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国土技術政策総合研究所

• 航空イノベーションの取り組み

• 空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

• 空港除雪車両の自動化・省力化



国土技術政策総合研究所１．航空イノベーションの取り組み

１

○2019年の訪日外国人旅行者数は、3,188万人（対前年比2.2%増）と前年に続き3千万人を突破し、
過去最高を記録した。

○訪日外国人旅行者数の内訳は、アジア全体で2,637万人（全体の82.7%）となった。
また、中国では950万人を、欧米豪では400万人を、東南アジアでは350万人をそれぞれ突破した。

○ポスト・コロナの時代を見据え、2030年訪日外国人6千万人の目標を堅持。



国土技術政策総合研究所１．航空イノベーションの取り組み

２

○日本の総人口は、2050年には1億192万人まで減少する見込み。
○年齢階層別に見ると、2015年から2050年にかけて、高齢人口が454万人増加するのに対し、生産年齢
人口は2453万人、若年人口は518万人減少する。結果、高齢化率は約27%から約38%へ上昇。



国土技術政策総合研究所

３

１．航空イノベーションの取り組み

背景・課題 取組

 インバウンドの増大をはじめとする航空需要の拡大、空港間競争の激化、セキュリティを巡る脅威、生産年齢人口減少に伴う人
手不足など、我が国航空輸送を巡る課題へ対応

 利用者目線で世界最高水準の旅客サービスを実現するため、自動化・ロボット、バイオメトリクス、ＡＩ、ＩｏＴ、ビッグデータなど
先端技術・システムの活用による我が国航空輸送産業におけるイノベーションの推進を図る。

旅客需要が増加する一方で、生産年齢人口の減少等を
背景に、航空分野においても、保安やグラハンなどをはじめ、
人手不足等が懸念されている。

（出典）
航空旅客数：航空輸送統計年報等
航空運輸業就業者数：総務省「労働力調査（H23：岩手，宮城及び福島県を除く集計値）」

①FAST TRAVELの推進（空港での諸手続・動線の円滑化）

増加見込み

②地上支援業務の省力化・自動化
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ポンチ絵用

		

				我が国の航空旅客数輸送推移 スウ

						H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

				国際 コクサイ		5,408		5,336		5,613		5,440		6,069		6,329		6,849		7,904		8,654		9,333		10,240		10,600		11,867

				国内 コクナイ		9,066		8,387		8,221		7,905		8,600		9,249		9,520		9,606		9,812		10,212		10,390		10,612		11,012

				合計 ゴウケイ		14,474		13,723		13,834		13,345		14,669		15,578		16,369		17,510		18,466		19,545		20,630		21,212		22,879

				航空就業者数推移（万人） コウクウシュウギョウシャスウスイイマンニン

						H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30

				航空運輸業就業者数 コウクウウンユギョウシュウギョウシャスウ		5		5		5		4		5		5		4		4		4		4		5

				航空従事者就労実態（人） コウクウジュウジシャシュウロウジッタイニン

						H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27

				操縦士 ソウジュウシ				8,642		8,815		7,888		7,869		7,904		8,375		8,334

								0.8642		0.8815		0.7888		0.7869		0.7904		0.8375		0.8334
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総務省「労働力調査」

		統計名：		労働力調査 基本集計　全都道府県 全国 年次

		表番号：		5/1/02

		表題：		産業，職業別就業者数(2009年～)-第12回改定産業分類及び平成21年12月改定職業分類による

		実施年月：		2009年		-

		市区町村時点（年月日）：		-

		表章項目：		1		実数(人口)【万人】

		性別：		0		総数

		就業状態：		2		就業者

		産業分類：		47		航空運輸業

		年齢階級：		0		15歳以上

		地域：		0		全国

								0

								総数

		2016000000				2016年		4

		2015000000				2015年		4

		2014000000				2014年		4

		2013000000				2013年		5

		2012000000				2012年		5

		2011000000				2011年		…

		2010000000				2010年		5

		2009000000				2009年		5

		統計名：		労働力調査 基本集計　全都道府県 全国 年次

		表番号：		5/1/02

		表題：		産業，職業別就業者数(2009年～)-第12回改定産業分類及び平成21年12月改定職業分類による

		実施年月：		2009年		-

		市区町村時点（年月日）：		-

		表章項目：		1		実数(人口)【万人】

		性別：		0		総数

		就業状態：		2		就業者

		産業分類：		47		航空運輸業

		年齢階級：		27		15～64歳

		地域：		0		全国

								0

								総数

		2016000000				2016年		4

		2015000000				2015年		4

		2014000000				2014年		4

		2013000000				2013年		5

		2012000000				2012年		5

		2011000000				2011年		…

		2010000000				2010年		5

		2009000000				2009年		5



（出展）
航空旅客数：航空輸送統計年報等
航空運輸業就業者数：総務省「労働力調査（H23については、岩手県，宮城県及び福島県を除く集計値）」



総務省「労働力調査」2011年

																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

																全国（岩手県，宮城県及び福島県を除く）

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								男女計		就業者総数		総数																		(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0101		01				1				全産業								(1)		5977		151		945		245		269		148		283		1177		840		148		189		850		460		43		348		719		140		89		203		176		111		118		220		855		136		343		130		108		46		28		62		211		284		393		178		100		115		53

		01400		86*D0		0101		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		207		1		1		0		0		-		1		4		3		1		0		1		1		-		0		0		-		-		0		0		0		0		195		1		-		1		-		0		0		-		0		0		0		4		1		0		3		0

		01400		86*D0		0101		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		200		1		1		0		0		-		1		3		2		0		0		1		1		-		0		0		-		-		-		0		0		0		189		1		-		1		-		0		0		-		0		0		0		4		1		0		3		0

		01400		86*D0		0101		01				4								林業 リンギョウ				(4)		7		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		5		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0101		01				5						非農林業						(5)		5770		150		944		245		269		148		283		1173		836		148		189		850		459		43		347		719		140		89		203		176		111		118		26		854		136		343		130		108		46		28		62		210		284		389		177		100		112		53

		01400		86*D0		0101		01				6								漁業				(6)		16		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		15		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		12		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		12		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0101		01				8										水産養殖業		(8)		4		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		3		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				10								建設業				(10)		473		20		29		28		0		-		1		72		51		16		5		30		0		1		29		1		-		0		0		-		0		0		2		44		11		6		3		4		0		0		21		14		257		4		1		1		2		0

		01400		86*D0		0101		01				11								製造業				(11)		997		31		76		68		1		-		7		171		103		21		47		62		6		0		56		1		-		0		0		0		0		1		0		597		119		253		120		20		40		25		20		10		4		43		24		2		17		0

		01400		86*D0		0101		01				12										食料品製造業		(12)		125		3		2		1		0		-		0		14		9		2		3		8		2		0		6		0		-		0		0		-		-		0		0		80		0		74		0		1		5		-		0		1		1		16		5		0		10		0

		01400		86*D0		0101		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		13		1		0		0		-		-		0		3		2		0		1		2		0		-		1		0		-		-		0		-		0		0		0		7		0		6		-		0		1		-		0		0		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				14										繊維工業		(14)		49		2		1		1		0		-		1		7		4		1		2		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		34		0		31		-		0		2		-		1		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		13		1		0		0		-		-		0		2		1		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		0		9		0		8		-		0		0		-		0		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				16										家具・装備品製造業		(16)		17		1		0		0		0		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		12		1		10		0		0		0		-		1		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0101		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		23		1		0		0		-		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		0		-		15		-		13		0		0		1		-		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				18										印刷・同関連業		(18)		48		2		2		1		-		-		1		9		5		1		3		7		0		0		7		0		-		-		-		-		0		-		-		26		0		24		0		0		1		-		0		0		0		2		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				19										化学工業		(19)		53		2		7		5		0		-		2		13		9		1		3		6		0		-		6		0		-		-		0		0		-		0		0		22		0		17		0		1		3		0		0		0		0		3		1		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		3		0		0		0		0		-		0		1		0		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		0		-		2		-		1		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		43		2		1		1		-		-		0		7		4		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		-		28		0		20		0		1		6		0		0		0		0		2		2		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				22										ゴム製品製造業		(22)		14		0		1		1		-		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		9		0		7		0		0		2		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		5		0		0		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		4		-		3		0		0		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0101		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		31		1		1		1		0		-		0		5		3		1		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		17		1		13		0		0		3		-		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				25										鉄鋼業		(25)		26		1		2		2		0		-		0		4		3		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		16		13		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				26										非鉄金属製造業		(26)		16		0		1		1		0		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		-		10		6		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				27										金属製品製造業		(27)		92		4		2		2		0		-		0		15		8		3		4		4		0		-		4		0		-		-		0		-		-		0		-		62		51		1		1		1		5		0		3		1		0		3		2		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		36		2		4		4		0		-		0		7		4		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		0		0		0		0		20		7		0		9		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		62		2		6		6		0		-		0		13		7		2		4		4		0		-		4		0		-		-		0		-		-		0		-		35		15		1		13		1		1		1		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		31		1		5		5		0		-		0		7		5		0		2		2		0		-		2		0		-		-		0		-		0		-		-		15		1		1		9		1		0		2		1		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		65		1		10		10		0		-		0		11		6		1		4		2		0		-		2		0		-		-		0		-		-		0		-		39		2		1		25		2		1		7		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				32										電気機械器具製造業		(32)		61		2		8		8		0		-		0		13		8		1		4		3		0		-		3		0		-		-		0		-		0		0		-		33		2		1		22		1		1		4		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		25		0		7		6		0		-		0		6		4		0		2		2		0		0		1		0		-		-		0		-		-		0		0		9		0		0		6		1		0		2		1		0		-		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		108		2		12		12		0		-		0		18		11		1		6		2		0		-		2		0		-		-		0		-		-		0		-		69		18		1		32		4		3		7		4		1		1		2		2		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				35										その他の製造業		(35)		36		1		2		1		-		-		1		6		4		1		1		3		0		0		2		0		-		0		0		-		0		0		-		22		1		17		1		0		1		0		2		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		29		1		3		3		0		-		0		13		10		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		0		2		0		0		0		0		0		-		1		6		2		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				37								情報通信業				(37)		185		6		103		80		0		-		23		49		34		3		12		20		0		3		16		0		-		0		0		-		0		0		-		3		-		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				38										通信業		(38)		19		0		3		3		0		-		0		8		7		0		1		6		0		3		3		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				39										放送業		(39)		7		0		3		0		-		-		2		2		2		0		0		1		0		0		1		0		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				40										情報サービス業		(40)		120		4		76		74		0		-		2		30		18		2		9		8		0		0		8		0		-		-		0		-		0		-		-		1		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		8		0		5		2		-		-		3		2		2		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0

		01400		86*D0		0101		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		31		1		17		1		0		-		16		7		5		1		1		3		0		0		3		0		-		0		-		-		0		-		-		2		-		1		-		0		0		-		1		0		-		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				43								運輸業，郵便業				(43)		334		8		2		1		0		-		1		74		36		5		33		6		0		0		6		2		0		-		0		1		1		1		0		7		0		1		0		5		0		0		0		140		3		91		81		1		9		0

		01400		86*D0		0101		01				44										鉄道業		(44)		24		0		1		1		0		-		0		11		3		0		8		0		0		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		2		-		0		0		2		-		0		0		7		2		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				45										道路旅客運送業		(45)		56		1		-		-		-		-		-		6		3		1		3		0		-		0		0		0		0		-		0		-		0		0		-		1		-		0		-		1		-		-		-		47		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				46										道路貨物運送業		(46)		175		5		0		0		-		-		0		30		19		3		9		3		-		0		3		0		-		-		0		0		0		1		0		2		0		0		0		1		0		-		0		77		0		56		51		0		5		0

		01400		86*D0		0101		01				47										水運業		(47)		6		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		3		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				48										航空運輸業		(48)		4		0		0		0		-		-		-		1		1		-		1		0		-		-		0		1		-		-		0		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0101		01				49										倉庫業		(49)		17		0		0		0		-		-		-		4		3		0		1		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		2		-		10		8		0		2		0

		01400		86*D0		0101		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		27		1		1		0		-		-		0		10		5		0		5		1		0		0		1		0		-		-		0		-		0		1		-		1		0		0		0		0		0		-		0		3		0		10		8		0		2		-

		01400		86*D0		0101		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		24		0		0		0		-		-		-		10		2		0		7		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		0		-		13		13		0		0		-
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																平成23年平均								男女計		就業者総数		総数																		(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0101		01				52								卸売業，小売業				(52)		1006		30		27		6		17		-		4		176		109		25		41		561		428		2		130		5		0		0		2		0		2		0		1		107		3		63		1		35		1		0		3		5		6		88		49		3		36		0

		01400		86*D0		0101		01				53										卸売業		(53)		310		17		7		5		1		-		2		92		53		15		25		138		39		2		96		1		-		0		0		0		0		0		0		18		2		5		1		9		0		0		1		4		2		31		20		1		10		0

		01400		86*D0		0101		01				54										各種商品小売業		(54)		49		0		1		0		0		-		0		7		4		0		2		31		30		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-		4		-		4		0		0		-		-		0		0		-		5		0		0		5		0

		01400		86*D0		0101		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		64		1		1		0		0		-		0		5		3		1		1		54		52		0		2		0		-		0		-		0		0		0		-		2		-		2		-		0		0		-		0		0		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0101		01				56										飲食料品小売業		(56)		254		3		0		0		0		-		0		16		9		2		5		157		152		0		4		2		-		-		2		0		0		0		0		46		0		46		0		0		0		-		0		0		-		30		12		1		17		0

		01400		86*D0		0101		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		88		3		0		0		-		-		0		19		14		3		2		38		23		0		14		0		-		0		0		-		0		0		-		25		0		0		1		23		0		0		0		0		2		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				58										その他の小売業		(58)		240		6		17		0		16		-		1		37		25		4		7		144		132		0		13		2		0		0		0		0		1		0		0		11		0		6		0		3		0		-		2		0		3		20		16		1		3		0

		01400		86*D0		0101		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		155		5		5		2		0		-		2		86		53		22		11		57		0		8		50		1		-		-		0		0		1		0		-		0		-		-		-		0		-		-		-		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		108		9		1		1		0		-		0		28		20		5		3		35		0		20		14		25		0		0		0		0		25		0		0		3		0		0		0		2		-		0		0		2		1		5		1		3		1		0

		01400		86*D0		0101		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		84		8		1		1		0		-		0		22		16		4		1		30		0		20		10		17		0		-		0		0		17		0		0		0		-		0		-		0		-		-		0		0		1		3		0		3		0		0

		01400		86*D0		0101		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		25		1		0		0		0		-		0		5		3		1		1		5		0		0		4		8		-		0		-		0		8		0		0		2		0		0		0		2		-		0		0		2		0		2		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		199		5		101		40		2		0		59		58		40		15		3		10		0		0		10		3		-		0		0		0		3		0		1		14		0		2		0		1		2		1		8		1		4		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				64										学術・開発研究機関		(64)		22		1		14		6		0		0		8		5		4		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		0		-		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		79		1		42		2		0		-		41		32		19		12		1		2		0		0		1		0		-		0		-		0		0		-		-		1		-		0		0		0		-		0		1		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				66										広告業		(66)		18		1		4		0		0		-		4		5		4		0		1		6		0		0		5		0		-		-		-		0		0		-		-		1		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0101		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		80		2		40		32		2		-		6		16		13		2		1		3		0		-		3		2		-		0		0		0		2		0		0		11		0		1		0		0		2		1		7		1		4		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		365		4		3		0		3		-		0		12		8		4		1		19		16		0		3		305		0		1		170		131		3		0		0		2		-		2		-		0		0		-		0		1		0		18		5		6		7		0

		01400		86*D0		0101		01				69										宿泊業		(69)		56		1		0		0		0		-		0		4		3		1		0		2		0		0		2		40		0		0		10		27		2		0		0		0		-		0		-		0		0		-		0		1		0		6		0		5		1		-

		01400		86*D0		0101		01				70										飲食店		(70)		263		3		1		0		0		-		0		6		3		2		0		14		13		-		1		232		0		0		129		103		0		0		0		1		-		1		-		0		-		-		0		0		0		6		1		1		4		0

		01400		86*D0		0101		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		47		1		2		-		2		-		0		2		1		0		0		3		3		-		1		33		-		0		31		1		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		5		4		0		1		-

		01400		86*D0		0101		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		231		4		12		0		0		-		12		24		20		2		1		17		2		7		9		145		0		86		3		38		18		1		4		6		0		4		0		1		0		-		2		3		0		14		5		5		5		0

		01400		86*D0		0101		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		111		1		0		-		0		-		0		8		7		1		0		6		0		3		3		87		-		86		1		0		1		-		0		0		-		0		-		0		0		-		0		0		0		7		5		1		2		0

		01400		86*D0		0101		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		44		1		1		0		0		-		1		7		5		1		1		9		0		4		5		18		0		0		1		1		16		0		0		4		0		3		-		0		-		-		1		2		0		2		0		1		0		0

		01400		86*D0		0101		01				75										娯楽業		(75)		76		2		11		0		0		-		11		9		8		1		0		3		1		0		1		39		-		0		2		37		1		1		4		2		-		0		0		0		-		-		1		1		0		5		0		3		2		-

		01400		86*D0		0101		01				76								教育，学習支援業				(76)		280		3		210		0		2		148		60		46		43		2		0		1		0		0		1		9		0		0		3		2		4		1		1		1		0		1		0		0		-		0		0		2		0		6		0		1		5		0

		01400		86*D0		0101		01				77										学校教育		(77)		192		1		150		0		2		143		5		26		25		1		0		0		0		-		0		8		0		-		3		0		4		0		0		1		0		0		0		0		-		0		0		1		0		4		0		0		4		0

		01400		86*D0		0101		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		88		2		60		0		0		5		55		19		18		1		0		1		0		0		1		2		-		0		0		1		0		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		1		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				79								医療，福祉				(79)		648		6		327		1		239		0		88		89		83		5		1		2		0		0		1		205		139		1		21		1		44		2		0		2		0		2		-		0		0		-		-		6		0		9		1		4		3		0

		01400		86*D0		0101		01				80										医療業		(80)		336		2		216		0		212		0		4		62		58		3		1		1		0		0		1		49		13		0		5		0		31		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		2		0		4		1		2		1		0

		01400		86*D0		0101		01				81										保健衛生		(81)		10		0		5		0		5		-		0		3		3		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		302		4		107		0		22		0		84		24		22		2		0		0		0		-		0		156		126		1		15		0		13		1		0		2		0		2		-		0		-		-		-		4		0		4		0		2		2		0

		01400		86*D0		0101		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		40		3		1		1		0		-		0		29		13		4		12		6		1		0		4		0		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		-		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				84										郵便局		(84)		16		1		0		-		0		-		-		13		2		1		11		2		0		0		2		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0101		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		24		1		1		1		0		-		0		15		11		3		2		4		1		0		2		0		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		-		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		435		10		29		9		1		0		18		130		102		12		16		18		4		1		14		17		1		1		2		3		10		37		1		67		3		9		6		40		3		2		5		18		3		104		8		72		25		2

		01400		86*D0		0101		01				87										廃棄物処理業		(87)		28		1		0		0		0		-		0		5		4		0		0		1		0		-		1		0		-		-		0		-		0		0		0		1		0		0		0		0		-		-		0		6		0		14		0		12		2		0

		01400		86*D0		0101		01				88										自動車整備業		(88)		31		1		0		0		-		-		0		6		5		1		0		1		0		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-		23		0		0		0		21		-		0		1		0		0		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0101		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		27		1		1		1		0		-		0		5		4		1		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		19		1		2		0		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		93		1		9		6		0		0		2		40		29		3		8		8		3		0		4		7		0		0		1		2		3		0		0		16		2		4		5		1		2		1		1		2		0		10		3		3		4		1

		01400		86*D0		0101		01				91										その他の事業サービス業		(91)		205		4		3		2		0		-		2		51		39		5		7		7		0		0		7		6		0		0		1		1		5		37		0		8		0		2		0		2		1		0		2		9		2		77		4		56		17		1

		01400		86*D0		0101		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		24		2		2		0		0		-		2		19		17		2		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				93										宗教		(93)		20		0		12		-		-		-		12		3		2		0		0		-		-		-		-		3		-		0		0		0		3		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		0		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0101		01				94										その他のサービス業		(94)		4		0		0		0		0		-		0		2		2		0		0		0		-		0		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		0		0		-		0		0		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				95										外国公務		(95)		2		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0101		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		210		5		14		4		3		-		7		114		109		4		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		72		0		0		0		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0101		01				97										国家公務		(97)		60		1		3		0		0		-		3		28		27		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		27		0		0		0		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0101		01				98										地方公務		(98)		151		5		11		4		2		-		5		86		82		3		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		45		0		0		-		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0101		01				99								分類不能の産業				(99)		55		0		0		0		0		-		0		3		2		0		0		2		0		-		1		0		-		0		0		0		-		0		-		0		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		0		0		50

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								男女計		就業者総数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0102		01				1				全産業								(1)		5433		115		902		239		257		144		262		1126		806		137		184		782		416		34		333		647		133		73		180		165		97		108		123		792		126		307		126		101		45		27		59		190		262		337		166		74		96		49

		01400		86*D0		0102		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		115		1		1		0		0		-		1		4		3		1		0		1		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		104		1		-		1		-		0		0		-		0		0		0		3		1		0		3		0

		01400		86*D0		0102		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		109		1		1		0		0		-		1		3		2		0		0		1		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		99		1		-		0		-		0		0		-		0		0		0		3		1		0		3		0

		01400		86*D0		0102		01				4								林業 リンギョウ				(4)		6		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0102		01				5						非農林業						(5)		5318		114		901		239		257		144		261		1122		803		136		184		782		415		34		333		647		133		73		180		165		97		108		20		791		126		307		126		101		45		27		59		190		262		333		165		74		94		49

		01400		86*D0		0102		01				6								漁業				(6)		12		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		11		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		8		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		8		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0102		01				8										水産養殖業		(8)		3		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		3		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				10								建設業				(10)		432		15		27		26		0		-		1		65		47		14		4		28		0		1		27		0		-		0		0		-		0		0		2		41		9		5		3		3		0		0		20		13		238		3		1		1		1		0

		01400		86*D0		0102		01				11								製造業				(11)		935		24		75		67		1		-		7		164		99		19		46		60		5		0		54		1		-		0		0		-		0		1		0		557		110		228		116		19		39		25		19		9		4		40		23		1		16		0

		01400		86*D0		0102		01				12										食料品製造業		(12)		116		3		2		1		0		-		0		13		8		2		3		8		2		-		6		0		-		0		0		-		-		-		0		74		0		68		0		1		5		-		0		1		0		15		5		0		9		0

		01400		86*D0		0102		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		13		1		0		0		-		-		0		3		2		0		1		2		0		-		1		0		-		-		0		-		0		-		0		7		0		5		-		0		1		-		0		0		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				14										繊維工業		(14)		42		1		1		1		0		-		1		6		4		1		2		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		28		0		25		-		0		2		-		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		12		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		0		8		0		7		-		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				16										家具・装備品製造業		(16)		15		0		0		0		0		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		10		1		8		0		0		0		-		1		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0102		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		21		1		0		0		-		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		0		-		14		-		12		0		0		1		-		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0102		01				18										印刷・同関連業		(18)		44		1		2		1		-		-		1		9		5		1		3		7		0		0		7		0		-		-		-		-		0		-		-		24		0		22		0		0		1		-		0		0		0		2		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				19										化学工業		(19)		52		1		7		5		0		-		2		13		8		1		3		6		0		-		6		0		-		-		0		-		-		0		0		21		0		17		0		1		3		0		0		0		0		3		1		0		1		0

		01400		86*D0		0102		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		3		0		0		0		0		-		0		1		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		2		-		1		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0102		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		40		1		1		1		-		-		0		7		4		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		-		27		0		19		0		1		6		0		0		0		0		2		2		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				22										ゴム製品製造業		(22)		14		0		1		1		-		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		9		0		7		0		0		2		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		4		0		0		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		3		0		0		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0102		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		29		1		1		1		0		-		0		5		3		1		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		16		1		12		0		0		2		-		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				25										鉄鋼業		(25)		25		1		2		2		0		-		0		4		3		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		16		12		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				26										非鉄金属製造業		(26)		15		0		1		1		0		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		-		10		6		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0102		01				27										金属製品製造業		(27)		83		3		2		2		0		-		0		14		8		2		4		4		0		-		4		0		-		-		0		-		-		0		-		56		46		1		1		1		5		0		3		1		0		3		2		0		1		0

		01400		86*D0		0102		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		34		1		4		4		0		-		0		6		4		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		0		19		7		0		8		1		1		1		1		0		0		1		0		-		0		0

