
第14号
2005年９月26日

「人口」（１） 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

それでは、そろそろ地上に降りるとしよう。場所は、「住みやすさランキン

グ」で今年ランクを一挙に６つ上げて、８位になった金沢市にしよう。

金沢市は、北陸、石川県の県庁所在地ですね。北陸には、他に富山県、福井

県がありますね。

最初に、石川県全体でどのくらいの人が住んでいるか見てみよう。人口統

計は総務省が「人口推計」という総計を発表しているよ。総務省総計局の

HP(http://www.stat.go.jp/）を覗いてみよう。

昨年10月１日現在で、石川県の人口は117万９千人です。富山県が111万

７千人、そして福井県が82万５千人です。

日本は今年戦後60年目の「還暦」を迎え、一つの区切りと考えられているが、

60年前の北陸3県の人口はどうだったのかな？

昭和20年10月1日、石川県は88万8千人、富山県は95万4千人、福井県は72

万5千人でした。アレ?、戦後、石川県の人口は富山県より少なかったんで

すね。1976年に石川県の人口が富山県より約3千人多くなってからその

逆転現象が定着してます。人口の増加率では、60年間で石川県が１.３倍、

富山県が１.２倍、福井県が１.１倍の人口増という結果になっています。

北陸３県の人口の推移（万人）



第15号
2005年９月28日

「人口」（２） 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

近年、日本の人口減少が大きな社会問題となってきているが、石川県など、

北陸3県の人口はどのような推移をしているんだい。ファン・ファン、ちょ

っと調べてくれないか。

戦争が終わり、「ベビー・ブーマー」（Baby Boomer)と呼ばれる世代が生ま

れた昭和22年（1947）から昭和24年（1949）に日本各地で急激な人口増加

があったのですが、その後の動きを石川県について前年からの人口増減

をみたものが、上の図です。

どれどれ、高度成長期と呼ばれた60年代の終わりの頃から70年代半ばに

かけて、大幅な人口増加を記録しているね、1973、74年頃は毎年1万5千人

程度の人口増加だったんだね。2000年時点での根上町（15,426人）、寺井

町（15,308人）が毎年１つ出来てきた勘定になるね。

1973年といえば、その年の10月6日に第四次中東戦争が勃発し、石油輸出

国機構（OPEC ： Organization of Petroleum Exporting Countries)が原油

生産の削減と原油価格の引上げを決めた年ですよね。第一次石油危機と

呼ばれた時期で、日本が戦後初めてマイナス成長を記録した年だよ。

最近の動きをみると、1996年以降歯が抜けたようなグラフになっていて、

石川県の人口が増えないような状況ですね。

石川県の人口増減（1000人）



第16号
2005年９月30日

「人口」（３） 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

それでは、北陸３県について1990年以降の人口の推移を少し細かくみて

みようね。データの出所は、総理府の「人口推計」だよ。

石川県についてみると、1995年まで毎年約２～４千人の人口増加があっ

たようですが、1996年には約１千人程度の増加に止まり、その後は増加

が止まり、横ばいでしたね。

そして、1999年には減少に転じ、その後再び増加を示しましたが、2001年

に118万２千人をピークに減少傾向に入ってしまったようですね。昨年の

人口は10年程度前の水準ですね。

富山県をみると、人口減少傾向はよりハッキリしているね。富山県は

1996年に112万５千人でピークを打ち、その後明確な減少傾向を示して

きているね。2003年にその傾向に歯止めがかかったようになっているけ

れども、昨年の水準は20年程度前の80年代半ばの人口水準にまで低下し

てきているんだよ。

福井県をみると、バブルの崩壊とともに人口が減少していますが、その後

の時間の経過と人口をみると、石川県とよく似た動きで推移していますね。

2001年に83万人でピークを打ち、その後減少傾向に入っていますね。昨

年までの３年間で人口が約５千人減少してます。石川県は同時期約３千

人の減少ですから、石川県の減り方は少ないほうですね。

富山県は石川、福井と違い2000年の入り口まで人口を維持できなかった

という特徴がみえますね。昨年までに約８千人減少です。

