
1 土地・気象

(1) 市域の変遷 1-1p

(2) 位　　　置 1-1p

(3) 地目別土地面積 1-1p

(4) 地目別土地評価地積・筆数 1-1p

(5) 気　　　象 1-1p

(6) 地価公示 1-2p

1-3p

2 人口

(1) 人口の推移 2-1p

(2) 住民登録人口・本籍人口 2-1p

(3) 人口動態率 2-1p

(4) 人口動態 2-2p

(5) 転入者従前地・転出者転出先住所地 2-2p

(6) 国籍別外国人登録者数 2-3p

(7) 町名別住民基本台帳人口・世帯 2-4p

(8) 国勢調査　時系列人口・世帯数（昭和55年～平成17年） 2-5p

(9) 国勢調査　時系列夜間人口・昼間人口（昭和55年～平成17年） 2-5p

(10) 国勢調査　産業別就業人口の推移（平成2年～17年） 2-6p

(11) 国勢調査　佐野市に常住する者の従業・通学市区町村（平成12年・平成17年） 2-7p

(12) 国勢調査　佐野市で従業・通学する者の常住市区町村（平成12年・平成17年） 2-7p

(13) 国勢調査　町丁別年齢（3区分）別人口・世帯（平成12年・平成17年） 2-8p

3 都市環境

(1) 都市計画一覧地区計画の状況 3-1p

(2) 土地区画整理事業の状況 3-1p

(3) 地区計画の状況 3-2p

(4) 道路現況 3-2p

(5) 道路現況市道 3-2p

(6) 橋梁の状況市管理 3-2p

(7) 公園及び緑地 3-3p

(8) 公園の状況 3-3p

3-4・5p

(9) 建築物確認申請件数 3-6p

(10) 公営住宅の管理状況 3-6p

(11) 木造建物用途別家屋状況 3-6p

(12) 非木造建物用途別家屋状況 3-7p

(13) 新設着工住宅戸数、床面積 3-7p

(14) 建築の時期別住宅数 3-7p

4 電気・ガス・水道

(1) 電灯使用状況 4-1p

(2) 電力使用状況 4-1p

(3) ガス供給戸数及び供給量 4-2p

(4) 水道の概況 4-2p

(5) 取水量・配水量・給水量 4-2p

(6) 用途別給水量有収水量 4-2p



5 運輸・通信

(1) 鉄道乗車人員 5-1p

(2) 東北自動車道交通状況 5-1p

(3) 自動車保有台数 5-1p

(4) 市営バス等の利用状況 5-2p

(5) 電話台数 5-2p

(6) 郵便施設 5-2p

(7) 郵便物 5-2p

(8) 佐野ケーブルテレビCATVの普及状況 5-2p

6 生活・安全

(1) 青果物卸売市場入荷状況 6-1p

(2) 消防職員及び消防施設 6-1p

(3) 火災件数 6-1p

(4) 出火原因別火災発生件数 6-2p

(5) 出火時刻別火災発生件数 6-2p

(6) 火災損害状況 6-2p

(7) 救急車出動状況 6-2p

(8) 車輛別交通事故発生件数 6-3p

(9) 原因別交通事故発生件数 6-3p

(10) 時刻別曜日別交通事故発生件数 6-3p

(11) 交通事故職業別死傷者状況 6-4p

(12) 犯罪別発生、検挙件数 6-5p

(13) 少年補導状況 6-5p

(14) 年少者犯罪 6-5p

7 衛生・公害

(1) ごみ処理状況 7-1p

(2) し尿処理状況 7-1p

(3) 下水道施設及び普及状況 7-1p

(4) 農業集落排水事業整備状況 7-2p

(5) 公害苦情発生及び解決状況 7-2p

(6) 公害苦情原因別処理状況 7-2p

8 医療保健

(1) 市民病院の状況 8-1p

(2) 夜間診療所利用状況 8-2p

(3) 休日診療所利用状況 8-2p

(4) 予防接種状況 8-2p

(5) 死因別死亡者数 8-2p

9 社会保障

(1) 生活保護状況 9-1p

(2) 募金 9-1p

(3) 保育園 9-1p

(4) 児童手当支給状況 9-1p

(5) 身体障害者数 9-2p

(6) 高齢者の状況 9-2p



(7) 国民年金適用加入状況 9-2p

(8) 国民年金拠出制年金支給状況 9-3p

