
－ 78 － － 79 －

あ行
医師  ……………………主な社会指標,34
位置  ……………………4
因伯の名水  ……………………55
医療施設状況  ……………………34
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売場面積  ……………………20，21，22
駅  ……………………28
おいたち  ……………………3
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外国人登録国籍別人員…………………8
外国人登録人口世帯数…………………71
介護保険  ……………………37，38
各駅の乗車人員数  ……………………28
家計  ……………………31
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結婚  ……………………主な社会指標
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県道  ……………………25
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市長  ……………………72
指定文化財一覧  ……………………49～54
市道  ……………………25
児童館  ……………………42
市道実延長  ……………………25
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市の木  ……………………巻頭
市の花  ……………………巻頭
死亡  ……………………主な社会指標
死亡者数  ……………………34
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主要家計指標  ……………………31
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商店数  ……………………20～22
飼養農家数  ……………………15
消費者物価指数  ……………………32
消防施設一覧  ……………………30
消防団  ……………………30
助役  ……………………72
人口・世帯数（町別・年齢別）………57～70
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専兼業別農家数  ……………………14
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チャーター便  ……………………27
中学校学級数  ……………………47
中学校生徒数  ……………………44，47
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転入  ……………………主な社会指標,8
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道路状況  ……………………25
頭羽数  ……………………15
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都市公園状況  ……………………26
都市宣言  ……………………75
図書館利用状況  ……………………44
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鳥取市民憲章  ……………………80
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農業人口  ……………………14
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農業産出額  ……………………16
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背景  ……………………1
バス利用客数  ……………………28
犯罪件数  ……………………主な社会指標,30
副議長  ……………………73
副市長  ……………………72
物価  ……………………32
ふるさといきものの里…………………55
保育所の概況  ……………………35

ま行
名水  ……………………55
名木  ……………………55・56
面積  ……………………4
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誘致企業  ……………………13
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略年表  ……………………2
林種別森林面積  ……………………16
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