		01400		86*D0		0102		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		58		2		6		6		0		-		0		12		7		2		3		4		0		-		4		0		-		-		0		-		-		0		-		33		14		1		12		1		1		1		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		29		1		5		5		0		-		0		7		5		0		2		2		0		-		2		0		-		-		0		-		0		-		-		14		1		1		8		1		0		2		1		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		64		1		10		10		0		-		0		10		6		1		4		2		0		-		2		0		-		-		0		-		-		0		-		39		2		1		25		2		1		7		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				32										電気機械器具製造業		(32)		59		1		8		8		0		-		0		12		8		1		4		3		0		-		3		0		-		-		0		-		0		0		-		32		2		1		21		1		1		4		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		25		0		7		6		0		-		0		6		4		0		2		2		0		0		1		0		-		-		0		-		-		0		0		9		0		0		6		1		0		2		1		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		105		2		12		11		0		-		0		17		10		1		6		2		0		-		2		0		-		-		0		-		-		0		-		68		17		1		32		4		2		7		4		1		1		2		2		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				35										その他の製造業		(35)		32		1		2		1		-		-		1		6		4		1		1		3		0		0		2		0		-		0		-		-		0		-		-		19		1		14		1		0		1		0		2		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		28		1		3		3		0		-		0		12		10		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		0		2		0		0		0		0		0		-		1		6		2		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				37								情報通信業				(37)		181		5		102		80		0		-		22		48		34		3		12		20		0		3		16		0		-		0		0		-		0		0		-		3		-		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				38										通信業		(38)		19		0		3		3		0		-		0		8		7		0		1		6		0		3		3		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				39										放送業		(39)		6		0		3		0		-		-		2		2		2		0		0		1		0		0		1		0		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				40										情報サービス業		(40)		119		3		76		74		0		-		2		29		18		2		9		8		0		0		8		0		-		-		0		-		0		-		-		1		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		8		0		5		2		-		-		3		2		2		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0

		01400		86*D0		0102		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		29		1		16		1		0		-		15		6		5		1		1		3		0		0		3		0		-		0		-		-		0		-		-		2		-		1		-		0		0		-		1		0		-		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				43								運輸業，郵便業				(43)		312		6		2		1		0		-		1		71		34		4		32		6		0		0		6		2		0		-		0		1		0		1		0		7		0		1		0		5		0		0		0		128		3		86		77		1		8		0

		01400		86*D0		0102		01				44										鉄道業		(44)		24		0		1		1		0		-		0		11		3		0		8		0		0		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		2		-		0		0		2		-		0		0		6		2		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				45										道路旅客運送業		(45)		47		1		-		-		-		-		-		5		2		1		2		0		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		1		-		0		-		1		-		-		-		39		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				46										道路貨物運送業		(46)		166		4		0		0		-		-		0		29		18		3		8		3		-		0		3		0		-		-		0		0		0		1		0		2		0		0		0		1		0		-		0		74		0		53		49		0		4		0

		01400		86*D0		0102		01				47										水運業		(47)		5		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		3		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				48										航空運輸業		(48)		4		0		0		0		-		-		-		1		1		-		1		0		-		-		0		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0102		01				49										倉庫業		(49)		17		0		0		0		-		-		-		4		3		0		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		2		-		9		7		0		2		-

		01400		86*D0		0102		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		25		1		1		0		-		-		0		9		5		0		4		1		0		0		1		0		-		-		0		-		0		1		-		1		0		0		0		0		0		-		0		3		0		10		8		0		1		-

		01400		86*D0		0102		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		23		0		0		0		-		-		-		10		2		0		7		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		0		-		13		13		0		0		-
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																平成23年平均								男女計		就業者総数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0102		01				52								卸売業，小売業				(52)		914		22		25		6		16		-		3		165		103		23		40		513		386		2		125		5		0		0		2		0		2		0		1		94		3		55		1		32		1		0		3		4		5		78		44		2		33		0

		01400		86*D0		0102		01				53										卸売業		(53)		286		12		7		5		1		-		1		87		50		13		24		128		33		1		93		1		-		0		0		0		0		0		0		17		2		5		1		8		0		0		1		3		2		28		19		0		9		0

		01400		86*D0		0102		01				54										各種商品小売業		(54)		48		0		1		0		0		-		0		7		4		0		2		31		30		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-		4		-		4		-		0		-		-		0		0		-		5		0		0		4		0

		01400		86*D0		0102		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		57		1		1		0		0		-		0		5		3		1		1		48		47		0		2		0		-		0		-		0		-		-		-		1		-		1		-		0		0		-		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				56										飲食料品小売業		(56)		228		2		0		0		0		-		0		16		9		2		5		141		137		0		4		2		-		-		2		0		0		0		0		41		0		40		0		0		0		-		0		0		-		26		11		0		15		0

		01400		86*D0		0102		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		82		2		0		0		-		-		0		17		13		3		2		36		22		0		14		0		-		0		0		-		0		0		-		22		0		0		0		21		0		0		0		0		2		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				58										その他の小売業		(58)		214		4		16		0		15		-		1		34		24		4		6		129		118		0		12		2		0		0		0		0		1		0		0		9		0		5		0		2		0		-		2		0		2		17		13		0		3		0

		01400		86*D0		0102		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		150		5		4		2		0		-		2		86		52		22		11		54		0		6		47		1		-		-		0		0		1		0		-		0		-		-		-		0		-		-		-		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		87		5		1		1		0		-		0		25		18		4		2		28		0		14		13		19		0		0		0		0		19		0		0		2		0		0		0		2		-		-		0		2		1		3		1		2		1		0

		01400		86*D0		0102		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		63		5		1		1		0		-		0		20		15		4		1		23		0		14		9		11		0		-		0		0		11		0		0		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		0		2		0		0

		01400		86*D0		0102		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		24		1		0		0		0		-		0		5		3		1		1		5		0		0		4		8		-		0		-		0		8		-		0		2		0		0		0		2		-		-		0		1		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		182		4		91		37		2		0		52		55		38		14		3		9		0		0		9		3		-		0		0		0		3		0		1		13		0		2		0		1		2		1		8		1		4		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0102		01				64										学術・開発研究機関		(64)		21		0		14		6		0		0		8		5		4		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		0		-		-		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		70		1		36		1		0		-		34		30		18		11		1		1		0		0		1		0		-		0		-		0		0		-		-		1		-		0		0		0		-		0		1		-		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				66										広告業		(66)		17		1		4		0		0		-		4		5		4		0		1		5		0		0		5		0		-		-		-		0		0		-		-		1		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0102		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		73		2		37		29		2		-		5		15		12		2		1		2		0		-		2		2		-		0		0		0		2		0		0		10		0		1		0		0		2		1		6		1		3		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		330		4		3		0		3		-		0		12		8		3		1		19		16		0		3		274		0		0		150		122		2		0		0		2		-		2		-		0		0		-		0		1		0		15		4		5		5		0

		01400		86*D0		0102		01				69										宿泊業		(69)		49		1		0		0		0		-		0		4		3		1		0		2		0		0		2		35		0		0		9		24		2		0		0		0		-		0		-		0		0		-		0		0		0		5		0		4		1		-

		01400		86*D0		0102		01				70										飲食店		(70)		238		3		1		0		0		-		0		6		3		2		0		14		12		-		1		209		0		0		113		96		0		-		0		1		-		1		-		0		-		-		0		0		0		5		1		1		3		0

		01400		86*D0		0102		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		43		0		2		-		2		-		0		2		1		0		0		3		3		-		0		30		-		0		28		1		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		5		4		0		1		-

		01400		86*D0		0102		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		201		3		11		0		0		-		11		23		19		2		1		15		1		6		8		125		0		71		3		36		15		1		3		5		0		3		0		0		0		-		2		2		0		12		5		4		3		0

		01400		86*D0		0102		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		92		1		0		-		0		-		0		8		7		0		0		4		0		2		2		72		-		70		1		0		1		-		0		0		-		0		-		0		0		-		0		0		0		7		4		1		2		0

		01400		86*D0		0102		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		38		1		1		0		0		-		1		7		5		1		1		9		0		4		5		15		0		0		1		1		13		0		0		3		0		2		-		0		-		-		1		1		0		2		0		1		0		0

		01400		86*D0		0102		01				75										娯楽業		(75)		70		1		10		0		0		-		10		9		7		1		0		3		1		0		1		38		-		0		2		35		1		1		3		2		-		0		0		0		-		-		1		1		0		3		0		2		1		-

		01400		86*D0		0102		01				76								教育，学習支援業				(76)		266		2		201		0		2		144		55		44		42		2		0		1		0		0		1		9		0		0		3		2		4		1		1		1		0		1		0		0		-		0		0		1		0		5		0		0		4		0

		01400		86*D0		0102		01				77										学校教育		(77)		186		1		146		0		2		140		5		26		24		1		0		0		0		-		0		8		0		-		3		0		4		0		0		1		0		0		0		0		-		0		0		1		0		4		0		0		4		0

		01400		86*D0		0102		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		80		1		55		0		0		5		50		19		17		1		0		1		0		0		1		2		-		0		0		1		0		1		0		0		-		0		-		0		-		-		-		1		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0102		01				79								医療，福祉				(79)		615		5		315		0		228		0		86		85		80		4		1		2		0		0		1		194		132		1		19		0		42		1		0		2		0		2		-		0		0		-		-		4		0		7		1		3		2		0

		01400		86*D0		0102		01				80										医療業		(80)		321		2		207		0		203		0		4		59		56		3		1		1		0		0		1		47		12		0		5		0		30		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		1		0		3		1		2		1		0

		01400		86*D0		0102		01				81										保健衛生		(81)		9		0		5		0		5		-		0		3		3		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0102		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		284		3		104		0		21		-		82		23		21		1		0		0		0		-		0		147		120		1		14		0		12		0		0		2		0		2		-		-		-		-		-		2		0		3		0		2		1		0

		01400		86*D0		0102		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		39		2		1		1		0		-		0		28		12		4		12		6		1		0		4		0		0		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		0		-		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				84										郵便局		(84)		16		1		0		-		0		-		-		13		2		1		11		2		0		0		2		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0102		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		23		1		1		1		0		-		0		15		11		3		2		4		1		0		2		0		0		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		0		-		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		375		8		24		9		1		0		14		122		96		11		16		18		4		1		13		13		1		0		2		3		8		30		0		61		3		8		6		37		3		1		5		15		2		78		7		53		18		1

		01400		86*D0		0102		01				87										廃棄物処理業		(87)		26		1		0		0		0		-		0		4		4		0		0		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		0		1		0		0		0		0		-		-		0		6		0		13		0		11		2		0

		01400		86*D0		0102		01				88										自動車整備業		(88)		28		1		0		0		-		-		0		5		4		1		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		21		0		0		0		19		-		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		25		1		1		1		0		-		0		4		3		1		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		17		1		1		0		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		88		1		9		6		0		0		2		39		28		3		8		8		3		0		4		6		0		0		1		2		2		0		0		15		2		4		5		1		2		1		1		1		0		8		3		2		3		1

		01400		86*D0		0102		01				91										その他の事業サービス業		(91)		168		3		3		2		0		-		1		48		37		4		7		7		0		0		6		5		0		0		0		1		4		30		0		7		0		2		0		2		1		0		2		8		1		55		3		40		12		1

		01400		86*D0		0102		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		22		1		2		0		0		-		1		17		16		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				93										宗教		(93)		14		0		8		-		-		-		8		2		2		0		0		-		-		-		-		2		-		0		0		0		2		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		0		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0102		01				94										その他のサービス業		(94)		3		0		0		0		0		-		0		2		2		0		0		0		-		0		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				95										外国公務		(95)		2		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0102		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		207		4		14		4		3		-		7		112		107		4		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		72		0		0		0		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0102		01				97										国家公務		(97)		59		1		3		0		0		-		3		28		26		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		27		0		0		0		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0102		01				98										地方公務		(98)		148		4		10		4		2		-		4		85		81		3		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		45		0		0		-		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0102		01				99								分類不能の産業				(99)		51		0		0		0		0		-		0		3		2		0		0		2		0		-		1		0		-		0		0		0		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		0		0		45
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																平成23年平均								男女計		従業者数		総数																		(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0103		01				1				全産業								(1)		5856		148		922		241		262		143		276		1157		825		146		186		839		453		42		345		705		137		88		200		172		109		116		213		841		135		337		128		107		45		27		61		207		275		388		177		98		113		45

		01400		86*D0		0103		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		201		1		1		0		0		-		1		4		3		1		0		1		1		-		0		0		-		-		0		0		0		0		189		1		-		1		-		0		0		-		0		0		0		4		1		0		3		0

		01400		86*D0		0103		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		194		1		1		0		0		-		1		3		2		0		0		1		1		-		0		0		-		-		-		0		0		0		184		1		-		1		-		0		0		-		0		0		0		4		1		0		3		0

		01400		86*D0		0103		01				4								林業 リンギョウ				(4)		7		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		5		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0103		01				5						非農林業						(5)		5654		147		921		241		262		143		275		1153		822		145		185		839		452		42		344		705		137		88		200		172		109		116		24		840		135		337		128		107		45		27		61		207		275		384		176		98		110		45

		01400		86*D0		0103		01				6								漁業				(6)		15		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		14		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		11		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		11		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0103		01				8										水産養殖業		(8)		4		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		3		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				10								建設業				(10)		460		20		28		27		0		-		1		71		50		16		5		30		0		1		29		1		-		0		0		-		0		0		2		42		10		6		3		4		0		0		20		13		248		4		1		1		2		0

		01400		86*D0		0103		01				11								製造業				(11)		981		30		75		67		1		-		7		168		101		21		46		62		6		0		56		1		-		0		0		0		0		1		0		587		118		248		118		20		39		25		20		10		4		43		24		2		17		0

		01400		86*D0		0103		01				12										食料品製造業		(12)		123		3		2		1		0		-		0		14		8		2		3		8		2		0		6		0		-		0		0		-		-		0		0		79		0		73		0		1		5		-		0		1		0		16		5		0		10		0

		01400		86*D0		0103		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		13		1		0		0		-		-		0		3		2		0		1		2		0		-		1		0		-		-		0		-		0		0		0		7		0		6		-		0		1		-		0		0		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				14										繊維工業		(14)		48		2		1		1		0		-		1		7		4		1		2		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		33		0		30		-		0		2		-		1		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0103		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		13		1		0		0		-		-		0		2		1		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		0		9		0		8		-		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				16										家具・装備品製造業		(16)		17		1		0		0		0		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		12		1		10		0		0		0		-		1		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0103		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		23		1		0		0		-		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		0		-		14		-		13		0		0		1		-		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0103		01				18										印刷・同関連業		(18)		48		2		2		1		-		-		1		9		5		1		3		7		0		0		7		0		-		-		-		-		0		-		-		26		0		24		0		0		1		-		0		0		0		2		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				19										化学工業		(19)		52		2		7		5		0		-		2		13		8		1		3		6		0		-		6		0		-		-		0		0		-		0		0		21		0		17		0		1		3		0		0		0		0		3		1		0		1		0

		01400		86*D0		0103		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		3		0		0		0		0		-		0		1		0		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		0		-		2		-		1		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		42		2		1		1		-		-		0		7		4		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		-		28		0		20		0		1		6		0		0		0		0		2		2		0		1		0

		01400		86*D0		0103		01				22										ゴム製品製造業		(22)		14		0		1		0		-		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		9		0		7		0		0		2		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		5		0		0		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		3		0		0		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0103		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		30		1		1		1		0		-		0		5		3		1		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		16		1		12		0		0		2		-		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				25										鉄鋼業		(25)		26		1		2		2		0		-		0		4		3		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		16		13		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				26										非鉄金属製造業		(26)		16		0		1		1		0		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		-		10		6		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				27										金属製品製造業		(27)		90		4		2		2		0		-		0		14		8		2		4		4		0		-		4		0		-		-		0		-		-		0		-		61		50		1		1		1		5		0		3		1		0		3		2		0		1		0

		01400		86*D0		0103		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		35		2		4		4		0		-		0		7		4		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		0		0		0		0		20		7		0		9		1		1		1		1		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		62		2		6		6		0		-		0		13		7		2		3		4		0		-		4		0		-		-		0		-		-		0		-		35		15		1		13		1		1		1		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		30		1		5		5		0		-		0		7		5		0		2		2		0		-		2		0		-		-		0		-		0		-		-		14		1		1		8		1		0		2		1		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		64		1		10		10		0		-		0		10		6		1		4		2		0		-		2		0		-		-		0		-		-		0		-		39		2		1		25		2		1		7		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				32										電気機械器具製造業		(32)		60		2		8		8		0		-		0		13		8		1		4		3		0		-		3		0		-		-		0		-		0		0		-		32		2		1		21		1		1		3		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		24		0		7		6		0		-		0		6		4		0		2		1		0		0		1		0		-		-		0		-		-		0		0		9		0		0		6		1		0		2		1		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		106		2		12		11		0		-		0		17		10		1		5		2		0		-		2		0		-		-		0		-		-		0		-		69		17		1		32		4		2		7		4		1		1		2		2		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				35										その他の製造業		(35)		35		1		2		1		-		-		1		6		4		1		1		3		0		0		2		0		-		0		0		-		0		0		-		22		1		16		1		0		1		0		2		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		29		1		3		3		0		-		0		12		10		1		1		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		0		2		0		0		0		0		0		-		1		6		2		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				37								情報通信業				(37)		181		6		101		79		0		-		23		48		33		3		11		20		0		3		16		0		-		0		0		-		0		0		-		3		-		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				38										通信業		(38)		19		0		3		3		0		-		0		8		7		0		1		6		0		3		3		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				39										放送業		(39)		7		0		3		0		-		-		2		2		2		0		0		1		0		0		1		0		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				40										情報サービス業		(40)		118		4		75		73		0		-		2		29		18		2		9		8		0		0		8		0		-		-		0		-		0		-		-		1		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		8		0		5		2		-		-		3		2		2		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0

		01400		86*D0		0103		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		30		1		16		1		0		-		16		6		5		1		1		3		0		0		3		0		-		0		-		-		0		-		-		2		-		1		-		0		0		-		1		0		-		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				43								運輸業，郵便業				(43)		329		8		2		1		0		-		1		73		35		5		33		6		0		0		6		2		0		-		0		1		1		1		0		7		0		1		0		5		0		0		0		137		3		90		80		1		8		0

		01400		86*D0		0103		01				44										鉄道業		(44)		24		0		1		1		0		-		0		11		3		0		8		0		0		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		2		-		0		0		2		-		0		0		6		2		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				45										道路旅客運送業		(45)		55		1		-		-		-		-		-		6		3		1		3		0		-		0		0		0		0		-		0		-		0		0		-		1		-		0		-		1		-		-		-		47		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				46										道路貨物運送業		(46)		173		5		0		0		-		-		0		30		19		3		8		3		-		0		3		0		-		-		0		0		0		1		0		2		0		0		0		1		0		-		0		76		0		55		51		0		4		0

		01400		86*D0		0103		01				47										水運業		(47)		5		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		3		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				48										航空運輸業		(48)		4		0		0		0		-		-		-		1		1		-		1		0		-		-		0		1		-		-		0		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0103		01				49										倉庫業		(49)		17		0		0		0		-		-		-		4		3		0		1		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		2		-		10		8		0		2		0

		01400		86*D0		0103		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		27		1		1		0		-		-		0		10		5		0		4		1		0		0		1		0		-		-		0		-		0		1		-		1		0		0		0		0		0		-		0		3		0		10		8		0		2		-

		01400		86*D0		0103		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		24		0		0		0		-		-		-		10		2		0		7		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		0		-		13		13		0		0		-
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																平成23年平均								男女計		従業者数		総数																		(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0103		01				52								卸売業，小売業				(52)		993		29		26		6		16		-		4		173		108		25		41		554		422		2		129		5		0		0		2		0		2		0		1		105		3		62		1		35		1		0		3		5		6		87		49		3		36		0

		01400		86*D0		0103		01				53										卸売業		(53)		307		17		7		5		1		-		2		91		52		15		25		136		39		2		96		1		-		0		0		0		0		0		0		18		2		5		1		9		0		0		1		4		2		31		20		1		10		0

		01400		86*D0		0103		01				54										各種商品小売業		(54)		48		0		1		0		0		-		0		7		4		0		2		31		29		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-		4		-		4		0		0		-		-		0		0		-		5		0		0		5		0

		01400		86*D0		0103		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		62		1		1		0		0		-		0		5		3		1		1		53		51		0		2		0		-		0		-		0		0		0		-		2		-		2		-		0		0		-		0		0		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0103		01				56										飲食料品小売業		(56)		251		3		0		0		0		-		0		16		9		2		5		154		150		0		4		2		-		-		2		0		0		0		0		46		0		45		0		0		0		-		0		0		-		29		12		1		17		0

		01400		86*D0		0103		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		87		3		0		0		-		-		0		18		14		3		2		37		23		0		14		0		-		0		0		-		0		0		-		25		0		0		1		23		0		0		0		0		2		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				58										その他の小売業		(58)		237		6		17		0		15		-		1		36		25		4		6		142		130		0		12		2		0		0		0		0		1		0		0		11		0		6		0		3		0		-		2		0		3		20		16		1		3		0

		01400		86*D0		0103		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		152		5		5		2		0		-		2		85		53		21		11		56		0		7		49		1		-		-		0		0		1		0		-		0		-		-		-		0		-		-		-		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		106		8		1		1		0		-		0		27		19		5		2		34		0		20		14		25		0		0		0		0		24		0		0		2		0		0		0		2		-		0		0		2		1		5		1		3		1		0

		01400		86*D0		0103		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		81		7		1		1		0		-		0		22		16		4		1		30		0		20		10		17		0		-		0		0		17		0		0		0		-		0		-		0		-		-		0		0		1		3		0		3		0		0

		01400		86*D0		0103		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		24		1		0		0		0		-		0		5		3		1		1		5		0		0		4		8		-		0		-		0		8		0		0		2		0		0		0		2		-		0		0		2		0		2		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		194		5		98		39		2		0		57		57		39		15		3		10		0		0		10		3		-		0		0		0		3		0		1		13		0		2		0		1		2		1		8		1		4		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0103		01				64										学術・開発研究機関		(64)		22		1		14		6		0		0		8		5		4		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		0		-		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0103		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		77		1		41		2		0		-		39		31		18		12		1		2		0		0		1		0		-		0		-		0		0		-		-		1		-		0		0		0		-		0		1		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				66										広告業		(66)		17		1		4		0		0		-		4		5		4		0		1		6		0		0		5		0		-		-		-		0		0		-		-		1		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0103		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		78		2		39		32		2		-		6		16		12		2		1		3		0		-		3		2		-		0		0		0		2		0		0		10		0		1		0		0		2		1		6		1		4		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		358		4		3		0		3		-		0		12		8		4		1		19		16		0		3		299		0		1		167		129		3		0		0		2		-		2		-		0		0		-		0		1		0		18		5		6		6		0

		01400		86*D0		0103		01				69										宿泊業		(69)		54		1		0		0		0		-		0		4		3		1		0		2		0		0		2		39		0		0		10		26		2		0		0		0		-		0		-		0		0		-		0		1		0		6		0		5		1		-

		01400		86*D0		0103		01				70										飲食店		(70)		258		3		1		0		0		-		0		6		3		2		0		14		12		-		1		228		0		0		127		101		0		0		0		1		-		1		-		0		-		-		0		0		0		6		1		1		4		0

		01400		86*D0		0103		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		46		1		2		-		2		-		0		2		1		0		0		3		3		-		1		32		-		0		31		1		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		5		4		0		1		-

		01400		86*D0		0103		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		227		4		12		0		0		-		11		24		20		2		1		17		2		7		8		142		0		85		3		37		17		1		4		6		0		4		0		0		0		-		2		3		0		14		5		5		4		0

		01400		86*D0		0103		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		109		1		0		-		0		-		0		8		7		1		0		6		0		3		2		86		-		84		1		0		1		-		0		0		-		0		-		0		0		-		0		0		0		7		5		1		2		0

		01400		86*D0		0103		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		43		1		1		0		0		-		1		7		5		1		1		9		0		4		5		18		0		0		1		1		16		0		0		4		0		3		-		0		-		-		1		2		0		2		0		1		0		0

		01400		86*D0		0103		01				75										娯楽業		(75)		74		2		11		0		0		-		10		9		8		1		0		3		1		0		1		38		-		0		2		36		1		1		4		2		-		0		0		0		-		-		1		1		0		5		0		2		2		-

		01400		86*D0		0103		01				76								教育，学習支援業				(76)		272		3		204		0		2		143		59		44		42		2		0		1		0		0		1		9		0		0		3		2		4		1		1		1		0		1		0		0		-		0		0		2		0		6		0		1		5		0

		01400		86*D0		0103		01				77										学校教育		(77)		186		1		145		0		2		139		5		25		24		1		0		0		0		-		0		7		0		-		3		0		4		0		0		1		0		0		0		0		-		0		0		1		0		4		0		0		4		0

		01400		86*D0		0103		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		87		2		59		0		0		5		54		19		18		1		0		1		0		0		1		2		-		0		0		1		0		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		1		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0103		01				79								医療，福祉				(79)		633		6		319		1		232		0		86		87		82		5		1		2		0		0		1		201		136		1		20		1		43		2		0		2		0		2		-		0		0		-		-		6		0		9		1		4		3		0

		01400		86*D0		0103		01				80										医療業		(80)		328		2		210		0		206		0		3		60		57		3		0		1		0		0		1		48		12		0		5		0		30		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		2		0		4		1		2		1		0

		01400		86*D0		0103		01				81										保健衛生		(81)		9		0		5		0		5		-		0		3		3		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		296		4		104		0		22		0		82		24		22		2		0		0		0		-		0		153		124		1		15		0		13		1		0		2		0		2		-		0		-		-		-		4		0		4		0		2		2		0

