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　平成２７年３月

　　尼　 崎　 市　 長

刊 行 に あ た っ て

　ここに、「尼崎市統計書　平成２６年版」を刊行いたします。

  この統計書は、本市の人口、経済、社会、教育・文化など各分野にわたる基本的な統計資料を

総合的に集録し、市勢を統計の面から分析し、市勢の現状及び推移発展を明らかにしようとする

ものです。広く業務等の参考資料として、ご利用いただければ幸いです。

　本書の編集に当たっては、基本的に統計の継続的利用を考慮して、前版の編集方針を踏襲して

おります。また、統計表をよりよく理解していただくために図表及び説明を加えております。

　今後とも、本書を利用される方々のご意見、ご批判をいただき、整備充実を図って参りたいと

存じます。

　最後に、本書の編集に当たって貴重な資料をご提供いただいた関係機関の方々に対し厚くお礼

申し上げます。

稲　　村　　　　和　　美



「０」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 単位未満

「－」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 該当数字なし

 ｢・」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 数値の存在があり得ないもの

「…」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 不詳

「ｘ」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 発表の差し支えがあるもの

「△」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 減少（マイナス）

「ｒ」 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 訂正数字

凡 例

　１．　本書の内容は、平成２５年の各種統計資料を中心に集録し、併せてできるかぎり過

　　　去数年間の数字を掲載し、最近の推移がわかるようにしています。

　２．　統計表中「年」とあるのは「暦年」を、「年度」とあるのは４月から翌年３月まで

   　 の期間を示し、また「何年何月末」、「何月何日」とあるのは、それぞれ現在日を示

   　 しています。

　３．　資料は、官公庁、民間団体並びに庁内各局・室等からの報告によるもの、又は当課

　　　において直接調査収集したものです。なお、資料の出所名は各表の下部に掲げていま

 　   す。

　４．　統計表中総数と内訳の計が一致しない場合がありますが、これは数字の単位未満に

  　  ついて、四捨五入、又は切捨てを原則としたためです。

　５．　数字の単位については、各表上部左端又は表中に注記していますが、一見して明ら

　　　かなものは省略しています。

　６．　統計利用に当たって、更に詳細な内容を必要とするとき、又は疑義がある場合は本

　　　市総務局情報統計担当、又は注記した資料出所へ照会してください。

　７．　統計表の符号の用い方は次のとおりです。
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