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歯科保健事業体系図（奈良県）  

成人期   課 題   幼児期   学齢期  高齢期  健康なら21計画の目標  

⑦フ董 事                    ソ化物洗ロモデル l  

う蝕  

予防  
乳幼児に対するフッ素塗布  

事業実施市町村数の増加  

対策  仰 励孝     ノ  12歳児における1人平均う歯  

数の減少  

歯間部清掃用器具を使用す  
る人の割合の増加  

歯周  
⑥1事業所専口腔保健由計  

過去1年以内に歯の健康診断  

疾患  説明会実施事業所フオ  
を受けたことがある人の割合  

の増加  
口「アップ  

対策  
歯周疾患検診実施市町村数  

の増加  
n  

■■■●■■■■■●■■●一●■●■■－  

′  保健所  
●‾●●  

′ 

健康増進課  
．「品左品  普段から歯の健康に注意して  

いる人の割合の増加  

l □ ：㌔霊墓諾 ヽ     韻語雲別③  印 ④歯科保鹿廃藩   1 璽型保璧■川越翻域歯  会に委託 たばこと健康に関する正しい  
ヽ                      ′  ヽ．＿．＿．＿．＿．●．＿．●．＿．一  知識をもつ人の割合の増加  

体制  （歯周病）  

整備  
個人が行うセルフケアの推進  

主峰療機関七行うプ   わナル¢線’  進  

8 0 2 0 運 動 の 推 進  
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3■児■科饅オ鯵壬 むし曽有痍串市町村蘭位（平成8年度－20年虔）  

平成8  年度   平成餅年度  平成10年度  平成11年虔  平成12年虔  平鹿13年正  平成14年鷹  平成15  年債   平成16年度  平成17年虎  平成18年虚  平成19年丘  平成20年虚   

市町村名  むし禽 有病率  市町村名  むし欝 有病率  市町村名  むし■ 有病率  市町村名  むし■ 有病率  市町村名   むし■  
隕位  市町村名  むし槍 有病中  市町村名  むし書 有病率  市町村名  むし槍 有■寧  市町村名  むし禽 有病率  市町村名  むし曾 有病串  市町村名  むし禽 有病率  市町村名  むし檜 有病率  市町村名  む 有力寧   
ロ  榊牧村  33．3  生■市  25．3  ★青野村  り．4  上北山村  0．0  大塔村  0．0  井古野村  2〇．l  書滝打  0．0  野迫川村  0．0  大塔村   0．0  書滝村   0．0  ■き■村  野迫川村  黒滝村   0．0   

2  奈良市  38．3  高取■r  27．4  御杖村  り．7  生駒市  20．丁  静枝村  柑．8  生■l市  23．ヰ  ＋吉野村  8．3  菟田野町  15．ヰ  生駒市   上北山付  下北山村  0．0   下北山村  丁．3   

川．3  生駒市  8．8  川上村  3  上北山村  曽用材   川．3  

4   さ神村  32．3  詐取町  26．3  三縄町  28．4  月ケ■村  22．2  三如■r  25－3  生■市  19．1  生鵬市  1l．0  斑鳩町   川上村   

5  生駒市  38．2  明日香村  34．2  斑鳩■r  28．8  西吉野村  31．0  斑叫町  23．8  五♯簡  25．●  野遇川村  20．0  斑■町  23．1  菟田野町   
王寺町  

19．0  三宅町  15．0  わ牧村  10，○  生餉市  7．7  下士山村   

6  月ケ濱村  40．0  大和高田市  37．1  三宅町  30．¢  高瀬町  33．3  生胴市  24．丁  平群町  25．8  概鳩町  20．5  三郷町  2ヰ．8  野迫川村  20．8  三郷町  18．t  安堵町  18．8  山添村  10．0  平群町   之1．8   

7  魯祁村  41．0  東吉野村  3了．5  西吉野村  33．3  十津川村  糾．2  三媚町  28．8  高取町  25．8  平静町  21．8  河合町  25．8  安堵町   

20，5  斑欄町  20．3  山添村    安堵町  柑．3  田圃本町  之2．9  8  山添村  小．丁  斑鳩■r  38．8  三揮■r  35．3  奈良巾  3▲4  三宅町  28．8  糾■r  28J  高取■r  28．8  ■杖村  28．3  十津川村  21．4  明8讐村  25．0  野迫川村  20．0  三宅町  18．1  三郷町  23．0   
9  三宅町  ヰt．8  西吉野村  39．5  山添村  35．5  東宮野村  35．3  明日雷村  2丁．3  西吉野材  25．0  ●片村  28．7  川西町  2ヱ．之  斑鳩町   20．0  川市町   23．I   

