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「2019～ 2020食品流通実勢マップ」の見方

 ●本書の「地区」区分について（全国 10地区）

 

◆民力、流通、消費関係の各全国データを掲載。
◆各都道府県のデータは、「地域編」をご覧下さい。

総 合 編
◆ 47都道府県別データ

地 域 編

 ■本書の「民力」および「国土形成計画」については、「国土形成計画」（国土交通省）に基づき解説されています。詳しくは総合編「全国民力」の項をご覧下さい。
■本書の「地方生活圏」区分については、「地方生活圏の概要」項をご覧下さい。
■本書の主な出典物・参考資料および凡例については、「主な資料の出典先と凡例」をご覧下さい。

地　区 都道府県名

 北海道 北海道

 東　北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、
新潟県

 関　東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、
神奈川県、山梨県

 中　部 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

 北　陸 富山県、石川県、福井県

地　区 都道府県名

 近　畿  滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和
歌山県

  中　国  鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

 四　国  徳島県、香川県、愛媛県、高知県

  九　州  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

  沖　縄  沖縄県

 主な資料の出典先と凡例
 ● 地域編

地方開発促進計画
 （1）国土交通省「北海道総合開発計画」
 　　「国土形成計画（広域地方計画）」「沖縄振興基本方針」

各地方・都道府県民力・生活圏
【民力】
 （1）（公財）国土地理協会「平成 30年住民基本台帳人口要覧」
 　・市町村の変更は、平成 30年 12月 31日現在。
 （2）経済産業省「平成 28年経済センサス - 活動調査」
 　・ －は該当数値なし、Xは個々の申告者の秘密が漏れる 

おそれがあるため秘匿した箇所。

各地方生活圏スーパーデータ
 →詳細は次頁～参照。

各都道府県流通関連業績一覧
 （1）日本食糧新聞社「2018 全国食品流通総覧」
 　・原則として年商 10億円以上の企業を掲載。
 　・年月欄は、決算年（西暦末尾）月。
 　・売上高は一部推定、単体決算。
 　・調査期間は平成 29年５月～９月に実施。
 　・ 原則として各企業に調査票を送付し、流通関連と回答

した企業を集計している。

各都道府県スーパー業績一覧
 （1）㈱商業界「日本スーパー名鑑 '19」
 　・ 原則としてセルフサービスによる販売方法を採用する

店舗で、売場面積 231㎡以上、もしくは年商１億円以
上の企業を掲載。

 　・調査期間は平成 30年６月～８月。

各都道府県主要ＣＶＳ・ミニスーパー業績一覧
 （1）財務省「有価証券報告書総覧」
 　・ 店舗数・売上高・商品別売上構成比＝原則としてフラ

ンチャイズチェーンとボランタリーチェーンの数字を
合わせたもの。

 　・原則として平成 30年度決算のデータ。

各都道府県道の駅一覧
 （1）国土交通省ホームページ
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 卸売業
 １．主として次の業務を行う事業所をいう。
 ⑴ 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。
 ⑵ 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用
使用者に商品を大量又は多額に販売するもの。

 ⑶ 主として業務用に使用される商品｛事務用機械及び家具、病院、美容院、レ
ストラン、ホテルなどの設備、産業用機械（農業用器具を除く）など｝を
販売するもの。

 ⑷ 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所（主として統
括的管理的事務を行っている事業所を除く）

 ⑸ 他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の
売買のあっせんをするもの。

 ２．事業所の業態による分類
 卸売業に含まれる事業所の主な業態は次のとおりである。
 ⑴ 卸売業（卸売商、産業用大口配給業、卸売を主とする商事会社、買継商、仲
買人、農産物集荷業、製造業の会社の販売事務所、貿易商など）

 ⑵ 製造問屋（自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場
などに支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で卸売するもの）（注１）

 ⑶ 代理商、仲立業（エイジェント、ブローカー、コミッションマーチャント）
 代理商、仲立業は主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代
理又は仲立を行うものである。このような事業所は商品の所有権を持たず、ま
た、価格の設定、商品の保管、輸送などの業務を一般に行わないものである。

