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●都道府県内全市区町村比較評価レポート

住民基本台帳人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

昼間人口 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

住民基本台帳人口伸び率 ％ 16/13 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

民営事業所数伸び率 ％ 14/12 総務省統計局「経済センサス」

小売年間販売額伸び率 ％ 14/12 経済産業省「商業統計表」

製造品出荷額伸び率 ％ 14/11 経済産業省「工業統計表」

着工建築物数伸び率 ％ 15/12 国土交通省「建築統計年報」

昼夜間人口比 指数 2010 総務省統計局「国勢調査」

小売中心地性 指数 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、経済産業省「商業統計表」

人口当り課税対象所得額 千円／人 2015 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、総務省自治税務局「市町村税課税状況等の調」

人口当り卸売年間販売額 千円／人 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、経済産業省「商業統計表」

人口当り小売年間販売額 千円／人 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、経済産業省「商業統計表」

人口当り製造品出荷額 千円／人 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、経済産業省「工業統計表」

消費購買力計 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

産業用建築物着工床面積 ㎡ 2015 国土交通省「建築統計年報」

都市計画区域面積 K㎡ 2014 (財)都市計画協会「都市計画年報」

●特定市区町村評価レポート

マップでみる経済指標および都道府県内での水準

住民基本台帳人口密度 人／K㎡ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

高齢者比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

人口推移 指数 12～16 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

民営事業所密度 所／K㎡ 2014 総務省統計局「国勢調査」、総務省統計局「経済センサス」

３０人以上民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

通勤圏 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

民営事業所数推移 指数 04～14 総務省統計局「経済センサス 活動調査および基礎調査」」、総務省統計局「事業所・企業統計調査」

経済指標および都道府県内での水準

住民基本台帳人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

昼間人口 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

住民基本台帳世帯数 世帯 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

民営事業所従業者数 人 2014 総務省統計局「経済センサス」

商業人口 人 2014 経済産業省「商業統計表」

１０歳未満人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

１０代人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

２０代人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

３０代人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

４０代人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

５０代人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

６０代人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

７０歳以上人口 人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

１０歳未満人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

１０代人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

２０代人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

３０代人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

４０代人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

５０代人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

６０代人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

７０歳以上人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

１５歳以上人口 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

労働力人口 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

就業者数 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

完全失業者数 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

１５歳以上人口比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

労働力人口比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

就業者比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

完全失業者比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

国勢調査世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

持ち家世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

借家世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

単身世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

核家族世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

持ち家世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

借家世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

単身世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

核家族世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」
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経済指標および都道府県内での水準

住民基本台帳人口伸び率 ％ 16/13 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

昼間人口伸び率 ％ 10/05 総務省統計局「国勢調査」

民営事業所従業者数伸び率 ％ 14/12 総務省統計局「経済センサス」

住民基本台帳人口増減数 人 16/13 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

昼間人口増減数 人 10/05 総務省統計局「国勢調査」

民営事業所従業者増減数 人 14/12 総務省統計局「経済センサス」

中心地性 昼夜間人口比 指数 2010 総務省統計局「国勢調査」

就業者所得額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

就業者当り所得額 千円／人 2015 (株)日本統計センター推計値

課税対象所得額 百万円 2015 総務省自治税務局「市町村税課税状況等の調」

人口当り課税対象所得額 千円／人 2015 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、総務省自治税務局「市町村税課税状況等の調」

６５歳以上人口比率 ％ 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」

消費購買力計 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

食料品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

住居費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

家具･家事用品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

被服及び履物購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

保健・医療関連購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

交通・通信費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

教育費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

教養娯楽支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

食料品購買力比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

住居費支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

家具･家事用品購買力比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

被服及び履物購買力比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

保健・医療関連購買力比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

交通・通信費支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

教育費支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

教養娯楽支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

規模 民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

農林漁業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

鉱業・採石業等民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

建設業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

製造業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

電気・ガス・熱供給業等民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

情報通信業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

運輸業・郵便業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

卸売・小売業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

金融・保険業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

不動産業・物品賃貸業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

学術研究・専門等民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

宿泊業・飲食サービス業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

生活関連サービス業等民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

教育・学習支援業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

医療・福祉民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

複合サービス事業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

サービス業民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

農林漁業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

鉱業・採石業等民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

建設業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

製造業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

電気・ガス・熱供給業等民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

情報通信業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

運輸業・郵便業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

卸売・小売業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

金融・保険業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

不動産業・物品賃貸業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

学術研究・専門等民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

宿泊業・飲食サービス業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

生活関連サービス業等民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

教育・学習支援業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

医療・福祉民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

複合サービス事業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

サービス業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

１～４人民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

５～９人民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

１０～１９人民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

２０～２９人民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

３０人以上民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

１～４人民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

５～９人民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

１０～１９人民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

２０～２９人民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

３０人以上民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」
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経済指標および都道府県内での水準

