
倉吉市の人口動向（平成 27 年） 
 
１ 平成 27 年国勢調査による人口（速報値）と人口推計値との比較 

○国勢調査人口（速報値）は、国推計（国立社会保障人口問題研究所。以下「社人研」）、

市人口ビジョンにおける目標推計よりも高い。 
 H22（2010）年と比較した減少率は△3.26％で、社人研推計（△4.31％）よりも１％

以上改善。 
（単位：人） 

区分 H22（2010）年 H27（2015）年
減少率 

（H22 年比） 
社人研推計 A 

50,721
48,533 △4.31％

市人口ビジョン 目標推計 B 48,893 △3.60％
H27 国勢調査人口（速報値）C 49,070 △3.26％

（H27 国調人口 C－社人研推

計 A） 
－ ＋537 

（H27 国調人口 C－市目標推

計 B） 
－ ＋177 

 
２ 自然動態の推移 

●出生数は、総合計画・総合戦略における目標値（400 人）を２年連続下回り、合計特殊

出生率についても県平均を下回っている状況。 
 増加と減少を繰り返しながら、減少傾向が続いている。 
 人口ビジョンを達成するためには、出生数を 400 人以上の維持が求められ、子育て世

代の負担軽減を含めた不安解消を図る取組と的確な情報提供が必要。 
○死亡数は、2 年連続で減少。 

 死亡数の 75％以上を占める 75 歳以上の人口は、今後 10 年間は増加していくことか

ら、死亡数の減少は一時的なもので長期的には増加が予測される。 
 
＜自然動態の推移＞ 

年次 H22 H23 H24 H25 H26 H27 
自然増減 △229 △176 △250 △293 △340 △306
 出生数 390 461 409 416 364 383
 死亡数 619 637 659 709 704 689
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＜出生数と合計特殊出生率の推移＞ 

年次 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 
出生数 442 421 390 461 409 416 364 383
 前年比 △6 △21 △31 ＋71 △52 ＋7 △52 ＋19
合計特殊出生率 1.66 1.63 1.60 1.76 1.58 1.75 1.52 

※H27 の合計特殊出生率は、人口動態統計月報年数（概数）(厚生労働省)において 11 月頃に

公表予定  出典：出生数、死亡数…倉吉市市勢要覧、合計特殊出生率…鳥取県人口動態統計 

 
＜出生順位別出生数の推移＞ 

年次 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

出生数 416 人 364 人 383 人 

第１子 179 人（43.0％） 163 人（44.8％） 184 人（48.0％） 

第２子 148 人（35.6％） 126 人（34.6％） 118 人（30.8％） 

第３子以降 89 人（21.4％） 75 人（20.6％） 81 人（21.2％） 

※Ｈ27 の出生数は目標の 400 人を下回っているが、第 1 子については 400 人を超え

ていたＨ25 より増加している。 
 
３ 社会動態の推移 

○市外からの転入数は、2 年連続で減少していたが、H27 は増加した。 
●市外への転出数は、近年減少していたが、H27 年は増加した。 

 社会増減は拡大・縮小を繰り返しながらも縮小傾向にある。 
 月別でみると３月の転出超過者数が、他の月に比べて大きくなっている。 

 
＜社会動態の推移＞ 

年次 H22 H23 H24 H25 H26 H27 
社会増減 △238 △242 △67 △125 △105 △92
 転入数 1,532 1,434 1,563 1,474 1,429 1,462
 転出数 1,770 1,676 1,630 1,599 1,534 1,554

出典：出生数、死亡数…倉吉市市勢要覧 
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総合戦略の主な評価ポイント（平成 27 年） 
 

○評価一覧 

  （１）ひと （２）しごと （３）まち （４）行政改革 合計 
A 既に達成 ３ ２ １ ０ ６ 
B 順調 １６ ２０ １２ ４ ５３ 
C やや遅れている １９ １ ５ １ ２４ 
D 遅れている ０ ０ ２ ０ ２ 

