




表 3 事業所数・従業者数・製造品出荷額等対前年増減

対前年 対前年 対前年 対前年 製造品 対前年 対前年
増減数 増減率 増減数 増減率 出荷額等 増減数 増減率

事業所 % 人 ％ 万円 ％

合計 -205 -4.9 合計 171 0.1 合計 39,014,931 4.2

非鉄 5 9.3 はん用 765 8.7 情報 12,470,208 282.8
石油 0 0.0 情報 763 26.1 電気 8,308,590 18.7
ゴム -1 -1.6 電気 708 5.4 非鉄 6,608,650 23.9
皮革 -1 -50.0 ゴム 599 9.8 輸送 6,367,487 2.6
化学 -2 -1.7 金属 422 3.4 はん用 5,889,071 27.1

はん用 -2 -1.2 食料 211 1.3 石油 3,261,081 6.3
紙 -4 -5.0 化学 118 0.9 プラ 2,440,185 7.8

業務用 -4 -6.1 その他 106 4.8 ゴム 2,380,467 13.2
情報 -5 -21.7 飲料 63 3.4 生産用 1,422,720 7.6
輸送 -5 -1.6 石油 22 1.7 食料 1,159,459 3.1
飲料 -7 -7.0 印刷 9 0.4 化学 685,860 0.7
窯業 -7 -2.3 非鉄 -13 -0.4 印刷 209,350 5.4
その他 -7 -5.6 生産用 -16 -0.2 飲料 202,497 2.9
電子 -8 -7.3 皮革 -23 -46.9 木材 66,660 1.6
印刷 -10 -7.8 紙 -33 -1.7 繊維 -85,455 -1.6
鉄鋼 -10 -8.3 プラ -113 -1.0 鉄鋼 -161,808 -1.7
家具 -13 -12.7 木材 -120 -5.4 家具 -237,189 -7.5
プラ -13 -4.8 窯業 -168 -1.9 窯業 -335,089 -1.3

生産用 -15 -4.7 鉄鋼 -169 -5.5 紙 -386,374 -4.5
食料 -16 -2.8 家具 -204 -11.0 金属 -1,775,252 -5.4
金属 -16 -3.3 業務用 -303 -7.2 業務用 -3,517,099 -12.7
電気 -17 -7.1 繊維 -317 -9.2 電子 -5,539,765 -2.9
繊維 -23 -11.2 輸送 -396 -1.0
木材 -24 -12.2 電子 -1,740 -8.0

事業所数 従業者数

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
増減数 増減率 増減数 増減率 出荷額等 増減数 増減率

事業所 ％ 人 ％ 百万円 ％

合 計 -205 -4.9 合 計 171 0.1 合 計 390,149 4.2

300人以上 5 6.0 300人以上 1,713 2.2 300人以上 413,331 6.9

30～99人 3 0.5 30～99人 175 0.5 30～99人 19,212 1.7

10～19人 1 0.1 10～19人 22 0.2 100～299人 12,892 0.8

100～299人 1 0.4 100～299人 -147 -0.4 4～9人 -10,781 -9.3

20～29人 -19 -3.7 20～29人 -490 -3.9 20～29人 -17,571 -7.0

4～9人 -196 -11.1 4～9人 -1,102 -10.4 10～19人 -26,934 -10.7

事業所数 従業者数

表3-2 従業者規模別（対前年増減実数の順による）

※ 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。



対前年 対前年 対前年 対前年 製造品 対前年 対前年
増減数 増減率 増減数 増減率 出荷額等 増減額 増減率

事業所 ％ 人 ％ 万円 ％

合 計 -205 -4.9 合 計 171 0.1 合 計 39,014,931 4.2

明和町 4 6.9 津市 490 2.3 四日市市 23,746,527 10.6

木曽岬町 2 5.0 東員町 433 10.9 いなべ市 11,261,710 13.1

紀宝町 2 10.5 玉城町 379 12.8 亀山市 7,451,703 7.4

朝日町
1 3.1

鈴鹿市
360 1.8

伊賀市
7,033,775 12.1

川越町
-1 -1.1

名張市
224 3.5

玉城町
4,632,536 58.9

度会町
-1 -4.3

四日市市
206 0.6

桑名市
3,242,055 7.4

御浜町 -1 -10.0 桑名市 149 1.2 伊勢市 2,657,509 10.4

玉城町 -2 -5.6 木曽岬町 139 9.0 松阪市 2,656,887 6.4

鳥羽市 -3 -5.7 菰野町 91 2.0 名張市 1,509,329 7.7

大紀町
-3 -9.4

朝日町
68 2.8

東員町
1,428,841 11.5

南伊勢町
-3 -17.6

紀宝町
61 7.1

菰野町
631,020 4.8

尾鷲市
-4 -10.0

大紀町
59 6.5

朝日町
498,167 6.5

熊野市
-4 -10.8

尾鷲市
49 9.0

木曽岬町
478,067 11.9

大台町 -4 -9.5 明和町 35 2.0 大紀町 309,393 20.5

多気町 -5 -8.3 大台町 6 0.9 紀宝町 286,734 7.1

紀北町 -5 -10.6 御浜町 2 1.0 明和町 60,959 2.9

鈴鹿市
-6 -2.0

度会町
-7 -2.6

尾鷲市
42,606 3.8

亀山市
-7 -4.9

鳥羽市
-19 -2.5

大台町
41,351 6.8

東員町
-8 -9.1

熊野市
-28 -5.3

熊野市
5,843 0.9

菰野町
-8 -6.3

川越町
-29 -1.5

御浜町
-14,116 -4.2

桑名市 -9 -2.5 紀北町 -89 -9.0 度会町 -15,996 -5.5

いなべ市 -11 -5.2 南伊勢町 -102 -26.7 鳥羽市 -31,136 -3.1

志摩市 -11 -14.1 亀山市 -134 -1.3 志摩市 -35,935 -2.0

名張市
-12 -9.2

志摩市
-176 -11.9

南伊勢町
-63,479 -20.3

伊賀市
-12 -3.6

多気町
-210 -4.7

川越町
-97,942 -1.7

津市
-18 -4.0

伊賀市
-247 -1.4

紀北町
-293,810 -20.4

伊勢市 -21 -7.2 伊勢市 -435 -4.5 多気町 -900,701 -2.6

四日市市 -24 -3.7 いなべ市 -505 -3.2 津市 -12,310,345 -14.0

松阪市 -31 -8.2 松阪市 -599 -4.2 鈴鹿市 -15,196,621 -10.1

事業所数 従業者数

表3－3 市町別（対前年増減実数の順による）


