
都道府県 支庁市郡 郡２ 区町村 ふりがな
中皮腫死
亡者数

H16年度末人
口（住基台帳）

北海道 札幌市 さっぽろし 99 1,856,442

函館市 はこだてし 31 296,547

小樽市 おたるし 6 143,900

旭川市 あさひかわし 14 358,795

室蘭市 むろらんし 16 99,113

釧路市 くしろし 9 194,326

帯広市 おびひろし 7 170,907

北見市 きたみし 5 128,664

夕張市 ゆうばりし 4 13,615

岩見沢市 いわみざわし 7 93,637

網走市 あばしりし ＊ 40,663

留萌市 るもいし 4 27,198

苫小牧市 とまこまいし 8 172,525

稚内市 わっかないし ＊ 41,625

美唄市 びばいし 4 29,235

芦別市 あしべつし ＊ 19,502

江別市 えべつし 16 123,167

赤平市 あかびらし 4 14,782

紋別市 もんべつし ＊ 26,739

士別市 しべつし ＊ 24,036

根室市 ねむろし ＊ 31,803

千歳市 ちとせし 4 90,507

滝川市 たきかわし 4 45,685

砂川市 すながわし ＊ 20,175

深川市 ふかがわし ＊ 25,780

富良野市 ふらのし ＊ 25,231

登別市 のぼりべつし 6 53,923

恵庭市 えにわし ＊ 67,263

伊達市 だてし ＊ 37,462

北広島市 きたひろしまし 7 60,274

石狩市 いしかりし ＊ 61,176

北斗市 ほくとし ＊ 49,045

石狩支庁 石狩郡 当別町 とうべつちょう ＊ 19,907

渡島支庁 松前郡 松前町 まつまえちょう ＊ 10,701

渡島支庁 松前郡 福島町 ふくしまちょう ＊ 6,158

渡島支庁 上磯郡 知内町 しりうちちょう ＊ 5,676

渡島支庁 上磯郡 木古内町 きこないちょう ＊ 6,203

渡島支庁 亀田郡 七飯町 ななえちょう 6 29,020

渡島支庁 茅部郡 鹿部町 しかべちょう ＊ 4,856

渡島支庁 茅部郡 森町 もりまち ＊ 19,554

渡島支庁 二海郡 八雲町 やくもちょう ＊ 20,331

渡島支庁 山越郡 長万部町 おしゃまんべちょう ＊ 6,900

檜山支庁 檜山郡 上ノ国町 かみのくにちょう ＊ 6,862

後志支庁 虻田郡 倶知安町 くっちゃんちょう ＊ 15,845

後志支庁 余市郡 余市町 よいちちょう ＊ 22,867

空知支庁 樺戸郡 月形町 つきがたちょう ＊ 4,178

空知支庁 樺戸郡 新十津川町 しんとつかわちょう ＊ 7,759

上川支庁 上川郡 比布町 ぴっぷちょう ＊ 4,525

上川支庁 上川郡 東川町 ひがしかわちょう ＊ 7,521

上川支庁 上川郡 美瑛町 びえいちょう ＊ 11,704

上川支庁 空知郡 上富良野町 かみふらのちょう ＊ 12,618

上川支庁 上川郡 和寒町 わっさむちょう ＊ 4,375

上川支庁 上川郡 下川町 しもかわちょう ＊ 4,097

留萌支庁 留萌郡 小平町 おびらちょう ＊ 4,212

留萌支庁 天塩郡 天塩町 てしおちょう ＊ 3,950

宗谷支庁 枝幸郡 枝幸町 えさしちょう ＊ 10,081

宗谷支庁 利尻郡 利尻富士町 りしりふじちょう ＊ 3,140

網走支庁 斜里郡 清里町 きよさとちょう ＊ 5,009

網走支庁 斜里郡 小清水町 こしみずちょう ＊ 5,901

網走支庁 紋別郡 遠軽町 えんがるちょう ＊ 23,939

平成７年～１６年市区町村別の中皮腫の死亡者数
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網走支庁 紋別郡 雄武町 おうむちょう ＊ 5,474

網走支庁 網走郡 大空町 おおぞらちょう ＊ 8,674

胆振支庁 虻田郡 豊浦町 とようらちょう ＊ 4,911

胆振支庁 白老郡 白老町 しらおいちょう ＊ 21,315

胆振支庁 勇払郡 厚真町 あつまちょう ＊ 5,222

胆振支庁 虻田郡 洞爺湖町 とうやこちょう ＊ 11,242

胆振支庁 勇払郡 安平町 あびらちょう ＊ 9,402

胆振支庁 勇払郡 むかわ町 むかわちょう ＊ 10,584

日高支庁 浦河郡 浦河町 うらかわちょう ＊ 15,605

日高支庁 日高郡 新ひだか町 しんひだかちょう ＊ 27,550

十勝支庁 河東郡 音更町 おとふけちょう ＊ 42,662

十勝支庁 上川郡 新得町 しんとくちょう ＊ 7,238

十勝支庁 上川郡 清水町 しみずちょう ＊ 10,773

十勝支庁 中川郡 幕別町 まくべつちょう ＊ 27,338

十勝支庁 中川郡 本別町 ほんべつちょう ＊ 9,112

十勝支庁 足寄郡 足寄町 あしょろちょう ＊ 8,571

釧路支庁 釧路郡 釧路町 くしろちょう ＊ 22,342

釧路支庁 厚岸郡 厚岸町 あっけしちょう ＊ 11,870

釧路支庁 川上郡 弟子屈町 てしかがちょう ＊ 8,949

根室支庁 野付郡 別海町 べつかいちょう ＊ 16,786

根室支庁 標津郡 標津町 しべつちょう ＊ 6,137

根室支庁 目梨郡 羅臼町 らうすちょう ＊ 6,650

青森県 青森市 あおもりし 15 314,786

弘前市 ひろさきし 5 190,038

八戸市 はちのへし ＊ 249,115

黒石市 くろいしし ＊ 39,489

五所川原市 ごしょがわらし ＊ 64,315

三沢市 みさわし ＊ 43,515

むつ市 むつし 4 67,342

つがる市 つがるし ＊ 40,195

東津軽郡 蓬田村 よもぎたむら ＊ 3,489

東津軽郡 外ヶ浜町 そとがはままち ＊ 8,728

西津軽郡 深浦町 ふかうらまち ＊ 11,372

南津軽郡 田舎館村 いなかだてむら ＊ 8,905

北津軽郡 板柳町 いたやなぎまち ＊ 16,505

北津軽郡 鶴田町 つるたまち ＊ 15,493

上北郡 野辺地町 のへじまち ＊ 16,012

三戸郡 田子町 たっこまち ＊ 7,453

三戸郡 階上町 はしかみちょう ＊ 15,186

岩手県 盛岡市 もりおかし 8 294,813

宮古市 みやこし ＊ 61,298

大船渡市 おおふなとし ＊ 43,443

花巻市 はなまきし ＊ 105,878

北上市 きたかみし 4 93,064

久慈市 くじし ＊ 40,616

遠野市 とおのし ＊ 32,479

一関市 いちのせきし ＊ 126,677

陸前高田市 りくぜんたかたし ＊ 25,781

釜石市 かまいしし ＊ 44,008

二戸市 にのへし ＊ 32,523

八幡平市 はちまんたいし ＊ 31,918

奥州市 おうしゅうし ＊ 131,544

岩手郡 雫石町 しずくいしちょう ＊ 19,363

岩手郡 葛巻町 くずまきまち ＊ 8,535

岩手郡 滝沢村 たきざわむら 4 52,608

紫波郡 紫波町 しわちょう ＊ 34,564

紫波郡 矢巾町 やはばちょう ＊ 27,127

胆沢郡 金ケ崎町 かねがさきちょう ＊ 16,335

気仙郡 住田町 すみたちょう ＊ 6,994

下閉伊郡 岩泉町 いわいずみちょう ＊ 12,569

九戸郡 軽米町 かるまいまち ＊ 11,715

宮城県 仙台市 せんだいし 27 997,199

石巻市 いしのまきし 12 170,959
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塩竈市 しおがまし 6 60,316

