
目 次

Ⅰ 自然と人口

１ 自然・地形 …………………………………………………………………………… ２
＊１ 林野面積 ＊２ 自然公園面積

＊３ 自然環境保全地域面積 ＊４ 河川延長一級河川

２ 面積 …………………………………………………………………………………… ４
＊１ 総面積 ＊２ 総面積１�当たり人口密度
＊３ 総面積中の人口集中地区面積割合 ＊４ 総面積中の可住地面積割合

３ 気象 …………………………………………………………………………………… ６
＊１ 年平均気温 ＊２ 降水量

＊３ 日照時間 ＊４ 快晴日数

４ 自然災害 ……………………………………………………………………………… ８
＊１ り災世帯数 ＊２ り災者数

＊３ 住家被害 ＊４ 消防職員・団員出動延人数

５ 総人口 …………………………………………………………………………………１０
＊１ 人口総数 ＊２ 男

＊３ 女 ＊４ 外国人

６ 人口（年齢３区分別）…………………………………………………………………１２
＊１ 年少人口 ＊２ 生産年齢人口

＊３ 老年人口 ＊４ 生産年齢人口割合

７ 年齢 ……………………………………………………………………………………１４
＊１ 平均年齢 ＊２ 年齢中位数

＊３ 平均寿命（男） ＊４ 平均寿命（女）

８ 世帯 ……………………………………………………………………………………１６
＊１ 一般世帯数 ＊２ １世帯当たり人員

＊３ 核家族世帯割合 ＊４ 高齢単身世帯割合

９ 昼間人口 ………………………………………………………………………………１８
＊１ 昼間人口 ＊２ 昼夜間人口比率

＊３ 流入人口 ＊４ 流出人口

１０ 転入・転出 ……………………………………………………………………………２０
＊１ 他都道府県からの転入者数 ＊２ 他都道府県への転出者数

＊３ 転入超過数 ＊４ 転入超過率

１１ 出生 ……………………………………………………………………………………２２
＊１ 出生数 ＊２ 出生率

＊３ 自然増加率 ＊４ 合計特殊出生率

１２ 死亡 ……………………………………………………………………………………２４
＊１ 死亡数（総数） ＊２ 死亡率

＊３ 死亡数（悪性新生物） ＊４ 死亡数（心疾患）

１３ 婚姻・離婚 ……………………………………………………………………………２６
＊１ 婚姻件数 ＊２ 離婚件数

＊３ 平均初婚年齢（夫） ＊４ 平均初婚年齢（妻）

Ⅱ 健康と福祉

１４ 健康づくり ……………………………………………………………………………３０
＊１ スポーツの行動者率（行動者総数） ＊２ スポーツの行動者率（ウォーキング・軽い体操）

