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１ 類型の設定 

  次の区分により４種の類型を設定した。 

（１）市平均、町村平均、県平均 

（２）地区別平均 

   町村にあっては郡別、市にあっては市制施行以前に属した郡別に平均値を算出し、地域別に類型

とするとともに「近郊整備地帯に属する市町村」と「その他の市町村」に区分して平均値を算出し

た。 

（３）人口段階別類型（類） 

   平成２８年１月１日現在の「住民基本台帳人口」を基準として次のように、政令指定都市を除く

市にあっては５段階、町村にあっては４段階に区分して設定した。決算分析表の人口０１～人口０

９はこの区分に基づくものである。各市町村がどの類型に属するかは次頁参照 

（４）人口増加率別類型（群） 

   「平成２７年国勢調査人口」の「平成２２年国勢調査人口」に対する増加率により、市と町村を

区分せず６段階に区分して設定した。決算分析表の増加率１～増加率６はこの区分に基づくもので

ある。各市町村がどの類型に属するかは次頁参照 

 

  なお、国における「類似団体別市町村財政指数表」では、市町村の態様を決定する要素のうちで最

もその度合いが強く、しかも容易にかつ客観的に把握できる｢人口｣と「産業構造」とに基づいて都市

を１６類型、町村を１５類型に分類している。 

  より正確な分析を期するには、国におけるような厳密な類型の設定、市町村の選定が必要であるが、

本分析では県下の団体数が５４と少数であるので便宜上特殊な事情にある団体も除外することなく、

上記４種の類型を使用することとした。 
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ア　類型区分表

平均人口 該　当

（人） 団体数

大都市 政令市 ― 964,424 1 千葉市

第１類 中核市 ― 517,905 2 船橋市・柏市

― 特例市 ― ― ―

第２類 15万以上 253,624 9 市川市・松戸市・野田市・佐倉市

習志野市・市原市・流山市・八千代市

浦安市

第３類 10万以上 127,013 4 木更津市・成田市・我孫子市・鎌ケ谷市

～15万未満

第４類 5万以上 72,421 13 銚子市・茂原市・東金市・旭市・君津市

～10万未満 四街道市・袖ケ浦市・八街市・印西市

白井市・香取市・山武市・大網白里市

第５類 5万未満 39,615 8 館山市・勝浦市・鴨川市・富津市・富里市

南房総市・匝瑳市・いすみ市

第６類 2万以上 22,508 3 酒々井町・栄町・横芝光町

第７類 1万5千以上 16,161 2 多古町・九十九里町

～2万未満

第８類 1万以上 13,410 4 東庄町・一宮町・長生村・白子町

～1万5千未満

第９類 5千以上 7,889 8 神崎町・芝山町・睦沢町・長柄町

～1万未満 長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町

―   5千未満 ― ―

163,495 37

12,741 17

116,035 54

該　　当　　団　　体　　名

市 計

町 村 計

県 計

類　型　区　分

町　村

都　市

市
人
　
　
口
　
　
段
　
　
階
　
　
別
　
　
類
　
　
型
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平均人口 該　当

