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15歳未満

15～64歳

65歳以上

男

女

世帯数※1

エンゲル係数

世帯の収入（月額）

世帯の消費支出（月額）

産業別就業者数※4

就業率※3

完全失業率

労働力人口※2

　　　（参考）　　　　　　全国沖縄県

54.0%　　　（1973年） 55.1%

1.90　　　（2012年）

人口

318,707円

142万人

68万人

5.7%

253,998円 116,992円　（1973年）

165,860円　（1973年）

2013年(平成25年)

1億2730万人

平均寿命

合計特殊出生率

１世帯当たり人員※1

1972年(昭和47年）

97万人

2.88　　　（1975年）

33.4%

　　　　　　78.96歳　　　（1975年）

37万人　　　（1973年）

3.5%　　　（1973年）

1億760万人

2.14　（1973年）

5326万人　（1973年）

1.3%　（1973年）

5184万世帯　（2010年）

2.42　（2010年）

2707万世帯　（1970年）

3.69　（1970年）2.63　　　（2010年）

　　　 1541万人(24.8%)

　　　 4445万人(71.5%)

沖縄の復帰時と現在の状況

1972年(昭和47年）
分野・事項

2013年(平成25年)

93,512円　　（1973年）

128,621円　　（1973年）

33.8%　　　（1973年）

           　  72.15歳 70.50歳           79.94歳

1.41　（2012年）

12.9%

75.94歳

17.6%

         　  87.02歳　　　（2010年）

523,736円

22.2%

            　 79.40歳

62.1%

25.1%

          86.41歳　　（2012年）

387,089円

　　　 2619万人(49.9%)
　　　　　　　　  　　  (1973年）

63.8%　（1973年）

6577万人

4.0%

56.9%

 　　　  233万人(3.7%)

第3次産業

第2次産業

第１次産業

人　口

・

労　働

59.6%

7.0%

64.0%

18.4%

68.5%

7.3%

人口割合

      6万1千人（16.9%）

      7万6千人（21.1%）

    22万4千人（62.0%）
                               　　　  　  （1973年）

     　 　3万人（4.8%）

    　　10万人（15.9%）

    　　50万人（79.4%）

 　　　  705万人(13.4%)

　　　 1923万人(36.6%)

52万世帯　　　（2010年）

24.2%

4.32　　　（1970年）

21万世帯　　　（1970年）

家　計

23.3% 30.1%　（1973年）



男

女

注）　データの制約上、1972年、2013年のデータがないものは直近の数値とし、（　）でデータ年を表記している。

　　　　　　30.8歳　 　　　　26.7歳　 　　　　　　29.9歳　 　　　　　　26.7歳

53.2%

平均初婚年齢※8

ランチョンミート 1缶（340g）

物価水準※5

テレビ　１台

バナナ　1kg

とうがん　1㎏

にがうり　1㎏

沖縄そば（外食）　1人前

分野・事項

年平均気温
（沖縄県：那覇、全国：東京）

年間降水量
（沖縄県：那覇、全国：東京）

出国者数

入域観光客数（外国客）※7

入域観光客数

輸入額

海外輸出額

 154,000円
（カラー・20型）

　　　　　　58,100円　　  （1973年）
　　　　　　　　（白黒・20型）

4459億円

　　　　　　　　61億円 　 （1973年）

　　　　　　 1052億円 　 （1973年）

　　　　　　 2万6千人

  2万5千人　  （1973年）

1.00　　　（1975年）

127円　　　（1973年）

2,071.0ミリメートル2,367.0ミリメートル

22.6度

　 　　　　　　24.6歳  　　（1973年）

26.5%

15.7度

1,627.5ミリメートル

17.1度

　　　　　　29.2歳　（2012年）

38.2%

122円※6　　（1973年）

　 　　　　24.3歳　　（1973年）

10兆314億円　（1973年）

10兆4044億円　（1973年）

52,483円
（液晶・32V型）

244円

280円

660円

256円

1.66

510円※6　　（1973年）

経済等
　　　　　　　　44万人 　　　　　　　　641万人 －－

沖縄県 　　　（参考）　　　　　　全国

1972年(昭和47年） 2013年(平成25年) 1972年(昭和47年）

81兆2425億円

69兆7742億円

　　　 473.8兆円　（2012年）
          （国内総生産）

229万人　（1973年）

74万人　（1973年）

                9万4千人

              55万1千人

3360億円　（2012年）

806億5千万円　（2012年）

3兆7955億円

2013年(平成25年)