合 計 ３８ ２３ ２０ ５ ８６ 
 
（１）人を大事にし、志を育てる 

項目 現状 実績 目標 状況・コメント 評価 担当課 

合計特殊出生率 
1.75 

（H25） 

1.52 

（H26） 
1.79 

近年は、増加と減少を繰り返し

ており、全国的にみても晩婚化

による第１子の出産年齢の上

昇、核家族化等が要因であると

推測される。 

Ｃ 子ども家庭課 

出生数【人】 364 人 383 人 400 人

近年減少傾向にあったが、今回

は上昇に転じた。育児不安の解

消を図り、親支援を含めた施策

を推進していく。 

Ｂ 子ども家庭課 

第２子出生数

【人】 
126 人 118 人 150 人

初婚年齢、第１子の出産年齢の

上昇及び希望する子どもの数の

減少等が要因と推測される。上

記同様に施策を推進していく。 

Ｃ 子ども家庭課 

第３子以降出生数

【人】 
75 人 81 人 80 人 同上 Ｂ 子ども家庭課 

婚姻件数【件】 
240 件 

(H25) 

207 件 

（H26） 
240 件

現状から下降傾向にあるが、平

成 27 年度は結婚の意識改革のた

めのスキルアップセミナーを３

回実施した。平成 28 年度では中

部地区（１市４町）で広域的な

婚活事業を実施することとして

いる。また、民間事業者による

事業とも合わせ、現状数値に戻

るよう今後事業を検討してい

く。 

Ｂ 
地域づくり 

支援課 

独身者が理想とす

る子供の数【人】 
2.50 人 2.32 人 2.70 人

※市民意識調査により把握 

理想と現実が乖離している要因

を分析し、経済的な負担、精神

的な不安等の解消に向けた取組

を推進する。 

Ｃ 子ども家庭課 
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県内外からの移住

者 
147 人 185 人 200 人

目標値に近づいている。移住者

数を増やすため取組を強化して

いく。 

Ｂ 
地域づくり 

支援課 

空き家バンク成約

件数【件】 
15 件 21 件 20 件 

物件を確保し情報提供すること

で成約に繋がった。 
Ａ 

地域づくり 

支援課 

 
（２）仕事をつくり、人を呼び、また仕事を呼ぶ 

項目 現状 実績 目標 状況・コメント 評価 担当課 

企業誘致及び

規模拡大によ

る新規雇用者

数 

153 人 
292 人 

(累計) 

300 人 

(累計) 

８件の規模拡大及び２件の新

設に係る企業立地促進事業に

よる雇用増。また、誘致企業

の新規雇用も計画通り順調に

推移している。 

Ｂ 商工課 

倉吉管内有効

求人倍率

【率】 

0.94 1.08 1.00 

全体では目標値に達している

が、管理・事務系は 0.29 倍、

生産工程系は 0.83 倍（いずれ

も平成 28 年４月）と、業種に

よって格差があり、ミスマッ

チの解消が要される。 

Ａ 商工課 

中部１市４町

観光客入込客

数 

2,128,000

人 

2,171,000

人 

2,200,000

人 

昨年比 102％で増加した。今後

も中部４町や観光関連団体と

連携し、外国人を含む旅行者

に向けた効果的なプロモーシ

ョンを行う。 

Ｂ 観光交流課 

 
（３）地域を守り、地域資源を活力に変える 

項目 現状 実績 目標 状況・コメント 評価 担当課 

「まちの保健

室」取組地区数 

２地区 

（Ｈ27） 
３地区 13 地区

今後も順調に地区数は増えてい

く見込み。ただし、取組地区が

増えるにつれて、運営スタッフ

が足りなくなる恐れがあるた

め、コミュニティリーダー養成

事業と連携し運営スタッフを確

保しながら進めていく必要があ

る。 

Ｂ 総合政策課 

健診受診率

【率】 
16.7％ 17.8％ 50.0％

健診受診率は微増傾向にある

が、目標にはほど遠い。今後も

健康意識の向上を図り、病気の

予防に必要となる各種健診受診

について、自治連、地区公及び

健康づくり推進員等との連携に

より進めていく。また、受けや

すい検診体制の構築や、効果的

な健診の啓発となるよう情報発

信の方法等を検討する必要があ

る。 

Ｄ 保健センター 
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