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「統計いずみ 平成２９年版」は、本市の自然、人口、産業、

経済、教育、市民生活、福祉及び行財政など多くの分野にわた

り、基本的な統計資料を総合的かつ体系的に収録し、市勢の現

況ならびに発展の推移を明らかにしようとするものです。本書

が各種行政運営の基礎資料として利用されるにとどまらず、多

くの方々に幅広く利用いただければ幸いです。 

 編纂にあたっては、ご利用される皆様に、より見やすく、使

いやすいものになるよう努めたところですが、今後とも皆様か

らのご意見、ご指導をいただき、さらに充実を図りたいと存じ

ます。 

 終わりに、本書の掲載にあたり、貴重な資料を提供していた

だいた関係機関各位に対し、深く感謝申し上げますとともに、

今後とも、より一層のご協力をいただきますようお願い申し上

げます。 

 

 

和 泉 市 長 

 辻 宏康 
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1. 統計表中の符号等の用い方は次のとおりです。 

「Ｘ」･･････････････公表を差し控えたもの 

「－」･･････････････皆無または該当数字がないもの 

「…」･･････････････不詳・不明・不定及び算出不能のもの 

「△」･･････････････減少(負、マイナス) 

「０」･･････････････単位未満のもの 

 

 

2. 統計表中、特に説明のない限り、「年次」とあるのは１月１日から１

２月３１日まで、「年度」とあるのは４月１日から翌年３月３１日ま

での期間の数値です。 

 

 

3. 資料の出所先や統計表で説明を要する場合は、統計表の上部又は下部

に注記しています。 

 

 

4. 数字の単位は、各表欄外等に明記しておりますが、一見して明らかな

ものは省略しています。 

 

 

5. 統計表中、数字の単位未満は、四捨五入を原則としているため、総数

と内訳の合計とは必ずしも一致しない場合があります。 

 

 

6. 掲載している統計表は、特に説明のない限り、和泉市に関するものを

掲載しております。 
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