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基礎データ
川崎市及び川崎市７行政区の人口、人口動態、事業所等
の基礎データをまとめました。
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1 川崎市基礎データ
項　　目 データ 単位 調査期日 項　　目 データ 単位 調査期日

人　　口 電気・ガス・上下水道
世帯数 647,225 世帯 平成21年4月1日 電力･電灯消費量 9,293,328 千 kwh 平成19年度
人口 1,399,401 人 平成21年4月1日 うち電灯消費量 2,900,106 千 kwh 平成19年度

男　性　 722,105 人 平成21年4月1日 都市ガス消費量 1,247,327 千㎥ 平成19年度
女　性　 677,296 人 平成21年4月1日 上水道給水量 154,525 千㎥ 平成19年度

性比(女性=100) 106.6 平成21年4月1日 下水道処理区域面積 10,621 ha 平成21年3月31日
平均年齢 40.9 歳 平成20年10月1日 交通・運輸
15歳未満人口割合 13.2 % 平成20年10月1日 ＪＲ乗車人員 22,706 万人 平成19年度
15～64歳人口割合 70.8 % 平成20年10月1日 私鉄乗車人員 27,575 万人 平成19年度
65歳以上人口割合 16.0 % 平成20年10月1日 市バス乗車人員 4,811 万人 平成19年度

人口動態 自動車台数 470,825 台 平成20年3月31日
出　生　 14,609 人 平成20年 教育・文化
死　亡　 8,739 人 平成20年 幼稚園
転　入　 111,132 人 平成20年 園　数　 87 園 平成20年5月1日
転　出　 96,872 人 平成20年 在園者数 23,471 人 平成20年5月1日

外国人登録人口 32,583 人 平成21年3月末日 小学校
昼間人口 1,154,436 人 平成17年10月1日 学校数　 119 校 平成20年5月1日
昼夜間人口比率 87.1 平成17年10月1日 児童数　 70,882 人 平成20年5月1日

事業所(民営) 中学校
事業所数 39,260 事業所 平成18年10月1日 学校数　 57 校 平成20年5月1日
従業者数 459,768 人 平成18年10月1日 生徒数　 30,119 人 平成20年5月1日

農　　業 高等学校
販売農家戸数(専業) 223 戸 平成17年2月1日 学校数　 25 校 平成20年5月1日
販売農家戸数(兼業) 545 戸 平成17年2月1日 生徒数　 21,577 人 平成20年5月1日
自給的農家戸数 558 戸 平成17年2月1日 図書館蔵書数 2,122,515 冊 平成20年3月31日

工　　業 住居・公園
事業所数 1,734 事業所 平成19年12月31日 着工新設住宅 15,506 戸 平成19年
従業者数 57,053 人 平成19年12月31日 公営住宅戸数 26,399 戸 平成20年3月31日
製造品出荷額等 4,935,042 百万円 平成19年12月31日 都市公園面積 503 ha 平成20年3月31日

商　　業 道路総延長 2,514 km 平成20年4月1日
卸売業 労働・社会保障

事業所数 1,629 事業所 平成19年6月1日 職業紹介状況
従業者数 22,203 人 平成19年6月1日 有効求人数　 157,094 人 平成19年

年間商品販売額 2,474,771 百万円 平成19年6月1日 有効求職者数 187,659 人 平成19年
小売業 生活保護

事業所数 7,476 事業所 平成19年6月1日 現に保護を受けている者 24,284 人 平成19年度月平均
従業者数 63,117 人 平成19年6月1日 　保護費 43,298 百万円 平成19年度

年間商品販売額 1,165,891 百万円 平成19年6月1日 国民健康保険被保険者数 437,630 人 平成19年度月平均
大型小売店 衛生・生活環境

店舗数 86 事業所 平成19年12月31日 平均寿命
従業者数 7,751 人 平成19年12月31日 男　性 80.55 年 平成19年

年間商品販売額 321,118 百万円 平成19年 女　性 88.23 年 平成19年
物　　価 ごみ収集量 456,621 t 平成20年度

消費者物価指数 (平成17年=100) 財政（当初予算額）
総合 101.3 平成20年平均 予算総額 1,333,432 百万円 平成20年度
食料 103.7 平成20年平均 一般会計予算 609,464 百万円 平成20年度

消費（家計） 市税収入額 288,808 百万円 平成20年度
総世帯消費支出 251,576 円 平成20年平均1か月間 市税 /一般会計歳入 47.4 % 平成20年度
うち勤労者世帯 治安・災害

実収入 476,509 円 平成20年平均1か月間 交通事故発生件数 5,138 件 平成20年
消費支出 272,257 円 平成20年平均1か月間 刑法犯認知件数 17,862 件 平成19年

