
 

 

ま え が き 

 

少子高齢化の急速な進行に伴い、我が国の福祉・保健・医療行政は大きな転

換期を迎えています。 

世界的経済危機による国民の経済的不安が続く中、現在の社会保障制度をよ

り安定した持続可能な制度として見直し、築きあげることが求められています。 

東京都においては、都民が安全に、安心して生活できる社会の実現を目指し、

周産期・救急医療体制の構築、高齢者の地域ケア体制整備、新型インフルエン

ザ対策の強化など、国をリードする独自の施策に取り組んでおります。 

時代の転換点にある今、都民が「安全」「安心」を実感できる社会を築くた

めには、社会状況に即応した、効果的・効率的な施策を推進していかなければ

なりません。その企画立案に際しては、様々なデータを正確にとらえ、分析し、

都民のニーズを的確に把握することが極めて重要であり、それらを活かし、不

断の見直しに取り組んでいくことが不可欠です。 

本書は、福祉・保健・医療行政の指標となる主要数値を掲載しておりますの

で、施策の一層の充実に向けた検討を行うための基礎資料として、幅広く活用

していただければ幸いです。 

結びに、本書の作成に御協力いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

平成21年12月 

 

 

東京都福祉保健局長 

     安 藤 立 美 



 

 

凡   例 
 

１ 時点の表示 

○   年   ·········· 歴年間（１月から12月までの１年間）を示す。 

○ 年  度 ·········· 会計年度間（４月から翌年３月までの１年間）を示す。 

○ 年 平 均 

        ········ 歴年間又は会計年度間の月平均を示す。 

○ 年度平均 

○ 年 月 末 

○ 年○月○日 

○ 年   末 

○ 年 度 末 

 

２ 表中の表章記号 

－  ··············································· 計数のない場合 

…  ············································· 計数が不明の場合 

・  ········································· 計数があり得ない場合 

  ······································· 表章単位に満たないもの 

－又は△  ··············································· 減少を表す場合 

 

３ 端数処理の関係で、総数と内訳の合計が一致しない場合がある。 

 

４ 時系列の表示に続く地域別等の区分表示は、原則として最新の時点の内訳を示す。 

 

５ 資料の出典は、統計表の下欄外に表示してあるもののほかは、原則として「福祉保

健局福祉・衛生行政報告」による。 

 

６ 平成２年、７年、12年は国勢調査年である。 

 ····· その期日現在を示す。 
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