
は　　じ　　め　　に

　本書は、長久手町の人口、経済、社会、教育等の基本的な統計資料を総

合的に収録し、その推移と変化を明らかにしたものです。

　編集にあたりましては、できるかぎり最新調査基準日の資料収集に努め

ました。

　なお、貴重な資料を提供していただきました関係各位に対し、厚くお礼

申し上げます。

　　平成１６年９月

　　　　　　　　　　　　　　長久手町長　　加　藤　梅　雄



凡　　　　例

１．本書は長久手町に関する資料を収録したものです。

２．資料は、官公庁、民間諸機関で収録したものです。

３．年次は暦年、年度については４月から翌年３月までを表し、年月日の記入

のあるものは、その期日現在を示します。

４．統計表中の符号の用法は次のとおりです。

〔０〕……単位未満の場合

〔－〕……該当数字なしの場合

〔…〕……不詳または資料なしの場合

〔△〕……マイナスの場合

〔Ｘ〕……統計法第14条により秘匿したもの　　
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