下北山村   御杖村  之8．8  上牧町  29．9  香芝市   御杖村  河合町   2ヰ．3   

n  平群■r  ヰ3．7  香芝市  側．1  響芝席  38．9  番芝市  38．5  五♯市  28．之  香芝市  ヱ9．6  西吉野村   30．0  下北山村  30，8  平群町   27．0  河合■r  之8．5  幕取町  之ヰ．1  香芝市  21．5  斑鳩町   2ヰ．7   

川上村                            12  葦叫町  ヰ8．8  菟田野町  41．ヰ  大和井田市  38．丁  大和轟田市  3ti．9  高取町  29．3  ■♯町  3乙3  平欝町  3l．9  大和層山市  ZT．0  香芝市  29．l  平群町  2も3  三書町  22．0  三宅町  

13  三櫛町  ヰ6．6  奈良市  42．1  玉♯市  40．5  下市町  3丁．1  西吉野村  31月  三宅町   33．3  奈良市  30．0  橿原市  32．3  明日香制   27．3  五條市  29．8  明日香村  25，0  川西町  2ヰ．2  大和古田市  

卿牧村  五♯市  30．5  暮麻町  3乙6  三宅町   天川村   

15  ♯市町  48．0  三郷■r  ヰ▲1  新庄町  41．5  五♯市  3丁．8  兼吉野村  35．3  室生欄  20．2  下市町  30．l  ＋青野村  28．7  田原本町  25．3  五♯市   25．3   

下市町   香芝市  3l．3  書取町  三郷町   28．2  平群町  31，l  三郷■l  2丁．3  五♯市  28．l  ’－l●∴l   25．丁   

大増村  29．0  奈良市  3之ヱ  脚市  27．9  大和高田市  2も．8  桜井市   ヱ8．2   

千古野村   ★吉野村   30．0  高取■J  3乙7  大和春山市  2丁．8  大和辱山市  28．8  大和春山市  ヱ8．l   

柑  大和古田市  48．3  三宅町  48．2  尭良市  42．5  王寺町  41．8  大和高田市  37．5  無慮市  37．¢  菟田野町  ユ3．3  大和郡山市  糾．0  河合町   30．8  檀原市  33．0  三宅町  ヱ0．l  平群町  2丁．3  香芝市   2丁．0   

20  広瞳町  48，8  広綾町  48．2  川上村  43．5  平群町  42．3  菟田野町  37．5  田原本町  37．7  三毛町  38．8  王寺町  35．ヰ  川西■I   32．1  広陵町  33．1  下市町  28．l  上牧町  2丁，5  票良市   27．l   

21  香芝市  48．4  桜井市  ヰ8ヱ  田原本■I  ヰ4．9  檀原市  42．5  大和蓼山市  ユ8．0  天理市  38．0  王寺町  ユl．0  月ケ♯村   35．7  榊原町   32，3  ＃せ村  33．3  河合町  之0．ヰ  王寺町  28．1  上牧町   之8．0   

書爾村                        22  大塔村  50．0  平群■r  49．0  平群町  45．1  骨爾村  44．4  檀原市  39．0  都祁村  38．l  河合■r  3丁．1  曽爾村   3J．3  輝所市  34．0  大和萬田市  29．8  橿原市  29．2  宇陀市   28．5   

23  五條巾  50．3  天川村  50．0  様井市  ヰ5．3  大和郡山市  ヰヰ．丁  王寸町  コ臥8  河合■r  30．0  広陵■r  37．2  1●曙計r  38．2  恵良市   34．q  葛城市  叫．3  田原本町  20．了  広陵町  20．3  柵原市   20．5   

24  天理市  50．5  ロ冊本町  50．2  安疇町  45．3  安ヰ町  ヰ5．0  野迫川村  ヰ0．0  大和井田市  39．5  書生村  38，2  川西町  38．5  広臓町   34．之  上牧町  3ヰー9  広腱町  ユ0．t  t繊簡  28．5  安埠町   31．1   

25  大淀■r  52．3  天理市  50．8  1元村  45．5  桜井市  ヰ5，○  河合■r  ヰ0．2  十遍川村  39．5  大和高田市  38．3  広仕町  38．8  柵原市   35．之  大和纂田市  85．3  梓井市  38．ヰ  奈良巾  30．0  葛城市   3乙l   

