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５．上水道 

(１)給水量の推移････････････････････････････････････････････････････････３７ 

(２)水源(さく井)別揚水量の推移･･････････････････････････････････････････３７ 

６．下水道 

(１)下水道の計画処理状況････････････････････････････････････････････････３９ 

(２)地域別下水道実施状況････････････････････････････････････････････････３９ 

７．ガス 

(１)都市ガス用途別件数と使用量(国立市内)････････････････････････････････４０ 

８．住 宅 

(１)住宅の種類・住宅の所有の関係(７区分)別一般世帯数、一般世帯人員、１世 
帯当たり人員･･･････････････････････････････････････････････････････４１ 

(２)木造家屋の棟数・床面積･･････････････････････････････････････････････４３ 
(３)非木造家屋の棟数・床面積････････････････････････････････････････････４３ 

(４)構造別、新・増築家屋の棟数・床面積･･････････････････････････････････４４ 

９．地域施設 

(１)地域集会所の利用状況････････････････････････････････････････････････４５ 

(２)地域福祉館の利用状況････････････････････････････････････････････････４５ 

(３)地域防災センターの利用状況･･････････････････････････････････････････４５ 

(４)南区公会堂の利用状況････････････････････････････････････････････････４５ 

(５)くにたち北市民プラザ 会議室等利用状況･･････････････････････････････４５ 

(６)くにたち南市民プラザ 会議室等利用状況･･････････････････････････････４６ 

(７)くにたち駅前プラザ 会議室利用状況･･････････････････････････････････４６ 

１０．清掃・ごみ 

(１)ごみ収集状況････････････････････････････････････････････････････････４７ 

(２)多摩川衛生組合稼働状況･･････････････････････････････････････････････４７ 

(３)環境センター稼働状況････････････････････････････････････････････････４７ 

(４)し尿処理状況････････････････････････････････････････････････････････４８ 

(５)し尿処理世帯数･･････････････････････････････････････････････････････４８ 

１１．環境 

(１)現象別公害苦情受付件数･･････････････････････････････････････････････４９ 

(２)発生源別公害苦情受付件数････････････････････････････････････････････４９ 

(３)河川別水質分析の推移････････････････････････････････････････････････４９ 

(４)矢川水質分析の推移･･････････････････････････････････････････････････５０ 

(５)青柳段丘湧水水質分析の推移･･････････････････････････････････････････５０ 



ⅢⅢ    市市民民ののくくららしし  

  

１．所 得 

(１)個人市民税の課税対象所得、所得割額･･････････････････････････････････５１ 

(２)市民所得の推移･･････････････････････････････････････････････････････５１ 

(３)所得者区分別個人市民税の納税義務者数、均等割額、所得割額････････････５２ 

(４)市別個人住民税１人当たり税額及び１世帯当たり税額････････････････････５３ 

２．家 計 

(１)１か月間の生計支出 生計支出７分位階層別年平均１世帯当たり(都民)････５４ 

３．物 価 

(１)消費者物価１０大費目指数年平均(東京都区部)･･････････････････････････５５ 

４．たばこ 

(１)たばこ消費本数及び市たばこ税額･･････････････････････････････････････５７ 

５．酒 類 

(１)酒類の消費･･････････････････････････････････････････････････････････５７ 

６．防災・事故 

(１)火災発生件数状況（国立市内）････････････････････････････････････････５７ 

(２)原因別火災状況（国立市内）･･････････････････････････････････････････５８ 

(３)救急活動の状況(国立市内)････････････････････････････････････････････５９ 

(４)過去１０年間における国立市内の事故類型別交通事故発生状況････････････５９ 

(５)過去５年間における国立市内の当事者別死傷者数････････････････････････５９ 

(６)過去５年間における国立市内の年齢層別死傷者数････････････････････････６０ 

(７)立川警察署管内の交通事故発生状況････････････････････････････････････６０ 

７．防 犯 

(１)刑法犯罪種類別認知件数(立川警察署管内)･･････････････････････････････６１ 

(２)刑法犯少年の犯罪種類別補導状況･･････････････････････････････････････６１ 

 

