
（資料5）人口規模別就業率上位・下位１０ （単位％）

上位 1 神奈川県 川崎市 60.2 愛知県 豊田市 64.5 愛知県 安城市 65.3 愛知県 西尾市 65.5 愛知県 碧南市 66.8 愛知県 渥美町 74.0 新潟県 粟島浦村 91.9

2 愛知県 名古屋市 60.1 愛知県 豊橋市 63.6 静岡県 富士市 62.7 愛知県 豊川市 65.2 長野県 茅野市 66.5 神奈川県 箱根町 70.9 沖縄県 北大東村 84.3

3 広島県 広島市 59.4 愛知県 岡崎市 63.2 長野県 松本市 62.6 長野県 飯田市 65.0 静岡県 裾野市 65.8 長野県 松川町 70.7 東京都 青ヶ島村 82.2

4 東京都 東京区部 59.0 静岡県 浜松市 63.2 福井県 福井市 62.0 愛知県 刈谷市 64.6 静岡県 御殿場市 65.8 兵庫県 三原町 70.2 東京都 小笠原村 82.0

5 埼玉県 さいたま市 58.9 長野県 長野市 62.9 埼玉県 草加市 61.7 愛知県 小牧市 64.3 静岡県 掛川市 65.7 長野県 中野市 69.9 沖縄県 南大東村 78.9

6 神奈川県 横浜市 57.8 埼玉県 川口市 61.9 静岡県 沼津市 61.6 石川県 小松市 64.3 岐阜県 高山市 65.6 愛知県 田原町 69.9 東京都 利島村 78.1

7 福岡県 福岡市 56.4 静岡県 静岡市 61.7 富山県 高岡市 61.6 埼玉県 戸田市 63.6 静岡県 袋井市 65.5 長野県 高森町 69.7 岐阜県 白川村 78.0

8 宮城県 仙台市 56.1 千葉県 市川市 61.6 三重県 鈴鹿市 61.5 静岡県 焼津市 63.6 長野県 塩尻市 65.2 長野県 小布施町 69.3 愛知県 赤羽根町 77.3

9 北海道 札幌市 54.9 富山県 富山市 60.6 愛知県 一宮市 61.4 埼玉県 三郷市 63.4 栃木県 黒磯市 65.2 静岡県 大東町 69.2 長野県 安曇村 76.4

10 京都府 京都市 54.8 石川県 金沢市 60.4 静岡県 清水市 61.1 静岡県 藤枝市 63.2 長野県 諏訪市 65.1 岩手県 胆沢町 69.2 長野県 川上村 76.2

下位 10 東京都 東京区部 59.0 東京都 八王子市 55.1 徳島県 徳島市 54.4 大阪府 松原市 53.6 沖縄県 糸満市 52.5 福岡県 稲築町 46.6 北海道 歌志内市 40.6

9 埼玉県 さいたま市 58.9 東京都 町田市 55.0 大阪府 和泉市 54.4 大阪府 羽曳野市 53.5 沖縄県 宜野湾市 52.4 和歌山県 串本町 46.4 愛媛県 弓削町 40.5

8 神奈川県 横浜市 57.8 鹿児島県 鹿児島市 54.9 東京都 三鷹市 54.1 愛媛県 新居浜市 53.4 福岡県 宗像市 52.3 沖縄県 与那城町 46.0 鹿児島県 笠沙町 39.7

7 福岡県 福岡市 56.4 大阪府 枚方市 54.7 兵庫県 宝塚市 54.1 大分県 別府市 52.9 神奈川県 逗子市 51.8 北海道 赤平市 45.7 北海道 大滝村 39.3

6 宮城県 仙台市 56.1 大阪府 高槻市 54.1 兵庫県 明石市 53.9 大阪府 富田林市 52.2 福岡県 飯塚市 51.5 福岡県 赤池町 45.1 和歌山県 熊野川町 38.7

5 北海道 札幌市 54.9 大阪府 堺市 53.7 大阪府 岸和田市 53.7 大阪府 河内長野市 52.1 沖縄県 具志川市 51.2 福岡県 香春町 44.9 北海道 上砂川町 38.6

4 京都府 京都市 54.8 和歌山県 和歌山市 53.4 兵庫県 川西市 52.7 北海道 江別市 51.2 福岡県 直方市 51.0 沖縄県 金武町 44.8 徳島県 一宇村 37.6

3 大阪府 大阪市 54.3 奈良県 奈良市 52.8 神奈川県 鎌倉市 52.7 沖縄県 沖縄市 51.0 北海道 登別市 50.9 福岡県 糸田町 44.3 長崎県 高島町 37.0

2 兵庫県 神戸市 52.4 長崎県 長崎市 52.7 北海道 函館市 51.8 北海道 室蘭市 50.1 熊本県 荒尾市 48.3 福岡県 川崎町 43.7 三重県 紀和町 35.3

1 福岡県 北九州市 52.0 沖縄県 那覇市 51.6 北海道 小樽市 51.4 福岡県 大牟田市 47.4 福岡県 田川市 48.0 北海道 三笠市 41.7 鹿児島県 鹿島村 34.9
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