
１ 主要指標項目別ベスト10 
○「Ⅰ とちぎの指標」において、本県が10位以内の指標について掲載しています。

時点 上位５都道府県 本県の

指    　  標  ・ 単位 全    国 栃木県 順　位

期間 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 6～10位

田面積 平成30年 k㎡ 25,831 961 北海道 新潟 秋田 宮城 福島 8位

雑種地面積 平成30年 k㎡ 5,951 248 北海道 千葉 茨城 栃木 兵庫 0

ゴルフ場用地面積 平成30年 k㎡ 1,361 86 北海道 千葉 兵庫 栃木 茨城 0

日最低気温0℃未満の日
昭和56～平成22年

平均値 日 － 79.7 北海道 岩手 青森 長野 山形 7位

性比(女性=100に対する男性割合） 令和元年 0 94.8 99.3 愛知 埼玉 茨城 神奈川 栃木 0

国籍別外国人数（ペルー人） 平成27年 人 34,575 2,376 愛知 神奈川 群馬 静岡 埼玉 6位

県内総生産額における第２次産業の生産額 平成29年度 10億円 155,078 4,307 愛知 東京 神奈川 大阪 静岡 10位

県内総生産額における第2次産業の構成比 平成29年度 ％ 27.6 47.1 滋賀 栃木 静岡 群馬 三重 0

県内総生産額における製造業の構成比 平成29年度 ％ 21.8 41.8 滋賀 栃木 静岡 三重 群馬 0

1人当たりの県民所得 平成29年度 千円 3,304 3,413 東京 愛知 栃木 静岡 群馬 0

県民所得における企業所得の構成比 平成29年度 ％ 28.1 33.7 山口 東京 徳島 京都 群馬 8位

販売農家数 平成27年 戸 1,329,591 39,810 茨城 新潟 福島 長野 兵庫 9位

耕地面積 平成30年 ha 4,420,000 123,200 北海道 新潟 茨城 青森 岩手 10位

耕地率 平成30年 ％ 11.9 19.2 茨城 千葉 佐賀 埼玉 栃木 0

農家一戸当たり耕地面積 平成30年 ha 2.05 2.22 北海道 青森 秋田 山形 富山 9位

耕地面積における田面積 平成30年 ha 2,405,000 96,400 北海道 新潟 秋田 宮城 福島 7位

作付延べ面積 平成30年 ha 4,048,000 118,700 北海道 茨城 新潟 秋田 青森 7位

耕作地利用率 平成30年 ％ 91.6 96.3 佐賀 福岡 宮崎 福井 滋賀 8位

農業産出額(合計) 平成30年 億円 91,283 2,871 北海道 鹿児島 茨城 千葉 宮崎 9位

農業産出額(米) 平成30年 億円 17,513 714 新潟 北海道 秋田 茨城 山形 9位

農業産出額(麦類) 平成30年 億円 414 43 北海道 栃木 福岡 佐賀 群馬 0

農業産出額(野菜) 平成30年 億円 23,212 815 北海道 茨城 千葉 熊本 愛知 10位

農業産出額(畜産) 平成30年 億円 32589 1095 北海道 鹿児島 宮崎 岩手 千葉 8位

農業産出額(乳用牛) 平成30年 億円 9339 416 北海道 栃木 熊本 千葉 岩手 0

農業産出額(生乳) 平成30年 億円 7,473 350 北海道 栃木 熊本 千葉 岩手 0

＊印は低位順
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時点 上位５都道府県 本県の

指    　  標  ・ 単位 全    国 栃木県 順　位

期間 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 6～10位

＊印は低位順

林家数における林業経営体の割合 平成27年 ％ 10.5 14.5 北海道 宮崎 奈良 鳥取 大分 6位

従業員一人当たりの年間商品販売額 平成27年 万円 1,895.7 1,921.6 東京 宮城 愛知 北海道 福島 7位

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ1店当たりの年間販売額 平成26年 百万円 185 205 福島 香川 東京 栃木 山口 0