気仙沼市 けせんぬまし ＊ 67,742

白石市 しろいしし ＊ 39,996

名取市 なとりし ＊ 68,089

角田市 かくだし ＊ 33,479

多賀城市 たがじょうし 5 61,892

岩沼市 いわぬまし ＊ 43,426

栗原市 くりはらし ＊ 82,588

東松島市 ひがしまつしまし ＊ 43,627

大崎市 おおさきし 5 138,880

刈田郡 蔵王町 ざおうまち ＊ 13,776

柴田郡 大河原町 おおがわらまち ＊ 23,288

柴田郡 村田町 むらたまち ＊ 12,962

柴田郡 柴田町 しばたまち ＊ 39,317

柴田郡 川崎町 かわさきまち ＊ 10,833

伊具郡 丸森町 まるもりまち ＊ 17,348

亘理郡 亘理町 わたりちょう ＊ 35,912

亘理郡 山元町 やまもとちょう 4 17,810

宮城郡 松島町 まつしままち ＊ 16,542

宮城郡 七ヶ浜町 しちがはままち ＊ 21,557

宮城郡 利府町 りふちょう ＊ 32,517

黒川郡 富谷町 とみやまち ＊ 41,397

加美郡 色麻町 しかまちょう ＊ 7,919

加美郡 加美町 かみまち ＊ 27,887

牡鹿郡 女川町 おながわちょう ＊ 11,079

本吉郡 南三陸町 みなみさんりくちょう ＊ 19,131

秋田県 秋田市 あきたし 16 330,621

能代市 のしろし ＊ 64,573

横手市 よこてし 5 106,776

大館市 おおだてし ＊ 84,617

男鹿市 おがし 4 36,258

湯沢市 ゆざわし ＊ 56,923

由利本荘市 ゆりほんじょうし 4 90,820

潟上市 かたがみし ＊ 36,102

大仙市 だいせんし 4 96,059

北秋田市 きたあきたし 4 40,789

にかほ市 にかほし ＊ 29,660

仙北市 せんぼくし ＊ 32,742

北秋田郡 上小阿仁村 かみこあにむら ＊ 3,227

山本郡 三種町 みたねちょう ＊ 21,486

南秋田郡 五城目町 ごじょうめまち ＊ 12,212

南秋田郡 八郎潟町 はちろうがたまち ＊ 7,245

仙北郡 美郷町 みさとちょう ＊ 23,822

山形県 山形市 やまがたし 4 250,046

米沢市 よねざわし 4 91,001

鶴岡市 つるおかし 5 134,040

酒田市 さかたし 5 118,677

新庄市 しんじょうし ＊ 40,894

寒河江市 さがえし ＊ 43,736

村山市 むらやまし ＊ 28,898

天童市 てんどうし ＊ 63,238

東根市 ひがしねし ＊ 45,988

尾花沢市 おばなざわし ＊ 21,271

南陽市 なんようし ＊ 35,569

西村山郡 河北町 かほくちょう ＊ 21,268

北村山郡 大石田町 おおいしだまち ＊ 9,218

最上郡 最上町 もがみまち ＊ 11,143

最上郡 鮭川村 さけがわむら ＊ 5,661

東置賜郡 川西町 かわにしまち ＊ 19,123

福島県 福島市 ふくしまし 8 288,261

会津若松市 あいづわかまつし ＊ 131,437

郡山市 こおりやまし 22 333,566

いわき市 いわきし 18 359,876
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白河市 しらかわし ＊ 65,866

須賀川市 すかがわし ＊ 80,756

喜多方市 きたかたし ＊ 56,983

相馬市 そうまし ＊ 39,120

二本松市 にほんまつし 6 64,602

田村市 たむらし 4 44,417

南相馬市 みなみそうまし ＊ 73,830

伊達郡 桑折町 こおりまち ＊ 13,798

伊達郡 国見町 くにみまち ＊ 10,960

伊達郡 川俣町 かわまたまち ＊ 17,497

安達郡 本宮町 もとみやまち ＊ 21,917

南会津郡 下郷町 しもごうまち ＊ 7,458

耶麻郡 猪苗代町 いなわしろまち ＊ 17,531

河沼郡 会津坂下町 あいづばんげまち ＊ 18,901

大沼郡 金山町 かねやままち ＊ 2,989

大沼郡 昭和村 しょうわむら ＊ 1,788

大沼郡 会津美里町 あいづみさとまち ＊ 25,663

西白河郡 泉崎村 いずみざきむら ＊ 7,089

西白河郡 矢吹町 やぶきまち ＊ 18,289

東白川郡 棚倉町 たなぐらまち ＊ 16,001

石川郡 石川町 いしかわまち ＊ 18,871

石川郡 玉川村 たまかわむら ＊ 7,680

石川郡 平田村 ひらたむら ＊ 7,718

石川郡 浅川町 あさかわまち ＊ 7,494

石川郡 古殿町 ふるどのまち ＊ 6,835

田村郡 三春町 みはるまち ＊ 19,933

双葉郡 大熊町 おおくままち ＊ 10,962

茨城県 水戸市 みとし 4 262,712

日立市 ひたちし 10 202,897

土浦市 つちうらし 7 143,363

古河市 こがし 4 147,130

石岡市 いしおかし 5 83,561

結城市 ゆうきし 5 52,864

龍ケ崎市 りゅうがさきし ＊ 78,648

下妻市 しもつまし ＊ 45,885

常総市 じょうそうし ＊ 64,875

常陸太田市 ひたちおおたし ＊ 62,584

高萩市 たかはぎし ＊ 33,953

北茨城市 きたいばらきし 4 51,237

取手市 とりでし 7 113,184

つくば市 つくばし 4 188,391

ひたちなか市 ひたちなかし 9 154,844

鹿嶋市 かしまし 4 64,547

潮来市 いたこし ＊ 31,605

守谷市 もりやし ＊ 53,083

常陸大宮市 ひたちおおみやし ＊ 49,142

那珂市 なかし ＊ 56,607

筑西市 ちくせいし 9 115,093

かすみがうら市 かすみがうらし ＊ 45,182

桜川市 さくらがわし ＊ 50,110

神栖市 かみすし ＊ 88,841

行方市 なめがたし ＊ 40,816

鉾田市 ほこたし 7 52,806

つくばみらい市 つくばみらいし 5 41,020

小美玉市 おみたまし ＊ 53,619

東茨城郡 茨城町 いばらきまち ＊ 35,483

東茨城郡 大洗町 おおあらいまち ＊ 19,267

東茨城郡 城里町 しろさとまち ＊ 23,508

那珂郡 東海村 とうかいむら ＊ 35,521

稲敷郡 美浦村 みほむら ＊ 18,469

稲敷郡 阿見町 あみまち ＊ 47,023

猿島郡 五霞町 ごかまち ＊ 10,055

栃木県 宇都宮市 うつのみやし 21 450,217
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足利市 あしかがし 6 159,760