		01400		86*D0		0103		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		40		3		1		1		0		-		0		28		12		4		12		6		1		0		4		0		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		-		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				84										郵便局		(84)		16		1		0		-		0		-		-		13		2		1		10		2		0		0		2		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0103		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		24		1		1		1		0		-		0		15		11		3		2		4		1		0		2		0		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		-		0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		426		10		28		9		1		0		17		128		100		12		16		18		4		1		14		16		1		1		2		3		10		37		1		65		3		8		5		39		3		2		5		18		3		102		8		71		24		1

		01400		86*D0		0103		01				87										廃棄物処理業		(87)		28		1		0		0		0		-		0		5		4		0		0		1		0		-		1		0		-		-		0		-		0		0		0		1		0		0		0		0		-		-		0		6		0		14		0		12		2		0

		01400		86*D0		0103		01				88										自動車整備業		(88)		31		1		0		0		-		-		0		6		5		1		0		1		0		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-		22		0		0		0		21		-		0		1		0		0		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0103		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		27		1		1		1		0		-		0		5		3		1		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		18		1		2		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		91		1		9		6		0		0		2		39		28		3		8		8		3		0		4		6		0		0		1		2		3		0		0		15		2		4		5		1		2		1		1		2		0		10		3		3		4		1

		01400		86*D0		0103		01				91										その他の事業サービス業		(91)		201		4		3		2		0		-		1		50		39		4		7		7		0		0		7		6		0		0		0		1		4		36		0		8		0		2		0		2		1		0		2		9		2		75		4		55		16		1

		01400		86*D0		0103		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		24		2		2		0		0		-		2		19		17		2		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				93										宗教		(93)		19		0		12		-		-		-		12		3		2		0		0		-		-		-		-		3		-		0		0		0		3		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0103		01				94										その他のサービス業		(94)		4		0		0		0		0		-		0		2		2		0		0		0		-		0		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		0		0		-		0		0		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				95										外国公務		(95)		2		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0103		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		207		5		14		4		3		-		7		112		107		4		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		71		0		0		0		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0103		01				97										国家公務		(97)		59		1		3		0		0		-		3		28		26		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		26		0		0		0		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0103		01				98										地方公務		(98)		148		5		10		4		2		-		4		84		80		3		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		45		0		0		-		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0103		01				99								分類不能の産業				(99)		47		0		0		0		0		-		0		2		2		0		0		2		0		-		1		0		-		0		0		0		-		0		-		0		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		0		0		42

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								男女計		従業者数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0104		01				1				全産業								(1)		5332		114		881		235		250		140		256		1107		792		134		180		773		410		33		330		635		130		72		177		161		95		106		121		780		124		303		124		100		44		27		58		187		255		332		164		73		95		42

		01400		86*D0		0104		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		112		1		1		0		0		-		1		4		3		1		0		1		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		102		1		-		1		-		0		0		-		0		0		0		3		1		0		2		0

		01400		86*D0		0104		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		107		1		1		0		0		-		1		2		2		0		0		1		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		98		1		-		0		-		0		0		-		0		0		0		3		1		0		2		0

		01400		86*D0		0104		01				4								林業 リンギョウ				(4)		6		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0104		01				5						非農林業						(5)		5220		113		880		235		250		140		255		1103		789		134		180		772		409		33		330		635		130		72		177		161		95		106		19		780		124		302		124		100		44		27		58		187		255		329		163		73		92		42

		01400		86*D0		0104		01				6								漁業				(6)		11		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		10		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		8		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		7		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0104		01				8										水産養殖業		(8)		3		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		3		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				10								建設業				(10)		423		15		27		26		0		-		1		64		46		14		4		28		0		1		27		0		-		0		0		-		0		0		2		40		9		5		3		3		0		0		19		12		231		3		1		1		1		0

		01400		86*D0		0104		01				11								製造業				(11)		922		24		74		66		1		-		7		162		97		19		45		59		5		0		54		1		-		0		0		-		0		1		0		549		109		225		114		19		38		24		19		9		4		39		22		1		15		0

		01400		86*D0		0104		01				12										食料品製造業		(12)		115		3		2		1		0		-		0		13		8		2		3		8		2		-		6		0		-		0		0		-		-		-		0		73		0		67		0		1		5		-		0		1		0		14		5		0		9		0

		01400		86*D0		0104		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		13		1		0		0		-		-		0		3		2		0		1		2		0		-		1		0		-		-		0		-		0		-		0		7		0		5		-		0		1		-		0		0		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				14										繊維工業		(14)		41		1		1		1		0		-		1		6		4		1		2		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		27		0		24		-		0		2		-		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		12		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		0		8		0		7		-		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				16										家具・装備品製造業		(16)		15		0		0		0		0		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		10		1		8		0		0		0		-		1		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0104		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		21		1		0		0		-		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		0		-		13		-		12		0		0		1		-		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0104		01				18										印刷・同関連業		(18)		44		1		2		1		-		-		1		8		5		1		3		7		0		0		7		0		-		-		-		-		0		-		-		24		0		22		0		0		1		-		0		0		0		2		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				19										化学工業		(19)		51		1		7		5		0		-		2		12		8		1		3		6		0		-		6		0		-		-		0		-		-		0		0		21		0		17		0		1		3		0		0		0		0		3		1		0		1		0

		01400		86*D0		0104		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		3		0		0		0		0		-		0		1		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		2		-		1		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0104		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		40		1		1		1		-		-		0		7		4		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		-		26		0		19		0		1		6		0		0		0		0		2		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				22										ゴム製品製造業		(22)		13		0		1		0		-		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		9		0		7		0		0		2		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		4		0		0		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		3		0		0		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0104		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		28		1		1		1		0		-		0		5		3		1		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		15		1		11		0		0		2		-		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				25										鉄鋼業		(25)		25		1		2		2		0		-		0		4		2		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		15		12		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				26										非鉄金属製造業		(26)		15		0		1		1		0		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		-		9		6		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0104		01				27										金属製品製造業		(27)		82		3		2		2		0		-		0		13		8		2		4		4		0		-		4		0		-		-		0		-		-		0		-		56		46		1		1		1		5		0		3		1		0		3		2		0		1		0

		01400		86*D0		0104		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		33		1		4		4		0		-		0		6		4		1		2		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		0		19		7		0		8		1		1		1		1		0		0		1		0		-		0		0

		01400		86*D0		0104		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		57		2		6		6		0		-		0		12		7		2		3		4		0		-		4		0		-		-		0		-		-		0		-		33		14		1		12		1		1		1		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		29		1		5		5		0		-		0		7		5		0		2		2		0		-		2		0		-		-		0		-		0		-		-		14		1		1		8		1		0		2		1		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		63		1		10		10		0		-		0		10		6		1		4		2		0		-		2		0		-		-		0		-		-		0		-		38		2		1		24		2		1		7		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				32										電気機械器具製造業		(32)		58		1		8		8		0		-		0		12		8		1		4		3		0		-		3		0		-		-		0		-		0		0		-		31		2		1		20		1		1		3		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		24		0		7		6		0		-		0		6		4		0		2		1		0		0		1		0		-		-		0		-		-		0		0		9		0		0		6		1		0		2		1		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		104		2		12		11		0		-		0		17		10		1		5		2		0		-		2		0		-		-		0		-		-		0		-		67		17		1		31		4		2		7		4		1		1		2		2		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				35										その他の製造業		(35)		32		1		2		1		-		-		1		6		4		1		1		3		0		0		2		0		-		0		-		-		0		-		-		19		1		14		1		0		1		0		2		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		28		1		3		3		0		-		0		12		10		1		1		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		0		2		0		0		0		0		0		-		1		6		2		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				37								情報通信業				(37)		178		5		100		78		0		-		22		47		33		3		11		20		0		3		16		0		-		0		0		-		0		0		-		3		-		1		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				38										通信業		(38)		19		0		3		3		0		-		0		8		7		0		1		6		0		3		3		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				39										放送業		(39)		6		0		3		0		-		-		2		2		2		0		0		1		0		0		1		0		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				40										情報サービス業		(40)		116		3		75		73		0		-		2		28		18		2		9		8		0		0		8		0		-		-		0		-		0		-		-		1		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		8		0		5		2		-		-		3		2		2		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0

		01400		86*D0		0104		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		29		1		16		1		0		-		15		6		5		1		1		3		0		0		3		0		-		0		-		-		0		-		-		2		-		1		-		0		0		-		1		0		-		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				43								運輸業，郵便業				(43)		308		6		2		1		0		-		1		70		34		4		31		6		0		0		6		2		0		-		0		1		0		1		0		7		0		1		0		5		0		0		0		126		3		85		77		1		8		0

		01400		86*D0		0104		01				44										鉄道業		(44)		24		0		1		1		0		-		0		11		3		0		8		0		0		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		2		-		0		0		2		-		0		0		6		2		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				45										道路旅客運送業		(45)		46		1		-		-		-		-		-		5		2		1		2		0		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		1		-		0		-		1		-		-		-		39		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				46										道路貨物運送業		(46)		164		4		0		0		-		-		0		28		18		3		8		3		-		0		3		0		-		-		0		0		0		1		0		2		0		0		0		1		0		-		0		73		0		53		48		0		4		0

		01400		86*D0		0104		01				47										水運業		(47)		5		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		2		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				48										航空運輸業		(48)		4		0		0		0		-		-		-		1		1		-		1		0		-		-		0		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0104		01				49										倉庫業		(49)		16		0		0		0		-		-		-		4		3		0		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		2		-		9		7		0		2		-

		01400		86*D0		0104		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		25		1		1		0		-		-		0		9		5		0		4		1		0		0		1		0		-		-		0		-		0		1		-		1		0		0		0		0		0		-		0		3		0		10		8		0		1		-

		01400		86*D0		0104		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		23		0		0		0		-		-		-		9		2		0		7		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		0		-		13		13		0		0		-

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								男女計		従業者数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0104		01				52								卸売業，小売業				(52)		903		22		25		6		15		-		3		163		102		22		39		507		380		2		124		4		0		0		2		0		2		0		1		94		3		54		1		32		1		0		3		4		5		78		44		2		32		0

		01400		86*D0		0104		01				53										卸売業		(53)		283		12		7		5		1		-		1		86		49		13		24		127		33		1		93		1		-		0		0		0		0		0		0		17		2		4		1		8		0		0		1		3		2		28		19		0		9		0

		01400		86*D0		0104		01				54										各種商品小売業		(54)		47		0		1		0		0		-		0		7		4		0		2		31		29		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-		4		-		4		-		0		-		-		0		0		-		5		0		0		4		0

		01400		86*D0		0104		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		56		1		1		0		0		-		0		5		3		1		1		47		46		0		2		0		-		0		-		0		-		-		-		1		-		1		-		0		0		-		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				56										飲食料品小売業		(56)		225		2		0		0		0		-		0		15		9		2		5		139		135		0		4		2		-		-		2		0		0		0		0		40		0		40		0		0		0		-		0		0		-		26		11		0		15		0

		01400		86*D0		0104		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		81		2		0		0		-		-		0		17		13		2		2		35		22		0		14		0		-		0		0		-		0		0		-		22		0		0		0		21		0		0		0		0		2		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				58										その他の小売業		(58)		211		4		16		0		14		-		1		33		24		4		6		128		116		0		12		2		0		0		0		0		1		0		0		9		0		5		0		2		0		-		2		0		2		16		13		0		3		0

		01400		86*D0		0104		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		147		5		4		2		0		-		2		84		52		21		11		53		0		6		46		1		-		-		0		0		1		0		-		0		-		-		-		0		-		-		-		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		85		5		1		1		0		-		0		25		18		4		2		27		0		14		13		19		0		0		0		0		18		0		0		2		0		0		0		2		-		-		0		2		1		3		1		2		1		0

		01400		86*D0		0104		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		62		4		1		1		0		-		0		19		14		4		1		23		0		14		9		11		0		-		0		0		11		0		0		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		0		2		0		0

		01400		86*D0		0104		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		23		1		0		0		0		-		0		5		3		1		1		4		0		0		4		8		-		0		-		0		7		-		0		2		0		0		0		2		-		-		0		1		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		178		4		88		36		2		0		50		54		37		14		3		9		0		0		9		3		-		0		0		0		3		0		1		13		0		2		0		1		2		1		7		1		4		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0104		01				64										学術・開発研究機関		(64)		21		0		14		6		0		0		8		5		4		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		0		-		-		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		68		1		34		1		0		-		33		29		17		11		1		1		0		0		1		0		-		0		-		0		0		-		-		1		-		0		0		0		-		0		1		-		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				66										広告業		(66)		17		1		4		0		0		-		4		5		4		0		1		5		0		0		5		0		-		-		-		0		0		-		-		1		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0104		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		72		2		36		29		2		-		5		15		12		2		1		2		0		-		2		2		-		0		0		0		2		0		0		10		0		1		0		0		2		1		6		1		3		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		324		4		3		0		3		-		0		11		7		3		1		18		15		0		3		270		0		0		147		120		2		0		0		2		-		2		-		0		0		-		0		1		0		15		4		5		5		0

		01400		86*D0		0104		01				69										宿泊業		(69)		48		1		0		0		0		-		0		4		3		1		0		2		0		0		2		35		0		0		8		24		2		0		0		0		-		0		-		0		0		-		0		0		0		5		0		4		1		-

		01400		86*D0		0104		01				70										飲食店		(70)		234		2		1		0		0		-		0		6		3		2		0		13		12		-		1		206		0		0		111		94		0		-		0		1		-		1		-		0		-		-		0		0		0		5		1		1		3		0

		01400		86*D0		0104		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		42		0		2		-		2		-		0		2		1		0		0		3		3		-		0		29		-		0		28		1		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		5		3		0		1		-

		01400		86*D0		0104		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		197		3		11		0		0		-		11		23		19		2		1		15		1		6		8		123		0		70		3		36		14		1		3		5		0		3		0		0		0		-		2		2		0		11		4		4		3		0

		01400		86*D0		0104		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		91		1		0		-		0		-		0		8		7		0		0		4		0		2		2		71		-		70		1		0		1		-		0		0		-		0		-		0		0		-		0		0		0		7		4		1		2		0

		01400		86*D0		0104		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		37		1		1		0		0		-		1		6		5		1		1		9		0		4		5		15		0		0		1		1		13		0		0		3		0		2		-		0		-		-		1		1		0		2		0		1		0		0

		01400		86*D0		0104		01				75										娯楽業		(75)		69		1		10		0		0		-		10		9		7		1		0		2		1		0		1		37		-		0		2		34		1		1		3		2		-		0		0		0		-		-		1		1		0		3		0		2		1		-

		01400		86*D0		0104		01				76								教育，学習支援業				(76)		259		2		195		0		2		140		53		43		41		2		0		1		0		0		1		9		0		0		3		1		4		1		1		1		0		0		0		0		-		0		0		1		0		5		0		0		4		0

		01400		86*D0		0104		01				77										学校教育		(77)		180		1		142		0		1		135		5		25		24		1		0		0		0		-		0		7		0		-		3		0		4		0		0		1		0		0		0		0		-		0		0		1		0		4		0		0		4		0

		01400		86*D0		0104		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		79		1		53		0		0		4		49		18		17		1		0		1		0		0		1		2		-		0		0		1		0		1		0		0		-		0		-		0		-		-		-		1		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0104		01				79								医療，福祉				(79)		601		4		307		0		222		0		84		84		79		4		1		1		0		0		1		190		129		1		19		0		42		1		0		2		0		2		-		0		0		-		-		4		0		7		1		3		2		0

		01400		86*D0		0104		01				80										医療業		(80)		314		2		201		0		197		0		3		58		55		3		0		1		0		0		1		46		12		0		5		0		30		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		1		0		3		1		2		1		0

		01400		86*D0		0104		01				81										保健衛生		(81)		9		0		5		0		4		-		0		3		3		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0104		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		278		3		101		0		21		-		81		23		21		1		0		0		0		-		0		144		117		1		14		0		12		0		0		2		0		2		-		-		-		-		-		2		0		3		0		2		1		0

		01400		86*D0		0104		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		39		2		1		1		0		-		0		28		12		4		12		6		1		0		4		0		0		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		0		-		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				84										郵便局		(84)		16		1		0		-		0		-		-		13		2		1		10		2		0		0		2		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0104		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		23		1		1		1		0		-		0		15		10		3		2		4		1		0		2		0		0		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		0		-		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		369		8		24		9		1		0		14		120		94		11		15		18		4		1		13		13		1		0		2		3		8		29		0		60		3		7		5		36		3		1		4		15		2		77		7		53		17		1

		01400		86*D0		0104		01				87										廃棄物処理業		(87)		26		1		0		0		0		-		0		4		4		0		0		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		0		1		0		0		0		0		-		-		0		6		0		13		0		11		2		0

		01400		86*D0		0104		01				88										自動車整備業		(88)		27		1		0		0		-		-		0		5		4		1		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		21		0		0		0		19		-		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		24		1		1		1		0		-		0		4		3		1		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		17		1		1		0		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		86		1		9		6		0		0		2		38		27		3		8		8		3		0		4		5		0		0		1		2		2		0		0		15		2		4		5		1		2		1		1		1		0		8		3		2		3		1

		01400		86*D0		0104		01				91										その他の事業サービス業		(91)		165		3		3		2		0		-		1		47		36		4		7		7		0		0		6		5		0		0		0		1		3		29		0		7		0		2		0		2		1		0		2		8		1		54		3		39		11		1

		01400		86*D0		0104		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		21		1		2		0		0		-		1		17		15		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				93										宗教		(93)		14		0		8		-		-		-		8		2		2		0		0		-		-		-		-		2		-		0		0		0		2		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0104		01				94										その他のサービス業		(94)		3		0		0		0		0		-		0		2		2		0		0		0		-		0		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				95										外国公務		(95)		2		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0104		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		204		4		13		4		3		-		7		111		105		4		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		71		0		0		0		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0104		01				97										国家公務		(97)		58		1		3		0		0		-		2		28		26		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		26		0		0		0		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0104		01				98										地方公務		(98)		145		4		10		4		2		-		4		83		79		3		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		45		0		0		-		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0104		01				99								分類不能の産業				(99)		44		0		0		0		0		-		0		2		2		0		0		2		0		-		1		0		-		0		0		0		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		0		0		0		39
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																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0105		01				1				全産業								(1)		3454		133		509		224		79		76		130		483		342		40		102		498		177		25		296		236		30		28		90		53		35		112		138		615		125		197		100		106		21		16		50		204		279		216		128		41		46		31

		01400		86*D0		0105		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		124		1		1		0		0		-		1		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		118		1		-		0		-		0		0		-		0		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0105		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		117		1		1		0		0		-		1		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		113		0		-		0		-		0		0		-		-		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0105		01				4								林業 リンギョウ				(4)		7		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				5						非農林業						(5)		3330		132		508		224		79		76		129		482		340		40		101		498		177		25		295		236		30		28		90		53		35		112		20		614		125		196		100		106		21		16		50		204		279		215		128		41		45		31

		01400		86*D0		0105		01				6								漁業				(6)		12		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		12		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		10		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		9		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				8										水産養殖業		(8)		3		0		-		-		-		-		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		2		0		0		0		-		-		-		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				10								建設業				(10)		407		18		27		27		0		-		0		20		15		2		3		28		0		1		28		0		-		0		0		-		0		0		2		41		10		5		3		4		0		0		19		14		253		3		1		1		1		0

		01400		86*D0		0105		01				11								製造業				(11)		702		29		69		64		0		-		5		86		48		7		31		56		3		0		53		0		-		-		0		-		0		1		0		423		108		155		91		19		18		14		17		10		4		23		17		1		5		0

		01400		86*D0		0105		01				12										食料品製造業		(12)		59		3		1		1		0		-		0		5		3		1		2		6		1		0		6		0		-		-		0		-		-		0		0		37		0		34		0		1		2		-		0		1		1		5		3		0		2		-

		01400		86*D0		0105		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		9		1		0		0		-		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		0		0		5		0		4		-		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				14										繊維工業		(14)		20		2		1		0		0		-		0		2		1		0		1		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		12		0		10		-		0		1		-		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		10		1		0		0		-		-		0		1		0		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		0		7		0		7		-		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				16										家具・装備品製造業		(16)		13		1		0		0		-		-		0		1		0		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		10		1		8		0		0		0		-		1		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		16		1		0		0		-		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		10		-		9		0		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				18										印刷・同関連業		(18)		34		1		2		1		-		-		1		4		2		0		2		7		0		0		7		-		-		-		-		-		-		-		-		19		0		18		0		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				19										化学工業		(19)		39		2		6		4		0		-		1		7		5		1		2		6		0		-		5		-		-		-		-		-		-		0		0		16		0		13		0		1		2		0		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0105		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		3		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		0		-		2		-		1		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		27		2		1		1		-		-		0		3		2		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		18		0		15		0		1		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				22										ゴム製品製造業		(22)		10		0		0		0		-		-		-		1		1		0		1		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		7		0		5		0		0		1		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		2		0		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0105		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		24		1		1		1		-		-		0		2		1		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		14		0		11		0		0		2		-		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				25										鉄鋼業		(25)		24		1		2		1		0		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		16		12		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				26										非鉄金属製造業		(26)		13		0		1		1		-		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		8		6		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				27										金属製品製造業		(27)		70		4		2		2		0		-		0		5		2		1		2		4		0		-		4		-		-		-		-		-		-		0		-		52		44		1		1		1		3		0		3		1		0		2		2		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		29		2		4		4		0		-		0		3		2		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		0		18		7		0		7		1		0		1		1		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		52		2		6		6		0		-		0		6		3		1		3		4		0		-		4		-		-		-		-		-		-		0		-		33		15		1		12		1		1		1		2		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		22		1		5		5		0		-		0		4		3		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-		10		1		1		6		1		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		48		1		10		9		-		-		0		7		4		0		2		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		27		2		1		17		2		1		4		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				32										電気機械器具製造業		(32)		43		2		8		8		-		-		0		7		4		1		3		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		22		2		1		13		1		1		2		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		19		0		6		6		0		-		0		4		3		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		6		0		0		4		1		0		1		1		0		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		92		2		12		11		-		-		0		12		7		1		4		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		60		16		1		28		4		1		5		4		1		1		2		2		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				35										その他の製造業		(35)		22		1		1		1		-		-		0		2		1		0		1		2		0		0		2		-		-		-		-		-		-		0		-		14		1		10		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		26		1		3		3		0		-		0		10		8		1		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		0		2		0		0		0		0		-		-		1		6		2		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				37								情報通信業				(37)		137		5		86		70		-		-		16		25		18		1		6		16		0		1		14		0		-		0		0		-		0		0		-		2		-		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				38										通信業		(38)		14		0		3		3		-		-		0		5		5		0		1		4		0		1		3		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				39										放送業		(39)		5		0		2		0		-		-		2		1		1		0		0		1		-		0		1		0		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				40										情報サービス業		(40)		93		3		66		65		-		-		1		14		9		1		4		7		0		0		7		0		-		-		0		-		-		-		-		1		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		5		0		3		2		-		-		2		1		1		0		0		1		-		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0

		01400		86*D0		0105		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		20		1		12		1		-		-		12		3		2		0		0		2		0		0		2		0		-		0		-		-		0		-		-		1		-		0		-		0		0		-		1		0		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				43								運輸業，郵便業				(43)		274		7		2		1		0		-		1		44		18		2		24		6		0		0		6		0		0		-		0		0		0		1		0		6		0		1		0		5		0		0		0		135		3		69		65		1		4		0

		01400		86*D0		0105		01				44										鉄道業		(44)		22		0		1		1		0		-		0		10		2		0		7		0		-		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		2		-		0		0		2		-		0		0		6		2		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				45										道路旅客運送業		(45)		51		1		-		-		-		-		-		4		2		0		2		0		-		0		0		0		0		-		0		-		0		0		-		1		-		0		-		1		-		-		-		45		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				46										道路貨物運送業		(46)		144		4		0		0		-		-		0		15		8		1		6		3		-		0		3		0		-		-		0		-		0		1		0		2		0		0		0		1		0		-		0		75		0		44		42		0		2		0

		01400		86*D0		0105		01				47										水運業		(47)		5		0		0		0		-		-		0		1		0		0		0		0		-		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		3		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				48										航空運輸業		(48)		3		0		0		0		-		-		-		1		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				49										倉庫業		(49)		11		0		0		0		-		-		-		2		1		0		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-		-		-		2		-		6		5		0		1		0

		01400		86*D0		0105		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		19		1		1		0		-		-		0		6		3		0		3		1		0		0		1		0		-		-		0		-		0		1		-		0		0		0		0		0		0		-		0		3		0		7		6		0		1		-

		01400		86*D0		0105		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		18		0		-		-		-		-		-		6		1		0		4		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		12		12		0		0		-
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																平成23年平均								男		就業者総数		総数																		(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0105		01				52								卸売業，小売業				(52)		501		26		11		5		5		-		1		52		31		5		16		289		168		1		119		1		-		0		1		0		0		0		0		66		3		26		1		34		0		0		1		5		6		44		32		1		10		0

