
市章
　平成１８年１月１日に花巻市、大迫町、石鳥谷町、東和町が合併し
新花巻市が誕生しました。
　それにともない市章も新たに選定され全国からデザインを募集
し、新市市章が決定しました。

　市章は、新市の将来像「早池峰の風薫る安らぎと活力にみちた
イーハトーブはなまき」を象徴しています。

　４つのブルーは、合併前の４つの市町と早池峰の風、そして新市の発展を表しています。
　中心のオレンジは、安らぎと活力、そしてそこに暮らす人々の情熱を表したものです。



１．この統計書は、花巻市の人口、産業経済、文化などの各分野にわたり重要かつ基本的な統

計資料を総合的に収録したものです。

２．収録資料は主として平成１７年（または平成１６年）の資料を掲載しました。

３．資料は、各種統計調査の結果と当市関係課並びに官公庁や民間団体の報告によるものを収

録したものです。

４．平成１８年１月１日に花巻市、大迫町、石鳥谷町、東和町の１市３町が合併し、花巻市とな

りました。このことにより各統計表の計数は、調査時期により旧市町ごとに表示しているも

のがあります。

５．資料の出所名、注意事項や統計表の一般的説明は脚注で表示し、標柱の数値については原

則として、各表上部右側に注記しました。

　　調査時期については、表側見出しに、暦年は「年次」、４月から翌年３月までの期間につ

いては「年度」、○年○月○日現在とあるのは、その期日現在の事実を示します。

６．統計表中の符号は、次のとおりです。

　　　　「０」　　　　単位未満のもの

　　　　「－」　　　　皆無または該当数字がないもの

　　　　「…」　　　　資料がなく不詳のもの

　　　　「Ⅹ」　　　　発表をさしひかえたもの

　　　　「△」　　　　減少

７．本書の内容は、花巻市ホームページ（http://www.city.hanamaki.iwate.jp）からもご覧にな

れます。　　　　　・花巻市ホームページ　　→　花巻市を知る　→　統計情報

　　また、「岩手県総合政策室調査統計課」、「総務省統計局・統計センター」のホームページ

にリンクでき、様々な統計情報がご覧いただけます。

８．本書の統計資料についての照会等は、政策企画部広聴広報課統計調査担当にお願いします。

　　（Tel　０１９８－２４－２１１１　内線２２０）
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