■人

口■

■福祉・保健・医療■

■産業活動■

1,107,606人 〔36〕
520,151人
男
587,455人
女
年齢3区分別人口(H27.10.1)※年齢不詳は含まない
151,710人 (13.8%)
年少人口（15歳未満）
627,061人 (56.8%)
生産年齢人口（15～64歳）
324,354人 (29.4%)
老年人口（65歳以上）
人口密度（総面積1㎢当たり）(H26年) 144.0人 〔39〕
473,231世帯
世帯数(H27.10.1)
2.34人
一世帯当たり人員

平均寿命(H22年)

産業別15歳以上就業人口(H22.10.1)
日照時間(年間)※分類不能の産業を含む
就業者総数
第1次産業
第2次産業
第3次産業

生活保護被保護世帯数(平成26年度)
生活保護率(平成26年度)

総人口(H27.10.1)

H26年
数
出生
9,509人
死亡
13,110人
婚姻
5,154件
離婚
2,296件
合計特殊出生率(H26年)

率

531,213人
60,300人 (11.8%)
110,638人 (21.6%)
341,523人 (66.6%)

（人口千人当たり）

8.6
11.8
4.6
2.1

〔 6〕
〔19〕
〔28〕
〔 2〕

率（全国）
8.0
10.1
5.1
1.8
1.69 〔 2〕

（１人の女性が生涯に産む平均子供数）

■人

口■

男
女

高齢化率(H26.10.1)
社会福祉施設数 (H27.7.1)
老人福祉関係施設
児童福祉関係施設
保育所
障がい者福祉関係施設
障がい者支援施設
障害児入所施設

医療施設数(H26.10.1)
病院
病院病床数
人口10万人当たり
一般診療所
歯科診療所
医療従事者数(H26.12.31)
2,598人
医師
716人
歯科医師
10,724人
看護師

602施設
505施設
389施設
839施設
29施設
8施設
13,807世帯
16.2‰

140施設
19,245床
1,728床 〔 9〕
891施設
515施設
人口10万人当たり
233.2人 〔24〕
64.3人 〔34〕
962.7人 〔 8〕

■福祉・保健・医療■
平均寿命(H22年)

産業別15歳以上就業人口(H22.10.1)
日照時間(年間)※分類不能の産業を含む
就業者総数
第1次産業
第2次産業
第3次産業

生活保護被保護世帯数(平成26年度)
生活保護率(平成26年度)

率

531,213人
60,300人 (11.8%)
110,638人 (21.6%)
341,523人 (66.6%)

（人口千人当たり）

8.6
11.8
4.6
2.1

（１人の女性が生涯に産む平均子供数）

〔 6〕
〔19〕
〔28〕
〔 2〕

率（全国）
8.0
10.1
5.1
1.8
1.69 〔 2〕

男
女

高齢化率(H26.10.1)
社会福祉施設数 (H27.7.1)
老人福祉関係施設
児童福祉関係施設
保育所
障がい者福祉関係施設
障がい者支援施設
障害児入所施設

医療施設数(H26.10.1)
病院
病院病床数
人口10万人当たり
一般診療所
歯科診療所
医療従事者数(H26.12.31)
2,598人
医師
716人
歯科医師
10,724人
看護師

民営事業所数(H26.7.1)
第１次産業
第２次産業
第３次産業
農家数（総農家）(H22.2.1)
農業就業人口（販売農家）
耕地面積(H27.7.15)
農 農業産出額(H26年)
ピーマン収穫量(H26年)
きゅうり収穫量(H26年)
業 かんしょ収穫量(H27年)
肉用牛飼養頭数(H27.2.1)
豚飼養頭数(H26.2.1)
肉用若鶏出荷羽数(H26年)

54,577事業所
1,085事業所 (2.0%)
8,638事業所 (16.2%)
43,546事業所 (81.7%)
45,804戸 〔27〕
57,076人 〔22〕
67,900ha 〔20〕
3,326億円 〔 5〕
27,700t 〔 2〕
64,000t 〔 1〕
85,000t 〔 4〕
249,000頭 〔 3〕
838,800頭 〔 2〕
127,109千羽 〔 2〕

林家数(H22.2.1)
林 林業産出額(H26年)
木材（素材）生産量(H26年)
業 椎茸（乾）生産量(H25年)
椎茸（生）生産量(H25年)

17,432戸
227億円 〔 5〕
1,683千m3 〔 2〕
616t 〔 2〕
2,189t 〔 8〕

漁業経営体数(H25.11.1)
漁
漁業就業者数(H25.11.1)
業 海面漁業生産額(H25年)
海面養殖業生産額(H25年)

