
[中都市、小都市Ａ]

層に含まれる市
 

 　　　　　　　　　　　　　　下線は標本改正時の調査市

1
人口集中地区人口比率90.0%未
満

190,406 3 (01 北海道) 202 函館市、206 釧路市、213 苫小牧市

2
人口集中地区人口比率90.0%以
上

152,087 2 (01 北海道) 204 旭川市、207 帯広市

1 人口増減率-3.0%以上 86,567 3 (01 北海道) 203 小樽市、205 室蘭市、230 登別市

2 人口増減率-2.9%～1.0%未満 82,163 3 (01 北海道) 208 北見市、210 岩見沢市、235 石狩市

3 人口増減率1.0%以上 97,938 4
(01 北海道) 217 江別市、224 千歳市、231 恵庭市、
　　　　    234 北広島市

1
人口集中地区人口比率68.0%未
満

188,435 3
(02 青森県) 202 弘前市
(04 宮城県) 202 石巻市
(07 福島県) 204 いわき市

2
人口集中地区人口比率68.0%以
上

154,263 2
(02 青森県) 203 八戸市
(07 福島県) 203 郡山市

1
第１次産業就業者数比率8.9%未
満

166,207 8

(02 青森県) 208 むつ市
(03 岩手県) 206 北上市
(04 宮城県) 203 塩竈市、207 名取市、209 多賀城市
(06 山形県) 202 米沢市
(07 福島県) 202 会津若松市、205 白河市

2
第１次産業就業者数比率8.9%～
11.0%未満

174,495 7

(03 岩手県) 202 宮古市
(04 宮城県) 215 大崎市
(05 秋田県) 202 能代市、204 大館市
(06 山形県) 203 鶴岡市、204 酒田市
(07 福島県) 212 南相馬市

3
第１次産業就業者数比率11.0%
以上、人口増減率-3.53%未満

173,902 9

(04 宮城県) 205 気仙沼市、212 登米市、213 栗原市
(05 秋田県) 203 横手市、207 湯沢市、210 由利本荘市、
            212 大仙市
(07 福島県) 208 喜多方市、210 二本松市

4
第１次産業就業者数比率11.0%
以上、人口増減率-3.53%以上

178,711 8

(02 青森県) 205 五所川原市、206 十和田市
(03 岩手県) 205 花巻市、209 一関市、215 奥州市
(06 山形県) 210 天童市
(07 福島県) 207 須賀川市、213 伊達市

1
人口集中地区人口比率61.0%未
満、第２次産業就業者数比率
32.0%未満

274,181 4

(08 茨城県) 220 つくば市
(10 群馬県) 202 高崎市
(11 埼玉県) 202 熊谷市
(12 千葉県) 219 市原市

2
人口集中地区人口比率61.0%未
満、第２次産業就業者数比率
32.0%以上

288,280 6

(08 茨城県) 221 ひたちなか市
(09 栃木県) 202 足利市、208 小山市
(10 群馬県) 204 伊勢崎市、205 太田市
(20 長野県) 203 上田市

3
人口集中地区人口比率61.0%～
93.0%未満、第２次産業就業者
数比率20.5%未満

201,882 3 (12 千葉県) 212 佐倉市、217 柏市、220 流山市
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[中都市、小都市Ａ]

層に含まれる市
 

 　　　　　　　　　　　　　　下線は標本改正時の調査市
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4

人口集中地区人口比率61.0%～
93.0%未満、第２次産業就業者
数比率20.5%以上、人口増減率
-0.6%未満

224,878 4
(08 茨城県) 202 日立市
(11 埼玉県) 214 春日部市、215 狭山市
(14 神奈川県) 206 小田原市

5

人口集中地区人口比率61.0%～
93.0%未満、第２次産業就業者
数比率20.5%以上、
人口増減率-0.6%～1.0%未満

238,681 4

(11 埼玉県) 201 川越市
(12 千葉県) 208 野田市
(14 神奈川県) 211 秦野市
(20 長野県) 202 松本市

6

人口集中地区人口比率61.0%～
93.0%未満、第２次産業就業者
数比率20.5%以上、
人口増減率1.0%～4.0%未満、
世帯主の65歳以上世帯数比率
24.0%未満