市民経済計算 火災発生件数 434 件 平成19年
市内総生産 4,965,062 百万円 平成18年度 救急出場件数 58,631 件 平成19年
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2 3川崎区基礎データ 幸区基礎データ
項　　目 データ 単位 調査期日 項　　目 データ 単位 調査期日

人　　口 人　　口
世帯数 104,182 世帯 平成21年4月1日 世帯数 68,749 世帯 平成21年4月1日
人口 215,100 人 平成21年4月1日 人口 151,962 人 平成21年4月1日

男　性　 115,764 人 平成21年4月1日 男　性　 78,334 人 平成21年4月1日
女　性　 99,336 人 平成21年4月1日 女　性　 73,628 人 平成21年4月1日

性比(女性=100) 116.5 平成21年4月1日 性比(女性=100) 106.4 平成21年4月1日
平均年齢 43.3 歳 平成20年10月1日 平均年齢 42.7 歳 平成20年10月1日
15歳未満人口割合 11.7 % 平成20年10月1日 15歳未満人口割合 12.5 % 平成20年10月1日
15～64歳人口割合 68.5 % 平成20年10月1日 15～64歳人口割合 68.6 % 平成20年10月1日
65歳以上人口割合 19.5 % 平成20年10月1日 65歳以上人口割合 18.8 % 平成20年10月1日

人口動態 人口動態
出　生　 1,956 人 平成20年 出　生　 1,588 人 平成20年
死　亡　 1,984 人 平成20年 死　亡　 1,130 人 平成20年
転　入　 15,484 人 平成20年 転　入　 12,070 人 平成20年
転　出　 13,040 人 平成20年 転　出　 9,276 人 平成20年

外国人登録人口 11,948 人 平成21年3月末日 外国人登録人口 3,738 人 平成21年3月末日
昼間人口 257,521 人 平成17年10月1日 昼間人口 128,255 人 平成17年10月1日
昼夜間人口比率 126.7 平成17年10月1日 昼夜間人口比率 88.8 平成17年10月1日

事業所(民営) 事業所(民営)
事業所数 10,998 事業所 平成18年10月1日 事業所数 4,818 事業所 平成18年10月1日
従業者数 141,156 人 平成18年10月1日 従業者数 57,797 人 平成18年10月1日

農　　業 農　　業
販売農家戸数(専業) - 戸 平成17年2月1日 販売農家戸数(専業) 1 戸 平成17年2月1日
販売農家戸数(兼業) - 戸 平成17年2月1日 販売農家戸数(兼業) 2 戸 平成17年2月1日
自給的農家戸数 2 戸 平成17年2月1日 自給的農家戸数 6 戸 平成17年2月1日

工　　業 工　　業
事業所数 535 事業所 平成19年12月31日 事業所数 164 事業所 平成19年12月31日
従業者数 25,195 人 平成19年12月31日 従業者数 5,116 人 平成19年12月31日
製造品出荷額等 3,730,432 百万円 平成19年12月31日 製造品出荷額等 222,776 百万円 平成19年12月31日

商　　業 商　　業
卸売業 卸売業

事業所数 495 事業所 平成19年6月1日 事業所数 234 事業所 平成19年6月1日
従業者数 5,449 人 平成19年6月1日 従業者数 8,764 人 平成19年6月1日

年間商品販売額 510,520 百万円 平成19年6月1日 年間商品販売額 1,164,413 百万円 平成19年6月1日
小売業 小売業

事業所数 1,975 事業所 平成19年6月1日 事業所数 1,022 事業所 平成19年6月1日
従業者数 14,800 人 平成19年6月1日 従業者数 8,275 人 平成19年6月1日

年間商品販売額 331,298 百万円 平成19年6月1日 年間商品販売額 128,383 百万円 平成19年6月1日
教育・文化 教育・文化

幼稚園 幼稚園
園　数　 19 園 平成20年5月1日 園　数　 11 園 平成20年5月1日
在園者数 3,110 人 平成20年5月1日 在園者数 3,058 人 平成20年5月1日

小学校 小学校
学校数　 21 校 平成20年5月1日 学校数　 13 校 平成20年5月1日
児童数　 9,530 人 平成20年5月1日 児童数　 6,685 人 平成20年5月1日

中学校 中学校
学校数　 10 校 平成20年5月1日 学校数　 5 校 平成20年5月1日
生徒数　 4,107 人 平成20年5月1日 生徒数　 2,372 人 平成20年5月1日

