
成 田 市 統 計 書
平 成 ２５ 年 版

成　田　市



市民の
出生　１日に３．６人

（平成24年度）

結婚　１日に４．０件 死亡　１日に２．７人 離婚　１日に１．２件
（平成24年度） （平成24年度） （平成24年度）

転入　１日に２２．７人 １世帯１日に０．７㎥ １世帯１日に０．９㎥
（平成24年度） （平成24年度） （平成24年度）

上水道給水量（家庭用） 都市ガス使用量（家庭用）

電話機数　１世帯に０．５台 市民相談　１日に４．６件 １人あたり４２９，２２１円
（平成25年3月31日現在） （平成24年度） （平成25年度）

航空機発着回数　１日に５８１回 １日に９１，５９２人 平均年齢　４１．６才
（平成24年度） （平成24年度） （平成25年3月31日現在）

１日に１４，５５１人          降車１７，８１４人 １日に乗車２９，９１２人
（平成24年度） （平成24年度） （平成24年度）

JR東日本成田駅乗車人員
京成成田駅乗降人員

１日に乗車１７，６１４人 空港駅乗車人員

市の予算

成田空港旅客数



くらし

乗用自動車(軽自動車･乗用を含む)

（平成25年4月1日現在）

医師　市民４５２．７人に１人 転出　１日に２２．０人 世帯人口　１世帯２．３人
（平成22年12月31日現在） （平成24年度） （平成25年3月31日現在）

都市公園　１人あたり９．７６㎡ 園児５．０人に１人
（平成25年3月31日現在） （平成25年4月1日現在） （平成25年5月1日現在）

市職員　市民１３６．３人に１人 火災発生　４．９日に１件 消防職員　市民５４１．３人に１人
（平成25年4月1日現在） （平成24年）

１世帯に１．３台 交通事故　１日に１．９件 市民１，４１９．３人に１人
（平成25年3月31日現在） （平成24年） （平成22年12月31日現在）

救急出動　１日に１７．３件
（平成24年）

市立保育園保育士

市立図書館の貸出冊数 教員　小学生１４．１人に１人
ゴミ収集量　１世帯１日に２．４㎏

人口密度

歯科医師

１人あたり８．７冊          中学生１３．９人に１人
（平成24年度） （平成24年度） （平成24年5月1日現在）

１K㎡あたり６１０．１人



市 章

  平成18年4月29日制定

市章の意味
　　成田市の頭文字「N」を人

　の姿に重ね合わせたイメージ
　をデザインし，四肢の伸びは
　躍動感と疾走感，中央の赤は
　成田市民の熱い情熱,｢NARITA｣
　は日本と世界との交流拠点と
　しての国際空港都市を表し，
　成田市の明るい未来への飛躍
　とさらなる繁栄への願いが込
　められています。

成田市民憲章

昭和46年11月3日制定

  信仰のまち，世界に通ずるまち成田はわたくしたちのふ
るさとです。
  ゆたかな自然と文化にめぐまれてきたわたくしたち成田
市民は，大きな希望と誇りをもって世界に伸びようとして
います。
  わたくしたちは，成田のかがやかしい発展とおたがいの
しあわせをねがい，この市民憲章をさだめます。

１．親切な心で  平和な成田をつくりましょう。
１．よろこんで働き  豊かな成田をつくりましょう。
１．きまりをまもり  住みよい成田をつくりましょう。
１．自然と文化を大切にし  美しい成田をつくりましょう。
１．若い力をそだて  明るい成田をつくりましょう。



