
1 箕面市 1.28 箕面市 1.23 箕面市 0.6 箕面市 1.09 1 茨木市 0.25 茨木市 0.33 茨木市 0.29 茨木市 0.39 1 箕面市 1.19 箕面市 1.12 箕面市 0.54 箕面市 0.97

2 吹田市 0.76 吹田市 0.54 和泉市 0.46 和泉市 0.82 2 吹田市 0.17 摂津市 0.23 摂津市 0.27 摂津市 0.27 2 吹田市 0.59 吹田市 0.38 和泉市 0.26 和泉市 0.56

3 豊中市 0.38 茨木市 0.52 摂津市 0.45 茨木市 0.52 3 摂津市 0.17 和泉市 0.17 吹田市 0.21 和泉市 0.25 3 豊中市 0.31 摂津市 0.26 藤井寺市 0.25 大阪市 0.43

4 茨木市 0.29 摂津市 0.49 茨木市 0.39 大阪市 0.36 4 箕面市 0.09 吹田市 0.16 和泉市 0.2 吹田市 0.24 4 茨木市 0.03 豊中市 0.17 摂津市 0.18 藤井寺市 0.17

5 大阪狭山市 -0.03 豊中市 0.25 藤井寺市 0.2 堺市 0.26 5 豊中市 0.07 箕面市 0.11 泉大津市 0.16 四条畷市 0.17 5 大阪市 0.03 堺市 0.08 茨木市 0.1 堺市 0.16

6 四条畷市 -0.04 和泉市 0.17 吹田市 0.19 池田市 0.22 6 四条畷市 0.04 泉大津市 0.11 豊中市 0.12 泉大津市 0.17 6 大阪狭山市 0 寝屋川市 0.05 堺市 0.05 茨木市 0.12

7 大阪市 -0.07 堺市 0.08 豊中市 0.14 藤井寺市 0.15 7 和泉市 0.03 豊中市 0.09 四条畷市 0.12 池田市 0.15 7 東大阪市 -0.01 大阪市 0.05 大阪市 0.02 池田市 0.07

8 和泉市 -0.09 寝屋川市 0.05 堺市 0.04 枚方市 0.14 8 枚方市 0.02 枚方市 0.03 大東市 0.11 箕面市 0.13 8 堺市 -0.05 貝塚市 0.01 豊中市 0.01 枚方市 0.01

9 堺市 -0.12 大阪市 -0.02 枚方市 0 豊中市 0.07 9 池田市 0.01 池田市 0.03 池田市 0.09 枚方市 0.13 9 四条畷市 -0.07 八尾市 0.01 大阪狭山市 0.01 阪南市 -0.03

10 池田市 -0.18 貝塚市 -0.04 大阪狭山市 0 四条畷市 0.07 10 泉大津市 0.01 堺市 0 枚方市 0.08 大阪狭山市 0.13 10 守口市 -0.07 和泉市 0 東大阪市 0.01 豊中市 -0.05

11 東大阪市 -0.18 八尾市 -0.15 大阪市 -0.02 高槻市 0.04 11 交野市 -0.01 寝屋川市 0 高槻市 0.08 豊中市 0.12 11 泉佐野市 -0.11 東大阪市 -0.05 守口市 0.01 高槻市 -0.05

12 寝屋川市 -0.19 泉大津市 -0.16 寝屋川市 -0.07 交野市 0.03 12 寝屋川市 -0.04 高槻市 0 交野市 0.07 交野市 0.12 12 和泉市 -0.12 藤井寺市 -0.09 寝屋川市 0 守口市 -0.07

13 高槻市 -0.21 枚方市 -0.17 高槻市 -0.1 貝塚市 -0.09 13 大阪狭山市 -0.04 四条畷市 -0.01 箕面市 0.06 堺市 0.1 13 高槻市 -0.13 大阪狭山市 -0.13 吹田市 -0.02 交野市 -0.09

14 貝塚市 -0.23 大阪狭山市 -0.21 池田市 -0.11 阪南市 -0.1 14 藤井寺市 -0.05 大東市 -0.01 高石市 0.06 高槻市 0.09 14 貝塚市 -0.14 泉佐野市 -0.16 枚方市 -0.08 八尾市 -0.09

15 摂津市 -0.25 東大阪市 -0.22 東大阪市 -0.11 八尾市 -0.11 15 堺市 -0.07 貝塚市 -0.05 大阪狭山市 0 大東市 0.09 15 寝屋川市 -0.15 岸和田市 -0.19 八尾市 -0.09 四条畷市 -0.1

16 枚方市 -0.27 泉佐野市 -0.25 交野市 -0.12 東大阪市 -0.15 16 高槻市 -0.07 大阪市 -0.07 堺市 -0.02 泉南市 0.08 16 八尾市 -0.17 茨木市 -0.2 貝塚市 -0.1 東大阪市 -0.11

17 泉佐野市 -0.27 藤井寺市 -0.26 貝塚市 -0.14 吹田市 -0.18 17 貝塚市 -0.09 大阪狭山市 -0.07 大阪市 -0.03 高石市 0.08 17 池田市 -0.19 枚方市 -0.21 岸和田市 -0.11 貝塚市 -0.15

18 藤井寺市 -0.31 高槻市 -0.28 岸和田市 -0.16 泉佐野市 -0.19 18 大阪市 -0.1 柏原市 -0.07 泉南市 -0.03 貝塚市 0.06 18 岸和田市 -0.2 阪南市 -0.25 高槻市 -0.18 寝屋川市 -0.19

