
熊本県市町村ランキング

1位 2位 3位 合志市 順位 調査期日 資料出所

総面積 天草市 八代市 山都町 53.19（ｋ㎡） 38 H29.10.1 全国都道府県市区町村別面積調

人口 熊本市 八代市 天草市 60,280（人） 5 H29.10.1 熊本県推計人口調査

人口密度 熊本市 合志市 菊陽町 1,133.3（人／ｋ㎡） 2 H29.10.1 全国都道府県市区町村別面積調
熊本県推計人口調査

人口増加率 合志市 嘉島町 菊陽町 1.64（％） 1 H29.10.1 熊本県推計人口調査

平均年齢（歳） 五木村 山都町 美里町 43.1（歳） 43 H29.10.1 熊本県推計人口調査

一世帯当たり人員 氷川町 山江村 益城町 2.8（人） 12 H29.10.1 熊本県推計人口調査

婚姻率（千人当たり） 大津町 菊陽町 小国町 4.5（件） 8 平成28年 人口動態調査

離婚率（千人当たり） 五木村 山江村 西原村 1.8（件） 12 平成28年 人口動態調査

出生率（千人あたり） 菊陽町 嘉島町 合志市 11.6（件） 3 平成28年 人口動態調査

百歳以上の人口 熊本市 八代市 天草市 42（人） 8 H29.10.1 熊本県推計人口調査

持ち家比率 球磨村 相良村 和水町 74.3（％） 31 H27.10.1 国勢調査

住宅地平均価格 熊本市 菊陽町 合志市 39,500（円／㎡） 3 H29.7.1 くまもとの地価

水道普及率
合志市
大津町
益城町

100.0（％） 1 H28.3.31 熊本県の水道

交通事故発生件数（一万人当たり） 嘉島町 菊陽町 玉東町 32.5（件） 13 平成29年 交通事故統計

刑法犯認知件数（千人当たり） 嘉島町 菊陽町 熊本市 2.52（件） 30 平成29年 県内の犯罪情勢

火災発生件数（千世帯当たり） 和水町 水上村 高森町 0.7（件） 32 平成28年 熊本県消防保安課資料

小売商店数（千人当たり） 嘉島町 天草市 小国町 4.6(店） 44 H26.7.1 経済センサス－基礎調査

飲食店・宿泊業数（千人当たり） 南小国町 小国町 南阿蘇村 2.4（店） 38 H26.7.1 経済センサス－基礎調査

乗用車保有台数（百世帯当たり） 西原村 嘉島町 南阿蘇村 80.8（台） 14 H29.3.31 九州運輸局資料

財政力指数 菊陽町 熊本市 大津町 0.64 5 Ｈ28年度 市町村別決算状況一覧表（確報値）

就業者比率 南小国町 西原村 産山村 55.3（％） 25 H27.10.1 国勢調査

第一次産業就業率 産山村 山都町 水上村 5.3（％） 42 H27.10.1 国勢調査

第二次産業就業率 長洲町 大津町 南関町 26.6（％） 8 H27.10.1 国勢調査

第三次産業就業率 熊本市 人吉市 水俣市 68.1（％） 7 H27.10.1 国勢調査

完全失業率 荒尾市 宇土市 益城町 2.7 10 H27.10.1 国勢調査

市町村内総生産 熊本市 八代市 天草市 198,178（百万円） 4 平成26年度 市町村民経済計算

一人当たり市町村民所得 嘉島町 五木村 菊陽町 2,570（千円） 6 平成26年度 市町村民経済計算

事業所（民営）数（千人当たり） 嘉島町 小国町 南小国町 24.1（所） 45 H24.2.1 平成24年経済センサス-活動調査

農家数 熊本市 天草市 八代市 699（戸） 27 H27.2.1 2015年農林業センサス

水稲収穫量（10a当たり） 氷川町
熊本市
大津町
嘉島町

523（kg） 18 平成29年 作況調査

耕地面積 熊本市 阿蘇市 八代市 2,220（ha) 14 平成29年 作物統計調査

林家数 天草市 山都町 八代市 39（戸） 42 H27.2.1 2015年農林業センサス

製造業事業所数（従業者4人以上） 熊本市 八代市 天草市 50（所） 12 H28.6.1 平成28年経済センサス活動調査

製造品出荷額等 熊本市 合志市 菊陽町 311,044（百万円） 2 H28.6.1 平成28年経済センサス活動調査

一人当たり普通建設事業費 五木村 産山村 球磨村 31.4(千円） 43 平成27年度 地方財政状況調査関係資料

養護老人ホームの入所者数 熊本市 天草市 八代市 9（人） 30 H28.4.1 熊本県高齢者関係資料集

医療施設数 熊本市 八代市 天草市 61（箇所） 10 H28.10.1 医療施設調査

医師数（一万人当たり） 水俣市 熊本市 人吉市 19.1（人） 14 H28.12.31 医師・歯科医師・薬剤師調査

国民健康保険被保険者一人当たり療養諸費 水俣市 苓北町 津奈木町 404,547（円） 13 Ｈ27年度 熊本県国民健康保険事業状況報告
書

献血者数 熊本市 八代市 天草市 690（人） 12 Ｈ28年度 熊本県赤十字血液センター資料

ホテル・旅館数 熊本市 天草市 阿蘇市 4（箇所） 31 H29.3.31 衛生行政報告例

旅券申請件数（千人当たり） 菊陽町 玉東町 合志市 25.4（件） 3 平成28年 熊本県旅券発給概況

老人クラブ加入率 相良村 湯前町 南阿蘇村 14.4（％） 37 H28.3.31 熊本県高齢者関係資料集

小学校及び義務教育学校第１学年児童数に対する
幼稚園修了者比率

南関町 長洲町 大津町 21.7（％） 18 H28.5.1 学校基本調査

小学校一校当たり児童数 合志市 菊陽町 熊本市 636（人） 1 H28.5.1 学校基本調査

中学校一校当たり生徒数 菊陽町 合志市 大津町 637（人） 2 H28.5.1 学校基本調査

平成30年3月23日

※参考資料：統計刊行物「熊本くらしの指標100（平成29年度版）
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