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（1） 「テレワーク移住」拡大  東京圏 人口伸び鈍る 

2021年人口動態調査  全国は 12年連続減少 

＊東京圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）の人口の伸びが鈍りました。 

・2020年に 0.37％だった伸び率は 0.07％に。 

＊1月 1日時点の日本人は前年から 428,617人少ない 1億 2384万 2701人で、12

年連続で減りました。 

＊外国人は 281万 1543人（5万 5172人減）で 7年ぶりの減少。 

＊三大都市圏の人口は 2013年の調査開始以来初めて減少。 

・日本の総人口の 52.42%の 6639万 5732人。 

＊名古屋圏（岐阜、愛知、三重）や関西圏（京都、大阪、兵庫、奈良）は、減

少幅が拡大。 

＊「東京離れ」の傾向。 

・総務省は「テレワークの普及で移住者が増えた」と分析。 

＊日本人の出生者数は 84万 3321人で、5年連続で過去最少を更新。 

＊死亡数から出生数を引いた「自然減」は 53万 608人。 

・自然減は 13年連続で拡大。 

＊15～64歳の生産年齢人口の割合は日本人全体の 59.09%と 4年連続で 6割を割

り込み、過去最低を更新。 

＊65歳以上の人口は増加しており、全体の 28.73%に。 

（2021 年 8 月 5 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（2） 関西圏の人口 0.35%減  1月時点   

外国人も減少 コロナ影響 

＊2021年 1月 1日時点の関西 2府 4県の総人口は、前年比 0.35%減の 2060万 2356

人。 

＊2020年は前年比 7.09%の増加だった外国人人口が、1.14%減の 47万 9317人と

減少に。 

＊大阪府の総人口は 883万 9532人と、前年に比べ 1万 103人減少。 

＊大阪市は大幅増。大阪市の人口増加数は、全国 2位（9543人）。 

＊全国で最も人口減少数が多かったのは京都市で 8982人。 

・次いで神戸市が 6753人の減少。 

（2021 年 8 月 5 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

（3） ゼネコン 4社、最終減益 4～6月合計 41%減  

受注競争が激化 

＊大手ゼネコン 4社の 2021年 4～6月期の連結決算は、いずれも最終減益。 

＊4社の連結純利益の合計は、前年同期比 41%減。 

＊竣工間際大型案件が少なく、受注獲得競争の激化で採算性も低下。 

＊足元の受注高は回復。 

＊鹿島の売上高は 3%増、純利益は 17%減。 

＊大成建設と清水建設は 6割以上の減益。 

＊2021年 4～6月期の建設受注高（単独）は 4社中 3社が増加。 

（2021 年 8 月 7 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

（4） 石膏ボード 出荷量 5.4％減 1～6 月、減少幅縮小 

＊2021 年 1~6 月の石膏ボードの出荷量は、2020 年 1~6 月比で 5.4%少ない

2 億 1700 万Ｍ2。 

＊2021 年 4~6 月では 2020 年 4~6 月比 0.3%減とほぼ前年並みとなるなど、

マイナス幅は縮小傾向。 

＊住宅着工戸数は 6 月には 2020 年 6 月比で 7.3%増えるなど、住宅向けは

出荷が増えそう。 

＊オフィスや店舗など非住宅向けの需要は低調。 

＊6 月単月の出荷量は 3809 万 1 千Ｍ2 と、2020 年 6 月比 0.5%減。 

（2021 年 8 月 17 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（5） 都市評価 大阪 1 位に  経済充実・利便性高く 

＊森記念財団都市戦略研究所が発表した「日本の年特性評価 2021」（138 都

市対象）で、大阪市が前年から順位を 1 つ上げて全国 1 位に。 

＊2020 年まで 3 年連続 1 位だった京都市は全国で 2 位。 

＊大阪市は経済や交通の利便性が充実しており、高い評価に。 

＊東京 23 区を除く全国の政令指定都市や県庁所在地、一定の人口がいる都

市が対象。 

＊大阪市は電子自治体推進度でも全国評価の 1 位。 

・環境は 136 位。 

＊京都市は「文化・交流」で 1 位、「研究・開発」で 2 位。 

＊全国 6 位の神戸市は、「文化・交流」で 4 位の評価。 

（2021 年 8 月 25 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

 

 

（6） 「充実・幸福」4 人に 1 人実感 

         米社 日本で四半期調査開始 

＊日本人の約 4 人に 1 人が今の生活に満足し、将来も明るい展望を持ってい

ます。 

＊米調査会社ギャラップは日本を対象として、心と体の充実感や幸福度を表

す「ウェルビーイング」を四半期ごとに測定する調査を始めました。 

＊初回の 4~6 月期はウェルビーイングの実感度が良好な人が 27%で、低い

人の割合は 11%、どちらともいえない層は 6 割。 

（2021 年 8 月 31 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

 

 

 

 

 

 


