
 

利 用 上 の 注 意 
 

１ 本報告書は、平成 22年 10 月 1日に実施した平成 22 年国勢調査の基本単位区を町丁・

字別に東京都において集計したものである。 

 

２ 区市町村、町・大字、丁目・字の区域及び名称は、平成 22 年 10 月 1 日現在使用のも

のである。また、町・大字、丁目・字の並び順は区市町村からの報告による。 

 

３ 第１表の面積欄で「0.00」と表示されている地域（小笠原村の沖ノ鳥島）の面積

は、「0.005」平方キロメートル未満である。 

  区市町村への所属が未定のため、区市町村部にのみ面積を含めたもの 

東京湾内の埋立地の中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側廃棄物処理場、荒川河

口部、鳥島、ベヨネース列岩、須美寿島、孀婦岩 

 

４ 総数について 

  総数には不詳も含まれているものもあるため、内訳の合計と必ずしも一致しない。 

 

５ 符号について 

  「－」……「皆無」又は「該当なし」 

  「ｘ」……秘匿数値 

秘匿する数値がある行は、全て「ｘ」表示とし（面積は除く）、他の地域（イ

タリック体の地域）に合算している。 

 

６ 秘匿地域及び合算先地域 

秘匿地域 合算先
千代田区丸の内１丁目 千代田区北の丸公園
千代田区内幸町１丁目 千代田区有楽町１丁目
千代田区有楽町２丁目 千代田区有楽町１丁目
千代田区霞が関２丁目 千代田区永田町２丁目
千代田区霞が関３丁目 千代田区永田町２丁目
千代田区永田町１丁目 千代田区永田町２丁目
千代田区麹町６丁目 千代田区麹町５丁目
千代田区日比谷公園 千代田区有楽町１丁目
千代田区千代田 千代田区北の丸公園
千代田区九段南１丁目 千代田区九段南２丁目
千代田区九段北３丁目 千代田区九段北２丁目
千代田区一ツ橋２丁目 千代田区神田神保町３丁目
千代田区三崎町１丁目 千代田区三崎町２丁目
千代田区神田駿河台１丁目 千代田区神田駿河台３丁目
千代田区神田駿河台４丁目 千代田区神田駿河台３丁目
千代田区神田美土代町 千代田区神田小川町１丁目  



秘匿地域 合算先
千代田区神田淡路町１丁目 千代田区神田淡路町２丁目
千代田区外神田１丁目 千代田区外神田３丁目
千代田区鍛冶町２丁目 千代田区鍛冶町１丁目
千代田区神田北乗物町 千代田区神田紺屋町
千代田区神田富山町 千代田区神田紺屋町
千代田区神田西福田町 千代田区神田美倉町
千代田区神田東紺屋町 千代田区神田紺屋町
千代田区神田岩本町 千代田区神田須田町２丁目
千代田区神田佐久間町１丁目 千代田区神田佐久間町３丁目
千代田区神田佐久間町２丁目 千代田区神田佐久間町３丁目
千代田区神田松永町 千代田区神田平河町
千代田区神田佐久間河岸 千代田区神田佐久間町３丁目
中央区八重洲２丁目 中央区八重洲１丁目
中央区京橋２丁目 中央区京橋１丁目
中央区銀座４丁目 中央区銀座３丁目
中央区八丁堀１丁目 中央区八丁堀２丁目
中央区日本橋本石町２丁目 中央区日本橋本石町４丁目
中央区日本橋本石町３丁目 中央区日本橋本石町４丁目
中央区日本橋室町２丁目 中央区日本橋室町１丁目
中央区日本橋室町３丁目 中央区日本橋室町１丁目
中央区日本橋室町４丁目 中央区日本橋室町１丁目
中央区日本橋本町２丁目 中央区日本橋本町３丁目
中央区日本橋１丁目 中央区日本橋３丁目
中央区日本橋２丁目 中央区日本橋３丁目
中央区日本橋茅場町１丁目 中央区日本橋茅場町２丁目
中央区晴海４丁目 中央区晴海３丁目
中央区水面 中央区晴海５丁目
港区東新橋２丁目 港区東新橋１丁目
港区新橋１丁目 港区新橋２丁目
港区新橋３丁目 港区新橋４丁目
港区新橋６丁目 港区新橋５丁目
港区西新橋３丁目 港区西新橋２丁目
港区芝公園４丁目 港区芝公園３丁目
港区虎ノ門２丁目 港区虎ノ門１丁目
港区愛宕１丁目 港区愛宕２丁目
港区赤坂３丁目 港区赤坂２丁目
新宿区新宿４丁目 新宿区新宿３丁目
新宿区歌舞伎町１丁目 新宿区歌舞伎町２丁目
新宿区市谷田町１丁目 新宿区市谷田町２丁目
新宿区市谷長延寺町 新宿区市谷鷹匠町
新宿区神楽坂１丁目 新宿区神楽坂２丁目
新宿区揚場町 新宿区津久戸町
新宿区横寺町 新宿区箪笥町
新宿区改代町 新宿区水道町
新宿区西新宿２丁目 新宿区西新宿１丁目
台東区秋葉原 台東区上野３丁目
台東区上野４丁目 台東区上野２丁目
台東区上野５丁目 台東区上野３丁目
墨田区横網１丁目 墨田区横網２丁目
江東区有明４丁目 江東区有明３丁目
江東区辰巳３丁目 江東区辰巳２丁目  



