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埼玉県のマスコット・コバトン

■ 音声コード（SPコード）について

この本の内容を、視覚障害者のかた、細かい文字が読みづら
いかたにも、御利用いただけるよう、Ａ４版両面に印刷した概
要を集録しています。概要は本書の最終ページに２つに折っ
て挟んであります。
概要には、４箇所の音声コードが印刷してあります。Ａ４版縦
の右下のきりかきの位置が、最初のコードになります。



は し が き

本書は、県民生活に関係の深い基礎的な統計を都道府県別に整理し、

全国における本県の順位や関連テーマの知識をわかりやすく提供する

ことを目的としております。お使いいただくなかで、埼玉の現状や特

徴について関心と理解を一層深めていただく一助になればと考えてお

ります。

引き続き多くの方々に御愛用いただきますとともに、忌憚のない御

意見をお寄せいただければ幸いに存じます。

刊行に当たりまして、貴重な資料を御提供いただきました関係機関

の御厚意に深く感謝申し上げます。

平成２３年３月

埼玉県総務部統計課長

利用にあたって

１ 統計表等に表した「年」は１月から１２月、「年度」は４月から翌年３月を示します。

２ 統計数値の出所は各項目ごとに標記していますが、比率、人口１人当たりの数値、

単位面積当たりの数値などの中には、原資料の数値を基に加工した数値を掲載してい

ることがあります。また、都道府県の数値の中には、当該都道府県にある政令市等の

数値を都道府県の数値に合計して掲載しているものがあります。

３ 端数処理等の関係で、統計表の全国の数値が都道府県の合計と一致しないものや、

グラフの中の数値が内訳の合計と一致しないものがあります。

４ 表の順位は、数値の大きいものを１位として順位付けし、同数の場合は同順位とし

ています。

なお、一部に原資料作成機関で順位付けしたものがあります。

５ 統計データは、原則として平成２２年１２月現在で公表されている最新年次のものを掲

載しています。

６ 統計データの出所資料及び作成機関名は、原則として資料公表時の名称になってい

ます。

７ 「市町村の主な統計」等に表した市町村名は、各調査時点における市町村名を掲載し

ています。

８ 統計表に用いた符号は、次のとおりです。

０ 単位未満

－ 零又は該当数字なし

… 不明又は資料なし

△ 減（マイナス）

χ 数字が秘匿されているもの

９ この本に掲載されている統計データについて、更に詳しく知りたい場合などは、原

資料作成機関又は埼玉県総務部統計課にお問い合わせください。

埼玉県総務部統計課 統計資料担当 ０４８－８３０－２３３０（ダイヤルイン）

※統計課ホームページでは、埼玉県が公表している各種統計データを掲載しています。

◇彩の国統計情報館 http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/c08/◇
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