		01400		86*D0		0105		01				53										卸売業		(53)		209		15		5		4		0		-		1		32		18		4		10		116		25		1		90		0		-		-		0		-		0		0		0		16		2		4		1		9		0		0		1		4		2		19		16		0		3		0

		01400		86*D0		0105		01				54										各種商品小売業		(54)		14		0		0		0		0		-		0		3		2		0		1		8		7		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-		1		-		1		0		0		-		-		-		0		-		2		0		0		2		0

		01400		86*D0		0105		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		17		1		0		0		0		-		0		1		1		0		0		13		12		-		1		0		-		0		-		-		0		0		-		1		-		1		-		0		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				56										飲食料品小売業		(56)		88		2		0		0		-		-		0		4		3		0		2		54		51		0		3		1		-		-		1		0		0		0		0		16		0		16		0		0		0		-		-		0		-		10		5		0		4		0

		01400		86*D0		0105		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		66		3		0		0		-		-		0		5		4		0		1		30		16		0		13		-		-		-		-		-		-		0		-		24		0		0		0		23		0		0		0		0		2		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				58										その他の小売業		(58)		108		5		5		0		5		-		0		7		4		1		2		68		56		0		11		0		-		-		0		0		0		0		0		8		0		4		0		3		0		-		1		0		2		11		10		0		1		0

		01400		86*D0		0105		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		75		5		4		2		0		-		2		34		23		5		6		32		0		5		26		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-		-		0		-		-		-		0		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0105		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		68		6		1		1		-		-		0		9		7		1		1		27		0		15		12		17		-		0		0		0		17		0		0		2		0		0		0		2		-		0		0		2		1		3		1		1		1		0

		01400		86*D0		0105		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		52		6		1		1		-		-		0		8		6		1		1		23		-		15		8		12		-		-		0		0		12		0		0		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0105		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		16		1		0		0		-		-		0		2		1		0		0		4		0		0		4		4		-		0		-		0		4		0		0		2		0		0		0		2		-		0		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		135		5		83		37		2		0		44		22		16		5		1		9		0		0		8		0		-		-		0		0		0		0		0		9		0		1		0		1		2		0		5		1		4		1		0		-		1		0

		01400		86*D0		0105		01				64										学術・開発研究機関		(64)		17		1		13		5		0		0		7		2		2		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		46		1		32		1		-		-		30		11		6		5		0		1		0		0		1		0		-		-		-		-		0		-		-		1		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				66										広告業		(66)		11		1		3		0		-		-		3		2		2		0		0		5		0		0		4		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		60		2		36		30		1		-		4		7		6		0		1		3		0		-		3		0		-		-		0		-		0		0		0		7		0		0		0		0		2		0		4		1		4		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		142		3		1		0		0		-		0		4		3		1		0		6		3		0		3		120		-		0		84		35		1		0		0		1		-		1		-		0		-		-		0		1		0		6		3		1		2		0

		01400		86*D0		0105		01				69										宿泊業		(69)		25		1		0		0		0		-		0		2		1		0		0		2		0		0		1		18		-		0		6		10		1		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		1		0		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0105		01				70										飲食店		(70)		105		2		0		0		-		-		0		2		1		0		0		3		2		-		1		95		-		0		71		24		0		0		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0105		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		12		0		0		-		0		-		0		1		0		0		0		1		1		-		0		7		-		-		7		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		3		2		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		94		3		7		0		0		-		6		8		6		1		1		8		0		2		6		53		0		28		1		17		7		1		3		3		0		1		0		1		-		-		1		3		0		6		2		2		2		0

		01400		86*D0		0105		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		35		1		0		-		0		-		0		1		0		0		0		2		0		0		2		28		-		28		0		0		0		-		0		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		2		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		18		1		0		0		-		-		0		2		2		0		0		4		0		1		3		7		0		0		0		0		6		0		0		1		0		1		-		0		-		-		0		1		0		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0105		01				75										娯楽業		(75)		41		1		6		0		-		-		6		5		4		0		0		2		0		0		1		18		-		0		1		17		0		1		3		1		-		0		0		0		-		-		1		1		0		2		0		1		2		-

		01400		86*D0		0105		01				76								教育，学習支援業				(76)		124		2		97		0		0		76		20		16		15		1		0		1		0		0		1		1		-		-		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		-		0		0		2		0		3		0		0		3		0

		01400		86*D0		0105		01				77										学校教育		(77)		90		1		74		0		0		72		1		10		9		1		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		1		0		3		-		0		2		0

		01400		86*D0		0105		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		34		1		23		0		0		4		19		6		5		0		0		1		0		0		1		0		-		-		0		0		-		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		1		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0105		01				79								医療，福祉				(79)		159		4		86		0		70		0		15		20		19		1		0		1		0		-		1		37		29		0		2		0		5		2		0		1		-		1		-		0		0		-		-		6		0		3		0		1		1		0

		01400		86*D0		0105		01				80										医療業		(80)		89		1		68		0		67		0		1		9		9		1		0		1		0		-		1		6		3		0		1		0		3		0		0		0		-		-		-		0		-		-		-		2		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0105		01				81										保健衛生		(81)		3		0		2		0		1		-		0		1		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		66		2		16		0		2		-		14		9		9		0		0		0		0		-		0		30		27		0		1		0		2		1		0		1		-		1		-		0		-		-		-		4		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0105		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		23		2		1		1		0		-		0		14		7		1		6		5		1		0		4		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		0		0		0		0		1		1		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				84										郵便局		(84)		9		1		-		-		-		-		-		6		1		0		5		2		-		0		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0105		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		14		1		1		1		0		-		0		7		6		1		1		3		1		0		2		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		0		0		0		0		1		1		-		0		0

		01400		86*D0		0105		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		255		9		21		8		0		0		13		41		33		2		5		13		1		0		12		6		0		0		0		1		5		36		1		56		3		5		4		39		1		1		4		17		3		51		5		32		14		1

		01400		86*D0		0105		01				87										廃棄物処理業		(87)		24		1		0		0		0		-		0		2		1		0		0		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		0		1		0		0		0		0		-		-		0		6		0		13		0		11		2		0

		01400		86*D0		0105		01				88										自動車整備業		(88)		25		1		0		0		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		22		0		0		0		21		-		0		1		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		23		1		1		1		0		-		0		2		2		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		18		1		2		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		39		1		6		5		-		0		1		8		6		0		2		4		1		0		3		2		0		0		0		1		1		0		0		10		2		3		4		1		1		0		1		2		0		6		2		1		2		0

		01400		86*D0		0105		01				91										その他の事業サービス業		(91)		116		4		2		1		0		-		1		18		14		1		3		6		0		0		6		3		-		0		0		0		3		35		0		5		0		1		0		2		0		0		1		9		2		31		2		20		9		0

		01400		86*D0		0105		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		13		2		1		0		0		-		1		9		8		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				93										宗教		(93)		12		0		10		-		-		-		10		1		1		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				94										その他のサービス業		(94)		2		0		0		0		0		-		0		1		1		0		-		0		-		0		0		0		-		-		0		0		-		0		-		0		-		0		-		0		0		-		0		0		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0105		01				95										外国公務		(95)		2		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0105		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		162		5		9		4		0		-		5		77		73		3		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		68		0		0		0		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0105		01				97										国家公務		(97)		49		1		2		0		0		-		2		20		19		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		25		0		0		0		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		-		-

		01400		86*D0		0105		01				98										地方公務		(98)		114		4		6		4		0		-		3		56		54		2		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		43		0		0		-		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0105		01				99								分類不能の産業				(99)		31		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		0		0		0		-		0		-		0		0		0		-		0		-		-		0		0		-		0		0		0		0		29

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								男		就業者総数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0106		01				1				全産業								(1)		3121		103		478		218		72		73		115		462		327		38		98		460		157		20		284		209		29		22		81		50		26		102		80		571		115		176		97		99		21		15		47		184		258		188		119		33		36		28

		01400		86*D0		0106		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		70		1		1		0		0		-		1		2		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		64		0		-		0		-		0		0		-		0		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0106		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		64		1		1		0		0		-		1		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		60		0		-		0		-		0		0		-		-		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0106		01				4								林業 リンギョウ				(4)		5		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				5						非農林業						(5)		3051		102		477		218		72		73		114		460		325		38		98		460		156		20		284		209		29		22		81		50		26		102		16		570		115		176		97		99		21		15		47		183		258		187		119		33		35		28

		01400		86*D0		0106		01				6								漁業				(6)		9		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		9		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		7		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		-		7		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		-

		01400		86*D0		0106		01				8										水産養殖業		(8)		2		0		-		-		-		-		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		2		0		0		0		-		-		-		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		1		1		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				10								建設業				(10)		373		14		26		25		0		-		0		18		14		2		3		26		0		1		26		0		-		0		0		-		0		0		2		38		9		5		3		3		0		0		18		13		234		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0106		01				11								製造業				(11)		660		22		68		63		0		-		5		83		46		7		30		54		2		0		51		0		-		-		0		-		-		1		0		397		100		140		89		19		18		14		17		9		4		21		16		0		4		0

		01400		86*D0		0106		01				12										食料品製造業		(12)		55		2		1		1		0		-		0		5		3		1		2		6		1		-		5		0		-		-		0		-		-		-		0		34		0		31		0		1		2		-		0		1		0		5		3		0		2		-

		01400		86*D0		0106		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		9		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		-		0		5		0		4		-		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				14										繊維工業		(14)		17		1		1		0		0		-		0		2		1		0		1		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		9		0		8		-		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		9		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		0		7		0		6		-		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				16										家具・装備品製造業		(16)		12		0		0		0		-		-		0		1		0		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		9		1		7		0		0		0		-		1		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		15		1		0		0		-		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		9		-		9		0		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				18										印刷・同関連業		(18)		31		1		1		1		-		-		1		4		2		0		2		6		0		0		6		-		-		-		-		-		-		-		-		17		0		16		0		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				19										化学工業		(19)		38		1		6		4		0		-		1		7		5		1		2		6		0		-		5		-		-		-		-		-		-		0		0		16		0		13		0		1		2		0		0		0		0		1		1		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		3		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		2		-		1		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		26		1		1		1		-		-		0		3		2		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		17		0		14		0		1		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				22										ゴム製品製造業		(22)		9		0		0		0		-		-		-		1		1		0		1		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		6		0		5		0		0		1		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		2		0		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0106		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		22		1		1		1		-		-		0		2		1		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		13		0		10		0		0		2		-		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				25										鉄鋼業		(25)		23		1		2		1		0		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		15		12		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				26										非鉄金属製造業		(26)		12		0		1		1		-		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		8		5		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				27										金属製品製造業		(27)		63		2		2		2		0		-		0		5		2		1		2		4		0		-		4		-		-		-		-		-		-		0		-		47		40		1		1		1		2		0		2		1		0		2		2		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		27		1		4		4		0		-		0		3		2		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		0		17		6		0		7		1		0		1		1		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		49		2		6		5		0		-		0		6		3		1		3		4		0		-		4		-		-		-		-		-		-		0		-		31		13		1		12		1		1		1		2		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		21		1		5		5		0		-		0		4		3		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-		9		1		1		5		1		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		47		1		9		9		-		-		0		6		4		0		2		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		27		1		1		17		2		1		4		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				32										電気機械器具製造業		(32)		41		1		8		8		-		-		0		7		4		0		2		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		21		2		1		13		1		1		2		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		19		0		6		6		0		-		0		4		3		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		6		0		0		4		1		0		1		1		0		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0106		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		89		2		11		11		-		-		0		12		6		1		4		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		59		16		1		28		4		1		5		4		1		1		2		2		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				35										その他の製造業		(35)		20		1		1		1		-		-		0		2		1		0		1		2		0		0		2		-		-		-		-		-		-		-		-		12		1		8		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		25		1		3		3		0		-		0		10		8		1		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		0		2		0		0		0		0		-		-		1		6		2		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				37								情報通信業				(37)		135		5		85		70		-		-		16		24		17		1		6		16		0		1		14		0		-		0		0		-		0		0		-		2		-		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				38										通信業		(38)		13		0		3		2		-		-		0		5		5		0		1		4		0		1		3		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				39										放送業		(39)		5		0		2		0		-		-		1		1		1		0		0		1		-		0		1		0		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				40										情報サービス業		(40)		92		3		66		65		-		-		1		14		9		1		4		7		0		0		7		0		-		-		0		-		-		-		-		1		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		5		0		3		2		-		-		2		1		1		0		0		1		-		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0

		01400		86*D0		0106		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		19		1		12		1		-		-		11		3		2		0		0		2		0		0		2		0		-		0		-		-		0		-		-		1		-		0		-		0		0		-		1		0		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				43								運輸業，郵便業				(43)		254		6		2		1		0		-		0		42		17		2		22		6		0		0		5		0		-		-		0		0		0		1		0		6		0		1		0		5		0		0		0		123		3		66		62		0		3		0

		01400		86*D0		0106		01				44										鉄道業		(44)		22		0		1		1		0		-		0		10		2		0		7		0		-		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		2		-		0		0		2		-		0		0		6		2		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				45										道路旅客運送業		(45)		42		1		-		-		-		-		-		3		1		0		2		0		-		0		0		0		-		-		0		-		0		-		-		1		-		0		-		1		-		-		-		37		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				46										道路貨物運送業		(46)		137		4		0		0		-		-		0		14		7		1		6		3		-		0		3		0		-		-		0		-		0		1		0		2		0		0		0		1		0		-		0		72		0		42		40		0		2		0

		01400		86*D0		0106		01				47										水運業		(47)		5		0		0		0		-		-		0		1		0		0		0		0		-		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		3		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				48										航空運輸業		(48)		3		0		0		0		-		-		-		1		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				49										倉庫業		(49)		10		0		0		0		-		-		-		2		1		0		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		-		-		-		2		-		6		5		0		1		-

		01400		86*D0		0106		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		18		0		1		0		-		-		0		5		3		0		3		1		0		0		1		0		-		-		0		-		0		1		-		0		0		0		0		0		0		-		0		3		0		6		6		0		1		-

		01400		86*D0		0106		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		17		0		-		-		-		-		-		5		1		0		4		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		11		11		0		0		-

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								男		就業者総数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0106		01				52								卸売業，小売業				(52)		451		19		10		5		4		-		1		49		29		5		15		264		148		1		115		1		-		0		1		0		0		0		0		58		2		22		1		32		0		0		1		4		5		38		28		1		9		0

		01400		86*D0		0106		01				53										卸売業		(53)		192		11		5		4		0		-		1		30		16		3		10		108		21		1		87		0		-		-		0		-		0		0		0		14		2		3		1		8		0		0		1		3		2		17		14		0		3		0

		01400		86*D0		0106		01				54										各種商品小売業		(54)		13		0		0		0		0		-		0		2		2		0		1		8		7		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-		1		-		1		-		0		-		-		-		0		-		2		0		0		1		0

		01400		86*D0		0106		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		14		1		0		0		0		-		0		1		1		0		0		11		10		-		1		0		-		0		-		-		-		-		-		1		-		1		-		0		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				56										飲食料品小売業		(56)		77		2		0		0		-		-		0		4		2		0		1		47		44		0		3		1		-		-		1		0		0		0		0		14		0		14		0		0		0		-		-		0		-		8		4		0		4		0

		01400		86*D0		0106		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		61		2		0		0		-		-		0		5		4		0		1		29		16		0		13		-		-		-		-		-		-		0		-		22		0		0		0		21		0		0		0		0		2		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				58										その他の小売業		(58)		94		3		5		0		4		-		0		6		4		1		2		61		50		0		10		0		-		-		0		0		0		0		0		7		0		3		0		2		0		-		1		0		2		10		9		0		1		-

		01400		86*D0		0106		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		72		5		4		2		0		-		2		33		23		5		6		30		0		4		25		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-		-		0		-		-		-		0		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0106		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		54		4		1		1		-		-		0		8		6		1		1		22		0		11		12		12		-		0		0		0		12		0		0		2		0		0		0		2		-		-		0		2		1		2		1		1		0		0

		01400		86*D0		0106		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		39		3		1		1		-		-		0		7		5		1		1		18		-		11		8		7		-		-		0		-		7		0		0		0		-		-		-		0		-		-		0		0		0		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0106		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		15		1		0		0		-		-		0		2		1		0		0		4		0		0		4		4		-		0		-		0		4		-		0		2		0		0		0		2		-		-		0		1		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		120		4		73		34		1		0		37		21		15		5		1		8		0		0		8		0		-		-		0		-		0		0		0		9		0		1		0		1		1		0		5		1		3		1		0		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				64										学術・開発研究機関		(64)		16		0		12		5		0		0		7		2		2		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		39		1		25		1		-		-		24		11		6		5		0		1		0		0		1		0		-		-		-		-		0		-		-		1		-		0		0		0		-		0		0		-		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				66										広告業		(66)		11		1		3		0		-		-		3		2		2		0		0		4		0		0		4		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		54		2		32		27		1		-		4		6		5		0		1		2		0		-		2		0		-		-		0		-		0		0		0		7		0		0		0		0		1		0		4		1		3		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		129		3		1		0		0		-		0		4		3		1		0		6		3		0		3		110		-		0		76		33		1		0		0		1		-		0		-		0		-		-		0		1		0		5		3		1		2		0

		01400		86*D0		0106		01				69										宿泊業		(69)		22		0		0		0		0		-		0		2		1		0		0		1		0		0		1		16		-		0		6		9		1		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		0		0		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0106		01				70										飲食店		(70)		96		2		0		0		-		-		0		2		1		0		0		3		2		-		1		86		-		0		63		23		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0106		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		11		0		0		-		0		-		0		1		0		0		0		1		1		-		0		7		-		-		7		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		2		2		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		80		2		6		0		0		-		6		7		6		1		1		8		0		1		6		44		0		22		1		16		5		1		3		2		0		0		0		0		-		-		1		2		0		5		2		1		1		0

		01400		86*D0		0106		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		28		1		0		-		0		-		0		1		0		0		0		2		-		0		2		22		-		22		0		0		0		-		0		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		2		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		15		1		0		0		-		-		0		2		1		0		0		4		0		1		3		5		0		0		0		0		5		0		0		1		0		0		-		0		-		-		0		1		0		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0106		01				75										娯楽業		(75)		37		1		6		0		-		-		6		5		4		0		0		1		0		0		1		17		-		-		1		16		0		1		3		1		-		0		0		0		-		-		1		1		0		2		0		0		1		-

		01400		86*D0		0106		01				76								教育，学習支援業				(76)		116		2		92		0		0		73		18		15		14		1		0		1		0		0		1		1		-		-		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		-		0		0		1		0		3		0		0		2		0

		01400		86*D0		0106		01				77										学校教育		(77)		86		1		71		0		0		69		1		10		9		1		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		1		0		2		-		0		2		0

		01400		86*D0		0106		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		30		1		21		0		0		4		17		5		5		0		0		1		0		0		1		0		-		-		0		0		-		1		0		0		-		0		-		-		-		-		-		1		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				79								医療，福祉				(79)		144		3		78		0		64		0		14		19		17		1		0		1		0		-		1		35		29		0		2		0		4		1		0		1		-		1		-		0		0		-		-		3		0		2		0		1		1		0

		01400		86*D0		0106		01				80										医療業		(80)		81		1		62		0		61		0		1		9		8		1		0		1		0		-		1		6		3		0		1		-		3		0		0		0		-		-		-		0		-		-		-		1		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				81										保健衛生		(81)		3		0		1		0		1		-		0		1		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		59		2		15		0		2		-		13		9		8		0		0		0		0		-		0		29		26		0		1		-		1		0		0		1		-		1		-		-		-		-		-		2		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0106		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		23		2		1		1		0		-		0		13		7		1		6		5		1		0		4		0		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		-		0		-		0		0		1		1		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				84										郵便局		(84)		9		1		-		-		-		-		-		6		1		0		5		2		-		0		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0106		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		14		1		1		1		0		-		0		7		5		1		1		3		1		0		2		0		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		-		0		-		0		0		1		0		-		0		0

		01400		86*D0		0106		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		217		7		18		8		0		0		10		36		29		2		5		12		1		0		11		5		0		0		0		1		3		28		0		52		2		5		4		36		1		1		3		15		2		40		5		26		9		1

		01400		86*D0		0106		01				87										廃棄物処理業		(87)		22		1		0		0		0		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		6		0		12		0		10		1		0

		01400		86*D0		0106		01				88										自動車整備業		(88)		22		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		20		0		0		0		19		-		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		21		1		1		1		0		-		0		2		1		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		16		1		1		0		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		35		1		6		5		-		0		1		7		5		0		2		4		1		0		3		2		0		0		0		1		1		0		0		10		2		2		4		1		1		0		1		1		0		5		2		0		2		0

		01400		86*D0		0106		01				91										その他の事業サービス業		(91)		93		3		2		1		0		-		1		16		12		1		3		6		0		0		6		2		-		0		0		0		2		28		0		4		0		1		0		2		0		0		1		8		1		22		2		15		5		0

		01400		86*D0		0106		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		11		1		1		0		0		-		1		7		7		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				93										宗教		(93)		9		0		7		-		-		-		7		1		1		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				94										その他のサービス業		(94)		1		0		0		0		0		-		0		1		1		-		-		0		-		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0106		01				95										外国公務		(95)		2		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0106		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		160		4		8		4		0		-		4		76		73		3		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		68		0		0		0		0		-		0		-		-		0		1		0		1		0		1		1		-

		01400		86*D0		0106		01				97										国家公務		(97)		48		1		2		0		0		-		2		20		19		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		25		0		0		0		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		-		-

		01400		86*D0		0106		01				98										地方公務		(98)		112		4		6		4		0		-		2		56		54		2		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		43		0		0		-		0		-		0		-		-		0		1		0		1		0		1		1		-

		01400		86*D0		0106		01				99								分類不能の産業				(99)		29		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		0		0		0		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		0		-		0		0		-		0		26
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																平成23年平均								男		従業者数		総数																		(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0107		01				1				全産業								(1)		3395		131		501		221		78		75		127		479		339		39		100		493		175		25		294		233		29		28		89		52		35		110		132		606		123		194		99		105		21		16		49		201		270		213		127		41		45		26

		01400		86*D0		0107		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		119		1		1		0		0		-		1		2		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		113		1		-		0		-		0		0		-		0		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0107		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		113		1		1		0		0		-		1		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		108		0		-		0		-		0		0		-		-		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0107		01				4								林業 リンギョウ				(4)		6		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		5		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				5						非農林業						(5)		3276		130		501		221		78		75		127		477		337		39		100		493		174		25		293		233		29		28		89		52		35		110		19		606		123		194		99		105		21		16		49		201		270		212		127		41		44		26

		01400		86*D0		0107		01				6								漁業				(6)		11		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		11		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		9		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		9		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				8										水産養殖業		(8)		3		0		-		-		-		-		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		2		0		0		0		-		-		-		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		1		1		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				10								建設業				(10)		395		18		27		26		0		-		0		20		15		2		3		28		0		1		27		0		-		0		0		-		0		0		2		40		10		5		3		4		0		0		18		13		245		3		1		1		1		0

		01400		86*D0		0107		01				11								製造業				(11)		694		28		69		63		0		-		5		85		48		7		31		55		3		0		52		0		-		-		0		-		0		1		0		418		107		152		90		19		18		14		17		10		4		23		17		1		5		0

		01400		86*D0		0107		01				12										食料品製造業		(12)		59		3		1		1		0		-		0		5		3		1		2		6		1		0		5		0		-		-		0		-		-		0		0		36		0		33		0		1		2		-		0		1		0		5		3		0		2		-

		01400		86*D0		0107		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		9		1		0		0		-		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		0		0		5		0		4		-		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				14										繊維工業		(14)		20		2		1		0		0		-		0		2		1		0		1		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		11		0		10		-		0		1		-		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		10		1		0		0		-		-		0		1		0		0		0		1		0		0		1		-		-		-		-		-		-		-		0		7		0		7		-		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				16										家具・装備品製造業		(16)		13		1		0		0		-		-		0		1		0		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		10		1		8		0		0		0		-		1		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		16		1		0		0		-		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		10		-		9		0		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				18										印刷・同関連業		(18)		34		1		2		1		-		-		1		4		2		0		2		7		0		0		7		-		-		-		-		-		-		-		-		19		0		18		0		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				19										化学工業		(19)		39		2		6		4		0		-		1		7		5		1		2		6		0		-		5		-		-		-		-		-		-		0		0		16		0		13		0		1		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		3		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		0		-		2		-		1		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		27		1		1		1		-		-		0		3		2		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		18		0		14		0		1		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				22										ゴム製品製造業		(22)		10		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		7		0		5		0		0		1		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		2		0		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0107		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		24		1		1		1		-		-		0		2		1		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		13		0		10		0		0		2		-		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				25										鉄鋼業		(25)		24		1		2		1		0		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		15		12		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				26										非鉄金属製造業		(26)		13		0		1		1		-		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		8		6		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				27										金属製品製造業		(27)		69		3		2		2		0		-		0		5		2		1		2		4		0		-		4		-		-		-		-		-		-		0		-		51		44		1		1		1		3		0		3		1		0		2		2		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		29		2		4		4		0		-		0		3		2		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		0		17		7		0		7		1		0		1		1		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		51		2		6		6		0		-		0		6		3		1		3		4		0		-		4		-		-		-		-		-		-		0		-		32		14		1		12		1		1		1		2		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		22		1		5		5		0		-		0		4		3		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-		10		1		1		6		1		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		47		1		9		9		-		-		0		6		4		0		2		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		27		1		1		17		2		1		4		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				32										電気機械器具製造業		(32)		43		2		8		7		-		-		0		7		4		1		3		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		21		2		1		13		1		1		2		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		19		0		6		6		0		-		0		4		3		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		6		0		0		4		1		0		1		1		0		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		90		2		11		11		-		-		0		12		6		1		4		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		59		16		1		28		4		1		5		4		1		1		2		2		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				35										その他の製造業		(35)		22		1		1		1		-		-		0		2		1		0		1		2		0		0		2		-		-		-		-		-		-		0		-		14		1		10		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		25		1		3		3		0		-		0		10		8		1		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		0		2		0		0		0		0		-		-		1		6		2		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				37								情報通信業				(37)		135		5		85		69		-		-		16		24		18		1		6		16		0		1		14		0		-		0		0		-		0		0		-		2		-		0		0		1		0		0		1		0		1		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				38										通信業		(38)		13		0		3		2		-		-		0		5		5		0		1		4		0		1		3		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				39										放送業		(39)		5		0		2		0		-		-		2		1		1		0		0		1		-		0		1		0		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				40										情報サービス業		(40)		92		3		65		64		-		-		1		14		9		1		4		7		0		0		7		0		-		-		0		-		-		-		-		1		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		5		0		3		2		-		-		2		1		1		0		0		1		-		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0