340,965 3
(11 埼玉県) 222 越谷市
(14 神奈川県) 209 相模原市、212 厚木市

7

人口集中地区人口比率61.0%～
93.0%未満、第２次産業就業者
数比率20.5%以上、
人口増減率1.0%～4.0%未満、
世帯主の65歳以上世帯数比率
24.0%以上

273,530 4
(11 埼玉県) 208 所沢市、219 上尾市、230 新座市
(14 神奈川県) 203 平塚市

8

人口集中地区人口比率61.0%～
93.0%未満、第２次産業就業者
数比率20.5%以上、人口増減率
4.0%以上

314,935 3
(12 千葉県) 221 八千代市
(13 東京都) 201 八王子市、209 町田市

9
人口集中地区人口比率93.0%～
95.0%未満

298,774 3 (14 神奈川県) 201 横須賀市、205 藤沢市、207 茅ケ崎市

10
人口集中地区人口比率95.0%～
98.8%未満、第２次産業就業者
数比率20.0%未満

384,910 4
(12 千葉県) 203 市川市、204 船橋市
(13 東京都) 202 立川市
(14 神奈川県) 204 鎌倉市

11
人口集中地区人口比率95.0%～
98.8%未満、第２次産業就業者
数比率20.0%以上

267,290 2
(11 埼玉県) 203 川口市
(12 千葉県) 207 松戸市

12
人口集中地区人口比率98.8%～
100.0%未満

262,328 5

(11 埼玉県) 221 草加市
(12 千葉県) 216 習志野市、227 浦安市
(13 東京都) 212 日野市
(14 神奈川県) 213 大和市

13 人口集中地区人口比率100.0% 268,291 5
(13 東京都) 204 三鷹市、206 府中市、208 調布市、
            211 小平市、229 西東京市
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1
人口集中地区人口比率15.0%未
満

289,491 15

(08 茨城県) 216 笠間市、226 那珂市、227 筑西市、
            234 鉾田市、236 小見玉市
(09 栃木県) 206 日光市
(10 群馬県) 211 安中市
(12 千葉県) 215 旭市、226 富津市、230 八街市、
            236 香取市、237 山武市
(19 山梨県) 208 南アルプス市、211 笛吹市
(20 長野県) 220 安曇野市
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2
人口集中地区人口比率15.0%～
59.0%未満、第１次産業就業者
数比率5.8%未満

298,207 13

(08 茨城県) 204 古河市、208 龍ケ崎市、222 鹿嶋市
(09 栃木県) 203 栃木市、204 佐野市
(10 群馬県) 207 館林市
(11 埼玉県) 207 秩父市、210 加須市、212 東松山市、
            216 羽生市
(12 千葉県) 210 茂原市、225 君津市
(20 長野県) 206 諏訪市

3
人口集中地区人口比率15.0%～
59.0%未満、第１次産業就業者
数比率5.8%～9.3%未満

301,967 15

(08 茨城県) 207 結城市、211 常総市、232 神栖市
(09 栃木県) 205 鹿沼市、209 真岡市、213 那須塩原市、
            216 下野市
(10 群馬県) 208 渋川市、209 藤岡市、212 みどり市
(11 埼玉県) 211 本庄市
(12 千葉県) 211 成田市、213 東金市、229 袖ヶ浦市
(20 長野県) 214 茅野市

4
人口集中地区人口比率15.0%～
59.0%未満、第１次産業就業者
数比率9.3%以上

312,833 16

(08 茨城県) 205 石岡市、212 常陸太田市、228 板東市
(09 栃木県) 210 大田原市
(10 群馬県) 206 沼田市、210 富岡市
(11 埼玉県) 218 深谷市
(12 千葉県) 202 銚子市、205 館山市、233 富里市
(20 長野県) 205 飯田市、207 須坂市、209 伊那市、
            215 塩尻市、217 佐久市、218 千曲市

5
人口集中地区人口比率59.0%～
70.0%未満

318,015 14

(08 茨城県) 203 土浦市、224 守谷市
(10 群馬県) 203 桐生市
(11 埼玉県) 206 行田市、209 飯能市、238 蓮田市、
            239 坂戸市、240 幸手市、242 日高市
(12 千葉県) 206 木更津市、228 四街道市、231 印西市、
            232 白井市
(19 山梨県) 202 富士吉田市