民営事業所数伸び率 ％ 14/12 総務省統計局「経済センサス」

小売年間販売額伸び率 ％ 14/12 経済産業省「商業統計表」

製造品出荷額伸び率 ％ 14/11 経済産業省「工業統計表」

着工建築物数伸び率 ％ 15/12 国土交通省「建築統計年報」

民営事業所増減数 所 14/12 総務省統計局「経済センサス」

小売年間販売額増減数 百万円 14/12 経済産業省「商業統計表」

製造品出荷額増減数 百万円 14/11 経済産業省「工業統計表」

着工建築物増減数 棟 15/12 国土交通省「建築統計年報」

昼夜間人口比 指数 2010 総務省統計局「国勢調査」

小売中心地性 指数 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、経済産業省「商業統計表」

人口当り小売年間販売額 千円／人 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、経済産業省「商業統計表」

人口当り製造品出荷額 千円／人 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、経済産業省「工業統計表」

製造品出荷額 百万円 2014 経済産業省「工業統計表」

小売年間販売額 百万円 2014 経済産業省「商業統計表」

卸売年間販売額 百万円 2014 経済産業省「商業統計表」

着工建築物数 棟 2015 国土交通省「建築統計年報」

工場従業者当り製造品出荷額 千円／人 2014 経済産業省「工業統計表」

小売従業者当り小売年間販売額 千円／人 2014 経済産業省「商業統計表」

卸売従業者当り卸売年間販売額 千円／人 2014 経済産業省「商業統計表」

建設従業者当り着工建築物数 棟／千人 2015 総務省統計局「経済センサス」、国土交通省「建築統計年報」

総面積 ｋ㎡ 2010 総務省統計局「国勢調査」

産業用建築物着工床面積 ㎡ 2015 国土交通省「建築統計年報」

都市計画区域面積 ｋ㎡ 2014 (財)都市計画協会「都市計画年報」

人口当り小売売場面積 ㎡／千人 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、経済産業省「商業統計表」

人口当り大型店店舗面積 ㎡／千人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、(株)東洋経済新報社「全国大型小売店データ」

人口当りコンビニエンスストア数 店／万人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、ＮＴＴタウンページ(株)「タウンページ統計情報」

人口当り病院・医院数 所／千人 2016 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、ＮＴＴタウンページ(株)「タウンページ統計情報」

人口当り医師数 人／千人 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

後期高齢者当り老人福祉施設定員数 人／百人 2014 総務省自治行政局「住民基本台帳に基づく人口・世帯数」、厚生労働省「社会福祉施設等調査」

自市区町村内就業者数 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

自市区町村内就学者数 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

自市区町村内就業率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

自市区町村内就学率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

将来人口 人 2020 (株)日本統計センター推計値

幼年人口（15歳未満） 人 2020 (株)日本統計センター推計値

生産年齢人口（15～64歳） 人 2020 (株)日本統計センター推計値

高齢人口（65歳以上） 人 2020 (株)日本統計センター推計値

幼年人口（15歳未満）比率 ％ 2020 (株)日本統計センター推計値

生産年齢人口（15～64歳）比率 ％ 2020 (株)日本統計センター推計値

高齢人口（65歳以上）比率 ％ 2020 (株)日本統計センター推計値

将来人口伸び率 ％ 20/10 (株)日本統計センター推計値

将来人口増減数 人 20/10 (株)日本統計センター推計値

消費購買力および都道府県内での水準

消費購買力計 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

食料品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　穀類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　魚介類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　肉類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　乳卵類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　野菜・海藻購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　果物購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　油脂・調味料購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　菓子類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　調理食品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　飲料購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　酒類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　外食費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　一般外食費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

住居費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家賃地代支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　設備修繕・維持費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　設備材料購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

家具・家事用品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家庭用耐久財購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　家事用耐久財購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　冷暖房用器具購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　一般家具購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　室内装備・装飾品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　寝具類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家事雑貨購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家事用消耗品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家事サービス支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

分野 指標名 単位 年次 出典
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消費購買力および都道府県内での水準

被服及び履物購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　和服購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　洋服購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　男子用洋服購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　婦人用洋服購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　子供用洋服購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　シャツ・セーター類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　男子用シャツ・セーター購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　婦人用シャツ・セーター購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　子供用シャツ・セーター購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　下着類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　生地・糸類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　他の被服購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　履物類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　被服関連サービス支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

保健医療関連購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　医薬品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　健康保持用摂取品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　保健医療用品・器具購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　眼鏡購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　コンタクトレンズ購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　保健医療サービス支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

交通・通信費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　交通費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　自動車等関係費購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　自動車等購入購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　自転車購入購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　自動車等維持支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　　自動車等部品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　　自動車等関連用品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

