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ま  え  が  き 

 

 

 ここに平成２６年版｢知多半島の統計｣を刊行します。 

  本書は、知多半島５市５町の総合統計書として、人口、産業、教育、福祉等

各分野の基本的統計資料を広く収録し、知多半島及び各市町の現況とその

推移発展を明らかにしたものです。本書が各種計画の立案、学術研究、その

他知多半島の資料として広く利用いただければ幸いです。 

  編集にあたっては、できる限り最新の資料を収録し、内容の充実に努めて

おりますが、今後とも皆様のご意見、ご指導を仰ぎながら、更に改善充実を図

っていきたいと存じます。 

  最後に、本書の刊行にあたり、多数の貴重な資料をご提供、ご協力いただ

きました関係各位に心から厚くお礼申しあげます。 

 

  平成２６年１２月 

 

                                             知多統計研究協議会             
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統計表利用上の注意 

 

 

１ 各統計表の数値は、すべて各市町を区域としたものであり、かつ調査時の市域、 

  町域によります。 

 

２ 表中｢○○年｣とあるのは、１暦年間（１月から 12 月）の事実を、また｢○○年度｣ 

  とあるのは、１会計年度（４月から翌年３月）の事実を示し、年月日が記入されて 

  いるものは、その期日現在の数値を示します。 

 

３ 表中の符号は次のとおりです。 

    ｢Ｘ｣ ……  事業所数２以下の場合及び事業所数３以下の場合でも前後の関連で 

               数値が判明する場合は、その集計数値を統計法により秘匿したもの 

    ｢－｣ ……  該当する数値のないもの 

    ｢…｣ ……  不明、不詳のもの 

    ｢△｣ ……  負数のもの 

    ｢０｣ ……  単位未満で切り捨てたもの 

 

４ 統計表で注釈を必要とするものについては、表ごとに左下欄外に注記し、表中の 

  数値の単位は、原則として表見出し横にかっこ書きしてあります。ただし、一見して 

  単位が明らかなものについては省略しました。 

 

５ 表中の数値の単位未満は、四捨五入を原則としました。したがって、内訳と合計 

  が一致しないこともあります。 

 

６ 本書に収録された統計資料についての疑義・問い合わせは、各市町の統計主管課まで

ご照会ください。 
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