
－ケ 昼間人口と夜間人口・・・・・・・・・

－ア 産業別事業所数及び従業者数・・

－ア 町丁目別面積・・・・・・・・・・・・・・・ －イ 経営組織別事業所数及び従業
者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－イ 地目別面積・・・・・・・・・・・・・・・
－ウ 産業別、従業者規模別事業所

数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－ア 気温、湿度、風速、日照、降

水量及び天気日数・・・・・・・・・・・ －エ 従業者規模別事業所数の推移

－ア 工場数、従業者数、現金給与
額及び製造品出荷額等・・・・・・・

人口及び世帯
－イ 従業者規模別工場数・・・・・・・・・

－ア 人口及び世帯数の推移 ・・・・・・
－ウ 産業別工場数、従業者数及び

－イ 町丁目別世帯数、男女別人口、 製造品出荷額等・・・・・・・・・・・・
１世帯当り人口及び人口密度・・

人　口 －ア 産業中分類別商店数、従業者
－ア 町別、年齢各歳別、男女別人 数及び年間販売額

口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （飲食店を除く）・・・・・・・・・・・・・

－イ 人口動態　・・・・・・・・・・・・・・・・ －イ 従業者規模別商店数・・・・・・・・

－ウ 本籍数及び本籍人口 ・・・・・・・・・ －ウ 経営組織別、開設年別商店数・

－エ 国籍別外国人住民数・・・・・・・・ －エ 小売業（飲食店を除く）売場
面積別商店数・・・・・・・・・・・・・・

国勢調査 （統計図表：Ⅰ）卸売業、小売
－ア 国勢調査人口及び世帯数  ・・・ 業別商店数、従業者数及び年

間販売額構成比の前回調査と
－イ 町別世帯数、男女別人口及び の比較・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人口密度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・

－ウ 配偶関係別人口・・・・・・・・・・・・ －ア 農家数、農家人口及び経営耕
地面積（１６歳以上の人口）・・・・

－エ 労働力状態別人口・・・・・・・・・・
－イ 耕地形態別経営耕地面積（販

－オ 産業別就業人口・・・・・・・・・・・・ 売農家）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－カ 産業別就業人口及び構成比・・・ －ウ 農業従事者の年齢別人口（販
売農家）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－キ 職業別就業人口・・・・・・・・・・・・
　 －エ 農産物の年間販売額別農家数

－ク 住居の所有状況・・・・・・・・・・・・ （農業経営体）・・・・・・・・・・・・・・

面積

気象

３ ． 産　　　業
地形・地質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事業所

目　　　　　次

１ ． 自然条件

位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

工　　業

商　　業

農　　業

２ ． 人　　口



－オ 農地法等による各種届出等取 －イ 小口事業資金業種別融資件数
扱状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 及び融資額（平成２７年度）・・・・
　

－カ 家畜の飼育数・・・・・・・・・・・・・・・ 公共施設
(７) －ア 市民会館利用状況・・・・・・・・・・・

事業創造施設 　
－ア 東小金井事業創造センター・・・・ －イ 東小金井駅開設記念会館

利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(７) －ウ 前原暫定集会施設利用状況・・・
所　　得
－ア 産業別常用労働者1人平均月間 －エ 婦人会館利用状況・・・・・・・・・・・

現金給与総額・・・・・・・・・・・・・・
－オ 上之原会館利用状況・・・・・・・・・

－イ 給与の種類別常用労働者平均賃金
－カ 前原町西之台会館利用状況・・・

　(ア) 　月別・男女別・・・・・・・・・・・・
－キ 桜町上水会館利用状況・・・・・・・

　(イ) 　産業別・男女別・・・・・・・・・・
－ク 貫井北町集会場利用状況・・・・・

　(ウ) 　規模別・・・・・・・・・・・・・・・・・
－ケ 貫井北町中之久保集会所利用

物　　価 状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－ア 東京都区部消費者物価指数・・・・

－コ 前原町丸山台集会所利用状況・・
建　　物
－ア 木造建物用途別棟数及び床面 －サ 貫井南町三楽集会所利用状況・・

積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－シ 東町友愛会館利用状況・・・・・・・・

－イ 非木造建物用途別棟数及び床
面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －ス 中町桜並集会所利用状況・・・・・

－ウ 木造、非木造別建物棟数及び －セ 貫井北五集会所利用状況・・・・・
床面積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－ソ 中町天神前集会所利用状況・・・
－エ 公共賃貸住宅戸数・・・・・・・・・・・

－タ 東町集会所利用状況・・・・・・・・・
－オ 構造別着工建築物数・・・・・・・・・

－チ 市立はけの森美術館利用状況
－カ 着工住宅数・・・・・・・・・・・・・・・・・

－ツ 市民交流センター利用状況・・・・
生  活
－ア たばこ、酒類の消費量及びた

ばこ税額等・・・・・・・・・・・・・・・・・
生活保護

－イ 畜犬登録数・・・・・・・・・・・・・・・・ －ア 扶助種類別被保護世帯数、人
員及び保護率・・・・・・・・・・・・・・

－ウ テレビジョン受信契約件数・・・・・
－イ 年齢階層別、男女別被保護人

市民意識 員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－ア 各種相談窓口事項別利用件数・・

－ウ 生活保護開始、廃止世帯数及
－イ 市民相談内容別状況・・・・・・・・・ び人員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　
－ウ 情報公開請求状況・・・・・・・・・・・ －エ 労働力状態別被保護世帯数・・・