		01400		86*D0		0107		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		20		1		12		1		-		-		11		3		2		0		0		2		0		0		2		0		-		0		-		-		0		-		-		1		-		0		-		0		0		-		1		0		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				43								運輸業，郵便業				(43)		270		7		2		1		0		-		1		43		18		2		24		6		0		0		6		0		0		-		0		0		0		1		0		6		0		1		0		5		0		0		0		133		3		68		64		0		4		0

		01400		86*D0		0107		01				44										鉄道業		(44)		22		0		1		1		0		-		0		10		2		0		7		0		-		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		2		-		0		0		2		-		0		0		6		2		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				45										道路旅客運送業		(45)		50		1		-		-		-		-		-		4		2		0		2		0		-		0		0		0		0		-		0		-		0		0		-		1		-		0		-		1		-		-		-		44		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				46										道路貨物運送業		(46)		143		4		0		0		-		-		0		15		8		1		6		3		-		0		3		0		-		-		0		-		0		1		0		2		0		0		0		1		0		-		0		74		0		44		41		0		2		0

		01400		86*D0		0107		01				47										水運業		(47)		5		0		0		0		-		-		0		1		0		0		0		0		-		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		3		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				48										航空運輸業		(48)		3		0		0		0		-		-		-		1		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				49										倉庫業		(49)		11		0		0		0		-		-		-		2		1		0		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-		-		-		2		-		6		5		0		1		0

		01400		86*D0		0107		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		19		1		1		0		-		-		0		6		3		0		3		1		0		0		1		0		-		-		0		-		0		1		-		0		0		0		0		0		0		-		0		3		0		7		6		0		1		-

		01400		86*D0		0107		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		18		0		-		-		-		-		-		6		1		0		4		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		12		12		0		0		-
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																平成23年平均								男		従業者数		総数																		(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0107		01				52								卸売業，小売業				(52)		496		26		11		5		5		-		1		52		31		5		16		285		166		1		119		1		-		0		1		0		0		0		0		66		3		26		1		34		0		0		1		5		6		43		32		1		10		0

		01400		86*D0		0107		01				53										卸売業		(53)		207		15		5		4		0		-		1		31		17		3		10		115		25		1		89		0		-		-		0		-		0		0		0		15		2		4		1		8		0		0		1		4		2		19		15		0		3		0

		01400		86*D0		0107		01				54										各種商品小売業		(54)		14		0		0		0		0		-		0		3		2		0		1		8		7		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-		1		-		1		0		0		-		-		-		0		-		2		0		0		2		0

		01400		86*D0		0107		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		17		1		0		0		0		-		0		1		1		0		0		13		12		-		1		0		-		0		-		-		0		0		-		1		-		1		-		0		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				56										飲食料品小売業		(56)		87		2		0		0		-		-		0		4		3		0		1		53		50		0		3		1		-		-		1		0		0		0		0		16		0		16		0		0		0		-		-		0		-		10		5		0		4		0

		01400		86*D0		0107		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		65		3		0		0		-		-		0		5		4		0		1		29		16		0		13		-		-		-		-		-		-		0		-		24		0		0		0		23		0		0		0		0		2		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				58										その他の小売業		(58)		106		5		5		0		5		-		0		6		4		1		2		67		56		0		11		0		-		-		0		0		0		0		0		8		0		4		0		3		0		-		1		0		2		11		10		0		1		0

		01400		86*D0		0107		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		74		5		4		2		0		-		2		34		23		5		6		31		0		5		26		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-		-		0		-		-		-		0		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0107		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		67		6		1		1		-		-		0		9		7		1		1		26		0		14		12		17		-		0		0		0		16		0		0		2		0		0		0		2		-		0		0		2		1		3		1		1		1		0

		01400		86*D0		0107		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		51		5		1		1		-		-		0		7		6		1		1		22		-		14		8		12		-		-		0		0		12		0		0		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0107		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		16		1		0		0		-		-		0		2		1		0		0		4		0		0		4		4		-		0		-		0		4		0		0		2		0		0		0		2		-		0		0		1		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		132		5		81		36		2		0		43		22		16		5		1		9		0		0		8		0		-		-		-		0		0		0		0		9		0		1		0		1		2		0		5		1		4		1		0		-		1		0

		01400		86*D0		0107		01				64										学術・開発研究機関		(64)		17		1		13		5		0		0		7		2		2		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		45		1		31		1		-		-		29		11		6		5		0		1		0		0		1		0		-		-		-		-		0		-		-		1		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				66										広告業		(66)		11		1		3		0		-		-		3		2		2		0		0		5		0		0		4		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		59		2		35		29		1		-		4		7		6		0		1		3		0		-		3		0		-		-		-		-		0		0		0		7		0		0		0		0		2		0		4		1		3		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		140		3		1		0		0		-		0		4		3		1		0		6		3		0		3		118		-		0		83		34		1		0		0		1		-		1		-		0		-		-		0		1		0		6		3		1		2		0

		01400		86*D0		0107		01				69										宿泊業		(69)		24		1		0		0		0		-		0		2		1		0		0		2		0		0		1		17		-		0		6		10		1		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		1		0		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0107		01				70										飲食店		(70)		104		2		0		0		-		-		0		2		1		0		0		3		2		-		1		94		-		0		70		24		0		0		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0107		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		12		0		0		-		0		-		0		1		0		0		0		1		1		-		0		7		-		-		7		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		3		2		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		93		3		6		0		0		-		6		8		6		1		1		8		0		2		6		52		0		27		1		17		7		1		3		2		0		1		0		0		-		-		1		2		0		6		2		2		2		0

		01400		86*D0		0107		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		35		1		0		-		0		-		0		1		0		0		0		2		0		0		2		28		-		27		0		0		0		-		0		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		2		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		18		1		0		0		-		-		0		2		2		0		0		4		0		1		3		7		0		0		0		0		6		0		0		1		0		1		-		0		-		-		0		1		0		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0107		01				75										娯楽業		(75)		40		1		6		0		-		-		6		5		4		0		0		2		0		0		1		18		-		0		1		17		0		1		3		1		-		0		0		0		-		-		1		1		0		2		0		1		2		-

		01400		86*D0		0107		01				76								教育，学習支援業				(76)		122		2		95		0		0		75		20		15		15		1		0		1		0		0		1		1		-		-		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		-		0		0		2		0		3		0		0		3		0

		01400		86*D0		0107		01				77										学校教育		(77)		89		1		73		0		0		71		1		10		9		1		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		1		0		3		-		0		2		0

		01400		86*D0		0107		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		33		1		23		0		0		4		19		5		5		0		0		1		0		0		1		0		-		-		0		0		-		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		1		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0107		01				79								医療，福祉				(79)		157		4		85		0		70		0		14		20		18		1		0		1		0		-		1		36		29		0		2		0		4		2		0		1		-		1		-		0		0		-		-		5		0		3		0		1		1		0

		01400		86*D0		0107		01				80										医療業		(80)		88		1		67		0		66		0		1		9		9		1		0		1		0		-		1		6		2		0		1		0		3		0		0		0		-		-		-		0		-		-		-		2		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0107		01				81										保健衛生		(81)		3		0		2		0		1		-		0		1		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		66		2		16		0		2		-		14		9		9		0		0		0		0		-		0		30		27		0		1		0		2		1		0		1		-		1		-		0		-		-		-		4		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0107		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		23		2		1		1		0		-		0		13		7		1		6		5		1		0		4		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		0		0		0		0		1		1		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				84										郵便局		(84)		9		1		-		-		-		-		-		6		1		0		5		2		-		0		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0107		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		14		1		1		1		0		-		0		7		6		1		1		3		1		0		2		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		0		0		0		0		1		1		-		0		0

		01400		86*D0		0107		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		251		9		21		8		0		0		13		40		33		2		5		13		1		0		12		6		0		0		0		1		4		35		0		55		3		5		4		38		1		1		3		17		2		50		5		32		13		1

		01400		86*D0		0107		01				87										廃棄物処理業		(87)		23		1		0		0		0		-		0		2		1		0		0		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		0		1		0		0		0		0		-		-		0		6		0		13		0		11		2		0

		01400		86*D0		0107		01				88										自動車整備業		(88)		25		1		0		0		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		22		0		0		0		20		-		0		1		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		23		1		1		1		0		-		0		2		2		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		17		1		1		0		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		38		1		6		5		-		0		1		8		6		0		2		4		1		0		3		2		0		0		0		1		1		0		0		10		2		3		4		1		1		0		1		2		0		5		2		1		2		0

		01400		86*D0		0107		01				91										その他の事業サービス業		(91)		113		4		2		1		0		-		1		18		14		1		3		6		0		0		6		3		-		0		0		0		3		34		0		5		0		1		0		2		0		0		1		9		2		31		2		20		8		0

		01400		86*D0		0107		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		13		2		1		0		0		-		1		9		8		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				93										宗教		(93)		12		0		10		-		-		-		10		1		1		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				94										その他のサービス業		(94)		2		0		0		0		0		-		0		1		1		0		-		0		-		0		0		0		-		-		0		0		-		0		-		0		-		0		-		0		0		-		0		0		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0107		01				95										外国公務		(95)		2		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0107		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		161		5		9		4		0		-		5		76		73		3		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		68		0		0		0		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0107		01				97										国家公務		(97)		48		1		2		0		0		-		2		20		19		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		25		0		0		0		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		-		-

		01400		86*D0		0107		01				98										地方公務		(98)		113		4		6		4		0		-		3		56		54		2		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		43		0		0		-		0		-		0		-		-		0		1		0		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0107		01				99								分類不能の産業				(99)		26		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		0		0		0		-		0		-		0		0		0		-		0		-		-		0		0		-		0		0		0		0		24
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																平成23年平均								男		従業者数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0108		01				1				全産業								(1)		3078		102		472		215		71		72		113		458		324		37		97		456		155		20		282		206		29		22		80		49		26		100		77		564		114		174		96		98		20		15		46		181		251		186		118		33		35		24

		01400		86*D0		0108		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		68		1		1		0		0		-		1		2		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		62		0		-		0		-		0		0		-		0		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0108		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		63		1		1		0		0		-		1		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		59		0		-		0		-		0		0		-		-		0		0		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0108		01				4								林業 リンギョウ				(4)		5		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				5						非農林業						(5)		3010		101		471		215		71		72		112		457		323		37		97		456		155		20		282		206		29		22		80		49		26		100		15		564		114		174		96		98		20		15		46		181		251		185		118		33		34		24

		01400		86*D0		0108		01				6								漁業				(6)		8		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		8		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		6		0		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		-		6		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		-

		01400		86*D0		0108		01				8										水産養殖業		(8)		2		0		-		-		-		-		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		2		0		0		0		-		-		-		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		1		1		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				10								建設業				(10)		365		13		26		25		0		-		0		18		13		2		3		26		0		1		26		0		-		0		0		-		0		0		2		37		9		5		3		3		0		0		17		12		227		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0108		01				11								製造業				(11)		653		22		67		62		0		-		5		83		46		7		30		53		2		0		51		0		-		-		0		-		-		1		0		392		99		139		88		19		18		14		17		9		4		21		16		0		4		0

		01400		86*D0		0108		01				12										食料品製造業		(12)		55		2		1		1		0		-		0		5		3		1		2		6		1		-		5		0		-		-		0		-		-		-		0		34		0		31		0		1		2		-		0		1		0		5		3		0		2		-

		01400		86*D0		0108		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		9		0		0		0		-		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		-		0		5		0		4		-		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				14										繊維工業		(14)		17		1		1		0		0		-		0		2		1		0		1		3		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		9		0		8		-		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		9		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		0		6		0		6		-		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				16										家具・装備品製造業		(16)		11		0		0		0		-		-		0		1		0		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		9		1		7		0		0		0		-		1		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		15		1		0		0		-		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		9		-		9		0		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				18										印刷・同関連業		(18)		31		1		1		1		-		-		1		4		2		0		2		6		0		0		6		-		-		-		-		-		-		-		-		17		0		16		0		0		0		-		0		0		0		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				19										化学工業		(19)		37		1		6		4		0		-		1		7		5		1		2		6		0		-		5		-		-		-		-		-		-		0		0		16		0		13		0		1		1		0		0		0		0		1		1		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		3		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		1		-		1		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		25		1		1		1		-		-		0		3		2		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		17		0		14		0		1		2		0		0		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				22										ゴム製品製造業		(22)		9		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		6		0		5		0		0		1		-		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		2		0		-		-		-		-		-		0		0		-		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0108		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		22		1		1		1		-		-		0		2		1		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		13		0		10		0		0		2		-		0		2		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				25										鉄鋼業		(25)		23		1		2		1		0		-		0		3		2		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		15		12		0		0		1		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				26										非鉄金属製造業		(26)		12		0		1		1		-		-		0		2		1		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		8		5		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				27										金属製品製造業		(27)		63		2		2		2		0		-		0		5		2		1		2		4		0		-		4		-		-		-		-		-		-		0		-		47		40		1		1		1		2		0		2		1		0		2		2		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		27		1		4		4		0		-		0		3		2		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		0		17		6		0		7		1		0		1		1		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		48		2		5		5		0		-		0		6		3		1		3		4		0		-		4		-		-		-		-		-		-		0		-		30		13		1		11		1		1		1		2		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		21		1		5		5		0		-		0		4		3		0		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-		9		1		1		5		1		0		1		0		0		0		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		46		1		9		9		-		-		0		6		4		0		2		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		27		1		1		17		2		1		4		1		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				32										電気機械器具製造業		(32)		41		1		8		7		-		-		0		7		4		0		2		3		0		-		3		-		-		-		-		-		-		0		-		20		2		1		12		1		1		2		2		0		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		19		0		6		6		0		-		0		4		3		0		1		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		0		6		0		0		4		1		0		1		1		0		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0108		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		88		2		11		11		-		-		0		11		6		1		4		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		-		58		16		1		28		4		1		5		4		1		1		2		2		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				35										その他の製造業		(35)		20		1		1		1		-		-		0		2		1		0		1		2		0		0		2		-		-		-		-		-		-		-		-		12		1		8		1		0		1		0		1		0		1		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		25		1		3		3		0		-		0		10		8		1		1		2		0		-		2		-		-		-		-		-		-		0		0		2		0		0		0		0		-		-		1		6		2		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				37								情報通信業				(37)		133		4		84		69		-		-		15		24		17		1		6		16		0		1		14		0		-		0		0		-		0		0		-		2		-		0		0		1		0		0		1		0		1		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				38										通信業		(38)		13		0		3		2		-		-		0		5		5		0		1		4		0		1		3		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		0		-		-		0		0		1		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				39										放送業		(39)		5		0		2		0		-		-		1		1		1		0		0		1		-		0		1		0		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				40										情報サービス業		(40)		91		3		65		64		-		-		1		14		9		1		4		7		0		0		7		0		-		-		0		-		-		-		-		1		-		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		5		0		3		2		-		-		2		1		1		0		0		1		-		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0

		01400		86*D0		0108		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		19		1		11		1		-		-		11		3		2		0		0		2		0		0		2		0		-		0		-		-		0		-		-		1		-		0		-		0		0		-		1		0		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				43								運輸業，郵便業				(43)		251		6		2		1		0		-		0		41		17		2		22		5		0		0		5		0		-		-		0		0		0		1		0		6		0		1		0		5		0		0		0		122		3		65		61		0		3		0

		01400		86*D0		0108		01				44										鉄道業		(44)		22		0		1		1		0		-		0		10		2		0		7		0		-		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		2		-		0		0		2		-		0		0		6		2		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				45										道路旅客運送業		(45)		41		1		-		-		-		-		-		3		1		0		2		0		-		0		0		0		-		-		0		-		0		-		-		1		-		0		-		1		-		-		-		36		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				46										道路貨物運送業		(46)		136		4		0		0		-		-		0		14		7		1		6		3		-		0		3		0		-		-		0		-		0		0		0		2		0		0		0		1		0		-		0		72		0		41		39		0		2		0

		01400		86*D0		0108		01				47										水運業		(47)		4		0		0		0		-		-		0		1		0		0		0		0		-		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		-		2		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				48										航空運輸業		(48)		3		0		0		0		-		-		-		1		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				49										倉庫業		(49)		10		0		0		0		-		-		-		2		1		0		1		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		0		-		-		-		2		-		6		5		0		1		-

		01400		86*D0		0108		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		18		0		1		0		-		-		0		5		3		0		3		1		0		0		1		0		-		-		0		-		0		1		-		0		0		0		0		0		0		-		0		3		0		6		6		0		1		-

		01400		86*D0		0108		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		17		0		-		-		-		-		-		5		1		0		4		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		11		11		0		0		-
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																平成23年平均								男		従業者数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0108		01				52								卸売業，小売業				(52)		447		19		10		5		4		-		1		49		29		5		15		262		146		1		114		1		-		0		1		0		0		0		0		58		2		21		1		31		0		0		1		4		5		38		28		1		9		0

		01400		86*D0		0108		01				53										卸売業		(53)		190		11		5		4		0		-		1		29		16		3		10		108		21		1		86		0		-		-		0		-		0		0		0		14		2		3		1		8		0		0		1		3		2		17		14		0		3		0

		01400		86*D0		0108		01				54										各種商品小売業		(54)		13		0		0		0		0		-		0		2		2		0		1		8		7		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-		1		-		1		-		0		-		-		-		0		-		2		0		0		1		0

		01400		86*D0		0108		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		14		1		0		0		0		-		0		1		1		0		0		11		10		-		1		0		-		0		-		-		-		-		-		1		-		0		-		0		-		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				56										飲食料品小売業		(56)		76		2		0		0		-		-		0		4		2		0		1		47		44		0		3		1		-		-		1		0		0		0		0		14		0		14		0		0		0		-		-		0		-		8		4		0		4		0

		01400		86*D0		0108		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		61		2		0		0		-		-		0		5		4		0		1		28		15		0		13		-		-		-		-		-		-		0		-		22		0		0		0		21		0		0		0		0		2		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				58										その他の小売業		(58)		93		3		5		0		4		-		0		6		4		1		2		60		50		0		10		0		-		-		0		0		0		0		0		7		0		3		0		2		0		-		1		0		2		10		9		0		1		-

		01400		86*D0		0108		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		71		5		4		2		0		-		2		33		23		5		6		29		0		4		25		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-		-		0		-		-		-		0		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0108		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		53		4		1		1		-		-		0		8		6		1		1		22		0		10		11		12		-		0		0		0		12		0		0		2		0		0		0		1		-		-		0		2		1		2		1		1		0		0

		01400		86*D0		0108		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		38		3		1		1		-		-		0		7		5		1		1		18		-		10		8		7		-		-		0		-		7		0		0		0		-		-		-		0		-		-		0		0		0		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0108		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		15		1		0		0		-		-		0		2		1		0		0		4		0		0		4		4		-		0		-		0		4		-		0		2		0		0		0		1		-		-		0		1		0		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		118		4		71		34		1		0		36		21		15		5		1		8		0		0		8		0		-		-		-		-		0		0		0		8		0		1		0		1		1		0		5		1		3		1		0		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				64										学術・開発研究機関		(64)		16		0		12		5		0		0		7		2		2		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		38		1		25		1		-		-		23		10		6		5		0		1		0		0		1		0		-		-		-		-		0		-		-		1		-		0		0		0		-		0		0		-		0		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				66										広告業		(66)		11		1		3		0		-		-		3		2		2		0		0		4		0		0		4		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		53		2		32		27		1		-		4		6		5		0		1		2		0		-		2		0		-		-		-		-		0		0		0		7		0		0		0		0		1		0		4		1		3		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		128		3		1		0		0		-		0		4		3		1		0		6		3		0		3		108		-		0		75		32		1		0		0		1		-		0		-		0		-		-		0		1		0		5		3		1		2		0

		01400		86*D0		0108		01				69										宿泊業		(69)		22		0		0		0		0		-		0		2		1		0		0		1		0		0		1		16		-		0		6		9		1		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		0		0		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0108		01				70										飲食店		(70)		94		2		0		0		-		-		0		2		1		0		0		3		2		-		1		85		-		0		62		23		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		1		0		1		0

		01400		86*D0		0108		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		11		0		0		-		0		-		0		1		0		0		0		1		0		-		0		7		-		-		7		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		2		2		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		79		2		6		0		0		-		6		7		6		1		1		8		0		1		6		44		0		22		1		16		5		1		3		2		0		0		0		0		-		-		1		2		0		5		2		1		1		0

		01400		86*D0		0108		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		28		1		0		-		0		-		0		1		0		0		0		2		-		0		2		22		-		22		0		0		0		-		0		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		2		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		15		1		0		0		-		-		0		2		1		0		0		4		0		1		3		5		0		0		0		0		4		0		0		1		0		0		-		0		-		-		0		1		0		1		0		1		0		0

		01400		86*D0		0108		01				75										娯楽業		(75)		36		1		6		0		-		-		5		5		4		0		0		1		0		0		1		17		-		-		1		16		0		1		3		1		-		0		0		0		-		-		1		1		0		2		0		0		1		-

		01400		86*D0		0108		01				76								教育，学習支援業				(76)		114		2		91		0		0		72		18		15		14		1		0		1		0		0		1		1		-		-		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		-		0		0		1		0		3		0		0		2		0

		01400		86*D0		0108		01				77										学校教育		(77)		85		1		70		0		0		69		1		10		9		1		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		1		0		2		-		0		2		0

		01400		86*D0		0108		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		30		1		21		0		0		4		17		5		5		0		0		1		0		0		1		0		-		-		0		0		-		1		0		0		-		0		-		-		-		-		-		1		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				79								医療，福祉				(79)		143		3		78		0		64		0		14		18		17		1		0		1		0		-		1		35		28		0		2		0		4		1		0		1		-		1		-		0		0		-		-		3		0		2		0		1		1		0

		01400		86*D0		0108		01				80										医療業		(80)		81		1		61		0		60		0		1		9		8		1		0		1		0		-		1		6		2		0		1		-		3		0		0		0		-		-		-		0		-		-		-		1		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				81										保健衛生		(81)		3		0		1		0		1		-		0		1		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		59		2		15		0		2		-		13		9		8		0		0		0		0		-		0		29		26		0		1		-		1		0		0		1		-		1		-		-		-		-		-		2		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0108		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		23		2		1		1		0		-		0		13		7		1		6		5		1		0		4		0		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		-		0		-		0		0		1		1		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				84										郵便局		(84)		9		1		-		-		-		-		-		6		1		0		5		2		-		0		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0108		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		14		1		1		1		0		-		0		7		5		1		1		3		1		0		2		0		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		-		0		-		0		0		1		0		-		0		0

		01400		86*D0		0108		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		214		7		17		8		0		0		9		36		29		2		5		12		1		0		11		5		0		0		0		1		3		28		0		51		2		5		4		36		1		1		3		15		2		39		5		26		9		1

		01400		86*D0		0108		01				87										廃棄物処理業		(87)		22		1		0		0		0		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		6		0		12		0		10		1		0

		01400		86*D0		0108		01				88										自動車整備業		(88)		22		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		20		0		0		0		19		-		0		1		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		21		1		1		1		0		-		0		2		1		0		0		1		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		16		1		1		0		14		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		35		1		5		5		-		0		1		7		5		0		2		4		1		0		3		2		0		0		0		1		1		0		0		10		2		2		3		1		1		0		1		1		0		5		2		0		2		0

		01400		86*D0		0108		01				91										その他の事業サービス業		(91)		92		3		2		1		0		-		1		16		12		1		3		6		0		0		6		2		-		0		0		0		2		27		0		4		0		1		0		2		0		0		1		8		1		22		2		15		5		0