      シンボルマーク

（平成6年4月1日制定）

市    の    花　　　

した。

（平成6年4月1日指定）

あ  じ  さ  い　　　

       市   の   木

（昭和46年4月指定）

           梅

成田市観光キャラクター

（平成22年3月29日任命）

　名前は成田名物のうなぎと成田，体はうなぎと成田空港

を舞う飛行機のコラボレーション。うなり星からの旅の途

中で着陸した成田空港と成田が気に入り，そのまま住み着

いてしまいました。

　現在は，成田市の特別観光大使として，イベントや

インターネットを通じて、成田市のＰＲに努めています。

  市制40周年を記念して，誰もが親しみやすく栽培しやす

い成田市のシンボルとなる花に“あじさい”が選定されま

  千葉国体の記念事業の一環として成田市の木に“梅”が

選定されました。

  また，昭和48年より結婚を記念して市民課窓口で苗木を

プレゼントしています。

  市制40周年を記念してシンボルマークを制定しました。

  歴史的な門前町の門の字と成田の頭文字ｎを背景にして，

本市の基本理念“自然，健康，愛情”あふれる未来の姿と

成田空港へさまざまな国から飛来するイメージを三つの翼

で表し，門前町の“静”と空港都市の“動”を象徴化した

ものです。

                       ふるさと  からだ  こころ



   ○ 世界連邦平和都市宣言 昭和33年10月31日
宣 言

  成田市は，宗教観光都市として，世界連邦建設の趣旨に賛同し，自ら永遠の平和都市と

なることを決意し，全世界の恒久平和確立と人類の福祉増進に努力せんとするものである。

  右宣言する。

   ○ 公明選挙都市宣言 昭和39年12月21日
宣 言

  選挙は民主政治の基盤であり，明るく豊かな市民生活は正しい選挙によって実現される

ものと信じます。しかし，選挙の実態は依然としてその理想とするところに程遠く，なお

反省すべき点を残していることは，たいへん遺憾であります。

  霊場成田市の健全発展のためにも選挙から違反を追放し，公明選挙を確立することは現

下の急務であります。よって，成田市民のすべての希望と熱意を結集して公明選挙の実現

を期するため，ここに成田市を「公明選挙都市」とすることを宣言いたします。

   ○ 交通安全都市宣言 昭和41年9月22日
宣 言

  最近，産業経済の急速なる進展成長と国民所得の向上によって，各種車両の急激なる増

加は道路交通の輻輳を過密にし，都市における交通事故は年々激増の傾向にあることは一

大社会問題として取上げられ誠に憂慮にたえないところである。

  本市は北総地区交通の中心地として団地造成・観光開発の推進，利根川架橋，印旛沼架

橋，国道県道の舗装整備等により車両増加は益々混雑と事故の頻発を加えることは明白で

ある。かかる交通禍の脅威を全市民一丸となって交通道徳の高揚，安全交通の自覚により

交通事故の絶滅を祈念し，もって安全都市の理想を達成すべくここに成田市を「交通安全

都市」とすることを宣言する。

   ○ 非核平和都市宣言 平成7年2月21日
宣 言

  世界の恒久平和は，全世界の人々の共通の願いである。

  我が国は世界で唯一の核被爆国として，広島・長崎に原爆が投下されて本年で50年目を

迎える。

  我々は，被爆者の苦しみを全世界の人々に訴え，再びこの地球上にあの惨禍を繰り返す

ことのないよう強く望むものである。

  このため，平和を希求する我々成田市民は，我が国の国是である非核三原則が完全実施

されることを願い，全世界の人々と共に，核兵器の廃絶，恒久平和確立のためここに「非

核平和都市」を宣言する。

   ○ スポーツ健康都市宣言 平成16年11月7日
宣 言

  わたくしたちは，スポーツを愛し，スポーツを通して健康な心と体を育み，明るく豊か

な成田市を築くため，ここにスポーツ健康都市を宣言します。

１　スポーツに親しみ，健康な心と体をつくりましょう。

１　スポーツを楽しみ，友情とふれあいの輪をひろげましょう。

１　スポーツを愛し，明るく豊かなまちを築きましょう。

１　スポーツを通し，世界の人々と手をつなぎましょう。



1 陽はのぼる 雲はとぶ 2 水は満つ 印旛沼 3 風は呼ぶ 空高く

北総の朝 晴れわたり 歴史を映し 育くみて 世界を結ぶ 新空港

大地はみどり 家並つづき たかなる胸よ

あふれる希望 広野はゆたか のびゆく郷土

ひろげよう 新しい地図 たたえよう 栄ある文化 はばたこう 若い力よ

ひろげよう 大いなるこころ たたえよう 輝く山河 はばたこう 平和な空へ

 おお わが市  おお わが市  おお わが市

  わがふるさと成田   わがふるさと成田   わがふるさと成田

成田市民歌





ま   え   が   き

  成田市統計書の平成２５年版を刊行いたします。

  本書は，成田市のあらゆる分野にわたる統計資料を総合

的に収録することにより，市勢の現状と推移を明らかにし

ようとするものであります。

  本書が，各種計画立案や学術研究など，広く皆様にご活

用いただければ幸いであります。

  編集に当たっては，資料の選定，内容の改善等に努めて

おりますが，今後も各位のご指導を仰ぎ，さらに内容の充

実を図りたいと考えております。

  本書の刊行に当たり，貴重な資料を提供していただいた

関係各位のご厚意に対し深く感謝いたしますとともに，今

後ともなお一層のご指導ご協力を賜りますようお願いいた

します。

　平成２５年１１月

　　　　　　　　　　　　　　 成田市総務部行政管理課



利  用  に  あ  た  っ  て

１  本書は，成田市全般にわたる基本的な統計を収録したもので

    あり，資料の出典等を各統計表ごとに記載した。

２  統計表中，特に注記しない限り，年とあるのは１月から12月

    までの暦年，年度とあるのは４月から翌年３月までの会計年

    度であって，年月日を掲げてあるものは現在日を示す。