ⅣⅣ  福福祉祉とと保保健健  

 

１．生活福祉 

(１)扶助別生活保護の状況････････････････････････････････････････････････６３ 

(２)世帯類型別被保護世帯数･･････････････････････････････････････････････６３ 

(３)母子及び父子福祉資金貸付状況････････････････････････････････････････６３ 

２．高齢者福祉 

(１)在宅福祉の状況 

  ①ひとり暮らしと在宅高齢者福祉･･････････････････････････････････････６４ 

  ②高齢者相談件数････････････････････････････････････････････････････６４ 

  ③施設利用、医療、手当･･････････････････････････････････････････････６５ 

(２)慶祝と生きがい施策･･････････････････････････････････････････････････６５ 

(３)(社)国立市シルバー人材センターの活動状況････････････････････････････６５ 

３．障害者(児)福祉 

(１)身体障害者手帳所持者の状況･･････････････････････････････････････････６６ 

(２)愛の手帳所持者の状況････････････････････････････････････････････････６７ 

(３)施設入所者・通所者数の状況･･････････････････････････････････････････６７ 

(４)支援費制度による在宅福祉の状況･･････････････････････････････････････６７ 



ⅢⅢ    市市民民ののくくららしし  

  

１．所 得 

(１)個人市民税の課税対象所得、所得割額･･････････････････････････････････５１ 

(２)市民所得の推移･･････････････････････････････････････････････････････５１ 

(３)所得者区分別個人市民税の納税義務者数、均等割額、所得割額････････････５２ 

(４)市別個人住民税１人当たり税額及び１世帯当たり税額････････････････････５３ 

２．家 計 

(１)１か月間の生計支出 生計支出７分位階層別年平均１世帯当たり(都民)････５４ 

３．物 価 

(１)消費者物価１０大費目指数年平均(東京都区部)･･････････････････････････５５ 

４．たばこ 

(１)たばこ消費本数及び市たばこ税額･･････････････････････････････････････５７ 

５．酒 類 

(１)酒類の消費･･････････････････････････････････････････････････････････５７ 

６．防災・事故 

(１)火災発生件数状況（国立市内）････････････････････････････････････････５７ 

(２)原因別火災状況（国立市内）･･････････････････････････････････････････５８ 

(３)救急活動の状況(国立市内)････････････････････････････････････････････５９ 

(４)過去１０年間における国立市内の事故類型別交通事故発生状況････････････５９ 

(５)過去５年間における国立市内の当事者別死傷者数････････････････････････５９ 

(６)過去５年間における国立市内の年齢層別死傷者数････････････････････････６０ 

(７)立川警察署管内の交通事故発生状況････････････････････････････････････６０ 

７．防 犯 

(１)刑法犯罪種類別認知件数(立川警察署管内)･･････････････････････････････６１ 

(２)刑法犯少年の犯罪種類別補導状況･･････････････････････････････････････６１ 

 

ⅣⅣ  福福祉祉とと保保健健  

 

