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長 崎 県 五 島 市 
 

 平成３０年版『五島市統計書』を作成しました。 

 この統計書は、五島市の人口・産業・社会・文化などの各分野にわたる基

本的な統計資料を総合的に収録したものであり、市民の皆様をはじめ、各方

面の方々に広く活用していただけると幸いです。 

 また、『より身近で最新の数値』に重点を置いて編集にあたりましたが、今

後とも皆様方のご意見等を賜りながら、更なる内容の充実に努めてまいりた

いと考えております。 

 おわりに、本書の作成にあたり、貴重な資料をご提供していただきました

関係各位に対しまして、心から厚くお礼申し上げますとともに、今後一層の

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

   令和元年５月 

                    五島市長 野口 市太郎 
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凡   例 

 

１．各統計表の数字はすべて、特別の表示、注釈のない限り、「五島市」を区域としたもの

です。 

 

２．本書は原則として、平成２６年（年度）から平成３０年（年度）までの５カ年間の資

料を収録するものでありますが、資料の有無、その他の理由により適宜に期間を伸縮し

ています。なお、平成１６年（年度）以前の数値は、合併前旧市町の合算数値を記載し

ています。 

 

３．統計表の中で特に注記しない限り、「年」とあるものは１月から１２月、「年度」とあ

るものは４月から翌年３月までの１年間の状態、何月何日とあるものはその期日現在の

状態を示しています。 

 

４．数値に関して、単位未満は原則として四捨五入したため、合計の数値と内訳の計とが

必ずしも一致しない場合もあります。 

 

５．数値の単位は各表とも右上部に記し、特別なものや項目ごとに異なるものは表頭内に

掲げてあります。また、各表の作成に係る資料名等は各表とも右下部に掲げています。 

 

６．統計表中の符号の用法は次のとおりです。 

  （０）・・・・・単位未満 

  （－）・・・・・該当数字なし 

  （…）・・・・・不詳 

  （▲）・・・・・減少したもの 

  （ｘ）・・・・・調査対象が極めて少ないため、公表を差し控えたもの 

 

７．この統計書に収録した統計資料について、さらに詳細な数字が必要な場合、あるいは 

疑義のある場合には、政策企画課政策企画班にお問い合わせください。 
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Ⅰ 土地及び気候 

  １ 五島市の位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

  ２ 五島市総面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

  ３ 地目別面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

  ４ 五島市の島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

  ５ 海岸線の長さ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

  ６ 五島市の河川・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

  ７ 五島市の気象・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

Ⅱ 人口 

  ８ 人口及び世帯数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

  ９ 地区別人口推移（国勢調査）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 １０ 地区別世帯数推移（国勢調査）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 １１ 各歳別（階級）人口推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 １２ 地区別年齢階級別人口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 １３ 年齢３区分人口推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 １４ 地区別年齢３区分人口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 １５ 有人島別人口推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 １６ 人口集中地区人口・面積・人口密度推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

 １７ 男女、配偶関係別１５歳以上人口推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

 １８ 地区別人口推移（住民基本台帳）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 １９ 地区別世帯数推移（住民基本台帳）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

 ２０ 異動人口推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 ２１ 外国人登録者数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

 

Ⅲ 産業 

 ２２ 五島市総生産推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

 ２３ 産業（大分類）人口推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 ２４ 産業、従業上の地位、１５歳以上就業者数 ・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

 ２５ 職業（大分類）、男女別１５歳以上就業者数推移・・・・・・・・・・・・・２３ 

 ２６ 事業所数・従業者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

 ２７ 従業者規模別事業所数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 ２８ 従業者規模別従業者数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 ２９ 年齢別世帯員数（販売農家） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 ３０ 専兼業別農家数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

 ３１ 専兼業別地区別農家数（販売農家）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 ３２ 経営耕地の状況（販売農家）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７ 

 ３３ 経営耕地面積規模別農家数（販売農家）推移 ・・・・・・・・・・・・・・２７ 

目   次 
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 ３４ 農産物販売金額規模別農家数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

 ３５ 農産物販売金額１位の部門別農家数（販売農家）推移 ・・・・・・・・・・２８ 

 ３６ 水稲生産量推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

 ３７ 麦類生産量推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

 ３８ 大豆・そば・なたね生産量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

 ３９ 販売目的の作物別作付（栽培）農家数と作付（栽培）面積 ・・・・・・・・３０ 

 ４０ 家畜等を販売目的で飼養している農家数と飼養頭羽数 ・・・・・・・・・・３１ 

 ４１ 保有山林面積規模別経営体数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 

 ４２ 漁業経営組織別経営体数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 ４３ 動力船保有隻数別経営体数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 ４４ 漁業専兼業別個人経営体数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 

 ４５ 漁業就業者数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

 ４６ 登録漁船数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

 ４７ 漁業経営体数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

 ４８ 漁業種類別漁業経営体数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

 ４９ 漁獲量推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 

 ５０ 漁獲高推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

 ５１ 海面漁業魚種別漁獲量（五島市での順位）・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

 ５２ 海面漁業魚種別漁獲量（県内順位）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

 ５３ 製造業推移（４人以上の事業所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 ５４ 従業者規模別製造業（４人以上の事業所） ・・・・・・・・・・・・・・・３７ 

 ５５ 商業推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

 ５６ 観光客数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

 ５７ 観光消費額推移（推計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

 ５８ 修学旅行受け入れ推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９ 

 ５９ 五島長崎国際トライアスロン大会申込者数推移 ・・・・・・・・・・・・・４０ 

 ６０ 五島列島夕やけマラソン大会参加者数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

 ６１ 五島つばきマラソン申込者数推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

 

Ⅳ 建設 

 ６２ 住居の種類別一般世帯数及び世帯人員（地区別）・・・・・・・・・・・・・４１ 

 ６３ 市営住宅 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

 ６４ 国・県道の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

 ６５ 市道の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

 

Ⅴ 運輸 

 ６６ 自動車保有車両数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 

 ６７ 航空便利用状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３ 
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Ⅵ 福祉・保健 

 ６８ 児童福祉施設数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

 ６９ 保育所（園）の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５ 

 ７０ 老人福祉施設数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

 ７１ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）の状況 ・・・・・・・・・・４７ 

 ７２ 生活保護の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

 ７３ 医療施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

 ７４ 医療従事者数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

 ７５ 特定健康診査受診率の推移・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４９ 

 ７６ 特定死因死亡数推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

  

Ⅶ 衛生 

 ７７ 水道供給状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

 ７８ ごみ収集量推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

 ７９ ごみ収集量（平成２９年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

 ８０ し尿収集量推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

 ８１ し尿収集量（平成２９年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

 ８２ 汚水処理人口普及率推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

 

Ⅷ 教育 

 ８３ 幼稚園概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

 ８４ 小学校概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

 ８５ 中学校概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

 ８６ 市内指定文化財 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 

 

Ⅸ 財政 

 ８７ 五島市歳入決算額（一般会計）推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 

 ８８ 五島市歳出決算額（一般会計）推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

 ８９ 五島市歳入決算額（特別会計）推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

 ９０ 五島市歳出決算額（特別会計）推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

 ９１ 五島市市税収入推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０ 

 

Ⅹ 警察・消防 

 ９２ 交通事故概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

 ９３ 救急出動件数及び搬送人員推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

 ９４ 火災概況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 