 3. 業務の種類による分類
 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・
金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業（代理商、仲立業を除く）
は、販売される主要商品によって業種別に分類される。

小売業
 １．主として次の業務を行う事業所をいう。
 ⑴ 個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの
 ⑵ 建設業、農林水産業（法人組織）、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、
学校、官公庁等の産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの

 普通その取り扱う主要商品によって分類される場合と、洋品雑貨店、小間
物店、荒物店などのように通常の呼称によって分類される場合とがある。

 ２．次に掲げるものは小売業として分類されるので注意しなければならない。
 ⑴ 商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所は卸売業、小売業に分類
される。

  なお、修理を専業としている事業所はサービス業（他に分類されないもの）
に分類される。修理のために部分品などを取替えても販売とはみなさない。

 ⑵ 製造小売業
 製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造
小売業（菓子屋、パン屋などにこの例が多い）は製造業とせず、小売業に
分類される。

 なお、製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している
場合は、製造業に分類される。

 ⑶ ガソリンスタンドは小売業に分類される。

 ⑷ 行商、旅商、露天商など
 これらは一定の事業所を持たないもの、また、恒久的な事業所を持たない
ものが多いが、その業務の性格上小売業に分類される。

 ⑸ 官公庁、会社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で当該事業所の
経営に係るものはその事業所に含めるが、その売店が当該事業所以外のもの
によって経営される場合には別の独立した事業所として小売業に分類される。

百貨店、総合スーパー
 衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上
いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者
が常時 50人以上のものをいう。ただし、従業者が常時 50人以上であって
も衣、食、住にわたらない事業所は主たる販売商品によって分類する。

 ○百貨店・デパートメントストア（従業者が常時50人以上のもの）：総合スーパー
（従業者が常時 50人以上のもの）

コンビニエンスストア（飲食料品を中心とするものに限る）
 　主として飲食料品を中心とした各種最寄り品をセルフサービス方式で小売す
る事業所で、店舗規模が小さく、終日又は長時間営業を行う事業所をいう。
ドラッグストア
 　主として医薬品、化粧品を中心とした健康及び美容に関する各種の商品を中
心として、家庭用品、加工食品などの最寄り品をセルフサービス方式によって
小売する事業所をいう。
飲食サービス業
 　飲食サービス業とは、主として客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の
食料品又は飲料をその場所で飲食させる事業所並びに、客の注文に応じ調理し
た飲食料品をその場所で提供又は客の求める場所に届ける事業所及び客の求め
る場所において、調理した飲食料品を提供する事業所をいう。

 　なお、ここでいう調理とは、形状・性質を変える加熱、切断、調整（成型・味付）
をいい、単に再加熱するだけのものは含まない。

 　また、百貨店、遊園地などの一区画を占めて飲食サービス業が営まれている
場合、それが独立の事業所であれば飲食サービス業に含まれる。
料理品小売業
 　主として各種の料理品（折詰料理、そう菜など）を小売する事業所をいう。
 　ただし、客の注文によって調理をし提供（持ち帰り又は配達）する事業所は、
持ち帰り・配達飲食サービス業に分類される。
 ○そう（惣）菜屋：折詰小売業：揚物小売業：駅弁売店：調理パン小売業（サ
ンドイッチ、ハンバーガーなど他から仕入れたもの又は作り置きのもの）：
おにぎり小売業：すし小売業（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）：
煮豆小売業：ハンバーガー店（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）：
持ち帰り弁当屋（他から仕入れたもの又は作り置きのもの）：ピザ小売業（他
から仕入れたもの又は作り置きのもの）

 ×すし店（客の注文によって調理するもの）：ハンバーガー店（客の注文によっ
て調理するもの）：持ち帰り弁当屋（客の注文によって調理するもの）：ピ
ザ小売業（客の注文によって調理するもの）：仕出し料理・弁当屋：ケータ
リングサービス：給食センター

