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三 重 県 勢 要 覧

三 重 県 章

三重県の「み」を力強く雄飛的にデザインしたもので、

        世界的に有名な真珠養殖も象徴しています。

また、右上がりになっている字は、県が飛躍することを

        表しています。

〔昭和３９年４月２０日制定〕

三  重  県





三 重 県 の シ ン ボ ル                    

県のさかな 伊勢えび

伊勢えびは甲殻類で魚ではありませんが、三重

県の代表的な水産物の一つです。

縁起ものとして正月や祝いの席に広く利用さ

れており、昭和６３年には三重県水産技術センタ

ーが世界初の卵から稚エビまでの人工飼育に成

功しました。

平成２年１１月２日指定

県の花 ハナショウブ

古くから県下に群生していた「ノハナショウ

ブ」を改良したもので、５月から６月にかけて白、

紫、ピンクなどの色をした花が咲きます。

昭和４４年９月２２日指定

県民鳥獣 カモシカ

カモシカはウシ科に属する我が国特有の獣で、

主に高い山の断崖などに住んでおり、本県では大

台山系や鈴鹿山系に生息しています。

昭和３９年１１月２４日指定

県の木 神宮スギ

三重県は杉の適地として知られ、なかでも恵

まれた環境の中で見事に伸びた伊勢神宮の杉

は、五十鈴川とともに広く人々に親しまれてい

ます。

昭和４１年１０月２０日指定

県の鳥 シロチドリ

雀よりやや大きく、姿が美しく鳴声のかわいい

鳥で、１年中海岸や河口、あるいは海岸に近い水

田でよく見かけられます。

昭和４７年６月２０日指定





は  じ  め  に

三重県勢要覧は、本県の人口・経済・社会・文化などのできるだけ新しい統

計資料を収録したもので、県民の皆さんに統計を通じて県勢の現況と推移を知

っていただくために作成しました。

編集にあたりましては、わかりやすく、手軽に利用できるよう努めましたの

で、日常の業務や学習など幅広く御利用いただければ幸いです。

なお、作成にあたりまして貴重な資料をご提供いただきました関係者の皆様

のご好意に対し深く感謝するとともに、今後とも一層のご協力をいただきます

ようお願いします。

   令和３年８月

三重県戦略企画部統計課長



ご 利 用 に あ た っ て           

１ 資料は、編集時における最新年次のものを努めて収録しました。

２ 統計数字の出所は、各表の脚注に示しました。

３ 単位未満の数字を四捨五入又は切り捨てたものは、その計が合計欄の数字と一致しない場

合があります。

４ 年次は暦年（１～１２月）、年度は会計年度（４月～翌年３月）を示します。

５ 過去の県勢要覧と異なる数値のものがありますが、概数値を確定値に修正したもの、基準値

の変更や分類の変更などによりその数値を修正したことによるものです。

６ 主要指標の全国順位は、相対的な位置を知るための目安として単純に指標値の大きい方か

ら順位を付したものです。

７ 統計表に用いた記号は、次のとおりです。

「０」      単位未満の数

「－」      皆無又は該当数字のないもの

「…」      不詳

「Ｘ」      公表できない数値

「△」      減額又は減少（ただし、市町統計、主要指標については－表示を使用）

８ 本資料収録のデータは三重県のホームページの「統計情報/みえ DataBox」からダウンロー

ドできます。

<URL> https://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/

「統計情報/みえ DataBox」には、このほか様々な統計情報が収録されていますので、是

非ご利用ください。

なお、政府統計については、各府省が公表する統計データを一つにまとめ、統計データ

の検索をはじめとした、さまざまな機能を備えたポータルサイト「e－stat」があります。

こちらについても、是非ご活用ください。

<URL> https://www.e-stat.go.jp/

９ 掲載した資料について、さらに詳細な数値が必要な場合、または疑義のある場合は資料出

所機関または三重県戦略企画部統計課（電話 <059>224-3051）へお問い合わせください。

統計情報の掲載について万全を期していますが、掲載データの利用による責任は負いかねますの

で、掲載データの利用は利用者の責任においておこなってください。
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