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【本誌掲載のデータについて】

◇原則として、平成３０年度の活動状況と令和元年６月１日現在で把握できた直近の数値を掲

載しています。

◇本誌発行後に公表された最新の数値をお求めの方は、北部保健所（代表：0979-22-2210）にお

問い合わせください。

◇各府省が公表した統計調査の結果は、北部保健所ホームページから検索できます。

（http://www.pref.oita.jp/site/12089-hokubuhc-sub/）
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