秘匿地域 合算先
江東区青海４丁目 江東区青海２丁目
江東区木場１丁目 江東区木場６丁目
江東区新木場１丁目 江東区新木場２丁目
江東区新木場３丁目 江東区新木場２丁目
江東区水面 江東区新木場２丁目
品川区広町１丁目 品川区広町２丁目
品川区勝島３丁目 品川区勝島２丁目
品川区八潮３丁目 品川区八潮５丁目
品川区水面 品川区八潮５丁目
大田区平和島５丁目 大田区平和島２丁目
大田区平和の森公園 大田区平和島２丁目
大田区羽田空港３丁目 大田区羽田６丁目
大田区多摩川河川敷 大田区羽田６丁目
世田谷区駒沢公園 世田谷区駒沢５丁目
渋谷区代々木神園町 渋谷区代々木１丁目
渋谷区千駄ケ谷６丁目 渋谷区千駄ケ谷５丁目
板橋区桜川１丁目 板橋区桜川２丁目
練馬区西大泉町 練馬区西大泉６丁目
練馬区光が丘４丁目 練馬区光が丘２丁目
足立区入谷６丁目 足立区入谷５丁目
葛飾区金町浄水場 葛飾区金町３丁目
江戸川区東篠崎２丁目 江戸川区東篠崎１丁目
江戸川区臨海町４丁目 江戸川区臨海町５丁目
八王子市田町 八王子市元横山町３丁目
八王子市東町 八王子市旭町
八王子市小津町 八王子市上恩方町
八王子市尾崎町 八王子市左入町
八王子市宇津貫町 八王子市七国３丁目
青梅市西分町２丁目 青梅市西分町１丁目
青梅市長淵９丁目 青梅市長淵８丁目
青梅市今井５丁目 青梅市今井３丁目
青梅市二俣尾５丁目 青梅市二俣尾４丁目
青梅市御岳１丁目 青梅市御岳２丁目
青梅市成木６丁目 青梅市成木５丁目
府中市矢崎町３丁目 府中市矢崎町４丁目
府中市矢崎町５丁目 府中市矢崎町４丁目
昭島市田中町４丁目 昭島市田中町３丁目
昭島市築地町 昭島市福島町
昭島市拝島町 昭島市美堀町４丁目
調布市野水１丁目 調布市富士見町４丁目
調布市西町 調布市富士見町４丁目
町田市東玉川学園３丁目 町田市東玉川学園４丁目
町田市広袴１丁目 町田市広袴２丁目
町田市小山ヶ丘２丁目 町田市小山ヶ丘３丁目
町田市小山ヶ丘６丁目 町田市小山ヶ丘５丁目
小金井市貫井北町４丁目 小金井市貫井北町５丁目
日野市程久保４丁目 日野市程久保６丁目
日野市程久保５丁目 日野市程久保６丁目
日野市程久保７丁目 日野市程久保６丁目
日野市日野台３丁目 日野市日野台２丁目



秘匿地域 合算先
国分寺市本町１丁目 国分寺市本町２丁目
福生市大字熊川二宮 福生市大字熊川
福生市北田園 福生市北田園１丁目
福生市南田園 福生市南田園１丁目
東大和市多摩湖 東大和市芋窪１丁目
東大和市多摩湖４丁目 東大和市芋窪１丁目
清瀬市梅園１丁目 清瀬市梅園２丁目
武蔵村山市榎１丁目 武蔵村山市榎３丁目
武蔵村山市中藤２丁目 武蔵村山市中藤３丁目
武蔵村山市本町６丁目 武蔵村山市本町５丁目
多摩市南野１丁目 多摩市南野２丁目
稲城市長峰１丁目 稲城市長峰２丁目
羽村市五ノ神字武蔵野 羽村市五ノ神１丁目
羽村市羽字武蔵野 羽村市字玉川附
羽村市双葉町１丁目 羽村市双葉町２丁目
羽村市富士見平３丁目 羽村市富士見平２丁目
あきる野市二宮東３丁目 あきる野市二宮東２丁目
あきる野市上ノ台 あきる野市山田
あきる野市深沢 あきる野市入野
あきる野市養沢 あきる野市乙津
あきる野市舘谷台 あきる野市入野
瑞穂町大字長岡下師岡 瑞穂町大字長岡長谷部
瑞穂町南平１丁目 瑞穂町南平２丁目
瑞穂町長岡３丁目 瑞穂町長岡４丁目
日の出町岩井 日の出町新井
檜原村本宿 檜原村南郷
檜原村数馬 檜原村人里
檜原村倉掛 檜原村藤原
奥多摩町梅沢 奥多摩町丹三郎
奥多摩町大沢 奥多摩町日原
奥多摩町中山 奥多摩町境
奥多摩町川野 奥多摩町峰谷
奥多摩町留浦 奥多摩町峰谷
大島支庁新島村本村字川原 大島支庁新島村本村字向山
大島支庁新島村字霞山 大島支庁新島村若郷
大島支庁神津島村高嶺 大島支庁神津島村
大島支庁神津島村沢尻 大島支庁神津島村
大島支庁神津島村錆崎 大島支庁神津島村沢尻
大島支庁神津島村錆崎 大島支庁神津島村
大島支庁神津島村滝川 大島支庁神津島村
大島支庁神津島村鍛冶山 大島支庁神津島村
大島支庁神津島村鉄砲場 大島支庁神津島村
大島支庁神津島村面房 大島支庁神津島村
大島支庁神津島村向山 大島支庁神津島村面房
大島支庁神津島村山川 大島支庁神津島村面房
大島支庁神津島村秩父山 大島支庁神津島村面房
大島支庁神津島村三浦 大島支庁神津島村面房
大島支庁神津島村大沢 大島支庁神津島村面房
三宅村伊ヶ谷 三宅村阿古  

 


