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　平成２９年版「柏崎市統計年鑑」を刊行いたします。

　近年、社会経済情勢は、複雑かつ多様化してきており、その現状を的確に把握するため、

統計情報の需要がますます高まり、重要視されてきました。

　本書は、これらの要請に対処するため、本市の人口、経済・文化及び行財政など各分野

にわたる基本的な統計資料を総合的に収録して、市勢の現状と発展の推移を明らかにしよ

うとするものです。

  本書を行政施策上の基礎資料として、また市民生活向上のための指標として幅広くご利

用いただければ幸いです。

  資料の編集に際しては、最新の資料を収集し、内容の整備に努めておりますが、より良

い統計書とするため各方面からのご指導、ご意見をいただければ大変ありがたいと考えて

います。

  終わりに、本書刊行にあたり、資料の提供に格別のご協力をいただきました関係各位に

深甚な謝意を表します。

  平成３０年３月

柏崎市長 櫻　井　雅　浩

は　じ　め　に



１.  本書は、主に官庁統計を収録しましたが、必要に応じて民間団体の統計資料も利用しました。

２． 資料は原則として、平成２９年中または平成２９年度中の資料を中心に収録し、年次比較のた

   め過去５年分の累計数値を記載したものもあります。なお、資料の有無その他の理由により年次

   比較の年数を適宜伸縮しています。

３． 統計表に何年とあるのは、暦年（１月１日から１２月３１日まで）を、何年度とあるのは、会

   計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）の期間を示しています。また「平成○○○現在」と

   あるのは、記載期日を現在としています。

４． 数値の単位は、各表の右上または表中に明記し、一見して明らかなものは省略しました。

   資料出所と原資料名については、各表の脚注に掲げました。

５． 数字の単位未満は、原則として四捨五入しました。したがって合計の数と内訳の数が一致しな

   い場合があります。

６． 統計表中の符号の用法は、次のとおりです。

【０】 ･･････ 数字が表示単位に満たないもの

【－】 ･･････ 事実の該当がないもの

【…】 ･･････ 事実不明、調査を欠くもの、または資料がないもの

【△】 ･･････ 負数または減少をあらわすもの

【χ】 ･･････ 資料の秘密保持上公表できないもの

７． 本書に収録した資料について問い合わせのある場合は、総合企画部企画政策課情報統計係に

   照会してください。

電話 (0257) ４３－９１４２（直通）

(0257) ２３－５１１１（代表） 内線 ３２０

８．　本書は、柏崎市のホームページでもご覧いただけます。

柏崎市ホームページアドレス　http：//www.city.kashiwazaki.lg.jp

ご 利 用 の 前 に

　　「メニューから探す」＞「市政情報」＞「統計発刊物」＞「柏崎市統計年鑑」
＞「柏崎市統計年鑑（平成○○年）」をクリックしてください。



総　　　目　　　次

1 土 地 ・ 気 象 …………………………………… 1

2 人 口 …………………………………… 9

3 国 勢 調 査 …………………………………… 17

4 事 業 所 …………………………………… 26

5 農 ・ 林 ・ 漁 業 …………………………………… 35

6 建 設 …………………………………… 44

7 鉱 ・ 工 業 …………………………………… 51

8 商 業 …………………………………… 63

9 金 融 …………………………………… 66

10 交 通 ・ 運 輸 ・ 通 信 …………………………………… 69

11 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 …………………………………… 78

12 市 民 生 活 …………………………………… 86

13 労 働 ・ 福 祉 …………………………………… 89

14 衛 生 …………………………………… 107

15 治 安 ・ 災 害 …………………………………… 119

16 教 育 ・ 文 化 …………………………………… 131

17 財 政 …………………………………… 149

18 選 挙 ・ 市 の 機 関 …………………………………… 166



統　　　計　　　表　　　目　　　次

１．土地・気象　……………………………………… 1 ４．事業所　…………………………………………… 26

　１－１　市域の変遷　………………………………………2 　４－１　産業(大分類)・経営組織別事業所数、

　１－２　位置・広ぼう・面積　……………………………2 　　　　　従業者数　…………………………………………27

　１－３　地区別面積　………………………………………2 　４－２　産業(大分類)・経営組織別民営事業所数、

　１－４　地目別土地面積・評価額　………………………3 　　　　　男女別従業者数　…………………………………27

　１－５　地価　………………………………………………4 　４－３　従業者規模別事業所数、従業者数(民営)………28