３  統計数字の単位は，注記のとおりで，一見して明らかなもの

    は省略した。

４　構成比等の比率は，表章単位未満を四捨五入したため総数と

    内訳の合計が必ずしも一致しない場合がある。

５　各統計表においては，必要に応じて欄外に注記してある。

６  資料の種類及び様式は，原則として本書前年版を踏襲したが，

    今回あらたに収録したもの，変更したものもある。

７  表中の大字の編成順序は，成田市住所コードによる。

８  統計表の符号の用法は，次のとおりである。

「０」…………… 掲載単位に満たないもの

「－」…………… 該当数字のないもの

「…」…………… 不詳または資料のないもの

「Ｘ」…………… 該当数字の公表をさし控えたもの

「△」…………… 減少したもの



頁 11 気象 ･････････････････････････････ 11

12 台風等の被害 ･････････････････････ 13

1 気温と降水量 ･････････････････････ 2

2 土地の地目別面積 ･････････････････ 2 2　人口

3 人口動態 ･････････････････････････ 16 13 住民基本台帳人口 ･････････････････ 18

4 人口と世帯 ･･･････････････････････ 16 14 人口動態 ･････････････････････････ 19

5 国勢調査年齢別人口 ･･･････････････ 16 15 大字別人口・世帯数 ･･･････････････ 20

6 国勢調査地区別人口 ･･･････････････ 17 16 国勢調査人口・世帯数 ･････････････ 24

7 事業所数と従業者数 ･･･････････････ 36 17 年齢（5歳階級,3区分）別人口 ･･････ 26

8 地区別事業所数 ･･･････････････････ 36 18 昼間人口 ･････････････････････････ 27

9 専兼業別農家数と農家人口 ･････････ 50 19 人口集中地区人口 ･････････････････ 28

10 地区別専兼業別農家数(販売農家) ･･･ 50 20 県内各市の人口 ･･･････････････････ 29

11 成田市公設地方卸売市場 21 県内各市の高齢者人口 ･････････････ 30

   青果物年度別取扱高推移 ･･･････････ 58 22 国籍別外国人住民人口 

12 成田市公設地方卸売市場 ・外国人登録人口･･････････････････ 31

   水産物年度別取扱高推移 ･･･････････ 59 23 産業（大分類）別常住地・従業地

13 使用電力量の推移 ･････････････････ 68    就業人口（15歳以上） ･････････････ 32

14 都市ガス消費量の推移 ･････････････ 68 24 産業（大分類）別就業人口

15 成田国際空港国際線旅客数 ･････････ 74    （15歳以上） ･････････････････････ 33

16 成田国際空港国際線発着回数 ･･･････ 74 25 労働力状態男女別人口

17 ごみ処理の状況 ･･･････････････････ 90    （15歳以上） ･････････････････････ 34

18 救急業務の推移 ･･･････････････････ 108

19 種別火災発生件数の推移 ･･･････････ 108 3　事業所

20 小・中学校数と児童・生徒数 ･･･････ 116 26 産業別事業所数及び従業者数 ･･･････ 37

21 小・中学校教員数 ･････････････････ 116 27 産業（中分類）別事業所数及び

22 一般会計歳入歳出予算 ･････････････ 134    従業者数（公務を除く） ･･･････････ 38

28 大字別・産業別事業所数

頁    （公務を除く） ･･･････････････････ 40

29 成田国際空港内産業（中分類）別

1　土地・気象    事業所数（公務を除く） ･･･････････ 48

1 位置 ･････････････････････････････ 3

2 地形と地質 ･･･････････････････････ 4 4　農林漁業

3 沿革 ･････････････････････････････ 5 30 専兼業別農家数・農業従事者数

4 主な河川（一級河川） ･････････････ 6    及び農家人口 ･････････････････････ 51

5 主な池沼 ･････････････････････････ 6 31 地区別専兼業別農家数・農業

6 地目別面積 ･･･････････････････････ 7 従事者数及び農家人口(販売農家) ･･･ 51

7 都市計画区域面積及び人口集中 32 経営耕地(種類別)面積 ･････････････ 52

   地区等の面積 ･････････････････････ 7 33 地区別経営耕地面積(販売農家) ･････ 52

8 大字別面積 ･･･････････････････････ 8 34 農地転用状況 ･････････････････････ 53

9 地価公示価格一覧 ･････････････････ 9 35 地区別・地目別農地転用面積 ･･･････ 53

10 基準地価格一覧 ･･･････････････････ 10 36 農用機械保有台数 ･････････････････ 54
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37 主要農作物種類別作付面積及び 8　建設
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