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◆埼玉県の一日（平成21年）

出生数
164人

転入者数
463人

婚姻数
108件

出国日本人数
2,533人

死亡数
143人

転出者数
413人

離婚数
40件

救急車
出動件数
722件

埼玉県彩の国 Ⅰ 自然と人口
※（ ）は全国順位、調査時点

（面積）
面積 ３７９７．３０�（３９）（H１７．１０．１）
林野面積 １２２，８０６ha（４１） （H１７．２．１）
自然公園面積 １２４，５８３ha（１４）（H２２．３．３１）
面積１�当たり人口密度 １８５７．７人（４）（H１７．１０．１）
面積中の可住地面積割合 ６７．６％（２）（H２０．１０．１）

（気候）
年平均気温 １５．５℃（２７） （H２１）
快晴日数 ５１日（１） （H２１）
最高気温（熊谷） ４０．９℃（１）（H１９．８．１６）

（人口）
人口総数 ７，０５４，２４３人（５）（H１７．１０．１）
男 ３，５５４，８４３人（５）（H１７．１０．１）
女 ３，４９９，４００人（５）（H１７．１０．１）
外国人 ８０，０３５人（６）（H１７．１０．１）

年齢３区分別人口 （H１７．１０．１）

区分 人口（人） 構成比（％）

年 少 人 口（０～１４歳） ９８６，３６１（５） １４．０（２３）

生産年齢人口（１５～６４歳） ４，８９２，２５３（５） ６９．４（１）

老 年 人 口（６５歳以上） １，１５７，００６（６） １６．４（４６）

－ 1－ － 2 －

生産年齢人口割合 ６９．４％（１）（H１７．１０．１）
平均年齢 ４１．８歳（４３）（H１７．１０．１）
平均寿命（男） ７９．０５年（１５） （H１７）
平均寿命（女） ８５．２９年（４２） （H１７）

（人口変動）
昼間人口 ６，１５８，９６４人（５）（H１７．１０．１）
昼夜間人口比率 ８７．５％（４７）（H１７．１０．１）
他都道府県からの転入者数 １６８，８８８人（３） （H２１）
他都道府県への転出者数 １５０，８０５人（４） （H２１）
出生数 ５９，７２５人（５） （H２１）
合計特殊出生率 １．２８（３９） （H２１）
死亡数 ５２，３７４人（６） （H２１）

（世帯）
一般世帯数 ２，６３０，６２３世帯（５）（H１７．１０．１）
核家族世帯割合 ６４．４％（２）（H１７．１０．１）
高齢単身世帯割合 ５．５％（４５）（H１７．１０．１）
婚姻件数 ３９，３９９件（５） （H２１）
離婚件数 １４，５８４件（４） （H２１）
平均初婚年齢（夫） ３０．８歳（３） （H２１）
平均初婚年齢（妻） ２８．９歳（３） （H２１）

Ⅱ 健康と福祉
（健康・医療）
スポーツの行動者率 ６９．５％（２） （H１８．１０）
喫煙率 ２６．９％（６） （H１９）

病院数 ３５３施設（５）（H２１．１０．１）
病床数 ６２，８７０床（８）（H２１．１０．１）
医師数 １０，３９３人（８）（H２０．１２．３１）
１人当たり国民医療費 ２３０．５千円（４６）（H２０年度）
受療率・入院（人口１０万対） ７４１（４５） （H２０．１０）
受療率・外来（人口１０万対） ４，５８６（４５） （H２０．１０）

（福祉）
保育所入所待機児童数 １，３１０人（６） （H２２．４．１）
地域子育て支援拠点数 ２９３か所（２）（H２１年度末）
放課後児童クラブ数 ９９５か所（３） （H２２．５．１）
介護老人福祉施設数 ２４４施設（６）（H２０．１０．１）
被保護実世帯数（月平均） ３９，８８５世帯（７）（H２０年度）
自主防犯ボランティア団体数 ４，９９６団体（１）（H２１．１２．３１）

Ⅲ 学校
（H２２．５．１）

小学校 中学校 高校

学校数 （校） ８２８（７） ４４９（５） ２００（７）

児童・生徒数 （人） ３９４，６４４（５）１９６，２４１（５）１７５，３３２（５）

教員１人当たりの児童・生徒数 （人） １９．７（２） １６．４（２） １５．７（３）

小学校不登校児童数 １，０３８人（５）（H２１年度間）
中学校不登校生徒数 ５，５８７人（５）（H２１年度間）
大学等進学率 ５７．０％（１２）（H２２年３月卒業）
就職率（高校生） １２．１％（４１）（H２２年３月卒業）

－ 3－ － 4 －

（大学・その他）
大学数３０校（８）（H２２．５．１）
短期大学数１３校（９）（H２２．５．１）
特別支援学校数４２校（６）（H２２．５．１）

Ⅳくらしと生活環境
（家計）２人以上の世帯・勤労者世帯
実収入６２４，７５９円／月（２）（H２１年平均）
消費支出（生活費）３５８，５６２円／月（５）（H２１年平均）
１世帯当たり貯蓄現在高１２，４２６千円（１９）（H２１年１１月末）

