
は　じ　め　に

　ここに平成２２年版「能代市の統計」を刊行いたします。

　本書は、市勢の状況とその推移を紹介するため、能代市の人口、産業

経済、社会福祉、教育文化等各分野の基本的な資料を収録し、刊行して

いるものであります。

　本市では、基本理念に示す「“わ”のまち　能代」をめざして諸施策

を推進しております。この統計書により、多面的に能代市の姿をとらえ

ていただくとともに、諸計画の立案や産業経済の現場等で広くご活用願

えれば幸いに存じます。

　おわりに、貴重な資料の提供にご協力いただきました関係各位に対

し、お礼申し上げ、今後更にご指導、ご協力を賜りますようお願いいた

します。

　　　平成２３年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能代市長　齊　藤　滋　宣



能代市のプロフィール

　　　　位置・地勢・面積

　能代市は、秋田県北西部に位置し、東は北秋田市・上小阿仁村、

西は日本海、南は三種町、北は八峰町・藤里町に接しています。

また県都秋田市には６０ｋｍ～８０ｋｍの圏内にあります。

　東北地方を縦断する奥羽山脈に源を発する１級河川米代川が市域

の中央を東西に流れ日本海に注ぎます。下流部には能代平野が広が

り、その両側は、広大な台地が広がり大部分が農地として活用され

ています。

　また東南部は、房住山を主体になだらかな丘陵地となっています。

西部は、日本海に沿って南北に砂丘が連なり、湖沼が点在しています。

　気候は、四季の移り変わりが明瞭です。対馬暖流の影響により、年間の平均気温は１０度前

後と温暖ですが、冬は低温で日本海側特有の北西の強い季節風が吹き、降雪日数は平均７０日

程度あります。

　面積は４２６．７４０ｋ㎡（東西約３０ｋｍ、南北約３５ｋｍ）で、秋田県の面積の３．

７％を占めています。地目別では、山林が４２．２％（約１８０ｋ㎡）、農用地が２０．４％

（約８７ｋ㎡）で、宅地は３．９％の約１７ｋ㎡となっています。

市　　章

　　　　　　能代市の“の・し・ろ”を組み合わせ、日本海の波と白神山地

          の山並みを表現し、新市の将来像「輝くみらいへ　水とみどりの

          環境のまち」を表しています。





　統計表の平成１７年以前における「能」は旧能代市、「二」は旧二ツ井町を表します。
また、平成１８年以降は合併後の能代市のデータですが、一部市外を含むこともあります。

　　　　　「Ｘ」　統計法による秘匿

　本書は、能代市の市勢に関する基礎的な統計資料を収録したものです。

５

　　　　　「－」　皆無または該当数字なし

　　　　　「…」　不詳

７

４

　　　　　「△」　減少（マイナス）

利　用　者　の　皆　様　へ

　　　　　「０」　単位未満

　資料は、統計法に基づく基幹統計調査をはじめ、市内の各官公署、団体及び会社等からご報
告をいただいたものと、庁内各課で調査収集したものです。

　統計表中の符号の用法は次のとおりです。

１

　統計表中「年」または「年次」とあるのは暦年（１月～１２月）、「年度」とあるのは４月
から３月までとし、また「　年　月　日」とあるのは、その期日現在を示しています。

　数字の単位未満は原則として四捨五入としたので、総数と内訳が一致しない場合もありま
す。

３

２

６ 　可能な範囲で最新のデータを掲載するため、一部の統計項目で速報値を掲載しているものが
ありますが、後日公表される確報値とは異なる場合があります。
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