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３．製造品出荷額等 
製造品出荷額等は 3兆 6,316 億円で、前年に比べ 1,130 億円（3.2％）の増加となってい

る。 
1事業所当たり製造品出荷額等は27億 1,220万円で、前年に比べ1億 1,540万円（4.4％）

の増加となっている。 
従業者 1人当たり製造品出荷額等は 7,079 万円で、前年に比べ 90 万円（1.3％）の増加と

なっている。 
（１） 産業別状況 
産業別構成比は、石油・石炭（1 兆 336 億円、28.5％）、鉄鋼（4,823 億円、13.3％）、

非鉄金属（3,350 億円、9.2％）の順となっている。 
産業別前年比較は、21 産業（秘匿産業を除く）のうち、鉄鋼（475 億円、10.9％）、石油・

石炭（453 億円、4.6％）、食料品（296 億円、39.0％）など 14 産業で増加し、電子部品(▲
792 億円、▲38.1％）、電気機械（▲59 億円、▲12.7％）、家具（▲58 億円、▲16.5％）な
ど 7産業で減少している。 

 
第 14 図 製造品出荷額等の産業別構成比（従業者 4人以上） 

 

 

注：
・秘匿産業は：なめし革、情報通信機械
・秘匿産業の構成比は、その他 15産業に含まれている。
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第 15 図 製造品出荷額等の産業別前年比較（従業者 4人以上） 

注： 
・平成 30 年の秘匿産業：なめし革、情報通信機械 
・平成 29 年の秘匿産業：情報通信機械、その他 
 
産業 3 類型別構成比は、基礎素材型産業（2 兆 4,613 億円、67.8％）、加工組立型産業 

（9,704 億円、26.7％）、生活関連・その他型産業（1,972 億円、5.4％）の順となっている。 
 1 事業所当たり製造品出荷額等の堺市平均（27 億 1,220 万円）を上回るのは、22 産業（秘
匿産業を除く）のうち、石油・石炭（1,291 億 9,550 万円）、電子部品（92 億 279 万円）、
非鉄金属（77 億 9,161 万円）、鉄鋼（58 億 8,139 万円）、輸送用機械（36 億 9,773 万円）、
はん用機械(29 億 6,805 万円）6産業となっている。 
 産業別 1 事業所当たり製造品出荷額等前年比較は、21 産業（秘匿産業を除く）のうち、
石油・石炭（56 億 5,922 万円、4.6％）、鉄鋼（5 億 7,940 万円、10.9％）、食料品（4 億
5,494 万円、39.0％）、はん用機械（3億 5,694 万円、13.7％）など 12 産業で増加し、電子
部品（▲56 億 6,031 万円、▲38.1％）、非鉄金属（▲3億 2,921 万円、▲4.1％）、家具（▲
1億 2,684 万円、▲14.4％）など 9産業で減少している。 
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第 16 図 １事業所当たり製造品出荷額等の産業別前年比較（従業者 4人以上） 

 
注： 
・平成 30 年の秘匿産業：なめし革、情報通信機械 
・平成 29 年の秘匿産業：情報通信機械、その他 
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従業者 1人当たり製造品出荷額等の堺市平均（7,079 万円）を上回っているのは、22 産業
（秘匿産業を除く）のうち、石油・石炭（12 億 8,553 万円）、非鉄金属（1億 5,334 万円）、
鉄鋼（1億 1,265 万円）、化学（7,247 万円）の 4産業となっている。 
 産業別従業者 1 人当たり製造品出荷額等の前年比較は、21 産業（秘匿産業を除く）のう
ち、石油・石炭（3,453 万円、2.8％）、鉄鋼（874 万円、8.4％）、食料品（788 万円、38.9％）、
はん用機械（501 万円、12.3％）など 14 産業で増加し、電子部品（▲4,945 万円、▲47.0％）、
家具（▲588 万円、▲16.4％）、輸送用機械（▲355 万円、▲5.6％）、印刷（▲174 万円、
▲6.7％）など 7産業で減少している。 

第 17 図 従業者 1人当たり製造品出荷額等の産業別前年比較（従業者 4人以上） 

 
 

