
 

このデータブックについて 

 

○このデータブックは、東京都内で「まちづくり」の活動を行おうとするときに前提とする基礎的なデータを提供しようという狙いから作成さ

れたものです。対象とした自治体は、東京特別区と多摩地域の市です。 

○これまで２００７年度試行版、２００８年度版、２００９年度版と財団法人地域生活研究所内に「自治体ベンチマーク検討会」を設置し、作

業を行ってきましたが、２０１０年度版からは地域生活研究所と公益社団法人東京自治研究センターとの共同作業としてデータのとりまとめ

を行っています。引き続き、東京都、特別区協議会、東京市町村自治調査会などがとりまとめているデータと、各自治体のホームページで探

れるものをもとに、市民団体、研究者が公表しているデータなどを集め、より広範なデータの収集を目指しました。 

○自治体活動を評価していくには定性的なデータの収集が不可欠です｡それは今後の課題で、そのためには訪問・聴き取り調査が必要とされま

す｡今後も調査を継続し、より充実した、使い勝手のよいものにしていきたいと考えています｡ 

 

コラム・項目目次 

【コラム】 

木造密集市街地の改善策 西田 穣              …１２ 

「地域危険度測定調査」の結果を読む 西田 穣        …１４ 

生活保護率の変化を見る 三浦 一浩             …１６ 

子育てと自治体―保育園の待機児童問題 林 和孝       …１９ 

都内の大気汚染 田中 充                  …２２ 

都内自治体における太陽光発電システム普及策 田中 充    …２５ 

潜在的な買い物弱者の可能性 三浦 一浩           …２８ 

住民投票条例の課題 三浦一浩・伊藤久雄           …３１ 

自治体議会の改革 坪郷 實                 …３４ 

高齢者の住まいと公的住宅・都営住宅 伊藤 久雄       …３６ 

【項目】 

１．人口・面積                       …４０ 

２．防災（生活安全）        …４５ 

３．福祉                           …５３  

４．環境・エネルギー・水        …６２ 

５．教育（社会）         …７６ 

６．財政          …７９ 

７．経済・産業・労働        …８５ 

８．政治―行政         …９４ 

９．住宅         …１０１ 

１０．道路・公園・公共交通       …１０４ 

１１．消費者行政・コミュニティ       …１１０ 
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基礎自治体データブック項目一覧 

 

大項目 中項目 単位 出所 

面積 km2 『東京都統計年鑑 平成23 年度』 

都域に対する千分比 ‰ 同上 

国調人口2000 人 2000 年国勢調査 

国調人口 2010 人 2010 年国勢調査 

人口伸率 ％  

昼間人口 2010 人 2010 年国勢調査 

昼夜人口比率 倍数  

住基人口 2011 人 2012 年住民基本台帳 

年少人口 人 2012 年住民基本台帳 

児童・生徒数 人 『平成24 年度学校基本調査報告』 

児童生徒人口比率 ％  

老年人口 人 2012 年住民基本台帳 

高齢化率 ％  

外国人／韓国・朝鮮／中国 人 2010 年国勢調査 

外国人／韓国・朝鮮／中国比率 ％  

世帯数 2010 世帯数 2010 年国勢調査 

単身世帯 2010 世帯数 同上 

単身世帯比率 ％  

高齢単身世帯 2010 世帯数 2010 年国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 

人口 

・ 

面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者世帯比率 ％  
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高齢夫婦のみ世帯 世帯数 同上 

