
平成 24年度版

第 11号

沖縄県南風原町



南風原町地形図

原 町

覇

市

与那原町

見城市

南 城 市

(重 瀬町

1:10,000



イま し が き

ここに、平成 24年度版 「統計はえばる」第 11号を刊行いたします。

この統計書は、『 ともにつくる黄金南風の平和郷』を基本理れにまちづくりを

進める木町の人口、産業、経済、社会、教育など各分野における基本的な統計

資料を収録して、町勢の現況及び推移をとりまとめ、編集いたしました。

本書が、各種計画の基礎資料及び本町を理解 していただく参考資料として、

広く皆様にご活用いただければ幸いです。

編集にあたりましては、だれにでも容易に利用できる統計書とすることにつ

とめました。

本書の刊行にあたり貴重な資料をご提供 くださいました関係機関、並びに関

係各位に対 し厚くお礼を申し上げるとともに、今後ともご指導とご協力を賜 り

ますようお願いいたします。

平成 25年 3月

南 風 原 町 長 城 間 俊 安



凡 例

1.本書は主として平成 24年次及び平成 23年度を中心に編集してあるが、年次 (年

度)が比較対照できるように、できるだけ過去の資料も掲載した。

2.統計表は、特別の表示・注釈のない限り「南風原町」を範囲とした。

3.資料は、町企画財政課主管の指定統計等のほかに、町役場各課並びに諸官公庁、

諸関係機関等からご提供をいただいたものである。

4.現代と過去との時代の違いで、項目の表現を書き換えたり、これまでの統計資料の削

除や新規も

'日

した統計資料がある。より現代に即した統計資料を掲載するよう心がけた。

5.調査資料の時点、時期については、原則 として各表の上部右端に注記 してあるが、

本表中の「年次」 「年度」は次のとおりである。

年次………暦年 (1月 ～ 12月 )

年度……会計年度

6.数字の単位未満は、四捨五入を原則 としてあるので、総数と内訳の合計が一致し

ない場合もある。

7.統計表中の符号は、次の通 りである。

「―」=該当数字なし

「…」=不明、不祥、資料なし

「X」 =該当数字はあるが秘密保護上公表を差 し控えたもの

「△」=減少、マイナス

1971年 度以前

1972年 度

昭和 47年度

昭和 48年度以降

前年 7月 ～当年 6月

1971年 7月 ～ 1972年 5月 14日

昭和 47年 5月 15日 ～ 48年 3月

当年 4月 ～翌年 3月
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