１．生活福祉 

(１)扶助別生活保護の状況････････････････････････････････････････････････６３ 

(２)世帯類型別被保護世帯数･･････････････････････････････････････････････６３ 

(３)母子及び父子福祉資金貸付状況････････････････････････････････････････６３ 

２．高齢者福祉 

(１)在宅福祉の状況 

  ①ひとり暮らしと在宅高齢者福祉･･････････････････････････････････････６４ 

  ②高齢者相談件数････････････････････････････････････････････････････６４ 

  ③施設利用、医療、手当･･････････････････････････････････････････････６５ 

(２)慶祝と生きがい施策･･････････････････････････････････････････････････６５ 

(３)(社)国立市シルバー人材センターの活動状況････････････････････････････６５ 

３．障害者(児)福祉 

(１)身体障害者手帳所持者の状況･･････････････････････････････････････････６６ 

(２)愛の手帳所持者の状況････････････････････････････････････････････････６７ 

(３)施設入所者・通所者数の状況･･････････････････････････････････････････６７ 

(４)支援費制度による在宅福祉の状況･･････････････････････････････････････６７ 

(５)障害者総合支援法・児童福祉法支給決定人数及び件数････････････････････６８ 

４．児童福祉 

(１)児童手当等の支給状況････････････････････････････････････････････････６８ 

(２)児童館来館者数と行事参加者数････････････････････････････････････････６８ 

(３)保育所入所児童数････････････････････････････････････････････････････６９ 

(４)学童保育所在籍児童数････････････････････････････････････････････････６９ 

(５)保育室及び家庭的保育事業所の状況････････････････････････････････････６９ 

(６)認証保育所の状況････････････････････････････････････････････････････７０ 

５．国民健康保険 

(１)国民健康保険被保険者数･･････････････････････････････････････････････７１ 

(２)療養の給付状況･･････････････････････････････････････････････････････７１ 

(３)高額療養費の給付状況････････････････････････････････････････････････７１ 

(４)特定健康診査・特定保健指導･･････････････････････････････････････････７２ 

(５)老人保健医療費の給付状況（医療給付費）･･････････････････････････････７２ 

６．年 金 

(１)国民年金受給権者数及び年金額････････････････････････････････････････７３ 

(２)国民年金被保険者数及び保険料････････････････････････････････････････７３ 

(３)老齢福祉年金支給件数････････････････････････････････････････････････７４ 

７．介護保険 

(１)第１号被保険者数････････････････････････････････････････････････････７５ 

(２)要介護（要支援）認定者数の推移･･････････････････････････････････････７５ 

(３)給付額の推移････････････････････････････････････････････････････････７５ 

(４)介護サービス種類別の件数及び費用総額････････････････････････････････７６ 

 

８．保健・医療 

(１)乳幼児健康診査･･････････････････････････････････････････････････････７７ 

(２)住民結核検診････････････････････････････････････････････････････････７７ 

(３)定期予防接種者数････････････････････････････････････････････････････７８ 

(４)国立市健康診査･･････････････････････････････････････････････････････７９ 

(５)がん検診････････････････････････････････････････････････････････････７９ 

(６)休日救急診療利用者数････････････････････････････････････････････････７９ 

(７)市内医療機関数･･･ ･･････････････････････････････････････････････････８０ 

 

ⅤⅤ  教教育育・・文文化化  

 