栃木市 とちぎし 4 82,698

佐野市 さのし ＊ 125,432

鹿沼市 かぬまし ＊ 104,689

日光市 にっこうし 7 96,673

小山市 おやまし 6 155,429

真岡市 もおかし ＊ 62,786

大田原市 おおたわらし ＊ 75,548

矢板市 やいたし ＊ 36,205

那須塩原市 なすしおばらし ＊ 113,888

下野市 しもつけし ＊ 59,068

河内郡 上三川町 かみのかわまち ＊ 31,239

河内郡 河内町 かわちまち ＊ 35,298

上都賀郡 西方町 にしかたまち ＊ 7,117

芳賀郡 二宮町 にのみやまち ＊ 16,717

芳賀郡 益子町 ましこまち ＊ 25,516

芳賀郡 茂木町 もてぎまち ＊ 17,048

芳賀郡 市貝町 いちかいまち ＊ 12,700

下都賀郡 壬生町 みぶまち ＊ 39,886

下都賀郡 野木町 のぎまち ＊ 26,185

下都賀郡 大平町 おおひらまち ＊ 28,728

下都賀郡 岩舟町 いわふねまち ＊ 19,228

下都賀郡 都賀町 つがまち ＊ 13,758

塩谷郡 塩谷町 しおやまち ＊ 14,091

塩谷郡 高根沢町 たかねざわまち ＊ 30,770

群馬県 前橋市 まえばしし 6 319,414

高崎市 たかさきし 11 316,129

桐生市 きりゅうし 9 130,401

伊勢崎市 いせさきし 7 195,713

太田市 おおたし 9 208,230

沼田市 ぬまたし ＊ 55,187

館林市 たてばやしし ＊ 78,917

渋川市 しぶかわし 4 88,176

藤岡市 ふじおかし 5 70,808

富岡市 とみおかし ＊ 54,171

安中市 あんなかし 5 65,339

みどり市 みどりし ＊ 52,715

北群馬郡 榛東村 しんとうむら ＊ 14,451

北群馬郡 吉岡町 よしおかまち ＊ 17,916

多野郡 上野村 うえのむら ＊ 1,539

多野郡 神流町 かんなまち ＊ 3,021

吾妻郡 中之条町 なかのじょうまち ＊ 17,831

吾妻郡 高山村 たかやまむら ＊ 4,307

吾妻郡 東吾妻町 ひがしあがつままち ＊ 17,444

利根郡 みなかみ町 みなかみまち ＊ 24,551

佐波郡 玉村町 たまむらまち ＊ 37,445

邑楽郡 邑楽町 おうらまち ＊ 27,921

埼玉県 さいたま市 さいたまし 36 1,164,898

川越市 かわごえし 17 327,881

熊谷市 くまがやし 6 191,465

川口市 かわぐちし 27 475,896

行田市 ぎょうだし ＊ 89,229

秩父市 ちちぶし 11 71,959

所沢市 ところざわし 8 333,009

飯能市 はんのうし 6 83,933

加須市 かぞし ＊ 68,130

本庄市 ほんじょうし ＊ 80,288

東松山市 ひがしまつやまし 4 88,825

春日部市 かすかべし 8 240,556

狭山市 さやまし 7 158,945

鴻巣市 こうのすし 6 118,659

深谷市 ふかやし 8 145,676

上尾市 あげおし 14 219,930
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草加市 そうかし 13 232,682

越谷市 こしがやし 15 313,025

蕨市 わらびし 6 68,083

戸田市 とだし 9 112,385

入間市 いるまし 6 148,437

鳩ヶ谷市 はとがやし ＊ 57,407

朝霞市 あさかし ＊ 122,467

志木市 しきし ＊ 66,835

和光市 わこうし ＊ 71,357

新座市 にいざし 6 150,423

桶川市 おけがわし ＊ 74,038

久喜市 くきし 6 72,734

北本市 きたもとし 10 70,667

八潮市 やしおし ＊ 74,246

富士見市 ふじみし ＊ 103,144

三郷市 みさとし 7 127,018

蓮田市 はすだし 4 63,956

坂戸市 さかどし ＊ 97,211

幸手市 さってし 6 54,459

鶴ヶ島市 つるがしまし ＊ 68,383

吉川市 よしかわし ＊ 60,071

ふじみ野市 ふじみのし ＊ 101,705

北足立郡 伊奈町 いなまち ＊ 36,374

入間郡 三芳町 みよしまち 4 36,130

入間郡 毛呂山町 もろやままち ＊ 36,544

比企郡 滑川町 なめがわまち ＊ 14,739

比企郡 嵐山町 らんざんまち ＊ 19,158

比企郡 小川町 おがわまち 4 36,270

比企郡 川島町 かわじままち ＊ 23,185

比企郡 吉見町 よしみまち 4 22,587

比企郡 鳩山町 はとやままち ＊ 16,278

比企郡 ときがわ町 ときがわまち ＊ 13,668

秩父郡 横瀬町 よこぜまち 4 9,880

秩父郡 皆野町 みなのまち 4 11,829

秩父郡 小鹿野町 おがのまち ＊ 14,750

児玉郡 上里町 かみさとまち ＊ 30,489

大里郡 寄居町 よりいまち ＊ 37,770

北埼玉郡 北川辺町 きたかわべまち ＊ 13,431

北埼玉郡 大利根町 おおとねまち ＊ 14,924

南埼玉郡 宮代町 みやしろまち ＊ 33,868

南埼玉郡 白岡町 しらおかまち ＊ 48,546

南埼玉郡 菖蒲町 しょうぶまち ＊ 21,798

北葛飾郡 栗橋町 くりはしまち ＊ 26,462

北葛飾郡 鷲宮町 わしみやまち ＊ 34,065

北葛飾郡 杉戸町 すぎとまち 5 46,951

北葛飾郡 松伏町 まつぶしまち ＊ 30,980

千葉県 千葉市 ちばし 36 899,438

銚子市 ちょうしし ＊ 76,230

市川市 いちかわし 9 452,905

船橋市 ふなばしし 21 563,737

木更津市 きさらづし ＊ 123,150

松戸市 まつどし 17 467,650

野田市 のだし 9 151,733

茂原市 もばらし ＊ 94,749

成田市 なりたし 4 119,127

佐倉市 さくらし ＊ 175,118

東金市 とうがねし ＊ 60,003

旭市 あさひし ＊ 70,425

習志野市 ならしのし 4 156,587

柏市 かしわし 10 376,018

勝浦市 かつうらし ＊ 22,541

市原市 いちはらし 13 280,238

流山市 ながれやまし 7 150,910
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八千代市 やちよし 10 179,569

我孫子市 あびこし 9 131,592

鎌ケ谷市 かまがやし ＊ 103,550

君津市 きみつし ＊ 92,072

富津市 ふっつし ＊ 51,703

浦安市 うらやすし ＊ 149,863

四街道市 よつかいどうし ＊ 85,186

袖ケ浦市 そでがうらし ＊ 60,103

八街市 やちまたし ＊ 76,210

印西市 いんざいし ＊ 60,898

富里市 とみさとし ＊ 49,653

南房総市 みなみぼうそうし ＊ 46,215

香取市 かとりし ＊ 89,463

山武市 さんむし ＊ 60,616

いすみ市 いすみし ＊ 43,634

印旛郡 本埜村 もとのむら ＊ 8,376

香取郡 多古町 たこまち ＊ 17,391

山武郡 大網白里町 おおあみしらさとまち ＊ 49,878

山武郡 九十九里町 くじゅうくりまち ＊ 19,910

長生郡 一宮町 いちのみやまち ＊ 12,092

長生郡 睦沢町 むつざわまち ＊ 8,100

長生郡 長南町 ちょうなんまち ＊ 10,300

夷隅郡 御宿町 おんじゅくまち ＊ 8,188

安房郡 鋸南町 きょなんまち ＊ 10,154

東京都 千代田区 ちよだく ＊ 43,210

中央区 ちゅうおうく ＊ 95,083

港区 みなとく 6 172,237

新宿区 しんじゅくく 22 273,842

文京区 ぶんきょうく 6 178,324

台東区 たいとうく 11 159,100

墨田区 すみだく 11 225,100

江東区 こうとうく 23 407,908

品川区 しながわく 23 332,565

目黒区 めぐろく 10 246,458

大田区 おおたく 33 655,975

世田谷区 せたがやく 30 804,699

渋谷区 しぶやく 8 194,747

中野区 なかのく 18 297,402

杉並区 すぎなみく 22 513,977

豊島区 としまく 19 235,242

北区 きたく 19 316,202

荒川区 あらかわく 8 177,216

板橋区 いたばしく 25 506,411

練馬区 ねりまく 28 671,266

足立区 あだちく 31 623,908

葛飾区 かつしかく 26 425,756

江戸川区 えどがわく 21 638,099

八王子市 はちおうじし 17 533,374

立川市 たちかわし 6 168,589

武蔵野市 むさしのし 4 132,515

三鷹市 みたかし 9 170,646

青梅市 おうめし ＊ 139,532

府中市 ふちゅうし 8 234,083

昭島市 あきしまし 5 108,790

調布市 ちょうふし 7 208,156

町田市 まちだし 19 401,855

小金井市 こがねいし ＊ 109,002

小平市 こだいらし 5 175,585

日野市 ひのし ＊ 168,495

東村山市 ひがしむらやまし 6 144,623

国分寺市 こくぶんじし ＊ 112,995

国立市 くにたちし 7 71,850

狛江市 こまえし ＊ 75,778
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東大和市 ひがしやまとし ＊ 79,978

