
 75歳以上人口増減率と15～74歳人口増減率（2015年→2040年） 【団体数構成比で色分け】

～▲50% ▲50%～▲25% ▲25%～±0% ±0%～＋25% ＋25%～＋50% ＋50%～＋75% ＋75%～＋100% ＋100%～＋125% ＋125%～＋150%
2団体 (0.1%)
20.0万人 (0.2%)→26.5万人 (0.2%)

1団体 (0.1%)
24.3万人 (0.2%)→32.3万人 (0.3%)

特別区2 指定都市0 中核市0
一般市0 町村0

特別区1 指定都市0 中核市0
一般市0 町村0

昼夜間人口比率: 945.8% 昼夜間人口比率: 386.7%

75歳～比率(2040): 10.0% 75歳～比率(2040): 11.2%

75歳～比率(2040-2015): 1.8pp 75歳～比率(2040-2015): 2.8pp

～14歳比率(2040): 12.2% ～14歳比率(2040): 12.2%

～14歳増減率: 37.6% ～14歳増減率: 31.5%

人口増減率: 32.6% 人口増減率: 32.9%

5団体 (0.3%)
105.7万人 (0.8%)→113.1万人 (1.0%)

11団体 (0.7%)
283.5万人 (2.3%)→312.0万人 (2.8%)

14団体 (0.8%)
237.3万人 (1.9%)→255.4万人 (2.3%)

16団体 (1.0%)
328.6万人 (2.6%)→359.3万人 (3.3%)

4団体 (0.2%)
34.9万人 (0.3%)→39.0万人 (0.4%)

2団体 (0.1%)
10.9万人 (0.1%)→12.8万人 (0.1%)
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特別区4 指定都市0 中核市0
一般市1 町村0

特別区6 指定都市0 中核市0
一般市1 町村4

特別区1 指定都市1 中核市0
一般市6 町村6

特別区1 指定都市1 中核市0
一般市9 町村5

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市2 町村2

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市2 町村0

昼夜間人口比率: 108.9% 昼夜間人口比率: 101.2% 昼夜間人口比率: 92.9% 昼夜間人口比率: 94.7% 昼夜間人口比率: 95.1% 昼夜間人口比率: 91.4%

75歳～比率(2040): 11.7% 75歳～比率(2040): 11.8% 75歳～比率(2040): 15.0% 75歳～比率(2040): 14.6% 75歳～比率(2040): 15.4% 75歳～比率(2040): 13.5%

75歳～比率(2040-2015): 0.8pp 75歳～比率(2040-2015): 2.6pp 75歳～比率(2040-2015): 5.1pp 75歳～比率(2040-2015): 6.0pp 75歳～比率(2040-2015): 6.6pp 75歳～比率(2040-2015): 6.8pp

～14歳比率(2040): 10.4% ～14歳比率(2040): 12.1% ～14歳比率(2040): 14.0% ～14歳比率(2040): 14.9% ～14歳比率(2040): 16.2% ～14歳比率(2040): 15.3%

～14歳増減率: 9.7% ～14歳増減率: 6.8% ～14歳増減率: 3.0% ～14歳増減率: -2.3% ～14歳増減率: 4.2% ～14歳増減率: 0.4%

人口増減率: 5.9% 人口増減率: 9.0% 人口増減率: 10.3% 人口増減率: 8.8% 人口増減率: 17.2% 人口増減率: 17.1%

1団体 (0.1%)
0.1万人 (0.0%)→0.1万人 (0.0%)

56団体 (3.3%)
663.0万人 (5.3%)→578.3万人 (5.3%)

180団体 (10.7%)
3070.5万人 (24.5%)→2794.5万人 (25.5%)

146団体 (8.7%)
2985.2万人 (23.8%)→2810.8万人 (25.7%)

43団体 (2.6%)
901.5万人 (7.2%)→867.1万人 (7.9%)

7団体 (0.4%)
45.7万人 (0.4%)→44.9万人 (0.4%)

