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①面積
　・総面積

　　7,114.32 ㎞２（全国第 17 位　国土面積の 1.9％）

　　　　　　［資料：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」H29 年］

　・総面積の内訳

　　森林面積（68.0％）、農地面積（9.3％）、その他（22.7％）

　　　　　　［資料：県中山間・地域振興課「H29 年度土地利用現況把握調査」］

②経済指標
　・県（国）内総生産（名目）（H26 年度）

　　72,428 億円（シェア：1.5％、全国：4,896,234 億円）

　　［資料：県統計分析課「H26 年度岡山県県民経済計算」、内閣府「H26 年度国民経済計算」］

　・一人当たり県（国）民所得（H26 年度）

　　2,711 千円（全国：2,868 千円） 　　　　　　　　　　　　 ［資料：同上］

　・民営事業所数

　　85,510 事業所（シェア：1.5％、全国：5,779,072 事業所）

　　　　　　［資料：総務省・経済産業省「H26 年経済センサス－基礎調査」］

　・製造品出荷額等

　　77,886 億円（シェア：2.5％、全国：3,131,286 億円）

　　　　　　［資料：総務省・経済産業省「H28 年経済センサス－活動調査」］

③人口・世帯関係
　・総人口

　　1,921,525 人（全国第 20 位、全国：127,094,745 人）

　　　　　　［資料：総務省「H27 年国勢調査」］

　・世帯数

　　772,977 世帯（全国第 18 位、全国：53,448,685 世帯）　

　　　　　　［資料：同上］

　・人口密度

　　270.1 人 / ㎞２（全国第 24 位、全国平均：340.8 人 / ㎞２   ）

　　［資料：総務省「H27 年国勢調査」・国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」H27 年から計算］

　・平均寿命（男）

　　81.03 歳（全国第 13 位、全国平均：80.77 歳）

［資料：厚生労働省「H27 年都道府県別生命表」］

【資　料　編】

１　岡山県の統計データあれこれ
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　・平均寿命（女）

　　87.67 歳（全国第 2 位、全国平均：87.01 歳） 　　　　　　  ［資料：同上］

　・年少人口（0 ～ 14 歳）の割合

　　13.1％（全国第 12 位、全国平均：12.6％）

　　［資料：総務省「平成 27 年国勢調査」］

　・生産年齢人口の割合

　　58.2％（全国第 27 位、全国平均：60.7％） 　　　　　　　 ［資料：同上］

　・老年人口（65 歳以上）の割合

　　28.7％（全国第 22 位、全国平均：26.6％） 　　　　　　　 ［資料：同上］

　・百歳以上人口の割合（人口 10 万人当たり）

　　70.70 人（全国第 20 位、全国平均：53.43 人）

　　　　　　［資料：厚生労働省「H29 年百歳以上高齢者等について」］

　・合計特殊出生率

　　1.56 人（全国第 16 位、全国平均：1.44 人）

　　　　　　［資料：厚生労働省「人口動態統計」H28 年］

　・在留外国人割合

　　1.17％（全国第 22 位、全国平均：1.76％）

　　　　　　［資料：法務省「在留外国人統計」H27 年］

　・都道府県間の人口移動状況（転入数―転出数）

　　-2,182 人（全国第 20 位）

［資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」H29 年］

④労働関係
　・就業別人口

　　第 1 次：4.8％、第 2 次：27.4％、第 3 次：67.8％

　　　（全国 1 次：4.0％、2 次：25.0％、3 次：71.0％）

　　　　　　［資料：総務省「H27 年国勢調査」］

　・女性役員比率

　　27.1％（全国第 9 位、全国平均：24.4％） 　　　　　　　  ［資料：同上］

　・有効求人倍率

　　1.78 倍（全国第 8 位、全国平均：1.50 倍）

　　　　［資料：厚生労働省「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」H29 年］

　・常用労働者現金給与総額

　　310,455 円／月（全国第 8 位、全国平均：315,590 円／月）

　　　　　　［資料：厚生労働省「H28 年毎月勤労統計調査」］

　・非正規雇用者比率

　　32.9％（低率全国第 17 位、全国平均：34.9％）

　　　　　　［資料：総務省「H27 年国勢調査」］
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⑤教育・文化関係
　・大学・短大数（人口 10 万人当たり）