		01400		86*D0		0108		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		10		1		1		0		0		-		1		7		7		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				93										宗教		(93)		9		0		7		-		-		-		7		1		1		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				94										その他のサービス業		(94)		1		0		0		0		0		-		0		1		1		-		-		0		-		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0108		01				95										外国公務		(95)		2		0		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0108		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		159		4		8		4		0		-		4		75		72		3		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		67		0		0		0		0		-		0		-		-		0		1		0		1		0		1		1		-

		01400		86*D0		0108		01				97										国家公務		(97)		48		1		2		0		0		-		2		20		19		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		25		0		0		0		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0		-		-		-

		01400		86*D0		0108		01				98										地方公務		(98)		111		4		6		4		0		-		2		55		53		2		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		43		0		0		-		0		-		0		-		-		0		1		0		1		0		1		1		-

		01400		86*D0		0108		01				99								分類不能の産業				(99)		24		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		1		0		-		1		0		-		0		0		0		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		0		-		0		0		-		0		22
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																平成23年平均								女		就業者総数		総数																		(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0109		01				1				全産業								(1)		2523		18		436		21		190		72		153		694		498		108		88		352		283		18		52		483		110		61		113		123		76		6		82		240		12		146		30		2		25		12		12		6		5		178		50		58		69		22

		01400		86*D0		0109		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		83		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		77		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		3		1		0		2		0

		01400		86*D0		0109		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		82		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		76		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		3		1		0		2		0

		01400		86*D0		0109		01				4								林業 リンギョウ				(4)		1		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0109		01				5						非農林業						(5)		2440		18		436		21		190		72		153		692		496		108		88		352		282		18		52		483		110		61		113		123		76		6		5		240		12		146		30		2		25		12		12		6		5		175		49		58		67		22

		01400		86*D0		0109		01				6								漁業				(6)		4		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		3		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		3		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		2		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0109		01				8										水産養殖業		(8)		1		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-

		01400		86*D0		0109		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		1		0		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0109		01				10								建設業				(10)		66		2		2		1		0		-		1		52		36		14		2		2		0		0		2		0		-		0		0		-		0		0		0		3		0		0		0		-		-		0		2		0		4		1		0		1		1		0

		01400		86*D0		0109		01				11								製造業				(11)		295		2		7		4		1		-		2		85		55		14		16		7		3		0		4		1		-		0		0		0		0		-		0		173		11		98		29		1		22		11		3		0		0		20		7		1		12		0

		01400		86*D0		0109		01				12										食料品製造業		(12)		66		0		1		0		0		-		0		8		6		1		1		2		2		-		0		0		-		0		0		-		-		-		0		43		-		41		0		0		3		-		-		0		-		10		2		0		8		0

		01400		86*D0		0109		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		4		0		-		-		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		0		1		-		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				14										繊維工業		(14)		29		0		0		0		-		-		0		4		2		1		1		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		22		-		20		-		0		2		-		0		-		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		3		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				16										家具・装備品製造業		(16)		4		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		2		-		-		0		-		0		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0109		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		7		0		0		-		-		-		0		2		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		5		-		4		-		-		1		-		-		0		-		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				18										印刷・同関連業		(18)		14		0		0		0		-		-		0		5		3		1		1		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		-		-		7		-		6		0		-		1		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				19										化学工業		(19)		14		0		1		1		0		-		0		5		4		1		1		1		0		-		1		0		-		-		0		0		-		-		0		6		-		4		0		0		2		-		-		-		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0109		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0109		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		16		0		0		0		-		-		-		4		2		1		1		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		10		0		6		0		-		4		0		0		0		-		1		1		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				22										ゴム製品製造業		(22)		4		-		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		2		-		-		1		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		3		-		0		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2		-		-		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0109		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		7		0		0		-		0		-		0		3		2		1		1		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		0		2		0		-		1		-		0		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				25										鉄鋼業		(25)		2		0		0		0		0		-		-		2		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0109		01				26										非鉄金属製造業		(26)		3		0		0		0		0		-		-		1		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		2		1		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				27										金属製品製造業		(27)		22		0		0		0		0		-		0		9		6		2		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		10		7		0		0		0		3		0		0		0		-		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		7		0		0		0		0		-		0		3		2		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		-		-		2		0		0		1		0		0		1		0		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		10		0		0		0		0		-		0		7		4		2		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		3		1		0		1		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		9		0		0		0		-		-		-		3		2		0		1		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		5		0		0		3		0		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		18		0		1		0		0		-		0		4		2		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		12		0		0		8		0		1		3		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				32										電気機械器具製造業		(32)		18		0		0		0		0		-		0		6		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		11		0		0		8		0		0		2		0		-		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		6		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		3		0		0		2		0		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		17		0		0		0		0		-		0		6		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		9		1		0		4		0		1		3		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				35										その他の製造業		(35)		14		0		0		0		-		-		0		4		2		1		1		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		-		-		8		0		7		0		0		1		0		0		-		0		1		0		-		0		-

		01400		86*D0		0109		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		3		0		0		0		0		-		-		3		2		0		1		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		0		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0109		01				37								情報通信業				(37)		48		0		17		10		0		-		7		24		16		2		6		4		0		2		2		0		-		0		0		-		0		-		-		1		-		0		-		0		0		-		0		-		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				38										通信業		(38)		5		-		0		0		0		-		0		3		2		0		0		2		0		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0

		01400		86*D0		0109		01				39										放送業		(39)		2		-		1		0		-		-		1		1		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0

		01400		86*D0		0109		01				40										情報サービス業		(40)		27		0		10		10		0		-		1		15		9		1		5		1		-		0		1		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		3		-		1		0		-		-		1		1		1		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0109		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		10		0		5		0		0		-		4		4		3		1		0		1		0		0		1		0		-		0		-		-		0		-		-		1		-		0		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				43								運輸業，郵便業				(43)		60		1		0		0		0		-		0		30		18		3		9		0		0		0		0		2		0		-		0		1		0		0		0		1		-		0		0		-		0		-		0		5		0		22		16		1		5		0

		01400		86*D0		0109		01				44										鉄道業		(44)		2		-		0		0		0		-		-		1		1		0		1		0		0		-		0		0		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0109		01				45										道路旅客運送業		(45)		5		0		-		-		-		-		-		2		1		0		1		0		-		0		0		0		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0109		01				46										道路貨物運送業		(46)		30		0		0		0		-		-		0		15		11		2		2		0		-		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		0		-		-		2		-		12		9		0		2		0

		01400		86*D0		0109		01				47										水運業		(47)		1		-		-		-		-		-		-		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0109		01				48										航空運輸業		(48)		2		-		0		0		-		-		-		1		0		-		0		0		-		-		0		1		-		-		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0109		01				49										倉庫業		(49)		6		0		-		-		-		-		-		2		1		0		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		4		2		0		1		-

		01400		86*D0		0109		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		8		0		0		-		-		-		0		4		2		0		1		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		-		4		3		0		1		-

		01400		86*D0		0109		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		6		-		0		0		-		-		-		4		1		0		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		-		2		2		-		0		-
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																平成23年平均								女		就業者総数		総数																		(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数																(万人) マンニン		就業者総数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0109		01				52								卸売業，小売業				(52)		505		4		15		1		12		-		2		124		78		20		25		273		260		1		11		4		0		0		1		0		2		-		0		40		0		37		0		1		0		0		2		0		0		44		17		1		26		0

		01400		86*D0		0109		01				53										卸売業		(53)		102		2		2		1		0		-		1		61		35		11		14		22		14		1		7		1		-		0		0		0		0		-		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		12		5		0		7		0

		01400		86*D0		0109		01				54										各種商品小売業		(54)		35		-		0		0		0		-		0		4		3		0		1		23		23		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		3		-		3		-		-		-		-		0		-		-		3		0		0		3		0

		01400		86*D0		0109		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		46		0		0		0		-		-		0		4		3		0		1		40		40		0		1		0		-		0		-		0		-		-		-		1		-		1		-		-		0		-		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				56										飲食料品小売業		(56)		166		1		0		-		0		-		0		12		7		2		3		103		102		0		1		1		-		-		1		0		0		-		0		30		-		30		-		0		0		-		0		0		-		20		7		0		13		0

		01400		86*D0		0109		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		23		0		0		-		-		-		0		13		10		3		1		8		7		0		1		0		-		0		0		-		0		-		-		1		-		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				58										その他の小売業		(58)		133		1		12		0		11		-		1		30		21		4		5		77		75		0		2		1		0		0		0		0		1		-		0		3		0		2		0		0		0		-		1		-		0		8		5		0		2		0

		01400		86*D0		0109		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		80		0		1		0		0		-		0		52		30		17		5		26		-		2		24		1		-		-		0		0		1		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		40		2		0		0		0		-		0		19		13		4		2		8		0		6		2		8		0		0		0		0		8		0		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		0		2		0		-

		01400		86*D0		0109		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		32		2		0		-		0		-		0		15		11		3		1		7		0		6		2		5		0		-		0		0		5		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		2		-		2		0		-

		01400		86*D0		0109		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		8		0		0		0		0		-		-		4		2		1		1		0		0		-		0		3		-		0		-		0		3		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		65		0		18		3		1		0		15		35		24		10		2		2		0		0		2		3		-		0		0		0		3		-		1		5		-		1		0		-		0		0		3		0		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0109		01				64										学術・開発研究機関		(64)		5		0		2		0		0		0		1		2		2		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		-		-		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		33		0		11		0		0		-		10		21		13		8		1		0		-		-		0		0		-		0		-		0		0		-		-		1		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				66										広告業		(66)		6		0		2		0		0		-		2		3		2		0		0		1		-		0		1		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		0		0

		01400		86*D0		0109		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		20		0		5		2		1		-		2		9		7		2		1		0		0		-		0		2		-		0		0		0		2		-		0		3		-		0		0		-		0		0		2		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		223		1		3		-		3		-		0		8		5		3		0		14		13		0		1		184		0		0		86		97		1		-		0		1		-		1		-		-		0		-		0		0		-		12		2		5		5		0

		01400		86*D0		0109		01				69										宿泊業		(69)		31		0		0		-		0		-		0		3		2		1		0		1		0		0		0		22		0		0		4		17		1		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		5		-		4		1		-

		01400		86*D0		0109		01				70										飲食店		(70)		158		1		0		-		0		-		0		4		2		2		0		11		10		-		0		137		0		0		58		79		0		-		0		1		-		1		-		-		-		-		0		0		-		4		0		1		3		0

		01400		86*D0		0109		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		34		0		2		-		2		-		-		1		1		0		0		2		2		-		0		26		-		0		24		1		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		3		2		0		1		-

		01400		86*D0		0109		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		137		1		5		0		0		-		5		17		14		2		1		9		1		6		2		92		0		58		2		21		11		0		0		4		0		3		-		-		0		-		1		0		0		8		3		3		2		0

		01400		86*D0		0109		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		76		0		0		-		0		-		0		8		7		1		0		3		0		3		0		59		-		58		1		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		5		3		1		2		0

		01400		86*D0		0109		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		26		0		0		0		0		-		0		5		4		1		0		5		0		3		1		12		0		0		0		1		10		-		-		3		0		3		-		-		-		-		0		0		-		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0109		01				75										娯楽業		(75)		35		0		5		-		0		-		5		4		4		1		0		1		1		0		0		21		-		0		1		20		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		2		-		2		0		-

		01400		86*D0		0109		01				76								教育，学習支援業				(76)		156		1		113		0		2		72		40		30		28		2		0		0		0		-		0		9		0		0		3		1		4		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		0		-		3		0		0		2		-

		01400		86*D0		0109		01				77										学校教育		(77)		102		0		76		0		1		71		4		16		15		1		0		0		0		-		-		7		0		-		3		0		4		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		0		-		2		0		0		2		-

		01400		86*D0		0109		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		54		0		37		0		0		1		36		14		13		1		0		0		0		-		0		1		-		0		0		1		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				79								医療，福祉				(79)		489		2		242		0		168		0		74		69		65		4		1		0		0		0		0		169		109		1		18		1		40		0		0		1		0		1		-		-		0		-		-		0		-		6		1		4		2		0

		01400		86*D0		0109		01				80										医療業		(80)		247		1		148		0		145		0		3		52		49		2		0		0		0		0		0		43		10		0		4		0		28		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		3		1		2		1		0

		01400		86*D0		0109		01				81										保健衛生		(81)		6		-		4		0		3		-		0		2		2		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		-		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		236		1		90		-		20		0		71		15		14		1		0		0		0		-		0		126		99		1		14		0		12		0		0		1		0		1		-		-		-		-		-		0		-		3		0		2		1		-

		01400		86*D0		0109		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		17		0		0		0		0		-		0		15		6		3		7		1		0		0		0		0		0		-		0		0		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				84										郵便局		(84)		7		0		0		-		0		-		-		7		1		0		6		0		0		0		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0109		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		10		0		0		0		0		-		0		8		5		2		0		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		179		1		7		2		1		0		5		89		69		9		11		5		3		0		2		10		0		0		1		2		6		2		0		10		0		3		1		1		2		1		2		0		0		53		3		39		11		1

		01400		86*D0		0109		01				87										廃棄物処理業		(87)		5		0		0		-		0		-		-		3		2		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		0		0		0		0		-		-		-		-		-		0		-		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0109		01				88										自動車整備業		(88)		6		0		-		-		-		-		-		5		4		1		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		1		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		4		0		0		0		-		-		0		3		2		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		54		0		3		1		0		0		2		32		23		3		6		4		3		0		1		4		0		0		1		1		2		0		0		6		0		2		1		0		1		0		1		0		-		4		1		2		2		0

		01400		86*D0		0109		01				91										その他の事業サービス業		(91)		89		0		1		0		0		-		1		33		26		3		4		1		0		0		1		3		0		0		0		1		2		2		0		3		-		1		0		0		1		0		1		0		0		46		2		36		8		0

		01400		86*D0		0109		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		11		0		1		0		0		-		1		10		9		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				93										宗教		(93)		7		-		2		-		-		-		2		2		2		0		0		-		-		-		-		3		-		-		0		0		2		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0109		01				94										その他のサービス業		(94)		2		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0109		01				95										外国公務		(95)		0		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		48		0		5		0		2		-		3		37		35		2		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		4		0		0		-		-		-		0		-		-		0		0		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0109		01				97										国家公務		(97)		11		0		1		0		0		-		1		8		8		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				98										地方公務		(98)		37		0		4		0		2		-		2		29		28		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		2		0		0		-		-		-		0		-		-		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0109		01				99								分類不能の産業				(99)		24		0		0		0		0		-		-		2		2		0		0		1		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		21

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								女		就業者総数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0110		01				1				全産業								(1)		2312		12		425		21		185		71		147		664		479		99		86		322		259		14		49		438		104		51		99		115		70		6		43		221		11		131		30		2		24		12		12		6		4		149		47		41		61		21

		01400		86*D0		0110		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		45		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		39		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		3		1		0		2		0

		01400		86*D0		0110		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		44		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		39		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		3		1		0		2		0

		01400		86*D0		0110		01				4								林業 リンギョウ				(4)		1		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0110		01				5						非農林業						(5)		2267		12		425		21		185		71		147		662		477		99		86		322		259		14		49		438		104		51		99		115		70		6		4		221		11		131		30		2		24		12		12		6		4		146		46		41		59		21

		01400		86*D0		0110		01				6								漁業				(6)		3		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		2		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		2		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				8										水産養殖業		(8)		1		-		0		0		-		-		0		0		0		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-

		01400		86*D0		0110		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		1		0		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0110		01				10								建設業				(10)		59		1		2		1		0		-		0		47		33		12		2		2		0		0		2		0		-		0		0		-		0		0		0		3		0		0		0		-		-		0		2		0		3		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				11								製造業				(11)		275		2		7		4		1		-		2		81		53		13		16		6		3		0		3		0		-		0		0		-		0		-		0		160		10		88		28		1		21		11		3		0		0		19		7		1		11		0

		01400		86*D0		0110		01				12										食料品製造業		(12)		61		0		1		0		0		-		0		8		5		1		1		2		2		-		0		0		-		0		0		-		-		-		0		40		-		37		0		0		3		-		-		0		-		10		2		0		7		0

		01400		86*D0		0110		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		4		0		-		-		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		0		1		-		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				14										繊維工業		(14)		25		0		0		0		-		-		0		4		2		1		1		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		19		-		17		-		0		2		-		0		-		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		3		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		1		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				16										家具・装備品製造業		(16)		3		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		7		0		0		-		-		-		0		2		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		4		-		3		-		-		1		-		-		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				18										印刷・同関連業		(18)		13		0		0		0		-		-		0		5		3		1		1		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		-		-		7		-		6		0		-		1		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				19										化学工業		(19)		14		0		1		1		0		-		0		5		4		0		1		1		0		-		1		0		-		-		0		-		-		-		0		5		-		4		0		0		2		-		-		-		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0110		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0110		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		15		0		0		0		-		-		-		4		2		1		1		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		10		0		5		0		-		4		0		0		0		-		1		0		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				22										ゴム製品製造業		(22)		4		-		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		2		-		-		1		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		2		-		0		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1		-		-		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		6		0		0		-		0		-		0		3		2		1		1		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		0		2		0		-		1		-		0		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				25										鉄鋼業		(25)		2		0		0		0		0		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				26										非鉄金属製造業		(26)		3		0		0		0		0		-		-		1		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		2		1		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				27										金属製品製造業		(27)		20		0		0		0		0		-		0		9		5		2		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		9		6		0		0		0		2		0		0		0		-		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		6		0		0		0		0		-		0		3		2		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		2		0		0		1		0		0		1		0		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		10		0		0		0		0		-		0		6		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		3		1		0		1		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		9		0		0		0		-		-		-		3		2		0		1		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		5		0		0		3		0		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		17		0		1		0		0		-		0		4		2		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		12		0		0		8		0		1		3		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				32										電気機械器具製造業		(32)		17		0		0		0		0		-		0		5		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		11		0		0		8		0		0		2		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		6		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		3		0		0		2		0		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		16		0		0		0		0		-		0		6		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		9		1		0		4		0		1		3		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				35										その他の製造業		(35)		12		0		0		0		-		-		0		4		2		1		1		0		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		7		0		6		0		0		1		0		0		-		0		1		0		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		3		0		0		0		0		-		-		3		2		0		1		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		0		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0110		01				37								情報通信業				(37)		47		0		17		10		0		-		7		24		16		2		6		4		0		2		2		0		-		0		0		-		0		-		-		1		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				38										通信業		(38)		5		-		0		0		0		-		0		3		2		0		0		2		0		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0

		01400		86*D0		0110		01				39										放送業		(39)		2		-		1		0		-		-		1		1		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0

		01400		86*D0		0110		01				40										情報サービス業		(40)		27		0		10		10		0		-		1		15		9		1		5		1		-		0		1		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		3		-		1		0		-		-		1		1		1		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0110		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		10		0		4		0		0		-		4		4		3		1		0		1		0		0		1		0		-		0		-		-		0		-		-		1		-		0		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				43								運輸業，郵便業				(43)		58		0		0		0		0		-		0		29		17		3		9		0		0		0		0		2		0		-		0		1		0		0		0		0		-		0		0		-		0		-		0		5		0		21		16		0		5		0

		01400		86*D0		0110		01				44										鉄道業		(44)		2		-		0		0		0		-		-		1		1		0		1		0		0		-		0		0		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0110		01				45										道路旅客運送業		(45)		5		-		-		-		-		-		-		2		1		0		1		0		-		0		0		0		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0110		01				46										道路貨物運送業		(46)		29		0		0		0		-		-		0		15		11		2		2		0		-		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		0		-		-		2		-		12		9		0		2		0

		01400		86*D0		0110		01				47										水運業		(47)		1		-		-		-		-		-		-		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0110		01				48										航空運輸業		(48)		2		-		0		0		-		-		-		1		0		-		0		0		-		-		0		1		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				49										倉庫業		(49)		6		-		-		-		-		-		-		2		1		0		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		4		2		0		1		-

		01400		86*D0		0110		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		8		0		0		-		-		-		0		4		2		0		1		0		0		0		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		-		4		3		0		1		-

		01400		86*D0		0110		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		6		-		0		0		-		-		-		4		1		0		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		-		2		2		-		0		-
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																平成23年平均								女		就業者総数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳																(万人) マンニン		就業者総数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0110		01				52								卸売業，小売業				(52)		463		3		14		1		11		-		2		116		74		18		24		249		238		1		10		3		0		0		1		0		2		-		0		36		0		33		0		0		0		0		2		0		0		40		16		1		24		0

		01400		86*D0		0110		01				53										卸売業		(53)		94		1		2		1		0		-		1		57		33		10		14		20		12		1		6		1		-		0		0		0		0		-		0		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		11		5		0		6		0

		01400		86*D0		0110		01				54										各種商品小売業		(54)		35		-		0		0		0		-		0		4		3		0		1		23		23		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		3		-		3		-		-		-		-		0		-		-		3		0		0		3		0

		01400		86*D0		0110		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		42		0		0		0		-		-		0		3		2		0		1		37		36		0		1		0		-		0		-		0		-		-		-		1		-		1		-		-		0		-		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				56										飲食料品小売業		(56)		152		1		0		-		0		-		0		11		7		1		3		93		92		0		1		1		-		-		1		0		0		-		0		27		-		27		-		0		0		-		0		0		-		18		6		0		12		0

		01400		86*D0		0110		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		20		0		0		-		-		-		0		12		9		2		1		7		6		0		1		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				58										その他の小売業		(58)		120		1		11		0		10		-		1		28		20		3		4		69		67		0		1		1		0		0		0		0		1		-		0		2		0		1		0		0		0		-		1		-		0		7		5		0		2		0

		01400		86*D0		0110		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		78		0		1		0		0		-		0		52		30		17		5		24		-		2		22		1		-		-		0		0		1		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		33		1		0		0		0		-		0		17		12		3		2		6		0		3		2		7		0		0		0		0		7		0		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0110		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		24		1		0		-		0		-		0		13		9		3		1		5		0		3		2		4		0		-		0		0		4		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		1		-		1		0		-

		01400		86*D0		0110		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		8		0		0		0		0		-		-		4		2		1		1		0		0		-		0		3		-		0		-		0		3		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		61		0		18		3		1		0		14		33		23		9		2		2		0		0		2		3		-		0		0		0		3		-		1		4		-		1		0		-		0		0		3		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				64										学術・開発研究機関		(64)		5		0		2		0		0		0		1		2		2		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		-		-		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		31		0		10		0		0		-		10		19		12		7		1		0		-		-		0		0		-		0		-		0		0		-		-		1		-		0		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				66										広告業		(66)		6		0		2		0		0		-		2		3		2		0		0		1		-		0		1		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		0		0

		01400		86*D0		0110		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		19		0		5		2		1		-		2		9		6		2		1		0		0		-		0		2		-		0		0		0		2		-		0		3		-		0		0		-		0		0		2		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		200		1		3		-		3		-		0		8		5		3		0		13		13		-		1		165		0		0		74		89		1		-		0		1		-		1		-		-		0		-		0		0		-		10		2		5		3		0

		01400		86*D0		0110		01				69										宿泊業		(69)		27		0		0		-		0		-		0		2		2		1		0		1		0		-		0		19		0		0		3		15		1		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		4		-		4		1		-

		01400		86*D0		0110		01				70										飲食店		(70)		142		0		0		-		0		-		0		4		2		2		0		10		10		-		0		123		0		0		50		73		0		-		0		1		-		1		-		-		-		-		0		0		-		3		0		1		2		0

		01400		86*D0		0110		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		31		0		2		-		2		-		-		1		1		0		0		2		2		-		0		23		-		0		22		1		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		2		1		0		1		-

		01400		86*D0		0110		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		120		1		5		0		0		-		5		16		13		2		1		8		1		5		2		80		0		49		2		20		10		0		0		3		0		2		-		-		0		-		1		0		0		7		3		3		2		0

		01400		86*D0		0110		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		64		0		0		-		0		-		0		7		6		0		0		2		0		2		0		50		-		49		0		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		4		3		0		1		0

		01400		86*D0		0110		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		23		0		0		0		0		-		0		4		4		1		0		4		0		3		1		10		0		0		0		1		9		-		-		2		0		2		-		-		-		-		0		0		-		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0110		01				75										娯楽業		(75)		33		0		5		-		0		-		5		4		3		1		0		1		1		0		0		21		-		0		1		19		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		2		-		1		0		-

		01400		86*D0		0110		01				76								教育，学習支援業				(76)		151		0		109		0		2		71		36		29		27		2		0		0		0		-		0		9		0		0		3		1		4		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		0		-		2		0		0		2		-

		01400		86*D0		0110		01				77										学校教育		(77)		101		0		75		0		1		70		4		16		15		1		0		0		0		-		-		7		0		-		3		0		4		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		0		-		2		0		0		2		-

		01400		86*D0		0110		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		50		0		34		0		0		1		33		13		12		1		0		0		0		-		0		1		-		0		0		1		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				79								医療，福祉				(79)		471		2		237		0		164		0		72		67		63		3		1		0		0		0		0		159		103		1		17		0		38		0		0		1		0		1		-		-		0		-		-		0		-		5		1		3		1		0

		01400		86*D0		0110		01				80										医療業		(80)		240		1		145		0		142		0		3		50		48		2		0		0		0		0		0		41		10		0		4		0		27		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		2		1		1		1		0

