■人

口■

■福祉・保健・医療■

1,095,863人 〔36〕
515,483人
男
580,380人
女
年齢3区分別人口(H28.10.1)※年齢不詳は含まない
147,621人 (13.6%)
年少人口（15歳未満）
609,874人 (56.1%)
生産年齢人口（15～64歳）
329,430人 (30.3%)
老年人口（65歳以上）
人口密度（総面積1㎢当たり）(H27年) 142.7人 〔39〕
465,186世帯
世帯数(H28.10.1)
2.36人
一世帯当たり人員
総人口(H28.10.1)

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
H27年
数
出生
9,226人
死亡
13,494人
婚姻
5,041件
離婚
2,308件
合計特殊出生率(H27年)

率

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

〔10〕
〔14〕
〔25〕
〔 2〕

率（全国）
8.0
10.3
5.1
1.8
1.71 〔 3〕

（１人の女性が生涯に産む平均子供数）

■人

口■

高齢化率(H27.10.1)
社会福祉施設数 (H28.7.1)
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
老人福祉関係施設
保育所 (H28.4.1)

医療施設数(H27.10.1)
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

79.70年 〔20〕
86.61年 〔16〕
29.5% 〔18〕

911施設
29施設
8施設
638施設
321施設
14,197世帯
16.6‰

140施設
19,207床
1,740床 〔 9〕
895施設
514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■

1,095,863人 〔36〕
515,483人
男
580,380人
女
年齢3区分別人口(H28.10.1)※年齢不詳は含まない
147,621人 (13.6%)
年少人口（15歳未満）
609,874人 (56.1%)
生産年齢人口（15～64歳）
329,430人 (30.3%)
老年人口（65歳以上）
人口密度（総面積1㎢当たり）(H27年) 142.7人 〔39〕
465,186世帯
世帯数(H28.10.1)
2.36人
一世帯当たり人員
総人口(H28.10.1)

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
H27年
数
出生
9,226人
死亡
13,494人
婚姻
5,041件
離婚
2,308件
合計特殊出生率(H27年)

■産業活動■
男
女

生活保護被保護世帯数(平成27年度)
生活保護率(平成27年度)

（人口千人当たり）

8.4
12.3
4.6
2.1

平均寿命(H22年)

率

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

（１人の女性が生涯に産む平均子供数）

高齢化率(H27.10.1)
社会福祉施設数 (H28.7.1)
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
老人福祉関係施設
保育所 (H28.4.1)

〔10〕
〔14〕
〔25〕
〔 2〕

率（全国）
8.0
10.3
5.1
1.8
1.71 〔 3〕

医療施設数(H27.10.1)
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

農家数（総農家）(H27.2.1)
農業就業人口（販売農家）
耕地面積(H28.7.15)
農 農業産出額(H27年)
ピーマン収穫量(H27年)
きゅうり収穫量(H27年)
業 かんしょ収穫量(H28年)
肉用牛飼養頭数(H28.2.1)
豚飼養頭数(H28.2.1)
肉用若鶏出荷羽数(H26年)

54,629事業所
1,138事業所 (2.1%)
8,643事業所 (15.8%)
44,848事業所 (82.1%)
38,428戸 〔27〕
45,001人 〔21〕
67,600ha 〔20〕
3,424億円 〔 5〕
26,800t 〔 2〕
61,200t 〔 1〕
92,300t 〔 4〕
243,600頭 〔 3〕
835,400頭 〔 2〕
127,109千羽 〔 2〕

林家数(H27.2.1)
林 林業産出額(H27年)
木材（素材）生産量(H27年)
業 椎茸（乾）生産量(H27年)
椎茸（生）生産量(H27年)

15,784戸
236億円 〔 4〕
1,787千㎥ 〔 2〕
487t 〔 2〕
2,174t 〔 9〕

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(H26年)
海面養殖業生産額(H26年)

1,153経営体 〔29〕
2,677人 〔24〕
256億円 〔10〕
78億円 〔17〕

■産業活動■
男
女

生活保護被保護世帯数(平成27年度)
生活保護率(平成27年度)

（人口千人当たり）

8.4
12.3
4.6
2.1

平均寿命(H22年)

民営事業所数(H26.7.1)
第１次産業
第２次産業
第３次産業

79.70年 〔20〕
86.61年 〔16〕
29.5% 〔18〕

911施設
29施設
8施設
638施設
321施設
14,197世帯
16.6‰

140施設
19,207床
1,740床 〔 9〕
895施設
514施設

医療従事者数(H26.12.31)
人口10万人当たり
2,598人
233.2人 〔24〕
医師
716人
64.3人 〔34〕
歯科医師
10,724人
962.7人 〔 8〕
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）(H27.2.1)
農業就業人口（販売農家）
耕地面積(H28.7.15)
農 農業産出額(H27年)
ピーマン収穫量(H27年)
きゅうり収穫量(H27年)
業 かんしょ収穫量(H28年)
肉用牛飼養頭数(H28.2.1)
豚飼養頭数(H28.2.1)
肉用若鶏出荷羽数(H26年)