3団体 (0.2%)
19.3万人 (0.2%)→20.0万人 (0.2%)
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特別区0 指定都市0 中核市0
一般市0 町村1

特別区4 指定都市0 中核市5
一般市26 町村21

特別区2 指定都市8 中核市21
一般市99 町村50

特別区2 指定都市6 中核市14
一般市84 町村40

特別区0 指定都市4 中核市2
一般市24 町村13

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市4 町村3

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市2 町村1

昼夜間人口比率: 101.6% 昼夜間人口比率: 98.5% 昼夜間人口比率: 96.1% 昼夜間人口比率: 92.8% 昼夜間人口比率: 90.3% 昼夜間人口比率: 96.2% 昼夜間人口比率: 84.2%

75歳～比率(2040): 14.0% 75歳～比率(2040): 20.1% 75歳～比率(2040): 19.5% 75歳～比率(2040): 18.8% 75歳～比率(2040): 18.5% 75歳～比率(2040): 18.6% 75歳～比率(2040): 18.8%

75歳～比率(2040-2015): 1.3pp 75歳～比率(2040-2015): 5.3pp 75歳～比率(2040-2015): 6.8pp 75歳～比率(2040-2015): 7.9pp 75歳～比率(2040-2015): 8.9pp 75歳～比率(2040-2015): 9.5pp 75歳～比率(2040-2015): 10.3pp

～14歳比率(2040): 13.9% ～14歳比率(2040): 11.9% ～14歳比率(2040): 11.5% ～14歳比率(2040): 11.6% ～14歳比率(2040): 12.5% ～14歳比率(2040): 12.0% ～14歳比率(2040): 12.7%

～14歳増減率: -17.4% ～14歳増減率: -22.4% ～14歳増減率: -22.9% ～14歳増減率: -20.6% ～14歳増減率: -19.7% ～14歳増減率: -23.0% ～14歳増減率: -18.4%

人口増減率: -11.1% 人口増減率: -14.9% 人口増減率: -10.7% 人口増減率: -6.9% 人口増減率: -3.6% 人口増減率: -0.4% 人口増減率: 1.6%

16団体 (1.0%)
2.8万人 (0.0%)→1.6万人 (0.0%)

209団体 (12.4%)
415.2万人 (3.3%)→267.3万人 (2.4%)

368団体 (21.9%)
1489.2万人 (11.9%)→1062.2万人 (9.7%)

163団体 (9.7%)
1053.0万人 (8.4%)→798.7万人 (7.3%)

54団体 (3.2%)
394.2万人 (3.1%)→309.9万人 (2.8%)

7団体 (0.4%)
22.8万人 (0.2%)→17.9万人 (0.2%)

3団体 (0.2%)
18.0万人 (0.1%)→14.7万人 (0.1%)
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特別区0 指定都市0 中核市0
一般市0 町村16

特別区0 指定都市0 中核市1
一般市72 町村136

特別区0 指定都市0 中核市4
一般市198 町村166

特別区0 指定都市0 中核市7
一般市85 町村71

特別区0 指定都市0 中核市1
一般市30 町村23

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市3 町村4

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市1 町村2

昼夜間人口比率: 98.3% 昼夜間人口比率: 98.5% 昼夜間人口比率: 96.8% 昼夜間人口比率: 94.5% 昼夜間人口比率: 89.8% 昼夜間人口比率: 88.3% 昼夜間人口比率: 87.5%

75歳～比率(2040): 28.6% 75歳～比率(2040): 30.1% 75歳～比率(2040): 27.2% 75歳～比率(2040): 24.7% 75歳～比率(2040): 24.0% 75歳～比率(2040): 23.6% 75歳～比率(2040): 25.3%

75歳～比率(2040-2015): 2.9pp 75歳～比率(2040-2015): 9.1pp 75歳～比率(2040-2015): 10.0pp 75歳～比率(2040-2015): 11.0pp 75歳～比率(2040-2015): 12.4pp 75歳～比率(2040-2015): 13.0pp 75歳～比率(2040-2015): 15.8pp

