


　ここに、南三陸町統計書平成２５年度版を刊行いたします。

　未曾有の被害をもたらした東日本大震災から３年余りが経過し、震災

発生以降今日に至るまで、多くの皆様から多大なる御支援を頂きました。

改めて深く感謝を申し上げます。

　今夏には、防災集団移転促進事業団地の住宅建設や災害公営住宅の入

居が始まり、「安心して暮らし続けられるまちづくり」の第一歩を踏み

出すこととなります。一日も早いまちの復興を目指し、「自然・ひと・

なりわいが紡ぐ 安らぎと賑わいのあるまち・南三陸町」を将来像と定め、

町民と行政が一体となって、様々な取組みを進めて参ります。

　編集にあたっては、継続的な利用を考慮しながら、南三陸町の人口・

産業・教育文化など、各分野にわたる統計資料を総合的に収録したもの

です。しかしながら、震災の影響により資料が得ることができず、不備

な点も多いかと思いますので、各方面からのご指導をいただきながら、

内容の充実を図ってまいりたいと存じます。

　本書の作成にあたり、貴重な資料を提供していただきました関係各位

に深く感謝申し上げますとともに、今後とも、ご支援ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

 

は　 じ　 め　 に

平成 ２６ 年 ３ 月

 南三陸町長　　佐　 藤　 　 　 仁



利用にあたって

１　本書は南三陸町に関する町勢の各般にわたって、重要かつ基本的な統計資料を
　　収録したものです。

２　資料は、原則として平成24年・25年（または平成23年度・24年度）を中心に
　　収録掲載したものですが、必要に応じて過去の記録も掲載しております。また、
　　旧志津川町と旧歌津町が合併した平成17年10月１日以前については、旧町の  
　　数値をそれぞれ合算して掲載している項目があります。

３　資料は、官公庁、民間団体並びに庁内各課等から収集したものです。資料の出
　　所名は脚注に掲げ、報告書などによるものは、その書名を付記してあります。

４　数値単位は各表に示してありますが、一見して明らかなものは省略しました。
　　また、数値の単位未満は四捨五入を原則としたので、合計の数値と内訳とが一
　　致しない場合があります。

５　表中「年」とあるのは暦年で、「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、右上端には調査現在日を示しました。

６　統計表中の符号の用法は次のとおりです。

 「０」…………………単位未満
 「－」…………………皆無、または該当数字なし
 「･･･」…………………不詳
 「△」…………………負数
 「ｘ」…………………該当数字があるが、発表にさしつかえのあるもの
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