54,629事業所
1,138事業所 (2.1%)
8,643事業所 (15.8%)
44,848事業所 (82.1%)
38,428戸 〔27〕
45,001人 〔21〕
67,600ha 〔20〕
3,424億円 〔 5〕
26,800t 〔 2〕
61,200t 〔 1〕
92,300t 〔 4〕
243,600頭 〔 3〕
835,400頭 〔 2〕
127,109千羽 〔 2〕

林家数(H27.2.1)
林 林業産出額(H27年)
木材（素材）生産量(H27年)
業 椎茸（乾）生産量(H27年)
椎茸（生）生産量(H27年)

15,784戸
236億円 〔 4〕
1,787千㎥ 〔 2〕
487t 〔 2〕
2,174t 〔 9〕

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(H26年)
海面養殖業生産額(H26年)

1,153経営体 〔29〕
2,677人 〔24〕
256億円 〔10〕
78億円 〔17〕

101.1
鉱工業生産指数（H27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(H26年)
989億円 〔 2〕
電子部品出荷額(H26年)
1,536億円 〔35〕
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(H26年度)
実質県内総生産(H26年度)
経済成長率
名目 1.5%
県民所得(H26年度)
１人当たり県民所得(H26年度)
所得水準（国=100）(H26年度)
有効求人倍率(H28年平均)

労

3兆6,434億円
3兆8,514億円
実質 0.2%
2兆6,531億円
238万1千円
83.0
1.22倍 〔29〕

労働時間（H27年年平均)（事業所規模5人以上）

総実労働時間
所定内労働時間

153.7時間 〔 5〕
143.1時間 〔 5〕

働 現金給与額(H27年年平均)（事業所規模5人以上）
262,774円 〔41〕
現金給与総額
221,031円 〔42〕
きまって支給する給与
101.1
鉱工業生産指数（H27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(H26年)
989億円 〔 2〕
電子部品出荷額(H26年)
1,536億円 〔35〕
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(H26年度)
実質県内総生産(H26年度)
経済成長率
名目 1.5%
県民所得(H26年度)
１人当たり県民所得(H26年度)
所得水準（国=100）(H26年度)
有効求人倍率(H28年平均)

労

3兆6,434億円
3兆8,514億円
実質 0.2%
2兆6,531億円
238万1千円
83.0
1.22倍 〔29〕

労働時間（H27年年平均)（事業所規模5人以上）

総実労働時間
所定内労働時間

153.7時間 〔 5〕
143.1時間 〔 5〕

働 現金給与額(H27年年平均)（事業所規模5人以上）
262,774円 〔41〕
現金給与総額
221,031円 〔42〕
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)
7,337戸
着工新設住宅戸数(H28年)
宅 水道普及率(H27.3.31)
97.2% 〔28〕
57.8% 〔35〕
下水道普及率(H28.3.31)
家計消費額（H28年月平均 2人以上世帯） 276,311円
消
消費者物価指数（総合 H28年平均 H27=100） 100.3
費
消費者物価地域差指数（H27年平均 全国=100） 96.4

項目

データ

小学校数(H28.5.1)
中学校数(H28.5.1)
教 高等学校数(H28.5.1)
特別支援学校数(H28.5.1)
育 大学・短期大学数(H28.5.1)
大学等進学率(H28.3)
高等学校県内就職率(H28.3)

20,143㎞
948,385台
859.0台 〔 7〕
765,258人 〔36〕
693人 〔13〕
9,455件 〔15〕
856件 〔 3〕
243校
143校
53校
13校
9校
45.2% 〔36〕
54.8% 〔47〕

21.1ℓ

H27

消費者物価地域差指数(総合）※

96.4%

H27

１日当たりの通勤・通学時間※

50分

H23

食料自給率（生産額ベース）

262%

H25

61,200t

H27

きんかん収穫量

2,498t

H26

日向夏収穫量

3,627t

H26

74,300t

H27

きゅうり収穫量

ほうれんそう（加工向）出荷量

14,100t

H27

肉用若鶏出荷重量

388,678t

H26

飼料作物（ソルゴー）収穫量

181,400t

H27

1,638千㎥

H27

19,190t

H27

1711t

H27

12,529t

H27

すぎ素材生産量
近海かつお一本釣漁獲量
沿岸まぐろはえ縄漁獲量
びんながまぐろ漁獲量
まかじき漁獲量
スイートピー出荷量
土地生産性（耕地面積１ha当たり）

家計消費額（H28年月平均 2人以上世帯） 276,311円
消
消費者物価指数（総合 H28年平均 H27=100） 100.3
費
消費者物価地域差指数（H27年平均 全国=100） 96.4