～14歳比率(2040): 10.5% ～14歳比率(2040): 9.3% ～14歳比率(2040): 9.6% ～14歳比率(2040): 9.6% ～14歳比率(2040): 9.5% ～14歳比率(2040): 10.5% ～14歳比率(2040): 8.7%

～14歳増減率: -44.6% ～14歳増減率: -47.2% ～14歳増減率: -44.3% ～14歳増減率: -42.7% ～14歳増減率: -40.6% ～14歳増減率: -31.0% ～14歳増減率: -47.5%

人口増減率: -39.2% 人口増減率: -37.5% 人口増減率: -30.2% 人口増減率: -25.0% 人口増減率: -21.2% 人口増減率: -20.3% 人口増減率: -22.3%

7団体 (0.4%)
1.7万人 (0.0%)→0.6万人 (0.0%)

102団体 (6.1%)
48.3万人 (0.4%)→22.4万人 (0.2%)

191団体 (11.4%)
237.1万人 (1.9%)→127.5万人 (1.2%)

52団体 (3.1%)
82.3万人 (0.7%)→47.1万人 (0.4%)

7団体 (0.4%)
9.8万人 (0.1%)→5.7万人 (0.1%)

7団体 (0.4%)
12.2万人 (0.1%)→7.1万人 (0.1%)

●●●●●● ●●●●●●●●●●●
○○
△

●●●
○

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市1 町村6

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市6 町村96

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市36 町村155

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市10 町村42

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市1 町村6

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市0 町村7

昼夜間人口比率: 103.0% 昼夜間人口比率: 98.6% 昼夜間人口比率: 96.7% 昼夜間人口比率: 93.3% 昼夜間人口比率: 93.7% 昼夜間人口比率: 86.5%

75歳～比率(2040): 32.2% 75歳～比率(2040): 39.1% 75歳～比率(2040): 36.2% 75歳～比率(2040): 35.0% 75歳～比率(2040): 36.9% 75歳～比率(2040): 42.5%

75歳～比率(2040-2015): 1.9pp 75歳～比率(2040-2015): 11.3pp 75歳～比率(2040-2015): 14.4pp 75歳～比率(2040-2015): 16.3pp 75歳～比率(2040-2015): 21.5pp 75歳～比率(2040-2015): 27.0pp

～14歳比率(2040): 5.8% ～14歳比率(2040): 6.2% ～14歳比率(2040): 6.9% ～14歳比率(2040): 6.7% ～14歳比率(2040): 5.5% ～14歳比率(2040): 4.4%

～14歳増減率: -66.7% ～14歳増減率: -65.2% ～14歳増減率: -62.9% ～14歳増減率: -62.4% ～14歳増減率: -65.3% ～14歳増減率: -68.0%

人口増減率: -62.4% 人口増減率: -53.4% 人口増減率: -46.6% 人口増減率: -42.9% 人口増減率: -41.5% 人口増減率: -42.1%

2団体 (0.1%)
0.3万人 (0.0%)→0.1万人 (0.0%)

3団体 (0.2%)
0.6万人 (0.0%)→0.2万人 (0.0%)

