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「保健医療福祉データ集」は、主に公的機関が公表した最新の資料を基に、圏域各市町村の人口動態や保健・医療・福祉等のデータを

体系的にとりまとめたもので、平成 年度の初刊から、毎年１回発行しております。 
圏域の課題や問題点の把握・評価を行うためのツールの一つとして御活用いただければ幸甚です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【国及び東京都の統計資料】 
各種統計調査（厚生労働省）https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/index.html 

        東京都の統計（東京都総務局統計部）https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp 
        調査・統計（東京都福祉保健局）https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/chosa/index.html 
 

【注】 
１ 本書のデータは、原則として令和２年（度）発行の資料に基づき作成している。 

ただし、一部のデータについては、入手可能な直近の資料をもとに作成した。 
２ 表中の記号は次のとおりである。 

係数のない場合及び０の場合 － 
不明の場合 ･･･ 
数値が小数（ 未満）の場合  

３ 数値は四捨五入のため、合計の数字と内訳の計が一致しない場合がある。 
４ グラフについては、人口が少なく値の大きく変動するところは除いて作成した。 
５ 統計資料中「郡部」とは西多摩郡のみであり、島しょは除く。 
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