教育費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　授業料等支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　教科書・学習参考教材購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　補習教育支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　幼児・小学校補習教育支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　中学校補習教育支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　高校補習教育・予備校支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

教養娯楽支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　教養娯楽用耐久財購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　パーソナルコンピュータ購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　教養娯楽用品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　文房具購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　運動用具類購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　　ゴルフ用具購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　テレビゲーム機購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　他のがん具購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　切り花購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　ペットフード購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　他の愛がん動物・同用品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　園芸用品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　手芸・工芸材料購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　書籍・他の印刷物購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　教養娯楽サービス支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　パック旅行費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　月謝類支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　インターネット接続料支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

その他の消費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　諸雑費支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　理美容サービス支出額 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　理美容用品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　　理美容用電気器具購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　身の回り用品購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　たばこ購買力 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

単位 年次 出典
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●商圏評価レポート（マーケット分析編）

マーケットプロフィール

居住者の年代構成 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

民営事業所の従業者規模構成 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

マーケット水準評価

住民基本台帳人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター「人口世帯数データ」

　１０歳未満人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

　１０代人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

　２０代人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

　３０代人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

　４０代人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

　５０代人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

　６０代人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

　７０歳以上人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

就業者数 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

民営従業者数 人 2014 総務省統計局「経済センサス」

昼間人口 人 2010 (株)日本統計センター推計値

住民基本台帳世帯数 世帯 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター「人口世帯数データ」

持ち家世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

６５歳以上のいる一般世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

６５歳以上人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

持ち家世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

年収７００万円以上就業者数 人 2015 (株)日本統計センター推計値

６５歳以上人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

１千万円以上貯蓄高世帯数 世帯 2015 (株)日本統計センター推計値

自営業主数 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

昼夜間人口比 指数 2010 総務省統計局「国勢調査」、(株)日本統計センター推計値

小売中心地性 指数 2007 (株)日本統計センター推計値

民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「国勢調査」、総務省統計局「経済センサス」

住民基本台帳世帯密度 世帯／ｋ㎡ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター「人口世帯数データ」

昼間人口密度 人／ｋ㎡ 2010 (株)日本統計センター推計値

住民基本台帳人口伸び率 ％ 16/13 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター「人口世帯数データ」

昼間人口伸び率 ％ 10/05 (株)日本統計センター推計値

民営従業者数伸び率 ％ 14/12 総務省統計局「経済センサス」

将来推計人口伸び率 ％ 21/16 (株)日本統計センター推計値

住民基本台帳人口増減数 人 16/13 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター「人口世帯数データ」

昼間人口増減数 人 10/05 (株)日本統計センター推計値

民営従業者増減数 人 14/12 総務省統計局「経済センサス」

将来推計人口増減数 人 21/16 (株)日本統計センター推計値

平均年齢 歳 2010 総務省統計局「国勢調査」

民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　１～４人 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　５～９人 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　１０～１９人 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　２０～２９人 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　３０人以上 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　農林漁業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　鉱業・採石業・砂利採取業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　建設業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　製造業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　電気・ガス・熱供給・水道業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　情報通信業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　運輸業・郵便業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　卸売・小売業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　金融・保険業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　不動産業・物品賃貸業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　学術研究・専門・技術サービス業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　宿泊業・飲食サービス業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　生活関連サービス業・娯楽業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　教育・学習支援業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　医療・福祉 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　複合サービス事業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

　サービス業 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

安定 業種別民営事業所変動指数 指数 14/12 総務省統計局「経済センサス」

３０人以上民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

商業人口 人 2007 (株)日本統計センター推計値

密集 民営事業所密度 所／ｋ㎡ 2014 総務省統計局「経済センサス」

民営事業所数伸び率※ ％ 14/12 総務省統計局「経済センサス」

民営従業者数伸び率※ ％ 14/12 総務省統計局「経済センサス」

民営事業所増減数 所 14/12 総務省統計局「経済センサス」

民営従業者増減数 人 14/12 総務省統計局「経済センサス」

単位 年次

単位 出典

分野 指標名
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指標名 出典

単位 年次 出典

富裕

居
住
者

指標名

法
人

分野

居住者

規模

法人

規模

安定

富裕

成長

参考
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マーケット特性評価

住民基本台帳人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター「人口世帯数データ」

１０歳未満人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

１０代人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

２０代人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

３０代人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

４０代人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

５０代人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

６０代人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

７０歳以上人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

１５歳以上人口 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

労働力人口比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

就業者比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

完全失業者比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

非労働力人口比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

国勢調査世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

一般世帯人員 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員１人世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員２人世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員３人世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員４人世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員５人以上世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

