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【凡 例】 

１．各表・図は年とあるものは１月から１２月までの暦年、年度とあるものは４月から

翌年３月までの会計年度である。 

２．各表中、年号表示のない資料は、令和３年度分（令和３年４月１日～令和４年３月

３１日） 

３．各表欄外の注を参照のこと。 

４．各表の数字は、単位未満を四捨五入してある。したがって、合計表と内訳の計が一
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５．各表の符号は、特にことわりのないほかは次のとおりである。 
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