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市0 町村2

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市1 町村2

昼夜間人口比率: 98.7% 昼夜間人口比率: 96.9%

75歳～比率(2040): 57.7% 75歳～比率(2040): 48.5%

75歳～比率(2040-2015): 18.9pp 75歳～比率(2040-2015): 20.9pp

～14歳比率(2040): 2.8% ～14歳比率(2040): 2.8%

～14歳増減率: -78.8% ～14歳増減率: -82.6%

人口増減率: -70.4% 人口増減率: -68.2%

構成比20％～ 10％～20％ 5％～10％

※ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30.3）」から作成。地域別将来推計人口では福島県内市町村は推計がないため、市区町村数の合計は1,682としている。境界線上に位置する場合は、下位に分類している。
※ 「●」は、各セル内の団体数が1,682団体に占める割合について、1%を「●」として表現したもの
※ 「○」は、各セル内の2015年の人口が全人口に占める割合について、1%を「○」として表現したもの
※ 「△」は、各セル内の2040年の人口が全人口に占める割合について、1%を「△」として表現したもの
※ 各セル内の「昼夜間人口比率」から「～14歳増減率」までは、そのセル内の自治体の中央値
※ 昼夜間人口比率は、2015年時点。総務省統計局「平成27年国勢調査」から作成
※ 「75歳～比率(2040-2015)」は、2040年時点の75歳以上人口の比率（推計）から、2015年時点の75歳以上人口の比率を減じたもの（例えば、75歳以上人口の比率が、10%から20%に増加する場合は、10pp （パーセンテージポイント））
※ 「～14歳増減率」は、14歳以下人口の2015年から2040年に掛けての増減率
※ 「人口増減率」は、人口の2015年から2040年に掛けての増減率

75歳以上人口増減率（2015年→2040年）
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 75歳以上人口増減率と15～74歳人口増減率（2015年→2040年） 【2015年人口構成比で色分け】

～▲50% ▲50%～▲25% ▲25%～±0% ±0%～＋25% ＋25%～＋50% ＋50%～＋75% ＋75%～＋100% ＋100%～＋125% ＋125%～＋150%
2団体 (0.1%)
20.0万人 (0.2%)→26.5万人 (0.2%)

1団体 (0.1%)
24.3万人 (0.2%)→32.3万人 (0.3%)

特別区2 指定都市0 中核市0
一般市0 町村0

特別区1 指定都市0 中核市0
一般市0 町村0

昼夜間人口比率: 945.8% 昼夜間人口比率: 386.7%

75歳～比率(2040): 10.0% 75歳～比率(2040): 11.2%

75歳～比率(2040-2015): 1.8pp 75歳～比率(2040-2015): 2.8pp

～14歳比率(2040): 12.2% ～14歳比率(2040): 12.2%

～14歳増減率: 37.6% ～14歳増減率: 31.5%

人口増減率: 32.6% 人口増減率: 32.9%

5団体 (0.3%)
105.7万人 (0.8%)→113.1万人 (1.0%)

11団体 (0.7%)
283.5万人 (2.3%)→312.0万人 (2.8%)

14団体 (0.8%)
237.3万人 (1.9%)→255.4万人 (2.3%)

16団体 (1.0%)
328.6万人 (2.6%)→359.3万人 (3.3%)

4団体 (0.2%)
34.9万人 (0.3%)→39.0万人 (0.4%)

2団体 (0.1%)
10.9万人 (0.1%)→12.8万人 (0.1%)
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特別区4 指定都市0 中核市0
一般市1 町村0

特別区6 指定都市0 中核市0
一般市1 町村4

特別区1 指定都市1 中核市0
一般市6 町村6

特別区1 指定都市1 中核市0
一般市9 町村5

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市2 町村2

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市2 町村0

昼夜間人口比率: 108.9% 昼夜間人口比率: 101.2% 昼夜間人口比率: 92.9% 昼夜間人口比率: 94.7% 昼夜間人口比率: 95.1% 昼夜間人口比率: 91.4%

75歳～比率(2040): 11.7% 75歳～比率(2040): 11.8% 75歳～比率(2040): 15.0% 75歳～比率(2040): 14.6% 75歳～比率(2040): 15.4% 75歳～比率(2040): 13.5%

75歳～比率(2040-2015): 0.8pp 75歳～比率(2040-2015): 2.6pp 75歳～比率(2040-2015): 5.1pp 75歳～比率(2040-2015): 6.0pp 75歳～比率(2040-2015): 6.6pp 75歳～比率(2040-2015): 6.8pp

～14歳比率(2040): 10.4% ～14歳比率(2040): 12.1% ～14歳比率(2040): 14.0% ～14歳比率(2040): 14.9% ～14歳比率(2040): 16.2% ～14歳比率(2040): 15.3%