子どものいる世帯 世帯数 同上 

１． 

人口・ 

面積 子どものいる世帯比率 ％ 同上 

災害時応援協定 協定数 『平成24 年度区市町村防災事業の現況』 

市民防災組織数 組織数 同上 

消防団員数 人 『東京消防庁統計書』2011 総務省消防庁HP「あなたの街の消防団」 

不燃化率（建築面積ベース） ％ 
『東京の土地利用 平成 23 年東京都区部』、『東京の土地利用 平成 19 年

多摩・島しょ地域』 

不燃化率（延べ面積ベース） ％ 同上 

学校耐震化率 ％ 文科省2012 年8 月報道発表資料 

防災基本条例の有無 有無 
水昭仁「大規模災害に備える」『とうきょうの自治』No.71（2008 年 12 月）、自

治体ホームページ 

火災発生数 件数 『東京都統計年鑑』2011 

医療救護所 箇所数 『平成24 年度区市町村防災事業の現況』 

社会福祉施設の二次避難所 箇所数 同上 

災害時要援護者 人 同上 

災害時要援護者対策 把握方法 同上 

木造住宅密集地域 ha 「木密地域不燃化10 年プロジェクト」実施方針 

地域危険度 危険度 東京都都市整備局ホームページ 第7 回地域危険度測定調査 

住宅耐震化診断助成金額 助成内容 東京都都市整備局ホームページ 

耐震化立替助成金額 助成内容 同上 

犯罪認知件数 件数 『警視庁の統計』2011 

交通事故発生件数 件数 『東京の交通事故』2012 年 

 

２． 

防災 

（生活安全）

自殺死亡率 人口１０万人対 『平成23 年版精神保健福祉の動向』 
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被保護人員 人 『福祉・衛生 統計年報（平成23 年度）』 

保護率 ‰ 同上 

民生委員（定数） 人 『東京都統計年鑑 平成23 年度』 

民生委員（実数） 人 同上 

地区担当員数 人 同上 

地域包括支援センター 施設数 東京都福祉保健局ホームページ 

認知症高齢者グループホーム 定員 同上 

見守り・安否確認体制の有無 有無 『平成24 年度区市町村における高齢者福祉施策単独事業一覧』 

保育所 箇所数 『福祉・衛生統計年報 平成23 年度』 

認証保育所 箇所数 東京都福祉保健局ホームページ 

一時保育 箇所数 自治体ホームページ 

病後児保育 箇所数 東京都福祉保健局ホームページ 

幼稚園 数 『平成24 年度学校基本調査報告』 

学童クラブ 箇所数 『福祉・衛生統計年報 平成22 年度』 

児童館 箇所数 同上 

保育所待機児童数 人 2012 年7 月東京都報道発表資料 

児童手当加算 有無 『平成24 年度区市町村における子ども家庭支援事業の概要』 

子ども家庭支援センター 箇所数 各自治体ホームページ 

ファミリー・サポート事業 有無 『平成24 年度区市町村における子ども家庭支援事業の概要』 

ショートスティ 箇所数 同上 

母子生活支援施設数 施設数 同上 

病院数 院数 『東京都の医療施設』2012 

病床数 ベッド数 同上 

３．福祉 

人口1 万人当たり病床数 ベッド数 同上 

 5



都指定二次救急医療機関 施設数 東京都福祉保健局ホームページ 

医師数 人 『東京都の医療施設』2012 

常勤医師数 人 同上 

非常勤医師数 人 同上 

診療所数 施設数 同上 

人口1 万人当り医師数 人 同上 

福祉予算 千円 2011 年度決算カード 

 

３．福祉 

第１号被保険者の基準月額保険料（第

４期） 
円 東京都2012 年4 月報道発表資料 

ごみ排出量 T 『東京都区市町村清掃事業年報』（2011 年度実績） 

ごみ増加率 ％ 同上 

ごみ 1 人1日当り排出量 ｇ 同上 

リサイクル率 ％ 同上 

戸別収集（可燃ごみ）方法 有無 同上 

ごみ有料化（制度・額など） 円／大袋1枚 山谷修作東洋大教授ホームページ 

二酸化窒素(NO2) Ppm 『東京都環境白書』2012 

浮遊粒子状物質(SPM) mg/m3 同上 

ダイオキシン濃度 pg-TEQ/m3 東京23 区清掃一部事務組合ホームページ 

緑被率 ％ 地域計画研究所調べ・『東京都環境白書』2000 

下水道普及率 ％ 『東京都統計年鑑』2011 

水源井戸数 個数 『平成23 年度水道局事業年報』 

水使用量 千  同上 

水面率 ヘクタール 『東京都統計年鑑』2011 

 

 

 

 

 

４． 

環境 

・ 

エネルギー

・ 

水 

 

 

 

 
水系の水質 BOD75％水質値 『東京都環境白書』2004 
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温室効果ガス排出量 トン CO2 