1,153経営体 〔29〕
2,677人 〔24〕
258億円 〔 9〕
85億円 〔15〕

■産業活動■

1,107,606人 〔36〕
520,151人
男
587,455人
女
年齢3区分別人口(H27.10.1)※年齢不詳は含まない
151,710人 (13.8%)
年少人口（15歳未満）
627,061人 (56.8%)
生産年齢人口（15～64歳）
324,354人 (29.4%)
老年人口（65歳以上）
人口密度（総面積1㎢当たり）(H26年) 144.0人 〔39〕
473,231世帯
世帯数(H27.10.1)
2.34人
一世帯当たり人員
総人口(H27.10.1)

H26年
数
出生
9,509人
死亡
13,110人
婚姻
5,154件
離婚
2,296件
合計特殊出生率(H26年)

79.70年 〔20〕
86.61年 〔16〕
28.6% 〔18〕

79.70年 〔20〕
86.61年 〔16〕
28.6% 〔18〕

602施設
505施設
389施設
839施設
29施設
8施設
13,807世帯
16.2‰

140施設
19,245床
1,728床 〔 9〕
891施設
515施設
人口10万人当たり
233.2人 〔24〕
64.3人 〔34〕
962.7人 〔 8〕

民営事業所数(H26.7.1)
第１次産業
第２次産業
第３次産業
農家数（総農家）(H22.2.1)
農業就業人口（販売農家）
耕地面積(H27.7.15)
農 農業産出額(H26年)
ピーマン収穫量(H26年)
きゅうり収穫量(H26年)
業 かんしょ収穫量(H27年)
肉用牛飼養頭数(H27.2.1)
豚飼養頭数(H26.2.1)
肉用若鶏出荷羽数(H26年)

54,577事業所
1,085事業所 (2.0%)
8,638事業所 (16.2%)
43,546事業所 (81.7%)
45,804戸 〔27〕
57,076人 〔22〕
67,900ha 〔20〕
3,326億円 〔 5〕
27,700t 〔 2〕
64,000t 〔 1〕
85,000t 〔 4〕
249,000頭 〔 3〕
838,800頭 〔 2〕
127,109千羽 〔 2〕

林家数(H22.2.1)
林 林業産出額(H26年)
木材（素材）生産量(H26年)
業 椎茸（乾）生産量(H25年)
椎茸（生）生産量(H25年)

17,432戸
227億円 〔 5〕
1,683千m3 〔 2〕
616t 〔 2〕
2,189t 〔 8〕

漁業経営体数(H25.11.1)
漁
漁業就業者数(H25.11.1)
業 海面漁業生産額(H25年)
海面養殖業生産額(H25年)

1,153経営体 〔29〕
2,677人 〔24〕
258億円 〔 9〕
85億円 〔15〕

102.0
鉱工業生産指数（H26平均 H22=100）
鉱 事業所数（従業者4人以上）(H26.12.31) 1,508事業所 〔40〕
54,905人 〔41〕
従業者数（ 〃 ）(H26.12.31)
工 製造品出荷額( 〃 ）(H26年) 1兆5,276億円 〔42〕
付加価値額（ 〃 ）(H26年)
5,213億円 〔41〕
業 焼酎出荷額(H25年)
952億円
電子部品出荷額(H25年)
1,376億円
商店数(H26.7.1)
商
従業者数(H26.7.1)
業
商業年間販売額(H25年)

10,999事業所 〔36〕
74,274人 〔35〕
2兆4,048億円 〔33〕

■経済・労働■
県
民
経
済
計
算

名目県内総生産(H25年度)
実質県内総生産(H25年度)
経済成長率
名目 3.0%
県民所得(H25年度)
１人当たり県民所得(H25年度)
所得水準（国=100）(H25年度)
有効求人倍率(H27年平均)

労

3兆6,060億円
3兆8,560億円
実質 3.6%
2兆6,975億円
240万7千円
84.6
1.03倍 〔34〕

労働時間（H26年：月平均)（事業所規模5人以上）

総実労働時間
所定内労働時間

150.6時間 〔15〕
141.0時間

働 現金給与額(H26年：月平均)（事業所規模5人以上）
253,499円 〔45〕
現金給与総額
214,277円
きまって支給する給与
102.0
鉱工業生産指数（H26平均 H22=100）
鉱 事業所数（従業者4人以上）(H26.12.31) 1,508事業所 〔40〕
54,905人 〔41〕
従業者数（ 〃 ）(H26.12.31)
工 製造品出荷額( 〃 ）(H26年) 1兆5,276億円 〔42〕
付加価値額（ 〃 ）(H26年)
5,213億円 〔41〕
業 焼酎出荷額(H25年)
952億円
電子部品出荷額(H25年)
1,376億円
商店数(H26.7.1)
商
従業者数(H26.7.1)
業
商業年間販売額(H25年)