注： 
・平成 30 年の秘匿産業：なめし革、情報通信機械 
・平成 29 年の秘匿産業：情報通信機械、その他 
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（２） 従業者規模別状況 
 製造品出荷額等の従業者規模別構成比は、大規模層（2 兆 2,990 億円、63.3％）、中規模
層（1兆 569 億円、29.1％）、小規模層（2,758 億円、7.6％）の順となっている。 
 
（３） 地域別状況 
 各区における製造品出荷額等の産業別構成比上位 3産業（秘匿産業等を除く）は、以下と
なる。 
〔堺区〕 
輸送用機械（2,182 億円、19.3％）、鉄鋼（2,064 億円、18.2％）、生産用機械（1,998 億

円、17.7％）の順となっている。 
〔中区〕 
 食料品（262 億円、23.5％）、金属製品（199 億円、17.8％）、電気機械（143 億円、12.8％）
の順となっている。 
〔東区〕 
 金属製品（60 億円、15.4％）、その他（12 億円、3.1％）、はん用機械（8億円、2.1％）の
順となっている。 
〔西区〕 
石油・石炭（1 兆 314 億円、53.1％）、鉄鋼（2,230 億円、11.5％）、非鉄金属（1,861 億
円、9.6％）の順となっている。 
〔南区〕 
生産用機械（150 億円、35.4％）、金属製品（94 億円、22.1％）、輸送用機械（42 億円、
10.0％）の順となっている。 
〔北区〕 
はん用機械（914 億円、77.5％）、金属製品（60 億円、5.1％）、鉄鋼（34 億円、2.9％）の
順となっている。 
〔美原区〕 
鉄鋼（402 億円、16.4％）、はん用機械（360 億円、14.7％）、生産用機械（339 億円、13.8％）

の順となっている。 
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第 18 図 製造品出荷額等の地域別産業構成比（従業者 4人以上） 

 

 
注
・各区における製造品出荷額等が秘匿となっている産業及び該当がない産業は、以下となる。
・堺区  秘匿産業：飲料・たばこ、パルプ・紙、石油・石炭、なめし革
     該当がない産業：情報通信機械
・中区  秘匿産業：なめし革、電子部品
     該当がない産業：飲料・たばこ、石油・石炭、情報通信機械
・東区  秘匿産業：食料品、木材、家具、パルプ・紙、印刷、石油・石炭、プラスチック製

品、ゴム製品、なめし革、鉄鋼、非鉄金属、業務用機械、電子部品、電気機械
     該当がない産業：飲料・たばこ、化学、窯業・土石、情報通信機械
・西区  秘匿産業：飲料・たばこ、家具、ゴム製品、業務用機械、電子部品
     該当がない産業：なめし革、情報通信機械
・南区  秘匿産業：食料品、木材、家具、印刷、化学、石油・石炭、ゴム製品、鉄鋼、非鉄

金属、電気機械、情報通信機械
     該当がない産業：飲料・たばこ、パルプ・紙、なめし革、業務用機械、電子部品
・北区  秘匿産業：木材、化学、石油・石炭、プラスチック製品、なめし革、業務用機械
     該当がない産業：飲料・たばこ、ゴム製品、情報通信機械
・美原区 秘匿産業：飲料・たばこ、石油・石炭、なめし革、電子部品、情報通信機械
     該当がない産業：ゴム製品



21 

   堺市における製造品出荷額等の区別構成比は、西区（1兆 9,432 億円、53.5％）、堺区
（1兆 1,319 億円、31.2％）、美原区（2,453 億円、6.8％）、北区（1,180 億円、3.2％）、
中区（1,117 億円、3.1％）、南区（425 億円、1.2％）、東区（391 億円、1.1％）の順とな
っている。 
 堺市における製造品出荷額等の区別前年比較は、西区（890 億円、4.8％）、美原区（166
億円、7.3％）、中区（144 億円、14.8％）、東区（92 億円、30.8％）、南区（3億円、0.7％）
の 5区で増加し、堺区（▲125 億円、▲1.1％）、北区（▲40 億円、▲3.3％）の 2区で減少
している。 
 

第 19 図 製造品出荷額等の地域別前年比較（従業者 4人以上） 

 