石川県の人口増減（万人） 富山県の人口増減（万人） 福井県の人口増減（万人）

出所：総務省



第17号
2005年10月３日

「人口」（４）：石川県の人口転入、転出 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

大きな流れで、県の人口が減少傾向になってきていることが見えてきま

した。人口が減ってきているということは、県内で生まれた人の数が減少

するか、さらには県外から石川県に移ってくる人達より石川県から県外

へ転出する人達の方が多いということかしら？ どこを見ればそのような

姿がわかるのかな～？

国内における人口移動の状況をみるためには、総務省の「住民基本台帳人

口移動調査報告」というものがあるよ。

HPのアドレスは http://www.stat.go.jp/data/idou/index.htm だよ。

毎月、転入者の住所地、性別などを統計として発表しているよ。その統計

を基礎に国や地方公共団体が様々な行政施策の立案や実施を行っている

んだよ。

97、98年と転出者が増加に転じているだろう。橋本内閣の下での消費税

率引上げ（３－＞５％）や医療費の個人負担引上げなどが行われ、景気が

大きく減速した時期だね。さらに国内金融不安も発生し、経済が本格的に

デフレ経済に突入した時だよ。その後デフレの進展とともに、期を追って

転出者が転入者を上回っているね。

石川県では、90年代半ばにかけ

て県からの転出が減少傾向の下

で、県への転入が増加基調だっ

たんですね。

この結果、90年代半ばにかけて

は転入超過のマイナス幅が縮小

し、95、96年には転出者より転

入者の方が多くなっています。

石川県の人口増に大きく寄与し

ていたことがわかりますね。

石川県の人口流入・流出（３年移動平均、万人）

出所：総務省



第18号
2005年10月6日

「人口」（５）：富山、福井県の人口転入、転出 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

北陸３県の中で、石川県は一番人口の減少人数が少なかったですよね。そ

れでも、景気の波をもろに受けて時間とともに転出者が転入者を上回っ

ていますが、人口の減少がより大きい富山県や福井県では石川県より大

きな影響を受けているのですかね？

それでは、石川県と同じグラフで富山県、福井県を見てみようか。

富山県、福井県の全体的な動き自体は石川県と同じですね。95、96年と転

入者超過で人口増加に寄与し、97、98年と転出者が増加、その後は転入者

が大きく減少することなどを反映して、富山県、福井県からも人が着実に

転出しているという姿ですね。

少し細かくみると、富山県の動きは石川県や福井県と違うことがわかるね。

石川県や福井県は転入者（人口増にプラス）と転出者（マイナス）とのプラ

スマイナスの分が昨年まで依然としてマイナスの分が大きくなってきて

いるのに対して、富山県だけはそのマイナスの分が縮小してきているね。

富山県から転出する人達が急速に減ってきていること、さらに富山県に

転入する人達の減少幅が小さくなってきているためだよ。

富山県、福井県の人口流入・流出（３年移動平均、万人）

出所：総務省

富山 福井



第19号
2005年10月7日

「人口」（６）：石川県からの転出先 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

鳳鳳：

北陸３県においても、日本経済がデフレ経済に落ち込んだ97年、さらに

98年と県外への転出者が増加していましたね。景気が悪くなって、企業の

北陸地域での支店や出張所の縮小などがその背景の一つでしょうね。チ

ョッとカッコいいコメントでしょう！！

すごい！ 企業が不景気に対処するために、守りの姿勢に転じたからだろ

うね。とくに石川県金沢市は行政的なことも含めて北陸地域の中心的役

割を持っているので、影響は大きいかも知れないね。

すいきょう先生、それでは石川県から転出していく人達がどこに移って

いくのか見てみたいですね。人の動きをみれば、地域の連携、産業などの

連携がわかると思います。

総務省「住民基本台帳人口移動調査報告」をみれば良いんですね。

昨年、22,015人の人が石川県から転出していますが、トップ５だけで構成

比は49.2％を占めています。多くは、東京、大阪、愛知など３大都市圏へ移

転していますね。都市圏しては、福岡を中心とした九州地域とは関係が少

ないようね。

地域産業の都市圏へのアクセス、さらに北陸での支店、出張所として金沢

