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市  章 

意匠説明 

 糸魚川市の「糸」の文字をモチーフにさわやか・すこ

やかで輝きのまちを表すと共に、交流都市を表現してい

る。また、大自然豊かな地で市民を中心に行政・企業の

3 つの柱が力をあわせ、元気いっぱいの明るい都市づく

りに向かっていく姿を描いている。 

糸魚川市民憲章 

 わたしたちの糸魚川市は、広大な日本海と姫川の東西にそびえる北アルプスや頸城の山並みに 

抱かれ、地域性豊かな自然遺産に恵まれた「翠（みどり）」あふれるまちです。 

 わたしたちは、先人が築き上げてきた尊い歴史と文化を受け継ぎ、輝くあすに向かってさらに 

躍進し、みんなに愛される住みよいまちをつくるため、ここに市民憲章を定めます。 

 

わたしたちは糸魚川市民です 

        一 自然の恵みに感謝し 美しい環境をつくります 

   一 笑顔あふれる あたたかい家庭を築きます 

   一 健康で 生き生きと仕事や学習にはげみます 

   一 お互いの絆を大切にし 思いやりの輪を広げます 

        一 あすにゆめをもち 明るい未来を築きます 

           平成 20 年３月 19 日 制定 



 

 

 

 

 

 

１ この冊子には、糸魚川市に関する基本的な統計資料を収録してあります。 

 

２ 資料はできる限り最新の年次か年度分（平成２９年又は３０年）を収録しましたが、比

較対照の便を図るため最近５か年あるいは特定年次の資料もあわせて掲載しました。 

 

３ 統計表で「年次」とあるのは年間（１月～１２月）、「年度」とあるのは会計年度間 

（４月～翌年３月）、「何年何月何日」とあるのは期日現在の事実を示しています。 

 

４ 単位換算又は四捨五入したため、合計の数字と内訳の計が一致しない場合があります。 

 

５ 統計表の資料出所を示すため、各表の右下部に明記しました。 

 

６ 統計表中のおもな符号の用法は、次のとおりです。 

「０」･･････数値はあるが単位に満たないもの 

「－」･･････零又は該当数値がないもの 

「…」･･････該当数字が不詳のもの 

「△」･･････負数のもの 

「ｘ」･･････数値が秘匿されているもの 

「ｒ」･･････数値を訂正したもの 

 

７ 収録した統計資料について、更に詳細な数字を必要とする場合又は疑義のある場合は、

表ごとに付してある資料出所先か、下記宛に照会してください。 

 

 

 

糸魚川市総務部総務課行政係 

□電 話 025-552-1511(代) 

□ＦＡＸ 025-552-8955 

□E-mail  soumu@city.itoigawa.lg.jp 



 

 

 

この冊子では様々な統計調査の結果資料を用いています。各統計調査の公表予定につい

ては以下のとおりです。 

 

調査名 国勢調査（基幹統計調査） 

周期 ５年ごと 
実施年 平成 27 年 

調査日 10 月１日 
次回実施年 2020 年 

公表 

速報集計～要計票による都道府県別、市区町村別人口及び世帯数を 33 年２

月に公表 

人口等基本集計～確定人口、世帯数については 33 年 10 月に公表 

就業状態等基本集計～労働力の状態等については 34 年４月に公表 

世帯構造等基本集計～世帯の状況等については 34 年９月に公表 

 

調査名 農林業センサス（基幹統計調査） 

周期 ５年ごと 
実施年 平成 27 年 

調査日 ２月１日 
次回実施年 2020 年 

公表 調査年の 11 月に概要を公表、翌年から「結果報告書」により公表 

 

調査名 漁業センサス（基幹統計調査） 

周期 ５年ごと 
実施年 平成 30 年 

調査日 11 月１日 
次回実施年 2023 年 

公表 「調査報告書」を順次公表（概要公表は調査翌年８月末） 

 

調査名 経済センサス－活動調査（基幹統計調査） 

周期 ５年ごと 
実施年 平成 28 年 

調査日 ６月１日 
次回実施年 2021 年 

公表 
速報集計 平成 29 年５月末まで（産業共通事項） 

確定集計 平成 29 年９月以降順次（全ての調査事項） 

 

調査名 工業統計調査（基幹統計調査） 

周期 毎年 実施年 2019 年 調査日 ６月１日 

公表 
速報集計 調査実施年の翌年２月 

確定集計 調査実施年の翌年６月以降逐次 

 

