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埼玉県内転入超過数の多い市町村
順位 転入超過数
１位 さいたま市 10,922人
２位 川口市 2,383人
３位 上尾市 1,372人

出典:総務省｢住民基本台帳人口移動報告2020年(令和2年)結果｣

【埼玉県】あなたが
住みたい駅ランキング
順位 駅名
１位 浦和駅
２位 大宮駅

３位 上尾駅
４位 ふじみ野駅
５位 さいたま新都心駅

出典: ねとらぼ調査隊｢【埼玉県】あ
なたが住みたい駅ランキング
TOP48！　第1位は｢浦和駅｣
に決定！【2021年最新結果】｣(令
和3年7月8日) https://nlab.
itmedia.co.jp/research/
articles/280847/

【埼玉県】地域注目度ランキング
順位 注目の地域
１位 さいたま市
２位 川口市
３位 川越市
４位 越谷市
５位 所沢市
６位 春日部市
７位 草加市
８位 上尾市
９位 三郷市
１０位 狭山市

出典:生活ガイド.com
　　（運営会社ウェイブダッシュ）

今月号から『広報あげお』では、住んでいると見落としがちな上尾市の魅力を市民の皆さんに紹介する｢上
尾市ここがイチ押し!｣コーナーを全9回にわたり掲載していきます。住んでいるまちにさらに愛着を持って
もらえる｢そうなんだ!｣｢知らなかった!｣と思えるような情報をお届けします。

日本の総人口が連続して減少している中でも、上尾市の
人口は増加しており、8月1日に23万人を突破しました。　

また、令和2年の県内の転入超過数では、さいたま市、川
口市に続き第3位となりました。

インターネット上では、さまざまなランキングが発表さ
れています。ここでは、上尾市が上位にランクインしたも
のをピックアップしました。

令和2年の総務省調査で転入超過数が全国3位になるなど
注目を集める埼玉県。6月に実施された県内の住みたい駅
ランキングでは｢浦和駅｣｢大宮駅｣に次ぐ第3位にランクイ
ンしました。

また、7月の地域注目度ランキングで、63市町村中第8位
に選ばれています。

選ばれるまち、上尾市

vol.1vol.1vol.1vol.1vol.1vol.1上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市

人口増加中 !

県内でも上位にランクイン

上尾市のシンボルとも言えるJR上尾駅は、
JR高崎支社が管理する宮原～高崎駅間で
最多の乗降客数を誇っているんだ。
すごいね～♪

国勢調査※では、20代後半～40代前半と0～9歳の子育て世帯
と思われる転入者が多くなっています。
※平成27年国勢調査。令和2年国勢調査の結果は今後国が発表予定です。
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上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市上尾市ここがイチ押し!

今月号は、｢上尾市の人口｣です。上尾市は8月1日で初めて人口が23万人を超え
ました(230,037人/令和3年8月1日現在)。上尾市は、実は県内では8番目に人口が
多いまちです。今回は、人口から上尾市の魅力を探っていきましょう。
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上尾市は、大宮台地のほぼ中央部に位置していて災
害が少ないことからも選ばれています。
しかし、令和元年東日本台風では、一部地域で浸水
被害があったことから、市内6河川に監視カメラを設
置し、スマートフォンなどで水位を確認できるように
なりました。
また、市の要望が実り、国
は荒川の堤防整備に向け動
き出しました。

順位 県内小売店舗数
１位 川口市 2,416
２位 越谷市 1,860
３位 川越市 1,692
４位 所沢市 1,454
５位 熊谷市 1,271
６位 春日部市 1,213
７位 大宮区 1,169
８位 草加市 959
９位 久喜市 904
１０位 上尾市 901出典:経済産業省平成28年経済センサスー活動調査 令和2年度に実施した情報伝達・避難訓練

転入してきた人たちはどのような理由で上尾市を選んだのでしょうか。上尾市では、転入者を対象にしたアン
ケートを実施しています。家族や職場が近いといった意見を除いて、アンケートの結果から上尾市が選ばれる理
由を見てみましょう(令和3年定住促進アンケートから抜粋)。

上尾市の地価は、東京駅から同じ通勤・通学時間に
ある駅に比べて、お手頃なことが分かります。広い敷
地や間取りでゆとりのある暮らしが実現できることな
どから選ばれています。

JR高崎線を挟んで東
西には、大型ショッピン
グモールがある他、スー
パーなどの小売店舗数
が県内で10番目に多い
(さいたま市は区ごとに
集計)など、暮らしやすい
環境がそろっていること
からも選ばれています。

上尾市を転出する人の多くは、仕事上の理由を挙
げており、その中で、約6割弱の人が｢機会があれば
また住みたいと思う｣と回答しています。
今後は、全国の市町村同様に人口減少が見込まれ
る上尾市ですが、引き続き住み続けたいと思っても
らえるようなまちづくりを推進していきます。

都心へのアクセスの良さでも選ばれています。令
和3年3月には粘り強い要望が実り、JR上尾駅に全て
の快速が停車するようになりました。また、自動車専
用道路（新大宮上尾道路）が上尾南ICまで事業化され、
交通利便性の更なる向上が期待されます。

皆さん、｢上尾市 ここがイチ押し!｣コーナーは楽しんでいただけましたか。
次号は｢防災への取り組み｣について。お楽しみに。

選ばれる理由

住宅価格・家賃が適当

買い物など日常生活が便利

交通の便が良い

災害が少ない

ここもＣＨＥＣＫ！ 転出者からも実は選ばれています

※原市駅と沼南駅は大宮駅からの所要時間です。
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上尾駅

千葉駅

新百合ヶ丘駅

調布駅

136,000円／㎡

250,000円／㎡

252,000円／㎡

344,000円／㎡

※地価は国土交通省HP｢東京圏の沿線別駅周辺住宅地の公示価格例（令和3年1月1日時点）｣によります。

同じ通勤・通学時間にある駅別の地価比較

もし機会があれば、また上尾に
住みたいと思いますか
■住みたいと思う
■住みたいと思わない
■特に考えていない
■無回答
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