　　　　　(1) 公示価格　……………………………………4 　４－４　地区別事業所数(民営)　…………………………29

　　　　　(2) 基準地価格　…………………………………4 　４－５　地区別従業者数(民営)　…………………………29

　１－６　気象概況　…………………………………………5 　４－６　産業(中分類)・従業者規模別事業所数、

　１－７　降雪・積雪の状況　………………………………6 　　　　　従業者数(民営・平成26年)　……………………30

　１－８　年次別降雪・積雪の状況　……………………… 7 　４－７　新潟県、県内各市の事業所数、従業者数　

　１－９　河川(河川法適用河川、準用河川)　……………8 　　　　　(全事業所)　………………………………………34

２．人　　口　………………………………………… 9 ５．農・林・漁業　…………………………………… 35

　２－１　住民基本台帳人口の推移　………………………10 　５－１　農家数　……………………………………………36

　２－２　行政区別世帯数および男女別人口　……………11 　５－２　経営耕地面積規模別農家数　……………………36

　２－３　年齢(各歳)男女別推計人口　……………………15 　５－３　経営耕地面積　……………………………………36

　２－４　住民基本台帳登録人口移動状況　………………16 　５－４　農家の年齢別世帯員数、15歳以上世帯員の就業

　２－５　外国人住民の人口　………………………………16 　　　　　状態（販売農家）…………………………………37

　２－６　人口動態　…………………………………………16 　５－５　地域・専兼業別農家数、農業就業人口　………38

　５－６　家畜飼育農家数・頭羽数　………………………39

３．国勢調査　………………………………………… 17 　５－７　農業機械　…………………………………………39

　３－１　世帯数および人口の推移　………………………18 　５－８　水稲作付面積、収穫量、作況指数　……………39

　３－２　全国・新潟県・柏崎市人口比率　………………18 　５－９　米検査状況一覧　…………………………………40

　３－３　地域別人口の推移　………………………………19 　５－10　海面漁業漁獲量　…………………………………41

　３－４　地域別年齢(５歳階級)別人口　…………………20 　５－11　主な漁業種類別漁業経営体数　…………………41

　３－５　世帯の種類別世帯数、世帯人員　………………21 　５－12　階層別漁業経営体数　……………………………42

　３－６　年齢(５歳階級)配偶関係男女別　 　５－13　漁船数　……………………………………………42

          15歳以上人口　……………………………………22 　５－14　保安林　………………………………………… 42

　３－７　労働力状態男女別15歳以上人口　………………22 　５－15　民有林（人工林）面積　……………………… 42

　３－８　産業上・従業上の地位別15歳以上就業者数 … 23 　５－16　農・林道　…………………………………………42

　　　　　(1) 産業別就業者数　……………………………23 　５－17　農地転用目的別件数、面積　……………………43

　　　　　(2) 平成27年従業上地位別就業者数　…………23

　３－９　昼間人口　…………………………………………24 ６．建　　設　………………………………………… 44

　３－10　柏崎地域広域市町村圏の世帯数および人口 … 24 　６－１　市道延長　…………………………………………45

　３－11  常住地による年齢別人口　………………………24 　６－２　市道幅員・舗装区分別延長　……………………45

　３－12　従業地・通学地による年齢別人口　……………25 　６－３　市道道路施設　……………………………………45

　６－４　国・県道の整備状況　……………………………46



　６－５　公園・緑地　………………………………………47 　９－５　設備投資促進資金申込高・貸付高　……………68

　６－６　建築確認申請件数　………………………………47

　　　　　(1) 用途別　………………………………………47 10．交通・運輸・通信　…………………………… 69

　　　　　(2) 工事別　………………………………………47 　10－１　自動車台数　………………………………………70

　６－７　家屋種類別棟数、床面積　………………………48 　10－２　軽自動車台数　……………………………………70

　　　　　(1) 木造家屋　……………………………………48 　10－３　鉄道主要駅の乗車人員……………………………70

　　　　　(2) 非木造家屋　…………………………………48 　10－４　管内路線バス乗客数　……………………………70

　６－８　家屋の構造別新増築床面積　……………………48 　10－５　北陸自動車道利用状況　…………………………71

　６－９　新増築住宅の床面積　……………………………48 　　　　　(1) 柏崎インターチェンジ　……………………71

　６－10　公営住宅数　………………………………………49 　　　　　(2) 米山インターチェンジ　……………………71