28  河合町  53．2  大淀町  5乙1  榛原町  40．0  天理市  45．4  榛原町  4乞5  山添村  35．3  川西町  30．2  五♯市  31．0  様潜市  31．0  山添村   32．t   

菟円野町   ♯相欄  39．0  大和古田市  38．1  葛城市（旧 曽麻町）  35．3  王寺町  ユ8．7  上牧町  31．2  宇陀市  3l．8  天理市  

28  東吉野村  54．0  富野■r  53．1  ■神村  48．8  大淀■r  47．0  川西■r  43．1  上牧■r  ↑l．ヰ  桜井市  39．1  西吉野村  38．丁  上牧町   広陵町  

下市町  

80  上牧町  58．2  王寺町  54．9  上牧町  48．5  月ケ濃村  野迫川村  
書祁村   川上村  

御杖村  下市町  ヰt2  大淀■r  ヰ5．1  ♯原町  4l．ヰ  仲所市  4乙3  天理市   東吉野村   

野迫川村   田原本町  44．8  川上村  ヰ8．2  新庄町  41．8  吉野町  4乙3  下北山村  3丁．5  下北山村  40．0  大淀町  3丁．9  御所市  38．9  大淀町   35．0   

糾  当麻町  58．丁  河合■r  59．丁  大淀■J  5乙4  吉野■r  50．8  天壌市  45．0  川西■r  ●7．4  安堵町  ■乙2  川上村  ■乙9  五♯市   3丁．8  天理市  ヰ0．丁  十斉川村  38．5  大淀町  39．2  明日香村  35．7   

35  室生村  8l．5  野迫川村  80．0  大宇陀■I  52．8  ♯膚町  50．9  櫻井簡  45．丁  安堵町  47．丁  田聞本町  43．5  山添村  ヰ3．3  吉野町  3丁．8  大淀■r  42．l  天理巾   ■爾村   40．0  十溝川村  ユ8．8   

十澤川村        38  十躊川村  82．1  安ヰ町  80．3  御所市  63．0  御所市  52．1  大淀町  48．5  新庄町  J柑．7  山添村   4ヰ．ヰ  大淀町  ヰ3．5  大淀町  38．1  宇陀市  43，0  宇陀市  38．0    吉野■r  糾．0   
●片付                          3丁  川西■r  62．8  川西■r  ¢1．2  月ケ■村   55．8  田標本町  62．之  上牧町  48．1  御所市  48．6  ♯祁村  ヰ4．6  叫新市  39．8  野迫川村  ⊥ 二● －  50．0  吉野町  引．2  御所市   ヰヰ．0   

十津川村  明日香村  52．8  青野町  48．3  ♯原町   富野■I  帥．0   

39  明日著村  糾，1  榊原町  02．5  川西町  57．4  大宇陀町   t麻■r  40．0  ●書村  東吉野村   天川村  80．0  東吉野村  57．1  【上北山村）  く対象なし）   

九滝村   50．0  新庄町  45．0  下市町   42．l  ナ  

川上村   讐l新市  49．8  吉野町  5l．2  十薄川村  53．3  安堵町  40ヱ  大宇陀町  舶用   

4之  安疇町  68．3  上北山村  80．7  ●河村  83．6  山添村   50．0  大宇陀町  58，3  川西町   5ヰ．5  下市町   1域市（旧 新庄町）  ヰl．4   

43  1濱村  プア．8  大宇陀町  18．1  天川榊  大宇陀町  ■託村  

下北山村   上北山村   
45  

山添村  50．0  

皇生村  

48  58．5  

4丁   大塔村   大塔村   大塔村  88．7  天川村  100．0  天川村   80．0  

れ平均  15．丁  県平均  ltO  県平均  42．2  県平均  30．7  れ平均  3日l  県平均   ユ5．1  れ平均  〇5．ヰl  ■平均   32．〇l  れ平均  3乙2  れ平均  之9．5  ＝ －▼  27．丁  県平均   2丁．2  

（％）   （％）  （％）  （％）  （†も）  （％）  （Iも）  （％）   （％）  （叫  （％）  （％）  （％）   

2   



3■児歯科■ホ鯵董1人平均むし歯本数市町村■位（平成8年廣－20年廣）  

平成8年正  平成9年よ  平成10年よ  平成11年度  平成12年鷹  平成13年虔  平成14  年度   平成15年虔  甲成16年  平成17年鷹  平成18年鷹  平成19年腹  平成20年虎   