市が位置付けられていることなどから、大都市圏に平均的に転出してい

るわ。お隣の富山県は東京に続き第２位、福井県も1265名で第６位だから、

北陸地域内での連携も強いようね。

石川県の人口流出・移転先（2004年）



第20号
2005年10月11日

「人口」（７）：富山、福井県からの転出先 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

石川県からの転出先をみて、大都市圏との連携、北陸地域との連携が強い

ことがわかったわ。同じ見方で、富山県、福井県についてみると、何か特徴

がみえるかもしれませんね。

同じ統計などから、比較しながら特徴を捜す方法はいいね。硬い言い方で

は比較経済学的にみるなどというけれど、分かり易いね。

調子が出てきたみたい！！ 再び総務省「住民基本台帳人口移動調査報告」

をみると、富山県から転出する人達の多くは、石川県と同じく九州圏の除

く大都市圏に向かっているわ。但し、石川県と違うところは、石川県が大

都市圏に平均的に転出しているのに対して、富山県は東京、千葉など関東

圏への転出が多いのが特徴ね。

よく特徴を捕まえたね。さらに富山県からの転出先として石川県も多いね。

福井県からの転出先としては九州圏を除く大都市圏への転出先が大半を

占めるけれども、石川県、富山県とは違い、第１位に大阪府、第５位に京都

府が入っているように、関西圏への転出、移転が多いのが特徴だね。

北陸３県の特徴を挙げると、石川県が北陸の行政的位置付けから大都市

圏に平均的に分散する一方で、富山県が関東地域、福井県が関西地域と産

業連携から結び付きが強いことを示しているね。

富山県、福井県の人口流出・移転先（２００４年）

富山県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福井県



第21号
2005年10月12日

「人口」（８）：石川県へはどこから来るか 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

ここらで石川県について、どこから来て、どこに出ていっているかという

全体の姿を見た方がいいね。

昨年2004年において、石川県は全体として2316名の流出超過となってい

るだが、その姿を都道府県別に見たらどのようになっているかな。

流出超過とは、他県から石川県に転入してきた人より石川県から他県に

移転した人の数が多いということですね。一般的に出入りの結果正味ど

の程度が残ったかその差分を計算することを英語ではnetout(ネット・ア

ウト）と云います。また、その差分をネット、日本語では純と呼びます。で

すから、石川県と他県との人の移動はネット（純）で2316名のマイナス、

県外への移転ということです。

ネットでマイナス、すなわち転出していく都道府県をみると、東京へ785名、

愛知へ471名など石川県から移転する人達の90％以上がトップ５の大都

市圏ですね。第６位に富山県が入り、差し引き180名の人が移転してます。

福井県からは逆にネットで66名が石川県に転入しています。

石川県：どこから来て、どこへ移って行ったか(２００４年）

今度は逆に、石川県には日本のどこか

ら移転して来るのか調べてみると、昨年、

2004年においては、右の表のような

結果がでています。大都市圏と他の北

陸地域で大半を占めますね。

どこから石川県へ転入したか



第22号
2005年10月14日

「人口」（９）：石川県市町村の人口 

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

水鏡先生：

鳳鳳：

ところで、すいきょう先生、石川県や他の北陸地方の人口の変化など県単

位で眺めてきましたが、石川県内の市町村単位でみると、どのような状態

にあるかより身近に感じると思いますが？

いろいろな統計から現実の姿を描けるようになると、企業の戦略や各自の

人生の決断に大いに役に立つんだよ。その意味で、身近な統計で日頃の生

活を見直してみると、全体像が見えてくるはず、統計を使いこなす「はじめ

の一歩」としていいね。

上の統計は、石川県のホームページから手に入れた昨年10月１日現在の

人口推計だよ。その時点での石川県の総人口は117万7133人ということだ。

一目瞭然で、金沢市に人口が集中していることがわかりますね。統計をみ

ると、金沢市は45万6569人、石川県民の約39％が住んでいるのね。

二番目は小松市で10万8893人、県民の約9％。すなわち、金沢、小松、両市

