
 

 

 

府中市の特徴把握【追加資料】 

 

１．この資料について 

第３回審議会において、ご指摘のあった医療施設等に関する単位市民あたりの施設数等を示す

資料を追加作成したものです。 

 

１．基本目標１ 安心でいきいきと暮らせるまちづくり 

①医療・健康 

（平成21年10月1日）

自治体名
病院病床数

（床）
自治体名

病院病床数
（床）

清瀬市 35.1 立川市 9.4

青梅市 33.9 武蔵野市 9.4

東村山市 18.8 昭島市 8.9

八王子市 16.9 小金井市 8.3

多摩市 16.7 調布市 7.5

三鷹市 16.5 あきる野市 7.3

小平市 14.9 日野市 5.9

府中市 12.9 西東京市 5.8

武蔵村山市 12.7 東大和市 4.9

稲城市 11.7 羽村市 4.4

福生市 11.4 国分寺市 3.6

町田市 9.7 東久留米市 2.4

狛江市 9.5 国立市 0.9

（出典）東京都総務局統計部人口統計課
        ホームページ｢住民基本台帳による
        東京都の世帯と人口｣
        （平成21年1月1日）

■多摩地域26市の医療施設病床数
 （千人あたり） （多い順）

(出典）東京都福祉保健局ホームページ
        ｢東京都の医療施設　平成21年｣

  

（平成21年10月1日）

自治体名 病院数 自治体名 病院数

清瀬市 20.7 小平市 4.5

青梅市 11.6 立川市 4.0

八王子市 7.8 調布市 3.7

武蔵野市 7.4 稲城市 3.7

東村山市 7.4 小金井市 3.6

福生市 6.8 羽村市 3.6

昭島市 6.3 日野市 3.5

多摩市 6.2 国立市 2.7

府中市 5.8 狛江市 2.6

武蔵村山市 5.8 西東京市 2.6

三鷹市 5.1 東久留米市 2.6

あきる野市 4.9 国分寺市 2.6

町田市 4.8 東大和市 2.4

（出典）東京都総務局統計部人口統計課
        ホームページ｢住民基本台帳による
        東京都の世帯と人口｣
        （平成21年1月1日）

■多摩地域26市の病院数
 （10万人あたり）（多い順）

(出典）東京都福祉保健局ホームページ
        ｢東京都の医療施設　平成21年｣

  

資料 ８ 



②子育て 

（平成22年4月1日）

自治体名
定員数
（人）

自治体名
定員数
（人）

武蔵村山市 27.5 国立市 15.1

青梅市 22.4 日野市 15.0

昭島市 22.3 東久留米市 13.3

羽村市 21.2 調布市 13.1

福生市 20.2 三鷹市 12.0

東大和市 20.0 小金井市 11.9

あきる野市 19.9 国分寺市 11.7

稲城市 17.9 狛江市 11.4

立川市 17.8 町田市 11.3

八王子市 16.6 西東京市 11.1

府中市 16.0 東村山市 10.7

多摩市 15.5 小平市 10.3

清瀬市 15.3 武蔵野市 10.3

（出典）東京都総務局統計部人口統計課
        ホームページ｢住民基本台帳による
        東京都の世帯と人口｣
        （平成22年1月1日）

■多摩地域26市の認可保育所入所定員数
（千人あたり）（多い順）

注：休止中の施設は除く。

（出典）東京都福祉保健局総務部総務課
　　　　  ｢福祉・衛生統計年報 平成21年度｣
　　　　　（平成22年12月）

  

（平成23年4月1日）

自治体名
待機児童数
（人）

自治体名
待機児童数
（人）

羽村市 12.5 武蔵野市 76.7

福生市 19.1 東大和市 76.8

清瀬市 24.7 八王子市 84.4

青梅市 32.5 東久留米市 93.2

国分寺市 33.7 狛江市 95.9

昭島市 44.0 西東京市 99.9

あきる野市 46.8 小金井市 101.6

国立市 50.7 府中市 102.2

武蔵村山市 59.6 調布市 103.5

稲城市 61.0 町田市 103.7

立川市 68.0 三鷹市 111.6

日野市 69.6 多摩市 118.6

小平市 74.0 東村山市 147.2

■多摩地域26市の保育所入所
　待機児童数の状況
 （10万人あたり）（少ない順）

（出典）東京都福祉保健局少子社会対策部
　　　　保育支援課ホームページ
　　　  「保育所入所待機児童数｣

（出典）東京都総務局統計部人口統計課
        ホームページ｢住民基本台帳による
        東京都の世帯と人口｣
        （平成23年1月1日）   