～14歳増減率: 9.7% ～14歳増減率: 6.8% ～14歳増減率: 3.0% ～14歳増減率: -2.3% ～14歳増減率: 4.2% ～14歳増減率: 0.4%

人口増減率: 5.9% 人口増減率: 9.0% 人口増減率: 10.3% 人口増減率: 8.8% 人口増減率: 17.2% 人口増減率: 17.1%

1団体 (0.1%)
0.1万人 (0.0%)→0.1万人 (0.0%)

56団体 (3.3%)
663.0万人 (5.3%)→578.3万人 (5.3%)

180団体 (10.7%)
3070.5万人 (24.5%)→2794.5万人 (25.5%)

146団体 (8.7%)
2985.2万人 (23.8%)→2810.8万人 (25.7%)

43団体 (2.6%)
901.5万人 (7.2%)→867.1万人 (7.9%)

7団体 (0.4%)
45.7万人 (0.4%)→44.9万人 (0.4%)

3団体 (0.2%)
19.3万人 (0.2%)→20.0万人 (0.2%)

●●●
○○○○○
△△△△△

●●●●●●●●●●●
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

●●●●●●●●●
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

●●●
○○○○○○○
△△△△△△△△

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市0 町村1

特別区4 指定都市0 中核市5
一般市26 町村21

特別区2 指定都市8 中核市21
一般市99 町村50

特別区2 指定都市6 中核市14
一般市84 町村40

特別区0 指定都市4 中核市2
一般市24 町村13

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市4 町村3

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市2 町村1

昼夜間人口比率: 101.6% 昼夜間人口比率: 98.5% 昼夜間人口比率: 96.1% 昼夜間人口比率: 92.8% 昼夜間人口比率: 90.3% 昼夜間人口比率: 96.2% 昼夜間人口比率: 84.2%

75歳～比率(2040): 14.0% 75歳～比率(2040): 20.1% 75歳～比率(2040): 19.5% 75歳～比率(2040): 18.8% 75歳～比率(2040): 18.5% 75歳～比率(2040): 18.6% 75歳～比率(2040): 18.8%

75歳～比率(2040-2015): 1.3pp 75歳～比率(2040-2015): 5.3pp 75歳～比率(2040-2015): 6.8pp 75歳～比率(2040-2015): 7.9pp 75歳～比率(2040-2015): 8.9pp 75歳～比率(2040-2015): 9.5pp 75歳～比率(2040-2015): 10.3pp

～14歳比率(2040): 13.9% ～14歳比率(2040): 11.9% ～14歳比率(2040): 11.5% ～14歳比率(2040): 11.6% ～14歳比率(2040): 12.5% ～14歳比率(2040): 12.0% ～14歳比率(2040): 12.7%

～14歳増減率: -17.4% ～14歳増減率: -22.4% ～14歳増減率: -22.9% ～14歳増減率: -20.6% ～14歳増減率: -19.7% ～14歳増減率: -23.0% ～14歳増減率: -18.4%

人口増減率: -11.1% 人口増減率: -14.9% 人口増減率: -10.7% 人口増減率: -6.9% 人口増減率: -3.6% 人口増減率: -0.4% 人口増減率: 1.6%

16団体 (1.0%)
2.8万人 (0.0%)→1.6万人 (0.0%)

209団体 (12.4%)
415.2万人 (3.3%)→267.3万人 (2.4%)

368団体 (21.9%)
1489.2万人 (11.9%)→1062.2万人 (9.7%)

163団体 (9.7%)
1053.0万人 (8.4%)→798.7万人 (7.3%)

54団体 (3.2%)
394.2万人 (3.1%)→309.9万人 (2.8%)

7団体 (0.4%)
22.8万人 (0.2%)→17.9万人 (0.2%)

3団体 (0.2%)
18.0万人 (0.1%)→14.7万人 (0.1%)