金　　融 －オ 扶助種類別扶助費支給状況・・・
－ア 小口事業資金融資件数及び融

資額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －カ 生活福祉資金種類別貸付状況

． 市　民　生　活

． 社　会　福　祉



－イ 保険給付状況・・・・・・・・・・・・・・
－ア 保育園別定員数、管内入所児

童数及び職員数・・・・・・・・・・・・・
－ア 拠出年金被保険者数・・・・・・・・・

－イ 入所原因別児童数及び未入所
児数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －イ 保険給付状況・・・・・・・・・・・・・・・

－ウ 学童保育所別在籍児童数・・・・・ －ウ 老齢福祉年金受給権者数・・・・・

－エ 児童遊園、子供広場設置状況 福祉施設
－ア 福祉会館利用状況・・・・・・・・・・・

－オ 小金井市愛育手当支給状況・・・
－イ 福祉共同作業所運営状況・・・・・

－カ 児童手当支給状況・・・・・・・・・・
－ウ 障害者福祉センター利用状況

－キ 児童育成手当支給状況・・・・・・・
－エ 小金井市立ピノキオ幼児園幼

－ク 児童扶養手当支給状況・・・・・・ 児数、職員数及び施設状況・・・・

－ケ 子供会育成状況・・・・・・・・・・・・・ －オ 児童発達支援センター「きらり」
利用状況･・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－コ 児童館、移動児童館利用状況
－カ 小金井生活実習所組数、利用者

数、職員数及び施設状況・・・・・・・

－ア 老人クラブ別会員数・・・・・・・・・・
－キ 都立小金井特別支援学校学級

－イ 後期高齢者（長寿）医療制度の 数、児童数、教員数及び施設状
現況（受給者数）・・・・・・・・・・・・・ 況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－ウ 養護老人ホーム入所者数・・・・・・

－エ 介護認定審査会認定状況・・・・・ 保　　健
－ア 種類別医療施設数・・・・・・・・・・・

－オ 要介護認定者数・・・・・・・・・・・・
－イ 主要原因別死亡者数・・・・・・・・・

ひとり親福祉
－ア 母子及び父子福祉資金貸付状 －ウ 死亡主要原因別順位・・・・・・・・・

況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－エ 感染症発生届出件数（法律によ

－イ 女性福祉資金貸付状況・・・・・・・ る届出感染症）・・・・・・・・・・・・・・

心身障がい者福祉 －オ 人口動態統計の年次別推移・・・
－ア 身体障害者手帳所持者数・・・・・

－カ 人口動態統計の年次別推移(率)・・・

－イ 愛の手帳所持者数・・・・・・・・・・・・
－キ 合計特殊出生率の推移・・・・・・・

－ウ 精神障害者保健福祉手帳所持
者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 環境衛生

－ア ごみ処理状況・・・・・・・・・・・・・・・
－エ 心身障害者福祉手当支給状況・・

－イ し尿処理状況・・・・・・・・・・・・・・・
－オ 特別障害者手当支給状況・・・・・

－ウ 衛生害虫等発生状況・・・・・・・・・
－カ 障害児福祉手当支給状況・・・・・

－エ 町別、現象別公害苦情受付件数・・・

－キ 福祉手当支給状況・・・・・・・・・・・
－オ 水質汚染状況・・・・・・・・・・・・・・

－ク 難病者福祉手当支給状況・・・・・

国民健康保険
－ア 加入世帯数、被保険者数及び 　　道　　路

加入率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －ア 幅員別道路延長及び面積・・・・・

高齢者福祉

． 保健・環境衛生

． 都市施設

児童福祉

国民年金



－イ 道路舗装状況・・・・・・・・・・・・・・・ －ウ 公立中学校の学校別、学年別、
男女別生徒数及び学級数・・・・・

－ウ 都市計画道路状況・・・・・・・・・
－エ 公立中学校の学年別生徒数及

橋　　梁 び学級数・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－ア 種類別橋梁現況・・・・・・・・・・・・・ （統計図表：Ⅲ）公立中学校

生徒数の推移・・・・・・・・・・・・・・
上水道 　
－ア 年度別上水道状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －オ 12～14歳の不就学者数・・・・・・