■位  市町村名  1人平均 むし鱒数  市町村名  1人平均 むし歯数  市町欄名  1人平均 むし歯数  市町村名  1人平均 むし歯数  市町村名  1人平均 むし歯数  市町村名  1人平均 むしせ敷  市町村名  1人平均 むしせ赦  市町村名  1人平均 むし歯数  巾町村名  1人平均 むし歯数  市町村名  1人平均 むし歯数  市町村名  1人平均 むし歯数  市町村名  1人平均 むし歯数  市町綱名  1人平均 むし■触   

□  ＃杖村  1．33  書取町  1．05  高取■r  D．47  上北山村  0．00  大増村  0．叩  真書野村  0．■8  黒滝村  0．00  野迫川村  0．00  大塔村   D．00  ■滝村   0．00  見滝村  野迫川村  ■濠村  0．00   

2  嚢良市  l．44  生鞠巾  1．11  ■杜村  0．TO  生肋市  0．8l  生納所  0．88  上北山村  0．75  上北山村  0．1丁  大塔罰  0．33  野迫川村   上北山村  下北山村   0．∝I   下北山村   0．00  
3  生■巾  l．03  ★吉野村  1．18  ★吉野村  0，83  斑叫■r  0．8丁  斑鳩■l  0．88  生■巾  0．75  野迫川村  0．20  三宅■l  0．38  生■市   川上村  上北山村  t胃村  0．29   

0．8丁  川上村  0．30  生駒市  0．27  川上村  野迫川村  0．33  4  
5   五♯簡  1．20  山添村  l．35  東吉野村  1．06  三書■I  1．0†  重生村  0．8丁  爛牧村  0．8l  嘉取■r  0．¢2  轍嶋町   D．89  三書町  0．¢3  野追川村  0．40  生■巾  0．28  広牡■r  0．40   

¢  三宅町  l．丁ユ  月ケ鶉村  1．朝  別■r  1．41  禁良市  1J5  ●杖欄  l．1ユ  平靡町  0．88  環叫■r  0．8ヰ  Ⅹ欄■r  α82  三牛町   0．Tl  正欄■J  0．¢¢  山添村  0．47  三宅■l  0．45  三★町  ○＿55   

丁  川上村  1．丁5  大和斉田市  1．19  三■町  1．引  上牧■r  1．58  上北山村  1．14  三ヰ■r  l．08  生貴市  0，70  河合■r  0．88  下士山村   0．丁5  下市町  0．69  繹杖村  0．50  安堵■r  0．50  高取町  0．60   

8  王寺■J  1．TT  札叫町  l．52  三宅町  1．8丁  西吉野村  ＝柑  菟田野■l  1．18  西舌野村  t．11  壬生村  0．！‖  真田野町  仇85  上兼山村   0．82  河合■r  0．85  川西町  0．TO  山添村  080  王寺町  0．1l   
l  策■町  l．80  西吉野村  1．8l  書R村  1．73  菟田野町  ＝柑  1濃村  1．20  彗■■r  l．14  青書村  1．11  青書村  1．00  十禅川村   0．80  三宅町  0．89  三井町  0，8l  曽■村  斑鳩■r  0．75   

10  大和群山市  1．80  上北山村  1．17  下市町  l．丁5  大和高田市  1．84  河合■r  1．2丁  川上村  1．15  平群町  1．13  下毛山村  1．08  書芝市   1．00  安堵町  0．98  安堵町  0．81  番芝市  0．¢丁  川西町  0．78   

n  ■稲村  1．88  書芝市  し了l  当麻■r  1．丁8  河合■r  1．朋  末書野村  1．20  山添村  1．28  香芝市  l．13  上牧■r  t．t5  川西町  野迫川村  

闘技村  末吉野村   1．∝l  讐芝市  0．82  斑鳩町  0．8丁  河合町  0．83   
明日香榊  1．叩  

西吉野村  平群町  1．川  下市町  0．81  河合町  0．82  讐芝巾  0．！‖   

★吉野村  闘技村  1．11  平群町  0．9丁  五條市  D．93  t繊巾  0．94   

18  ★吉野村  乙09  三宅町  1．88  天理市  1．95  香芝市  l．73  大和ホ臼巾  1．58  大和野山市  1．4之  王寺町  1ヱ9  ♯坪町  1．28  河合町  1．08  大和凛山市  1．13  三宅町   l．∝I  川西■r   0．94  五♯市  0．89   

