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 3 人口異動状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…25  9 農地転用状況

 4 地区別年間増加人口 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…25 (1) 自己の所有する農地の転用状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…55

 5 住民基本台帳人口 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…26 (2) 所有権等の移動を伴う農地の転用状況 ･･･…･･･…･･･…55

 6 外国人住民人口 ･･･… ･･･… ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…27 10 保有山林面積規模別林家数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…55

 7 都道府県別転入転出人口 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…28 11 森林面積 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…56

 8 人口動態 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…27

 9 月別婚姻及び離婚件数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…29 5 事　業　所
10 出生数 ◎事業所･企業統計調査結果（表1(1)，(2)）

(1) 月別出生数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…29 ◎経済センサス調査結果（表1(3)，表2）

(2) 母の年齢階級別出生数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…30  1 産業（大分類）別事業所数及び従業者数

11 死亡数 (1) 昭和61年～平成11年 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…57

(1) 月別死亡数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…30 (2) 平成13年～18年 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…57

(2) 年齢階級別･死因別死亡数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…31  (3) 平成21年～28年 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…57

 2 産業（中分類）別･従業者規模別事業所数

3 国勢調査 及び従業者数

◎国勢調査結果 (1) 平成26年  経済センサス-基礎調査結果 ･･･…･･･…59

 1 年齢別及び男女別人口 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…33  (2) 平成28年  経済センサス-活動調査結果 ･･･…･･･…63

 2 配偶関係別15歳以上人口 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…37

 3 世帯人員別一般世帯数及び一般世帯人員 ･･･…･･･…･･･…･･･…39 6 工　業
 4 施設等の世帯の種類別世帯数及び世帯人員 ･･･…･･･…39 ◎工業統計調査結果

 5 世帯の家族類型（16区分)別一般世帯数 ･･･…･･･…39  1 産業（中分類）別･従業者規模別製造業

 6 労働力状態別15歳以上人口 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…41 の概況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…67

 7 従業上の地位別15歳以上就業者数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…41  2 産業（中分類）別･従業者規模別有形固



定資産の概況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…69 ◎学校基本調査結果（表1～10）

 3 用地面積及び用水使用量 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…69  1 小学校の状況

(1) 学校･学級数及び教員･職員数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…97

7 商　業 (2) 児童数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…97

◎商業統計調査結果（表1～3） (3) 長期欠席者数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…97

 1 卸売業及び小売業の推移 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…71  2 中学校の状況

 2 卸売業の産業（小分類）別状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…71 (1) 学校･学級数及び教員･職員数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…99

 3 小売業の産業（小分類）別状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…73 (2) 生徒数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…99

 4 百貨店・スーパー商品別販売額等の状況 ･･･… 73 (3) 長期欠席者数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…99

 3 高等学校の状況

8 物価及び消費 (1) 学校数及び教員･職員数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…101

◎全国消費実態調査結果（表1～4） (2) 生徒数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…101

 1 1世帯当たり1か月間の収入と支出  4 中等教育学校の状況

(1) 二人以上の世帯 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…75 (1) 学校・学級数及び教員･職員数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…103

(2) 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…76 (2) 生徒数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…103

 2 1000世帯当たり主要耐久消費財の  5 大学･大学院･短期大学の状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…105

所有数量及び普及率 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…77  6 専修学校及び各種学校の状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…105
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 1 課税家屋棟数及び床面積 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…133 (1) 保育所数及び入所児童数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…159

 2 木造家屋の種類別状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…133 (2) 保育体制 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…159

 3 木造以外の家屋の種類･構造別状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…133 15 青少年相談センター教育相談・街頭指導件数

◎建築着工統計調査結果（表4～5） (1) 教育相談　･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…160

 4 着工建築物延床面積及び工事費予定額 (2) 街頭指導 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…160

(1) 用途別 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…135 16  児童相談所取扱状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…160

(2) 構造別 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…135 17 民生委員数及び相談・支援件数

 5 着工新設住宅戸数及び床面積 (1) 民生委員数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…161

(1) 種類、建て方別 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…135 (2) 相談・支援件数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…162

(2) 利用関係別及び資金別 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…137 18 国民健康保険

◎住宅･土地統計調査結果（表6～10） (1) 給付状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…161

 6 居住世帯の有無別住宅数及び住宅以外で (2) 加入状況及び保険税収納状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…161

人が居住する建物数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…137 19 国民年金

 7 住宅の種類･構造･建築の時期別住宅数 ･･･…･･･…･･･…138 (1) 拠出年金受給権者状況(旧国民年金法適用) ･･･…163

 8 住宅の建て方･構造･階数別住宅数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…139 (2) 基礎年金受給権者状況(新国民年金法適用) ･･･…163

 9 設備状況別住宅数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…139 (3) 老齢福祉年金受給権者状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…163

10 住宅の種類･住宅の所有の関係別住宅数、 (4) 加入及び保険料の状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…164

世帯数、世帯人員及び住宅の規模 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…141 20 後期高齢者医療 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…165

11 市営住宅の構造別･間取り別管理戸数 ･･･…･･･…･･･…･･･…141 21 介護保険

12 道路 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…143 (1) 加入及び認定状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…165

13 都市計画道路 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…143 (2) 給付状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…165

14 橋りょう ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…143 (3) 保険料収納状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…165

15 準用河川改修状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…144

16 雨水調整池設置状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…144 14 衛生･公害及び清掃



 1 医療施設数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…167  9 財政指標（普通会計） ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…189

 2 病床数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…167 10 健全化判断比率 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…190

 3 薬局･医薬品販売業等施設数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…167 11 公営企業の資金不足比率 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…190

 4 医療従事者数 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…168 12 農業協同組合の貯金・預金及び貸出金残高

 5 成人保健事業実施状況 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…168 (1) 相模原市農業協同組合 ･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…･･･…191
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