6
人口集中地区人口比率70.0%～
82.0%未満

294,243 12

(08 茨城県) 217 取手市、219 牛久市
(11 埼玉県) 217 鴻巣市、231 桶川市、232 久喜市、
            233 北本市、241 鶴ヶ島市、243 吉川市
(13 東京都) 205 青梅市、228 あきる野市
(14 神奈川県) 214 伊勢原市
(19 山梨県) 210 甲斐市

7
人口集中地区人口比率82.0%～
99.6%未満、第２次産業就業者
数比率25.5%未満

283,202 11

(11 埼玉県) 227 朝霞市、228 志木市、229 和光市
(12 千葉県) 222 我孫子市、224 鎌ケ谷市
(13 東京都) 215 国立市、220 東大和市、221 清瀬市、
            224 多摩市、225 稲城市
(14 神奈川県) 208 逗子市

8
人口集中地区人口比率82.0%～
99.6%未満、第２次産業就業者
数比率25.5%以上

303,240 11

(11 埼玉県) 225 入間市、234 八潮市、235 富士見市、
            237 三郷市、245 ふじみ野市
(13 東京都) 223 武蔵村山市、227 羽村市
(14 神奈川県) 215 海老名市、216 座間市、218 綾瀬市
(20 長野県) 204 岡谷市

9
人口集中地区人口比率99.6%以
上

303,155 11

(11 埼玉県) 223 蕨市、224 戸田市、226 鳩ケ谷市
(13 東京都) 203 武蔵野市、207 昭島市、210 小金井市、
            213 東村山市、214 国分寺市、218 福生市、
            219 狛江市、222 東久留米市
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1 ― 173,561 3
(15 新潟県) 202 長岡市、222 上越市
(16 富山県) 202 高岡市

1
人口集中地区人口比率40%未
満、人口増減率0.4%未満

134,486 8

(15 新潟県) 224 佐渡市、210 十日町市、226 南魚沼市
(16 富山県) 205 氷見市、210 南砺市
(17 石川県) 202 七尾市、206 加賀市
(18 福井県) 209 越前市

2
人口集中地区人口比率40%未
満、人口増減率0.4%以上

122,313 5
(16 富山県) 211 射水市
(17 石川県) 203 小松市、210 白山市
(18 福井県) 207 鯖江市、210 坂井市

3 人口集中地区人口比率40%以上 131,706 6
(15 新潟県) 213 燕市、218 五泉市、204 三条市、
            205 柏崎市、206 新発田市
(18 福井県) 202 敦賀市

1
人口集中地区人口比率65.9%未
満

290,036 5

(21 岐阜県) 202 大垣市
(22 静岡県) 211 磐田市
(23 愛知県) 211 豊田市
(24 三重県) 204 松阪市、207 鈴鹿市

2
人口集中地区人口比率65.9%～
72.9%未満

329,245 4
(23 愛知県) 201 豊橋市、203 一宮市、212 安城市
(24 三重県) 202 四日市市

3
人口集中地区人口比率72.9%以
上

301,847 4
(22 静岡県) 203 沼津市、210 富士市
(23 愛知県) 202 岡崎市、206 春日井市

1
人口集中地区人口比率37.0%未
満

319,667 17

(21 岐阜県) 205 関市、206 中津川市、209 羽島市、
            210 恵那市、211 美濃加茂市、214 可児市、
            216 瑞穂市
(22 静岡県) 213 掛川市、215 御殿場市、216 袋井市、
            220 裾野市、226 牧之原市
(23 愛知県) 221 新城市、231 田原市、232 愛西市
(24 三重県) 215 志摩市、216 伊賀市

2
人口集中地区人口比率37.0%～
72.0%未満、人口増減率1.3%未
満

333,238 13

(21 岐阜県) 203 高山市、204 多治見市、212 土岐市
(22 静岡県) 208 伊東市、209 島田市、214 藤枝市、
            225 伊豆の国市
(23 愛知県) 208 津島市、214 蒲郡市、217 江南市、
            220 稲沢市
(24 三重県) 203 伊勢市、208 名張市

3
人口集中地区人口比率37.0%～
72.0%未満、人口増減率1.3%以
上

307,756 11

(21 岐阜県) 213 各務原市
(22 静岡県) 207 富士宮市、212 焼津市
(23 愛知県) 207 豊川市、213 西尾市、215 犬山市、
            216 常滑市、223 大府市、224 知多市、
            230 日進市
(24 三重県) 205 桑名市