　　1.36 校（全国第 3 位、全国平均：0.88 校）

［資料：文部科学省「H29 年度学校基本調査」・総務省「人口統計」（平成 28 年 10 月 1 日時点）から計算］

　・外国人留学生数（人口 10 万人当たり）

　　153.0 人（全国第 12 位、全国平均：188.5 人）

　　［資料：独立行政法人日本学生支援機構「H28 年度外国人留学生在籍状況調査」・総務省「人口統計」（平成 28 年 10 月 1 日時点）から計算］

　・都道府県立図書館個人貸出数

　　1,475,785 冊（全国第 1 位、全国平均：372,435 冊）

　　　　　　［資料：H28 年度（公社）日本図書館協会「日本の図書館」］

　・美術館数

　　16 館（全国第 6 位、全国：441 館）

　　　　　　［資料：文部科学省「H27 年度社会教育調査」］

⑥医療福祉関係
　・医師数（人口 10 万人当たり）

　　300.4 人（全国第 5 位、全国平均：240.1 人）

　　　　　　［資料：厚生労働省「H28 年医師・歯科医師・薬剤師調査」］

　・小児科従事医師数（15 歳未満人口 10 万人当たり）

　　236.8 人（全国第 4 位、全国平均：175.9 人）　　　　　　　 ［資料：同上］

　・産婦人科・産科従事医師数（15 ～ 49 歳女子人口 10 万人当たり）

　　54.1 人（全国第 7 位、全国平均：45.2 人）　　　　　　　 ［資料：同上］

　・救急告示病院・診療所数（人口 10 万人当たり）

　　4.63 施設（全国第 15 位、全国平均：3.29 施設 )

　　　　　　［資料：厚生労働省「H26 年医療施設調査」］

　・老人ホーム定員数（65 歳以上人口千人当たり）

　　34.8 人（全国第 17 位、全国平均：31.9 人）

　　［資料：厚生労働省「H27 年社会福祉施設等調査」「H27 年介護サービス施設・事業所調査」］

　　　　　　　　　　

