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利用にあたって 

 

１ 本書は、富谷市の土地、人口、社会福祉、教育、行政・財政などの各分野にわたり、

重要かつ基礎的な資料を収録したものです。 

２ 資料は原則として、平成25年から令和２年までを中心に編集していますが、比較対

照を行う上で必要と思われるものについては、それ以前に遡って収録しています。 

３ 資料は、官公庁、民間団体ならびに庁内各課等から報告によるもの、また当課にお

いて直接調査収録したものです。 

４ 表中に「年」とあるのは暦年（１月～12 月）を、「年度」とあるのは４月から翌年

３月までの期間を示しています。また、右上端には調査等の現在日を示しています。 

５ 単位は各表の左上端に示していますが、一見して明らかなものについては省略して

います。また、数値の単位未満は四捨五入を原則としましたので、合計の数値と内容

の計が一致しない場合もあります。 

６ 資料の出所（担当課名等）は各表の下部に示し、報告書などによるものはその書名

を付記しています。また、説明が必要と思われるものについては、脚注として示しま

した。 

７ 表中の符号の用法は次のとおりです。 

「－」･………該当数値のない場合 

「…」･………不詳または調査を欠く場合 

「０」･………数値が単位未満の場合 

「△」･………負数または減少の場合 

「χ」･………公表できない数値の場合 

８ 掲載資料について、さらに詳細な数値が必要な場合、あるいは疑義のある場合には、

本市企画部企画政策課行政経営担当または各資料出所機関に照会して下さい。 
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