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　ここに、『こうたの統計　平成３０年版』を刊行いたします｡

　本書は、｢みんなでつくる元気な幸田｣をスローガンに、躍進していく幸田町の姿を、

人口・経済・産業・福祉・教育など各分野にわたる基本的資料として総合的に収録し、

町政の推移と現況を明らかにしたものです。行政施策を始め各方面で広く活用していた

だければ幸いです。

　なお、編集に際しましては、最新のデータに基づき資料の収集に当たりましたが、資

料の整備や内容の改善につきまして、各位の御意見・御教示をいただき、さらに充実し

たものにしたいと思います。

　本書の刊行にあたり、貴重な資料を提供していただきました関係各位の御厚意に深く

感謝いたしますとともに、一層の御指導、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　　　平成３０年１２月

平成３０年４月１日　多世代交流施設「豊坂ほっと館」開館
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統計表の見方
１ 各統計表の数値は、特別の表示のない限り、すべて幸田町を区域としたものである。
２ 統計表において、

「年中」とは、1月1日から12月31日までの暦年。
「年度中」とは、4月1日から翌年3月31日までの会計年度。
「年月日」とは、その期日現在。

３ 数値の単位未満は、四捨五入してあり、合計数と内訳の計が一致しない場合もある。
４ 資料は各官庁、団体、公社、会社、庁内各課等から直接収集したもので出処は各表の

下部右端に掲げ、刊行物によるものはその書名及び統計調査名を付記した。
５ 統計表中の符号は、次のとおり。

「 ０ 」･･････････単位未満
「 － 」･･････････該当なし
「 … 」･･････････不 詳
「 Ｘ 」･･････････該当数値の発表をさし控えたもの
「 △ 」･･････････減もしくはマイナス

６ 平成元年分の数値には、昭和64年分を含む。