消費者物価指数（さいたま市・平成１７年＝１００）

年平均H１５H１６H１７H１８H１９H２０H２１

総合１００．１１００．３１００．０９９．９１００．１１０１．３１００．２

食料９７．４１００．０１００．０９９．９９９．９１０２．３１０１．５

光熱・水道１０１．７１００．６１００．０１０３．４１０５．３１１０．２１０７．６

家具・家事用品１０５．３１０１．４１００．０９６．４９４．４９４．１９１．２

教育９８．９９９．３１００．０１０１．１１００．８１０１．１１０２．２

（生活環境）
持ち家に住む一般世帯割合６６．３％（２８）（H１７．１０．１）
共同住宅に住む一般世帯割合４０．２％（１０）（H１７．１０．１）
着工新設住宅戸数５４，１９８戸（５）（H２１）
通勤・通学時間４２分（２）（H１８．１０）
教養娯楽費（２人以上の世帯・勤労者世帯）

４３，３１５円（２）（H２１年平均）

国内観光旅行の行動者率５６．１％（３）（H１８．１０）
出国者数９２４，４３５人（６）（H２１）
一般旅券発行数２４９，６８５人（５）（H２１）
図書館数１５７館（２）（H２０．１０．１）
都市公園数４，５６４か所（８）（H２２．３．３１）
道路実延長４６，４９１．４㎞（５）（H２０．４．１）
水道普及率９９．７％（７）（H２０年度末）
１人１日当たりごみ排出量９３１（２８）（H２０年度）
使用電力量・電灯１４，６２１百万kwh（５）（H２１年度）

（安全）
出火件数２，６６１件（４）（H２１）
救急自動車救急出動件数２６３，４９８件（５）（H２１）
交通事故発生件数３８，６８９件（６）（H２１）
運転免許保有者数４，５２１，３１４人（５）（H２１年１２月末）
保有自動車数３，９０６，３９９両（４）（H２２．３．３１）
刑法犯認知件数１１３，６３２件（４）（H２１）
刑法犯検挙率２７．１％（４３）（H２１）

Ⅴ仕事と産業
（就業状態）
有業者総数３，７２８，３００人（５）（H１９．１０．１）
第１次産業７０，５００人（１４）（H１９．１０．１）
第２次産業９８５，１００人（５）（H１９．１０．１）
第３次産業２，５１４，１００人（４）（H１９．１０．１）

�
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埼玉県の1番（主な項目）

有業率６１．０％（１３）（H１９．１０．１）
雇用者比率９０．０％（３）（H１９．１０．１）
月間現金給与総額（常用労働者）２８８，１０６円（２３）（H２１年平均）
有効求人倍率０．３６倍（４１）（H２１年度）

（事業所）
事業所数（民営）２４８，３１０事業所（５）（H１８．１０．１）
従業者数（民営）２，３８８，７７４人（５）（H１８．１０．１）

（農業）
総農家数７９，２７３戸（１１）（H１７．２．１）
耕地面積７９，８００ha（１６）（H２２．７．１５）
農業産出額１，９９５億円（１８）（H２１）

（工業）従業者４人以上の事業所
事業所数１５，５１５事業所（４）（H２０．１２．３１）
従業者数４３２，２７４人（４）（H２０．１２．３１）
製造品出荷額等１４，６５７，６７０百万円（７）（H２０）

（商業）
事業所数５６，４２７事業所（８）（H１９．６．１）
従業者数４６７，０２２人（６）（H１９．６．１）
年間商品販売額１５，１５３，８５０百万円（７）（H１８年度）

（県民経済計算）
名目県内総生産２１，１０８，０８４百万円（５）（H１９年度）
実質経済成長率０．８％（２２）（H１９年度）
１人当たり県民所得２，９７３千円（１５）（H１９年度）

Ⅵ地方行政
普通会計決算額（歳入）１，５９１，６０１百万円（７）（H２０年度）
普通会計決算額（歳出）１，５８２，１３３百万円（７）（H２０年度）
経常収支比率９５．８％（２６）（H２０年度）
財政力指数０．７６９２６（６）（H２０年度）
県民１万人当たり県職員数（一般行政部門）

１２．１人（１）（H２２．４．１）

快晴日数（年間）５１日（H２１）
生産年齢（１５～６４歳）人口割合６９．４％（H１７．１０．１）
自主防犯ボランティア団体数４，９９６団体（H２１．１２．３１）
県民１万人当たり県職員数（一般行政部門）１２．１人（H２２．４．１）
ねぎ１９６億円
ほうれんそう１３２億円
さといも５１億円（H２１年
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産出額）
こまつな４３億円
パンジー（花壇苗）７億円
アイスクリーム３８，０８０百万円
そう（惣）菜６８，９５１百万円
化粧水５９，５４３百万円（H２０年
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出荷額）
火災報知設備２２，５００百万円
節句人形、ひな人形６，１８４百万円
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