＊３ 成人１人当たりの酒類販売（消費）数量 ＊４ 基本健康診査受診率

１５ 医療体制 ………………………………………………………………………………３２
＊１ 病院数 ＊２ 病床数

＊３ 医師数 ＊４ １人当たり国民医療費

１６ 医療保険 ………………………………………………………………………………３４
＊１ 国民健康保険被保険者数 ＊２ 国民健康保険療養諸費合計費用額

＊３ 受療率（入院） ＊４ 受療率（外来）

１７ 感染症・食中毒 ………………………………………………………………………３６
＊１ HIV 感染者累計報告数 ＊２ 三類感染症報告数

＊３ 結核新登録患者数 ＊４ 食中毒患者数

１８ こども …………………………………………………………………………………３８
＊１ 保育所数 ＊２ 保育所入所待機児童数

＊３ 地域子育て支援拠点数 ＊４ 放課後児童クラブ数

１９ 高齢者 …………………………………………………………………………………４０
＊１ 介護老人福祉施設数 ＊２ 通所介護事業所数

＊３ 要介護（要支援）認定者数 ＊４ 居宅介護（支援）サービス受給者数

２０ 障害者 …………………………………………………………………………………４２
＊１ 身体障害者更生援護施設数 ＊２ 知的障害者援護施設数

＊３ 精神障害者社会復帰施設数 ＊４ 障害者雇用率

２１ 国民年金 ………………………………………………………………………………４４
＊１ 被保険者数 ＊２ 受給権者（件数）

＊３ 受給権者（年金額） ＊４ 納付率

２２ 生活保護 ………………………………………………………………………………４６
＊１ 被保護実世帯数 ＊２ 被保護実人員

＊３ 保護率 ＊４ 保護開始世帯数

２３ たすけあい ……………………………………………………………………………４８
＊１ 自主防犯ボランティア団体数 ＊２ 特定非営利活動促進法に基づく認証法人数

＊３ 献血者数 ＊４ 骨髄提供希望者登録者数



Ⅲ 学 校

２４ 小学校 …………………………………………………………………………………５２
＊１ 学校数 ＊２ 児童数

＊３ 教員１人当たりの児童数 ＊４ 在学者１人当たり経費

２５ 中学校 …………………………………………………………………………………５４
＊１ 学校数 ＊２ 生徒数

＊３ 教員１人当たりの生徒数 ＊４ 在学者１人当たり経費

２６ 高等学校 ………………………………………………………………………………５６
＊１ 学校数 ＊２ 生徒数

＊３ 教員１人当たりの生徒数 ＊４ 在学者１人当たり経費

２７ 高等学校卒業後の進路 ………………………………………………………………５８
＊１ 大学等進学率 ＊２ 専修学校（専門課程）進学率

＊３ 就職率 ＊４ 県外就職率

２８ 大学 ……………………………………………………………………………………６０
＊１ 学校数（大学） ＊２ 学生数（大学）

＊３ 学校数（短期大学） ＊４ 学生数（短期大学）

２９ 幼稚園・その他の学校 ………………………………………………………………６２
＊１ 幼稚園数 ＊２ 特別支援学校数

＊３ 専修学校数 ＊４ 各種学校数

３０ 長期欠席 ………………………………………………………………………………６４
＊１ 長期欠席児童数（小学校） ＊２ 不登校児童数（小学校）

＊３ 長期欠席生徒数（中学校） ＊４ 不登校生徒数（中学校）

Ⅳ くらしと生活環境

３１ 家計 ……………………………………………………………………………………６８
＊１ 実収入 ＊２ 世帯主の配偶者の収入

＊３ 消費支出 ＊４ １世帯当たり貯蓄現在高

３２ 物価 ……………………………………………………………………………………７０
＊１ 消費者物価指数総合 ＊２ 消費者物価地域差指数・持家の帰属家賃を除く総合

＊３ 消費者物価地域差指数・食料 ＊４ 用途別平均価格・住宅地

３３ 住宅 ……………………………………………………………………………………７２
＊１ 持ち家に住む一般世帯割合 ＊２ 共同住宅に住む一般世帯割合

＊３ １世帯当たり延べ面積 ＊４ 着工新設住宅戸数

３４ 生活時間 ………………………………………………………………………………７４
＊１ １次活動 ＊２ ２次活動

＊３ ３次活動 ＊４ 通勤・通学

３５ 余暇 ……………………………………………………………………………………７６
＊１ フィットネスクラブ１事業所当たり１か月平均利用者数

＊２ スポーツの種類別行動者率 ＊３ 趣味・娯楽の種類別行動者率

＊４ 教養娯楽費

３６ 旅行・行楽 ……………………………………………………………………………７８
＊１ 旅行・行楽の行動者率 ＊２ 国内観光旅行の行動者率

＊３ 日本人出国者数 ＊４ 一般旅券発行数

３７ 文化施設 ………………………………………………………………………………８０
＊１ 図書館数 ＊２ 博物館及び博物館類似施設数

＊３ 公民館及び公民館類似施設数 ＊４ 文化会館数

