
年　　月 登録者数（人） 対前回増減数（人） 対前回増減率

平成１５年１２月 1,157,799 1,185 0.102%

平成１６年　３月 1,158,660 861 0.074%

平成１６年　６月 1,159,138 478 0.041%

平成１６年　９月 1,159,053 -85 -0.007%

平成１６年１２月 1,159,975 922 0.080%

平成１７年　３月 1,159,935 -40 -0.003%

平成１７年　６月 1,159,989 54 0.005%

平成１７年　９月 1,160,434 445 0.038%

平成１７年１２月 1,160,297 -137 -0.012%

平成１８年　３月 1,160,116 -181 -0.016%

平成１８年　６月 1,160,330 214 0.018%

平成１８年　９月 1,159,357 -973 -0.084%

平成１８年１２月 1,160,061 704 0.061%

平成１９年　３月 1,159,688 -373 -0.032%

平成１９年　６月 1,159,978 290 0.025%

平成１９年　９月 1,158,755 -1,223 -0.105%

平成１９年１２月 1,158,434 -321 -0.028%

平成２０年　３月 1,157,981 -453 -0.039%

平成２０年　６月 1,158,083 102 0.009%

平成２０年　９月 1,156,650 -1,433 -0.124%

平成２０年１２月 1,157,086 436 0.038%

平成２１年　３月 1,156,670 -416 -0.036%

平成２１年　６月 1,156,688 18 0.002%

平成２１年　９月 1,155,859 -829 -0.072%

平成２１年１２月 1,156,177 318 0.028%

平成２２年　３月 1,155,660 -517 -0.045%

平成２２年　６月 1,155,480 -180 -0.016%

平成２２年　９月 1,154,751 -729 -0.063%

平成２２年１２月 1,154,988 237 0.021%

平成２３年　３月 1,154,090 -898 -0.078%

平成２３年　６月 1,153,501 -589 -0.051%

平成２３年　９月 1,153,025 -476 -0.041%

平成２３年１２月 1,152,547 -478 -0.041%

平成２４年　３月 1,151,554 -993 -0.086%

平成２４年　６月 1,151,165 -389 -0.034%

平成２４年　９月 1,150,261 -904 -0.079%

平成２４年１２月 1,149,840 -421 -0.037%

平成２５年　３月 1,148,542 -1,298 -0.113%

平成２５年　６月 1,148,272 -270 -0.024%

平成２５年　９月 1,147,177 -1,095 -0.095%

平成２５年１２月 1,146,439 -738 -0.064%

平成２６年　３月 1,145,143 -1,296 -0.113%

平成２６年　６月 1,144,830 -313 -0.027%

平成２６年　９月 1,143,235 -1,595 -0.139%

平成２６年１２月 1,143,506 271 0.024%

平成２７年　３月 1,141,404 -2,102 -0.184%

平成２７年　６月 1,140,905 -499 -0.044%

平成２７年　９月 1,139,309 -1,596 -0.140%

平成２７年１２月 1,138,613 -696 -0.061%

平成２８年　３月 1,137,108 -1,505 -0.132%

平成２８年　６月 1,136,398 -710 -0.062%

平成２８年　９月 1,163,054 26,656 2.346%

平成２８年１２月 1,162,347 -707 -0.061%

平成２９年  ３月 1,160,861 -1,486 -0.128%

平成２９年  ６月 1,160,522 -339 -0.029%

平成２９年  ９月 1,158,524 -1,998 -0.172%

平成２９年１２月 1,157,101 -1,423 -0.123%

平成３０年　３月 1,155,669 -1,432 -0.124%

平成３０年  ６月 1,155,475 -194 -0.017%

平成３０年  ９月 1,152,748 -2,727 -0.236%

平成３０年１２月 1,151,608 -1,140 -0.099%

平成３１年　３月 1,149,824 -1,784 -0.155%

令和元年　　６月 1,149,129 -695 -0.060%

令和元年　　９月 1,148,839 -290 -0.025%

令和元年　１２月 1,145,378 -3,461 -0.301%

令和２年　　３月 1,143,764 -1,614 -0.141%

令和２年　　６月 1,143,167 -597 -0.052%

令和２年　　９月 1,140,940 -2,227 -0.195%

令和２年　１２月 1,140,519 -421 -0.037%

令和３年　　３月 1,138,845 -1,674 -0.147%

令和３年　　６月 1,138,018 -827 -0.073%

令和３年　　９月 1,135,740 -2,278 -0.200%

令和３年　１２月 1,134,592 -1,148 -0.101%

令和４年　　３月 1,133,206 -1,386 -0.122%

令和４年　　６月 1,131,749 -1,457 -0.129%

令和４年　　９月 1,128,978 -2,771 -0.245%

最 近 の 県 内 登 録 者 数 の 推 移

（注）平成２８年９月以降の登録者の年齢は、満１８歳以上です。（平成２８年６月以前は満２０歳以上）