　６－11　構造別公営住宅棟数、家賃　……………………49 　　　　　(3) 西山インターチェンジ　……………………72

　　　　　(1) 市営住宅　……………………………………49 　10－６　内国貿易　…………………………………………73

　　　　　(2) 県営住宅　……………………………………50 　10－７　外国貿易　…………………………………………74

　　　　　(3) 特定公共賃貸住宅　…………………………50 　10－８　柏崎港入港船舶(船種・航路別)　………………75

　10－９　海上輸送貨物　……………………………………75

７．鉱・工業　………………………………………… 51 　　　　　(1) 輸移出　………………………………………75

　７－１　原油・天然ガス生産量　…………………………52 　　　　　(2) 輸移入　………………………………………75

　７－２　製造業の概要(従業者４人以上の事業所)  ……52 　10－10　内国郵便　…………………………………………76

　７－３　地域別工業の状況(従業者４人以上の事業 　　　　　(1) 引受　…………………………………………76

          所)　……………………………………………… 52 　　　　　(2) 配達　…………………………………………76

　７－４　産業(中分類)別従業者規模別事業所数、従 　10－11　年賀特別郵便の状況　……………………………76

　　　　　業者数、製造品出荷額等(従業者４人以上の　 　10－12　郵便施設　…………………………………………76

          事業所)  ………………………………………… 54 　10－13　電話機設備状況　…………………………………77

　７－５　従業者30人以上の事業所の状況　………………56

　７－６　工業解析表(従業者30人以上の事業所)　………60 11．電気・ガス・水道　…………………………… 78

　７－７　工業用地(従業者30人以上の事業所)　…………62 　11－１　電灯消費　…………………………………………79

　７－８　工業用水(従業者30人以上の事業所)　…………62 　　　　　(1) 契約口数　……………………………………79

　　　　　(2) 使用電力量　…………………………………79

８．商　　業　………………………………………… 63 　11－２　電力消費　…………………………………………79

　８－１　商業の概況　………………………………………64 　　　　　(1) 契約口数　……………………………………79

　８－２　新潟県商業に占める柏崎市商業の比率　………65 　　　　　(2) 使用電力量　…………………………………79

　11－３　ガス供給状況　……………………………………80

９．金　　融　………………………………………… 66 　11－４　ガス業種別供給量　………………………………80

　９－１　主要金融機関店舗数　……………………………67 　11－５　上水道施設の概要　………………………………81

　９－２　地方産業育成資金申込高・貸付高　……………67 　11－６　上水道給水状況　…………………………………82

　９－３　住宅資金（旧：勤労者住宅資金） 　11－７　上水道業種別給水量　……………………………82

　　　　　申込高・貸付高　…………………………………67 　11－８　上水道１日最大配水量(計画と実績)　…………83

　９－４　地域産業活性化資金申込高・貸付高　…………67 　11－９　簡易水道施設の概要　……………………………83



　11－10　簡易水道給水状況　………………………………83 　13－14　児童扶養手当認定状況　…………………………96

　11－11　簡易水道業種別給水量　…………………………84 　13－15　特別児童扶養手当認定状況　……………………97

　11－12　工業用水道施設の概要　…………………………84 　13－16　保育園の概況　……………………………………97

　11－13　工業用水道給水状況　……………………………84 　13－17　保育園別施設、入園児数、職員数　……………98

　11－14　ガス・上水道・簡易水道の供給件数の推移 … 84 　13－18　後期高齢者医療費給付状況　……………………100

　11－15　下水道整備計画および供用開始等の状況　……85 　13－19　高齢者人口(65歳以上人口の推移)　……………100

　11－16　公共下水道施設　…………………………………85 　13－20　高齢者世帯(65歳以上世帯の推移)　……………100

　11－17　農業集落排水整備計画および 　13－21　老人福祉施設利用(入所)状況　…………………101

　　　　　供用開始等の状況　………………………………85 　13－22　老人福祉施設入所状況、保護措置費

　11－18　農業集落排水施設　………………………………85 　　　　　(養護老人ホーム) ………………………………101

　13－23　老人福祉施設入所状況

12．市民生活　………………………………………… 86           (特別養護老人ホーム）…………………………101

　12－１　産業別市内総生産　…………………………… 87 　13－24　老人クラブ会員数　………………………………102

