
１ 平成 21 年工業統計調査の概要 （従業者 4人以上の事業所） 

 

－平成 21 年 12 月 31 日現在における本県の工業（製造業）の状況－ 

 

表 1 主要指標（従業員 4人以上の事業所） 

 平成 20 年 平成 21 年 対前年増減数 対前年増減率 

事業所数 4,685 事業所 4,188 事業所 ▲497 事業所 ▲10.6％

従業者数 208,341 人 190,014 人 ▲18,327 人 ▲8.8％

製造品出荷額等 11 兆 7,451 億円 9兆 3,746 億円 ▲2兆 3,705 億円 ▲20.2％

現金給与総額 1 兆 344 億円 8,759 億円 ▲1,585 億円 ▲15.3％

原材料使用額等 8 兆 3,891 億円 6兆 2,294 億円 ▲2兆 1,597 億円 ▲25.7％

付加価値額 2 兆 7,067 億円 2兆 3,169 億円 ▲3,898 億円 ▲14.4％

※付加価値額欄について、従業者 29 人以下の事業所の粗付加価値額を含みます。 

 

◎事業所数は、4,188 事業所で、前年と比べて 497 事業所（10.6%）減少しました。 

 業  種  別 → 化学で増加、金属、電気など 21 業種で減少しました。  （表３－１） 

 

従業者規模別 → 全ての規模で減少しました。             （表３－２） 

 

 市  町  別 → 全ての市町で減少しました。             （表３－３） 

 

◎従業者数は、190,014 人で 18,327 人（8.8％）減少しました。 

 業  種  別 → 化学、情報など 4業種で増加し、輸送、電子など 20 業種で減少しまし

た。                         （表３－１） 

 従業者規模別 → 全ての規模で減少しました。             （表３－２） 

 

 市  町  別 → 伊賀市、朝日町の２市町で増加、その他の市町で減少しました。 

                                    （表３－３） 

 

◎製造品出荷額等は、9兆 3,746 億円で、2兆 3,705 億円（20.2％）減少しました。 

 業  種  別 → 輸送、電子など 22 業種で減少しました。        （表３－１） 

 

 従業者規模別 → 全ての規模で減少しました。             （表３－２） 

 

 市  町  別 → 御浜町で増加、その他の市町で減少しました。      (表３－３) 





表 3 事業所数・従業者数・製造品出荷額等対前年増減 

 

表 3-1  産業中分類別（対前年増減実数の順による）  

 対前年 対前年   対前年 対前年 製造品  対前年 対前年
事業所数 

 増減数 増減率  
従業者数 

 増減数 増減率 出荷額等  増減数 増減率

 

合計 -497

％ 

-10.6 
 

 

合計 

人

-18,327

％

-8.8

 

合計 

万円

-237,047,399

％

-20.2

化学 2 1.8  化学 1,037 8.4 飲料 -200,701 -2.8

石油 0 0.0  情報 197 7.2 木材 -382,726 -8.4

皮革 0 0.0  プラ 34 0.3 家具 -725,281 -18.6

情報 -4 -14.8  皮革 6 14.0 印刷 -1,071,715 -21.5

鉄鋼 -5 -4.0  石油 -4 -0.3 紙 -1,110,358 -11.5

紙 -6 -7.0  印刷 -138 -6.4 繊維 -1,126,742 -17.2

業務用 -7 -9.6  食料 -140 -0.8 食料 -1,179,859 -3.0

印刷 -10 -7.2  紙 -144 -7.0 金属 -2,200,027 -6.2

ゴム -12 -16.0  木材 -151 -6.4 情報 -2,539,331 -36.5

非鉄 -13 -19.4  家具 -180 -8.8 プラ -2,738,658 -8.1

はん用 -19 -10.1  その他 -213 -8.8 業務用 -3,270,793 -10.6

飲料 -20 -16.7  鉄鋼 -234 -7.1 鉄鋼 -3,548,356 -27.0

繊維 -20 -8.8  飲料 -242 -11.5 ゴム -5,805,456 -24.4

家具 -20 -16.4  繊維 -518 -13.1 窯業 -9,042,586 -25.5

プラ -23 -7.9  非鉄 -575 -15.4 はん用 -10,214,497 -32.0

その他 -24 -16.0  生産用 -845 -8.6 生産用 -16,453,568 -46.8

電子 -27 -19.7  金属 -869 -6.5 電気 -17,495,774 -28.2

木材 -31 -13.7  ゴム -1,124 -15.6 化学 -18,294,722 -14.9

窯業 -31 -9.1  はん用 -1,218 -12.2 石油 -21,275,113 -29.2

輸送 -38 -10.6  業務用 -1,227 -22.7 非鉄 -22,360,221 -44.7

生産用 -40 -11.2  窯業 -1,383 -13.7 電子 -42,376,561 -17.9

食料 -46 -7.4  電気 -2,004 -13.2 輸送 -52,763,671 -17.6

電気 -49 -17.1  電子 -3,537 -14.0

金属 -54 -10.1  輸送 -4,855 -11.2

※製造品出荷額等については、「皮

革」「その他」の 2 業種について秘匿し

ています。 

 