⑦家計・住環境関係
　・家計年間収入額（2 人以上の世帯、１世帯当たり）

　　6,138 千円（全国第 22 位、全国平均：6,352 千円）

　　　　　　［資料：総務省「H26 年全国消費実態調査」］

　・消費支出月額（2 人以上の世帯、１世帯当たり）

　　287,508 円（全国第 23 位、全国平均：292,882 円） 　　　　［資料：同上］

　・貯蓄現在高（2 人以上の世帯、１世帯当たり）

　　16,645 千円（全国第 15 位、全国平均：15,646 千円）　　　 ［資料：同上］

　・ごみのリサイクル率

　　30.3％（全国第 1 位、全国平均：20.4％）

　　　　　　［資料：環境省「H27 年度版日本の廃棄物処理」］



26

　・道路実延長（総面積 1 平方 km 当たり）

　　4.49km（全国第 12 位、全国平均：3.21km）

［資料：国土交通省「道路統計年報 2017」・国土地理院「H29 年全国都道府県市町村別面積調」から計算］

　・高速道路延長（面積 1 千平方 km 当たり供用延長）

　　46.4km（全国第 13 位、全国平均：39.54km）

［資料：全国高速道路建設協議会・国土地理院「H29 年全国都道府県市町村別面積調」から計算］

　・高速道路整備率（予定路線延長に対する供用延長の割合）

　　100％（全国第 1 位、全国平均：82％）

　　　　　　［資料：全国高速道路建設協議会］

　・都市公園面積（都市計画区域人口当たり）

　　16.32 ㎡（全国第 10 位、全国平均：10.34 ㎡）

　　［資料：国土交通省「H28 年度末都道府県別都市公園整備水準調書」］

　・史跡、名勝、天然記念物数（含特別）

　　72 件（全国第 14 位、全国数：3,128 件）

　　　　　　［資料：文化庁調べ H30 年］

　・震度４以上地震観測回数（少）

　　18 回（全国第 3 位、全国：3,038 回）

　　　　　　［資料：気象庁「震度データベース検索」1923 年～ 2017 年］

　・防犯ボランティア団体構成員数（人口１万人当たり）

　　425.9 人（全国第 1 位、全国平均：214.7 人 )

［資料：警察庁調べ・総務省「人口統計」（平成 28 年 10 月 1 日時点）から計算］

⑧農林水産関係
　・「清水白桃」栽培面積　

　　235ha（全国第 1 位、全国：361ha、シェア 65.1％）

　　　　　　［資料：農林水産省「H27 年産特産果樹生産動態等調査」］

　・「マスカット・オブ・アレキサンドリア」栽培面積　

　　59ha（全国第 1 位、全国：60.1ha、シェア 98.2％）　　　　　 ［資料：同上］

　・「ピオーネ」栽培面積

　　914ha（全国第 1 位、全国：2,321.9ha、シェア 39.4％） 　　　　［資料：同上］

　・「おかやま夢白桃」栽培面積

　　93ha（全国第 1 位、全国：93ha、シェア 100%）　　　　　［資料：同上］

　・「オーロラブラック」栽培面積

　　83ha（全国第 1 位、全国：83ha、シェア 100%）　　　　　［資料：同上］

　・「シャインマスカット」栽培面積

　　117ha（全国第 3 位、全国：992.3ha、シェア 11.8%）　　　　 ［資料：同上］

　・「紫苑」栽培面積

　　13ha（全国第 1 位、全国：13ha、シェア 100%） 　　　　　［資料：同上］

　・「瀬戸ジャイアンツ」栽培面積

　　50ha（全国第 1 位、全国：69.4ha、シェア 72.0%）　　　　　 ［資料：同上］
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　・「黄にら」栽培面積