山  け押町  2．20  当麻町  乙09  ふ祁村  l．95  下市町  l．8l  三宅■r  1．57  榊牧村  l．44  西吉野村  1．30  西吉野村  1．20  大和靡山市  上北山村  

平群町   t．1l   

19  大塔村  2．25  大淀町  乙13  大和高田市  1．98  大和春山市  ‖和  丑原市  1．80  檀原市  l．ヰ8  菖♯町  1．41  東吉野村  1．83  け傭町   1．用  上牧町  1．30  田原本巾  1．05  上牧町  l．04  櫻井巾  l．0ヰ   

20  河合町  乙27  檀原市  2．15  広陵町  乙0ユ  当麻町  1．91  書芝巾  1．t＝  ・こ  1．48  ♯祁村  1．ヰ1  橿原市  1．35  甘騨村   1．1丁  広蚊町  1．33  明日香村  1．11  平群町  1．05  安犠町  1．Ol   

21  桜井市  2．28  天礫市  2．15  安堵町  乙03  九濱村  ＝陀  甘柿村  1．1l  吉野町  l．ヰ○  広瞼町  l．49  嚢良市  1．3丁  月ケ♯村   t．18  橿原市  1．3ヰ  王寺■r  1．11  大和響山市  l．08  大和鷹山市  1．0丁   

1．19  嚢良市  1．3¢  葛城市  1．12  桜井市  l．07  雫陀市  1．08   

22  月ケ≠村  2．40  平群町  之．18  響芝市  2．08  天理市  t．0丁  下市町  l．鍋  無良市  1．58  三宅町 川上村  1．60  榊枝村  1．3丁  ホ取町                    23  五♯簡  乙48  Il牧村  2．24  れ濱村  乙09  大噂村  之、00  広l■町  1．7Z  当麻町  l．5，    三卸町  1．37  横井冊   t．22  ホ取町  1，37  高取■r  1．1丁  は昨巾  1．1q  乗員巾  1．00   
Zヰ  田謄本側  乙4丁  纂田野町  2．28  平群町  乞11  平群町  乙11  王寺町  l．70  下市町  l．8丁  下北山村  l．55  大和郡山市  1．3丁  ♯祁村  1．之丁  王寺■r  1．39  桜井市  1，18  王寺■r  1．18  平群町  1．08   
25  大和嘉田市  乙4丁  広牡町  2．之g  ♯挿町  乙12  山添村  2．t5  野迫川村  l．8【）  天理市  1．70  明日香村  1．55  明日響村  1．38  上牧町   l．30  t城市  1．40  檀原市  l．之0  宇陀市  1．1丁  丑昨市  †．1¢   

I．3I  榊所市  1．ヰ1  大和群山市  1．20  寮良市  1．18  下北山村  1．～0   

2¢  上牧町  之．48  綴井市  ～．｝4  Jtl上村  2．13  室生村  2．16  五★市  1．81  田肝本町  1．72  五♯市  1、58  川西■r  1．ヰ0  三宅町                    2丁  天t市  乙40  田膚本町  2．ユ8  桜井市  之．18  安堵町  2．22  大淀町  t．糾  大袖幕田市  l．73  上牧町  l．58  ′」  1．ヰ8  五ヰ市   1．36  大和高田市  l．帥  広杜町  1．20  ■繊市  1．20  三宅町  ＝柑   

28  上北山村  乙50  上牧町  2．13  田河本町  乙22  桜井市  2．28  天理市  t．95  王寺町  1．79  大和高田市  1．59  大和高田市  1．！け  広幹巾   1．3丁  大淀■r  1．55  五條市  1．21  大和高田市  1．31  天理市  1．3丁   

29  明日書村  乙帥  吉野町  2．t柑  河合町  乙32  磯野町  2．29  ♯呼町  1．97  菟田野町  1．80  下市町  1．印  川上村  1．5丁  棄良市   1．38  天理市  t．58  奈良市  l．ヱ6  天理市  1．33  大淀■r  1．41   

30  広辞祈  2．5丁  紳所市  2．73  五條市  乙3ユ  田原本町  乙30  桜井市  1．08  上牧町  1．83  天川村  1．70  田原本町  1．0l  王寺町   t．1丁  五♯市  1．5丁  大和高田市  1．ヱ丁  榊所市  141  山添村  1．88   