３８ 公園・道路 ……………………………………………………………………………８２
＊１ 都市公園数 ＊２ 都市公園面積

＊３ 道路実延長 ＊４ 舗装率

３９ 上下水道 ………………………………………………………………………………８４
＊１ 上水道実績年間給水量 ＊２ 水道普及率

＊３ 下水道処理人口普及率 ＊４ 汚水処理人口普及率

４０ ごみ・公害 ……………………………………………………………………………８６
＊１ 一般廃棄物ごみ総排出量 ＊２ １人１日当たりごみ排出量

＊３ ごみのリサイクル率 ＊４ 公害苦情件数

４１ エネルギー ……………………………………………………………………………８８
＊１ 使用電力量 ＊２ 都市ガス販売量

＊３ LPガス・家庭業務用プロパンガス販売実績 ＊４ 太陽熱温水器普及率

４２ 運輸 ……………………………………………………………………………………９０
＊１ 旅客輸送人員（JR） ＊２ 旅客輸送人員（民鉄）

＊３ 自動車旅客輸送人員（バス） ＊４ 自動車貨物輸送トン数

４３ 通信 ……………………………………………………………………………………９２
＊１ 加入電話加入数 ＊２ 携帯電話契約数

＊３ インターネットの利用種類別行動者率 ＊４ ブロードバンドサービスの契約数

４４ 消防 ……………………………………………………………………………………９４
＊１ 出火件数 ＊２ 火災損害額

＊３ 救急自動車救急出場件数 ＊４ 救助活動件数

４５ 交通事故 ………………………………………………………………………………９６
＊１ 交通事故発生件数 ＊２ 交通事故死者数

＊３ 運転免許保有者数 ＊４ 保有自動車数

４６ 犯罪 ……………………………………………………………………………………９８
＊１ 刑法犯認知件数 ＊２ 刑法犯検挙件数

＊３ 刑法犯検挙人員 ＊４ 刑法犯検挙率



Ⅴ 仕事と産業

４７ 労働力 …………………………………………………………………………………１０２
＊１ 労働力人口（総数） ＊２ 就業者（総数）

＊３ 就業者の主な従業上の地位別割合（雇用者）

＊４ 就業者総数に占める外国人就業者の割合

４８ サラリーマン …………………………………………………………………………１０４
＊１ 月間現金給与総額 ＊２ 月間現金給与総額対前年増減率

＊３ 月間総実労働時間 ＊４ パートタイム労働者比率

４９ 求人・求職 ……………………………………………………………………………１０６
＊１ 有効求人倍率 ＊２ 新規求人倍率

＊３ 就職率 ＊４ 雇用保険受給者実人員

５０ 就業者 …………………………………………………………………………………１０８
＊１ 第１次産業 ＊２ 第２次産業

＊３ 第３次産業 ＊４ 第３次産業（女）

５１ 事業所 …………………………………………………………………………………１１０
＊１ 民営事業所数 ＊２ 民営事業所数増加率

＊３ 民営事業所従業者数 ＊４ 民営事業所従業者数増加率

５２ 農業 ……………………………………………………………………………………１１２
＊１ 総農家数 ＊２ 経営耕地面積

＊３ エコファーマー認定数 ＊４ 農家１戸当たり生産農業所得

５３ 工業 ……………………………………………………………………………………１１４
＊１ 事業所数 ＊２ 従業者数

＊３ 製造品出荷額等 ＊４ 付加価値額

５４ 商業 ……………………………………………………………………………………１１６
＊１ 事業所数 ＊２ 従業者数

＊３ 年間商品販売額 ＊４ 売場面積

５５ サービス業 ……………………………………………………………………………１１８
＊１ 事業所数 ＊２ 従業者数

＊３ 収入額 ＊４ 一般飲食店数

５６ 県民経済計算 …………………………………………………………………………１２０
＊１ 県内総生産（名目） ＊２ 県民所得

＊３ 県内総生産（生産側、実質：連鎖方式） ＊４ 実質経済成長率

Ⅵ 地方行政

５７ 決算 ……………………………………………………………………………………１２４
＊１ 普通会計決算額（歳入） ＊２ 普通会計決算額（都道府県税収入総額）

＊３ 普通会計決算額（歳出） ＊４ 普通会計決算額（実質収支）

５８ 財政指標・予算 ………………………………………………………………………１２６
＊１ 標準財政規模 ＊２ 財政力指数

＊３ 経常収支比率 ＊４ 普通会計当初予算額

５９ 都道府県職員 …………………………………………………………………………１２８
＊１ 職員数（一般行政部門） ＊２ 県民１万人当たり職員数

＊３ 職員数（教育部門） ＊４ 職員数（警察部門）

Ⅶ 付 録

農業生産の現状 ………………………………………………………………………１３２
工業製造品出荷額 ……………………………………………………………………１３４
市町村自慢データ７０…………………………………………………………………１３６


	200701 7.pdf
	200701 8.pdf
	200701 9.pdf