清瀬市 きよせし ＊ 72,172

東久留米市 ひがしくるめし 4 114,091

武蔵村山市 むさしむらやまし 7 66,387

多摩市 たまし 4 141,478

稲城市 いなぎし ＊ 74,887

羽村市 はむらし 6 55,151

あきる野市 あきるのし ＊ 79,905

西東京市 にしとうきょうし ＊ 185,112

西多摩郡 瑞穂町 みずほまち ＊ 33,899

神奈川県 横浜市 よこはまし 198 3,518,095

川崎市 かわさきし 70 1,280,480

横須賀市 よこすかし 76 433,170

平塚市 ひらつかし 22 255,182

鎌倉市 かまくらし 10 173,469

藤沢市 ふじさわし 19 390,763

小田原市 おだわらし 12 197,644

茅ヶ崎市 ちがさきし 11 228,811

逗子市 ずしし 6 59,801

相模原市 さがみはらし 24 650,490

三浦市 みうらし 6 51,001

秦野市 はだのし 7 159,894

厚木市 あつぎし 10 215,504

大和市 やまとし 16 216,634

伊勢原市 いせはらし ＊ 97,292

海老名市 えびなし ＊ 122,611

座間市 ざまし 6 126,668

綾瀬市 あやせし ＊ 80,492

三浦郡 葉山町 はやままち ＊ 32,490

高座郡 寒川町 さむかわまち 4 47,039

中郡 大磯町 おおいそまち ＊ 33,254

中郡 二宮町 にのみやまち ＊ 30,900

足柄上郡 中井町 なかいまち ＊ 10,146

足柄上郡 大井町 おおいまち ＊ 17,562

足柄上郡 開成町 かいせいまち ＊ 14,686

足柄下郡 箱根町 はこねまち ＊ 14,009

足柄下郡 湯河原町 ゆがわらまち ＊ 28,101

愛甲郡 愛川町 あいかわまち ＊ 41,572

津久井郡 城山町 しろやままち ＊ 23,466

新潟県 新潟市 にいがたし 38 803,702

長岡市 ながおかし ＊ 283,089

三条市 さんじょうし 5 107,794

柏崎市 かしわざきし 4 94,392

新発田市 しばたし 10 105,912

小千谷市 おぢやし 4 40,737

十日町市 とおかまちし ＊ 63,768

見附市 みつけし ＊ 43,790

村上市 むらかみし ＊ 30,649

燕市 つばめし ＊ 84,796

糸魚川市 いといがわし 4 51,198

妙高市 みょうこうし 4 38,730

五泉市 ごせんし ＊ 58,704

上越市 じょうえつし 9 209,687

阿賀野市 あがのし 6 48,491

佐渡市 さどし 4 69,009

魚沼市 うおぬまし ＊ 44,105

南魚沼市 みなみうおぬまし 4 63,146

胎内市 たいないし ＊ 33,398

北蒲原郡 聖籠町 せいろうまち ＊ 13,884

西蒲原郡 弥彦村 やひこむら ＊ 8,647

三島郡 出雲崎町 いずもざきまち ＊ 5,585

北魚沼郡 川口町 かわぐちまち ＊ 5,591

南魚沼郡 湯沢町 ゆざわまち ＊ 8,762
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中魚沼郡 津南町 つなんまち ＊ 12,063

岩船郡 荒川町 あらかわまち ＊ 11,486

岩船郡 神林村 かみはやしむら ＊ 10,504

岩船郡 朝日村 あさひむら ＊ 12,032

岩船郡 山北町 さんぽくまち 4 7,718

富山県 富山市 とやまし 51 417,465

高岡市 たかおかし 11 183,271

魚津市 うおづし 6 46,460

氷見市 ひみし 4 56,438

滑川市 なめりかわし ＊ 34,254

黒部市 くろべし 5 43,227

砺波市 となみし ＊ 49,175

小矢部市 おやべし ＊ 34,181

南砺市 なんとし ＊ 58,980

射水市 いみずし 4 94,759

中新川郡 上市町 かみいちまち ＊ 23,356

中新川郡 立山町 たてやままち ＊ 28,491

下新川郡 入善町 にゅうぜんまち ＊ 28,293

下新川郡 朝日町 あさひまち ＊ 15,319

石川県 金沢市 かなざわし 25 440,006

七尾市 ななおし 4 63,217

小松市 こまつし ＊ 109,708

輪島市 わじまし ＊ 34,884

珠洲市 すずし ＊ 19,659

加賀市 かがし ＊ 76,685

羽咋市 はくいし ＊ 25,241

白山市 はくさんし 10 112,154

能美市 のみし 4 47,209

石川郡 野々市町 ののいちまち ＊ 42,795

河北郡 津幡町 つばたまち ＊ 36,390

河北郡 内灘町 うちなだまち ＊ 26,927

羽咋郡 志賀町 しかまち ＊ 25,470

羽咋郡 宝達志水町 ほうだつしみずちょう ＊ 16,010

鹿島郡 中能登町 なかのとまち ＊ 20,150

福井県 福井市 ふくいし 14 266,645

敦賀市 つるがし ＊ 67,913

小浜市 おばまし ＊ 32,644

大野市 おおのし ＊ 39,360

あわら市 あわらし ＊ 31,419

坂井市 さかいし 6 93,671

吉田郡 永平寺町 えいへいじちょう ＊ 20,207

南条郡 南越前町 みなみえちぜんちょう ＊ 12,746

丹生郡 越前町 えちぜんちょう ＊ 25,177

三方郡 美浜町 みはまちょう ＊ 11,379

三方上中郡 若狭町 わかさちょう ＊ 17,321

山梨県 甲府市 こうふし 7 193,678

山梨市 やまなしし ＊ 39,325

南アルプス市 みなみあるぷすし ＊ 72,459

北杜市 ほくとし ＊ 50,189

甲斐市 かいし ＊ 72,548

笛吹市 ふえふきし 5 71,481

中央市 ちゅうおうし ＊ 29,936

西八代郡 市川三郷町 いちかわみさとちょう ＊ 18,721

南巨摩郡 鰍沢町 かじかざわちょう ＊ 4,339

南巨摩郡 身延町 みのぶちょう ＊ 17,056

南都留郡 富士河口湖町 ふじかわぐちこまち ＊ 25,772

長野県 長野市 ながのし 12 378,594

松本市 まつもとし 5 222,696

上田市 うえだし 4 161,766

飯田市 いいだし 4 108,302

諏訪市 すわし ＊ 52,323

須坂市 すざかし 4 53,836

小諸市 こもろし ＊ 44,559
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伊那市 いなし ＊ 71,241