１．幼児教育 

(１)幼稚園数、学級数、園児数及び教員数･･････････････････････････････････８１ 

(２)幼保連携型認定こども園の園数、園児数及び教員数等････････････････････８１ 

 (３)幼稚園就園奨励費の推移･･････････････････････････････････････････････８１ 

(４)保護者負担軽減交付金交付状況････････････････････････････････････････８１ 

２．学校教育 

(１)市立小学校数、学級数、児童数、教員数････････････････････････････････８２ 

(２)私立小学校数、学級数、児童数、教員数････････････････････････････････８２ 

(３)市立中学校数、学級数、生徒数、教員数････････････････････････････････８２ 

(４)私立中学校数、学級数、生徒数、教員数････････････････････････････････８３ 



(５)市立小学校学年及び男女別児童数･･････････････････････････････････････８３ 

(６)私立小学校学年及び男女別児童数･･････････････････････････････････････８３ 

(７)市立中学校学年及び男女別生徒数･･････････････････････････････････････８４ 

(８)私立中学校学年及び男女別生徒数･･････････････････････････････････････８４ 

(９)特別支援学級児童及び生徒数･･････････････････････････････････････････８４ 

(10)学校給食の状況･･････････････････････････････････････････････････････８５ 

(11)市立小学校の施設の状況･･････････････････････････････････････････････８５ 

(12)市立中学校の施設の状況･･････････････････････････････････････････････８６ 

(13)国公立、私立、学校種別学校数、在学者数及び教員数････････････････････８６ 

３．文化・スポ－ツ施設 

(１)図書館利用状況･･････････････････････････････････････････････････････８７ 

(２)図書館活動状況･･････････････････････････････････････････････････････８７ 

(３)公民館会場利用状況･･････････････････････････････････････････････････８９ 

(４)公民館図書室利用状況････････････････････････････････････････････････８９ 

(５)学校開放利用状況････････････････････････････････････････････････････９０ 

(６)テニスコート・野球場・サッカー場の利用状況･･････････････････････････９０ 

(７)くにたち市民芸術小ホール施設別使用状況･･････････････････････････････９１ 

(８)くにたち市民総合体育館利用状況･･････････････････････････････････････９１ 

(９)くにたち南市民プラザトレーニング室利用状況･･････････････････････････９１ 

(10)国立市立学校プール一般開放利用者数･･････････････････････････････････９２ 

 

ⅥⅥ  産産    業業  

 

１．事業所 

(１)事業所数及び従業者数（産業大分類）･･････････････････････････････････９３ 

(２)従業者規模別事業所数及び従業者数････････････････････････････････････９３ 

(３)事業所数及び従業者数（産業大・中分類）･･････････････････････････････９４ 

(４)町丁別事業所数及び従業者数･･････････････････････････････････････････９５ 

２．商 業 

(１)事業所数、従業者数及び年間販売額････････････････････････････････････９９ 

(２)従業者規模別商店数････････････････････････････････････････････････１００ 

(３)２６市事業所数、従業者数及び年間販売額の比較（卸売・小売業）･･････１０１ 

(４)卸売業事業所数及び従業者数････････････････････････････････････････１０２ 

(５)小売業事業所数及び従業者数････････････････････････････････････････１０２ 

(６)中小企業事業資金融資用途別貸付決定状況････････････････････････････１０３ 

(７)消費生活相談内容別件数････････････････････････････････････････････１０３ 

３．工 業 

(１)工場数、従業者数及び製造品出荷額等（従業者４人以上の事業所）･･････１０３ 

(２)従業者規模別工場数････････････････････････････････････････････････１０４ 

 

４．農 業 

(１)専兼業農家数･･････････････････････････････････････････････････････１０５ 

(２)年齢別基幹的農業従事者数･･････････････････････････････････････････１０５ 

(３)経営耕地面積･･････････････････････････････････････････････････････１０５ 

(４)農地転用面積の推移････････････････････････････････････････････････１０６ 



(５)市立小学校学年及び男女別児童数･･････････････････････････････････････８３ 

(６)私立小学校学年及び男女別児童数･･････････････････････････････････････８３ 

(７)市立中学校学年及び男女別生徒数･･････････････････････････････････････８４ 

(８)私立中学校学年及び男女別生徒数･･････････････････････････････････････８４ 

(９)特別支援学級児童及び生徒数･･････････････････････････････････････････８４ 

(10)学校給食の状況･･････････････････････････････････････････････････････８５ 

(11)市立小学校の施設の状況･･････････････････････････････････････････････８５ 

(12)市立中学校の施設の状況･･････････････････････････････････････････････８６ 

(13)国公立、私立、学校種別学校数、在学者数及び教員数････････････････････８６ 

３．文化・スポ－ツ施設 

(１)図書館利用状況･･････････････････････････････････････････････････････８７ 

(２)図書館活動状況･･････････････････････････････････････････････････････８７ 

(３)公民館会場利用状況･･････････････････････････････････････････････････８９ 

(４)公民館図書室利用状況････････････････････････････････････････････････８９ 

(５)学校開放利用状況････････････････････････････････････････････････････９０ 

(６)テニスコート・野球場・サッカー場の利用状況･･････････････････････････９０ 

(７)くにたち市民芸術小ホール施設別使用状況･･････････････････････････････９１ 

(８)くにたち市民総合体育館利用状況･･････････････････････････････････････９１ 

(９)くにたち南市民プラザトレーニング室利用状況･･････････････････････････９１ 

(10)国立市立学校プール一般開放利用者数･･････････････････････････････････９２ 

 