● ●●●●●●●●●●●●
○○○
△△

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
○○○○○○○○○○○○
△△△△△△△△△△

●●●●●●●●●●
○○○○○○○○
△△△△△△△

●●●
○○○
△△△

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市0 町村16

特別区0 指定都市0 中核市1
一般市72 町村136

特別区0 指定都市0 中核市4
一般市198 町村166

特別区0 指定都市0 中核市7
一般市85 町村71

特別区0 指定都市0 中核市1
一般市30 町村23

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市3 町村4

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市1 町村2

昼夜間人口比率: 98.3% 昼夜間人口比率: 98.5% 昼夜間人口比率: 96.8% 昼夜間人口比率: 94.5% 昼夜間人口比率: 89.8% 昼夜間人口比率: 88.3% 昼夜間人口比率: 87.5%

75歳～比率(2040): 28.6% 75歳～比率(2040): 30.1% 75歳～比率(2040): 27.2% 75歳～比率(2040): 24.7% 75歳～比率(2040): 24.0% 75歳～比率(2040): 23.6% 75歳～比率(2040): 25.3%

75歳～比率(2040-2015): 2.9pp 75歳～比率(2040-2015): 9.1pp 75歳～比率(2040-2015): 10.0pp 75歳～比率(2040-2015): 11.0pp 75歳～比率(2040-2015): 12.4pp 75歳～比率(2040-2015): 13.0pp 75歳～比率(2040-2015): 15.8pp

～14歳比率(2040): 10.5% ～14歳比率(2040): 9.3% ～14歳比率(2040): 9.6% ～14歳比率(2040): 9.6% ～14歳比率(2040): 9.5% ～14歳比率(2040): 10.5% ～14歳比率(2040): 8.7%

～14歳増減率: -44.6% ～14歳増減率: -47.2% ～14歳増減率: -44.3% ～14歳増減率: -42.7% ～14歳増減率: -40.6% ～14歳増減率: -31.0% ～14歳増減率: -47.5%

人口増減率: -39.2% 人口増減率: -37.5% 人口増減率: -30.2% 人口増減率: -25.0% 人口増減率: -21.2% 人口増減率: -20.3% 人口増減率: -22.3%

7団体 (0.4%)
1.7万人 (0.0%)→0.6万人 (0.0%)

102団体 (6.1%)
48.3万人 (0.4%)→22.4万人 (0.2%)

191団体 (11.4%)
237.1万人 (1.9%)→127.5万人 (1.2%)

52団体 (3.1%)
82.3万人 (0.7%)→47.1万人 (0.4%)

7団体 (0.4%)
9.8万人 (0.1%)→5.7万人 (0.1%)

7団体 (0.4%)
12.2万人 (0.1%)→7.1万人 (0.1%)

●●●●●● ●●●●●●●●●●●
○○
△

●●●
○

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市1 町村6

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市6 町村96

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市36 町村155

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市10 町村42

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市1 町村6

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市0 町村7

昼夜間人口比率: 103.0% 昼夜間人口比率: 98.6% 昼夜間人口比率: 96.7% 昼夜間人口比率: 93.3% 昼夜間人口比率: 93.7% 昼夜間人口比率: 86.5%

75歳～比率(2040): 32.2% 75歳～比率(2040): 39.1% 75歳～比率(2040): 36.2% 75歳～比率(2040): 35.0% 75歳～比率(2040): 36.9% 75歳～比率(2040): 42.5%

75歳～比率(2040-2015): 1.9pp 75歳～比率(2040-2015): 11.3pp 75歳～比率(2040-2015): 14.4pp 75歳～比率(2040-2015): 16.3pp 75歳～比率(2040-2015): 21.5pp 75歳～比率(2040-2015): 27.0pp

～14歳比率(2040): 5.8% ～14歳比率(2040): 6.2% ～14歳比率(2040): 6.9% ～14歳比率(2040): 6.7% ～14歳比率(2040): 5.5% ～14歳比率(2040): 4.4%

