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　門司区 　　 　　 　　 46,026    　　 　　　　　　　　29,323    16,703    
　小倉北区 　　 　　 　　 55,921    　　 　　　　　　　　35,482    20,439    
　小倉南区 　　 　　 　　 68,021    　　 　　　　　　　　42,150    25,871    
　若松区 　　 　　 　　 30,057    　　 　　　　　　　　17,740    12,317    
　八幡東区 　　 　　 　　 26,465    　　 　　　　　　　　16,682    9,783    
　八幡西区 　　 　　 　　 87,732    　　 　　　　　　　　55,246    32,486    
　戸畑区 　　 　　 　　 22,436    　　 　　　　　　　　15,390    7,046    
 ＊北九州市  計 　　 　　 　　 336,658    　　 　　　　　　　　212,013    124,645    
　東区 　　 　　 　　 96,077    　　 　　　　　　　　53,538    42,539    
　博多区 　　 　　 　　 58,784    　　 　　　　　　　　34,927    23,857    
　中央区 　　 　　 　　 51,766    　　 　　　　　　　　27,649    24,117    
　南区 　　 　　 　　 86,800    　　 　　　　　　　　48,447    38,353    
　城南区 　　 　　 　　 43,503    　　 　　　　　　　　23,611    19,892    
　早良区 　　 　　 　　 79,529    　　 　　　　　　　　44,660    34,869    
　西区 　　 　　 　　 70,556    　　 　　　　　　　　40,748    29,808    
 ＊福岡市    計 　　 　　 　　 487,015    　　 　　　　　　　　273,580    213,435    
　大牟田市 　　 　　 　　 58,744    　　 　　　　　　　　34,925    23,819    
　久留米市 　　 　　 　　 83,883    　　 　　　　　　　　53,731    30,152    
　直方市 　　 　　 　　 28,993    　　 　　　　　　　　18,710    10,283    
　飯塚市 　　 　　 　　 33,827    　　 　　　　　　　　21,298    12,529    
　田川市 　　 　　 　　 27,930    　　 　　　　　　　　17,498    10,432    
　柳川市 　　 　　 　　 13,823    　　 　　　　　　　　8,770    5,053    
　山田市 　　 　　 　　 5,809    　　 　　　　　　　　4,139    1,670    
　甘木市 　　 　　 　　 14,319    　　 　　　　　　　　9,990    4,329    
　八女市 　　 　　 　　 16,018    　　 　　　　　　　　11,773    4,245    
　筑後市 　　 　　 　　 19,937    　　 　　　　　　　　14,039    5,898    
　大川市 　　 　　 　　 19,917    　　 　　　　　　　　13,727    6,190    
　行橋市 　　 　　 　　 22,061    　　 　　　　　　　　14,737    7,324    
　豊前市 　　 　　 　　 10,134    　　 　　　　　　　　7,475    2,659    
　中間市 　　 　　 　　 19,503    　　 　　　　　　　　12,827    6,676    
　小郡市 　　 　　 　　 20,920    　　 　　　　　　　　13,796    7,124    
　筑紫野市 　　 　　 　　 36,391    　　 　　　　　　　　20,575    15,816    
　春日市 　　 　　 　　 36,464    　　 　　　　　　　　21,082    15,382    
　大野城市 　　 　　 　　 26,519    　　 　　　　　　　　14,878    11,641    
　宗像市(宗) 　　 　　 　　 26,706    　　 　　　　　　　　15,069    11,637    
　宗像市(玄) 　　 　　 　　 3,846    　　 　　　　　　　　2,773    1,073    
 ＊宗像市    計 　　 　　 　　 30,552    　　 　　　　　　　　17,842    12,710    
　太宰府市 　　 　　 　　 22,541    　　 　　　　　　　　12,098    10,443    
　前原市 　　 　　 　　 18,426    　　 　　　　　　　　10,521    7,905    
　古賀市 　　 　　 　　 23,725    　　 　　　　　　　　14,884    8,841    
　那珂川町 　　 　　 　　 15,950    　　 　　　　　　　　9,968    5,982    
 ＊筑紫郡    計 　　 　　 　　 15,950    　　 　　　　　　　　9,968    5,982    