31  当♯町  乙○ユ  ♯呼町  乙丁8  王寺■r  乙38  十井川村  2．32  川上村  乙00  け層町  l．90  櫨席市  l．7l  横井市  1．Tll  檀群市   l．ヰ8  臼層事■r  1．80  十薄川村  1．ユ8  高取町  1．！‖  十津川村  l．丁●   

32  ●書割  乙89  安堵町  乙82  大宇陀町  乙40  ●千村  

明日香村   田憬本町  乙17  広陵町  1．9l  天理市  l．飢〉  天理市  1．85  吉野町   1．58  山添村  I．¢9  天理市  1．52  下市町  l．59  真書野村  1．80   

aヰ  ホ庄町  乙丁さ  川上村  3．00  大淀■r  乙4丁  三宅町  2．〇8  上牧町  乙22  三宅町  1．05  桜井市  1．98  山添村  1．8丁  田■♯町   ＝和  宇陀市  1．TO  宇陀市  1．53  大淀町  1、8l  青野町  1．92   

ユ5  壬生村  乙TT  十簾川村  3．05  上牧町  乙50  吉野■I  2．41  ホ庄町  乙28  様井市  ＝婚  新庄町  乙0丁  村雨巾  l．8丁  大濠■r   1．8：I  川西■r  l．72  大淀町  1．8l  明日●村  1．Tl  ｛新市  乙lO   

田  大淀町  乙86  新庄町  3．08  月ケ濃＃  乙81  三二・▲■ ｛  乙42  明日香杓  乙27  押所巾  乙∝）  ♯原町  乙09  下市町  1．80  天理市   1．85  明日香村  乙08  兼吉野村  1．8丁  吉野町  1．丁8  川上村  乙lT   

ユ丁  川西■r  3．02  天川村  3．13  壬生村  乙8丁  大宇陀町  之．ヰ1  山添村  乙33  大字柁町  2．1‡  大宇陀町  乙1ヰ  大淀■r  ＝柑  川上村  
大和井田巾   l．丁8   

39  青野町  3．4之  下市町  3．38  青野町  乙95  月ケ濃村  乙71  当麻■r  乙一丁  月ケ＃村  乙20  ＃所市  乙18  五♯市  乙10  下市町   l．70  下北山村  3．00  天川村  3．80  れ滝村  3ヱ5  （上北山村）  対震ゎし）   

10  ●断簡  3．99  川西■r  3．●3  ■新市  3．10  川西■r  乙84  安堵町  乙Sl  明日響銅  2．ヰ3  菟田野町  乙19  月ケ濃村  乙2t  安■町   1．85  

4l  安疇n  3．90  相川軒  3．60  十津川村  3．柑  何校村  2．88  川西■r  乙55  新庄■r  乙ヰ4  吉野町  乙21  吉野町  乙38  大手陀町   l．85   

42  下市町  l．10  大事柁■r  3．88  下北山村  3．60  新庄町  之．！柑  壬生村  乙58  川西町  2▲85  十津川村  乙37  圭生材  2．43  暮城市（旧 新庄町）  1．87   

43  ▲二j －  l．丁5  下北山村  3．88  天川村  4．（X〉  鶉折市  3．12  大宇陀町  乙58  大淀町  乙7t  安堵町  乙ヰl  十♯川村  2．80  銅断市   2．1l   

44  野迫川村  5．50  山添村   4．00  川西町  4．沌  天川村  3．一之  榊新市  乙57  安堵町  3ヱ8  山添村  2、87  安堵町  2．！け  ■薦村   2．20   

i生村                                45  ■滝村  5．50  野迫川村  5．00  野迫川村  2．23   

川上村   tOO  ●R村  乙8丁  野迫川村  5．∞  川西■r  2．88  大宇陀町  3．2l  壬生村  2．28   

4．10  4丁  下北山村  7．t3  ■滝村  4．15  上北山村  ¢．50  下北山村  4．柑  天川村  3．85  大塔村  13．OD  大塔村  8．38  天川村  7．83  天川村  

れ平均  乙0丁  ■平均  2．00  l県平均  1．98  I 1．7：I  県平均  1．¢4  れ平均  l．82  lれ平均  1．45  lれ平均1l．4り   県平均   l．311県平均l l．29     l県平均  1．15  れ平均  1．08  県平均  l．Ol   
（本）  （ホ）  （本）  （本）  （＊）  （本）  （本）  （本〉  （＊）  （本）  （本）  （本）  （本）  

3   