～14歳増減率: -66.7% ～14歳増減率: -65.2% ～14歳増減率: -62.9% ～14歳増減率: -62.4% ～14歳増減率: -65.3% ～14歳増減率: -68.0%

人口増減率: -62.4% 人口増減率: -53.4% 人口増減率: -46.6% 人口増減率: -42.9% 人口増減率: -41.5% 人口増減率: -42.1%

2団体 (0.1%)
0.3万人 (0.0%)→0.1万人 (0.0%)

3団体 (0.2%)
0.6万人 (0.0%)→0.2万人 (0.0%)

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市0 町村2

特別区0 指定都市0 中核市0
一般市1 町村2

昼夜間人口比率: 98.7% 昼夜間人口比率: 96.9%

75歳～比率(2040): 57.7% 75歳～比率(2040): 48.5%

75歳～比率(2040-2015): 18.9pp 75歳～比率(2040-2015): 20.9pp

～14歳比率(2040): 2.8% ～14歳比率(2040): 2.8%

～14歳増減率: -78.8% ～14歳増減率: -82.6%

人口増減率: -70.4% 人口増減率: -68.2%

構成比20％～ 10％～20％ 5％～10％

※ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30.3）」から作成。地域別将来推計人口では福島県内市町村は推計がないため、市区町村数の合計は1,682としている。境界線上に位置する場合は、下位に分類している。
※ 「●」は、各セル内の団体数が1,682団体に占める割合について、1%を「●」として表現したもの
※ 「○」は、各セル内の2015年の人口が全人口に占める割合について、1%を「○」として表現したもの
※ 「△」は、各セル内の2040年の人口が全人口に占める割合について、1%を「△」として表現したもの
※ 各セル内の「昼夜間人口比率」から「～14歳増減率」までは、そのセル内の自治体の中央値
※ 昼夜間人口比率は、2015年時点。総務省統計局「平成27年国勢調査」から作成
※ 「75歳～比率(2040-2015)」は、2040年時点の75歳以上人口の比率（推計）から、2015年時点の75歳以上人口の比率を減じたもの（例えば、75歳以上人口の比率が、10%から20%に増加する場合は、10pp （パーセンテージポイント））
※ 「～14歳増減率」は、14歳以下人口の2015年から2040年に掛けての増減率
※ 「人口増減率」は、人口の2015年から2040年に掛けての増減率

75歳以上人口増減率（2015年→2040年）
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75歳以上人口増減率と15～74歳人口増減率（2015年→2040年）

～▲50% ▲50%～▲25% ▲25%～±0% ±0%～＋25% ＋100%～＋125% ＋125%～＋150%

＋25%～

±0%～＋25%

5団体 (0.3%)

105.7万人 (0.8%)
→113.1万人 (1.0%)

4団体 (0.2%)

34.9万人 (0.3%)
→39.0万人 (0.4%)

2団体 (0.1%)

10.9万人 (0.1%)
→12.8万人 (0.1%)

▲25%～±0%

1団体 (0.1%)

0.1万人 (0.0%)
→0.1万人 (0.0%)

56団体 (3.3%)

663.0万人 (5.3%)
→578.3万人 (5.3%)

7団体 (0.4%)

45.7万人 (0.4%)
→44.9万人 (0.4%)

3団体 (0.2%)

19.3万人 (0.2%)
→20.0万人 (0.2%)

▲50%～▲25%

16団体 (1.0%)

2.8万人 (0.0%)
→1.6万人 (0.0%)

209団体 (12.4%)

415.2万人 (3.3%)
→267.3万人 (2.4%)

368団体 (21.9%)

1489.2万人 (11.9%)
→1062.2万人 (9.7%)

3団体 (0.2%)

18.0万人 (0.1%)
→14.7万人 (0.1%)

▲75%～▲50%

7団体 (0.4%)

1.7万人 (0.0%)
→0.6万人 (0.0%)

102団体 (6.1%)

