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米国地域別基礎統計：ユニオン郡（オハイオ州、郡都：メアリーズビル市）
2018年 10月 11日作成

米商務省国勢調査局（ Census Bureau）は、全米の地域別基礎統計を「センサス・ビジネス・ビルダー（ Census Business Builder）」として公開している。
本資料では、オハイオ州ユニオン郡について、同地域の潜在的顧客が住んでいるコミュニティの特長を示す人口統計および経済社会統計の基本データを掲載している。あわせて、同地域の消費者の消
費傾向を示した「消費者支出」も掲載した。また、同地域における雇用状況、直近の 3ヶ月間（四半期）における雇用の変化（入職数、離職数）および産業別企業数を整理した。なお、本資料の作成にあた
り、センサス局ウェブサイトから 2018年 9月末時点でダウンロードしたデータを利用している。
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総人口 53,955 
　年齢別内訳 

18歳未満 25.5 % 
18歳以上 74.5 % 
18歳以上 65歳未満 63.3 % 
65歳以上 11.2 %

　人種別内訳
白人 92.0 %
黒人 2.4 %
アジア系 2.9 %
その他 0.7 %
多人種 2.0 %
ヒスパニック（上記全ての人種を含む） 1.5 %

平均世帯収入 $ 85,950 
25歳以上に占める高等学校卒業以上の割合 91.9 % 
25歳以上に占める大学卒業 *以上の割合 29.1 % 
16歳以上に占める労働者（求職者含む）の割合 64.5 % 
16歳以上に占める被雇用者の割合 62.1 %
平均通勤時間（分） 25
米国外出身者の割合 
*ここで大卒以上とは、学士（ bachelor's degree）レベル以上を指す。 

2016, American Community Survey (ACS) 推定

居住費
                    
                        
                           

                        
                          

 
 

 
 

 

持家の値段 $ 210,307 
持家の毎月のコスト（ローン支払い含む） $ 1,272 
賃貸住宅の毎月のコスト（光熱費含む） $ 655 
持家ユニット数 14,566 
賃貸住宅ユニット数 4,232 
住宅ユニット総数に占める持家の割合 77.5 %

 

  
 

                   
                       

                    
                    
                    

                    
                    

                    
                    

                   
                       

                    
                       

                    
                    

                    

 

2016, American Community Survey (ACS) estimate.

消費者支出（年間・世帯毎） 
年間消費総額 $ 75,596.82

アルコール飲料 $ 602.99
アパレル $ 2,358.51
外食 $ 3,654.24
教育 $ 1,539.87
エンターテイメント・娯楽 $ 3,434.77
食費（外食省く） $ 5,450.85
保健医療 $ 6,184.63
家庭用サービス $ 2,036.43
住宅 $ 22,686.21
保険（生命保険含む） $ 484.63
年金・社会保障 $ 8,280.47
パーソナルケア製品・サービス $ 874.82
日々の交通 $ 8,920.89
旅行 $ 2,291.15
その他 $ 6,796.36 

2017, Esri (2016) 
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雇用主である企業の事業
所数

被雇用者のいない企業数
（個人事業者など）

米国地域別基礎統計：ユニオン郡（オハイオ州、郡都：メアリーズビル市）
2018年 10月 11日作成

企業 雇用（四半期）
雇用主である企業の事業所数（雇用のない個人事業者を除く） 1,017 
1企業あたりの平均雇用数 24 
1従業員あたりの平均年間賃金 $ 58,127 
1企業あたりの住民数 53 

2016 County Business Patterns 

総数
被雇用者数 32,571 
入職者数 6,724 
離職者数 6,962
被雇用者数の増減 (238) 

2016(第 4四半期 ), Longitudinal-Employer Household Dynamics Program (LEHD)

産業別事業所数 産業別事業所数合計（単位：件）

産業コード 産業
雇用主である企業

の事業所数

被雇用者のいな
い企業数（個人
事業者など） 

00 全産業合計 1,017 3,681
　 11 農林漁業及び狩猟業 － －

　 21 鉱業，採石業，石油・ガス採掘業 1 －**
　 22 公益事業 3 4
　 23 建設業 103 422
　 31-33 製造業 53 60
　 42 卸売業 67 52
　 44-45 小売業 128 405
　 48-49 運輸及び倉庫業 48 193
　 51 情報産業 16 32
　 52 金融及び保険業 58 112
　 53 不動産業，レンタル及びリース業 43 413
　 54 専門的・科学的・技術的サービス業 99 511
　 55 事業経営業 4 －

　 56 管理・支援及び廃棄物処理並びに改善サービス業 86 333
　 61 教育サービス業 10 95
　 62 医療及び社会福祉業 73 321
　 71 芸術 ,娯楽及びレクリエーション業 22 185
　 72 宿泊及び飲食業 81 47
　 81 その他のサービス業（公務を除く） 119 437

－ その他  3 59 
*米国勢調査局の「 Local Business Profile」では、雇用者のいる企業（ employer）と雇用者のいない企業（ nonemployer ）に
分けて、事業所数や企業数などを示している。なお、ここではデータベースに示された "establishment"を事業所数、 
"firm "を企業数と訳している。 
**当該産業については、情報を非公開としている企業があるため、データが取得できない。

2016 County Business Patterns and ZIP Code Business Patterns 
2016 Nonemployer Statistics program, 2012 Economic Census 
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