4
人口集中地区人口比率72.0%以
上

318,636 12

(22 静岡県) 206 三島市
(23 愛知県) 204 瀬戸市、205 半田市、209 碧南市、
            210 刈谷市、219 小牧市、222 東海市、
            225 知立市、226 尾張旭市、229 豊明市、
　　　　    233 清須市、234 北名古屋市

1
人口集中地区人口比率88.0%未
満

328,461 4
(27 大阪府) 202 岸和田市、219 和泉市
(28 兵庫県) 201 姫路市、210 加古川市

2
人口集中地区人口比率88.0%～
96.0%未満

326,463 4
(28 兵庫県) 203 明石市、204 西宮市、214 宝塚市、
            217 川西市

3
人口集中地区人口比率96.0%～
97.8%未満

363,033 4
(27 大阪府) 207 高槻市、210 枚方市、211 茨木市、
            215 寝屋川市

4
人口集中地区人口比率97.8%～
100.0%未満

274,838 3
(26 京都府) 204 宇治市
(27 大阪府) 212 八尾市、227 東大阪市
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5 人口集中地区人口比率100.0% 394,590 4
(27 大阪府) 203 豊中市、205 吹田市
(28 兵庫県) 202 尼崎市、207 伊丹市

1
65歳以上世帯数比率25.0%未
満、人口集中地区人口比率
76.0%未満

238,729 11

(25 滋賀県) 206 草津市、207 守山市、208 栗東市、
            211 湖南市
(26 京都府) 206 亀岡市、211 京田辺市、214 木津川市
(28 兵庫県) 219 三田市
(29 奈良県) 209 生駒市、210 香芝市
(30 和歌山県) 209 岩出市

2
65歳以上世帯数比率25.0%未
満、人口集中地区人口比率
76.0%～93.0%未満

260,181 11

(26 京都府) 210 八幡市
(27 大阪府) 208 貝塚市、213 泉佐野市、214 富田林市、
            228 泉南市、229 四條畷市、230 交野市、
            231 大阪狭山市、232 阪南市
(28 兵庫県) 216 高砂市
(29 奈良県) 205 橿原市

3
65歳以上世帯数比率25.0%未
満、人口集中地区人口比率
93.0%以上

230,390 9

(26 京都府) 208 向日市、209 長岡京市
(27 大阪府) 206 泉大津市、218 大東市、220 箕面市、
            221 柏原市、223 門真市、224 摂津市、
            225 高石市

4

65歳以上世帯数比率25.0%以
上、第１次産業就業者数比率
6.0%未満、人口増減率-2.0%未
満

223,274 8

(26 京都府) 202 舞鶴市、207 城陽市
(27 大阪府) 209 守口市、216 河内長野市、217 松原市
(29 奈良県) 202 大和高田市、203 大和郡山市、
　　　　　　206 桜井市

5

65歳以上世帯数比率25.0%以
上、第１次産業就業者数比率
6.0%未満、人口増減率-2.0%以
上

287,459 12

(25 滋賀県) 202 彦根市、203 長浜市、204 近江八幡市、
            209 甲賀市、213 東近江市
(27 大阪府) 204 池田市、222 羽曳野市、226 藤井寺市
(28 兵庫県) 206 芦屋市、212 赤穂市、215 三木市、
            229 たつの市

6
65歳以上世帯数比率25.0%以
上、第１次産業就業者数比率
6.0%以上

218,067 12

(25 滋賀県) 212 高島市
(26 京都府) 201 福知山市、212 京丹後市
(28 兵庫県) 205 洲本市、209 豊岡市、223 丹波市、
            224 南あわじ市
(29 奈良県) 204 天理市
(30 和歌山県) 202 海南市、203 橋本市、206 田辺市、
            208 紀の川市

1 人口増減率0.0%未満 291,156 5
(34 広島県) 202 呉市、205 尾道市
(35 山口県) 201 下関市、202 宇部市、215 周南市

2 人口増減率0.0%以上 299,075 3
(33 岡山県) 202 倉敷市
(34 広島県) 207 福山市、212 東広島市

1
第１次産業就業者数比率4.8%未
満

137,017 6

(33 岡山県) 204 玉野市
(34 広島県) 213 廿日市市
(35 山口県) 206 防府市、207 下松市、210 光市、
            216 山陽小野田市