出典：総務省「日本標準産業分類（平成 25年 10月改定）」
注　： １．製造小売に対して製造卸という言葉が一般に使用されているが，これは製造業者

の卸売をいうのであるから，ここでいう仕入卸とは厳格に区分されなければならない。

● 産業分類の定義 卸売業

 地域編における 地方生活圏の概要
 ★建設省は、「地域開発の主要課題」（昭和 43 年 7 月）において
地方生活圏構想を提唱したが新全総の広域生活圏を受けその
考え方を一層明確化するとともに、昭和 44 年以後「地方生活
圏整備」の施策を展開することとし、首都圏、近畿圏、中部
圏の大都市圏域を除く全国土に 168（現在は 179）の地方生活
圏を設定して「地方生活圏整備計画」を策定し、整備に取り
組んできた。

★地方生活圏の構想のねらいは、圏域内の住民すべてが都市の
もつ利便性と農山漁村のもつ自然のよさの両方を享受できる
ような条件を整備し、豊かで住み良く安定した地域社会を建
設することである。三全総でいう定住構想は、経済の安定成
長時代を背景とし、国土の均衡ある利用を図りながら人間居
住の総合的環境を形成するという構想であり、地方生活圏構想と軌を一にし
ている。また、四全総でいう多極分散型国土の拠点圏域の形成の観点からも、
良好な生活環境と高度な都市機能を有し、かつ自立的発展基盤を備えた生活
圏の整備がますます重要となっている。

★構想のねらいを達成するために、行政、買物、医療、通勤、通学等、住民の
日常生活上の行動範囲の広さと、公共公益施設、業務施設等の配置とに対応
して、地方生活圏をいくつかの地層的な圏域、すなわち、地方生活圏－ 2次
生活圏－ 1次生活圏－基礎集落圏に区分し、各圏域はそれぞれの中心都市（又
は中心部）を持った形で構成されている。

★以上のように構成された地方生活圏について建設省は、住み良い・安定した
地域社会の建設をめざし、従来より、各種所管事業を推進してきたところで
ある。特に昭和 61 年度からは、新たな地域振興のための支援施策として「地
方生活圏地域振興推進計画」（ＳＴＥＰＰ計画）制度を創設し、定住化の促進
や地域産業の活性化など地域の自立的発展の核となる複合的なプロジェクト
計画についてその推進に必要かつ不可欠な基盤整備を強力に推進している。

★本書（地域編）では、この「地方生活圏整備計画」に基づき、全国を 220 の
地方生活圏に区分、設定されている。

地方生活圏 2次生活圏 1次生活圏 基礎集落圏
圏域範囲 半径

20～ 30km
半径 6～ 10km 半径 4～ 6km 半径 1～ 2km

時間距離 バス
1～ 1.5 時間

バス 1時間以内
バス 15分

自転車 30分
限界 15～ 30分

老人・幼児の
徒歩

中心都市及び
中心部人口

15 万人以上 1万人以上 5千人以上 1千人以上

中心部の施設 総合病院、各種
学校、中央市場
等の広域利用施
設

高度の買い物ができる商店街、
専門医をもつ病院高等学校等の
地方生活圏、中心都市の広域利
用施設に準じた施設

役場、診療所、集
会場、小中学校等
基礎的な公共公益
的施設

児童保育、老人
福祉等の福祉施
設

 標準的な圏域構成
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 主な資料の出典先と凡例
青森県

① 1,308,707 人 ② 619,836 人
③ 688,871 人 ④ ▲ 15,154 人
⑤ ▲ 1.14 ％ ⑥ 591,371 世帯
⑦ 927 店 ⑧ 7,680 億 9,000 万円
⑨ 3,465 店 ⑩ 4,553 億 7,300 万円
凡例▶①人口総数　②人口（男）　③人口（女）　④
人口増減数　⑤増減率　⑥世帯数　⑦食料・飲料
卸売業・事業所数　⑧食料・飲料卸売業・年間商品
販売額　⑨飲食料品小売業・事業所数　⑩飲食料品
小売業・年間商品販売額　（①～⑥H30 年住民基
本台帳人口要覧／⑦～⑩H28年経済センサス - 活
動調査）

平均人員 2.21 人 エンゲル係数 27.2
出生率 1.43 人 県内総生産 4兆 5,402 億円
寿命（男） 78.7 歳 1人当たり県民所得 246万 2,029 円
寿命（女） 85.9 歳 小売・卸事業所数 15,799

