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集落からDIDまでの所要時間（日常圏）と人口増加

集落からDIDまでの所要時間（日常圏）と人口増加

委員会資料２ １２ページに市町村名を追記した図

（出典）日本の都市圏設定基準（金本・徳岡）に基づく都市雇用圏、地域の農業を見て・知って・活かすDB（農林水産省、2010年世界農林業センサス）、国土数値情報
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政令指定都市までの所要時間（非日常圏）と人口増加

集落から政令指定都市までの所要時間（非日常圏）と人口増加

（算出方法）
デジタル道路地図（DRM）を活用し、集落の中心から
最寄りの道路を設定し、政令指定都市の市役所まで
の所要時間を算出した。

委員会資料２ １３ページに市町村名を追記した図
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（転入－転出）人数及び転入超過年数資料（１）
都道府県 市区町村 H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014） H27（2015） H28（2016） 転入超過年数 備考

鳥取県 鳥取市 -372 -285 -898 -1076 -938 -360 -647 0
鳥取県 米子市 13 22 148 -19 76 -231 -77 4
鳥取県 倉吉市 -129 -173 -177 -133 -140 -97 -72 0
鳥取県 境港市 -188 -9 33 15 -100 -61 -270 2
鳥取県 岩美町 -143 -55 -25 -98 -91 -131 -83 0
鳥取県 若桜町 -71 -64 -24 -75 -43 -39 -29 0
鳥取県 智頭町 -94 -57 -56 -42 -54 -57 -5 0
鳥取県 八頭町 -102 -118 -196 -88 -154 -136 -109 0
鳥取県 三朝町 -72 -34 -23 -62 -2 -69 -30 0
鳥取県 湯梨浜町 -23 -11 -22 18 4 27 -99 3
鳥取県 琴浦町 -86 -18 -127 -12 -47 -85 -120 0
鳥取県 北栄町 51 -79 -106 -92 5 44 -68 3
鳥取県 日吉津村 35 65 -20 58 -28 23 13 5
鳥取県 大山町 -149 -90 -27 -33 -51 -40 -41 0
鳥取県 南部町 -63 3 25 -7 -41 -34 -11 2
鳥取県 伯耆町 -34 20 -64 2 -44 42 67 4
鳥取県 日南町 -32 -61 -2 -29 -34 -25 -35 0
鳥取県 日野町 -46 4 -40 -14 -49 -30 -2 1
鳥取県 江府町 -6 -36 -41 -29 -28 -31 -17 0
島根県 松江市 -388 -184 -210 -262 -350 -249 -447 0 ・2012年以降は東出雲町合併編入
島根県 浜田市 -100 -108 -214 -177 -311 -326 -330 0
島根県 出雲市 122 80 56 190 251 -28 397 6 ・2012年以降は斐川町合併編入
島根県 益田市 -296 -145 -92 -177 -35 -203 -274 0
島根県 大田市 -153 -172 -120 -202 -221 -138 -226 0
島根県 安来市 -196 -220 -195 -178 -235 -154 -122 0
島根県 江津市 -202 -177 -17 -83 -174 -30 -111 0
島根県 雲南市 -180 -291 -297 -237 -180 -228 -114 0
島根県 東出雲町 95 26 2 ・2011年8月1日に松江市に編入合併
島根県 奥出雲町 -147 -72 -103 -43 -79 -104 -110 0
島根県 飯南町 0 24 -19 -6 -58 -53 2 2
島根県 斐川町 5 -31 1 ・2011年10月1日に出雲市に編入合併
島根県 川本町 -6 -36 -28 -27 -34 -40 27 1
島根県 美郷町 -25 50 3 -14 -29 -23 -27 2
島根県 邑南町 -55 -10 -58 -7 -4 9 1 2
島根県 津和野町 -96 -91 -60 -61 -29 -53 -22 0
島根県 吉賀町 10 -34 -13 -19 -51 -9 -12 1
島根県 海士町 31 -26 -11 27 59 9 13 5
島根県 西ノ島町 -12 -14 1 -8 -6 -19 -20 1
島根県 知夫村 -16 12 -33 -11 8 2 8 4
島根県 隠岐の島町 -66 -18 -140 -93 -70 -65 -77 0
岡山県 岡山市 948 87 1950 756 664 1083 1063 7
岡山県 倉敷市 -257 356 854 755 619 350 133 6
岡山県 津山市 -426 -379 -211 -583 -564 -447 -343 0
岡山県 玉野市 -281 -413 -285 -310 -369 -347 -452 0
岡山県 笠岡市 -124 -324 -282 -335 -177 -220 -254 0
岡山県 井原市 -177 -80 -146 -163 -175 -179 -202 0
岡山県 総社市 -80 103 400 141 151 238 233 6
岡山県 高梁市 -362 -172 -22 -63 56 -205 -207 1
岡山県 新見市 -225 -233 -200 -260 -258 -211 -249 0
岡山県 備前市 -317 -258 -185 -265 -327 -174 -183 0
岡山県 瀬戸内市 10 108 106 45 -50 -20 -42 4
岡山県 赤磐市 85 119 50 211 176 18 110 7
岡山県 真庭市 -186 -125 -132 -196 -152 -218 -322 0
岡山県 美作市 -146 -128 -170 -137 -45 -238 -205 0