③高齢者福祉 

(平成20年10月1日)

自治体名
老人福祉施

設数
自治体名

老人福祉施
設数

あきる野市 23.5 昭島市 8.1

青梅市 22.4 多摩市 7.6

清瀬市 19.3 稲城市 7.5

武蔵村山市 16.0 東村山市 7.5

福生市 13.6 国立市 6.9

羽村市 12.6 町田市 5.8

東久留米市 10.5 国分寺市 5.2

武蔵野市 10.4 三鷹市 5.1

立川市 9.3 八王子市 5.1

日野市 9.3 狛江市 3.9

府中市 9.2 小平市 3.9

東大和市 8.5 調布市 2.8

西東京市 8.4 小金井市 2.7

（出典）東京都総務局統計部人口統計課
        ホームページ｢住民基本台帳による
        東京都の世帯と人口｣
        （平成20年1月1日）

■多摩地域26市の老人福祉施設数
 （10万人あたり）（多い順）

注：介護老人福祉施設（養護老人ホーム、軽費老
人ホーム、老人福祉センター、在宅介護支援セン
ター、特別養護老人ホーム）

（出典）東京都福祉保健局総務部総務課
         ｢社会福祉施設等調査報告 平成20年
         第46号｣（平成22年10月）

   



３．基本目標３ 人と文化をはぐくむまちづくり 

①文化・スポーツ・生涯学習 

 

（平成22年10月1日）

自治体名 計（箇所） 自治体名 計（箇所）

あきる野市 27.1 東大和市 10.9

武蔵村山市 24.3 小金井市 10.8

福生市 22.4 調布市 10.2

昭島市 18.0 多摩市 9.6

立川市 16.6 東村山市 8.7

羽村市 14.3 西東京市 7.3

青梅市 13.8 日野市 6.9

清瀬市 13.7 狛江市 6.6

国立市 13.7 東久留米市 6.1

稲城市 13.4 三鷹市 5.1

小平市 13.4 町田市 4.3

国分寺市 12.9 武蔵野市 3.7

府中市 11.4 八王子市 2.5

■多摩地域26市の社会教育施設数
 （10万人あたり）（多い順）

注：博物館には博物館類似施設を含む。

（出典）東京都総務局統計部人口統計課
        ホームページ｢住民基本台帳による
        東京都の世帯と人口｣
        （平成22年1月1日）

（出典）東京都教育庁地域教育支援部生涯学習課
「平成22年度区市町村生涯学習・社会教育行政
データブック」(平成23年3月)

  

（平成21年10月1日）

自治体名 計（箇所） 自治体名 計（箇所）

羽村市 44.8 東大和市 17.0

福生市 41.0 国立市 16.5

清瀬市 33.1 東村山市 14.2

稲城市 30.8 国分寺市 12.9

武蔵村山市 30.2 小平市 12.8

あきる野市 23.5 日野市 12.7

多摩市 21.3 武蔵野市 11.9

青梅市 21.0 狛江市 11.8

府中市 18.6 小金井市 11.7

立川市 18.4 調布市 11.2

三鷹市 18.2 西東京市 10.5

昭島市 18.1 八王子市 8.6

東久留米市 17.4 町田市 7.5

（出典）東京都総務局統計部人口統計課
        ホームページ｢住民基本台帳による
        東京都の世帯と人口｣
        （平成21年1月1日）

■多摩地域26市の公立社会体育施設数
 （10万人あたり）（多い順）

（出典）東京都生活文化スポーツ局スポーツ
　　　　　振興部スポーツ計画課　｢東京都に
　　　　　おける公立社会体育施設
　　　　　平成21年度版｣　(平成22年3月)

 