　12－２　人口１人当たり市民所得と県民・国民所得 … 87 　13－25　柏崎市シルバー人材センター　…………………102

　12－３　市民所得の分配　…………………………………88 　13－26　国民年金被保険者数、免除付加加入者数　……102

　13－27　国民年金納付状況　………………………………102

13．労働・福祉　……………………………………… 89 　13－28　国民年金受給者状況　……………………………103

　13－１　一般職業紹介状況　…………………………… 90 　13－29　福祉年金受給者状況　……………………………103

　　　　　(1) パートを除く　…………………………… 90 　13－30　介護保険被保険者の状況　………………………103

　　　　　(2) パート　…………………………………… 90 　13－31　介護給付費の給付状況　…………………………104

　13－２　中高年齢者職業紹介状況 　13－32　介護保険第１号被保険者の状況　………………104

　　　　　（45歳以上・パートを除く)　………………… 90 　13－33　身体障害者手帳交付状況…………………………105

　13－３　一般(基本手当)雇用保険支給状況　……………90 　13－34　療育手帳交付状況…………………………………105

　13－４　労働組合組織状況　………………………………91 　13－35　精神障害者保健福祉手帳交付状況　……………105

　13－５　産業別労働組合数、組合員数　…………………91 　13－36　総合福祉センター利用状況　……………………105

　13－６　国民健康保険世帯数、被保険者数、保険税、 　13－37　心配ごと相談　……………………………………106

　　　　　費用額　……………………………………………92 　13－38　日赤社費　…………………………………………106

　13－７　国民健康保険療養諸費および診療費諸率　……93 　13－39　共同募金　…………………………………………106

　13－８　国民健康保険その他の給付状況　………………93

　13－９　診療所利用状況　…………………………………94 14．衛　　生　………………………………………… 107

　13－10　休日急患診療所利用状況　………………………94 　14－１　医療施設の状況　…………………………………108

　　　　　(1)歯科休日急患診療所　……………………… 94 　14－２　一般診療科目別状況　……………………………108

          (2)休日・夜間救患センター　………………… 94 　14－３　医療関係者数　……………………………………108

　13－11　国民健康保険月別給付状況　……………………95 　14－４　特定健康診査受診状況(40歳～74歳)　…………109

　　　　　(1) 一　般　………………………………………95 　14－５　結核健康診断予防接種状況　……………………109

　　　　　(2) 退職者　………………………………………95 　14－６　結核登録状況　……………………………………110

　13－12　生活保護世帯数、人員　…………………………96 　14－７　予防接種実施状況　………………………………110

　13－13　生活保護費　………………………………………96 　14－８　胃がん検診状況　…………………………………110



　14－９　子宮頸がん検診状況　……………………………111 　15－13　年齢・状態別交通事故死傷者数　………………124

　14－10　健康管理センター利用状況　……………………111 　15－14　月別交通事故発生状況　…………………………124

　14－11　保健師活動状況　…………………………………111 　15－15　時間別交通事故発生状況　………………………124

　14－12　母子保健指導状況　………………………………111 　15－16　類型別交通事故発生状況　………………………125

　14－13　乳児健康診査状況　………………………………112 　15－17　歩行者の交通事故　………………………………125

　　　　　(1) ４か月児　……………………………………112 　15－18　自転車の交通事故　………………………………125

　　　　　(2) １０か月児　…………………………………112 　15－19　子どもの交通事故　………………………………125

　14－14　１歳６か月児健康診査状況　……………………112 　15－20　高齢者の交通事故　………………………………126

　14－15　３歳児健康診査状況　……………………………112 　15－21　柏崎簡易裁判所刑事事件の種類別新受・既

　14－16　市内小・中学校・高等学校　児童・生徒 　　　　　済・未済人員　……………………………………126

　　　　　年齢別身体測定表　………………………………113 　15－22　柏崎簡易裁判所略式事件(道交法違反事件

　14－17　市内小・中学校・高等学校　児童・生徒 　　　　　を除く)内訳表　…………………………………126

　　　　　検診状況　…………………………………………114 　15－23　柏崎簡易裁判所略式事件(道交法違反事件)