表 3-2  従業者規模別（対前年増減実数の順による） 

対前年 対前年  対前年 対前年 製造品 対前年 対前年
事業所数 

増減数 増減率 
 

従業者数 
増減数 増減率 出荷額等 増減数 増減率

    ％    人 ％   百万円 ％

合     計 -497 -10.6   合     計 -18,327 -8.8 合     計 -2,370,474 -20.2 

300 人以上 -11 -11.6   20～29 人 -1,037 -7.6 4～9 人 -35,532 -23.6 

100～299 人 -18 -6.7   10～19 人 -1,038 -7.1 10～19 人 -36,287 -12.6 

30～99 人 -39 -6.2   4～9 人 -1,595 -13.0 20～29 人 -43,033 -14.7 

20～29 人 -43 -7.7   100～299人 -2,298 -5.2 30～99 人 -249,225 -18.1 

10～19 人 -76 -7.1   30～99 人 -2,318 -6.7 100～299人 -379,657 -18.6 

4～9 人 -310 -14.9  300 人以上 -10,041 -11.3 300 人以上 -1,626,740 -21.4

 



 

表 3－3  市町別（対前年増減実数の順による） 

対前年 対前年  対前年 対前年 製造品  対前年 対前年 
事業所数  増減数 増減率 

 

従業者数 増減数 増減率 出荷額等 増減額 増減率 

    ％    人 ％   万円

合    計 -497  -10.6    合    計 -18,327 -8.8  合    計 -237,047,399 -20.2 

朝日町 -2  -5.9    伊賀市 586 3.6  御浜町 12,483 3.8 

御浜町 -2  -16.7    朝日町 185 8.1  大紀町 -7,967 -0.5 

菰野町 -3  -2.3    御浜町 -3 -1.5  尾鷲市 -19,652 -1.7 

尾鷲市 -4  -9.1    尾鷲市 -14 -2.5  南伊勢町 -66,564 -17.5 

多気町 -4  -6.3    鳥羽市 -18 -2.4  度会町 -79,361 -21.6 

東員町 -5  -5.4    木曽岬町 -56 -3.5  熊野市 -185,051 -22.3 

度会町 -5  -17.9    明和町 -67 -3.7  大台町 -185,107 -23.2 

大紀町 -5  -13.5    度会町 -71 -21.1  鳥羽市 -200,121 -16.7 

鳥羽市 -6  -10.2    大台町 -77 -10.2  紀北町 -200,144 -12.2 

木曽岬町 -6  -13.0    南伊勢町 -84 -18.0  明和町 -301,431 -12.4 

大台町 -6  -12.5    川越町 -94 -4.7  志摩市 -428,186 -19.5 

南伊勢町 -6  -26.1    大紀町 -102 -10.2  紀宝町 -590,502 -12.7 

紀宝町 -6  -24.0    紀宝町 -117 -11.9  木曽岬町 -751,413 -15.8 

明和町 -7  -10.8    熊野市 -150 -22.1  川越町 -1,463,351 -20.3 

熊野市 -8  -17.8    多気町 -161 -3.5  朝日町 -2,037,114 -20.9 

志摩市 -8  -9.3    志摩市 -174 -10.5  東員町 -2,306,664 -15.7 

川越町 -8  -8.1    紀北町 -273 -21.5  菰野町 -2,415,394 -15.4 

玉城町 -8  -18.2    東員町 -294 -6.9  玉城町 -3,144,788 -28.6 

名張市 -12  -8.4    菰野町 -476 -9.3  名張市 -5,300,386 -21.4 

紀北町 -12  -20.3    玉城町 -482 -14.0  桑名市 -8,862,435 -16.9 

亀山市 -13  -8.4    名張市 -732 -10.3  伊勢市 -9,415,790 -26.9 

いなべ市 -21  -9.1    四日市市 -805 -2.5  松阪市 -11,323,271 -21.4 

松阪市 -25  -6.2    松阪市 -1,016 -6.7  伊賀市 -13,816,783 -19.2 

伊賀市 -36  -9.7    桑名市 -1,358 -9.9  多気町 -14,500,343 -29.5 

伊勢市 -47  -13.9    伊勢市 -1,436 -13.0  いなべ市 -19,299,885 -18.3 

鈴鹿市 -50  -14.1    亀山市 -1,781 -14.3  津市 -20,030,780 -18.6 

津市 -53  -10.6    いなべ市 -2,144 -11.9  鈴鹿市 -35,473,071 -19.1 

桑名市 -58  -13.8    津市 -2,757 -11.7  亀山市 -37,281,632 -26.9 

四日市市 -71  -9.8    鈴鹿市 -4,356 -17.9  四日市市 -47,372,696 -17.5 

                   

 


