
 

 

ま え が き 

 

福祉保健局では、「福祉改革」「医療改革」をさらに前進させ、確かな「安心」

を次世代に引き継いでいくために、福祉・保健・医療分野の基本方針として策

定した「福祉・健康都市 東京ビジョン」（平成18年２月）に基づき、様々な

施策を展開しています。 

一方、小児科医・産科医等の医師不足を背景とした周産期・救急医療現場の

疲弊、食に関する事件事故の多発、昨年メキシコで発生した新型インフルエン

ザの大流行、未届け有料老人ホームの火災事故、さらには、改善の兆しが見え

ない経済情勢など、福祉・保健・医療をとりまく環境には、多くの新たな課題

が発生しています。 

こうした社会環境の変化に迅速かつ的確に対応するためには、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。そうした施策の企画立案に際し

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22年12月 

 

東京都福祉保健局長 

     杉 村 栄 一 



 

 

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 

○ 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・衛生行政統計報告」による。 

 

６ 平成７年、12年、17年は国勢調査年である。 

····· その期日現在を示す。 

0 

0.0 

········歴年間又は会計年度間の月平均を示す。 
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