沖 縄、流 山、つ く

ば、吹田、朝霞の7市となっています。 
 
人口増加２市から学ぶ－吹田市と流山市－ 

今回の国勢調査結果で目を引くのが吹田市で

す。同市の人口増加数は、東京特別区や政令指

定都市の区を含めても全国10番目と高位にあり

ます。 

吹 田 市 で は 昭 和 30（1955）年 か ら 昭 和 45

（1970）年 頃 ま で 千 里

ニュータウンや大阪万博を

背景に急激に人口増加しま

したが、昭和 63（1988）年

から 平成 6（1994）年ま で

の7年間では1万4千人も人口

が減少しています。出生数

は死亡数を上回っていたも

のの、転出者数が転入者数

を大きく上回ったことがそ

の原因です。これに対して

近年は大規模なマンション

表１ 人口と世帯の状況（草津市、大津市、湖南各市、滋賀県） 

平成27（2015）年10月1日現在で実施された

平 成 27 年 国 勢 調 査 の 結 果 速 報 が、平 成 28

（2016）年2月26日、総務省統計局から発表さ

れました。ここでは、公表された速報値をもと

に草津市の人口状況について概観します。 

日本の総人口は1億2711万人になり前回の平

成22（2010）年から 94万7千人減少（0.7%）、

大正9（1920）年の調査開始以来はじめての人

口減少となりました。人口増加した都道府県

は、滋賀を含め、東京、愛知など8都県、草津市

への転入者が多い京都府は減少幅が拡大して

1.0％減、大阪府は増加から減少に転じて0.3％

減となりました。 

滋賀県の人口は 141万 3,184人、前回に比べ

2,407人（0.2％増）増加しました。人口は全国

では 26番目、近畿では奈良を抜いて大阪、兵

庫、京都に次いで4番目になりました。人口増加

率は全国7番目、近畿、中国、四国地方で人口増

加したのは滋賀県のみとなっています。 

しかしながら滋賀県では、人口増加率が昭和

50（1975）年10.77％をピークに低下し続けて

いることなどから、「県の人口は、今回の調査

では増加したものの、既にピークを過ぎて減少

している」とみています。 
 

人口増加が続く草津市と隣接３市 

草津市と周辺4市、滋賀県の国勢調査速報値を

示したのが表1です。 

草津市の人口は13万7,327人、前回に比べて

6,453人（4.93%増）増加しました。県内では、

人口は大津市に次いで2番目、増加数と増加率は

ともにトップとなりました。増加数で初めて大

津市を上回ったものの、前回に比べて数・率と

もに下回ったことから、草津市の人口増加も緩

やかになっているといえます。 

県内で人口増加したのは5市1町、増加数は、

草津、大津、守山、栗東の順に多く、増加率

は、草津、栗東、守山の順に高くなっていま

す。草津、大津、守山、栗東の4市では人口増加

が続いていますが、前回に比べていずれも数・

率ともに減少しています。また湖南では野洲市

が人口減少に転じており、湖南地域の人口増加

もピークを過ぎていると推察できます。 

（６ページへ続く） 
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草津市 137,327 6,453 4.93 9,715 8.02 -3.09 60,206 2.28
大津市 340,972 3,338 0.99 13,915 4.30 -3.31 136,202 2.50
守山市 79,837 3,277 4.28 5,737 8.10 -3.82 28,975 2.76
栗東市 66,764 3,109 4.88 3,786 6.32 -1.44 24,582 2.72
野洲市 49,893 -62 -0.12 469 0.95 -1.07 18,136 2.75
滋賀県 1,413,184 2,407 0.17 30,416 2.20 -2.03 537,294 2.63

*国勢調査（平成27年は速報値、平成22年は確定値）
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にある2つの快速停車駅近くに設置された「駅前

送迎保育ステーション」が注目されています。

駅近くの保育ステーションから市内の保育所に

園児を送迎する新しい政策手法で、これによ

り、待機児童数を抑制し、保護者の送迎の負担

を軽減しています。さらにこうした施策が評判

を呼んで、子育て世代が転居先として同市を選

ぶようになって、人口構造が若返ったとされま

す。 
 
草津市への転入者は、県内市町と京都・大阪

府からが多いことがわかっており、転入元であ

る滋賀で人口減少が始まり、京都・大阪では減

少が進んでいます。これまで人口増加してきた

本市でも今後を楽観視せず、本市の実態に即し

た適切な施策を着実に実現することが必要と

なっているのです。 

【資料】 
 ○平成27年国勢調査 人口速報集計（要計表による人口集計）結果 住宅・土地統計調査（総務省、各年版） 

 http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka.htm  
 ○平成27年国勢調査 滋賀県・市町別人口（速報値）http://www.pref.shiga.lg.jp/c/toukei/kokuchou/2015/files/kouhyou_ken.pdf 
 ○「増えています、吹田市の人口」http://www.city.suita.osaka.jp/var/ev0/0053/7046/2014_03_p2-p5.pdf 
 ○「コラム 送迎保育ステーション」、平成25年度版 厚生労働白書、pp.194-195 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/13/dl/2-01.pdf 