治安・災害 治安・災害
交通事故発生件数 1,045 件 平成20年 交通事故発生件数 671 件 平成20年
刑法犯認知件数 5,466 件 平成19年 刑法犯認知件数 1,947 件 平成19年
火災発生件数 113 件 平成19年 火災発生件数 45 件 平成19年
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4 5中原区基礎データ 高津区基礎データ
項　　目 データ 単位 調査期日 項　　目 データ 単位 調査期日

人　　口 人　　口
世帯数 113,717 世帯 平成21年4月1日 世帯数 98,902 世帯 平成21年4月1日
人口 227,065 人 平成21年4月1日 人口 213,392 人 平成21年4月1日

男　性　 118,572 人 平成21年4月1日 男　性　 108,827 人 平成21年4月1日
女　性　 108,493 人 平成21年4月1日 女　性　 104,565 人 平成21年4月1日

性比(女性=100) 109.3 平成21年4月1日 性比(女性=100) 104.1 平成21年4月1日
平均年齢 39.5 歳 平成20年10月1日 平均年齢 39.7 歳 平成20年10月1日
15歳未満人口割合 12.8 % 平成20年10月1日 15歳未満人口割合 13.6 % 平成20年10月1日
15～64歳人口割合 73.6 % 平成20年10月1日 15～64歳人口割合 72.4 % 平成20年10月1日
65歳以上人口割合 13.6 % 平成20年10月1日 65歳以上人口割合 13.9 % 平成20年10月1日

人口動態 人口動態
出　生　 2,729 人 平成20年 出　生　 2,386 人 平成20年
死　亡　 1,309 人 平成20年 死　亡　 1,181 人 平成20年
転　入　 22,116 人 平成20年 転　入　 16,058 人 平成20年
転　出　 17,952 人 平成20年 転　出　 16,047 人 平成20年

外国人登録人口 4,194 人 平成21年3月末日 外国人登録人口 3,886 人 平成21年3月末日
昼間人口 190,372 人 平成17年10月1日 昼間人口 163,541 人 平成17年10月1日
昼夜間人口比率 90.4 平成17年10月1日 昼夜間人口比率 81.1 平成17年10月1日

事業所(民営) 事業所(民営)
事業所数 6,732 事業所 平成18年10月1日 事業所数 5,429 事業所 平成18年10月1日
従業者数 87,447 人 平成18年10月1日 従業者数 61,076 人 平成18年10月1日

農　　業 農　　業
販売農家戸数(専業) 11 戸 平成17年2月1日 販売農家戸数(専業) 39 戸 平成17年2月1日
販売農家戸数(兼業) 46 戸 平成17年2月1日 販売農家戸数(兼業) 86 戸 平成17年2月1日
自給的農家戸数 47 戸 平成17年2月1日 自給的農家戸数 113 戸 平成17年2月1日

工　　業 工　　業
事業所数 290 事業所 平成19年12月31日 事業所数 401 事業所 平成19年12月31日
従業者数 10,592 人 平成19年12月31日 従業者数 8,691 人 平成19年12月31日
製造品出荷額等 654,110 百万円 平成19年12月31日 製造品出荷額等 200,261 百万円 平成19年12月31日

商　　業 商　　業
卸売業 卸売業

事業所数 202 事業所 平成19年6月1日 事業所数 179 事業所 平成19年6月1日
従業者数 1,795 人 平成19年6月1日 従業者数 1,787 人 平成19年6月1日

年間商品販売額 328,292 百万円 平成19年6月1日 年間商品販売額 97,728 百万円 平成19年6月1日
小売業 小売業

事業所数 1,355 事業所 平成19年6月1日 事業所数 861 事業所 平成19年6月1日
従業者数 9,913 人 平成19年6月1日 従業者数 8,214 人 平成19年6月1日

年間商品販売額 146,157 百万円 平成19年6月1日 年間商品販売額 171,963 百万円 平成19年6月1日
教育・文化 教育・文化

幼稚園 幼稚園
園　数　 14 園 平成20年5月1日 園　数　 10 園 平成20年5月1日
在園者数 3,329 人 平成20年5月1日 在園者数 4,050 人 平成20年5月1日

小学校 小学校
学校数　 19 校 平成20年5月1日 学校数　 16 校 平成20年5月1日
児童数　 11,016 人 平成20年5月1日 児童数　 11,514 人 平成20年5月1日

中学校 中学校
学校数　 10 校 平成20年5月1日 学校数　 6 校 平成20年5月1日
生徒数　 4,456 人 平成20年5月1日 生徒数　 4,001 人 平成20年5月1日

