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ま え が き 

 

本書は，佐賀市における人口の動向や世帯の状況などを明らかにするため，平成 22 年

国勢調査及び従前の国勢調査の主要なデータを要約し，あわせて構成比・増減率等を掲

載したものです。 

これらの調査結果が佐賀市のあり方を考える上で，施策の企画立案・実施，あるいは産

業・学術・研究など各分野の関係者に広くご利用いただければ幸いです。 

なお，佐賀市は，平成 17 年 10 月 1 日に 1 市 3 町 1 村での市町村合併を行い，さらに

平成 19 年 10 月１日に川副町，東与賀町，久保田町を合併し現市域となっています。 

このためこの冊子に掲載している平成 17 年以前の数値は現佐賀市の区域に組み替え

て表示しています。 

 

国勢調査の詳しい結果については総務省統計局のホームページをご覧ください。 

⇒ http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm 
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