10,999事業所 〔36〕
74,274人 〔35〕
2兆4,048億円 〔33〕

■経済・労働■
県
民
経
済
計
算

名目県内総生産(H25年度)
実質県内総生産(H25年度)
経済成長率
名目 3.0%
県民所得(H25年度)
１人当たり県民所得(H25年度)
所得水準（国=100）(H25年度)
有効求人倍率(H27年平均)

労

3兆6,060億円
3兆8,560億円
実質 3.6%
2兆6,975億円
240万7千円
84.6
1.03倍 〔34〕

労働時間（H26年：月平均)（事業所規模5人以上）

総実労働時間
所定内労働時間

150.6時間 〔15〕
141.0時間

働 現金給与額(H26年：月平均)（事業所規模5人以上）
253,499円 〔45〕
現金給与総額
214,277円
きまって支給する給与

■生活環境■
458,200戸
住宅総戸数(H25.10.1)
持ち家 309,000戸 持ち家比率 67.4%
住
96.81㎡
１住宅当たり延べ面積(H25.10.1)
6,443戸
着工新設住宅戸数(H27年)
宅 水道普及率(H26.3.31)
97.1% 〔28〕
56.8% 〔35〕
下水道普及率(H27.3.31)

項目

データ

食料自給率（生産額ベース）

道路実延長(H26.4.1)
自動車保有台数(H27.11.30)
交
人口千人当たり
運転免許保有者数(H26.12.31)
人口千人当たり
通
交通事故発生件数(H26)
人口10万人当たり

20,146㎞
946,287台
833.3台 〔 7〕
767,862人 〔36〕
689人 〔13〕
9,759件 〔16〕
876件 〔 4〕
246校
145校
53校
13校
9校
43.6% 〔39〕
54.0% 〔47〕

21,500t H26
64,000t H26
2,572t H25

日向夏収穫量

3,739t H25

だいこん（加工向）出荷量

76,600t H26

ほうれんそう（加工向）出荷量

15,100t H26

肉用若鶏出荷重量

388,678t H26

飼料作物（ソルゴー）収穫量

186,100t H26

すぎ素材生産量

1,533千m3

19,547t H26

びんながまぐろ漁獲量

12,891t H26

まかじき漁獲量

367t H26

スイートピー出荷量

36,652千本

H26

469万円

H25

消費者物価地域差指数(総合）※

95.9%

H26

太陽熱温水機器等設置割合

20.7%

H25

6.7%

H25

太陽光発電機器設置割合
運転免許保有者数に占める女性の割合

道路実延長(H26.4.1)
自動車保有台数(H27.11.30)
交
人口千人当たり
運転免許保有者数(H26.12.31)
人口千人当たり
通
交通事故発生件数(H26)
人口10万人当たり

20,146㎞
946,287台
833.3台 〔 7〕
767,862人 〔36〕
689人 〔13〕
9,759件 〔16〕
876件 〔 4〕
246校
145校
53校
13校
9校
43.6% 〔39〕
54.0% 〔47〕

H26.12.31

項目
食料自給率（生産額ベース）

データ
250%

年次
H24

21,500t H26

きゅうり収穫量

64,000t H26
2,572t H25
3,739t H25

だいこん（加工向）出荷量

76,600t H26

ほうれんそう（加工向）出荷量

15,100t H26

肉用若鶏出荷重量

388,678t H26

飼料作物（ソルゴー）収穫量

186,100t H26

すぎ素材生産量

1,533千m3

H26

近海かつお一本釣漁獲量

19,547t H26

びんながまぐろ漁獲量

12,891t H26

まかじき漁獲量
スイートピー出荷量

367t H26
36,652千本

H26

469万円

H25

消費者物価地域差指数(総合）※

95.9%

H26

太陽熱温水機器等設置割合

20.7%

H25

太陽光発電機器設置割合
運転免許保有者数に占める女性の割合
（注）※は最小値。

経済センサス-活動調査（H28.6月）

6.7%
48.4%

H25
H26.12.31

平成28年
ポケット統計みやざき

経済センサス-活動調査は、すべての事業所及び企
業を対象として、売上（収入）金額や、費用などの経理
項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における
事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明ら
かにするとともに、 事業所及び企業を対象とした各種
統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。