治安・災害 治安・災害
交通事故発生件数 566 件 平成20年 交通事故発生件数 907 件 平成20年
刑法犯認知件数 3,031 件 平成19年 刑法犯認知件数 2,298 件 平成19年
火災発生件数 34 件 平成19年 火災発生件数 70 件 平成19年
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6 7宮前区基礎データ 多摩区基礎データ
項　　目 データ 単位 調査期日 項　　目 データ 単位 調査期日

人　　口 人　　口
世帯数 90,049 世帯 平成21年4月1日 世帯数 102,283 世帯 平成21年4月1日
人口 215,394 人 平成21年4月1日 人口 210,831 人 平成21年4月1日

男　性　 108,398 人 平成21年4月1日 男　性　 110,460 人 平成21年4月1日
女　性　 106,996 人 平成21年4月1日 女　性　 100,371 人 平成21年4月1日

性比(女性=100) 101.3 平成21年4月1日 性比(女性=100) 110.1 平成21年4月1日
平均年齢 40.1 歳 平成20年10月1日 平均年齢 39.9 歳 平成20年10月1日
15歳未満人口割合 15.3 % 平成20年10月1日 15歳未満人口割合 12.3 % 平成20年10月1日
15～64歳人口割合 69.9 % 平成20年10月1日 15～64歳人口割合 72.8 % 平成20年10月1日
65歳以上人口割合 14.9 % 平成20年10月1日 65歳以上人口割合 14.8 % 平成20年10月1日

人口動態 人口動態
出　生　 2,378 人 平成20年 出　生　 2,068 人 平成20年
死　亡　 1,045 人 平成20年 死　亡　 1,189 人 平成20年
転　入　 16,057 人 平成20年 転　入　 17,033 人 平成20年
転　出　 14,997 人 平成20年 転　出　 15,618 人 平成20年

外国人登録人口 3,050 人 平成21年3月末日 外国人登録人口 3,762 人 平成21年3月末日
昼間人口 145,647 人 平成17年10月1日 昼間人口 154,901 人 平成17年10月1日
昼夜間人口比率 70.1 平成17年10月1日 昼夜間人口比率 75.4 平成17年10月1日

事業所(民営) 事業所(民営)
事業所数 4,018 事業所 平成18年10月1日 事業所数 4,545 事業所 平成18年10月1日
従業者数 40,633 人 平成18年10月1日 従業者数 38,904 人 平成18年10月1日

農　　業 農　　業
販売農家戸数(専業) 68 戸 平成17年2月1日 販売農家戸数(専業) 53 戸 平成17年2月1日
販売農家戸数(兼業) 139 戸 平成17年2月1日 販売農家戸数(兼業) 131 戸 平成17年2月1日
自給的農家戸数 138 戸 平成17年2月1日 自給的農家戸数 111 戸 平成17年2月1日

工　　業 工　　業
事業所数 152 事業所 平成19年12月31日 事業所数 124 事業所 平成19年12月31日
従業者数 2,242 人 平成19年12月31日 従業者数 2,416 人 平成19年12月31日
製造品出荷額等 42,437 百万円 平成19年12月31日 製造品出荷額等 43,555 百万円 平成19年12月31日

商　　業 商　　業
卸売業 卸売業

事業所数 325 事業所 平成19年6月1日 事業所数 123 事業所 平成19年6月1日
従業者数 3,190 人 平成19年6月1日 従業者数 798 人 平成19年6月1日

年間商品販売額 309,636 百万円 平成19年6月1日 年間商品販売額 38,142 百万円 平成19年6月1日
小売業 小売業

事業所数 669 事業所 平成19年6月1日 事業所数 977 事業所 平成19年6月1日
従業者数 7,003 人 平成19年6月1日 従業者数 8,354 人 平成19年6月1日

年間商品販売額 163,003 百万円 平成19年6月1日 年間商品販売額 121,918 百万円 平成19年6月1日
教育・文化 教育・文化

幼稚園 幼稚園
園　数　 11 園 平成20年5月1日 園　数　 14 園 平成20年5月1日
在園者数 4,122 人 平成20年5月1日 在園者数 3,238 人 平成20年5月1日

小学校 小学校
学校数　 17 校 平成20年5月1日 学校数　 15 校 平成20年5月1日
児童数　 12,699 人 平成20年5月1日 児童数　 9,904 人 平成20年5月1日

中学校 中学校
学校数　 8 校 平成20年5月1日 学校数　 9 校 平成20年5月1日
生徒数　 5,361 人 平成20年5月1日 生徒数　 5,325 人 平成20年5月1日

治安・災害 治安・災害
交通事故発生件数 794 件 平成20年 交通事故発生件数 674 件 平成20年
刑法犯認知件数 1,491 件 平成19年 刑法犯認知件数 2,328 件 平成19年
火災発生件数 65 件 平成19年 火災発生件数 52 件 平成19年
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8 麻生区基礎データ
項　　目 データ 単位 調査期日 項　　目 データ 単位 調査期日