広義ドラッグストアの1店当たりの年間販売額 平成26年 百万円 295 361 静岡 大分 福井 徳島 山口 6位

着工新設住宅の対前年度増加率（持家） 令和元年度 ％ -1.5 1.4 大阪 神奈川 岡山 新潟 高知 10位

温泉源泉数 平成30年度 箇所 27,283 629 大分 鹿児島 静岡 北海道 熊本 10位

温泉湧出量（自噴） 平成30年度 Kl/分 676.3 19.3 大分 岩手 鹿児島 北海道 長野 10位

温泉宿泊施設数 平成30年度 箇所 12,875 408 静岡 長野 大分 北海道 群馬・神奈川 10位

温泉宿泊施設収容定員 平成30年度 千人 1,323.0 50.7 静岡 北海道 長野 新潟 福島 7位

延宿泊利用人員 平成30年度 千人 130,564 4,641 北海道 静岡 長野 神奈川 大分 8位

ゴルフ場数 平成30年度 箇所 2,248 123 千葉 兵庫 北海道 栃木 茨城 0

ゴルフ場延利用者数 平成30年度 千人 84,875 4,774 千葉 兵庫 茨城 栃木 埼玉 0

ゴルフ場利用税調定額 平成30年度 百万円 43,309 2,227 千葉 兵庫 茨城 静岡 栃木 0

道路貨物運送業従業者数の増加率 平26.7.1～
平28.6.1 ％ -3.7 1.5 沖縄 長野 岐阜 石川 宮城 7位

鉄道貨物発着トン数（着） 平成30年度 千トン 29,009 1,575 東京 北海道 愛知 福岡 大阪 9位

労働力率 平成27年 ％ 60.0 61.4 東京 愛知 福井 長野 静岡 7位

労働力率（男） 平成27年 ％ 70.9 72.3 東京 愛知 埼玉 栃木 神奈川 0

15歳以上人口に占める就業者の割合 平成27年 ％ 57.5 58.8 東京 愛知 福井 長野 石川 10位

第2次産業就業者割合 平成27年 ％ 23.6 30.7 富山 滋賀 静岡 岐阜 愛知 8位

製造業就業者割合 平成27年 ％ 16.2 23.6 滋賀 愛知 静岡 富山 岐阜 7位

きまって支給する給与 平成30年 円 264,570 252,149 東京 神奈川 愛知 大阪 茨城 10位

中学校卒業者の就職率 平成31年3月 ％ 94.8 100.0 栃木県ほか31件
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時点 上位５都道府県 本県の