合計で県民の48％、県民の約半分がこの２市に集中して住んでいるとい

うことですね。

町としては、6番目に人口4万6674人で野々市町、続いて3万5548人で津幡

町が7番目に入っています。町といえども、かほく市や輪島市より人口が多

いんですね。

石川県：市町村人口（２００４年１０月１日推計人口）



第23号
2005年10月17日

「人口」（10）：石川県市町村の人口増減

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

石川県内における人口分布が見えてきたところで、今度はその人口分布を

変化させている人口増減について見てみたいですね。

以前調べた結果では、石川県の人口は2001年をピークにその後減少傾向

に入っているということでした。

また、県外との人口移動では1997年以降、県外への人の流出が年を追うご

とに多くなってきており、行き先は九州以外の３大都市ということでした。

アジアとの交流で活気が出ている九州地域との交流が少ないのは気にな

りますね。

よく覚えているね。覚えるというよりも理解しているんだね。感心、感心。

上の図は、03年10月1日から昨年の10月1日の1年間における各市町村の

人口増減のトップ５を示したものだよ。

石川県で圧倒的な人口を抱える金沢市が一番人口減少の多い自治体とい

うことですね。１年間で505名の人口減少ですか。

逆に人口が増加しているのは、人口規模第3位の松任市が517名の人口増

加となり、石川県内の自治体で最大の増加。続いて人口規模6位の野々市町、

同7位の津幡町がそれぞれ300人台の増加で人口増の2、3位となっていま

すね。

石川県：市町村人口増減トップ５ （０３年１０月１日～０４年１０月１日）



第24号
2005年10月19日

「人口」（11）：金沢市の人口増減

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

金沢市は03年10月1日から昨年

10月1日までの１年間で人口が

505名減少したとされています。

これを自然動態と社会動態という

２つの要因から眺めると、自然動

態では945名の増加、一方、社会動

態では1450名の減少となって、結

果的に505名の人口減少を作り出

していますね。

金沢市の人口増減（03年10月1日～04年10月1日）

人口の増減を少し詳しく調べてみよう。

その前に、人口推計の簡単な定義を教えておこう。人口推計は 1 国勢調査

による人口を「基準人口」とし、その「基準人口」に毎月、あるいは１年間に 

2 生まれた人数や死亡した人数を調整する自然動態数、 3 国や県を越え

て住まいを変化させた人数を調整する社会動態数などを調整して行われ

ることを頭に置いておこう。詳しくは、総務省統計局HPの「人口推計につ

いて」（http://www.stat.go.jp/data/jinsui/1.htm）をみるといいね。

金沢市は社会動態での減少が人口減少の要因ということだね。社会動態の

動きをみると、金沢市への県内、県外からの転入者より、金沢市から県内の

他の場所や県外へ移転していった人数が多いということだね。

すいきょう先生、金沢市を中心に見た人の出入りですが、金沢市と県内そ

の他の場所への転出転入では、19名転入者の方が多いという結果です。

しかし、金沢市と県外との転出転入では、ネットの転出者が1469名です。

すなわち、金沢市の人口減少は市内から県外、例えば九州以外の3大都市へ

の人の移動などがその背景ですね。



第25号
2005年10月25日

「人口」（12）：松任市の人口増減

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

水鏡先生：

鳳鳳：

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

松任市は03年10月1日から昨年10

月1日までの１年間で人口が517名

増加しています。

これを金沢市でやったように、自然

動態と社会動態という２つの要因

から眺めてみましょう。自然動態で

は187名の増加、他方、社会動態で

も330名の増加となっています。

松任市の人口増減（03年10月1日～04年10月1日）

石川県内で人口が一番多く減少した金沢市に対して、同じ期間において県

内で人口が一番多く増加した松任市についても見てくれるかな。

すいきょう先生、任せてくださ～い。チョッとした統計でもその統計をよ