48.3万人 (0.4%)
→22.4万人 (0.2%)

191団体 (11.4%)

237.1万人 (1.9%)
→127.5万人 (1.2%)

52団体 (3.1%)

82.3万人 (0.7%)
→47.1万人 (0.4%)

～▲75%

2団体 (0.1%)

0.3万人 (0.0%)
→0.1万人 (0.0%)

3団体 (0.2%)

0.6万人 (0.0%)
→0.2万人 (0.0%)

団体数 2015年人口 2040年人口 特別区 指定都市 中核市 一般市 町村

①15～74歳人口増、75歳以上人口急増 50 939万人 1,037万人 11 2 0 20 17

②15～74歳人口減、75歳以上人口急増 379 7,022万人 6,537万人 4 18 37 213 107

③15～74歳人口急減、75歳以上人口急増 241 1,510万人 1,154万人 0 0 8 120 113

④15～74歳人口急減、75歳以上人口安定 820 2,224万人 1,504万人 0 0 5 316 499

⑤15～74歳人口急減、75歳以上人口急減 130 54万人 25万人 0 0 0 8 122

－15～74歳人口安定、75歳以上人口安定 62 769万人 691万人 8 0 5 27 22

計 1,682 12,518万人 10,949万人 23 20 55 704 880

※　国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（H30.3）」から作成。地域別将来推計人口では福島県内市町村は推計がないため、市区町村数の合計は1,682としている。境界線上に位置する場合は、下位に分類している。
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75歳以上人口増減率（2015年→2040年）

7団体 (0.4%)

12.2万人 (0.1%)
→7.1万人 (0.1%)

7団体 (0.4%)

9.8万人 (0.1%)
→5.7万人 (0.1%)

163団体 (9.7%)

1053.0万人 (8.4%)
→798.7万人 (7.3%)

54団体 (3.2%)

394.2万人 (3.1%)
→309.9万人 (2.8%)

7団体 (0.4%)

22.8万人 (0.2%)
→17.9万人 (0.2%)

43団体 (2.6%)

901.5万人 (7.2%)
→867.1万人 (7.9%)

146団体 (8.7%)

2985.2万人 (23.8%)
→2810.8万人 (25.7%)

180団体 (10.7%)

3070.5万人 (24.5%)
→2794.5万人 (25.5%)

＋75%～＋100%＋50%～＋75%＋25%～＋50%

16団体 (1.0%)

328.6万人 (2.6%)
→359.3万人 (3.3%)

14団体 (0.8%)

237.3万人 (1.9%)
→255.4万人 (2.3%)

11団体 (0.7%)

283.5万人 (2.3%)
→312.0万人 (2.8%)

2団体 (0.1%)

20.0万人 (0.2%)
→26.5万人 (0.2%)

1団体 (0.1%)

24.3万人 (0.2%)
→32.3万人 (0.3%)
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埼玉県

① 15～74歳人口増、75歳以上人口急増
② 15～74歳人口減、75歳以上人口急増
③ 15～74歳人口急減、75歳以上人口急増
④ 15～74歳人口急減、75歳以上人口安定
⑤ 15～74歳人口急減、75歳以上人口急減
－ 15～74歳人口安定、75歳以上人口安定

凡例
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東京都（島嶼部を除く）

① 15～74歳人口増、75歳以上人口急増
② 15～74歳人口減、75歳以上人口急増
③ 15～74歳人口急減、75歳以上人口急増
④ 15～74歳人口急減、75歳以上人口安定
⑤ 15～74歳人口急減、75歳以上人口急減
－ 15～74歳人口安定、75歳以上人口安定

凡例

6



広島県

① 15～74歳人口増、75歳以上人口急増
② 15～74歳人口減、75歳以上人口急増
③ 15～74歳人口急減、75歳以上人口急増
④ 15～74歳人口急減、75歳以上人口安定
⑤ 15～74歳人口急減、75歳以上人口急減
－ 15～74歳人口安定、75歳以上人口安定

凡例
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