指    　  標  ・ 単位 全    国 栃木県 順　位

期間 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 6～10位

＊印は低位順

幼稚園の3歳在園者の割合 令和元年 ％ 29.9 31.6 山梨 長野 愛知 岐阜 和歌山 10位

幼保連携型認定こども園の３歳在園者の割合 令和元年 ％ 23.8 27.3 栃木 埼玉 愛媛 愛知 神奈川 0

幼保連携型認定こども園の４歳在園者の割合 令和元年 ％ 24.0 28.1 栃木 愛媛 神奈川 埼玉 東京 0

幼保連携型認定こども園の５歳在園者の割合 令和元年 ％ 24.3 27.5 沖縄 栃木 埼玉 愛媛 神奈川 0

他県の高等学校等に進学した者の割合（含通信制） 平成31年3月 ％ 5.0 7.3 奈良 埼玉 神奈川 滋賀 兵庫 6位

高等学校教員数（本務者）１人当たり生徒数 令和元年 人 13.7 14.3 東京 神奈川 愛知 埼玉 千葉 9位

特別支援学校幼稚部1学級当たりの在学者数 令和元年 人 3.0 3.7 福井 岐阜 兵庫 愛知 群馬 9位

特別支援学校小学部1学級当たりの在学者数 令和元年 人 3.3 3.7 東京 滋賀 栃木 愛媛 愛知 0

特別支援学校中学部1学級当たりの在学者数 令和元年 人 3.5 3.7 東京 愛媛 滋賀 愛知 大阪 8位

特別支援学校高等部1学級当たりの在学者数 令和元年 人 5.1 5.5 東京 熊本 愛知 青森 静岡 8位

特別支援学校高等部の卒業者の就職率 平成31年3月 ％ 32.3 39.5 鳥取 東京 広島 静岡 千葉 6位

大学生における私立大学生の割合 令和元年 ％ 73.8 77.8 神奈川 埼玉 東京 千葉 大阪 9位

一次活動
（生理的活動）の平均時間（女） 平成28年 分 649 654 秋田 岩手 青森 島根 山形・高知 9位

３次活動（自由に使える時間における活動）の
うち積極的自由時間活動の平均時間（男） 平成28年 分 92 95 京都 静岡 東京 石川

千葉　滋賀
大阪　愛媛 10位

３次活動（自由に使える時間における活動）の
行動者率　スポーツ（男）

平成27年10月～
平成28年10月 ％ 68.8 69.3 東京 埼玉 神奈川 10位

平均消費性向 令和元年 ％ 67.9 71.1 宮城 熊本 福岡 京都 岡山・宮崎 10位

負債現在高 平成26年 千円 5,333 5,609 東京 神奈川 埼玉 滋賀 愛知 7位

太陽光発電システム普及率 平成26年 ％ 6.6 11.8 宮崎 佐賀 山梨 鹿児島 栃木・熊本 0

自動車普及率 平成26年 ％ 84.8 96.4 山形 福井 長野 岐阜 佐賀 7位

ビデオカメラ普及率 平成26年 ％ 42.7 45.9 岐阜 栃木 東京 茨城 長野 0

住宅数の増加率 平成30年 ％ 2.9 5.4 福島 沖縄 栃木 宮城 群馬 0

保有自動車数(人口千人当たり) 令和元年 台 652.6 903.1 山梨 長野 群馬 茨城 栃木 0

自家用自動車数(1世帯当たり) 令和元年 台 1.27 1.92 福井 山形 長野 富山 群馬

運転免許保有率 令和元年 ％ 65.1 72.1 山梨 群馬 長野 栃木 茨城 0

運転免許保有率(男) 令和元年 ％ 72.9 77.8 山梨 秋田 和歌山 長野 栃木 0

運転免許保有率(女) 令和元年 ％ 57.7 66.4 群馬 長野 山梨 栃木 茨城 0

千葉・滋賀
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時点 上位５都道府県 本県の

指    　  標  ・ 単位 全    国 栃木県 順　位

期間 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 6～10位

＊印は低位順

*有訴者率(人口千人当たり) 平成28年 人 305.9 272.3 山形 茨城 山梨 0

*有訴者率（人口千人当たり）（男） 平成28年 人 271.9 244.6 山形 青森 栃木 茨城 沖縄 0

*有訴者率（人口千人当たり）（女） 平成28年 人 337.3 299.3 沖縄 栃木 茨城 山形 山梨 0

*日常生活に影響ある者率(人口千人当たり) 平成28年 人 126.0 112.1 愛知 埼玉 沖縄 茨城 栃木 0

*日常生活に影響ある者率（人口千人当たり）（男） 平成28年 人 113.1 102.2 愛知 埼玉 沖縄 0

*日常生活に影響ある者率（人口千人当たり）（女） 平成28年 人 138.0 121.6 愛知 沖縄 茨城 栃木 埼玉 0

*悪性新生物を死因とする日本人人口
10万人当たりの死亡者数 令和元年 人 304.2 300.7 沖縄 東京 滋賀 神奈川 愛知 10位

1日平均患者数（新入院）（人口万人当たり） 令和元年 人 3.6 3.1 埼玉 千葉 神奈川 静岡 栃木 0

1日平均患者数（退院）（人口万人当たり） 令和元年 人 3.6 3.1 埼玉 千葉 神奈川 静岡 栃木 0

国民健康保険被保険者百人当たり入院
件数 平成30年度 件 23.0 21.8 東京 愛知 埼玉 千葉 茨城 8位

国民健康保険被保険者１人当たり診察
費 平成30年度 円 278,165 273,654 東京 茨城 沖縄 埼玉 千葉 9位

財政力指数 平成30年度 0 0.518 0.651 東京 愛知 神奈川 大阪 千葉 8位

普通会計（歳入）1人当たりのうち地方税額 平成30年度 千円 161.8 147.4 東京 愛知 福井 三重 栃木 0

財源の内訳（自主財源） 平成30年度 ％ 56.4 53.4 東京 神奈川 愛知 大阪 千葉 10位

普通会計（歳出）のうち人件費の割合 平成30年度 ％ 25.7 29.8 埼玉 三重 滋賀 長野 千葉 9位

行政投資額の資金負担区分別割合（都道府県費） 平成29年度 ％ 26.7 29.6 東京 鳥取 福島 青森 島根 8位
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