く眺め、そして統計数字が伝えたいことを読み砕していくことが楽しくな

ってきました。TVで人気のある「名探偵コナン」になったような気分で～す。

推理も働かせなくてはならないので、面白さ十分の仕事ですね。やる気満々

です。

松任市の自然動態による人口は187名の増加と、金沢市と比較して絶対数

ではもちろん少ないけれども、自然増加を維持しているんだね。人口のピ

ークが早ければ来年、遅くても2007年に迫っている日本としては、頑張っ

ているな～ という感じだね。

本当ですね。

ところで、松任市は金沢市と違って社会動態でも人口増となっています。

それも県内から松任市に転入してきた人数が松任市から県内の他の場所

へ移転した人数よりも多く、ネットで525名の転入超過となっているのが

特徴ですね。県外とはネットで195名の流出超過ですから、県内から人が

集まって来ているということですね。



第26号
2005年10月26日

「人口」（13）：金沢市の将来人口

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

ところで、金沢市の人口は既に減少し始めてきていますが、これから10年

後、20年後にはどの程度の人口になっているのか気になりますね。

本当に気になるところだね。ところで、将来の人口がどのようになるか、政

府もチャンと推計しているんだよ。国立社会保障・人口問題研究所

（http://www.ipss.go.jp/）が将来の人口をいろいろな面から推計し、発表し

ているよ。

県単位ではなく、日本全国の市区町村単位で推計した将来の人口について

は、2003年12月に推計した「日本の市区町村別将来推計人口」が一番新し

い統計だね。

すいきょう先生、金沢市都市政策部調査統計室が発表している金沢市の昔

の人口統計と人口問題研究所の人口推計を合わせたのが上のグラフです。

1900年、すなわち明治33年の金沢の人口は9万471人だったんですね。

人口問題研究所の推計によれば、金沢市の人口は今年2005年頃に最高と

なり、その後年を追うごとに減少していきます。2030年の人口は39万

7453人となり、現在の人口より5万8千人弱の人口減少と見込んでいます。

現実には、2005年で既に505名人口が減少しているから、この推計人口も

過大推計かもね。

金沢市の人口増減（０３年１０月１日～０４年１０月１日）



第27号
2005年10月28日

「人口」（14）：石川県市町村の将来人口

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

水鏡先生：

鳳鳳：

金沢市について将来の人口推計を眺めてみましたが、他の市町村も人口は

減少していくのでしょうね。寂しいですね。

それはどうかな。10年後でも人口が増えているだろうと予測されている

場所はあるよ。チョット眺めてみようね。

この表をみると、川北町は10年後でも人口が今より９％程度増えている

ということですね。すごいですね。美川町、寺井町なども８％程度の増加が

見込まれていますね。

昨年10月までの１年間で人口が増加した松任市や野々市町も人口増の第

８番、第７番にランクインしていますね。

今年から2015年までの人口増加率では川北町が最高の増加率となってい

るけれども、増加人数でみれば、松任市が一位で3049名、野々市町、津幡町

がそれぞれ2664名、2356名と現在すでに人口数で増加を続けている自治

体が続いているよ。

逆に10年後大きく人口が減少している自治体は、現在より約22％人口が

減少していると予測される門前町ですね。減少トップ・テンでみても、現在

より人口が15％程度減少していると考えられているということですね。

右の表は今年2005年の石川県内の

市町村の人口を100とした時、10年

後の2015年の人口がどの程度にな

っているかという統計だよ。

その統計が100以上ということは、

10年後でも今より人口が増加して

いるということだよ。

2015年の石川県市町村人口（2005年人口＝100


	suikyo14_27_ 1
	suikyo14_27_ 2
	suikyo14_27_ 3
	suikyo14_27_ 4
	suikyo14_27_ 5
	suikyo14_27_ 6
	suikyo14_27_ 7
	suikyo14_27_ 8
	suikyo14_27_ 9
	suikyo14_27_10
	suikyo14_27_11
	suikyo14_27_12
	suikyo14_27_13
	suikyo14_27_14