19 岸和田市 -0.32 岸和田市 -0.29 八尾市 -0.17 寝屋川市 -0.2 19 大東市 -0.1 交野市 -0.08 貝塚市 -0.04 泉佐野市 0.04 19 羽曳野市 -0.23 泉大津市 -0.27 交野市 -0.19 泉佐野市 -0.24

20 八尾市 -0.34 四条畷市 -0.29 泉大津市 -0.18 大阪狭山市 -0.21 20 岸和田市 -0.12 泉佐野市 -0.09 岸和田市 -0.04 岸和田市 0.04 20 藤井寺市 -0.26 高槻市 -0.28 池田市 -0.2 岸和田市 -0.3

21 守口市 -0.43 交野市 -0.4 守口市 -0.24 守口市 -0.22 21 高石市 -0.13 高石市 -0.09 藤井寺市 -0.05 寝屋川市 -0.01 21 枚方市 -0.29 四条畷市 -0.28 泉佐野市 -0.2 松原市 -0.31

22 羽曳野市 -0.46 阪南市 -0.47 泉佐野市 -0.28 泉南市 -0.25 22 泉佐野市 -0.15 岸和田市 -0.1 寝屋川市 -0.07 門真市 -0.01 22 阪南市 -0.33 守口市 -0.3 松原市 -0.25 泉南市 -0.33

23 泉南市 -0.58 守口市 -0.55 四条畷市 -0.34 岸和田市 -0.26 23 東大阪市 -0.17 泉南市 -0.11 八尾市 -0.08 藤井寺市 -0.02 23 泉南市 -0.4 交野市 -0.33 泉大津市 -0.33 大阪狭山市 -0.35

24 高石市 -0.59 泉南市 -0.55 高石市 -0.37 高石市 -0.34 24 八尾市 -0.18 八尾市 -0.15 泉佐野市 -0.08 八尾市 -0.02 24 摂津市 -0.42 松原市 -0.43 阪南市 -0.35 吹田市 -0.41

25 泉大津市 -0.61 大東市 -0.56 大東市 -0.41 摂津市 -0.35 25 柏原市 -0.18 門真市 -0.16 阪南市 -0.1 東大阪市 -0.04 25 高石市 -0.46 河内長野市 -0.43 河内長野市 -0.37 高石市 -0.42

26 交野市 -0.63 池田市 -0.6 阪南市 -0.45 大東市 -0.47 26 泉南市 -0.18 東大阪市 -0.17 東大阪市 -0.12 大阪市 -0.07 26 松原市 -0.47 泉南市 -0.44 高石市 -0.43 羽曳野市 -0.47

27 阪南市 -0.68 松原市 -0.63 泉南市 -0.49 松原市 -0.51 27 門真市 -0.21 藤井寺市 -0.17 柏原市 -0.14 阪南市 -0.07 27 門真市 -0.51 羽曳野市 -0.52 四条畷市 -0.46 河内長野市 -0.49

28 松原市 -0.72 河内長野市 -0.68 松原市 -0.5 泉大津市 -0.56 28 羽曳野市 -0.23 富田林市 -0.19 門真市 -0.15 柏原市 -0.08 28 柏原市 -0.54 門真市 -0.54 泉南市 -0.46 富田林市 -0.52

29 柏原市 -0.72 門真市 -0.7 河内長野市 -0.53 羽曳野市 -0.62 29 富田林市 -0.24 松原市 -0.21 富田林市 -0.15 富田林市 -0.12 29 河内長野市 -0.57 大東市 -0.55 羽曳野市 -0.48 大東市 -0.56

30 門真市 -0.72 羽曳野市 -0.79 羽曳野市 -0.71 門真市 -0.63 30 松原市 -0.26 阪南市 -0.22 河内長野市 -0.16 守口市 -0.14 30 泉大津市 -0.61 池田市 -0.63 大東市 -0.53 摂津市 -0.62

31 大東市 -0.85 柏原市 -0.8 門真市 -0.79 富田林市 -0.64 31 河内長野市 -0.34 守口市 -0.25 羽曳野市 -0.22 羽曳野市 -0.15 31 交野市 -0.62 富田林市 -0.66 門真市 -0.65 門真市 -0.62

32 富田林市 -0.89 富田林市 -0.85 柏原市 -0.82 河内長野市 -0.69 32 阪南市 -0.34 河内長野市 -0.25 守口市 -0.25 河内長野市 -0.19 32 富田林市 -0.65 柏原市 -0.73 柏原市 -0.68 柏原市 -0.65

33 河内長野市 -0.91 高石市 -1.02 富田林市 -0.89 柏原市 -0.73 33 守口市 -0.35 羽曳野市 -0.27 松原市 -0.26 松原市 -0.2 33 大東市 -0.75 高石市 -0.93 富田林市 -0.75 泉大津市 -0.72

緑：摂津地方、赤：河内地方（濃：南河内）、青：和泉地方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

平成21年度

基本台帳人口世帯数　人口動態　「社会増加率」

平成24年度 平成23年度 平成22年度平成21年度平成24年度 平成23年度 平成22年度

基本台帳人口世帯数　人口動態　「増加率」 基本台帳人口世帯数　人口動態　「自然増加率」

平成24年度 平成23年度 平成22年度平成21年度