		01400		86*D0		0110		01				81										保健衛生		(81)		6		-		3		0		3		-		0		2		2		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		-		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		225		1		88		-		19		-		69		14		13		1		0		0		0		-		0		118		94		0		13		0		11		0		0		1		0		1		-		-		-		-		-		0		-		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0110		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		17		0		0		0		0		-		0		15		6		3		6		1		0		0		0		0		0		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				84										郵便局		(84)		7		0		0		-		0		-		-		7		1		0		6		0		0		0		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0110		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		9		0		0		0		0		-		0		8		5		2		0		1		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		159		1		7		1		1		0		4		86		66		9		11		5		3		0		2		9		0		0		1		2		5		2		0		10		0		3		1		1		2		1		1		0		0		38		2		27		9		1

		01400		86*D0		0110		01				87										廃棄物処理業		(87)		4		0		0		-		0		-		-		3		2		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0110		01				88										自動車整備業		(88)		5		0		-		-		-		-		-		5		4		1		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		3		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		53		0		3		1		0		0		2		32		23		3		6		4		2		0		1		4		0		0		1		1		2		0		0		6		0		2		1		0		1		0		1		0		-		4		1		1		2		0

		01400		86*D0		0110		01				91										その他の事業サービス業		(91)		75		0		1		0		0		-		1		32		25		3		4		1		0		0		1		3		0		0		0		1		1		2		0		3		-		1		0		0		1		0		1		0		-		33		2		25		7		0

		01400		86*D0		0110		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		11		0		1		0		0		-		1		10		8		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				93										宗教		(93)		5		-		1		-		-		-		1		2		1		0		0		-		-		-		-		2		-		-		0		0		2		-		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0110		01				94										その他のサービス業		(94)		1		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0110		01				95										外国公務		(95)		0		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		47		0		5		0		2		-		3		37		35		2		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		4		0		0		-		-		-		0		-		-		0		0		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0110		01				97										国家公務		(97)		11		0		1		0		0		-		1		8		7		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0110		01				98										地方公務		(98)		36		0		4		0		2		-		2		29		27		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		2		0		0		-		-		-		0		-		-		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0110		01				99								分類不能の産業				(99)		22		0		0		0		0		-		-		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		19

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								女		従業者数		総数																		(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0111		01				1				全産業								(1)		2461		17		421		20		183		68		149		678		486		106		85		346		278		17		51		472		107		59		111		120		74		6		81		235		12		143		29		2		24		12		12		6		5		175		49		58		68		19

		01400		86*D0		0111		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		82		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		76		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		3		1		0		2		0

		01400		86*D0		0111		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		82		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		76		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		3		1		0		2		0

		01400		86*D0		0111		01				4								林業 リンギョウ				(4)		1		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0111		01				5						非農林業						(5)		2378		17		421		20		183		68		149		675		485		106		85		346		278		17		51		472		107		59		111		120		74		6		5		234		12		143		29		2		24		12		12		6		5		172		49		58		66		19

		01400		86*D0		0111		01				6								漁業				(6)		4		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		3		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		3		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		2		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0111		01				8										水産養殖業		(8)		1		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-

		01400		86*D0		0111		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		1		0		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0111		01				10								建設業				(10)		65		2		2		1		0		-		1		51		35		14		2		2		0		0		2		0		-		0		0		-		0		0		0		3		0		0		0		-		-		0		2		0		4		1		0		1		1		0

		01400		86*D0		0111		01				11								製造業				(11)		287		2		6		4		1		-		2		82		53		14		15		6		3		0		3		1		-		0		0		0		0		-		0		169		11		96		28		1		21		10		3		0		0		20		7		1		12		0

		01400		86*D0		0111		01				12										食料品製造業		(12)		65		0		1		0		0		-		0		8		6		1		1		2		2		-		0		0		-		0		0		-		-		-		0		43		-		40		0		0		3		-		-		0		-		10		2		0		8		0

		01400		86*D0		0111		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		4		0		-		-		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		0		1		-		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				14										繊維工業		(14)		28		0		0		0		-		-		0		4		2		1		1		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		22		-		19		-		0		2		-		0		-		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		3		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				16										家具・装備品製造業		(16)		4		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		2		-		-		0		-		0		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0111		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		7		0		0		-		-		-		0		2		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		4		-		4		-		-		1		-		-		0		-		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				18										印刷・同関連業		(18)		14		0		0		0		-		-		0		5		3		1		1		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		-		-		7		-		6		0		-		1		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				19										化学工業		(19)		14		0		1		1		0		-		0		5		4		1		1		1		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		0		5		-		4		0		0		1		-		-		-		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0111		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0111		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		15		0		0		0		-		-		-		4		2		1		1		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		10		0		6		0		-		4		0		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				22										ゴム製品製造業		(22)		4		-		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		2		-		-		1		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		2		-		0		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		2		-		-		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0111		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		7		0		0		-		0		-		-		3		2		1		1		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		0		2		0		-		1		-		0		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				25										鉄鋼業		(25)		2		0		0		0		0		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0111		01				26										非鉄金属製造業		(26)		3		0		0		0		0		-		-		1		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		2		1		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				27										金属製品製造業		(27)		21		0		0		0		0		-		0		9		6		2		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		10		6		0		0		0		3		0		0		0		-		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		6		0		0		0		0		-		0		3		2		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		-		-		2		0		0		1		0		0		1		0		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		10		0		0		0		0		-		0		6		4		2		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		3		1		0		1		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		8		0		0		0		-		-		-		3		2		0		1		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		5		0		0		3		0		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		17		0		1		0		0		-		0		4		2		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		12		0		0		7		0		1		3		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				32										電気機械器具製造業		(32)		17		0		0		0		0		-		0		5		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		11		0		0		8		0		0		2		0		-		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		6		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		3		0		0		2		0		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		16		0		0		0		0		-		0		6		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		9		1		0		4		0		1		2		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				35										その他の製造業		(35)		14		0		0		0		-		-		0		4		2		1		1		0		0		-		0		0		-		0		0		-		0		-		-		8		0		6		0		0		1		0		0		-		0		1		0		-		0		-

		01400		86*D0		0111		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		3		0		0		0		0		-		-		3		2		0		1		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		0		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0111		01				37								情報通信業				(37)		46		0		16		10		0		-		7		23		16		2		6		4		0		2		2		0		-		0		0		-		0		-		-		1		-		0		-		0		0		-		0		-		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				38										通信業		(38)		5		-		0		0		0		-		0		3		2		0		0		2		0		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0

		01400		86*D0		0111		01				39										放送業		(39)		2		-		1		0		-		-		1		1		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0

		01400		86*D0		0111		01				40										情報サービス業		(40)		26		0		10		9		0		-		1		15		9		1		5		1		-		0		1		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		3		-		1		0		-		-		1		1		1		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0111		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		10		0		4		0		0		-		4		4		3		1		0		1		0		0		1		0		-		0		-		-		0		-		-		1		-		0		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				43								運輸業，郵便業				(43)		59		1		0		0		0		-		0		30		17		3		9		0		0		0		0		1		0		-		0		1		0		0		0		1		-		0		0		-		0		-		0		4		0		21		16		1		5		0

		01400		86*D0		0111		01				44										鉄道業		(44)		2		-		0		0		0		-		-		1		1		0		1		0		0		-		0		0		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0111		01				45										道路旅客運送業		(45)		5		0		-		-		-		-		-		2		1		0		1		0		-		0		0		0		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0111		01				46										道路貨物運送業		(46)		30		0		0		0		-		-		0		15		11		2		2		0		-		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		0		-		-		2		-		12		9		0		2		0

		01400		86*D0		0111		01				47										水運業		(47)		1		-		-		-		-		-		-		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0111		01				48										航空運輸業		(48)		1		-		0		0		-		-		-		1		0		-		0		0		-		-		0		1		-		-		0		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0111		01				49										倉庫業		(49)		6		0		-		-		-		-		-		2		1		0		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		4		2		0		1		-

		01400		86*D0		0111		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		8		0		0		-		-		-		0		4		2		0		1		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		-		4		3		0		1		-

		01400		86*D0		0111		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		6		-		0		0		-		-		-		4		1		0		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		-		2		2		-		0		-
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																平成23年平均								女		従業者数		総数																		(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数																(万人) マンニン		従業者数		総数										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0111		01				52								卸売業，小売業				(52)		497		4		15		1		11		-		2		122		77		20		25		269		256		1		11		4		0		0		1		0		2		-		0		40		0		37		0		1		0		0		2		0		0		44		17		1		25		0

		01400		86*D0		0111		01				53										卸売業		(53)		100		2		2		1		0		-		1		60		35		11		14		21		14		1		6		1		-		0		0		0		0		-		0		3		0		2		0		0		0		0		0		0		0		12		5		0		7		0

		01400		86*D0		0111		01				54										各種商品小売業		(54)		34		-		0		0		0		-		0		4		3		0		1		23		23		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		3		-		3		-		-		-		-		0		-		-		3		0		0		3		0

		01400		86*D0		0111		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		46		0		0		0		-		-		0		4		3		0		0		40		39		0		1		0		-		0		-		0		-		-		-		1		-		1		-		-		0		-		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				56										飲食料品小売業		(56)		164		1		0		-		0		-		0		12		7		2		3		101		100		0		1		1		-		-		1		0		0		-		0		29		-		29		-		0		0		-		0		0		-		20		7		0		13		0

		01400		86*D0		0111		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		22		0		0		-		-		-		0		13		10		3		1		8		7		0		1		0		-		0		0		-		0		-		-		1		-		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				58										その他の小売業		(58)		131		1		12		0		11		-		1		29		21		4		4		76		74		0		2		1		0		0		0		0		1		-		0		3		0		2		0		0		0		-		1		-		0		8		5		0		2		0

		01400		86*D0		0111		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		78		0		1		0		0		-		0		51		29		16		5		25		-		2		23		1		-		-		0		0		1		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		39		2		0		0		0		-		0		18		13		4		1		8		0		5		2		8		0		0		0		0		8		0		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		2		0		2		0		-

		01400		86*D0		0111		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		31		2		0		-		0		-		0		14		10		3		1		7		0		5		2		5		0		-		0		0		5		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		2		-		2		0		-

		01400		86*D0		0111		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		8		0		0		0		0		-		-		4		2		1		1		0		0		-		0		3		-		0		-		0		3		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		63		0		18		3		1		0		14		35		23		9		2		2		0		0		2		3		-		0		0		0		3		-		1		4		-		1		0		-		0		0		3		0		0		1		0		0		1		0

		01400		86*D0		0111		01				64										学術・開発研究機関		(64)		5		0		1		0		0		0		1		2		2		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		-		-		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		32		0		10		0		0		-		10		20		12		7		1		0		-		-		0		0		-		0		-		0		0		-		-		1		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				66										広告業		(66)		6		0		2		0		0		-		2		3		2		0		0		1		-		0		1		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		0		0

		01400		86*D0		0111		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		20		0		5		2		1		-		2		9		7		2		1		0		0		-		0		2		-		0		0		0		2		-		0		3		-		0		0		-		0		0		2		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		218		1		3		-		3		-		0		8		5		3		0		13		13		0		1		181		0		0		84		95		1		-		0		1		-		1		-		-		0		-		0		0		-		12		2		5		5		0

		01400		86*D0		0111		01				69										宿泊業		(69)		30		0		0		-		0		-		0		2		2		1		0		1		0		0		0		21		0		0		4		16		1		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		5		-		4		1		-

		01400		86*D0		0111		01				70										飲食店		(70)		155		0		0		-		0		-		0		4		2		2		0		10		10		-		0		135		0		0		57		77		0		-		0		1		-		1		-		-		-		-		0		0		-		4		0		1		3		0

		01400		86*D0		0111		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		33		0		2		-		2		-		-		1		1		0		0		2		2		-		0		25		-		0		24		1		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		3		2		0		1		-

		01400		86*D0		0111		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		134		1		5		0		0		-		5		17		14		2		1		9		1		6		2		90		0		57		2		20		11		0		0		4		0		3		-		-		0		-		1		0		0		8		3		3		2		0

		01400		86*D0		0111		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		75		0		0		-		0		-		0		8		7		1		0		3		0		3		0		58		-		57		0		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		5		3		1		2		0

		01400		86*D0		0111		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		25		0		0		0		0		-		0		5		4		1		0		5		0		3		1		11		0		0		0		1		10		-		-		3		0		3		-		-		-		-		0		0		-		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0111		01				75										娯楽業		(75)		34		0		5		-		0		-		4		4		3		1		0		1		1		0		0		21		-		0		1		19		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		2		-		2		0		-

		01400		86*D0		0111		01				76								教育，学習支援業				(76)		150		1		109		0		2		68		39		29		27		2		0		0		0		-		0		8		0		0		3		1		4		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		0		-		2		0		0		2		-

		01400		86*D0		0111		01				77										学校教育		(77)		97		0		72		0		1		68		3		15		15		1		0		0		0		-		-		7		0		-		3		0		3		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		0		-		2		0		0		2		-

		01400		86*D0		0111		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		53		0		36		0		0		1		35		14		13		1		0		0		0		-		0		1		-		0		0		1		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				79								医療，福祉				(79)		476		2		234		0		163		0		72		68		63		4		1		0		0		0		0		165		107		1		18		1		39		0		0		1		0		1		-		-		0		-		-		0		-		6		1		4		2		0

		01400		86*D0		0111		01				80										医療業		(80)		240		1		143		0		140		0		3		51		48		2		0		0		0		0		0		42		10		0		4		0		28		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		3		1		2		1		0

		01400		86*D0		0111		01				81										保健衛生		(81)		6		-		3		0		3		-		0		2		2		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		-		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		230		1		88		-		19		0		69		14		13		1		0		0		0		-		0		123		97		1		14		0		11		0		0		1		0		1		-		-		-		-		-		0		-		3		0		2		1		-

		01400		86*D0		0111		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		16		0		0		0		0		-		0		15		6		3		6		1		0		0		0		0		0		-		0		0		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				84										郵便局		(84)		7		0		0		-		0		-		-		7		1		0		6		0		0		0		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0111		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		9		0		0		0		0		-		0		8		5		2		0		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		175		1		7		2		1		0		5		87		67		9		11		5		3		0		2		10		0		0		1		2		6		2		0		10		0		3		1		1		2		1		1		0		0		52		3		39		11		1

		01400		86*D0		0111		01				87										廃棄物処理業		(87)		5		0		0		-		0		-		-		3		2		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		0		0		0		0		-		-		-		-		-		0		-		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0111		01				88										自動車整備業		(88)		6		0		-		-		-		-		-		5		4		1		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		1		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		4		0		0		0		-		-		0		3		2		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0111		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		53		0		3		1		0		0		1		31		22		3		6		4		3		0		1		4		0		0		1		1		2		0		0		5		0		2		1		0		1		0		1		0		-		4		1		2		2		0

		01400		86*D0		0111		01				91										その他の事業サービス業		(91)		87		0		1		0		0		-		1		32		25		3		4		1		0		0		1		3		0		0		0		1		2		2		0		3		-		1		0		0		1		0		1		0		0		45		2		35		8		0

		01400		86*D0		0111		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		11		0		1		0		0		-		0		10		9		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				93										宗教		(93)		7		-		2		-		-		-		2		2		2		0		0		-		-		-		-		3		-		-		0		0		2		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0111		01				94										その他のサービス業		(94)		2		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0111		01				95										外国公務		(95)		0		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		46		0		5		0		2		-		3		36		34		1		1		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		4		0		0		-		-		-		0		-		-		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				97										国家公務		(97)		10		0		1		0		0		-		1		8		7		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				98										地方公務		(98)		35		0		4		0		2		-		2		28		26		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		2		0		0		-		-		-		0		-		-		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0111		01				99								分類不能の産業				(99)		21		0		0		0		0		-		-		2		2		0		0		1		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		18

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								女		従業者数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0112		01				1				全産業								(1)		2254		12		409		20		179		68		143		649		468		97		84		317		255		14		48		428		101		50		97		112		69		6		43		216		10		128		29		2		23		11		12		6		4		146		46		41		60		18

		01400		86*D0		0112		01				2						農業，林業 ギョウ						(2)		45		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		39		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		2		1		0		2		0

		01400		86*D0		0112		01				3								農業 ノウギョウ				(3)		44		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		39		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		2		1		0		2		0

		01400		86*D0		0112		01				4								林業 リンギョウ				(4)		1		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0112		01				5						非農林業						(5)		2210		12		409		20		179		68		143		646		466		97		83		316		255		14		48		428		101		50		97		112		68		6		4		216		10		128		29		2		23		11		12		6		4		144		45		41		58		18

		01400		86*D0		0112		01				6								漁業				(6)		3		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		2		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				7										漁業(水産養殖業を除く) スイサンヨウショクギョウノゾ		(7)		2		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				8										水産養殖業		(8)		1		-		0		0		-		-		0		0		0		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-

		01400		86*D0		0112		01				9								鉱業，採石業，砂利採取業 サイセキギョウジャリサイシュギョウ				(9)		1		0		-		-		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0112		01				10								建設業				(10)		58		1		2		1		0		-		0		46		33		12		2		2		0		0		2		0		-		0		0		-		0		0		0		3		0		0		0		-		-		0		2		0		3		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				11								製造業				(11)		268		2		6		4		1		-		2		79		51		12		15		6		3		0		3		0		-		0		0		-		0		-		0		157		10		86		27		1		21		10		3		0		0		18		6		1		11		0

		01400		86*D0		0112		01				12										食料品製造業		(12)		60		0		1		0		0		-		0		8		5		1		1		2		2		-		0		0		-		0		0		-		-		-		0		39		-		37		0		0		3		-		-		0		-		9		2		0		7		0

		01400		86*D0		0112		01				13										飲料・たばこ・飼料製造業		(13)		3		0		-		-		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		0		1		-		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				14										繊維工業		(14)		24		0		0		0		-		-		0		4		2		1		1		1		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		19		-		17		-		0		2		-		0		-		0		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				15										木材・木製品製造業（家具を除く）		(15)		3		0		0		0		-		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		1		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				16										家具・装備品製造業		(16)		3		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				17										パルプ・紙・紙加工品製造業		(17)		7		0		0		-		-		-		0		2		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		4		-		3		-		-		1		-		-		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				18										印刷・同関連業		(18)		13		0		0		0		-		-		0		5		3		1		1		1		0		-		1		0		-		-		-		-		0		-		-		7		-		5		0		-		1		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				19										化学工業		(19)		14		0		1		1		0		-		0		5		4		0		1		1		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		0		5		-		4		0		0		1		-		-		-		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0112		01				20										石油製品・石炭製品製造業		(20)		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0112		01				21										プラスチック製品製造業（別掲を除く） ベッケイノゾ		(21)		14		0		0		0		-		-		-		4		2		1		1		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		9		0		5		0		-		4		0		0		0		-		1		0		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				22										ゴム製品製造業		(22)		4		-		0		0		-		-		0		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		2		-		-		1		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				23										なめし革・同製品・毛皮製造業		(23)		2		-		0		-		-		-		0		1		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1		-		-		0		-		-		-		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				24										窯業・土石製品製造業		(24)		6		0		0		-		0		-		-		3		2		1		1		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		3		0		2		0		-		1		-		0		0		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				25										鉄鋼業		(25)		2		0		0		0		0		-		-		1		1		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				26										非鉄金属製造業		(26)		3		0		0		0		0		-		-		1		1		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		2		1		0		0		-		0		0		-		-		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				27										金属製品製造業		(27)		19		0		0		0		0		-		0		8		5		2		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		9		6		0		0		0		2		0		0		0		-		1		1		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				28										はん用機械器具製造業 ヨウキカイキグセイゾウギョウ		(28)		6		0		0		0		0		-		0		3		2		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		2		0		0		1		0		0		1		0		0		-		0		0		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				29										生産用機械器具製造業 セイサンヨウキカイキグセイゾウギョウ		(29)		9		0		0		0		0		-		0		6		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		3		1		0		1		0		0		0		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				30										業務用機械器具製造業 ギョウムヨウキカイキグセイゾウギョウ		(30)		8		0		0		0		-		-		-		3		2		0		1		0		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		5		0		0		3		0		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				31										電子部品・デバイス・電子回路製造業		(31)		17		0		1		0		0		-		0		4		2		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		12		0		0		7		0		1		3		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				32										電気機械器具製造業		(32)		17		0		0		0		0		-		0		5		3		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		11		0		0		8		0		0		2		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				33										情報通信機械器具製造業		(33)		6		0		0		0		-		-		0		2		1		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		-		-		-		3		0		0		2		0		0		1		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				34										輸送用機械器具製造業		(34)		16		0		0		0		0		-		0		5		4		1		1		0		0		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		9		1		0		4		0		1		2		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				35										その他の製造業		(35)		12		0		0		0		-		-		0		4		2		1		1		0		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		7		0		5		0		0		1		0		0		-		0		1		0		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				36								電気・ガス・熱供給・水道業				(36)		3		0		0		0		0		-		-		3		2		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		0		0		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0112		01				37								情報通信業				(37)		45		0		16		10		0		-		6		23		16		2		6		4		0		2		2		0		-		0		0		-		0		-		-		1		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				38										通信業		(38)		5		-		0		0		0		-		0		3		2		0		0		2		0		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-		0

		01400		86*D0		0112		01				39										放送業		(39)		2		-		1		0		-		-		1		1		1		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0

		01400		86*D0		0112		01				40										情報サービス業		(40)		26		0		10		9		0		-		1		15		9		1		5		1		-		0		1		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				41										インターネット附随サービス業		(41)		3		-		1		0		-		-		1		1		1		0		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0112		01				42										映像・音声・文字情報制作業		(42)		10		0		4		0		0		-		4		3		3		1		0		1		0		0		1		0		-		0		-		-		0		-		-		1		-		0		-		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				43								運輸業，郵便業				(43)		56		0		0		0		0		-		0		29		17		3		9		0		0		0		0		1		0		-		0		1		0		0		0		0		-		0		0		-		0		-		0		4		0		20		15		0		5		0

		01400		86*D0		0112		01				44										鉄道業		(44)		2		-		0		0		0		-		-		1		1		0		1		0		0		-		0		0		-		-		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-

		01400		86*D0		0112		01				45										道路旅客運送業		(45)		5		-		-		-		-		-		-		2		1		0		1		0		-		0		0		0		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0112		01				46										道路貨物運送業		(46)		28		0		0		0		-		-		0		15		10		2		2		0		-		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		0		-		-		2		-		11		9		0		2		0

		01400		86*D0		0112		01				47										水運業		(47)		1		-		-		-		-		-		-		1		0		0		0		0		0		-		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		0		-		-

		01400		86*D0		0112		01				48										航空運輸業		(48)		1		-		0		0		-		-		-		1		0		-		0		0		-		-		0		1		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				49										倉庫業		(49)		6		-		-		-		-		-		-		2		1		0		1		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		4		2		0		1		-

		01400		86*D0		0112		01				50										運輸に附帯するサービス業		(50)		7		0		0		-		-		-		0		3		2		0		1		0		0		0		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		0		-		0		-		0		0		-		4		2		0		1		-

		01400		86*D0		0112		01				51										郵便業(信書便事業を含む) ユウビンギョウシンショビンジギョウフク		(51)		6		-		0		0		-		-		-		4		1		0		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		-		2		1		-		0		-

																										第14表　  ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																				第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数																		第14表　 ダイヒョウ		産業，職業別就業者数

																平成23年平均								女		従業者数		うち15～64歳																		(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳																(万人) マンニン		従業者数		うち15～64歳										(万人) マンニン

																								職業 ショクギョウ		総　　数 ソ		管理的職業 従事者 カンリテキ		専門的・技術的職業従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ										事務従事者 ジムジュウジシャ								販売従事者 ハンバイジュウジシャ								サービス職業従事者 ショクギョウジュウジシャ												保安職業　従事者 ホアンショクギョウジュウジシャ		農林漁業　 従事者 ノウリンギョギョウジュウジシャ		生産工程従事者 セイサンコウテイジュウジシャ																輸送・機械運転従事者 ユソウキカイウンテンジュウジシャ		建設・採掘　従事者 ケンセツサイクツジュウジシャ		運搬・清掃・包装等従事者 ウンパンセイソウホウソウトウジュウジシャ								分類不能の 職業 ブンルイフノウショクギョウ

																														総　　数 ソ		技 術 者 ギジュツシャ		保険医療　従事者 ホケンイリョウジュウジシャ		教　　員 キョウイン		その他の  専門的・技術的職業   従事者 センモンテキギジュツテキショクギョウジュウジシャ		総　　数 ソウスウ		一般事務従事者 イッパンジムジュウジシャ		会計事務従事者 カイケイジムジュウジシャ		その他の事務従事者 ホカジムジュウジシャ		総　　数 ソ		商品販売　　従事者 ショウヒンハンバイジュウジシャ		販売類似職業従事者 ハンバイルイジショクギョウジュウジシャ		営業職業　　従事者 エイギョウショクギョウジュウジシャ		総　数 ソウスウ		介護サービス職業従事者 カイゴショクギョウジュウジシャ		生活衛生サービス職業従事者 セイカツエイセイショクギョウジュウジシャ		飲食物調理従事者 インショクブツチョウリジュウジシャ		接客・給仕職業従事者 セッキャクキュウジショクギョウジュウジシャ		その他のサービス職業従事者 ホカショクギョウジュウジシャ						総　　数 ソ		製品製造・加工処理従事者（金属製品） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒン		製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） セイヒンセイゾウカコウショリジュウジシャキンゾクセイヒンノゾ		機械組立　従事者 キカイクミタテジュウジシャ		機械整備・修理従事者 キカイセイビシュウリジュウジシャ		製品検査　従事者 セイヒンケンサジュウジシャ		機械検査　　従事者 キカイケンサジュウジシャ		生産関連・生産類似作業従事者 セイサンカンレンセイサンルイジサギョウジュウジシャ						総　　数 ソウスウ		運搬従事者 ウンパンジュウジシャ		清掃従事者 セイソウジュウジシャ		その他の　　運搬・清掃　　・包装等　　　従事者 ホカ

