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ご利用にあたって  

 

１ 資料の出所名は、各統計表ごとに掲げています。  

 

２ 表中、年は暦年（１月～１２月）、年度は会計年度（４月～翌年３月）、  

年月日は調査日現在を示したものです。  

 

３ 数字の単位未満は、四捨五入の算法を用いたので、合計の数値の内訳  

とは必ずしも一致しない場合があります。  

 

４ 表中説明を要するものについては、各統計表の下部に掲載しました。 

 

５ 一部の数表につき確定数未公表のため町集計の概数を掲載したもの  

があり、後日、国から公表される確定数と相違するものがあります。  

 

６ 統計表の符号の用法は、次のとおりです。  

 

   「・」    単位  

 

   「０」    単位に満たないもの  

 

   「－」    該当数値のないもの  

 

   「…」    事実上不詳又は調査を欠くもの  

 

   「Ｘ」    公表を差し控えたもの  

 

   「△」    比較減を示す  
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