▶ 国土地理協会　「平成30年住民基本台帳人口要覧」
総務省統計局　「家計調査年報　平成30年」
厚生労働省　「人口動態統計」（平成29年）「都道府県別生命表」（平成27年）
経済社会総合研究所　「県民経済計算」（2015年）
総務省・経済産業省　「H28年経済センサス - 活動調査」

将来推計人口（千人）

平成 27年 1,308

令和２年 1,236

令和７年 1,157

令和 12年 1,076

令和 17年 994

注　：平成 27 年基準

▶  国立社会保障・人口問題研究
所「日本の都道府県別将来推計
人口平成30年 3月推計」

人口・世帯数の推移
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注 ： 平成25年以降は外国人を含めた数値。
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▶   国土地理協会　「住民基本台帳人口要覧」

公共施設数

※１世帯当たりの年間品目別支出
　金額（平成28～30年平均）

カップ麺

さけ

貝類

ほたて貝

塩干魚介

  りんご（26.8）

米（13.8）

豚（8.4）

ブロイラー（6.8）

鶏卵（6.4）

合　計
6,758
事業所

すし店 251

食堂・レストラン
816

その他飲食店
3,707

専門料理店
1,394

喫茶店
434

そば・うどん店
156

民営飲食店事業所数

県全体と県庁所在地比較【年齢階級別人口】
（県全体）

（人） （人）80歳以上
75～79歳
70～74歳
65～69歳
60～64歳

50～54歳
55～59歳

45～49歳
40～44歳
35～39歳
30～34歳
25～29歳
20～24歳
15～19歳
10～14歳
5～9歳
0～4歳

1,308,707
合　計

0 18000 36000 54000 72000 900001800036000540007200090000 0

619,836 688,871

55,208

89,894

▼ 総務省
「平成30年住民基本台帳人口要覧」

▼
  ■保育所・老人福祉施設　厚生労働省「平成
29年社会福祉施設等調査」、■幼稚園・小学
校　文部科学省「学校基本調査　平成 30年
度」、
■公民館・図書館　文部科学省「社会教育調
査　平成27年度」、■病院　厚生労働省「平
成29年医療施設（動態）調査」

IT 機器・携帯端末の保有率（％）
H25 年 H27年 H29年

スマートフォン 55.5 63.0 67.5
タブレット型端末 14.8 23.9 29.2
パソコン 73.8 61.8 56.9
▼ 総務省「平成25年、平成27年、平成29年
通信利用動向調査」

インターネット接続料（円）
H20 年 H25年 H30年
19,685 15,273 24,435

▼ 総務省統計局「家計調査年報　平成 18年、平
成23年、平成28年」

通信販売利用金額（円）
H16 年 H21年 H26年

インターネット 353 1,065 1,438
その他 1,555 1,531 1,352
注　：１世帯当たり１カ月の支出
▼  総務省統計局
「平成16年、平成21年、平成26年全国消費実態調査」

ソーシャルメディアの普及率（％）
H25 年 H27年 H29年
30.8 43.7 37.3

▶ 総務省平成25
年、平成27年、「平
成29年、通信利
用動向調査」

1世帯当たり年間支出金額（円）

青 森 市
食 料 890,844
 穀 類 73,732
魚 介 類 93,341
肉 類 83,497
乳 卵 類 38,016
野 菜 ・ 海 藻 109,413
果 物 40,135
油脂・調味料 41,479
菓 子 類 80,534
調 理 食 品 109,224
飲 料 55,511
酒 類 51,664
外 食 114,297

▼ 総務省統計局
「家計調査年報　平成30年」

自販機販売

H14 年 H24年 H26年
2,594 店 1,056 店 822 店

194 億 500 万円 111 億 8,700 万円 147 億 7,600 万円

 ▼経済産業省
「平成14年、平成26年　商業統計表（産業編）」
総務省・経済産業省
「平成24年経済センサス－活動調査」

 ▼総務省統計局
「家計調査年報　平成30年」

 ▼ 農林水産省
「平成29年生産農業所得統計」

 ▼  総務省・経済産業省
「H28 年経済センサス－活動調
査」

▶ 国土地理協会
「平成30年住民基本台帳人口要覧」
総務省統計局

10

8

6

4

2

0 H30H29H28H27H26

3.9 4.0 4.2 4.5 5.0

外国人人口の推移（千人）
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★市区町村数：10市22町8村
★面　　　積：9,645.65km2（8位)
★年平均気温：11.0度（45位)
★年間日照時間：1,642.0時間（46位)
★年間降水量：1,553.0mm（34位)
★14歳以下の子供の割合：11.0％（46位)
★65歳以上の高齢者の割合：31.2％（11位)

