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日本で「住みやすいところ」（1）

水鏡先生： 皆さ～ん、私、すいきょうといいます。空から落ちて日本にい

るんです。何かの縁と思ってしばらく住んでみようと思うのだ

が、日本はよく知らないな～。誰かに聞いてみるか。もし　　

もし、そこのお兄さん。

通行人： なんだい、爺さん。

水鏡先生： 爺さん！！ところで、住みやすいところはどこかね？

通行人： 日本の中で一番住みやすいところと言われると・・・。都会か

ら故郷に戻ってきている人たちも増えてきているから、生まれ

た場所が一番住みやすいのと違いますか。

水鏡先生： 本当だね。結局は自分が慣れ親しんでいた場所が一番ですね。

おっしゃるとおりですな。

通行人： ちょっと、待ってください。日本の住みやすい場所をランキン

グ付けしているものがあります。

水鏡先生： 本当ですか！それはありがたい。参考になりますな～。

通行人： 東洋経済新報社という会社が毎年「都市データパック」

という統計書を出しています。そこに「住みよさランキ

ング」が発表されていますよ。

水鏡先生： 有難う。すぐに手に入れるとしよう。



第２号
2005年７月４日

日本で「住みやすいところ」（2）

水鏡先生：  アマゾンのインターネット書店で注文した「都市データパック」2005年版

が届いたぞ！！

鳳鳳：         すいきょう先生。何を見て喜んでいるのですか？

水鏡先生：  アレッお前はフォンフォンじゃないか？ 　　　　　　　　　　　　　　

どうしてお前もここにおるのじゃ。

鳳鳳：       先生の体が大きいから先生が雲に空けた穴が巨大で、近くにいた私も一緒

に落ちてしまったんですよ。落ちたところが違って、今日まで先生を探し

続けていたんです。他にも一緒に落ちた人がいると思うけどな～。

水鏡先生：　すまん。すまん。申し訳ない。でも、折角来たんだから一緒に日本を探検し

よう。美味しいものがたくさんあると思うよ。なにせ日本は４つの季節を

持っているからね。そこで、最初に住む場所の検討じゃ。どれどれ、「住みよ

さランキング」ではどうようになっているのかな？

 水鏡先生の
世 の 中 探 訪 録

住みよさランキング２００５年総合評価

出所： 「都市データパック」２００５年版
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日本で「住みやすいところ」（３）
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鳳鳳：  すいきょう先生、この東洋経済新報社による「住みよさランキング」は今年

が初めてなの？

水鏡先生：   今年05年のランキングで13回目のランキング発表となると書いてあるよ。

鳳鳳：  ということは1992年から始ったのね。バブル景気が崩壊したのが1990年

だから、そのすぐ後ね。私が５歳の時ね。　

水鏡先生： 05年のランキング１位は、滋賀県の栗東（りっとう）市だそうだ。04年の３

位から１位になったんだね。

出所：栗東市HomePage

栗東市は、京阪神都市圏の東北部の外縁部、滋賀県の南部に

位置し、大阪市から60km、京都から25km、名古屋市から

85kmの距離に位置しています。

栗東市のHPを覗いてみよう。

http://www.city.ritto.shiga.jp/

栗東市は京都・大阪のベット・タウンとして01年に市制施

行したばかりの若い市であり、市内には大手企業が数多く

所在している。これを反映して、市の財政力指数や地方税収

入額が飛び抜けて高く、また住民の所得も高い。また、転入・

転出人口比率や新設住宅着工戸数も高い水準にあり、「人気

のまち」と東洋経済は判断している。
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日本で「住みやすいところ」（４）
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鳳鳳：  すいきょう先生、「住みよさランキング」は何を基準にして順位を

決めるの？

水鏡先生： それについては、東洋経済新報社のHomePageで説明しているか

ら、紹介しよう。

出所：東洋経済新報社「都市データパック」２００５年版

東洋経済新報社「住みよさランキング」基準

対象は全国740市と東京区部全体の741都市。「安心度」「利便度」「快適度」「富

裕度」「住居水準充実度」の５つの観点から16指標を採用。各指標について偏

差値を算出し、その平均値を総合点とした。

５つの観点と１６の指標
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日本で「住みやすいところ」（５）
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水鏡先生： 「住みやすさランキング」の１位から５０位を見てみよう。

トップ１０に北陸の市が４つも入っているとは凄いことだ

ね。是非、住んでみたい気がしてきたね。

出所：東洋経済新報社「都市データパック」２００５年版

「住みよさランキング」１～５０位　＝シャドー部は北陸地方＝

順位 市名 都道府県名 順位 市名 都道府県名
1 栗東 （滋賀） 26 武生 （福井）
2 福井 （福井） 27 渋川 （群馬）
3 成田 （千葉） 28 横手 （秋田）
4 立川 （東京） 29 安城 （愛知）
5 長浜 （滋賀） 30 厚木 （神奈川）
6 刈谷 （愛知） 31 御殿場 （静岡）
7 富山 （富山） 32 山形 （山形）
8 浦安 （千葉） 33 美濃加茂 （岐阜）
8 金沢 （石川） 34 倉吉 （鳥取）
10 敦賀 （福井） 35 名古屋 （愛知）
11 真岡 （栃木） 35 大阪 （大阪）
12 守谷 （茨城） 37 下松 （山口）
13 鳥栖 （佐賀） 38 三田 （兵庫）
14 戸田 （埼玉） 39 甲府 （山梨）
15 朝来 （兵庫） 40 つくば （茨城）
16 日進 （愛知） 41 小牧 （愛知）
17 碧南 （愛知） 42 藤沢 （神奈川）
18 砺波 （富山） 42 岡崎 （愛知）
19 武蔵野 （東京） 44 高山 （岐阜）
20 守山 （滋賀） 44 津 （三重）
21 高松 （香川） 46 町田 （東京）
22 駒ヶ根 （長野） 47 箕面 （大阪）
23 鯖江 （福井） 48 諏訪 （長野）
24 高崎 （群馬） 49 桑名 （三重）
25 宇都宮 （栃木） 50 草津 （滋賀）
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日本で「住みやすいところ」（６）
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水鏡先生： 「住みやすさランキング」の51位から100位を見てみよう。