　　14.1ha（全国第 1 位、全国：19.0ha、シェア 74.2％）

　　　　　　［資料：H28 年産県農産課調べ］

　・「黒大豆（丹波黒）」栽培面積

　　1,269ha（全国第 2 位、全国：3,108ha、シェア 40.8％） 

　　　　　　［資料：H28 年産県農産課調べ］

　・「とうがん」生産量

　　1,730t（全国第 3 位、全国：11,326t、シェア 15.3％）

　　　　　　［資料：農林水産省「H26 年産地域特産野菜生産状況」］

　・「冬春なす」生産量

　　2,770t（全国第 7 位、全国：112,600t、シェア 2.5％）

　　　　　　［資料：H28 年産農林水産省統計部調べ］

　・「れんこん」生産量

　　1,410t（全国第 8 位、全国：59,800t、シェア 2.4％）　　　　　［資料：同上］

　・「スイートピー」出荷量　

　　1,094 万本（全国第 3 位、全国：6,188 万本、シェア 17.7％）

　　　　　　［資料：H27 年産宮崎県農政水産部農産園芸課調べ］

　・「カキ（殻付き）」生産量

　　15,461t（全国第 3 位、全国：158,925t、シェア 9.7％）

　　　　　　［資料：農林水産省「H28 年漁業・養殖業生産統計年報」］

　・「ノリ（板のり）」生産量

　　182,869 千枚（全国第 9 位、全国：7,792,052 千枚、シェア 2.3％）

　　　　　　［資料：同上］

　・「マツタケ」生産量

　　1.9t（全国第 3 位、全国：69.4t、シェア 2.7％）

　　　　　　［資料：林野庁「H28 年特用林産基礎資料」］

　・「乾シイタケ」生産量

　　14.7t（全国第 18 位、全国：2,734t、シェア 0.5％）

　　　　　　［資料：同上］

　・「マッシュルーム」出荷量

　　2,150t（全国第１位、全国：5,592t、シェア 38.4％）

　　　　　　［資料：農林水産省「H26 年地域特産野菜生産状況調査］

　・「ヒノキ」木材（丸太）生産量

　　230 千 m３（全国第 2 位、全国：2,762 千 m３、シェア 8.3％）

　　　　　　　　　　　　　　［資料：農林水産省「H29 木材統計」］

　・「ジャージー牛」飼養頭数

　　1,864 頭（全国第 2 位、全国：11,223 頭、シェア 16.6%）

［資料：（独）家畜改良センター　　　　　　　　　　　　  

「牛の個体識別情報検索サービス届出情報（H30.3 月）」］
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　・「採卵鶏」飼養羽数

　　9,814 千羽（全国第 4 位、全国 176,366 千羽、シェア 5.6%）

　　　　　　　　　　　　　　［資料：農林水産省「H29 年畜産統計」］

⑨工業製品 　　　　　　　　　［資料：経済産業省「H26 年工業統計表」］
　・「男女学生服」出荷額

　　43,104 百万円（全国第 1 位、全国：59,353 百万円、シェア 72.6％）

　・「織物製事務用・作業用・衛生用衣服」出荷額　

　　22,893 百万円（全国第 1 位、全国：78,635 百万円、シェア 29.1％）

　・「耐火れんが」出荷額

　　31,109 百万円（全国第 1 位、全国：99,985 百万円、シェア 31.1％）

　・「水素ガス」出荷額

　　4,445 百万円（全国第 1 位、全国：23,779 百万円、シェア 18.7％）

　・「水あめ、麦芽糖」出荷額

　　20,393 百万円（全国第 1 位、全国：55,142 百万円、シェア 37.0％）

　・「畳表」出荷額

　　3,534 百万円（全国第 1 位、全国：7,335 百万円、シェア 48.2％）

　・「集成材」出荷額

　　30,965 百万円（全国第 1 位、全国：161,151 百万円、シェア 19.2％）

　・「麦わら・パナマ類帽子、帽体」出荷額

　　578 百万円（全国第 2 位、全国：2,039 百万円、シェア 28.3％）

　・「織物製帽子」出荷額

　　2,196 百万円（全国第 2 位、全国：10,734 百万円、シェア 20.5％）

　・「ナイロン漁網」出荷額

　　1,986 百万円（全国第 2 位、全国：9,013 百万円、シェア 22.0％）

　・「節句人形、ひな人形」出荷額

　　1,286 百万円（全国第 3 位、全国：12,283 百万円、シェア 10.5％）

　・「生石灰」出荷額

　　12,278 百万円（全国第 5 位、全国：127,625 百万円、シェア 9.6％）
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⑩観光入込客数 　　［資料：岡山県観光客動態調査 H29 年］

年 観光入込客数（千人） うち県内客（%） うち県外（%）

26 14,220 39.1 60.9

27 14,488 41.2 58.8

28 17,404 44.3 55.7

29 15,695 37.9 62.1

　県民生活に関係の深い 101 項目の指標を全国順位と数値により紹介して

います。

（岡山県ホームページの統計分析課のホームページからご覧ください）

　http://www.pref.okayama.jp/soshiki/15/

「１０１の指標からみた岡山県」のご紹介

＜観光客ベスト 10 ＞

順位 観光地 客数（千人）

1 倉敷美観地区 3,648

2 後楽園・岡山城周辺 2,431

3 蒜山高原 2,283

4 玉野・渋川 1,992

5 吉備路 1,491

6 津山・鶴山公園 1,297

7 笠岡・笠岡諸島 1,260

8 児島・鷲羽山 1,152

9 美作・湯郷温泉 847

10 JR 岡山駅周辺 673
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