核家族世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

６歳未満のいる一般世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

１８歳未満のいる一般世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

６５歳以上のいる一般世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

６５歳以上単独世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

持ち家世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

借家世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

一戸建世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

長屋建・共同住宅世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

延べ面積１００㎡以上世帯比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

消費購買力計 百万円 2015 (株)日本統計センター推計値

食料品購買力比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

住居費支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

家具･家事用品購買力比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

被服及び履物購買力比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

保健・医療関連購買力比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

交通・通信費支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

教育費支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

教養娯楽支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

その他の消費支出額比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

年収７００万円以上就業者比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

６５歳以上人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

１千万円以上貯蓄高世帯比率 ％ 2015 (株)日本統計センター推計値

自営業主比率 ％ 2010 総務省統計局「国勢調査」

民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

農林漁業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

鉱業・採石業等民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

建設業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

製造業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

電気・ガス・熱供給業等民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

情報通信業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

運輸業・郵便業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

卸売・小売業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

金融・保険業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

不動産業・物品賃貸業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

学術研究・専門等民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

宿泊業・飲食サービス業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

生活関連サービス業等民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

教育・学習支援業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

医療・福祉民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

複合サービス事業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

サービス業民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

１～４人民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

５～９人民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

１０～１９人民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

２０～２９人民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

３０人以上民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

業種構成

規模構成

法
人

年次

単位 年次 出典

出典

居
住
者

指標名

世帯員

年代構成

就業状況

世帯人員
構成

住居状況

消費
購買力
構成

富裕

分野

分野 指標名 単位
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補足

世帯人員１人世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員２人世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員３人世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員４人世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

世帯人員５人以上世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

平均世帯人員 人 2010 総務省統計局「国勢調査」

６歳未満のいる一般世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

１８歳未満のいる一般世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

６５歳以上のいる一般世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

６５歳以上単独世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

持ち家世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

借家世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

一戸建世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

長屋建・共同住宅世帯数 世帯 2010 総務省統計局「国勢調査」

マーケット購買力評価

消費購買力計 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

食料品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　穀類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　魚介類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　肉類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　乳卵類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　野菜・海藻購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　果物購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　油脂・調味料購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　菓子類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　調理食品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　飲料購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　酒類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　外食費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　一般外食費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

住居費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家賃地代支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　設備修繕・維持費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　設備材料購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

家具・家事用品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家庭用耐久財購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　家事用耐久財購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　冷暖房用器具購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　一般家具購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　室内装備・装飾品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　寝具類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家事雑貨購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家事用消耗品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　家事サービス支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

被服及び履物購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　和服購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　洋服購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　男子用洋服購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　婦人用洋服購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　子供用洋服購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　シャツ・セーター類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　男子用シャツ・セーター購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　婦人用シャツ・セーター購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　子供用シャツ・セーター購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　下着類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　生地・糸類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　他の被服購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　履物類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　被服関連サービス支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

保健医療関連購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　医薬品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　健康保持用摂取品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　保健医療用品・器具購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　眼鏡購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　コンタクトレンズ購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　保健医療サービス支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

消
費
支
出
額
・
購
買
力

分野 指標名

分野 指標名

単位 年次 出典

単位 年次 出典

世
帯
状
況
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マーケット購買力評価

交通・通信費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　交通費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　自動車等関係費購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　自動車等購入購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　自転車購入購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　自動車等維持支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　　自動車等部品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　　自動車等関連用品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

教育費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　授業料等支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　教科書・学習参考教材購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　補習教育支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　幼児・小学校補習教育支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　中学校補習教育支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　高校補習教育・予備校支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

教養娯楽支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　教養娯楽用耐久財購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　パーソナルコンピュータ購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　教養娯楽用品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　文房具購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　運動用具類購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　　ゴルフ用具購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　テレビゲーム機購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　他のがん具購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　切り花購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　ペットフード購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　他の愛がん動物・同用品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　園芸用品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　手芸・工芸材料購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　書籍・他の印刷物購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　教養娯楽サービス支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　パック旅行費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　月謝類支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　インターネット接続料支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

その他の消費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　諸雑費支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　理美容サービス支出額 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　理美容用品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　　理美容用電気器具購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　身の回り用品購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

　　たばこ購買力 千円 2015 (株)日本統計センター推計値

マップでみるマーケット

住民基本台帳人口 人 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター「人口世帯数データ」

６５歳以上人口比率 ％ 2016 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター推計値

住民基本台帳人口伸び率 ％ 16/13 （公財）国土地理協会・(株)日本統計センター「人口世帯数データ」

民営事業所数 所 2014 総務省統計局「経済センサス」

３０人以上民営事業所比率 ％ 2014 総務省統計局「経済センサス」

民営事業所数伸び率 ％ 14/12 総務省統計局「経済センサス」

分野 指標名 単位 年次 出典

消
費
支
出
額
・
購
買
力

居住者

年次 出典分野 指標名 単位

法人


