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は じ め に

平成３０年版白石市統計書を刊行いたします。

、「 」 （ ） 、本市は 第５次白石市総合計画 で白石市の将来像 目指すべき姿 について

「市民が共に支え合いながら、生きる力を育み、ふるさと白石に誇りをもてるま

ちづくりを進めます」とし 「人・暮らし・環境が活きる交流拠点都市づくり」を、

テーマに白石らしい交流拠点都市づくりに取り組んでおります。

また、人口・経済・地域社会などの課題解決につなげるための指針として平成

２７年１０月に策定した「白石市まち・ひと・しごと創生『人口ビジョン 『総合』

戦略 」も本格的な事業実施段階を迎えており、人口減少の抑制による「消滅可能』

性都市」からの脱却を目標として 「学校教育の充実 「子育て支援 「移住・定住、 」 」

の促進」などの分野で独自性を持った事業を多面的に推進しております。

特に福岡長袋地内に整備中の賑わい交流拠点「しろいし Ｓｕｎ Ｐａｒｋ」
サ ン パ ー ク

では、昨年６次産業化加工施設「みのり Ｆａｃｔｏｒｙ 、子育て支援・多世代」
フ ァ ク ト リ ー

交流複合施設「こじゅうろうキッズランド」のオープンに続き、本年４月には農

産物等販売施設「おもしろいし市場」がオープン予定です。２０２０年春の地元

食材活用レストランを加えたグランドオープンに向けて、宮城県南地域の一大交

流拠点となるよう地域全体の魅力向上を図ります。

今後も引き続き本市の最上位計画である「第５次白石市総合計画」を着実に推

進し、市民の皆さまと共に地域経済の発展や活力ある地域社会の形成を図り、白

石市を「住みたいまち 「住み続けたいまち」とし 「市民の笑顔あふれる白石」」、 、

の実現を目指してまいります。

この統計書は、白石市の自然、人口、産業、福祉、教育など各方面にわたる基

、 。礎的な資料を収集し 市勢の現況と推移を客観的かつ総合的に収録したものです

皆様にご覧いただき、情報源として広くご活用いただければ幸いです。

、 、 、編集にあたりましては 最新の資料を収集し 内容の整備改善に努めましたが

今後とも皆様からのご教示をいただき、より一層の充実を図りたいと存じます。

むすびに、刊行にあたり、貴重な資料をご提供いただきました各機関及び関係

者の皆様に、厚くお礼申し上げますとともに、今後ともご協力を賜りますようお

願いいたします。

平成３１年３月

白石市長 山 田 裕 一



利用にあたって 
 

１．本書は、白石市に関する市勢の各般にわたる重要、かつ基本的な統計資料を

収集したものです。 

２．資料は原則としては直近５年（年度）を中心に収録したものですが、比較対

照の便を考慮して必要と思われるものについては、それ以前のものも時系列

にて掲載しています。 

３．資料は、各官公庁、民間団体等からの提供資料によるもの、または本市が直

接調査収集したものです。 

４．数値単位は各表の右上端に示してありますが、一見して明らかなものは省略

し、また数値の単位未満は四捨五入を原則としました。したがって、合計の数

値と一致しない場合もあります。 

５．表中の「年」とあるのは暦年で、「年度」とあるのは４月から翌年の３月ま

での期間であり、それ以外は右上端に調査現在日を示しました。 

６．統計表中の符号の用法は次のとおりです。 

 「０」・・・・単位未満 

 「－」・・・・皆無または該当数字無し 

 「…」・・・・不詳 

 「△」・・・・負数 

 「ｘ」・・・・該当数字があるが発表に差し支えのあるもの 
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■建築の時期、住宅の購入・新築・建て替え等別持ち家数 241

■居住世帯の有無別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 21

■居住世帯のない住宅、住宅の種類別居住世帯のない住宅数 241

■住宅の建て方、構造別賃貸用の空き家数 241

■高齢者等のための設備状況別住宅数 242

■住宅の所有の関係、居住室数別住宅数 243

■住宅の所有の関係、居住室の畳数別住宅数 243

■居住数の畳数、１か月当たり家賃・間代別借家数 243

■住宅の種類、住宅の所有の関係、建築の時期、省エネルギー設備等別住宅数 244


