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刊 行 に あ た っ  て

　 平成２ ２ 年版「 柏崎市統計年鑑」 を刊行いたし ま す。

　 近年、 社会経済情勢が複雑多様化し てき ており 、 その現状を的確に把握する ため、 統計

情報の整備と 利用の拡大に対する 要請は年を追って増大し ており ま す。

　 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、 市勢の現状並びに発展の推移を明ら かにし

よ う と する も のであり ま す。

  本書を行政運営の基礎資料と し て、 ま た広く 市民各位の企画・ 経営、 さ ら には市民生活

の指標と し てご利用いただければ幸いです。

  資料の収集、 選択など 不備の点につき ま し ては、 各位のご指導と ご協力を賜り ながら 、

よ り 一層の充実・ 改善を図って参り たいと 存じ ま す。

  おわり 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２ ３ 年３ 月

柏崎市長 会  田    洋



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． 平成１７年５月１日に合併した旧高柳町および旧西山町の数値については、原則として平成

　 １７年(度)から含まれています。ただし、基準期日により表示されている統計表については、

　 合併期日以後から含まれています。

   　なお、それによらないものについては脚注に表記しました。

３． 資料の主な最終収録年は平成２１年(度)、平成２２年ですが、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。

４． 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）、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）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。

５． 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。

６． 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。

７． 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

「△」 比較減をあらわすもの

「χ」 資料の秘密保持上公表できないもの

８． 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統計係に照会

   してください。

電話 (0257) ２３－５１１１ 内線 ３２０

利 用 上 の 参 考
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