
応募締切 2019年９月上旬

規　　格 Ｂ２判（72.8㎝×51.5㎝）

応募資格 第　１　部▶小学校１、２年生の児童
第　２　部▶小学校３、４年生の児童
第　３　部▶小学校５、６年生の児童
第　４　部▶中学校の生徒
第　５　部▶高等学校以上の生徒・学生・一般
パソコン統計
グラフの部▶小学校の児童以上

　東京都では、毎年「東京都統計グラフコンクール」を実施しています。
都内在住・在学・在勤の小学生以上の方ならどなたでも応募できます。ふ
るってご応募ください。
　第67回グラフコンクールの募集要項は2019年６月下旬頃掲載します。
http://www.toukei.metro.tokyo.jp/kidsc/kc-1gracon.htm

第66回東京都統計グラフコンクールではこのような作品が入賞しています

「第67回東京都統計グラフ
　　　　　　コンクール」のお知らせ

第67回

東京都知事特別賞
【くらべてみよう！世界の国旗】

第１部　東京都知事賞
【あえて東京とみんにきいてみたよ!!
東京の名所に行ったことある？】

第３部　東京都知事賞
【東京オリンピックパラリンピックで日本文化
を発信しよう！能を知っていますか？】

第４部　東京都知事賞
【緑化進行中】

パソコン統計グラフの部　東京都知事賞
【STOP！！孤独死】
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東京都の人口・経済・社会及び文化などの各分野に
わたり、基本的な統計資料を総合的・体系的に収録
した資料です。

東京都統計年鑑

東京都の人口データを中心に、調べたいデータを参
照（リンク）できる便利な検索機能を掲載しています。

人口データ検索ガイド

『くらしと統計』の電子データ版（PDF版）を掲載し
ています。また、『くらしと統計』に掲載しているデー
タの数値についてcsv形式等で提供しています。

くらしと統計

統計グラフコンクールのお知らせ、統計カレンダー、
グラフの作り方などを掲載しています。

キッズコーナー

小・中学生向けの統計学習サイトです。
このコンテンツは、統計の知識を身に付けて、子ど
もに生きる力を育むというコンセプトで構成されて
います。

まなぼう統計

http://www.toukei.metro.tokyo.jp/
検索東京都の統計ホームページ「東京都の統計」のご案内
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石油系溶剤を
含まないインキを
使用しています。

印刷番号（30）60

項目 東京都 全国 順位 年次
土地・気象
面積 2,194㎢ 377,974㎢ 45位 30.10.1

住宅
持ち家住宅率 45.8％ 61.7％ 47位 25.10.1
専用住宅の1住宅当たり延べ面積 63.54㎡ 92.97㎡ 47位 25.10.1

人口・世帯
人口総数（推計） 1372.4万人 12670.6万人 1位 29.10.1
外国人人口 53.8万人 256.2万人 1位 29.12.31
転入者数（住民基本台帳による他府県との移動人口） 46.1万人 253.6万人 1位 30年
転出者数（住民基本台帳による他府県との移動人口） 38.1万人 253.6万人 1位 30年
合計特殊出生率 1.21 1.43 47位 29年
一般世帯数 669万世帯 5333万世帯 1位 27.10.1
一般世帯の1世帯当たり人員 1.99人 2.33人 47位 27.10.1

労働
有効求人倍率 2.13 1.61 − 30年平均
一人平均月間現金給与額（事業所規模30人以上） 46.2万円 36.3万円 − 29年平均
一人平均月間総実労働時間（事業所規模30人以上） 146.7時間 148.4時間 − 29年平均
完全失業率 2.6％ 2.4％ − 30年平均

家計
1世帯当たり1か月間の世帯の勤め先収入
［二人以上の世帯のうち勤労者世帯（農林漁家世帯を除く）］ 54.7万円 49.4万円 − 29年平均

1世帯当たり1か月間の消費支出
［二人以上の世帯のうち勤労者世帯（農林漁家世帯を除く）］ 36.4万円 31.3万円 − 29年平均

医療・衛生・環境
病院数 647施設 8,412施設 1位 29.10.1
自然公園面積 79,889ha 5,567,843ha 28位 30.3.31

物価
都道府県別消費者物価地域差指数（総合）（全国平均＝100） 104.4 100.0 1位 29年平均

都民経済計算
都内総生産（名目GDP） 105兆5千億円 539兆3千億円 − 28年度

事業所
事業所数（民営事業所のみ） 62.2万事業所 534.1万事業所 1位 28.6.1
従業者数（民営事業所のみ） 900.6万人 5687.3万人 1位 28.6.1

農林水産業
農業産出額 274億円 9兆4千億円 47位 29年

工業
製造品出荷額等（従業者4人以上） 7兆8千億円 302兆円 14位 28年

卸売業・小売業・サービス業
年間商品販売額（卸売業・小売業） 199兆7千億円 581兆6千億円 1位 27年

財政
一般会計歳入歳出予算額（東京都及び国の一般会計当初予算） 7兆円 97兆7千億円 − 30年度

警察・消防
交通事故発生件数 3.3万件 47.2万件 4位 29年
刑法犯認知件数 12.5万件 91.5万件 1位 29年
出火件数 4,261件 39,373件 1位 29年
出火率（人口1万人当たりの出火件数） 3.15 3.08 28位 29年
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