「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」ホームページ（『特別区の温室効果

ガス排出量（1990 年度～2009 年度）』、『多摩地域の温室効果ガス排出量

（1990 年度～2009 年度）』） 

自然エネルギー電力自給率 MWh 永続地帯 - Sustainable Zone 

節電量 MWｈ 『環境自治体白書2011 年版』 

太陽光発電補助事業 補助内容 東京都環境局ホームページ 

保護樹木その他の助成制度 助成内容 『平成24 年東京都・区市町村自然環境行政概要』 

 

４． 

環境・ 

エネルギー・ 

水 

PRTR（排出量） kg／年 東京都環境局ホームページ 

小学校・学級当り児童数 人 『平成24 年度学校基本調査報告』 

中学校・学級当り生徒数 人 同上 

小学校・職員１人当り児童数 人 同上 

中学校・職員１人当り生徒数 人 同上 

小学校不登校長期欠席者数 人 同上 

同児童数に占める比率 ％ 同上 

中学校不登校長期欠席者 人 同上 

同生徒数に占める比率 ％ 同上 

図書館数 館 『東京都統計年鑑』2011 

小学校（順番は図書館のあと？） 施設数 同上 

中学校 施設数 同上 

高等学校 施設数 同上 

大学 施設数 同上 

大学生 人 同上 

公立図書館蔵書数 冊 同上 

５．教育 

（社会） 

人口１人当り蔵書数 冊 同上 
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人口１人当り貸出数 冊 同上 

一般会計総額・ 

決算歳入歳出額 
千円 2011 年度決算カード 

標準財政規模 千円 同上 

主要税目の状況 千円・％ 同上 

人口1 人当り住民税収 千円 同上 

歳入に占める地方税比率 ％ 同上 

経常収支比率 ％ 各年度決算カード、東京都総務局行政部ホームページ 

財政力指数 指数 東京都総務局行政部ホームページ「区市町村行財政資料集」 

将来負担比率 ％ 
東京都総務局行政部ホームページ「都内区市町村等の健全化判断比率等

の概要」 

国民健保特会の状況 百万円 東京都総務局行政部ホームページ「区市町村行財政資料集」 

６．財政 

介護保険特会の状況 百万円 同上 

産業別従業者数 人／％ 決算カード 

産業別事業所数 事業所数 『東京都統計年鑑』2010 

産業別従業者数 人 同上 

産業別事業所数あたり従業者数 ％  

小売業事業所数 件数 2007 年度商業統計調査報告 

小売業従業員数 人 同上 

小売業年間額 百万円 同上 

百貨店・スーパー 個数 同上 

コンビニエンス数 件数 同上 

1 人当り販売金額 万円 同上 

 

 

 

７． 

経済 

・ 

産業 

・ 

労働 

 

 
小売吸引度指数 指数 同上から加工 
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経営面積別農家戸数 戸数（ヘクタール単位で分類） 2010 年農林業センサス 

耕作面積 アール 同上 

耕作放棄地面積（率） アール 2010 年農林業センサス 

生産緑地面積 ヘクタール 『東京都環境白書』2004 

農業産出額 千万円 農水省ホームページ 

 

 

７． 

経済・ 

産業・ 

労働 工業出荷額 万円 東京の工業統計調査 

工業従業員数 人 同上 

工業事業所数 事業所数 同上 

労働力人口 人 2010 年国勢調査 

完全失業者数 人 同上 

 

失業率 ％ 同上 

議員条例定数 人 『2011 年度東京都区市町村年報』 

議員1 人当り人口 人 同上 

首長報酬 円（月） 同上 

議員報酬 円（月） 同上 

議会開会日数 日 同上 

議決条例数 件数 同上 

請願陳情提出件数 件数 同上 

請願陳情採択件数 件数 同上 

意見書提出件数 件数 同上 

スタッフ数（調査係） 条例定数 各自治体ホームページ 

女性議員比率 ％ 『女性参政資料集2011 年版全地方議会女性議員の現状』 

インターネット中継 方法 各自治体ホームページ 

 

 

 

 

 

 

８． 

政治-行政 

 

 

 

 

 
職員数・同人口1 人当り 人 『2011 年度東京都区市町村年報』 
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情報公開の状況 請求・部分開示・非開示件数 自治体ホームページ（一部聴取） 