駒ヶ根市 こまがねし ＊ 34,007

塩尻市 しおじりし ＊ 66,886

佐久市 さくし 4 100,035

千曲市 ちくまし ＊ 64,450

東御市 とうみし ＊ 31,323

安曇野市 あづみのし ＊ 96,269

南佐久郡 小海町 こうみまち ＊ 5,818

南佐久郡 北相木村 きたあいきむら ＊ 976

南佐久郡 佐久穂町 さくほまち 6 13,436

北佐久郡 御代田町 みよたまち ＊ 14,208

諏訪郡 下諏訪町 しもすわまち ＊ 22,919

諏訪郡 富士見町 ふじみまち ＊ 15,592

上伊那郡 飯島町 いいじままち ＊ 10,328

下伊那郡 松川町 まつかわまち ＊ 14,457

下伊那郡 天龍村 てんりゅうむら ＊ 2,033

下伊那郡 喬木村 たかぎむら ＊ 7,112

木曽郡 木曽町 きそまち ＊ 13,802

東筑摩郡 波田町 はたまち ＊ 15,178

上高井郡 高山村 たかやまむら ＊ 7,986

下高井郡 山ノ内町 やまのうちまち ＊ 15,521

上水内郡 飯綱町 いいづなまち ＊ 13,174

岐阜県 岐阜市 ぎふし 16 413,785

大垣市 おおがきし 7 159,332

高山市 たかやまし ＊ 95,904

多治見市 たじみし ＊ 116,228

関市 せきし ＊ 92,618

中津川市 なかつがわし ＊ 85,447

美濃市 みのし ＊ 24,188

瑞浪市 みずなみし ＊ 41,171

羽島市 はしまし 12 67,263

恵那市 えなし ＊ 56,732

土岐市 ときし ＊ 62,406

各務原市 かかみがはらし 4 144,599

可児市 かにし ＊ 94,804

山県市 やまがたし ＊ 31,298

瑞穂市 みずほし ＊ 47,091

飛騨市 ひだし ＊ 29,517

郡上市 ぐじょうし ＊ 49,286

下呂市 げろし ＊ 39,018

海津市 かいづし ＊ 40,346

羽島郡 笠松町 かさまつちょう ＊ 21,894

養老郡 養老町 ようろうちょう ＊ 33,581

不破郡 垂井町 たるいちょう ＊ 28,295

不破郡 関ケ原町 せきがはらちょう ＊ 8,763

安八郡 神戸町 ごうどちょう ＊ 20,920

安八郡 輪之内町 わのうちちょう ＊ 9,547

揖斐郡 揖斐川町 いびがわちょう ＊ 26,558

揖斐郡 大野町 おおのちょう ＊ 23,899

本巣郡 北方町 きたがたちょう ＊ 17,297

加茂郡 坂祝町 さかほぎちょう ＊ 8,062

加茂郡 七宗町 ひちそうちょう ＊ 5,154

加茂郡 八百津町 やおつちょう ＊ 13,487

可児郡 御嵩町 みたけちょう ＊ 19,747

静岡県 静岡市 しずおかし 32 714,895

浜松市 はままつし 37 783,748

沼津市 ぬまづし 7 211,244

熱海市 あたみし 4 41,904

三島市 みしまし 7 112,130

富士宮市 ふじのみやし 6 123,692

伊東市 いとうし 6 75,042

島田市 しまだし 4 97,299

富士市 ふじし 18 238,113
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磐田市 いわたし 12 165,863

焼津市 やいづし 7 119,885

掛川市 かけがわし 7 102,486

藤枝市 ふじえだし 10 130,348

袋井市 ふくろいし ＊ 80,311

下田市 しもだし ＊ 26,945

裾野市 すそのし ＊ 52,625

湖西市 こさいし ＊ 42,225

伊豆市 いずし ＊ 37,519

御前崎市 おまえざきし ＊ 35,069

菊川市 きくがわし ＊ 45,704

牧之原市 まきのはらし ＊ 51,056

賀茂郡 東伊豆町 ひがしいずちょう ＊ 15,096

賀茂郡 河津町 かわづちょう ＊ 8,533

賀茂郡 西伊豆町 にしいずちょう ＊ 10,890

田方郡 函南町 かんなみちょう ＊ 38,826

駿東郡 清水町 しみずちょう ＊ 31,423

駿東郡 長泉町 ながいずみちょう ＊ 38,108

志太郡 大井川町 おおいがわちょう ＊ 23,497

榛原郡 吉田町 よしだちょう ＊ 28,284

榛原郡 川根本町 かわねほんちょう ＊ 21,663

周智郡 森町 もりまち ＊ 20,798

浜名郡 新居町 あらいちょう ＊ 16,854

愛知県 名古屋市 なごやし 112 2,130,983

豊橋市 とよはしし 7 359,770

岡崎市 おかざきし 10 354,324

一宮市 いちのみやし 7 372,058

瀬戸市 せとし ＊ 128,786

半田市 はんだし 8 114,336

春日井市 かすがいし 15 292,836

豊川市 とよかわし 7 134,438

津島市 つしまし ＊ 65,841

碧南市 へきなんし ＊ 68,761

刈谷市 かりやし 4 135,936

豊田市 とよたし 11 394,327

安城市 あんじょうし ＊ 165,191

西尾市 にしおし ＊ 101,138

蒲郡市 がまごおりし 6 81,739

犬山市 いぬやまし ＊ 73,004

常滑市 とこなめし ＊ 51,115

小牧市 こまきし ＊ 142,781

稲沢市 いなざわし ＊ 135,558

東海市 とうかいし 5 102,425

大府市 おおぶし ＊ 78,091

知多市 ちたし ＊ 82,902

知立市 ちりゅうし ＊ 63,122

尾張旭市 おわりあさひし ＊ 78,120

高浜市 たかはまし ＊ 39,562

岩倉市 いわくらし ＊ 46,033

豊明市 とよあけし 5 65,916

日進市 にっしんし ＊ 74,591

田原市 たはらし ＊ 65,495

清須市 きよすし ＊ 53,909

北名古屋市 きたなごやし 5 76,729

愛知郡 長久手町 ながくてちょう ＊ 42,041

西春日井郡 豊山町 とよやまちょう ＊ 13,284

丹羽郡 大口町 おおぐちちょう ＊ 21,246

丹羽郡 扶桑町 ふそうちょう ＊ 32,674

海部郡 七宝町 しっぽうちょう ＊ 22,828

海部郡 甚目寺町 じもくじちょう ＊ 38,042

海部郡 蟹江町 かにえちょう ＊ 36,628

知多郡 阿久比町 あぐいちょう ＊ 24,572

知多郡 東浦町 ひがしうらちょう ＊ 47,319
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都道府県 支庁市郡 郡２ 区町村 ふりがな
中皮腫死
亡者数
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知多郡 南知多町 みなみちたちょう ＊ 22,347

知多郡 美浜町 みはまちょう ＊ 24,313

知多郡 武豊町 たけとよちょう 4 40,373

幡豆郡 吉良町 きらちょう ＊ 22,355

宝飯郡 小坂井町 こざかいちょう ＊ 21,108

宝飯郡 御津町 みとちょう ＊ 13,596

三重県 津市 つし 12 283,584

四日市市 よっかいちし 14 301,116

伊勢市 いせし ＊ 135,925

松阪市 まつさかし ＊ 167,068

桑名市 くわなし 4 136,301

鈴鹿市 すずかし 5 189,640

名張市 なばりし ＊ 83,987

尾鷲市 おわせし ＊ 23,146

亀山市 かめやまし ＊ 46,500

熊野市 くまのし ＊ 21,720

いなべ市 いなべし ＊ 45,436

志摩市 しまし 5 61,336

伊賀市 いがし ＊ 98,715

三重郡 菰野町 こものちょう ＊ 38,855

三重郡 朝日町 あさひちょう ＊ 6,942

多気郡 多気町 たきちょう ＊ 16,000

度会郡 玉城町 たまきちょう ＊ 14,974

度会郡 大紀町 たいきちょう ＊ 11,336

度会郡 南伊勢町 みなみいせちょう ＊ 18,122

滋賀県 大津市 おおつし 24 321,313

彦根市 ひこねし ＊ 107,636

長浜市 ながはまし ＊ 80,048

近江八幡市 おうみはちまんし ＊ 67,663

草津市 くさつし 10 112,810

守山市 もりやまし 6 70,316

甲賀市 こうかし 10 92,680

野洲市 やすし ＊ 49,188

湖南市 こなんし ＊ 53,260

高島市 たかしまし 5 55,414

東近江市 ひがしおうみし 4 114,207

米原市 まいばらし ＊ 41,577

蒲生郡 日野町 ひのちょう ＊ 22,986

蒲生郡 竜王町 りゅうおうちょう ＊ 13,026

東浅井郡 湖北町 こほくちょう ＊ 9,141

伊香郡 高月町 たかつきちょう ＊ 10,351

京都府 京都市 きょうとし 74 1,392,072

福知山市 ふくちやまし 4 82,648

舞鶴市 まいづるし 17 92,037

綾部市 あやべし 8 38,735

宇治市 うじし 5 188,168

亀岡市 かめおかし ＊ 94,562

城陽市 じょうようし 4 82,136

向日市 むこうし 5 54,737

長岡京市 ながおかきょうし 6 77,422

八幡市 やわたし ＊ 73,453

京田辺市 きょうたなべし 6 59,479

京丹後市 きょうたんごし ＊ 65,129

南丹市 なんたんし 4 36,042

久世郡 久御山町 くみやまちょう ＊ 16,848

相楽郡 木津町 きづちょう ＊ 38,043

相楽郡 精華町 せいかちょう ＊ 34,338

船井郡 京丹波町 きょうたんばちょう ＊ 17,837

大阪府 大阪市 おおさかし 246 2,497,208

堺市 さかいし 81 828,528

岸和田市 きしわだし 20 202,433

豊中市 とよなかし 23 386,229

池田市 いけだし 8 99,224
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吹田市 すいたし 22 345,501

