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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２７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２２年国勢調査人口」の「平成１７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 ― 962,376 1 千葉市

第１類 中核市 ― 514,635 2 船橋市・柏市

― 特例市 ― ― ―

第２類 15万以上 252,241 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 126,815 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 72,714 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 40,073 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 22,715 3 酒々井町・栄町・横芝光町

第７類 1万5千以上 16,405 2 多古町・九十九里町

～2万未満

第８類 1万以上 13,526 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 8,013 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 ― ―

163,107 37

12,892 17

115,817 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 62,761 1 白井市

～1.300未満

第４群 1.000以上 224,109 23 千葉市・市川市・船橋市・木更津市・松戸市・野田市

～1.100未満 成田市・佐倉市・東金市・習志野市・柏市・市原市

流山市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市

四街道市・袖ケ浦市・印西市・大網白里市・一宮町

長生村

第５群 0.950以上 48,704 13 館山市・茂原市・旭市・鴨川市・君津市・富津市・八街市

～1.000未満 富里市・山武市・いすみ市・酒々井町・神崎町・御宿町

第６群 0.900以上 23,747 17 銚子市・勝浦市・南房総市・匝瑳市・香取市・栄町

～0.950未満 多古町・東庄町・九十九里町・芝山町・横芝光町・睦沢町

白子町・長柄町・長南町・大多喜町・鋸南町

400,835 4 千葉市・習志野市・市原市・八千代市

302,628 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

80,371 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

29,431 4 香取市・神崎町・多古町・東庄町

57,886 3 銚子市・旭市・匝瑳市

36,034 6 東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・芝山町

横芝光町

22,101 7 茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町

長南町

19,483 4 勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町

33,307 4 館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町

82,580 4 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市

212,288 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

32,652 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 962,376 富里市 49,972

館山市 48,749

船橋市 622,988 富津市 47,108

柏市 406,281 南房総市 41,034

　　　　　　計 1,029,269 いすみ市 40,502

　　　　　平　均 514,635 匝瑳市 38,755

鴨川市 34,881

松戸市 487,376 勝浦市 19,583

市川市 472,757            計　 320,584

市原市 280,340         平　均 40,073

八千代市 194,101

佐倉市 177,601 横芝光町 25,067

流山市 172,659 栄町 21,731

習志野市 166,523 酒々井町 21,348

浦安市 162,914            計　 68,146

野田市 155,900         平　均 22,715

　　　　　　計 2,270,171

　　　　　平　均 252,241 九十九里町 17,382

多古町 15,427

我孫子市 133,216            計　 32,809

木更津市 133,064         平　均 16,405

成田市 131,418

鎌ケ谷市 109,562 東庄町 14,848

　　　　　　計 507,260 長生村 14,763

（第８類）

（第７類）

（第６類）

（第５類）

（第３類）

（第２類）

（大都市）

（第１類）

　　　　　　計 507,260 長生村 14,763

　　　　　平　均 126,815 一宮町 12,439

白子町 12,052

印西市 93,722 　　　　　　計 54,102

茂原市 91,855 　　　　　平　均 13,526

四街道市 91,340

君津市 88,126 大多喜町 9,992

香取市 81,065 長南町 8,696

八街市 73,449 鋸南町 8,563

旭市 68,020 御宿町 7,855

銚子市 66,882 芝山町 7,715

白井市 62,761 長柄町 7,495

袖ケ浦市 62,022 睦沢町 7,405

東金市 60,424 神崎町 6,384

山武市 54,904 　　　　　　計 64,105

大網白里市 50,714 　　　　　平　均 8,013

　　　　　　計 945,284

　　　　　平　均 72,714

6,034,944

163,107

219,162

12,892

6,254,106

115,817

市　　計

平　均

県　　計

平　均

町 村 計

平　均

（第９類）

（第４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22年国勢調査人口／平成17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） （第５群　0.950以上　～　1.000未満）

― 茂原市 0.997

富里市 0.994

（第２群　1.300以上　～　1.500未満） 酒々井町 0.993

― 鴨川市 0.981

君津市 0.980

（第３群　1.100以上　～　1.300未満） 旭市 0.978

白井市 1.138 館山市 0.976

御宿町 0.974

（第４群　1.000以上　～　1.100未満） いすみ市 0.968

印西市 1.087 八街市 0.967

流山市 1.074 神崎町 0.963

船橋市 1.069 富津市 0.958

成田市 1.064 山武市 0.950

浦安市 1.062

柏市 1.061 （第６群　0.900以上　～　0.950未満）

木更津市 1.058 横芝光町 0.9497

八千代市 1.050 香取市 0.949

鎌ケ谷市 1.049 九十九里町 0.947

千葉市 1.040 匝瑳市 0.946

習志野市 1.036 白子町 0.946

一宮町 1.032 芝山町 0.944

野田市 1.028 多古町 0.944

松戸市 1.025 南房総市 0.941

四街道市 1.023 長柄町 0.938

我孫子市 1.021 東庄町 0.937

袖ケ浦市 1.021 勝浦市 0.936

市川市 1.016 睦沢町 0.936

長生村 1.014 銚子市 0.936

大網白里市 1.011 大多喜町 0.927

佐倉市 1.005 栄町 0.926

東金市 1.001 長南町 0.924

市原市 1.001 鋸南町 0.915
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