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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

ご 利 用 の 前 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）

８．

内線

３２０

本書は、柏崎市のホームページでもご覧いただけます。
「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。
柏崎市ホームページアドレス

http：//www.city.kashiwazaki.lg.jp
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