人　　口 人　　口
世帯数 69,343 世帯 平成21年4月1日 世帯数 102,283 世帯 平成21年4月1日
人口 165,657 人 平成21年4月1日 人口 210,831 人 平成21年4月1日

男　性　 81,750 人 平成21年4月1日 男　性　 110,460 人 平成21年4月1日
女　性　 83,907 人 平成21年4月1日 女　性　 100,371 人 平成21年4月1日

性比(女性=100) 97.4 平成21年4月1日 性比(女性=100) 110.1 平成21年4月1日
平均年齢 41.9 歳 平成20年10月1日 平均年齢 39.9 歳 平成20年10月1日
15歳未満人口割合 13.8 % 平成20年10月1日 15歳未満人口割合 12.3 % 平成20年10月1日
15～64歳人口割合 68.2 % 平成20年10月1日 15～64歳人口割合 72.8 % 平成20年10月1日
65歳以上人口割合 17.9 % 平成20年10月1日 65歳以上人口割合 14.8 % 平成20年10月1日

人口動態 人口動態
出　生　 1,504 人 平成20年 出　生　 2,068 人 平成20年
死　亡　 901 人 平成20年 死　亡　 1,189 人 平成20年
転　入　 12,314 人 平成20年 転　入　 17,033 人 平成20年
転　出　 9,942 人 平成20年 転　出　 15,618 人 平成20年

外国人登録人口 2,005 人 平成21年3月末日 外国人登録人口 3,762 人 平成21年3月末日
昼間人口 114,199 人 平成17年10月1日 昼間人口 154,901 人 平成17年10月1日
昼夜間人口比率 74.6 平成17年10月1日 昼夜間人口比率 75.4 平成17年10月1日

事業所(民営) 事業所(民営)
事業所数 2,720 事業所 平成18年10月1日 事業所数 4,545 事業所 平成18年10月1日
従業者数 32,755 人 平成18年10月1日 従業者数 38,904 人 平成18年10月1日

農　　業 農　　業
販売農家戸数(専業) 51 戸 平成17年2月1日 販売農家戸数(専業) 53 戸 平成17年2月1日
販売農家戸数(兼業) 141 戸 平成17年2月1日 販売農家戸数(兼業) 131 戸 平成17年2月1日
自給的農家戸数 141 戸 平成17年2月1日 自給的農家戸数 111 戸 平成17年2月1日

工　　業 工　　業
事業所数 68 事業所 平成19年12月31日 事業所数 124 事業所 平成19年12月31日
従業者数 2,801 人 平成19年12月31日 従業者数 2,416 人 平成19年12月31日
製造品出荷額等 41,471 百万円 平成19年12月31日 製造品出荷額等 43,555 百万円 平成19年12月31日

商　　業 商　　業
卸売業 卸売業

事業所数 71 事業所 平成19年6月1日 事業所数 123 事業所 平成19年6月1日
従業者数 420 人 平成19年6月1日 従業者数 798 人 平成19年6月1日

年間商品販売額 26,040 百万円 平成19年6月1日 年間商品販売額 38,142 百万円 平成19年6月1日
小売業 小売業

事業所数 617 事業所 平成19年6月1日 事業所数 977 事業所 平成19年6月1日
従業者数 6,558 人 平成19年6月1日 従業者数 8,354 人 平成19年6月1日

年間商品販売額 103,169 百万円 平成19年6月1日 年間商品販売額 121,918 百万円 平成19年6月1日
教育・文化 教育・文化

幼稚園 幼稚園
園　数　 8 園 平成20年5月1日 園　数　 14 園 平成20年5月1日
在園者数 2,564 人 平成20年5月1日 在園者数 3,238 人 平成20年5月1日

小学校 小学校
学校数　 18 校 平成20年5月1日 学校数　 15 校 平成20年5月1日
児童数　 9,534 人 平成20年5月1日 児童数　 9,904 人 平成20年5月1日

中学校 中学校
学校数　 9 校 平成20年5月1日 学校数　 9 校 平成20年5月1日
生徒数　 4,497 人 平成20年5月1日 生徒数　 5,325 人 平成20年5月1日

治安・災害 治安・災害
交通事故発生件数 481 件 平成20年 交通事故発生件数 695 件 平成19年
刑法犯認知件数 1,301 件 平成19年 刑法犯認知件数 2,328 件 平成19年
火災発生件数 55 件 平成19年 火災発生件数 52 件 平成19年