　14－18　年度末現在精神科病院入院者、３月中通院 　　　　　内訳表　……………………………………………127

          患者実数　…………………………………………116 　15－24　柏崎簡易裁判所民事事件取扱件数　……………127

　14－19　死因別死亡者数、人口比率　……………………116 　15－25　刑法犯罪状況　……………………………………128

　14－20　栄養改善指導状況　………………………………117 　　　　　(1) 発生　…………………………………………128

　14－21　献血状況　…………………………………………117 　　　　　(2) 検挙　…………………………………………128

　14－22　狩猟免許交付件数　………………………………117 　15－26　道路交通法違反取締状況　………………………128

　14－23　畜犬関係　…………………………………………117 　15－27　犯罪・触法少年補導状況　………………………129

　14－24　ごみ・し尿処理状況　……………………………118 　　　　　(1) 罪種別　………………………………………129

　14－25　浄化槽設置基数(使用数)　………………………118 　　　　　(2) 学職・年齢別　………………………………129

　14－26　公害苦情等種類別申立件数　………………… 118 　15－28　不良行為少年補導状況　…………………………130

　　　　　(1) 行為別　………………………………………130

15．治安・災害　……………………………………… 119 　　　　　(2) 学職・年齢別　………………………………130

　15－１　消防本部・署職員・消防団員数　…………… 120

　15－２　消防自動車等保有状況　……………………… 120 16．教育・文化　……………………………………… 131

　15－３　火災損害状況　……………………………………120 　16－１　学校の概要　………………………………………132

　15－４　火災損害額　…………………………………… 121 　16－２　幼稚園の概況　……………………………………133

　15－５　原因別火災発生件数　……………………………121 　16－３　市立小学校学校別の概況　………………………134

　15－６　月別火災発生件数　………………………………121 　16－４　市立中学校学校別の概況　………………………135

　15－７　事故別救急車出場状況　…………………………122 　16－５　市内高等学校の概況　……………………………135

　15－８　月別救急車出場状況　……………………………122 　16－６　中等教育学校の概況　……………………………136

　15－９　交通事故(全国、新潟県、柏崎市)件数、 　16－７　大学の概況　………………………………………136

　　　　　死傷者数　…………………………………………122 　16－８　特別支援学校の概況　……………………………136

　15－10　人口１万人当たり交通事故死傷者数　…………123 　16－９　中学校卒業者の進路状況　………………………137

　15－11　第一当事者の違反別交通事故発生状況　………123 　16－10　高等学校卒業者の進路状況　……………………137

　15－12　路線別交通事故発生状況　………………………123 　16－11　高等学校卒業者の産業(大分類)別就職者数 …138



　16－12　高等学校卒業者の就職先別就職者数　…………138 　　　　　(2) 資本的収入および支出　……………………155

　16－13　進学率・就職率　…………………………………139 　17－６　ガス事業会計決算　………………………………156

　　　　　(1) 中学校卒業者　………………………………139 　　　　　(1) 収益的収入および支出　……………………156

　　　　　(2) 高等学校卒業者　……………………………139 　　　　　(2) 資本的収入および支出　……………………157

　16－14　学校教育費　………………………………………139 　17－７　工業用水道事業会計決算　………………………158

　　　　　(1) 小学校　………………………………………139 　17－８　公共下水道・農業集落排水事業会計決算　……159