3出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
注）転入超過年数については、平成22年から平成28年までの各年において、転入から転出を差し引き転入超過になった年数をカウントしたもの。
注）社会増減に「その他記載」・「その他消除」は考慮していない。
注）H26（2014）からは調査期間を4月1日～3月31日から1月1日～12月31日に変更されている。



（転入－転出）人数及び転入超過年数資料（２）
都道府県 市区町村 H22（2010） H23（2011） H24（2012） H25（2013） H26（2014） H27（2015） H28（2016） 転入超過年数 備考

岡山県 浅口市 -181 -111 -40 -219 -131 -90 -59 0
岡山県 和気町 -112 -15 -3 2 -11 -79 -130 1
岡山県 早島町 44 -9 -66 -24 -26 19 27 3
岡山県 里庄町 47 76 -31 50 7 34 37 6
岡山県 矢掛町 -3 -39 -27 -50 -53 -56 1 1
岡山県 新庄村 8 6 -10 -5 0 -3 0 2
岡山県 鏡野町 7 129 -146 -24 -18 12 -18 3
岡山県 勝央町 73 37 10 -72 -55 -6 7 4
岡山県 奈義町 -4 -69 12 -17 5 63 6 4
岡山県 西粟倉村 8 -14 -8 -13 -3 7 6 3
岡山県 久米南町 -50 -8 15 -18 12 -16 5 3
岡山県 美咲町 -76 -60 -15 -121 -54 -13 -98 0
岡山県 吉備中央町 -73 -136 -57 -76 -77 1 -56 1
広島県 広島市 1753 2586 1623 -2110 541 -243 906 5
広島県 呉市 -937 -1095 -1164 -1461 -1568 -1062 -1335 0
広島県 竹原市 -186 -156 -181 -55 -239 -199 -265 0
広島県 三原市 -604 -449 -441 -582 -414 -395 -519 0
広島県 尾道市 -144 -361 -195 -648 -630 -516 -370 0
広島県 福山市 221 314 -74 263 -234 -599 -960 3
広島県 府中市 -333 -203 -364 -282 -232 -211 -112 0
広島県 三次市 -226 -162 -260 -233 -219 -353 -277 0
広島県 庄原市 -169 -178 -225 -107 -154 -147 -184 0
広島県 大竹市 -195 -260 -138 -84 50 -40 -142 1
広島県 東広島市 -75 312 -146 -691 -34 281 89 3
広島県 廿日市市 -13 -8 -209 -158 -91 -162 171 1
広島県 安芸高田市 -90 -178 -73 -177 -123 -83 -75 0
広島県 江田島市 -201 -234 -132 -502 -167 -236 -105 0
広島県 府中町 -414 -394 -2 83 -125 208 -61 2
広島県 海田町 -35 -71 -128 -82 8 130 52 3
広島県 熊野町 -147 -260 -39 -100 -100 -25 -92 0
広島県 坂町 32 48 38 -71 -138 -137 -68 3
広島県 安芸太田町 -37 -42 -40 -60 -84 -72 -9 0
広島県 北広島町 -14 -16 -20 -23 -6 24 7 2
広島県 大崎上島町 -37 -15 -101 -4 37 43 -2 2
広島県 世羅町 -60 -44 -66 -28 -82 -111 -84 0
広島県 神石高原町 -50 -51 -39 -90 -147 -66 -55 0
山口県 下関市 -402 -807 -932 -1274 -1146 -860 -1340 0
山口県 宇部市 -408 -108 -169 -381 -418 -733 -611 0
山口県 山口市 144 -73 19 -144 138 -108 -294 3
山口県 萩市 -214 -345 -309 -377 -226 -262 -352 0
山口県 防府市 -74 28 24 -103 247 249 -211 4
山口県 下松市 148 167 161 52 201 -55 253 6
山口県 岩国市 -408 -614 -663 -572 -737 -807 -920 0
山口県 光市 -94 -112 -169 -210 77 -180 -189 1
山口県 長門市 -86 -243 -95 -256 -157 -137 -202 0
山口県 柳井市 -58 93 -58 -117 -151 -106 -168 1
山口県 美祢市 -177 -136 -183 -154 -180 -234 -159 0
山口県 周南市 -163 -242 -385 -575 -861 -535 -488 0
山口県 山陽小野田市 -102 -43 -163 -101 -180 -60 78 1
山口県 周防大島町 -12 -1 31 -24 12 -86 -94 2
山口県 和木町 -40 -75 27 -55 -58 -98 20 2
山口県 上関町 30 6 -16 -40 -46 -26 -57 2
山口県 田布施町 -46 -9 -42 -58 -43 -18 -37 0
山口県 平生町 -53 -29 -6 12 -26 -7 -57 1
山口県 阿武町 15 -1 0 13 4 -6 0 3

4出典：総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」
注）転入超過年数については、平成22年から平成28年までの各年において、転入から転出を差し引き転入超過になった年数をカウントしたもの。
注）社会増減に「その他記載」・「その他消除」は考慮していない。
注）H26（2014）からは調査期間を4月1日～3月31日から1月1日～12月31日に変更されている。


