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2021 年版「士別市統計書」を刊行いたします。
この度、刊行した本書は、士別市の姿をご理解いただく
ために、人口、産業、教育、医療、福祉等の各分野におけ
る基礎的な統計資料を総合的に収録したものです。
近年、統計資料の重要性がますます高まっているなか、
本書が行政上の利用にとどまらず、多くの関係者に広く活
用いただければ幸いです。
なお、資料の編さんには、より使いやすいものとなるよ
う努力してきたところですが、今後とも皆様のご意見等を
お伺いしながら、内容の充実を図ってまいります。
終わりに、本書の刊行にあたり、ご協力を賜りました関
係各位に心から感謝を申し上げますとともに、今後とも本
市発展のため一層のご指導とご協力をお願い申し上げま
す。

令和４年３月

士別市長

士 別 市 民 憲 章
わたくしたちは、天塩川の源流にはぐくまれた士別市民です。
屯田の開拓精神をうけつぎ、人と大地が躍動するすこやかな
まちをつくるため、この憲章を掲げ実践に努めます。
１．自然を愛し 美しいまちをつくります
１．人を愛し 心ゆたかな文化のまちをつくります
１．しごとを愛し 活気みなぎるまちをつくります
１．スポーツを愛し 元気なまちをつくります
１．夢を語り 未来に広がる明るいまちをつくります
〔平成 17 年 10 月 14 日制定〕
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章

グリーンの「大きな楕円」
は大地を意味し、合併した
士別市と朝日町を表します。
ブルーの「S」は士別市の英
頭文字であるとともに、天塩川の流れであ
り、赤い「小さな楕円」との組み合わせで
駆ける人を表します。それは大地と共に躍
動し、自然の中にすなおに溶け込む士別市
の姿を表現しています。
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友好都市
～愛知県みよし市
士別市と愛知県みよし市（旧三好町：平
成 22 年１月４日市制施行）は、自動車関連
企業の立地という縁で、平成 12(2000)年 10
月６日に「友好都市」提携を結びました。

アカエゾマツ

姉妹都市
～オーストラリア ゴールバーン・マルワリー市

士別市とゴールバーン・マルワリー市は、
めん羊産業を通じて交流が深まり、平成
11(1999)年７月３日に「姉妹都市」提携を
結びました。

ゴールバーン・
マルワリー市

交 通 安 全 都 市 宣 言
自動車は現代の日常生活に欠かせないものとなっており、その普及によって利便性は大き
く向上しました。
しかし、その反面、交通事故の発生が大きな社会問題となり、その惨状と損害による市民
の苦悩は、加害者も被害者も巻き込む誠に憂慮すべき事態となっています。
交通事故を防止するためには、運転者はもちろん、事業所、学校、団体、地域等が連携し、
市民一人ひとりが交通安全や人命尊重に対する思想を高め、さまざまな取り組みを進めてい
くことが必要です。
交通安全の意義を真摯に受けとめ、安全で明るく住みよい「まち」をつくるため、ここに
「交通安全都市」を宣言します。

健康・スポーツ都市宣言
わたくしたち士別市民は、一人ひとりが健康に心をつかい、生涯を通してスポーツに親し
み、健全な心とからだをきたえ、人と大地が躍動するすこやかな「まち」を築くため、ここ
に「健康・スポーツ都市」を宣言します。

非 核 平 和 都 市 宣 言
核兵器を廃絶し、恒久平和を実現することは、国民共通の悲願であり、士別市民の心から
ののぞみです。
核兵器が世界の平和と人類の生存に脅威を与えつつある今日、私たちは核兵器の廃絶を強
く訴えるものです。
美しい郷土を守り豊かな暮らしを子孫に伝えるために、非核三原則の堅持と恒久の平和を
願い、ここに「非核平和都市」を宣言します。

暴力追放・防犯都市宣言
わたくしたちの日常生活が平穏かつ安全であることは、市民共通の願いです。
しかしながら、最近のめまぐるしい社会情勢の変化に伴い、犯罪・暴力は一向に減少する
傾向が見られません。
今こそ、わたくしたち市民一人ひとりがこの現実を十分認識し、防犯思想の普及、高揚を
図るとともに、善良な市民生活に脅威を与える暴力は絶対に容認できないものであり、一切
の暴力行為を排除しようとするものです。
このため、士別市は市民の総力を結集し、あらゆる関係機関、団体と連携を図り、市民一
人ひとりの協力と実践により犯罪を防止して、暴力のない平和で明るく住みよい「まち」の
実現を決意し、ここに「暴力追放・防犯都市」を宣言します。
〔平成 17 年 10 月 14 日制定〕

世帯人員

人口密度

１世帯あたり１．９人

1ｋ㎡あたり１５．９人

(令和3年9月30日)

死

亡

１月平均２４．５人

出

月平均６．８人

(令和3年9月30日)

(令和3年)

転入・転出

市税納税額

転入 １月平均４０．２人
転出 １月平均５９．８人

市民１人あたり約１２．３万円

(令和3年)

(令和3年)

市の予算

医

市民１人あたり約 112 万円

医師１人あたり市民 582 人

(令和2年度)

生

師

(歯科医師含む）

(令和元年12月31日)

(令和2年度)

病

床（市立病院）

１床あたり市民 120 人
(令和3年9月30日)

図書館蔵書

小中学校教員

市民１人あたり 11 冊

教員１人あたり
児童･生徒６．６人

(令和3年3月31日)

火

災

年間

救急出動

(令和3年5月1日)

交通事故

９件

１世帯あたり１．５台

(令和3年)

バス乗車人員

上水道給水量

(令和2年度)

(令和3年：士別市内)

１日あたり 205 人

(令和3年)

ゴミ排出量

１人１日あたり 334 ㍑

１月平均２．３件

ＪＲ士別駅乗降客

１日あたり 304 人

(令和2年3月31日)

(令和3年)

犯罪(刑法犯）

１月平均０．６件

(令和3年)

乗用自動車(軽含む)

１日平均３．０件

(令和2年年度)

市道舗装率

１世帯１日あたり０．９㎏
(令和2年度)

４８．１％
(令和2年3月31日)
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１．本書は、士別市勢に関する統計資料を収録しました。
なお、一部資料については、合併(平成 17 年 9 月 1 日)前の旧士別市と旧朝日町の統
計資料を収録しました。
２．本書は、令和２年度及び令和３年末までを中心に、数年間の主要な実績を収録、掲
載しましたが、一部の項目については入手可能な範囲での最新の数値を掲載しまし
た。なお、
「年」とあるのは年間（1 月から 12 月）、
「年度」とあるのは会計年度（4
月から 3 月）までを指します。
３．資料は、各官公庁、団体、会社から提供されたもの、及び本市が直接収集したもの
ですが、その出所は、各表の下部右端に付記しました。
４．各表についての補足説明は、脚注に示しました。
５．調査の時期については、上部右端に注記しました。
６．数値の単位未満、平均値及び指数等の算出方法は、四捨五入を原則としたため、合
計数値とその内訳の累計値とは一致しない場合があります。
７．統計表中で使用した符号は、次のとおりです。
「０」

→ 単位未満

「－」

→ 皆無または該当数字のないもの

「…」

→ 不詳または調査を欠くもの

「Ｘ」

→ 発表を差し控えたもの

「△」

→ 比較減を示す
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