小学校数(H28.5.1)
中学校数(H28.5.1)
教 高等学校数(H28.5.1)
特別支援学校数(H28.5.1)
育 大学・短期大学数(H28.5.1)
大学等進学率(H28.3)
高等学校県内就職率(H28.3)

20,143㎞
948,385台
859.0台 〔 7〕
765,258人 〔36〕
693人 〔13〕
9,455件 〔15〕
856件 〔 3〕
243校
143校
53校
13校
9校
45.2% 〔36〕
54.8% 〔47〕

H27
H27

487.7万円

H26

17.9%

H26

太陽光発電システム普及率

14.3%

H26

運転免許保有者数に占める女性の割合

48.5%

H27.12.31

平成29年度に実施する主な統計調査
工業統計調査（H29.6月）

平成29年
ポケット統計みやざき

工業統計調査は、国が実施する重要な統計調査で、
製造業を営む事業所を対象に、従業者数や原材料名、
製造品の出荷額などを調査します。
調査結果は、産業政策や各種経済指標などの基礎
資料に用いられています。

就業構造基本調査（H29.10月）
就業構造基本調査は、国が５年毎に実施する重要
な統計調査で、全国で無作為に選定された世帯を対
象に、ふだん仕事をしているかどうかや、就業に関す
る希望などを調査します。
調査結果は、雇用政策や男女共同参画などの基礎
資料に用いられています。
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

検索

検索
みやざき統計ＢＯＸ
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■

☆〔 〕内の数値は全国順位です。

7,735㎢ 〔14〕
1,850㎢ 〔25〕
5,865㎢ 〔12〕

総面積(H28.10.1)
可住地面積(H27.10.1)
森林面積(H27.2.1)
気象(H27年)
年平均気温
降水量
日照時間
快晴日数

17.7℃ 〔 3〕
3,193mm 〔 2〕
1,967時間 〔19〕
53日 〔 2〕

（注）※は最小値。

■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
項目

データ

年次

１世帯当たり年間焼酎購入数量（宮崎市）

21.1ℓ

H27

消費者物価地域差指数(総合）※

96.4%

H27

１日当たりの通勤・通学時間※

50分

H23

262%

H25

食料自給率（生産額ベース）
きゅうり収穫量

61,200t H27

きんかん収穫量

2,498t H26

日向夏収穫量

3,627t H26

だいこん（加工向）出荷量

道路実延長(H27.4.1)
自動車保有台数(H28.10.31)
交
人口千人当たり
運転免許保有者数(H27.12.31)
人口千人当たり
通
交通事故発生件数(H27)
人口10万人当たり

485t
32,227千本

太陽熱温水器普及率

■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)
7,337戸
着工新設住宅戸数(H28年)
宅 水道普及率(H27.3.31)
97.2% 〔28〕
57.8% 〔35〕
下水道普及率(H28.3.31)

年次

１世帯当たり年間焼酎購入数量（宮崎市）

だいこん（加工向）出荷量

道路実延長(H27.4.1)
自動車保有台数(H28.10.31)
交
人口千人当たり
運転免許保有者数(H27.12.31)
人口千人当たり
通
交通事故発生件数(H27)
人口10万人当たり

■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

ほうれんそう（加工向）出荷量
肉用若鶏出荷重量
飼料作物（ソルゴー）収穫量
すぎ素材生産量
近海かつお一本釣漁獲量
沿岸まぐろはえ縄漁獲量
びんながまぐろ漁獲量
まかじき漁獲量
スイートピー出荷量

74,300t H27
14,100t H27
388,678t H26
181,400t H27
1,638千㎥

H27

19,190t H27
1711t H27
12,529t H27

H27

487.7万円

H26

太陽熱温水器普及率

17.9%

H26

太陽光発電システム普及率

14.3%

H26

運転免許保有者数に占める女性の割合

48.5%

H27.12.31

（注）※は最小値。

工業統計調査（H29.6月）

平成29年
ポケット統計みやざき

工業統計調査は、国が実施する重要な統計調査で、
製造業を営む事業所を対象に、従業者数や原材料名、
製造品の出荷額などを調査します。
調査結果は、産業政策や各種経済指標などの基礎
資料に用いられています。

就業構造基本調査（H29.10月）
就業構造基本調査は、国が５年毎に実施する重要
な統計調査で、全国で無作為に選定された世帯を対
象に、ふだん仕事をしているかどうかや、就業に関す
る希望などを調査します。
調査結果は、雇用政策や男女共同参画などの基礎
資料に用いられています。
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。

485t H27
32,227千本

土地生産性（耕地面積１ha当たり）

平成29年度に実施する主な統計調査

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

検索

検索
みやざき統計ＢＯＸ
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(H28.10.1)
可住地面積(H27.10.1)
森林面積(H27.2.1)
気象(H27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〕
1,850㎢ 〔25〕
5,865㎢ 〔12〕
17.7℃ 〔 3〕
3,193mm 〔 2〕
1,967時間 〔19〕
53日 〔 2〕