　　　　　(2) 中学校　………………………………………139 　　　平成25年・平成26年

　16－15　財源別教育費　……………………………………140 　　　　　(1) 収益的収入および支出　……………………159

　16－16　市立小学校・中学校施設の概況　………………141 　　　　　(2) 資本的収入および支出　……………………159

　16－17　国・県・市指定文化財、国登録文化財　………142 　　　平成27年・平成28年

　　　　　(1) 国・県・市指定文化財　……………………142 　　　　　(1) 収益的収入および支出　……………………160

　　　　　(2) 国登録文化財　…………………………… 142 　　　　　(2) 資本的収入および支出　……………………160

　16－18　市立図書館所蔵資料　……………………………143 　17－９　市税　………………………………………………161

　16－19　市立図書館利用者数　……………………………143 　17－10　市債　………………………………………………163

　16－20　市立図書館分類別利用点数　……………………143 　17－11　市債借入先、利率別現在高　……………………164

　16－21　公民館利用状況　…………………………………144 　17－12　公有財産　…………………………………………165

　16－22　市民プラザ利用状況　……………………………145

　16－23　博物館入館状況　…………………………………145 18．選挙・市の機関　……………………………… 166

　16－24　柏崎ふるさと人物館入館状況　…………………145 　18－１　永久選挙人名簿および農業委員会委員、海区

　16－25　史跡・飯塚邸入館状況　…………………………145 　　　　　漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数 ………167

　16－26　一般体育施設利用状況　…………………………146 　18－２　選挙執行状況　……………………………………167

　16－27　総合体育館利用状況　……………………………146 　18－３　投票所別選挙投票状況　…………………………168

　16－28　スポーツハウス利用状況　………………………146 　　　　　(1) 平成29年10月22日執行　

　16－29　武道館利用状況　…………………………………147               衆議院議員総選挙（小選挙区）……………168

　16－30　県立柏崎アクアパーク利用状況　………………147 　　　　　(2) 平成29年10月22日執行　

　16－31　アルフォーレ利用状況　…………………………147                衆議院議員総選挙（比例代表）…………170

　16－32　産業文化会館利用状況　…………………………147 　18－４　市職員数　…………………………………………172

　16－33　ワークプラザ柏崎利用状況………………………148 　　　　　(1) 市長事務部局　………………………………172

　16－34　農林漁業資料館利用状況　………………………148 　　　　　(2) ガス水道局　…………………………………173

　16－35　市内宗教法人数　…………………………………148 　　　　　(3) 消防本部　……………………………………173

　　　　　(4) その他の部局　………………………………173

17．財　　政　………………………………………… 149 　18－５　歴代市長　…………………………………………174

　17－１　一般会計・特別会計歳入歳出決算　……………150 　18－６　歴代助役・副市長　………………………………174

　17－２　普通会計経費別決算状況　………………………150 　18－７　歴代収入役　………………………………………175

　17－３　特別会計別決算　…………………………………151 　18－８　歴代市議会議長　…………………………………175

　17－４　一般会計歳入歳出決算　…………………………152 　18－９　歴代市議会副議長　………………………………176

　17－５　水道事業会計決算　………………………………154 　18－10　歴代教育長　………………………………………176

　　　　　(1) 収益的収入および支出　……………………154