2
第１次産業就業者数比率4.8%～
8.0%未満

145,298 5
(31 鳥取県) 202 米子市
(33 岡山県) 203 津山市、205 笠岡市、208 総社市
(35 山口県) 208 岩国市

3
第１次産業就業者数比率8.0%以
上

157,103 8

(31 鳥取県) 203 倉吉市
(32 島根県) 202 浜田市、203 出雲市、204 益田市
(33 岡山県) 214 真庭市
(34 広島県) 204 三原市、209 三次市
(35 山口県) 204 萩市

小
都
市
Ａ

中
都
市

近
畿

小
都
市
Ａ

中
国
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[中都市、小都市Ａ]

層に含まれる市
 

 　　　　　　　　　　　　　　下線は標本改正時の調査市

対象
市町
村数

二人以上の
世帯の調査
対象世帯数

層　化　基　準
層
番
号

都
市
階
級

地
方

中
都
市

1 ― 50,144 1 (38 愛媛県) 202 今治市

小
都
市
Ａ

1 ― 283,959 13

(36 徳島県) 202 鳴門市、204 阿南市
(37 香川県) 202 丸亀市、203 坂出市、205 観音寺市、
            206 さぬき市、208 三豊市
(38 愛媛県) 203 宇和島市、205 新居浜市、206 西条市、
            207 大洲市、213 四国中央市
(39 高知県) 204 南国市

中
都
市

1 ― 199,281 3
(40 福岡県) 203 久留米市
(42 長崎県) 202 佐世保市
(45 宮崎県) 202 都城市

1
人口集中地区人口比率15.8%未
満

120,335 8

(40 福岡県) 228 朝倉市
(41 佐賀県) 206 武雄市
(42 長崎県) 214 南島原市
(43 熊本県) 210 菊池市、213 宇城市
(44 大分県) 211 宇佐市
(46 鹿児島県) 208 出水市、216 日置市

2
人口集中地区人口比率15.8%～
35.0%未満、人口増減率-2.3%未
満

112,201 5

(40 福岡県) 207 柳川市
(43 熊本県) 208 山鹿市、215 天草市
(44 大分県) 205 佐伯市
(46 鹿児島県) 215 薩摩川内市

3
人口集中地区人口比率15.8%～
35.0%未満、人口増減率-2.3%以
上

121,206 5

(41 佐賀県) 202 唐津市、205 伊万里市
(43 熊本県) 206 玉名市
(44 大分県) 203 中津市
(46 鹿児島県) 203 鹿屋市

4
人口集中地区人口比率35.5%～
42.8%未満

139,521 6

(40 福岡県) 206 田川市、213 行橋市
(42 長崎県) 203 島原市、204 諫早市
(44 大分県) 204 日田市
(46 鹿児島県) 218 霧島市

5
人口集中地区人口比率42.8%～
47.6%未満

114,336 4
(40 福岡県) 205 飯塚市、220 宗像市
(43 熊本県) 202 八代市、204 荒尾市

6
人口集中地区人口比率47.6%以
上、人口増減率0.0%未満

124,654 5
(40 福岡県) 202 大牟田市、204 直方市、224 福津市
(45 宮崎県) 203 延岡市、206 日向市

7
人口集中地区人口比率47.6%以
上、人口増減率0.0%～4.0%未満

123,442 5
(40 福岡県) 218 春日市、219 大野城市、221 太宰府市、
            223 古賀市
(44 大分県) 202 別府市

8
人口集中地区人口比率47.6%以
上、人口増減率4.0%以上

115,562 6

(40 福岡県) 216 小郡市、217 筑紫野市、222 前原市
(41 佐賀県) 203 鳥栖市
(42 長崎県) 205 大村市
(43 熊本県) 216 合志市

1
第１次産業就業者数比率1.0%未
満

51,402 2 (47 沖縄県) 205 宜野湾市、208 浦添市

2
第１次産業就業者数比率1.0%～
5.0%未満

46,783 2 (47 沖縄県) 211 沖縄市、212 豊見城市

3
第１次産業就業者数比率5.0%～
10.0%未満

57,795 3 (47 沖縄県) 209 名護市、210 糸満市、213 うるま市

4
第１次産業就業者数比率10.0%
以上

14,941 1 (47 沖縄県) 214 宮古島市
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小
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