泉大津市 いずみおおつし ＊ 76,606

高槻市 たかつきし 35 352,778

貝塚市 かいづかし 10 89,478

守口市 もりぐちし 12 146,552

枚方市 ひらかたし 25 403,666

茨木市 いばらきし 21 263,739

八尾市 やおし 18 266,724

泉佐野市 いずみさのし 11 100,619

富田林市 とんだばやしし 6 123,904

寝屋川市 ねやがわし 19 243,829

河内長野市 かわちながのし 7 120,010

松原市 まつばらし 10 128,413

大東市 だいとうし 8 126,121

和泉市 いずみし 13 179,105

箕面市 みのおし 8 124,126

柏原市 かしわらし 4 75,900

羽曳野市 はびきのし 9 119,927

門真市 かどまし 11 132,466

摂津市 せっつし ＊ 84,041

高石市 たかいしし 7 61,206

藤井寺市 ふじいでらし ＊ 65,843

東大阪市 ひがしおおさかし 24 495,748

泉南市 せんなんし 11 65,272

四條畷市 しじょうなわてし 8 57,129

交野市 かたのし 7 78,043

大阪狭山市 おおさかさやまし 4 57,404

阪南市 はんなんし 8 59,469

豊能郡 豊能町 とよのちょう ＊ 25,259

豊能郡 能勢町 のせちょう ＊ 13,643

泉北郡 忠岡町 ただおかちょう 4 17,556

泉南郡 熊取町 くまとりちょう ＊ 43,724

泉南郡 岬町 みさきちょう ＊ 19,148

兵庫県 神戸市 こうべし 203 1,493,841

姫路市 ひめじし 29 532,499

尼崎市 あまがさきし 132 460,263

明石市 あかしし 32 291,567

西宮市 にしのみやし 48 450,974

洲本市 すもとし ＊ 52,008

芦屋市 あしやし 6 90,024

伊丹市 いたみし 18 192,598

相生市 あいおいし 9 32,894

豊岡市 とよおかし 5 92,272

加古川市 かこがわし 27 266,216

赤穂市 あこうし 6 52,370

西脇市 にしわきし 4 45,417

宝塚市 たからづかし 15 221,291

三木市 みきし 7 84,480

高砂市 たかさごし 5 96,549

川西市 かわにしし 15 159,395

小野市 おのし 5 49,974

三田市 さんだし 4 112,739

加西市 かさいし ＊ 49,890

篠山市 ささやまし ＊ 46,658

養父市 やぶし ＊ 29,520

丹波市 たんばし 5 73,112

淡路市 あわじし 4 51,508

宍粟市 しそうし 4 45,781

たつの市 たつのし 4 82,719

川辺郡 猪名川町 いながわちょう ＊ 30,222

加古郡 稲美町 いなみちょう ＊ 32,687

加古郡 播磨町 はりまちょう ＊ 33,955

神崎郡 市川町 いちかわちょう ＊ 14,784
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赤穂郡 上郡町 かみごおりちょう 5 18,289