ちょこっとランキングちょこっとランキングちょこっとランキング

◎青森県庁

生活圏区分
▼ 地図：国土地理院HP電子国土ポータル
市町村合併にともなう生活圏区分は編集部調べ。
生活圏がまたがる市町村合併の場合、より大きな旧市町村
側を生活圏とした。
※地域編における地方生活圏の概要参照。

▼
㈱商業界「日本スーパー名鑑」（'15 年版、'17 年版、'19 年版）
・集計企業＝セルフサービスを採用する、売場
 面積 231㎡以上、もしくは年商１億円以上の企業。
・取扱い品目に食品およびペット用飼料のある
 店舗を全国ベースで集計。
・平成30年店舗数：平成30年８月 31日現在。
 平成 28年店舗数：平成28年８月 31日現在。
 平成 26年店舗数：平成26年８月 31日現在。

各地方生活圏スーパーデータ

物価格差

98.3

資料：総務省
注　：2017年

全国＝100とした指数

100

全
国

  ▶総務省統計局
「平成29年小売物価統計調査」

マーケット・セグメンテーション（千人）

ベビーマーケット
（０～１歳） 16 ブ

ラ
イ
ダ
ル

マ
ー
ケ
ッ
ト

男（28～ 32歳） 31

幼児マーケット
（２～５歳） 36 女（26～ 30歳） 28

学童マーケット
（６～ 11歳） 60 実年（45～ 64歳） 365

中学マーケット
（12～ 14歳） 36 シ

ル
バ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト

男（65歳以上） 159

ユースマーケット
（15～ 24歳） 111 女（65歳以上） 232

 ▼ 総務省統計局「平成27年国勢調査」

0

500

1,000

1,500

2,000

H30H28H26H24H22 0

1,000

4,000

6,000

8,000
（店）（千人） 人口 小売事業所 卸売事業所

940 927
1,258 1,184

1,338 1,3091,406 1,383 1,368

3,229 3,465
5,387 4,275

人口・飲食料品卸売・小売事業所推移

 ▼   市町村自治研究会
「住民基本台帳人口要覧」
総務省・経済産業省
「平成28年経済センサス－活動調査」
経済産業省「商業統計」

 ▶  気象庁報道発表資料「2018
年の日本の天候」
国土交通省国土地理院「平成 30
年全国都道府県市町村別面積調」
国土地理協会「平成 30 年住民
基本台帳人口要覧」

小売業業態別の商店数、年間販売額、売場面積

商店数 年間販売額（万円） 売場面積（㎡）

百貨店 5 265 億 2,100 87,616

総合スーパー 13 480 億 6,500 118,629

食料品専門スーパー 148 1,407 億 5,700 198,970

コンビニエンスストア 404 572 億 100 47,966

ドラッグストア 99 275 億 6,000 62,688

その他のスーパー 501 503 億 9,400 112,927

食料品専門店 1,149 297 億 3,600 42,575

食料品中心店 1,082 482 億 9,700 74,959

 ▼   経済産業省
「平成26年商業統計（小売業）」
－は該当数値なし、Xは個々の申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘
匿した箇所。

 ▼   厚生労働省「衛生行政報告例」

飲食店・そうざい・給食施設数

0

0.6

1.2

1.8

2.4

0

6

12

18

24

Ｈ29年度Ｈ27年度Ｈ25年度Ｈ23年度

（千施設）（千施設）

給食施設
828 921

995941

そうざい販売業

1,248 1,347 1,354
1,220

そうざい製造業

999 1,011

939962

飲食店営業
18,999 18,872 18,73519,626
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