
当月 前月 比較

人口 56,785 56,201 584
(56,248) (55,684) 564

男 28,332 28,044 288
(28,066) (27,790) 276

女 28,453 28,157 296
(28,182) (27,894) 288

世帯数 20,373 20,311 62
(20,145) (19,889) 256

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 537 人

　　　 　　外国人登録世帯数 436 　　　世帯
　　　　世帯

　　　　世帯

平成１９年４月末現在

市の人口

　　　　　　    外国人と日本人からなる世帯　　　  　　　208

　　　　　  　  外国人のみの世帯                             228



当月 前月 比較

人口 56,914 56,785 129
(56,381) (56,248) 133

男 28,402 28,332 70
(28,139) (28,066) 73

女 28,512 28,453 59
(28,242) (28,182) 60

世帯数 20,441 20,373 68
(20,213) (20,145) 68

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 533 人

　　　 　　外国人登録世帯数 435 　　　世帯
　　　　世帯

　　　　世帯

平成１９年５月末現在

市の人口

　　　　　　    外国人と日本人からなる世帯　　　  　 　　207

　　　　　  　  外国人のみの世帯                              228



当月 前月 比較

人口 56,981 56,914 67
(56,462) (56,381) 81

男 28,434 28,402 32
(28,180) (28,139) 41

女 28,547 28,512 35
(28,282) (28,242) 40

世帯数 20,472 20,441 31
(20,253) (20,213) 40

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 519 人

　　　 　　外国人登録世帯数 424 　　　世帯
　　　　世帯

　　　　世帯

平成１９年６月末現在

市の人口

　　　　　　    外国人と日本人からなる世帯　　　  　 　　205

　　　　　  　  外国人のみの世帯                              219



当月 前月 比較

人口 57,119 56,981 138
(56,598) (56,462) 136

男 28,514 28,434 80
(28,259) (28,180) 79

女 28,605 28,547 58
(28,339) (28,282) 57

世帯数 20,548 20,472 76
(20,327) (20,253) 74

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 521 人

　　　 　　外国人登録世帯数 425 　　　世帯
　　　　世帯

　　　　世帯

平成１９年７月末現在

市の人口

　　　　　　    外国人と日本人からなる世帯　　　  　 　　204

　　　　　  　  外国人のみの世帯                              221



当月 前月 比較

人口 57,205 57,119 86
(56,676) (56,598) 78

男 28,581 28,514 67
(28,320) (28,259) 61

女 28,624 28,605 19
(28,356) (28,339) 17

世帯数 20,592 20,548 44
(20,365) (20,327) 38

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 529 人

　　　 　　外国人登録世帯数 437 　　　世帯
　　　　世帯

　　　　世帯

平成１９年８月末現在

市の人口

　　　　　　    外国人と日本人からなる世帯　　　  　 　　210

　　　　　  　  外国人のみの世帯                              227



当月 前月 比較

人口 57,362 57,205 157
(56,807) (56,676) 131

男 28,670 28,581 89
(28,388) (28,320) 68

女 28,692 28,624 68
(28,419) (28,356) 63

世帯数 20,679 20,592 87
(20,431) (20,365) 66

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 555 人

　　　 　　外国人登録世帯数 462 世帯
　　　　　　外国人のみの世帯 248 世帯

　　　   　 外国人と日本人からなる世帯 214 世帯

平成１９年９月末現在

市の人口



当月 前月 比較

人口 57,716 57,362 354
(57,134) (56,807) 327

男 28,842 28,670 172
(28,548) (28,388) 160

女 28,874 28,692 182
(28,586) (28,419) 167

世帯数 20,830 20,679 151
(20,576) (20,431) 145

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 582 人

　　　 　　外国人登録世帯数 471 世帯
　　　　　　外国人のみの世帯 254 世帯

　　　   　 外国人と日本人からなる世帯 217 世帯

平成１９年１０月末現在

市の人口



当月 前月 比較

人口 57,957 57,716 241
(57,355) (57,134) 221

男 28,956 28,842 114
(28,656) (28,548) 108

女 29,001 28,874 127
(28,699) (28,586) 113

世帯数 20,941 20,830 111
(20,670) (20,576) 94

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 602 人

　　　 　　外国人登録世帯数 489 世帯
　　　　　　外国人のみの世帯 271 世帯

　　　   　 外国人と日本人からなる世帯 218 世帯

平成１９年１１月末現在

市の人口



当月 前月 比較

人口 58,185 57,957 228
(57,585) (57,355) 230

男 29,083 28,956 127
(28,783) (28,656) 127

女 29,102 29,001 101
(28,802) (28,699) 103

世帯数 21,034 20,941 93
(20,766) (20,670) 96

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 600 人

　　　 　　外国人登録世帯数 488 世帯
　　　　　　外国人のみの世帯 268 世帯

　　　   　 外国人と日本人からなる世帯 200 世帯

平成１９年１２月末現在

市の人口



当月 前月 比較

人口 58,280 58,185 95
(57,662) (57,585) 77

男 29,148 29,083 65
(28,836) (28,783) 53

女 29,132 29,102 30
(28,826) (28,802) 24

世帯数 21,079 21,034 45
(20,802) (20,766) 36

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

　（参考）外国人登録人口 618 人

　　　 　　外国人登録世帯数 498 世帯
　　　　　　外国人のみの世帯 277 世帯

　　　   　 外国人と日本人からなる世帯 221 世帯

平成２０年１月末現在

市の人口



当月 前月 比較

人口 58,434 58,280 154
(57,814) (57,662) 152

男 29,243 29,148 95
(28,927) (28,836) 91

女 29,191 29,132 59
(28,887) (28,826) 61

世帯数 21,160 21,079 81
(20,881) (20,802) 79

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

（参考）外国人登録人口 620 人

　　　 　外国人登録世帯数 502 世帯
　　　　　外国人のみの世帯 279 世帯

　　　    外国人と日本人からなる世帯 223 世帯

平成２０年２月末現在

市の人口



当月 前月 比較

人口 58,659 58,434 225
(58,036) (57,814) 222

男 29,359 29,243 116
(29,041) (28,927) 114

女 29,300 29,191 109
(28,995) (28,887) 108

世帯数 21,305 21,160 145
(21,023) (20,881) 142

　　上段は住民基本台帳人口に外国人登録人口を加えたもの

　　下段は 住民基本台帳人口

（参考）外国人登録人口 623 人

　　　 　外国人登録世帯数 504 世帯
　　　　　外国人のみの世帯 282 世帯

　　　    外国人と日本人からなる世帯 222 世帯

平成２０年３月末現在

市の人口