　宇美町 　　 　　 　　 12,721    　　 　　　　　　　　7,581    5,140    
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　篠栗町 　　 　　 　　 11,633    　　 　　　　　　　　6,792    4,841    
　志免町 　　 　　 　　 13,403    　　 　　　　　　　　7,690    5,713    
　須恵町 　　 　　 　　 10,453    　　 　　　　　　　　6,378    4,075    
　新宮町 　　 　　 　　 9,177    　　 　　　　　　　　5,541    3,636    
　久山町 　　 　　 　　 3,956    　　 　　　　　　　　2,079    1,877    
　粕屋町 　　 　　 　　 12,191    　　 　　　　　　　　7,219    4,972    
 ＊糟屋郡    計 　　 　　 　　 73,534    　　 　　　　　　　　43,280    30,254    
　福間町 　　 　　 　　 16,953    　　 　　　　　　　　10,204    6,749    
　津屋崎町 　　 　　 　　 6,492    　　 　　　　　　　　4,339    2,153    
　大島村 　　 　　 　　 554    　　 　　　　　　　　504    50    
 ＊宗像郡    計 　　 　　 　　 23,999    　　 　　　　　　　　15,047    8,952    
　芦屋町 　　 　　 　　 6,758    　　 　　　　　　　　4,529    2,229    
　水巻町 　　 　　 　　 11,575    　　 　　　　　　　　7,265    4,310    
　岡垣町 　　 　　 　　 12,752    　　 　　　　　　　　7,955    4,797    
　遠賀町 　　 　　 　　 8,756    　　 　　　　　　　　5,844    2,912    
 ＊遠賀郡    計 　　 　　 　　 39,841    　　 　　　　　　　　25,593    14,248    
　小竹町 　　 　　 　　 3,380    　　 　　　　　　　　2,084    1,296    
　鞍手町 　　 　　 　　 6,873    　　 　　　　　　　　4,446    2,427    
　宮田町 　　 　　 　　 6,274    　　 　　　　　　　　4,070    2,204    
　若宮町 　　 　　 　　 4,204    　　 　　　　　　　　3,023    1,181    
 ＊鞍手郡    計 　　 　　 　　 20,731    　　 　　　　　　　　13,623    7,108    
　桂川町 　　 　　 　　 7,205    　　 　　　　　　　　4,388    2,817    
　稲築町 　　 　　 　　 9,581    　　 　　　　　　　　6,262    3,319    
　碓井町 　　 　　 　　 3,433    　　 　　　　　　　　2,281    1,152    
　嘉穂町 　　 　　 　　 6,031    　　 　　　　　　　　4,431    1,600    
　筑穂町 　　 　　 　　 5,990    　　 　　　　　　　　3,923    2,067    
　穂波町 　　 　　 　　 12,390    　　 　　　　　　　　7,728    4,662    
　庄内町 　　 　　 　　 5,604    　　 　　　　　　　　3,562    2,042    
　頴田町 　　 　　 　　 3,733    　　 　　　　　　　　2,518    1,215    
 ＊嘉穂郡    計 　　 　　 　　 53,967    　　 　　　　　　　　35,093    18,874    
　杷木町 　　 　　 　　 3,393    　　 　　　　　　　　2,376    1,017    
　朝倉町 　　 　　 　　 4,288    　　 　　　　　　　　3,280    1,008    
　三輪町 　　 　　 　　 4,475    　　 　　　　　　　　2,997    1,478    
　夜須町 　　 　　 　　 5,750    　　 　　　　　　　　3,955    1,795    
　小石原村 　　 　　 　　 628    　　 　　　　　　　　516    112    
　宝珠山村 　　 　　 　　 991    　　 　　　　　　　　815    176    
 ＊朝倉郡    計 　　 　　 　　 19,525    　　 　　　　　　　　13,939    5,586    
　二丈町 　　 　　 　　 5,204    　　 　　　　　　　　3,381    1,823    
　志摩町 　　 　　 　　 6,514    　　 　　　　　　　　4,508    2,006    
 ＊糸島郡    計 　　 　　 　　 11,718    　　 　　　　　　　　7,889    3,829    
　吉井町 　　 　　 　　 9,744    　　 　　　　　　　　7,078    2,666    
　田主丸町 　　 　　 　　 11,771    　　 　　　　　　　　8,728    3,043    
　浮羽町 　　 　　 　　 9,451    　　 　　　　　　　　7,121    2,330    
