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令 和 ２ 年 国 勢 調 査 

人口等基本集計結果（確報値） ～埼玉県の概要～ 

 

１ 日本の総人口 

 ○令和 2 年 10 月 1 日現在の日本の総人口は、1 億 2,614 万 6,099 人で、前回調査 

  の平成 27 年に比べ 94 万 8,646 人、約 0.7％減少した。 

 ○総人口のうち日本人人口は 1 億 2,154 万 1,155 人であり、平成 27 年に比べ 2.2％ 

    減少した。 

 ○外国人人口は 240 万 2,460 人であり、平成 27 年に比べ 37.1%増加した。 

 

２ 埼玉県の人口 

 ○埼玉県の人口は 734 万 4,765 人で、平成 27 年に比べ 7 万 8,231 人、約 1.1％ 

    増加した。 

  （１）総数 7,344,765 人（平成 27 年比：＋78,231 人、＋1.1％） 

  （２）男性 3,652,169 人（平成 27 年比：＋23,751 人、＋0.7％） 

  （３）女性 3,692,596 人（平成 27 年比：＋54,480 人、＋1.5％） 

 ○全国順位でみると人口は第 5 位（前回も第 5 位）で、人口増減率は第 4 位（前回 

  は第 3 位）である。 

順位 前回 都道府県 人口（人） 増減数（人） 増減率(%) 

１ １ 東京都 14,047,594 532,322 3.9 

２ ２ 神奈川県 9,237,337 111,124 1.2 

３ ３ 大阪府 8,837,685 △1,784 △0.0 

４ ４ 愛知県 7,542,415 59,287 0.8 

５ ５ 埼玉県 7,344,765 78,231 1.1 
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３ 県内市町村別人口 

 ○市町村別にみると、①さいたま市（1,324,025 人）、②川口市（594,274 人）、 

  ③川越市（354,571 人）、④所沢市（342,464 人）、⑤越谷市（341,621 人）の 

  順で、いずれも前回と同じ順位であった。 

 ○人口増加数が多い市町村は、①さいたま市（60,046 人）、②川口市（16,162 人）、 

  ③八潮市（6,646 人）、④三郷市（5,624 人）、⑤朝霞市（4,784 人）である。 

 ○人口増加率が高い市町村は、①滑川町（8.3％）、②八潮市（7.7％）、 

  ③さいたま市（4.8％）、④三郷市（4.1％）、⑤和光市（3.9％）である。 

 

４ 年齢別人口 

 ○15 歳未満人口（年少人口）は 858,384 人（県人口の 12.0％）、15 歳～64 歳 

  人口（生産年齢人口）は 4,335,188 人（同 60.8％）、65 歳以上人口（老年人口） 

  は 1,934,994 人（同 27.1％）となっている。 

  （１）15 歳未満人口   858,384 人（平成 27 年比：△52,421 人、△5.8％） 

  （２）15～64 歳人口 4,335,188 人（平成 27 年比：△171,986 人、△3.8％） 

  （３）65 歳以上人口 1,934,994 人（平成 27 年比：  146,259 人、 8.2％） 

 

５ 平均年齢 

 ○埼玉県の平均年齢は 46.9 歳で、平成 27 年の 45.4 歳から 1.5 歳上昇した。 

 ○全国順位は平成 27 年の第 6 位から第 7 位に下がった。 

 

６ 県内市町村別順位 

 ○市町村別の平均年齢・年齢 3 区分の上位・下位（＊平均年齢は若い順）は下表の 

  とおり。 
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順位 平均年齢（歳） 15歳未満割合(%) 15～64歳割合(%) 65歳以上割合(%) 

１ 戸田市（41.6） 滑川町（15.7） 和光市（68.5） 東秩父村（46.5） 

２ 和光市（41.9） 戸田市（14.7） 戸田市（68.3） 鳩山町（45.9） 

３ 朝霞市（43.2） 吉川市（14.5） 朝霞市（66.8） 長瀞町（39.7） 

 県全体（46.9） 県全体（12.0） 県全体（60.8） 県全体（27.1） 

６１ 長瀞町（53.9） 小川町（8.0） 長瀞町（51.2） 朝霞市（19.6） 

６２ 鳩山町（56.4） 鳩山町（7.0） 鳩山町（47.1） 和光市（17.9） 

６３ 東秩父村（57.7） 東秩父村（6.4） 東秩父村（47.1） 戸田市（16.9） 

 ＊平均年齢は若い順 

 

 

７ 外国人人口 

 ○県内に在住する外国人は 161,439 人で、平成 27 年に比べ 56,236 人、53.5％増加   

  した。 

 ○都道府県別の全国順位は平成 27 年と同じく第 5 位である。 

 ○市町村別にみると、①川口市（31,592 人）、②さいたま市（22,845 人）、 

  ③草加市（7,147 人）、④越谷市（6,547 人）、⑤蕨市（6,293 人）の順で 

  多かった。 

 

８ 世帯 

 ○県内の世帯数は 3,162,743 世帯で、平成 27 年に比べ 191,084 世帯、6.4％増加し 

  ている。 

 ○1 世帯当たり人員は、平成 27 年の 2.45 人から 2.32 人と減少した。 

 

９ 埼玉県の国勢調査に関するホームページアドレス 

 ○埼玉県総務部統計課のページ「彩の国統計情報館」 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0206/a001/2020kokutyou.html 
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10 図表 

 ○人口及び人口増減率の推移（埼玉県 大正 9 年～令和 2 年）   …… 図１ 

 

 ○年齢（3 区分）別人口割合の推移（埼玉県 平成 12 年～令和 2 年） …… 図２ 

 

※人口等基本集計とは 

  人口等基本集計は、全ての調査票を用いて市区町村別の人口、世帯、住居に関す  

 る結果及び外国人等に関する結果について集計したものである。  