－

－

1.791.00　　　（1975年）

－

－

その他

127円※6　　（1973年）

92.4兆円
（国内総生産）

46,583円
（液晶・32型）

211円

－

139円

174円　　　（1974年） 457円 583円
（中華そば）

125円
（中華そば）

－

大学への進学率

県内総生産

1,614.0ミリメートル

29.2%

　 　　　　　　28.5歳  　　（2012年）

23.3度

物　価
（価格は

沖縄県：那覇市、
全国：東京都区部）

1849万人　（2012年）

917万人　（2012年）



※１　2010年の数値は一般世帯、1970年の数値は普通世帯。

※２　労働力人口：15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの。

※３　就業率：15歳以上の人口に占める「就業者」の割合。

※４　産業別就業者数：第１次産業は、農業、林業及び漁業、第２次産業は、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業及び製造業、

　　　 第３次産業は、第１次・第２次産業以外の産業（分類不能の産業を除く）をいう。

　　　 産業分類改定のため、1973年と2013年とは接続しない。

※５　消費者物価指数（総合）： 総務省が公表した平成22年基準が1975年を1.00となるように再計算したもの。

※６　比較可能にするため、2013年の単位に合わせて換算したもの。

※７　全国の数値は外国人入国者数。

※８　結婚式を挙げたとき又は同居を始めたときのうち早いほうの年齢である。届出時の夫の住所である。

        1973年の数値：夫又は妻の平均婚姻年齢は出生年月及び同居年月による年齢の算術平均に0.46歳を加えて算出したもの。

        2012年の数値：夫又は妻の平均婚姻年齢は月齢の算術平均値から算出したもの。



＜出　典＞

事　項

人口 総務省　　 人口推計 推計人口（総人口）
世帯数 総務省　　 国勢調査 一般世帯数
１世帯当たり人員 総務省　　 国勢調査 一般世帯の１世帯当たり人員

合計特殊出生率 厚生労働省 人口動態統計 合計特殊出生率

人口割合 総務省　　 人口推計 推計人口（総人口）
平均寿命 厚生労働省 生命表 平均余命（0歳）
労働力人口 総務省　　 労働力調査（沖縄県統計資料WEBサイト） 労働力人口
完全失業率 総務省　　 労働力調査（沖縄県統計資料WEBサイト） 完全失業率
就業率 総務省　　 労働力調査（沖縄県統計資料WEBサイト） 就業率
産業別就業者数 総務省 労働力調査（沖縄県統計資料WEBサイト） 産業別就業者数

世帯の消費支出（月額） 総務省 家計調査
二人以上の世帯のうち勤労者世帯（農林魚家世帯を除
く）消費支出

世帯の収入（月額） 総務省 家計調査
二人以上の世帯のうち勤労者世帯（農林魚家世帯を除
く）実収入

エンゲル係数 総務省 家計調査
二人以上の世帯のうち勤労者世帯（農林魚家世帯を除
く）エンゲル係数

物価水準 総務省 消費者物価指数 消費者物価指数（CPI）

ランチョンミート　1缶（340g） 総務省 小売物価統計調査（沖縄統計年鑑） ポーク缶詰

にがうり　1㎏ 総務省 小売物価統計調査（沖縄統計年鑑） にがうり

とうがん　1㎏ 総務省 小売物価統計調査（沖縄統計年鑑） とうが

バナナ　1kg 総務省 小売物価統計調査 バナナ
沖縄そば（外食）　1人前 総務省 小売物価統計調査 沖縄そば
テレビ　１台 総務省 小売物価統計調査 テレビ
県内総生産（沖縄） 内閣府 県民経済計算 県内総生産（名目）（沖縄）
県内総生産（全国） 内閣府 国民経済計算（GDP統計） 国内総生産（名目）
海外輸出額（昭和47年沖縄） 財務省沖縄地区税関 管内貿易統計（沖縄統計年鑑） 輸出総額（昭和47年沖縄）
海外輸出額（平成25年沖縄） 財務省沖縄地区税関 外国貿易年表（沖縄統計年鑑） 輸出総額（平成25年沖縄）
海外輸出額（全国） 財務省 貿易統計 輸出総額（全国）
輸入額（昭和47年沖縄） 財務省沖縄地区税関 管内貿易統計 輸入総額（昭和47年沖縄）
輸入額（平成25年沖縄） 財務省沖縄地区税関 外国貿易年表 輸入総額（平成25年沖縄）
輸入額（全国） 財務省 貿易統計 輸入総額（全国）
入域観光客数 沖縄県 入域観光客統計 入域観光客数
入域観光客数（外国客）（沖縄） 沖縄県 入域観光客統計 入域観光客数（外国客）
入域観光客数（外国客）（全国） 法務省 出入国管理統計 入国者（外国人）
出国者数 法務省 出入国管理統計 出国者（日本人）
年間降水量 気象庁 過去の気象データ 年間降水量
年平均気温 気象庁 過去の気象データ 年平均気温
平均初婚年齢 厚生労働省 人口動態統計 平均婚姻年齢（初婚）
大学への進学率 文部科学省 学校基本調査（沖縄県統計資料WEBサイト） 進学率（高等学校）

出典