(9) 国民年金福祉年金支給状況 9-3p

(10) 国民健康保険状況 9-3p

(11) 国民健康保険の給付状況 9-3p

(12) 老人保健給付状況 9-3p

9-4p

(13) 介護保険認定状況 9-4p

(14) 要介護度別認定者数 9-4p

(15) 介護保険給付状況 9-4p

(16) 介護保険経理状況 9-4p

10 事業所

(1) 産業別（大分類）事業所数・従業者数 10-1p

(2) 新産業分類（平成18年11月改定）による事業所数及び従業者数 10-1p

(3) 町丁別民営事業所数及び従業者数 10-2～7p

11 農林業

(1) 農林業経営体数 11-1p

(2) 農業経営体　組織形態別経営体数 11-1p

(3) 総農家数及び土地持ち非農家数 11-2p

(4) 農家の世帯員数、経営耕地のある農家の経営耕地面積 11-2p

(5) 借入耕地のある農家数と借入耕地面積、 貸付耕地のある農家数と貸付耕地面積11-2p

(6) 経営耕地のある農家と経営耕地面積（販売農家） 11-3p

(7) 主副業別農家数（販売農家） 11-3p

(8) 保有山林面積規模別林家数 11-4p

(9) 林業経営体　保有山林面積規模別経営体数 11-4p

(10) 農地転用状況 11-4p

12 工業

(1) 産業分類別事業所数、従業者数 12-1p

(2) 産業分類別製造品出荷額等　　　 12-2p

(3) 産業分類別現金給与総額、原材料使用額等 12-3p

(4) 産業分類別付加価値額、資産投資総額 12-3p

13 商業

(1) 産業分類別商店数、従業者数 13-1p

(2) 産業分類別年間商品販売額、商品手持額 13-2p

14 労働

(1) 一般職業紹介状況 14-1p

(2) 中高年齢者職業紹介状況 14-1p

(3) 高年齢者職業紹介状況 14-1p

(4) 障害者職業紹介状況 14-1p

14-2p

(5) パートタイム関係職業紹介状況 14-2p

(6) 雇用保険取扱状況 14-2p

(7) 年齢別・経験年数別労働災害発生状況 14-2p



(8) 事故の型別・起因物別労働災害発生状況 14-3p

(9) 業種別労働災害発生状況 14-4p

15 金融

(1) 金融機関別店舗数 15-1p

(2) 市内金融機関別預金残高 15-1p

(3) 市内金融機関別貸付残高 15-1p

(4) 日本政策金融公庫貸付状況 15-1p

(5) 中小企業融資状況使途別 15-1p

(6) 中小企業融資状況産業別 15-1p

15-2p

(7) 農業金融制度利用状況 15-2p

(8) 企業倒産状況 15-2p

16 教育・文化

(1) 幼稚園 16-1p

(2) 小学校 16-1p

(3) 中学校 16-1p

16-2p

(4) 中学校進路別卒業者数 16-2p

(5) 中学校卒業者の産業別就職状況 16-2p

(6) 児童生徒の体位 16-3p

(7) 小学校施設整備状況 16-3p

(8) 中学校施設整備状況 16-4p

(9) 高等学校 16-4p

(10) 高等学校進路別卒業者数 16-4p

(11) 高等学校卒業者の産業別就職状況 16-5p

(12) 短期大学 16-5p

(13) 指定文化財数 16-5p

(14) 指定文化財の種類別内訳 16-6・7p

16-8～12p

(15) 登録文化財 16-12p

17 財政

(1) 財政関係指標 17-1p

(2) 一般会計歳入決算額 17-1p

(3) 一般会計歳出決算額 17-1p

(4) 特別会計決算額 17-2p

(5) 市債現在高 17-2p

(6) 市有財産 17-2p

(7) 市有地利用状況 17-2p

(8) 市税 17-3p

18 選挙

(1) 選挙投票状況 18-1p

(2) 選挙人名簿登録数 18-1p

19 行政



(1) 市職員数 19-1p

(2) 市の施設利用状況 19-2～4p

19-5p

19-6p

19-7p

(3) 市内の公共施設等一覧 19-8～12p


