
糸島市長 月　形　　祐　二

は じ め に

令和４（２０２２）年９月

　ここに、令和４年版糸島市統計白書を発刊いたします。

本書は、糸島市の人口、経済、社会、教育、文化など、各分野の基本的な統計情

報を、総合的に収録したものです。なお、糸島市は、平成22年１月１日に前原市、

二丈町、志摩町の１市２町が合併し、新たに誕生しました。そのため、合併前の

データにつきましては、旧１市２町の合算値で掲載しております。

本書では、全国、福岡県、福岡都市圏（10市７町）による比較を行い、糸島市の

位置づけを明らかにしています。（ベンチマーク）

本書が、各種行政施策を推進するための基礎資料としてだけでなく、さまざまな

分野の調査研究や計画立案などに活用いただければ幸いです。

おわりに、本書の刊行にあたり、貴重な資料をご提供いただいた関係各位に厚く

お礼申し上げますとともに、今後ともご指導、ご協力を賜りますようお願いいたし

ます。



１．

ています。なお、各調査の公表時期にはばらつきがあり、最新データが令和３年のものではない項目があり

ます。

２．

３．

致しない場合があります。また、旧１市２町の合算値を用いているため、いずれかの数値が秘匿処理されてい

ても、秘匿処理されていない数値の合算値を表記しています。そのため、この場合も総計と一致しません。

４．

値、もしくは、都市圏市町の単純平均の値を点線で挿入しています。

５．

「　－　」 ・・・ 該当数値がない、もしくは、数値が不明なもの。

「　０　」 ・・・ 該当数値を四捨五入した際、単位未満となるもの。

「△もしくは－」
（各数値の前に記載）

・・・ 減少もしくは負の値を示すもの。

「　X　」 ・・・ 数値を秘匿したもの。

６．

会してください。

＜照会先＞

糸島市　経営戦略部　企画秘書課

電話：０９２－３３２－２０６１（直通）

電話：０９２－３２３－１１１１（代表）（内線１３１１）

７．

糸島市ＨＰ　ＱＲコード

－　　利　用　者　の　た　め　に　－

　この統計白書は、特に注記しない限り、暦年（１月～12月）もしくは会計年度（４月～翌年３月）により集計し

　本書は、①テーマ、②項目名、③糸島市の最新データ、④指標の説明、⑤指標の算出根拠及び基礎データ

　単位未満の数値については、原則として四捨五入の処理を行っていますので、内訳を合計しても総計と一

　本書では、福岡都市圏（10市７町）の比較グラフに、指標としてより見やすいように、都市圏全域で計算した

　統計表に用いた記号は次のとおりです。

　本書に収録した統計資料の詳細については、各表に付記している資料の出所、または市企画秘書課に照

　本書のデータは、糸島市ホームページでもご覧いただけます。

　「糸島市ホームページアドレス」　https://www.city.itoshima.lg.jp/

の資料、⑥全国・福岡県・糸島市の推移（グラフ）、⑦福岡都市圏（10市７町）の比較（グラフ）、⑧統計データ（

グラフ）から見る市の動向により構成しています。

　なお、本書は、第２次糸島市長期総合計画の６つの基本目標ごとに収録しています。
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