このコーナーでは、未来の夢に向かって頑張る市内の小・中学生・高校生を紹介します
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広報ひらど

平成30年２月末現在

32,004 人（−36 人） ■男

性

15,051 人（+５人）

■件

数

７件（16 件）

■火災 ７件（７件）

18,524 人（−23 人） ■女

性

16,953 人（−41 人）

■死

者

０人（０人）

■救急 351 件（296 件）

14,079 戸（−25 戸）

■負傷者

生月地区

5,549 人（−９人）

■世帯数

田平地区

6,844 人（−３人）

※（

大島地区

1,087 人（−１人）
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）は、前月との比較
☎内線 2523

※（

９人（17 人）

）内は昨年同期
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）内は昨年同期
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