
―　あ　― コンビニエンスストア数 ･････････ 80
悪性新生物による死亡者数 ･････････ 89

―　さ　―
―　い　― 歳出 ･････････ 38

医師数 ･････････ 99 ３世代世帯割合 ･････････ 12
一戸建住宅比率 ･････････ 72
飲食店数 ･････････ 78 ―　し　―

歯科医師数 ･････････ 99
―　お　― 歯科診療所数 ･････････ 98

大型小売店数 ･････････ 79 自給率 ･････････ 28
汚水処理人口普及率 ･････････ 76 事業所数 ･････････ 25

事業所割合 ･････････24,26
―　か　― 自殺者数 ･････････ 91

外国人人口 ･････････ 6 自然増加率 ･････････ 9
介護老人福祉施設 ･････････ 103 失業（完全失業率、完全失業者数）･･･ 51
快晴日数 ･････････ 19 湿度（年平均相対湿度） ･････････ 18
外来患者数 ･････････ 86 自動車、乗用車 ･････････82,83
各種学校 ･････････ 47 社会増加率 ･････････ 10
家計支出 ･････････116,117 社会体育施設数 ･････････ 67
家計収入 ･････････ 114 社長輩出数 ･････････ 27
火災 ･････････ 109 借家 ･････････73,74
可住地面積 ･････････ 17 就業者・就業率 ･････････50,59
活動時間（２次活動） ･････････61,62 従業者数 ･････････ 25

就職者・就職率　　　　　 ･････････56,58,59
―　き　― 充足率 ･････････ 57

気温（平均気温） ･････････ 18 収入 ･････････ 114
救急告示病院・一般診療所数･････････ 100 住民税 ･････････ 38
救急出場件数 ･････････ 100 小学校 ･････････ 40
給与 ･････････63,64 商業年間商品販売額 ･････････ 31
教育費 ･････････ 48 消費支出 ･････････ 115
居住室数 ･････････ 74 消費者物価指数 ･････････ 124

消費者物価地域差指数 ･････････ 123
―　け　― 消防 ･････････ 108

警察官数 ･････････ 111 初任給（新規学卒者） ･････････63,64
携帯電話(PHSを含む)所有数量 ････ 122 視力 ･････････ 96
刑法犯 ･････････ 112 進学率 ･････････ 46
下水道普及率 ･････････ 76 人口増加率 ･････････ 8
検挙率 ･････････ 112 人口総数 ･････････ 2
県内総生産 ･････････ 23 人口密度 ･････････ 7
県民所得 ･････････ 22 人口割合 ･････････ 2～5

心疾患 ･････････ 90
―　こ　― 新生児死亡率 ･････････ 92

公園 ･････････ 84 身体障害者更正援護施設数 ･････････ 104
合計特殊出生率 ･････････ 14 寿命 ･････････ 87
高血圧性疾患 ･････････ 90 身長 ･････････94,95
降水量、降水日数 ･････････ 20 診療所数 ･････････ 98
交通違反 ･････････ 111 森林面積割合 ･････････ 17
交通事故 ･････････ 110
高等学校 ･････････42,45 ―　す　―
行動者率 ･････････69,70 スポーツ ･････････ 69
公民館数 ･････････ 66
小売店数 ･････････78,79 ―　せ　―
ごみ処理 ･････････ 77 生活保護 ･････････102,106
婚姻率 ･････････ 14 生活習慣病 ･････････ 88

都 道 府 県 デ ー タ 項 目 索 引



生産年齢人口 ･････････ 4 パソコン所有数量 ･････････ 122
正規就業者 ･････････ 55
青少年学級・講座数 ･････････ 68 ―　ひ　―
青少年教育施設数 ･････････ 68 百貨店数 ･････････ 79
製造品出荷額等 ･････････ 30 病院 ･････････86,97,100
生命保険現在高 ･････････ 120 標準価格対前年平均変動率 ･････････ 32
世帯 ･････････12,13 病床数 ･････････ 97
世帯人員 ･････････ 12
専修学校 ･････････ 47 ―　ふ　―

不慮の事故 ･････････ 91
―　そ　―

租税（１人当たり住民税） ･････････ 38 ―　へ　―
粗死亡率 ･････････ 9 平均消費性向 ･････････ 115
粗出生率 ･････････ 8 平均貯蓄率 ･････････ 118

平均余命 ･････････ 87
―　た　―

大学 ･････････46,58 ―　ほ　―
体重 ･････････93～95 保育所 ･････････ 44

保護施設数 ･････････ 106
―　ち　― ボランティア活動 ･････････ 69

知的障害者援護施設数 ･････････ 104
地方交付税割合［県財政］ ･････････ 37 ―　み　―
地方財政［県財政］ ･････････34～36 民生委員（児童委員） ･････････ 105
地方税割合［県財政］ ･････････ 37
中学校 ･････････41,45 ―　む　―
昼夜間人口比率 ･････････ 10 むし歯（う歯） ･････････ 96
貯蓄現在高 ･････････ 118

―　め　―
―　て　― 面積（国土） ･････････16,17

低出生体重児（2,500g未満）･････････ 93 面積（住宅） ･････････ 73
転職率 ･････････ 60
転入率・転出率 ･････････ 11 ―　も　―

持ち家 ･････････72～74
―　と　―

糖尿病 ･････････ 88 ―　や　―
道路 ･････････ 81 家賃（公営・民営賃貸住宅）･････････ 75
図書館数 ･････････ 66
土地生産性 ･････････ 29 ―　ゆ　―
共働き ･････････ 13 有価証券現在高 ･････････ 121

有業率 ･････････52～54
―　に　― 有効求人倍率 ･････････ 57

日照時間（年間） ･････････ 19 郵便局数 ･････････ 80
入院患者数 ･････････ 86
乳児死亡率 ･････････ 92 ―　よ　―

幼稚園 ･････････ 43
―　ね　― 預貯金現在高 ･････････ 119

年少人口 ･････････ 3
年齢別構成比 ･････････ 3～5 ―　り　―

離職率 ･････････ 60
―　の　― 旅券（一般旅券発行件数） ･････････ 70

農業産出額 ･････････ 29
脳血管疾患 ･････････ 89 ―　ろ　―
延べ面積 ･････････ 73 老人ホーム数 ･････････ 103

労働時間 ･････････61,62
―　は　― 労働力率 ･････････52,53

博物館数 ･････････ 67 老年人口 ･････････ 5