																産業 サンギョウ										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38

		01400		86*D0		0112		01				52								卸売業，小売業				(52)		456		2		14		1		11		-		2		114		73		18		24		245		234		1		10		3		0		0		1		0		2		-		0		36		0		33		0		0		0		0		2		0		0		40		16		1		23		0

		01400		86*D0		0112		01				53										卸売業		(53)		93		1		2		1		0		-		1		56		33		10		14		19		12		1		6		0		-		0		0		0		0		-		0		2		0		1		0		0		0		0		0		0		0		11		4		0		6		0

		01400		86*D0		0112		01				54										各種商品小売業		(54)		34		-		0		0		0		-		0		4		3		0		1		23		22		0		0		0		-		-		0		0		0		-		-		3		-		3		-		-		-		-		0		-		-		3		0		0		3		0

		01400		86*D0		0112		01				55										織物・衣服・身の回り品小売業		(55)		41		0		0		0		-		-		0		3		2		0		0		36		36		0		1		0		-		0		-		0		-		-		-		1		-		1		-		-		0		-		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				56										飲食料品小売業		(56)		150		1		0		-		0		-		0		11		6		1		3		92		91		0		1		1		-		-		1		0		0		-		0		27		-		26		-		0		0		-		0		0		-		18		6		0		12		0

		01400		86*D0		0112		01				57										機械器具小売業 キカイキグコウリギョウ		(57)		20		0		0		-		-		-		0		12		9		2		1		7		6		0		1		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				58										その他の小売業		(58)		118		1		11		0		10		-		1		28		20		3		4		68		66		0		1		1		0		0		0		0		1		-		0		2		0		1		0		0		0		-		1		-		0		7		5		0		2		0

		01400		86*D0		0112		01				59								金融業，保険業 ギョウ				(59)		76		0		1		0		0		-		0		51		29		16		5		23		-		2		21		1		-		-		0		0		1		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				60								不動産業，物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ				(60)		32		1		0		0		0		-		0		16		12		3		1		6		0		3		2		7		0		0		0		0		7		0		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0112		01				61										不動産業 フドウサンギョウ		(61)		24		1		0		-		0		-		0		13		9		3		1		5		0		3		2		4		0		-		0		0		4		0		-		0		-		0		-		-		-		-		0		0		-		1		-		1		0		-

		01400		86*D0		0112		01				62										物品賃貸業 ブッピンチンタイギョウ		(62)		8		0		0		0		0		-		-		4		2		1		1		0		0		-		0		3		-		0		-		0		3		-		-		0		-		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				63								学術研究，専門・技術サービス業 ガクジュツケンキュウセンモンギジュツギョウ				(63)		60		0		17		3		1		0		14		33		22		9		2		2		0		0		1		3		-		0		0		0		3		-		1		4		-		1		0		-		0		0		3		0		0		1		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				64										学術・開発研究機関		(64)		5		0		1		0		0		0		1		2		2		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		-		-		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		-		0		-		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				65										専門サービス業（他に分類されないもの）		(65)		30		0		10		0		0		-		9		19		12		7		1		0		-		-		0		0		-		0		-		0		0		-		-		1		-		0		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				66										広告業		(66)		6		0		2		0		0		-		2		3		2		0		0		1		-		0		1		0		-		-		-		0		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		0		0

		01400		86*D0		0112		01				67										技術サービス業（他に分類されないもの） ギジュツ		(67)		19		0		4		2		1		-		2		8		6		1		1		0		0		-		0		2		-		0		0		0		2		-		0		3		-		0		0		-		0		0		2		-		0		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				68								宿泊業，飲食サービス業 インショクギョウ				(68)		196		1		3		-		2		-		0		7		4		3		0		13		12		-		1		161		0		0		72		87		1		-		0		1		-		1		-		-		0		-		0		0		-		10		2		5		3		0

		01400		86*D0		0112		01				69										宿泊業		(69)		26		0		0		-		0		-		0		2		2		1		0		1		0		-		0		19		0		0		3		15		1		-		0		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		4		-		4		1		-

		01400		86*D0		0112		01				70										飲食店		(70)		140		0		0		-		0		-		0		4		2		2		0		10		10		-		0		121		0		0		49		72		0		-		0		1		-		1		-		-		-		-		0		0		-		3		0		1		2		0

		01400		86*D0		0112		01				71										持ち帰り・配達飲食サービス業 モカエハイタツインショクギョウ		(71)		30		0		2		-		2		-		-		1		1		0		0		2		2		-		0		22		-		0		21		1		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		2		1		0		1		-

		01400		86*D0		0112		01				72								生活関連サービス業，娯楽業 セイカツカンレンギョウゴラクギョウ				(72)		118		0		5		0		0		-		5		15		13		2		1		8		1		5		2		79		0		48		2		19		9		0		0		3		0		2		-		-		0		-		1		0		0		7		2		3		2		0

		01400		86*D0		0112		01				73										洗濯・理容・美容・浴場業		(73)		63		0		0		-		0		-		0		7		6		0		0		2		0		2		0		49		-		48		0		0		1		-		-		0		-		0		-		-		0		-		0		-		-		4		2		0		1		0

		01400		86*D0		0112		01				74										その他の生活関連サービス業		(74)		22		0		0		0		0		-		0		4		3		1		0		4		0		3		1		10		0		0		0		1		9		-		-		2		0		2		-		-		-		-		0		0		-		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0112		01				75										娯楽業		(75)		32		0		4		-		0		-		4		4		3		1		0		1		1		0		0		20		-		0		1		19		0		0		0		0		-		0		-		-		-		-		0		0		0		2		-		1		0		-

		01400		86*D0		0112		01				76								教育，学習支援業				(76)		145		0		104		0		2		68		35		28		27		2		0		0		0		-		0		8		0		0		3		1		4		0		0		0		0		0		-		0		-		-		-		0		-		2		0		0		2		-

		01400		86*D0		0112		01				77										学校教育		(77)		96		0		72		0		1		67		3		15		14		1		0		0		0		-		-		7		0		-		3		0		3		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		0		-		2		0		0		2		-

		01400		86*D0		0112		01				78										その他の教育，学習支援業		(78)		49		0		33		0		0		1		32		13		12		1		0		0		0		-		0		1		-		0		0		1		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				79								医療，福祉				(79)		458		1		229		0		159		0		70		65		62		3		1		0		0		0		0		156		101		1		16		0		38		0		0		1		0		1		-		-		0		-		-		0		-		5		1		3		1		0

		01400		86*D0		0112		01				80										医療業		(80)		233		1		140		0		137		0		3		49		47		2		0		0		0		0		0		40		9		0		4		0		27		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		2		1		1		1		0

		01400		86*D0		0112		01				81										保健衛生		(81)		6		-		3		0		3		-		0		2		2		0		0		0		-		-		0		0		0		-		0		-		0		0		0		0		-		0		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				82										社会保険・社会福祉・介護事業		(82)		219		1		86		-		18		-		68		14		13		1		0		0		0		-		0		115		91		0		13		0		10		0		0		1		0		1		-		-		-		-		-		0		-		2		0		1		1		-

		01400		86*D0		0112		01				83								複合サービス事業 コト				(83)		16		0		0		0		0		-		0		15		6		3		6		1		0		0		0		0		0		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				84										郵便局		(84)		7		0		0		-		0		-		-		7		1		0		6		0		0		0		0		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		0		-		-		0

		01400		86*D0		0112		01				85										協同組合（他に分類されないもの）		(85)		9		0		0		0		0		-		0		8		5		2		0		1		0		0		0		0		0		-		-		-		-		-		0		0		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				86								サービス業（他に分類されないもの） タブンルイ				(86)		155		1		7		1		1		0		4		84		65		9		11		5		3		0		2		8		0		0		1		2		5		2		0		9		0		3		1		1		2		1		1		0		0		38		2		27		9		1

		01400		86*D0		0112		01				87										廃棄物処理業		(87)		4		0		0		-		0		-		-		3		2		0		0		0		-		-		0		0		-		-		-		-		0		-		0		0		-		0		-		-		-		-		-		0		-		1		0		1		0		-

		01400		86*D0		0112		01				88										自動車整備業		(88)		5		0		-		-		-		-		-		4		4		1		0		0		-		-		0		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				89										機械等修理業(別掲を除く) ベッケイノゾ		(89)		3		0		0		0		-		-		0		2		2		0		0		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		0		0		0		0		0		0		0		-		0		0		-		0		0

		01400		86*D0		0112		01				90										職業紹介・労働者派遣業 ショクギョウショウカイロウドウシャハケンギョウ		(90)		51		0		3		1		0		0		1		31		22		3		6		4		2		0		1		4		0		0		1		1		2		0		0		5		0		2		1		0		1		0		1		0		-		3		1		1		2		0

		01400		86*D0		0112		01				91										その他の事業サービス業		(91)		73		0		1		0		0		-		1		31		24		3		4		1		0		0		1		2		0		0		0		1		1		2		0		3		-		1		0		0		1		0		1		0		-		32		2		24		6		0

		01400		86*D0		0112		01				92										政治・経済・文化団体		(92)		11		0		1		0		0		-		0		10		8		1		0		0		0		-		0		0		-		-		-		0		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				93										宗教		(93)		5		-		1		-		-		-		1		2		1		0		0		-		-		-		-		2		-		-		0		0		2		-		0		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		1		0		0		1		-

		01400		86*D0		0112		01				94										その他のサービス業		(94)		1		0		0		0		0		-		0		1		1		0		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		0		0

		01400		86*D0		0112		01				95										外国公務		(95)		0		-		0		0		-		-		0		0		0		0		0		0		0		-		-		0		-		0		0		0		0		0		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		0		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				96								公務（他に分類されるものを除く） ノゾ				(96)		45		0		5		0		2		-		3		35		33		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		4		0		0		-		-		-		0		-		-		0		0		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				97										国家公務		(97)		10		0		1		0		0		-		1		8		7		0		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		0		-		-		0		-

		01400		86*D0		0112		01				98										地方公務		(98)		35		0		4		0		2		-		2		28		26		1		0		-		-		-		-		0		-		-		0		0		0		2		0		0		-		-		-		0		-		-		0		-		-		1		0		0		0		-

		01400		86*D0		0112		01				99								分類不能の産業				(99)		19		0		0		0		0		-		-		2		2		0		0		0		0		-		0		0		-		-		0		0		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		0		0		0		17





生産年齢人口の推移

		図1－1－4　高齢化の推移と将来推計

				0～14歳		15～64歳		65歳以上		総数

		1950		2,979		5,017		416		8,411

		1955		3,012		5,517		479		9,008

		1960		2,843		6,047		540		9,430

		1965		2,553		6,744		624		9,921

		1970		2,515		7,212		739		10,467

		1975		2,722		7,581		887		11,194

		1980		2,751		7,883		1,065		11,706

		1985		2,603		8,251		1,247		12,105

		1990		2,249		8,590		1,489		12,361

		1995		2,001		8,716		1,826		12,557

		2000		1,847		8,622		2,201		12,693

		2005		1,752		8,409		2,567		12,777

		2010		1,680		8,103		2,925		12,806

		2015		1,611		7,708		3,392		12,711

		2020		1,457		7,341		3,612		12,410

		2025		1,324		7,084		3,657		12,066

		2030		1,204		6,773		3,685		11,662

		2035		1,129		6,343		3,741		11,212

		2040		1,073		5,787		3,868		10,728

		2045		1,012		5,353		3,856		10,221

		2050		939		5,001		3,768		9,708

		2055		861		4,706		3,626		9,193

		2060		791		4,418		3,464		8,674

		資料：2010年までは総務省「国勢調査」、2015年は総務省「人口推計（平成27年国勢調査人口速報集計による人口を基準とした平成27年10月1日現在確定値）」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

		（注）1950年～2010年の総数は年齢不詳を含む。高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。
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４

１．航空イノベーションの取り組み



国土技術政策総合研究所１．航空イノベーションの取り組み

５

自動運転空港除雪車両の導入に関する研究

除雪作業計画の見直し、導入時の省力化･
効率化の算定･技術開発の方向性の検討
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６

２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化
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２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

分野 領域 例
フェーズⅠ
省力化

（実証実験）

フェーズⅡ
省力化

（試験運用・導入）

フェーズⅢ
自動化

（実証実験）

フェーズⅣ
自動化

（試験運用・導入）

旅客

乗降

PBB自動装着

輸送

ランプ車両自動運転

手荷
物

搭降
載

自動積み付け/取り降ろし

搭降載補助

IoTを活用した
作業員への
情報提供

貨物

搬送

貨物ドーリー、牽引車自動運転

梱包

IoTを活用した
作業員への
情報提供

機側でのボタン操作 遠隔操作による完全自動装着

自動運転レベル３相当
(運転者乗車。緊急時等に運転者が操作する必要) 自動運転レベル４相当（無人自動運転）

AIが積み付け位置を判断。ロボットが積み付け

作業支援ロボット、機械（人による作業との共存）

自動運転レベル３相当
(運転者乗車。緊急時等に運転者が操作する必要）

自動運転レベル４相当（無人自動運転）

タブレット、スマートグラス等で情報を共有
紙情報確認の手間を省略

2020年

出典：SBドライブ(株)HP

出典：ANA HP

出典：Digi Robotics HP

2017年 成田
【CYBERDYNE、ANA】

2017年 徳島
（機体10cm手前まで）
【新明和、徳島ビル( ANA/JAL)】

※ 技術の進展や新たな技術の出現に合わせて、随時、追加・削除・変更を行う。

2018年 仙台/成田/羽田/中部
【7グループ】

2019年 成田/中部/佐賀
【３グループ】

2016年 羽田【Power Stow、ANA】
2018年 成田/那覇/伊丹 【CYBERDYNE、ANA】
2019年 成田/羽田 【ATOUN、JAL】

新規達成項目：

【凡例】
2020.9 時点 実施・導入済み ：

実施・導入年次 、 実施・導入空港
【製造メーカーor商品名 、 使用者（AL等）】

2019年 国内主要空港・海外空港導入
【Net Line Load_JAL】

2019年 国内主要空港・海外空港導入
【Cargo Spot_JAL】

2019年 成田 導入
（機体10cm手前まで）
【新明和、NAA】

タブレット、スマートグラス等で情報を共有
紙情報確認の手間を省略

2020年 佐賀 試験運用
【豊田自動織機、ANA】

実施・導入年次 、 実施・導入空港
【製造メーカーor商品名 、 使用者（AL等）】

2025年

2030年

2025年

2020年 佐賀 導入 【ANA】
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２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

技術 ：車両自律型・路車連携型
時期 ：2019年1月15日～25日(平日)

技術 ：路車連携型
時期 ：2018年12月10日～11日

技術 ：車両自律型
時期 ：2019年4月23日～25日

技術 ：車両自律型
時期 ：2019年3月18日～20日

技術 ：車両自律型
時期 ：2019年2月19日～22日

仙台空港

羽田空港

豊田通商㈱

ｱｲｻﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｯﾌﾟ基盤㈱

愛知製鋼㈱
SBドライブ㈱
先進モビリティ㈱

㈱NIPPO
日本電気㈱

SBドライブ㈱

AiRO㈱

技術 ：車両自律型（GPS、LiDAR等）
時期 ：2020年度内（予定）

関西空港
AiRO㈱ （協力会社：スイスポートジャパン㈱ ）

佐賀空港
全日本空輸㈱

技術 ：車両自律型（カメラ、ジャイロ、GPS等）
時期 ：2019年9月30日～10月11日

技術 ：車両自律型（カメラ、ジャイロ、GPS等）
時期 ：2020年2月10日～14日

全日本空輸㈱
中部空港

定員：２４人

定員：１５人

牽引タイプ：最大6台連結

牽引タイプ：最大6台連結

定員：２８人

定員：１２人定員：５人

技術 ：車両自律型
時期 ：2018年12月17日～19日

鴻池運輸㈱ ㈱ZMP

AiRO㈱

技術 ：車両自律型（GPS、LiDAR等）
時期 ：2019年10月31日～

2020年3月31日
※2020年4月以降も継続して実施

日本航空㈱AiRO㈱
(協力会社：日本航空㈱ )
技術 ：車両自律型（GPS、LiDAR等）
時期 ：2020年11月10日～12日

牽引タイプ：4台連結

成田空港
＜物の輸送＞

＜人の輸送＞

定員：７人

技術 ：車両自律型
時期 ：2019年1月28日～30日
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２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

空港内における車両走行実態の把握（取得データ数）； 53地点、車両2234台、検知記録数3,011,711件
台 件 件/台

分析用車種区分 車両数 検知数 平均検知数

トーイングトラクタ― 455 694,205 1,526

貨物車両 354 555,813 1,570

整備関連車両 353 312,618 886

連絡車 295 495,383 1,679

ハンドリング用車両 156 279,791 1,794

給油関連車両 135 189,303 1,402

ケータリング車両 116 79,318 684

航空機牽引車 105 165,902 1,580

旅客輸送バス 71 105,903 1,492

空港維持関連車両 62 46,258 746

パッセンジャーステップ車 53 26,995 509

ハンドリング以外の貨物輸送車両 40 2,507 63

その他の車両 39 57,715 1,480

全車種計 2,234 3,011,711 1,348

車両数 検知数 平均検知数

トーイングトラクタ―

貨物車両

整備関連車両

連絡車

ハンドリング用車両

給油関連車両

ケータリング車両

航空機牽引車

旅客輸送バス

空港維持関連車両

パッセンジャーステップ車

ハンドリング以外の貨物輸送車両

その他の車両

国際貨物

国際旅客

国内貨物

国内第２旅客

国内第１旅客

整備

トリップデータ
（11月21日6~20時のGSE交通量



国土技術政策総合研究所２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

GSEシミュレーションモデルの条件設定（例）

STOP

速度V

距離L

ギャップ時間＝L÷V

ギ
ャ
ッ
プ

受
諾

確
率

0

1 （進入する）

（しない）

手動運転
自動運転
（手動運転よりも
長いギャップが
必要）

②交差点手前のリンクに自動走行GSEが
存在する場合には、自動走行GSE車両
以外は交差点手前で停止

※交差点手前のリンクは車両の
停止距離を考慮し15～20m
程度で設定

基本的な自動走行GSE車両の優先イメージ

自動走行GSE車両

非自動走行GSE車両

①交差点手前のリンクに自動走行GSE
車両が進入することで、交差点にお
ける進行を優先化

交差点進入時のギャップのイメージ

１0
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２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

Without With 1 With 2 With ３ With ４

自動走行車両の種別
なし 旅客輸送バス及びマイクロバス(BUS)、トーイングトラクター（TT）

自動走行車両の導入割
合 0％ 10％ 50％ 100％ 100％

自動化の
技術レベ
ル

走行速度
等 速い

BUS:30km/h
TT:15km/h

遅い
BUS：20km/h※

TT：15km/h

速い
BUS：30km/h

TT：15km/h

追い越し機
能 （あり）

なし
追い越し不可

あり
車車間通信により

追い越し可

運用ルー
ル 交差点通

過（交差点
の右左折
時の優先/
非優先）

速い
目配せ等の譲
合いで1台通過
後に右左折可

優先設定なし
(先着順通行)

遅い
対向右左折車がいなくなるまで停車

3-1 3-2

速い
車車間通信による

譲合いで1台通過後に
右左折可

速い
車車間通信による
譲合いで1台通過後

に右左折可

優先設定
なし

(現行通り)

優先設定
なし

(現行通り)

自動走行
優先等

(新ルール)
自動走行優先等

(新ルール)

※R1年度実証実験を参考に設定

交差点、優先車線の導入に関して、自動走行GSE車両の
導入割合を加味して、施策の有効性を机上検討した上で設定

＜自動走行GSE車両の優先化の目的＞ ○交差点における自動走行GSE 車両の円滑、安全な走行の確保
○自動走行GSE車両による時間損失の削減



国土技術政策総合研究所２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

Without（８時台）
自動走行なし

With3-1（８時台）

１2

 混雑時間帯において、いずれのエリアでも交通量が多い区間では区間平均走行速度の低下が顕在化。

 低速な自動走行車両が影響を及ぼしている可能性が高い。
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２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

 全GSE車両の総走行時間は自動化車両の割合が増えるに従い増加。

バスとトーイングトラクターの自動走行を100%導入すると（With3-1）、総走行時間は約22％増加。

 自動走行優先等新ルールを導入すると（ With3-1 ⇒With3-2）、総走行時間は11台時/日減少した。

 自動走行優先等新ルール導入に加えて、自動化の技術レベルが向上すると（With3-2⇒With4）、
総走行時間が250台時/日減少した。

図 GSE車両の走行時間（全GSE車両）

効率性

自動走行導入
100%

自動走行優先
有り

自動走行速度
速い

自動走行導入
100%

自動走行優先
無し

自動走行速度
遅い
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２．空港業務支援車両（GSE）の自動化・省力化

［技術的な検討課題］

航空機連動トリップデータの精緻化

実測データに基づく車両の走行速度の設定

車両1台単位での自動走行/有人走行等の性能設定とその影響分析

航空機の地上走行の反映

［成果を活用した検討課題］

自動走行車両導入促進に資するシナリオ設定とその影響分析

シミュレーション結果の評価方法の多様化

 GSEシミュレーションモデルの他空港・他時点への展開

シミュレーション評価における課題
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〇空港除雪の特殊性
・要求される精度について

国際基準※に定められる、滑り摩擦係数を満足することが必要
⇒ブラックトップ（アスファルト面の露出）が必要で、熟練者のノウハウが重要

・除雪完了目標時間
空港の安定的な運航のため除雪目標時間を設定
(新千歳空港では滑走路一本を閉鎖後20分で除雪完了）

⇒大型・高機能車両の導入により計画的・効率的な
運用を実施

〇空港内における位置認識技術
・滑走路等の広大な開放空間における自己位置認識
・降雪時における自己位置認識

３．空港除雪車両の自動化・省力化

※ 「Annex14」：ICAO（International Civil Aviation Organization、国際民間航空機関）

新千歳空港
除雪車両数９３台
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３．空港除雪車両の自動化・省力化

除雪車両の編成（例）

滑走路中心線
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３．空港除雪車両の自動化・省力化

①自動運転除雪技術の空港への適応性の検討

空港への適応性の検討

自動運転除雪技術の
動向調査

道路等

国内・国外

空港除雪作業計画等の課題抽出と対応

除雪体制・実施状況 安全管理方法

実態把握

自動運転技術開発段階毎に検討
研究
内容
①

②自動運転除雪車両導入時の
空港除雪作業計画等の検討

i-Snowロータリー除雪車
(平成31年3月 知床横断道路)

出典：北海道開発局
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１８

３．空港除雪車両の自動化・省力化

③必要となる自動運転除雪車両の技術課題の対応

既存技術のレビュー
開発動向の調査

自動運転除雪車両の
技術課題への対応

自己位置
認識技術

除雪作業の様子 出典：新千歳空港事務所

必要となる
施設整備

除雪機器操作
自動化技術

（１）自車位置の把握
高精度の衛星測位情報
による自車位置情報

道路施設位置や投雪禁
止区間などを反映した
３Dマップの構築

（３）安全確認
ミリ波レーダやステレオ
カメラ等で前方障害物
を検知

【ロータリ除雪車】
(２)作業装置操作の自動化

投雪操作の自動制御化

(４)車両運転
省力化（操舵・加減速）

【バックホウ】
（４）車両運転

省力化（ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ）

研究
内容
①②
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１９

④自動運転除雪車両導入時の省力化・効率化効果の評価手法の検討

自動運転除雪車両の導入効果イメージ（全幅除雪）
出典：東京航空局新千歳空港事務所「新千歳空港の除雪について」

自動運転化

作業員数〇人→●人

待機費用〇％削減

年間〇回出動回数減

⇒〇円程度削減

省力化・効率化効果
の評価手法を検討

除雪作業実績の把握

自動運転技術開発
段階別に検討

作業員確保が容易に

⇒出動基準の見直し

⇒費用削減

待機日数

３．空港除雪車両の自動化・省力化

作業員数・
車両編成

稼働日数

研究
内容
①②



国土技術政策総合研究所

２０

３．空港除雪車両の自動化・省力化

 第１段階として、運転支援システムを導入、省力化を目指す。

「積雪」「降雪」状況で自車位置測定技術を実証実験。

 第２段階として、除雪装置の操作や車両運転の自動化を目指す。

操作状況データを収集し、自動化操作を検討。

スケジュール
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• ご静聴ありがとうございました。
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