美方郡 香美町 かみちょう ＊ 22,712

奈良県 奈良市 ならし 28 370,582

大和高田市 やまとたかだし 4 72,811

大和郡山市 やまとこおりやまし 6 93,230

天理市 てんりし 4 68,737

橿原市 かしはらし 9 124,385

桜井市 さくらいし ＊ 61,948

五條市 ごじょうし ＊ 38,747

御所市 ごせし 4 32,916

生駒市 いこまし 6 114,488

香芝市 かしばし 4 70,861

葛城市 かつらぎし ＊ 35,370

宇陀市 うだし ＊ 38,723

生駒郡 平群町 へぐりちょう 6 20,835

生駒郡 三郷町 さんごうちょう ＊ 23,006

生駒郡 斑鳩町 いかるがちょう 9 28,593

磯城郡 川西町 かわにしちょう ＊ 9,165

磯城郡 田原本町 たわらもとちょう 4 33,389

宇陀郡 曽爾村 そにむら ＊ 2,216

宇陀郡 御杖村 みつえむら ＊ 2,449

高市郡 高取町 たかとりちょう ＊ 7,989

北葛城郡 上牧町 かんまきちょう ＊ 25,346

北葛城郡 王寺町 おうじちょう 6 23,001

北葛城郡 広陵町 こうりょうちょう ＊ 33,176

北葛城郡 河合町 かわいちょう ＊ 20,001

吉野郡 大淀町 おおよどちょう ＊ 20,545

吉野郡 天川村 てんかわむら ＊ 2,064

和歌山県 和歌山市 わかやまし 26 386,559

海南市 かいなんし ＊ 60,218

橋本市 はしもとし ＊ 70,085

有田市 ありだし ＊ 33,604

御坊市 ごぼうし ＊ 27,211

田辺市 たなべし 7 85,582

紀の川市 きのかわし ＊ 70,545

岩出市 いわでし 4 50,652

海草郡 紀美野町 きみのちょう ＊ 12,112

伊都郡 かつらぎ町 かつらぎちょう ＊ 20,482

有田郡 有田川町 ありだがわちょう ＊ 29,366

日高郡 美浜町 みはまちょう ＊ 8,562

日高郡 みなべ町 みなべちょう ＊ 14,852

日高郡 日高川町 ひだかがわちょう ＊ 11,655

西牟婁郡 すさみ町 すさみちょう ＊ 5,541

東牟婁郡 太地町 たいじちょう ＊ 3,745

鳥取県 鳥取市 とっとりし 9 199,263

米子市 よなごし 9 149,803

倉吉市 くらよしし 4 52,799

境港市 さかいみなとし 5 37,392

岩美郡 岩美町 いわみちょう ＊ 13,867

東伯郡 三朝町 みささちょう ＊ 7,805

東伯郡 湯梨浜町 ゆりはまちょう ＊ 17,994

西伯郡 南部町 なんぶちょう ＊ 12,179

西伯郡 伯耆町 ほうきちょう ＊ 12,508

島根県 松江市 まつえし 6 193,772

浜田市 はまだし ＊ 62,699

出雲市 いずもし ＊ 146,961

益田市 ますだし ＊ 53,554

大田市 おおだし ＊ 41,818

安来市 やすぎし ＊ 44,725

江津市 ごうつし 5 28,193

雲南市 うんなんし ＊ 45,870

邑智郡 川本町 かわもとまち ＊ 4,342

岡山県 岡山市 おかやまし 44 656,370

14 / 20 ページ



都道府県 支庁市郡 郡２ 区町村 ふりがな
中皮腫死
亡者数

H16年度末人
口（住基台帳）

倉敷市 くらしきし 41 468,510

津山市 つやまし 6 110,181

玉野市 たまのし 26 68,823

笠岡市 かさおかし 5 57,766

井原市 いばらし ＊ 46,713

総社市 そうじゃし 5 66,827

高梁市 たかはしし ＊ 37,488

備前市 びぜんし ＊ 41,919

瀬戸内市 せとうちし 4 40,295

赤磐市 あかいわし ＊ 45,470

真庭市 まにわし 5 54,150

美作市 みまさかし 5 33,989

浅口市 あさくちし 4 38,405

和気郡 和気町 わけちょう 4 16,666

都窪郡 早島町 はやしまちょう ＊ 12,038

浅口郡 里庄町 さとしょうちょう ＊ 11,047

苫田郡 鏡野町 かがみのちょう ＊ 14,943

勝田郡 勝央町 しょうおうちょう ＊ 11,549

勝田郡 奈義町 なぎちょう ＊ 6,693

久米郡 久米南町 くめなんちょう ＊ 5,982

久米郡 美咲町 みさきちょう ＊ 17,475

広島県 広島市 ひろしまし 86 1,135,647

呉市 くれし 48 254,348

竹原市 たけはらし ＊ 31,494

三原市 みはらし 17 104,434

尾道市 おのみちし 26 153,990

福山市 ふくやまし 27 461,649

府中市 ふちゅうし 5 46,690

三次市 みよしし 6 60,603

庄原市 しょうばらし 5 44,151

大竹市 おおたけし 4 30,289

東広島市 ひがしひろしまし 11 174,205

廿日市市 はつかいちし 8 118,048

安芸高田市 あきたかたし ＊ 33,923

江田島市 えたじまし 5 30,211

安芸郡 府中町 ふちゅうちょう ＊ 50,220

安芸郡 海田町 かいたちょう 6 28,543

安芸郡 熊野町 くまのちょう 4 26,055

安芸郡 坂町 さかちょう ＊ 12,379

山県郡 北広島町 きたひろしまちょう ＊ 21,278

世羅郡 世羅町 せらちょう 7 19,657

山口県 下関市 しものせきし 22 291,500

宇部市 うべし 13 177,409

山口市 やまぐちし 4 187,031

萩市 はぎし ＊ 59,702

防府市 ほうふし 12 118,613

下松市 くだまつし 16 54,903

岩国市 いわくにし 13 152,209

光市 ひかりし 4 55,376

長門市 ながとし 4 42,211

柳井市 やないし ＊ 36,876

周南市 しゅうなんし 17 155,119

山陽小野田市 さんようおのだし 9 67,399

大島郡 周防大島町 すおうおおしまちょう 6 22,105

熊毛郡 田布施町 たぶせちょう ＊ 16,710

美禰郡 美東町 みとうちょう ＊ 6,072

徳島県 徳島市 とくしまし 4 261,359

鳴門市 なるとし ＊ 64,537

小松島市 こまつしまし ＊ 42,916

阿南市 あなんし ＊ 80,072

吉野川市 よしのがわし 6 47,031

阿波市 あわし ＊ 43,116

美馬市 みまし ＊ 35,131
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三好市 みよしし ＊ 35,227

名東郡 佐那河内村 さなごうちそん ＊ 3,016

名西郡 石井町 いしいちょう ＊ 27,009

名西郡 神山町 かみやまちょう ＊ 7,597

那賀郡 那賀町 なかちょう ＊ 11,596

海部郡 牟岐町 むぎちょう ＊ 5,675

海部郡 美波町 みなみちょう ＊ 8,986

海部郡 海陽町 かいようちょう ＊ 12,234

板野郡 藍住町 あいずみちょう ＊ 32,252

板野郡 板野町 いたのちょう ＊ 14,544

板野郡 上板町 かみいたちょう ＊ 13,409

香川県 高松市 たかまつし 34 421,213

丸亀市 まるがめし ＊ 111,102

坂出市 さかいでし ＊ 59,037

善通寺市 ぜんつうじし ＊ 34,970

観音寺市 かんおんじし 6 44,580

さぬき市 さぬきし ＊ 56,275

東かがわ市 ひがしかがわし ＊ 37,527

三豊市 みとよし 4 95,387

小豆郡 土庄町 とのしょうちょう ＊ 17,227

木田郡 三木町 みきちょう ＊ 29,434

綾歌郡 綾川町 あやがわちょう ＊ 26,475

仲多度郡 琴平町 ことひらちょう ＊ 11,150

仲多度郡 まんのう町 まんのうちょう ＊ 20,992

愛媛県 松山市 まつやまし 31 511,803

今治市 いまばりし 6 178,022

宇和島市 うわじまし ＊ 92,654

八幡浜市 やわたはまし ＊ 42,323

新居浜市 にいはまし 13 126,708

西条市 さいじょうし 11 116,259

大洲市 おおずし 4 52,144

伊予市 いよし 6 40,909

四国中央市 しこくちゅうおうし ＊ 95,514

西予市 せいよし ＊ 46,499

東温市 とうおんし ＊ 34,376

越智郡 上島町 かみじまちょう ＊ 8,218

上浮穴郡 久万高原町 くまこうげんちょう ＊ 11,614

伊予郡 松前町 まさきちょう 7 31,395

喜多郡 内子町 うちこちょう 5 20,646

南宇和郡 愛南町 あいなんちょう ＊ 28,294

高知県 高知市 こうちし 13 329,192

室戸市 むろとし ＊ 18,978

安芸市 あきし ＊ 21,248

南国市 なんこくし ＊ 50,401

土佐市 とさし ＊ 30,467

須崎市 すさきし ＊ 26,689

宿毛市 すくもし ＊ 24,392

四万十市 しまんとし ＊ 38,116

香南市 こうなんし ＊ 34,148

香美市 かみし ＊ 30,069

長岡郡 本山町 もとやまちょう ＊ 4,266

長岡郡 大豊町 おおとよちょう ＊ 5,851

吾川郡 春野町 はるのちょう ＊ 16,266

吾川郡 いの町 いのちょう ＊ 28,651

高岡郡 佐川町 さかわちょう ＊ 14,836

高岡郡 越知町 おちちょう ＊ 7,198

高岡郡 梼原町 ゆすはらちょう ＊ 4,333

福岡県 北九州市 きたきゅうしゅうし 72 990,878

福岡市 ふくおかし 70 1,336,666

大牟田市 おおむたし 13 134,549

久留米市 くるめし 13 305,257

飯塚市 いいづかし 7 134,602

田川市 たがわし 6 53,042
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柳川市 やながわし 4 76,124

八女市 やめし ＊ 39,129

筑後市 ちくごし ＊ 47,995

大川市 おおかわし ＊ 40,547

行橋市 ゆくはしし 6 71,781

豊前市 ぶぜんし ＊ 28,858

中間市 なかまし 6 48,094

小郡市 おごおりし ＊ 57,628

筑紫野市 ちくしのし ＊ 96,904

春日市 かすがし 9 109,249

大野城市 おおのじょうし 11 92,162

宗像市 むなかたし ＊ 93,932

太宰府市 だざいふし ＊ 66,251

前原市 まえばるし ＊ 68,079

古賀市 こがし ＊ 56,038

福津市 ふくつし 5 56,195

うきは市 うきはし ＊ 34,101

宮若市 みやわかし 4 31,241

嘉麻市 かまし 4 47,477

朝倉市 あさくらし 4 61,508

筑紫郡 那珂川町 なかがわまち ＊ 47,591

糟屋郡 宇美町 うみまち ＊ 37,633

糟屋郡 志免町 しめまち ＊ 40,421

糟屋郡 須恵町 すえまち ＊ 25,655

糟屋郡 新宮町 しんぐうまち ＊ 23,257

糟屋郡 粕屋町 かすやまち ＊ 37,904

遠賀郡 芦屋町 あしやまち ＊ 16,467

遠賀郡 岡垣町 おかがきまち ＊ 31,693

遠賀郡 遠賀町 おんがちょう ＊ 19,547

朝倉郡 筑前町 ちくぜんまち ＊ 29,342

糸島郡 二丈町 にじょうまち ＊ 13,699

三井郡 大刀洗町 たちあらいまち ＊ 15,592

三瀦郡 大木町 おおきまち ＊ 14,416

八女郡 立花町 たちばなまち ＊ 12,279

八女郡 広川町 ひろかわまち ＊ 19,821

八女郡 矢部村 やべむら ＊ 1,762

八女郡 星野村 ほしのむら ＊ 3,551

山門郡 瀬高町 せたかまち ＊ 24,222

三池郡 高田町 たかたまち ＊ 14,708

田川郡 香春町 かわらまち ＊ 13,235

田川郡 添田町 そえだまち ＊ 12,575

田川郡 川崎町 かわさきまち ＊ 21,130

田川郡 福智町 ふくちまち ＊ 26,334

京都郡 苅田町 かんだまち ＊ 34,186

京都郡 みやこ町 みやこまち ＊ 23,568

築上郡 吉富町 よしとみまち ＊ 7,369

築上郡 築上町 ちくじょうまち ＊ 21,757

佐賀県 佐賀市 さがし 16 204,094

唐津市 からつし 9 134,937

鳥栖市 とすし 4 63,216

伊万里市 いまりし 4 59,200

武雄市 たけおし ＊ 52,806

鹿島市 かしまし ＊ 33,060

小城市 おぎし 4 47,012

嬉野市 うれしのし ＊ 30,496

神埼市 かんざきし ＊ 33,907

佐賀郡 川副町 かわそえまち ＊ 18,581

三養基郡 基山町 きやまちょう ＊ 18,616

三養基郡 上峰町 かみみねちょう ＊ 9,218

三養基郡 みやき町 みやきちょう ＊ 27,182

西松浦郡 有田町 ありたちょう ＊ 22,410

杵島郡 大町町 おおまちちょう ＊ 8,219

杵島郡 江北町 こうほくまち ＊ 9,753
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杵島郡 白石町 しろいしちょう ＊ 27,843