自治基本条例制定状況 各条例名 NPOまちぽっと調べ 

自治基本条例等における住民投票の

規定事項 
内容 同上 

 

８． 

政治-行政 

投票率 ％ 東京都選挙管理委員会ホームページ 

公営住宅戸数 戸 『東京都統計年鑑』2011 

都営住宅 戸 同上 

福祉住宅等 戸 同上 

都民住宅 戸 同上 

市区町村住宅 戸 同上 

高齢者向け優良賃貸住宅 戸 同上 

公社一般賃貸住宅 戸 同上 

都市機構賃貸住宅 戸 同上 

高齢者向け住宅改良補助 円 東京都都市整備局ホームページ  

居住面積（最低水準以下の比率） 戸 『東京都統計年鑑』2008 

空家数 戸 『平成20 年住宅・土地統計調査』 

借家／持家世帯比率 ％ 『東京都統計年鑑』2010 

９．住宅 

一戸建て住宅比率 ％ 同上 

1 人当り公園面積 ㎡ 『公園調書 平成23 年４月１日現在』 

道路率 ％ 『東京都道路現況調書平成23 年度』 

都市計画道路整備率 ％ 国土交通省ホームページ「平成22 年度都市計画現況調査」 

バリアフリー化基本構想 有無 国土交通省ホームページ 

駐車場 台 『東京都統計年鑑』2011 

１０． 

道路 

・ 

公園 

・ 

公共交通 駐輪場駐輪数 台 『駅前放置自転車の現況と対策』2011 年度調査 
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放置自転車撤去数 台 同上 

自動車保有台数 台 『東京都統計年鑑』2011 

利用交通手段別通勤者・通学者数 人 2000 年国勢調査 

バス停数 数 ウェブサイト「バス停検索」 

コミュニティバス路線 路線数 各自治体ホームページ 

 

１０． 

道路・ 

公園・ 

公共交通 

コミュニティバスの運賃 円 各自治体ホームページ 

消費者相談  件数 『東京都・区市町村消費者行政情報』2013 年6月号 

消費者関係予算 千円 『東京都・区市町村消費者行政情報』（毎年６月号） 

ＮＰＯ数 数 内閣府ホームページ 

市民活動支援政策プログラム 
条例名／提案制度・補助の有

無 
各自治体ホームページ 

市民活動支援センター 有無／設置者 日本NPOセンターホームページ 

町会・自治会数 数 東京消防庁ホームページ、各自治体ホームページ 

町会・自治会加入率 ％ 
東京都市長会『地域力の向上に関する基礎調査報告書』（2008年3月）、各

自治体ホームページ 

市民農園数 園数 農水省関東農政局ホームページ 

市民農園面積 ㎡ 同上 

市民農園区画数 区画数 同上 

１１． 

消費者行政 

・ 

コミュニティ

市民農園使用料 円 各自治体ホームページ 
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参照URL 一覧 

 

永続地帯 - Sustainable Zoneホームページ： http://sustainable-zone.org/  

国土交通省ホームページ： http://www.mlit.go.jp/  

総務省統計局ホームページ：http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm 

東京消防庁ホームページ： http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ 

東京都環境局ホームページ： http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/  

東京都選挙管理委員会ホームページ： http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/  

東京都総務局行政部ホームページ： http://www.soumu.metro.tokyo.jp/05gyousei/  

東京都都市整備局ホームページ： http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/  

東京都福祉保健局ホームページ： http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/  

特別区協議会ホームページ： http://www.tokyo-23city.or.jp/  

内閣府ホームページ： http://www.cao.go.jp/  

内閣府ＰＦＩ推進委員会ホームページ： http://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai.html  

農林水産省ホームページ： http://www.maff.go.jp/  

農林水産省関東農政局ホームページ： http://www.maff.go.jp/kanto/  

みどり東京・温暖化防止プロジェクトホームページ： http://all62.jp/ 

山谷修作東洋大学教授ホームページ： http://www2.toyo.ac.jp/~yamaya/  

 

 

 

※ なお各ホームページからダウンロードしたオリジナルのデータは市区町村ベンチマーク研究会事務局にて保存している。 
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