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● 大津町県内ランキング ● 

項目 データ 単位 順位 年次 出展 

土地面積 99.1 ｋｍ2 25 平成30年 全国都道府県市区町村別面積調 

人口 34,211 人 12 平成30年 熊本県推計人口調査 

人口増加率 1.03 ％ 4 平成30年 熊本県推計人口調査 

昼間人口 36,920 人 11 平成27年 国勢調査 

昼間人口比率 110.4 ％ 3 平成27年 国勢調査 

人口密度 345.2 人／ｋｍ2 10 平成30年 
全国都道府県市区町村別面積調 

熊本県推計人口調査 

年少人口 5,879 人 11 平成30年 熊本県推計人口調査 

年少人口比率 17.2 ％ 3 平成30年 熊本県推計人口調査 

老年人口 7,488 人 17 平成30年 熊本県推計人口調査 

老年人口比率 21.9 ％ 44 平成30年 熊本県推計人口調査 

出生率（人口千人当たり） 12.3 件 1 平成29年 人口動態調査

婚姻率（人口千人当たり） 6.0 件 3 平成29年 人口動態調査 

離婚率（人口千人当たり） 1.9 件 7 平成29年 人口動態調査 

事業所数 1,179 ヶ所 16 平成26年 経済センサス－基礎調査 

事業所従事者数 18,008 人 9 平成26年 経済センサス－基礎調査 

小売業販売額 3,664,571 万円 10 平成26年 商業統計 

製造品出荷額 201,934 百万円 5 平成29年 熊本県の工業（確報） 

農家数 652 戸 29 平成27年 農林業センサス 

農業産出額 697 百万円 13 平成29年 平成29年度市町村別農業産出額（推計）

市町村内総生産額 147,269 百万円 9 平成27年 市町村民所得推計 

一人当たり市町村民所得 2,768 千円 3 平成27年 市町村民所得推計 

一人当たり家計所得 2,963 千円 5 平成27年 市町村民所得推計 

標準財政規模 7,451 百万円 16 平成29年度 決算統計 

税収 4,797 百万円 11 平成29年度 決算統計 

● 主な官公庁・施設 ● 
名  称 住  所 電話番号 名  称 住  所 電話番号 

   町    関    係     国    関    係 

大津町役場 大津 1233 293-3111 熊本地方法務局阿蘇大津支局 引水 710-5 293-2272

大津町教育委員会 大津 1233 293-3349 県    関    係 

地域包括支援センター 大津 1233 292-0770 大津警察署 室 676 294-0110

障害者相談支援センター 大津 1233 292-0114 大津警察署杉水駐在所 杉水 3133-2 293-7396

人権啓発福祉センター「隣保館」 杉水 932 293-7920 大津高等学校 大津 1340 293-2751

人権啓発福祉センター「児童館」 杉水 932 292-9777 翔陽高等学校 室 1782 293-2055

生涯学習センター 引水 62 293-2146 大津支援学校 室 1381 293-0486

おおづ図書館 大津 1171 294-8011 
そ   の   他 

学校給食センター 大津 1261 293-2504 

大津保育園 室 1084-3 293-2139 菊池広域連合大津火葬場 大津 110 293-7730

大津幼稚園 室 365 293-2131 菊池環境保全組合東部清掃工場 古城 1046-2 293-5245

陣内幼稚園 陣内 1582 293-2512 菊池環境保全組合環境美化センター 大津 115 293-1222

大津小学校 引水 210 293-2065 菊池広域連合消防本部・南消防署 菊陽町原水7-1 293-4019

美咲野小学校 美咲野2-1733-2 294-2333 大津菊陽水道企業団 陣内 1938-1 293-7711

室小学校 室 1825 293-9201 大津町社会福祉協議会 室 151-1 293-2027

大津南小学校 陣内 1582 293-2274 高齢者生きがいセンター「シルバー人材センター」 大津1260-3 293-4780

大津東小学校 大林 44 293-2341 養護老人ホーム「光進園」 室 1707 293-2311

大津北小学校 平川 2261 293-2367 大菊土地改良区 陣内 1782-2 293-6851

護川小学校 杉水 3092 293-2365 若草児童学園 大津 214-11 293-2467

大津中学校 大津 1270 293-4360 大津郵便局 大津 1173-4 293-2819

大津北中学校 大津 310 294-2310 陣内郵便局 陣内 1636 293-3986

教育支援センター 大津１２６１-１ 293-2231 大津居島郵便局 森 752-14 293-3985

大津町浄化センター 陣内 1523 293-9511 室郵便局 室 572-1 293-9567

大津町老人福祉センター 室 151-1 293-2027 郵便事業㈱大津支店 大津 1173-4 293-2042

町民交流施設「オークスプラザ」 大津 1220-1 293-1807 大津町商工会 大津 1417 293-3982

大津町運動公園「スポーツの森・大津」 森 1000 293-6564 菊池地域農業協同組合大津中央支所 大津 1271-1 293-3211

大津町総合体育館 森 1000 293-8088 熊本県畜産農業協同組合東肥支所 大津 221 293-0550

文化財学習センター 杉水 2751 293-8175 ＪＲ肥後大津駅 室 160 293-2059

大津地区公民館分館 室 2042-35 294-2033 九州電力大津営業所 大津 1187-1 293-3311

大津町ビジターセンター 室 137-3 294-0011 九州電力新熊本変電所 古城 376-1 293-6338

大津町交流会館（まちづくり交流センター） 大津1189-2 292-0212 熊本文化の森 引水 759 294-1600

肥後おおづ観光協会 大津 1189-2 294-2878