下水道 －カ 公立中学校学校給食実施人員、
－ア 公共下水道普及状況・・・・・・・・・ 実施回数及び給食費・・・・・・・・・

－イ 下水道使用料収入状況・・・・・・・ －キ 公立中学校卒業者進路状況・・・
　

ガス 高等学校
－ア 都市ガス用途別使用量・・・・・・・ －ア 公立高等学校の学校数、教員

数及び生徒数・・・・・・・・・・・・・・
都市環境施設
－ア 所有者別街路灯設置状況・・・・・ －イ 私立高等学校の学校数、教員

数及び生徒数・・・・・・・・・・・・・・
－イ 都市公園状況・・・・・・・・・・・・・・

大　　学

－ウ 街路樹等補植状況・・・・・・・・・・・ －ア 学校数、教員数及び学生数・・・・

各種学校

． 教育・文化 －ア 各種学校の学校数、教員数及

　　幼稚園 び生徒数・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－ア 園数、学級数、幼児数及び教

員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 専修学校
－ア 専修学校の学校数、教員数及

－イ 私立幼稚園等園児保護者補助 び生徒数・・・・・・・・・・・・・・・・・・
金交付状況・・・・・・・・・・・・・・・・ 　

図書館
－ウ 幼稚園就園奨励費補助金交付 －ア 館別、分類別蔵書数及び貸出数

状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ア）　本館・・・・・・・・・・・・・・・・・
　

小学校 （イ）　図書館東分室・・・・・・・・・・
－ア 学校数、学級数、教員数及び

児童数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ウ）　図書館緑分室・・・・・・・・・・

－イ 公立小学校別施設状況・・・・・・・ （エ）　図書館貫井北分室・・・・・・

－ウ 公立小学校の学校別、学年別、 （オ）　西之台会館図書室・・・・・・
男女別児童数及び学級数・・・・・
（統計図表：Ⅱ）公立小学校 （カ）　移動図書館・・・・・・・・・・・
児童数の推移・・・・・・・・・・・・・・

社会教育
－エ 公立小学校の学年別児童数及 －ア 社会教育主要事業参加状況・・・

び学級数・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－イ 清里山荘利用状況・・・・・・・・・・・

－オ 6～11歳の不就学者数・・・・・・・
－ウ 文化財センター入館者数・・・・・・

－カ 公立小学校給食実施人員、実
施回数及び給食費・・・・・・・・・・・ －エ 公民館利用状況・・・・・・・・・・・・・

中学校 社会体育

－ア 学校数、学級数、教員数及び －ア 運動施設別利用状況・・・・・・・・・

生徒数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－イ 体育協会競技別加入団体数及

－イ 公立中学校別施設状況・・・・・・・ び会員数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



． 治安・防災 －イ 議会の会期、会議日数及び会

　　治　　安 議時間数・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－ア 刑法犯の種類別発生件数・・・・・ （統計図表：Ⅳ）党派別市議

会議員の構成比・・・・・・・・・・・・
－イ 刑法犯少年及び特別法犯少年

の検挙・補導人員・・・・・・・・・・・・ －ウ 議案等の議決結果・・・・・・・・・・・

交通災害 －エ 請願、陳情の議決結果・・・・・・・・
－ア 交通安全施設の設置状況・・・・・

行　　政
－イ 当事者別交通事故発生件数及 －ア 年齢別、男女別職員数及び平

び死傷者数・・・・・・・・・・・・・・・・・ 均勤続年数・・・・・・・・・・・・・・・・

－ウ 違反別交通事故発生件数・・・・・ －イ 所属別職員数・・・・・・・・・・・・・・
（統計図表：Ⅴ）職員数の推移・・

－エ 時間別交通事故発生件数・・・・・ （統計図表：Ⅵ）職員１人当り
人口の推移・・・・・・・・・・・・・・・・

－オ 東京都市交通災害共済組合の
加入状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －ウ 小金井市行政機構図・・・・・・・・・

消　　防 財　　政
－ア 防災施設及び設備状況・・・・・・・ －ア 年度別普通会計歳入決算額・・・

－イ 原因別火災発生件数・・・・・・・・・ －イ 年度別普通会計歳出決算額
（目的別）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－ウ 火災件数、り災状況及び死傷
者数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ －ウ 年度別普通会計歳出決算額

（性質別）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
－エ 救急車の出動回数・・・・・・・・・・・

－エ 特別会計歳入決算額・・・・・・・・・

　

． 交通・通信 －オ 特別会計歳出決算額・・・・・・・・・

　　 交　　通
－ア 種類別自動車保有台数・・・・・・・ －カ 財政力指数等・・・・・・・・・・・・・・

－イ 各駅の年間種類別乗車人員数 税　　務
－ア 市税税目別収入済額（平成27

－ウ 各駅の１日当り平均乗降客数・・・ 年度）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

通　　信 －イ 市税調定額(現年課税分)・・・・・・・・・・・・
－ア 郵便局数等の状況・・・・・・・・・・・

－ウ 市税納税義務者数（調定件数）・・

． 選　　　挙
選　　挙 市有財産
－ア 選挙別、党派別得票数・・・・・・・ －ア 用途別市有財産・・・・・・・・・・・・

－イ 選挙別投票状況・・・・・・・・・・・・

－ウ 選挙人名簿登録者数・・・・・・・・・

　　 歴史年表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

． 議会・行財政
　　議　　会

－ア 党派別市議会議員数・・・・・・・・・

． 歴　　　史