表２ 人口増加 上位20市（政令指定都市、東京都特別区、町村を除く） 

※ 平成27年 国勢調査 速報値による 

増加数が多い市 増加率が高い市 
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コラム コラム －データでみる草津市－－データでみる草津市－  人口増加が続く草津市人口増加が続く草津市  
や 戸 建 て が 建 設 さ

れ、千里ニュータウ

ンの再開発が進めら

れて、転入者が転出

者を上回る転入超過

が大きくなって人口

が増えています。 

吹田市では、転居

先に同市を選んだ理

由 と し て 順 に、職

場・学 校 が 近 い

（34%）、治 安 が よ

い（32%）、ま ち の

イ メ ー ジ が よ い

（25%）、交 通 の 便

が よ い（24%）、公

園や緑が多く自然環

境 が 豊 か（24%）を

あげています。「住

みたいまちにはワケ

がある」として、そ

の理由に、快適なア

クセス（旅客駅数府

内4位）、安心安全を

守る力（犯罪率府内

25位）、大学のあるまち（学生数府内1位）、充

実した医療（医師数府内2位）、豊かな緑（都市

公園面積府内3位）があると分析しています。 

治安では、警察、市、市民、企業が連携して

防犯活動に取り組み、街頭犯罪を平成13年に比

べて1/3以下と大幅に減少させています。治安向

上のための取り組みには、青色防犯パトロール

カーでの巡回や登下校時に子どもを見守る「子

ども見守り隊」などがあります。 

子育ての街として注目されるのが千葉県流山

市です。人口増加の要因にはつくばエクスプレ

スが開通し東京中心部への利便性が増したこと

もありますが、市の政策努力も増加に貢献して

います。「母になるなら、流山市。」のキャッ

チフレーズのもと、平成 25（2013）年までの4

年間で保育所定員を1.7倍に増やした上に、市内

順位

人口
平成27

（2015）年

（人）

平成22(2010)年
～27(2015)年の

人口増加数

(人）

1 大阪府 吹田市 374,526 18,728
2 埼玉県 川口市 578,245 16,739
3 神奈川県 藤沢市 424,103 14,446
4 千葉県 船橋市 622,823 13,783
5 埼玉県 戸田市 136,083 13,004
6 茨城県 つくば市 227,029 12,439
7 埼玉県 越谷市 337,562 11,249
8 千葉県 流山市 174,417 10,433
9 千葉県 柏市 414,054 10,042
10 沖縄県 沖縄市 139,315 9,066
11 愛知県 岡崎市 381,031 8,674
12 埼玉県 川越市 350,327 7,657
13 千葉県 市川市 481,492 7,573
14 福島県 いわき市 349,344 7,095
15 栃木県 宇都宮市 518,761 7,022
16 滋賀県 草津市 137,327 6,453
17 埼玉県 朝霞市 136,041 6,350
18 東京都 日野市 186,374 6,322
19 東京都 調布市 229,644 6,051
20 東京都 武蔵野市 144,683 5,949

自治体名 順位

人口
平成

27(2015)年

（人）

平成22(2010)年
～27(2015)年の

人口増加率（％）

1 愛知県 長久手市 57,593 10.71
2 埼玉県 戸田市 136,083 10.57
3 茨城県 つくばみらい市 49,146 10.54
4 沖縄県 沖縄市 139,315 6.96
5 埼玉県 吉川市 69,759 6.83
6 沖縄県 豊見城市 61,128 6.75
7 千葉県 流山市 174,417 6.36
8 石川県 野々市市 55,122 6.24
9 熊本県 合志市 58,402 6.18
10 福岡県 福津市 58,808 6.09
11 茨城県 つくば市 227,029 5.80
12 沖縄県 南城市 42,006 5.65
13 佐賀県 鳥栖市 72,910 5.55
14 大阪府 吹田市 374,526 5.26
15 千葉県 印西市 92,684 5.11
16 愛知県 高浜市 46,252 5.05
17 埼玉県 ふじみ野市 111,011 5.03
18 滋賀県 草津市 137,327 4.93
19 宮城県 名取市 76,719 4.90
20 埼玉県 朝霞市 136,041 4.90

自治体名

（5ページから続き） 