ⅥⅥ  産産    業業  

 

１．事業所 

(１)事業所数及び従業者数（産業大分類）･･････････････････････････････････９３ 

(２)従業者規模別事業所数及び従業者数････････････････････････････････････９３ 

(３)事業所数及び従業者数（産業大・中分類）･･････････････････････････････９４ 

(４)町丁別事業所数及び従業者数･･････････････････････････････････････････９５ 

２．商 業 

(１)事業所数、従業者数及び年間販売額････････････････････････････････････９９ 

(２)従業者規模別商店数････････････････････････････････････････････････１００ 

(３)２６市事業所数、従業者数及び年間販売額の比較（卸売・小売業）･･････１０１ 

(４)卸売業事業所数及び従業者数････････････････････････････････････････１０２ 

(５)小売業事業所数及び従業者数････････････････････････････････････････１０２ 

(６)中小企業事業資金融資用途別貸付決定状況････････････････････････････１０３ 

(７)消費生活相談内容別件数････････････････････････････････････････････１０３ 

３．工 業 

(１)工場数、従業者数及び製造品出荷額等（従業者４人以上の事業所）･･････１０３ 

(２)従業者規模別工場数････････････････････････････････････････････････１０４ 

 

４．農 業 

(１)専兼業農家数･･････････････････････････････････････････････････････１０５ 

(２)年齢別基幹的農業従事者数･･････････････････････････････････････････１０５ 

(３)経営耕地面積･･････････････････････････････････････････････････････１０５ 

(４)農地転用面積の推移････････････････････････････････････････････････１０６ 

(５)作付面積･･････････････････････････････････････････････････････････１０６ 

(６)主な農作物の作付面積と農家数･･････････････････････････････････････１０７ 

 

ⅦⅦ  議議会会・・選選挙挙  

 

１．議 会 

(１)本会議・委員会開催状況････････････････････････････････････････････１０８ 

(２)市議会審議等件数･･････････････････････････････････････････････････１０８ 

(３)会議別傍聴者数････････････････････････････････････････････････････１０８ 

２．選 挙 

(１)国政選挙執行状況･･････････････････････････････････････････････････１０９ 

(２)地方選挙執行状況･･････････････････････････････････････････････････１１０ 

(３)主な選挙における党派別得票数･･････････････････････････････････････１１１ 

 

ⅧⅧ  行行財財政政  

 

１．行 政 

(１)職員定数の推移････････････････････････････････････････････････････１１２ 

(２)職員数等の推移････････････････････････････････････････････････････１１３ 

(３)職種別職員数･･････････････････････････････････････････････････････１１４ 

(４)年齢別職員数･･････････････････････････････････････････････････････１１４ 

(５)例規の制定、改廃の状況････････････････････････････････････････････１１５ 

２．情報公開と市民相談 

(１)情報公開及び個人情報保護に関する請求と処理状況････････････････････１１５ 

(２)総合オンブズマン相談・申立件数････････････････････････････････････１１５ 

(３)法律相談等区分別件数･･････････････････････････････････････････････１１６ 

(４)陳情・要望件数････････････････････････････････････････････････････１１６ 

３．財 政 

(１)決算額の推移(一般会計)････････････････････････････････････････････１１７ 

(２)市税決算状況･･････････････････････････････････････････････････････１１７ 

(３)会計別決算状況････････････････････････････････････････････････････１１９ 
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