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 ＊浮羽郡    計 　　 　　 　　 30,966    　　 　　　　　　　　22,927    8,039    
　北野町 　　 　　 　　 7,131    　　 　　　　　　　　4,989    2,142    
　大刀洗町 　　 　　 　　 5,613    　　 　　　　　　　　4,160    1,453    
 ＊三井郡    計 　　 　　 　　 12,744    　　 　　　　　　　　9,149    3,595    
　城島町 　　 　　 　　 4,664    　　 　　　　　　　　3,257    1,407    
　大木町 　　 　　 　　 4,743    　　 　　　　　　　　3,223    1,520    
　三潴町 　　 　　 　　 5,177    　　 　　　　　　　　3,554    1,623    
 ＊三潴郡    計 　　 　　 　　 14,584    　　 　　　　　　　　10,034    4,550    
　黒木町 　　 　　 　　 6,268    　　 　　　　　　　　5,104    1,164    
　上陽町 　　 　　 　　 1,779    　　 　　　　　　　　1,457    322    
　立花町 　　 　　 　　 4,256    　　 　　　　　　　　3,314    942    
　広川町 　　 　　 　　 6,572    　　 　　　　　　　　4,829    1,743    
　矢部村 　　 　　 　　 1,125    　　 　　　　　　　　1,002    123    
　星野村 　　 　　 　　 1,757    　　 　　　　　　　　1,425    332    
 ＊八女郡    計 　　 　　 　　 21,757    　　 　　　　　　　　17,131    4,626    
　瀬高町 　　 　　 　　 14,307    　　 　　　　　　　　10,285    4,022    
　大和町 　　 　　 　　 9,808    　　 　　　　　　　　7,070    2,738    
　三橋町 　　 　　 　　 9,115    　　 　　　　　　　　6,280    2,835    
　山川町 　　 　　 　　 3,593    　　 　　　　　　　　2,703    890    
 ＊山門郡    計 　　 　　 　　 36,823    　　 　　　　　　　　26,338    10,485    
　高田町 　　 　　 　　 8,153    　　 　　　　　　　　5,715    2,438    
 ＊三池郡    計 　　 　　 　　 8,153    　　 　　　　　　　　5,715    2,438    
　香春町 　　 　　 　　 5,514    　　 　　　　　　　　3,780    1,734    
　添田町 　　 　　 　　 6,154    　　 　　　　　　　　4,699    1,455    
　金田町 　　 　　 　　 3,318    　　 　　　　　　　　2,182    1,136    
　糸田町 　　 　　 　　 4,754    　　 　　　　　　　　3,107    1,647    
　川崎町 　　 　　 　　 10,551    　　 　　　　　　　　7,348    3,203    
　赤池町 　　 　　 　　 4,923    　　 　　　　　　　　3,444    1,479    
　方城町 　　 　　 　　 3,488    　　 　　　　　　　　2,427    1,061    
　大任町 　　 　　 　　 2,817    　　 　　　　　　　　1,967    850    
　赤村 　　 　　 　　 1,748    　　 　　　　　　　　1,326    422    
 ＊田川郡    計 　　 　　 　　 43,267    　　 　　　　　　　　30,280    12,987    
　苅田町 　　 　　 　　 8,978    　　 　　　　　　　　5,916    3,062    
　犀川町 　　 　　 　　 2,919    　　 　　　　　　　　2,197    722    
　勝山町 　　 　　 　　 2,113    　　 　　　　　　　　1,465    648    
　豊津町 　　 　　 　　 2,517    　　 　　　　　　　　1,678    839    
 ＊京都郡    計 　　 　　 　　 16,527    　　 　　　　　　　　11,256    5,271    
　椎田町 　　 　　 　　 4,748    　　 　　　　　　　　3,263    1,485    
　吉富町 　　 　　 　　 3,012    　　 　　　　　　　　2,057    955    
　築城町 　　 　　 　　 3,294    　　 　　　　　　　　2,422    872    
　新吉富村 　　 　　 　　 1,671    　　 　　　　　　　　1,255    416    
　大平村 　　 　　 　　 2,146    　　 　　　　　　　　1,669    477    
 ＊築上郡    計 　　 　　 　　 14,871    　　 　　　　　　　　10,666    4,205    
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