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表紙写真

“ビーチクリーンかながわ2007”
〜藤沢市〜

　神奈川県では、美しい自然環境を守るために、ポイ捨て禁
止の条項を盛り込んだ「神奈川県廃棄物の不適正処理の防止
等に関する条例」を、平成19年4月1日より施行しました。
　これに伴い、海岸美化を広く呼びかけるため、県・藤沢市・
NPO・企業が連携してビーチクリーンかながわ2007を開催
し、約500人の方々にご参加いただきました。



県 勢 要 覧 2007
（平 成 1 9 年 度 版）

―統計でみる神奈川のすがた―

大切にしたい
私たちの県鳥･県木･県花

県の鳥「かもめ」
　県を表徴する鳥として
昭和40年５月９日に制定
されました。

県の木「いちょう」
　美しい緑の環境をつく
り、愛樹思想の普及啓発を
はかるため、昭和41年11月
１日に制定されました。

県の花「やまゆり」
　本県の気候、風土に適
し、広く普及性をもち、本
県を表徴するに最もふさわ
しい花として、昭和26年１
月23日に制定されました。



県　　章

　県章は、県のシンボルとして県民の
方々に親しみを持っていただき、郷土を
愛する心と日本をリードする県としての
県民意識を高めることを目的として昭和
23年11月３日に制定されました。デザイ
ンは、神奈川県の「神」を図案化したも
のです。



刊行にあたって

　平成19年度版「県勢要覧」をお届けします。

　この「県勢要覧」は、本県の土地、人口、経済、社会、文化などの各分野に

わたる統計を収録したものです。

　本書が行政上の基礎資料や日常業務の参考資料として、さらには、県民の皆

様に県の姿や地域の実情をよく知っていただき、より神奈川を理解するための

一助としていただければ幸いです。

　編集にあたりましては、できるだけ最新の資料を取り入れ、内容の充実に努

めましたが、今後も皆様のご意見をいただき、さらに内容の改善を図っていき

たいと考えております。

　終りに、本書の作成にあたり、貴重な資料のご提供をいただきました関係の

方々に、深く感謝申し上げますとともに、今後ともご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

　　　平成２０年３月

神奈川県企画部長　　古 尾 谷　光　男



利用にあたって
１ 　この要覧は、神奈川県の人口、経済などの各分野にわたる統計資料を収録し

たものです。資料は原則として平成18年中の事実を掲載しましたが、会計年度
によるものは会計年度により、また特殊なものは最近の状況を努めて収録しま
した。

２ 　統計表は、特に頭注等にことわりのない限り、何年とあるものは暦年間（１月
から12月まで）何年度とあるものは会計年度間（４月から翌年３月まで）の事
実を示し、何年末、何月末あるいは何年何月何日とあるのはその期日の現在事
実を示します。

３ 　統計表の一般的説明は頭注とし、表中説明を要する個々の事実は原則として
脚注にしました。

　 　なお、資料の提供元は頭注の一部として各表ごとに掲げてありますが、特に
明記のないものは統計課で調査したものです。

４ 　一部の統計表については、単位未満の数字を四捨五入してあるため、必ずし
も計に一致しない場合があります。

５　統計表中の符号の用法は次のとおりです。
「０」……………表章単位に満たないもの
「－」……………皆無もしくは該当数値のないもの
「…」……………数値が得られないもの
「△」……………比較減を表すもの
「 x  」……………数字が秘匿されているもの

６ 　本書に収録した統計資料については、統計課（調整・情報班）又は各表の頭
注にある資料提供機関（481ページ以降の資料提供元一覧参照）に照会してくだ
さい。

７　資料提供機関名及び資料名等は、発行時点の名称によります。
８ 　市町村名表記は、特に注釈のない場合はデータの基準日現在の表記としてい

ます。

※　県勢要覧はインターネットでご覧いただけます（1947年～2007年版）。
　「神奈川県のホームページ」（http: //www.pref.kanagawa.jp/）→ データボックス「オン
ライン資料室」→「文書データの利用」→「データの検索」→「分類・年度・
部局で検索」（分類：Ｏ行政一般，年度：西暦の４桁，部局：企画部）

＊オンライン資料室はMicrosoft Internet Explorer4.0以上でご覧ください。
＊PDFファイルで掲載していますので、閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。

※　本書の訂正・修正等は、「県統計課ホームページ」のお知らせ
（http: //www.pref.kanagawa.jp/tokei/tokei/info.html）に随時掲載します。

　本書について、ご意見、ご感想がありましたら、統計課（調整・情報班）まで
ご連絡ください。
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