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目  で  見  る  市  民  の  く  ら  し

1ｋ㎡当たり人口1,232人

（令和3年10月1日現在）

1世帯平均2.2人

（令和3年10月1日現在）

1日に1.1人

（令和2年）

1日に6.9人

（令和2年）

1日に6.6人

（令和2年）

1世帯当たり1日0.95㎥

（令和2年度）

1日に入車5,734台

出車5,645台

（令和2年）

卸売業105,009万円

小売業 14,929万円

(平成28年6月1日現在)

市民1人当たり167,339円

（令和2年度）
市民1人1日に931g

（令和2年度）

1日に2.3人

（令和2年）

人口密度 世帯人員 出 生

上 水 道

死 亡 転 入 転 出

インター利用状況 乗客（駅合計）

１商店当たり年間商品
市 税 ご み

1日に4,767人

（令和2年）



64.3%

（令和2年度）

1日に3.3㎘

（令和2年度）

1日に0.7件

（令和2年）
1日に0.1件

（令和2年）

1日に8.5件

（令和2年）
1日に1.5件

（令和2年）

161,221万円

（令和2年6月1日現在）

1工場当たり製造品

出荷額等（従業者4人以上）

し尿処理 交通事故 火 災

救急車出動件数 犯 罪 大学等進学率