上位100に北陸地方から12の市が選べれているね。富山が

５市、福井が４市、石川が３市入っている。

出所：東洋経済新報社「都市データパック」２００５年版

「住みよさランキング」 51～100位　＝シャドー部は北陸地方＝

順位 市名 都道府県名 順位 市名 都道府県名
51 米子 （鳥取） 76 福知山 （京都）
52 半田 （愛知） 77 土浦 （茨城）
52 大府 （愛知） 77 太田 （群馬）
54 白河 （福島） 79 水戸 （茨城）
55 高岡 （富山） 79 豊田 （愛知）
56 黒部 （富山） 81 七尾 （石川）
56 田原 （愛知） 81 高浜 （愛知）
58 多摩 （東京） 83 岐阜 （岐阜）
59 東温 （愛媛） 83 大津 （滋賀）
60 芦屋 （兵庫） 85 鳥取 （鳥取）
61 府中 （東京） 86 山口 （山口）
61 長岡 （新潟） 87 盛岡 （岩手）
63 岩沼 （宮城） 88 八千代 （千葉）
63 茅野 （長野） 89 小山 （栃木）
65 徳島 （徳島） 89 四日市 （三重）
66 大垣 （岐阜） 91 千歳 （北海道）
67 浜松 （静岡） 91 豊川 （愛知）
68 西尾 （愛知） 93 福岡 （福岡）
69 御前崎 （静岡） 94 鎌倉 （神奈川）
69 近江八幡 （滋賀） 94 魚津 （富山）
71 彦根 （滋賀） 94 小松 （石川）
72 豊明 （愛知） 97 北上 （岩手）
73 泉佐野 （大阪） 97 久居 （三重）
74 海老名 （神奈川） 99 袋井 （静岡）
75 松本 （長野） 100 八王子 （東京）
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鳳鳳：  すいきょう先生、ランキングをみると北陸地方の市が上位にランク

されてますね。トップ１０に北陸の４市が入っています。北陸という

地域は日本で一番住みやすい地域のようですね。

水鏡先生： そのようだね～。トップ１００でみても１２の市が

北陸地方からランクインしているからね。１割以上

の当選率だね。それにしても、トップ１０に４市とは

ね。イチロー以上の打率だね。すごい！！

        鳳鳳： 福井市は昨年も２位と住みやすい場所みたいですね。福井県ではそ

の他に敦賀市が１０位に入ってますね。福井県は滋賀県、千葉県と同

じく２市がトップ１０に入ってるわ。

水鏡先生： 敦賀という地名は、中国の敦煌（トンコウ）と歴史的な関係が深くて、

敦煌の名前から付けられたのだよ。

鳳鳳：  先生、本当ですか！日本と中国とは古くから関係があったんですね。

若い私たちは歴史を理解しなくてはダメね～。

水鏡先生： 富山県では富山市が昨年の５位から下がったけれど、７位で頑張っ

ているね。

鳳鳳：  ランクの変化でみると、ディズニー・ランドがある千葉県の浦安と同

じ８位に金沢市が去年１４位からトップ１０入りしていますよ。

水鏡先生： トップ１０入りも凄いが、金沢市は一挙に６つランクを上げてきて

いるね。この変化の大きさは前向きの動きがあるということだから、

期待できそうだね。
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日本で「住みやすいところ」（8）
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鳳鳳：  ランク付けは５つの観点でされていると東洋経済新報社が説明して

いましたよね＜（４）参照＞。北陸地域でトップ１０に入っている４

つの市は、この５つの観点でもトップ１０に入っているのかな～？

水鏡先生： どうなのか知りたいものだね。では、見てみようか。

水鏡先生： 福井、富山、金沢の３市のランクを上げている要因は病院、介護施設、

出生率などの「安心」、小売業販売額や大型小売店店舗面積などの「利

便」だね。個人の生活に関連する点が優れているらしいね。敦賀市は

財政力、課税対象所得額などでランクする「富裕度」で上位というこ

とは、他の３市と違って、企業活力が高いということだね。

   総合１位の栗東市も、市の発足が新しいことでもわかるが、敦賀市と

同じく、企業に活力があるということだね。

住みやすさランキング　＝ 観点別ランク＝

住みやすさランキング　＝ 観点別ランク1位＝

市名 総合 安心 利便 快適 富裕 住居

福井 2 53 3 173 131 231

富山 7 80 32 118 201 230

金沢 8 58 22 142 158 519

敦賀 10 177 103 171 25 451

栗東 1 89 126 32 9 514

総合 安心 利便 快適 富裕 住居

市名 栗東 糸満 横手 浦安 浦安 氷見

都道府県名 滋賀 沖縄 秋田 千葉 千葉 富山
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