 

 



第１章　土地・気象
1 地勢 ･･･ 2 40 海面漁業経営体数
2 市役所の位置 ･･･ 2  　経営組織別 ･･･ 30
3 市の面積，広ぼう，海岸線 ･･･ 2  　経営体階層別経営体数 ･･･ 30
4 主な山岳 ･･･ 2  　自営漁業の専兼業別経営体数 ･･･ 31
5 主な河川 ･･･ 2 41 年齢別15歳以上の漁業就業者数 ･･･ 31
6 地目別面積 ･･･ 3 42 漁業協同組合の状況 ･･･ 31
7 用途地域面積 ･･･ 3
8 固定資産の地積評価額 ･･･ 3 第５章　事業所
9 気象状況 ･･･ 4 43 地域別事業所数及び従業者数 ･･･ 34

10 積雪の初終日，長期積雪の最大継続日数 ･･･ 4 44 産業大分類別事業所数及び従業者数 ･･･ 34

11 降雪・積雪の状況 ･･･ 5 45 ･･･ 35

第２章　人口・世帯 第６章　鉱工業
12 住民基本台帳人口等 46 石灰石等生産量の推移 ･･･ 38

 　人口 ･･･ 8 47 工業の状況 ･･･ 38
 　世帯 ･･･ 8

13 人口動態，婚姻及び離婚数 ･･･ 9 第７章　商業
14 外国人国籍別人員 ･･･ 10 48 産業別事業所数，従業者数及び販売額 ･･･ 40
15 国勢調査による人口の推移 ･･･ 11 49 商業の状況 ･･･ 40
16 国勢調査による世帯の推移 ･･･ 12
17 地区別・男女別人口及び世帯数 ･･･ 12 第８章　土木・建築
18 年齢別人口 ･･･ 13 50 都市公園 ･･･ 42
19 人口集中地区人口 ･･･ 14 51 家屋の棟数・床面積 ･･･ 43
20 世帯人員別世帯数及び世帯人員 ･･･ 14 52 建築確認申請件数(建築工事届含む)
21 産業大分類別15歳以上就業者数  　用途別 ･･･ 43

 　総数 ･･･ 15  　工事別 ･･･ 43
 　男女別 ･･･ 17 53 新増築家屋の床面積 ･･･ 44

22 産業大分類・年齢別15歳以上就業者数 ･･･ 19 54 公営住宅及び特定賃貸住宅管理状況 ･･･ 44
23 地区別・産業別就業者数 ･･･ 20
24 就業状態，男女別15歳以上労働力人口 ･･･ 21 第９章　エネルギー・水
25 夜間人口・昼間人口 ･･･ 22 55 発電設備の状況
26 流出人口・流入人口の内訳 ･･･ 22  　市内発電設備の状況 ･･･ 46

 　風力発電の状況 ･･･ 46
第３章　農林業 56 都市ガス供給状況 ･･･ 47

27 ･･･ 24 57 上水道給水状況 ･･･ 47
58 市営簡易水道 ･･･ 47

28 経営耕地規模別農家数（販売農家） ･･･ 24 59 水道施設状況 ･･･ 48
29 農家人口（年齢別世帯員数） ･･･ 24
30 農業就業人口（15歳以上　販売農家） ･･･ 25 第10章　運輸・通信
31 経営耕地面積 ･･･ 25 60 道路状況 ･･･ 50
32 農地転用 ･･･ 26 61 自動車保有状況
33 水稲作付面積・収穫量 ･･･ 26 ･･･ 50
34 農用機械台数（個人有＋共有） ･･･ 26
35 所有形態別林野面積 ･･･ 27  　軽自動車以下 ･･･ 50
36 素材及び特用林産物生産量 ･･･ 27 62 北陸自動車道ＩＣ別出入交通量 ･･･ 51
37 販売目的の家畜農家数及び飼養頭羽数 ･･･ 28 63 バス輸送状況 ･･･ 51
38 米価の推移 ･･･ 28 64 駅別乗車人員及び貨物輸送取扱量 ･･･ 52

65 姫川港入港船舶 ･･･ 52
第４章　水産業 66 姫川港貨物取扱量 ･･･ 53

39 海面漁業経営体の基本構成 ･･･ 30

 　貨物用，乗合用，乗用及び特殊用
　   途用

産業大分類，従業者規模別民営事業所
数及び従業者数
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 　地上デジタル放送等共同受信施設
     （糸魚川・青海地域）