藤津郡 太良町 たらちょう ＊ 11,131

長崎県 長崎市 ながさきし 45 457,639

佐世保市 させぼし 28 261,076

島原市 しまばらし 4 51,273

諫早市 いさはやし 9 144,414

大村市 おおむらし 5 88,835

平戸市 ひらどし ＊ 40,073

松浦市 まつうらし ＊ 27,878

対馬市 つしまし ＊ 39,983

壱岐市 いきし ＊ 32,807

五島市 ごとうし ＊ 46,905

西海市 さいかいし ＊ 34,521

雲仙市 うんぜんし ＊ 51,769

南島原市 みなみしまばらし 6 56,756

西彼杵郡 長与町 ながよちょう ＊ 42,728

西彼杵郡 時津町 とぎつちょう ＊ 29,173

東彼杵郡 川棚町 かわたなちょう ＊ 15,495

東彼杵郡 波佐見町 はさみちょう ＊ 15,610

北松浦郡 江迎町 えむかえちょう ＊ 6,123

北松浦郡 鹿町町 しかまちちょう ＊ 5,569

南松浦郡 新上五島町 しんかみごとうちょう ＊ 26,310

熊本県 熊本市 くまもとし 16 657,699

八代市 やつしろし 7 139,585

人吉市 ひとよしし ＊ 37,758

荒尾市 あらおし 6 57,151

水俣市 みなまたし ＊ 29,784

玉名市 たまなし 5 72,741

山鹿市 やまがし 4 59,785

菊池市 きくちし ＊ 52,788

宇土市 うとし ＊ 38,743

上天草市 かみあまくさし ＊ 35,191

宇城市 うきし ＊ 64,182

阿蘇市 あそし ＊ 30,154

天草市 あまくさし ＊ 100,244

合志市 こうしし 4 51,876

下益城郡 美里町 みさとまち ＊ 12,756

玉名郡 長洲町 ながすまち ＊ 17,871

玉名郡 和水町 なごみまち ＊ 12,495

鹿本郡 植木町 うえきまち ＊ 31,366

菊池郡 菊陽町 きくようまち ＊ 31,459

阿蘇郡 小国町 おぐにまち ＊ 9,062

上益城郡 甲佐町 こうさまち ＊ 12,001

葦北郡 芦北町 あしきたまち ＊ 21,698

葦北郡 津奈木町 つなぎまち ＊ 5,716

球磨郡 水上村 みずかみむら ＊ 2,668

球磨郡 あさぎり町 あさぎりちょう ＊ 18,046

天草郡 苓北町 れいほくまち ＊ 8,803

大分県 大分市 おおいたし 23 460,849

別府市 べっぷし 6 122,930

中津市 なかつし 5 85,856

日田市 ひたし 5 75,970

佐伯市 さいきし 4 84,148

臼杵市 うすきし ＊ 45,295

津久見市 つくみし ＊ 22,709

竹田市 たけたし ＊ 27,929

豊後高田市 ぶんごたかだし ＊ 25,945

杵築市 きつきし ＊ 33,790

宇佐市 うさし ＊ 63,225

豊後大野市 ぶんごおおのし ＊ 43,278

由布市 ゆふし ＊ 36,758

国東市 くにさきし ＊ 34,984

速見郡 日出町 ひじまち ＊ 27,856
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玖珠郡 玖珠町 くすまち ＊ 18,964

宮崎県 宮崎市 みやざきし 11 367,596

都城市 みやこのじょうし 13 173,890

延岡市 のべおかし 10 133,841

日南市 にちなんし ＊ 45,373

小林市 こばやしし 4 42,456

日向市 ひゅうがし ＊ 65,070

串間市 くしまし ＊ 23,085

えびの市 えびのし ＊ 24,011

宮崎郡 清武町 きよたけちょう ＊ 28,061

南那珂郡 南郷町 なんごうちょう ＊ 12,081

北諸県郡 三股町 みまたちょう ＊ 24,813

西諸県郡 野尻町 のじりちょう ＊ 8,955

児湯郡 高鍋町 たかなべちょう ＊ 22,170

児湯郡 都農町 つのちょう ＊ 12,355

東臼杵郡 門川町 かどがわちょう ＊ 19,652

東臼杵郡 北川町 きたがわちょう ＊ 4,664

西臼杵郡 高千穂町 たかちほちょう ＊ 15,246

西臼杵郡 日之影町 ひのかげちょう ＊ 5,357

鹿児島県 鹿児島市 かごしまし 24 598,055

鹿屋市 かのやし 9 105,841

枕崎市 まくらざきし 4 25,793

出水市 いずみし ＊ 58,396

大口市 おおくちし ＊ 22,417

西之表市 にしのおもてし ＊ 18,252

垂水市 たるみずし 4 19,437

薩摩川内市 さつませんだいし ＊ 103,862

日置市 ひおきし ＊ 53,048

曽於市 そおし 6 44,000

霧島市 きりしまし ＊ 126,714

いちき串木野市 いちきくしきのし ＊ 33,029

南さつま市 みなみさつまし ＊ 42,471

奄美市 あまみし 5 49,805

揖宿郡 頴娃町 えいちょう ＊ 14,778

川辺郡 川辺町 かわなべちょう ＊ 15,031

薩摩郡 さつま町 さつまちょう ＊ 26,381

出水郡 長島町 ながしまちょう ＊ 12,453

姶良郡 姶良町 あいらちょう ＊ 45,184

曽於郡 大崎町 おおさきちょう 4 16,019

肝属郡 東串良町 ひがしくしらちょう ＊ 7,587

肝属郡 肝付町 きもつきちょう ＊ 19,261

熊毛郡 南種子町 みなみたねちょう ＊ 6,897

大島郡 龍郷町 たつごうちょう ＊ 6,148

大島郡 徳之島町 とくのしまちょう ＊ 12,916

大島郡 知名町 ちなちょう ＊ 7,171

大島郡 与論町 よろんちょう ＊ 5,823

沖縄県 那覇市 なはし 16 310,688

宜野湾市 ぎのわんし ＊ 88,565

石垣市 いしがきし ＊ 45,705

浦添市 うらそえし ＊ 107,026

沖縄市 おきなわし 12 130,117

うるま市 うるまし 6 115,750

宮古島市 みやこじまし ＊ 55,873

南城市 なんじょうし 5 40,698

国頭郡 今帰仁村 なきじんそん ＊ 9,584

国頭郡 本部町 もとぶちょう ＊ 14,469

国頭郡 金武町 きんちょう ＊ 10,771

中頭郡 読谷村 よみたんそん ＊ 38,321

中頭郡 嘉手納町 かでなちょう ＊ 13,754

中頭郡 北谷町 ちゃたんちょう ＊ 26,752

中頭郡 北中城村 きたなかぐすくそん ＊ 16,033

島尻郡 渡嘉敷村 とかしきそん ＊ 737

島尻郡 久米島町 くめじまちょう ＊ 9,299
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島尻郡 八重瀬町 やえせちょう ＊ 26,251

八重山郡 与那国町 よなぐにちょう ＊ 1,713

不詳 8

7,013 126,869,397

※人口の計は日本の総人口であり表中の人口の合計ではない。

※区市町村毎の中皮腫死亡者数及び人口は、平成１８年４月１日現在の区市町村に集約している。

計
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