社会生活基本調査（H28.10月）
社会生活基本調査は、１日の生活時間の配分と過
去１年間における主な活動状況などを調査し、その結
果は、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の
推進、男女共同参画社会の形成、少子高齢化対策等
の各種行政施策の基礎資料として利用されています。
このほか、「家計調査」、「労働力調査」、「毎月勤労統計
調査」等を実施しています。
調査員がお伺いしましたら御協力をよろしくお願いします。
みやざき統計ＢＯＸ
各種統計調査の最新情報や調査結果等が御覧いただけます。
是非ご利用ください。
みやざき統計ＢＯＸ
みやざき統計ＢＯＸ

検索
検索

■宮崎県統計調査課からのお知らせ■

さといも収穫量

日向夏収穫量

平成28年度に実施する主な統計調査

宮崎県ホームページのトップからもアクセスできます。

みやざき 日本一データ

土地生産性（耕地面積１ha当たり）

小学校数(H27.5.1)
中学校数(H27.5.1)
教 高等学校数(H27.5.1)
特別支援学校数(H27.5.1)
育 大学・短期大学数(H27.5.1)
大学等進学率(H27.3)
高等学校県内就職率(H27.3)

48.4%

（注）※は最小値。

きんかん収穫量

家計消費額（H27年月平均 2人以上世帯） 256,959円
消
消費者物価指数（総合 H27年平均 H22=100） 103.8
費
消費者物価地域差指数（H26年平均 全国=100） 95.9 〔47〕

H26

近海かつお一本釣漁獲量

■生活環境■
458,200戸
住宅総戸数(H25.10.1)
持ち家 309,000戸 持ち家比率 67.4%
住
96.81㎡
１住宅当たり延べ面積(H25.10.1)
6,443戸
着工新設住宅戸数(H27年)
宅 水道普及率(H26.3.31)
97.1% 〔28〕
56.8% 〔35〕
下水道普及率(H27.3.31)

H24

きゅうり収穫量

土地生産性（耕地面積１ha当たり）

小学校数(H27.5.1)
中学校数(H27.5.1)
教 高等学校数(H27.5.1)
特別支援学校数(H27.5.1)
育 大学・短期大学数(H27.5.1)
大学等進学率(H27.3)
高等学校県内就職率(H27.3)

250%

年次

さといも収穫量
きんかん収穫量

家計消費額（H27年月平均 2人以上世帯） 256,959円
消
消費者物価指数（総合 H27年平均 H22=100） 103.8
費
消費者物価地域差指数（H26年平均 全国=100） 95.9 〔47〕

■宮崎県統計調査課からのお知らせ■

みやざき 日本一データ

平成28年度に実施する主な統計調査
経済センサス-活動調査（H28.6月）

宮崎県
■自然環境■

☆〔 〕内の数値は全国順位です。

7,735㎢ 〔14〕
1,845㎢ 〔26〕
5,873㎢ 〔12〕

総面積(H27.10.1)
可住地面積(H26.10.1)
森林面積(H22.2.1)
気象(H26年)
年平均気温
降水量
日照時間
快晴日数

17.4℃ 〔 3〕
2,732mm 〔 3〕
2,072時間 〔19〕
47日 〔 4〕

平成28年
ポケット統計みやざき

経済センサス-活動調査は、すべての事業所及び企
業を対象として、売上（収入）金額や、費用などの経理
項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における
事業所・企業の経済活動を全国的及び地域別に明ら
かにするとともに、 事業所及び企業を対象とした各種
統計調査の母集団情報を得ることを目的としています。

社会生活基本調査（H28.10月）
社会生活基本調査は、１日の生活時間の配分と過
去１年間における主な活動状況などを調査し、その結
果は、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の
推進、男女共同参画社会の形成、少子高齢化対策等
の各種行政施策の基礎資料として利用されています。
このほか、「家計調査」、「労働力調査」、「毎月勤労統計
調査」等を実施しています。
調査員がお伺いしましたら御協力をよろしくお願いします。
みやざき統計ＢＯＸ
各種統計調査の最新情報や調査結果等が御覧いただけます。
是非ご利用ください。
みやざき統計ＢＯＸ
みやざき統計ＢＯＸ

検索
検索

宮崎県ホームページのトップからもアクセスできます。

宮崎県
■自然環境■
総面積(H27.10.1)
可住地面積(H26.10.1)
森林面積(H22.2.1)
気象(H26年)
年平均気温
降水量
日照時間
快晴日数

☆〔 〕内の数値は全国順位です。

7,735㎢ 〔14〕
1,845㎢ 〔26〕
5,873㎢ 〔12〕
17.4℃ 〔 3〕
2,732mm 〔 3〕
2,072時間 〔19〕
47日 〔 4〕