（人） 団体数

第１群 1.500以上 0 0

第２群 1.300以上 0 0

～1.500未満

第３群 1.100以上 0 0

～1.300未満

第４群 1.000以上 258,748 15 千葉市・市川市・船橋市・木更津市・成田市・佐倉市

～1.100未満 習志野市・柏市・流山市・八千代市・鎌ケ谷市

四街道市・袖ケ浦市・印西市・白井市

第５群 0.950以上 96,665 20 館山市・松戸市・野田市・茂原市・東金市・旭市・市原市

～1.000未満 我孫子市・君津市・浦安市・八街市・富里市・大網白里市

酒々井町・神崎町・横芝光町・一宮町・睦沢町・長生村

御宿町

第６群 ～0.950未満 27,402 19 銚子市・勝浦市・鴨川市・富津市・南房総市・匝瑳市

香取市・山武市・いすみ市・栄町・多古町・東庄町

九十九里町・芝山町・白子町・長柄町・長南町・大多喜町

鋸南町

402,033 4 千葉市・習志野市・市原市・八千代市

304,442 9 市川市・船橋市・松戸市・野田市・柏市・流山市

我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市

80,456 9 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市

富里市・酒々井町・栄町

29,053 4 香取市・神崎町・多古町・東庄町

57,114 3 銚子市・旭市・匝瑳市

35,719 6 東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・芝山町

横芝光町

21,947 7 茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町

長南町

19,146 4 勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町

32,902 4 館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町

82,501 4 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市

213,180 25 千葉市・市川市・船橋市・木更津市・松戸市・野田市

成田市・佐倉市・習志野市・柏市・市原市・流山市

八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・君津市・富津市

浦安市・四街道市・袖ケ浦市・印西市・白井市・富里市

酒々井町・栄町

32,289 29 近郊整備地帯内市町村以外の市町村

該　　当　　団　　体　　名

千　葉　地　区

海　匝　地　区

香　取　地　区

印　旛　地　区

東 葛 飾 地 区

類型区分

人
　
口
　
増
　
加
　
率
　
別
　
類
　
型

近
郊
整
備
地
帯
別
類
型

地
　
　
区
　
　
別
　
　
類
　
　
型

長　生　地　区

山　武　地　区

その他地域市町村

近郊整備地帯内市町村

君　津　地　区

安　房　地　区

夷　隅　地　区
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イ　類型別市町村別内訳

a. 人口段階別類型（類）市町村別人口内訳表

市町村名 人口 市町村名 人口

千葉市 964,424 富里市 49,947

館山市 48,397

船橋市 626,809 富津市 46,492

柏市 409,001 南房総市 40,388

　　　　　　計 1,035,810 いすみ市 40,014

　　　　　平　均 517,905 匝瑳市 38,197

鴨川市 34,453

松戸市 489,717 勝浦市 19,033

市川市 476,560            計　 316,921

市原市 279,697         平　均 39,615

八千代市 195,173

佐倉市 177,056 横芝光町 24,728

流山市 176,248 栄町 21,541

習志野市 168,838 酒々井町 21,256

浦安市 164,034            計　 67,525

野田市 155,295         平　均 22,508

　　　　　　計 2,282,618

　　　　　平　均 253,624 九十九里町 17,082

多古町 15,240

木更津市 134,002            計　 32,322

我孫子市 132,853         平　均 16,161

成田市 131,739

鎌ケ谷市 109,458 長生村 14,705

　　　　　　計 508,052 東庄町 14,634

　　　　　平　均 127,013 一宮町 12,469

白子町 11,830

印西市 95,040 　　　　　　計 53,638

四街道市 91,645 　　　　　平　均 13,410

茂原市 91,358

君津市 87,447 大多喜町 9,747

香取市 80,015 長南町 8,522

八街市 72,713 鋸南町 8,370

旭市 67,598 御宿町 7,788

銚子市 65,546 芝山町 7,621

白井市 63,169 長柄町 7,378

袖ケ浦市 62,063 睦沢町 7,365

東金市 60,335 神崎町 6,321

山武市 54,139 　　　　　　計 63,112

大網白里市 50,409 　　　　　平　均 7,889

　　　　　　計 941,477

　　　　　平　均 72,421

6,049,302

163,495

216,597

12,741

6,265,899

116,035

市　　計

平　均

県　　計

平　均

町 村 計

平　均

（第９類）

（第８類）

（第４類）

（第７類）

（第６類）

（第５類）

（第３類）

（第２類）

（大都市）

（第１類）
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　　　ｂ．人口増加率別類型（群）市町村別増加率内訳表b. 人口増加率別類型（群）市町村別増加率内訳表

増加率は（平成27年国勢調査人口／平成22年国勢調査人口）である。

市町村名 増加率 市町村名 増加率

（第１群　1.500以上） 大網白里市 0.981

― 市原市 0.979

一宮町 0.978

（第２群　1.300以上　～　1.500未満） 長生村 0.973

― 富里市 0.972

八街市 0.966

（第３群　1.100以上　～　1.300未満） 君津市 0.965

― 茂原市 0.964

旭市 0.964

（第４群　1.000以上　～　1.100未満） 館山市 0.963

流山市 1.063 横芝光町 0.963

印西市 1.051 神崎町 0.950

木更津市 1.037

四街道市 1.029 （第６群　0.950未満）

柏市 1.025 鴨川市 0.949

船橋市 1.023 富津市 0.949

白井市 1.022 御宿町 0.945

習志野市 1.021 いすみ市 0.942

成田市 1.018 栄町 0.940

八千代市 1.018 芝山町 0.938

市川市 1.016 匝瑳市 0.936

千葉市 1.011 香取市 0.935

鎌ケ谷市 1.010 東庄町 0.934

袖ケ浦市 1.010 山武市 0.931

佐倉市 1.003 南房総市 0.927

勝浦市 0.926

（第５群　0.950以上　～　1.000未満） 大多喜町 0.922

松戸市 0.998 多古町 0.920

浦安市 0.995 白子町 0.918

野田市 0.988 九十九里町 0.917

酒々井町 0.987 銚子市 0.917

睦沢町 0.984 長柄町 0.913

東金市 0.982 長南町 0.904

我孫子市 0.982 鋸南町 0.896
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