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A

自

目

次

然

表
松本市の位置
24年の気温と降水量の変化
地目別土地面積

【地 勢】
0101 松本市の位置及び面積
0102 市域の変遷
0103 地区別面積
0104 地目別土地面積

【気 象】
0105 気象実況
0106 降・積雪量
0107 地震回数

B

人

口

表
松本市の年齢別人口
年齢３区分別人口構成比の推移
出生率の推移
人口・世帯数及び１世帯当たり世帯人員の推移
産業3区分別就業者数の推移

【人 口】
0201 人口・世帯の推移
0202 地区別面積・人口及び世帯数
0203 町会別人口及び世帯数
0204 年齢別人口
0205 松本地域広域市町村圏の人口
0206 戸籍人口及び住民基本台帳人口
0207 外国人住民数
0208 人口動態
0209 都道府県・月別転入転出者数

【国勢調査】
0210 年齢（５歳階級）別人口、世帯数の推移（昭和60年～平成22年）
0211 県内市郡別人口・人口増減・面積及び人口密度
0212 人口集中地区
0213 世帯人員別一般世帯数及び一般世帯人員
0214 世帯の家族類型別一般世帯数・一般世帯人員
0215 産業、従業上の地位別15歳以上就業者数

0216 労働力状態、男女別15歳以上人口
0217 産業、年齢、男女別15歳以上就業者数
0218 松本地域広域市町村圏の15歳以上就業者数
0219 配偶関係、年齢〈5歳階級〉、男女別15歳以上人口
0220 国籍、男女別外国人数
0221 住居の種類・住宅の所有の関係別一般世帯数、一般世帯人員
0222 常住地又は従業地・通学地による年齢〈５歳階級〉、男女別人口及び15歳以上就業者数
0223 常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数
0224 従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数

C

教育・文化
表
進学率と就職率の推移（市内高等学校卒業者）
24年度進路別卒業者の割合（市内高等学校卒業者）

【教 育】
0301 学校総覧

【小学校】
0302 小学校の概況
0303 編制方式別学級数
0304 学年別児童数
0305 学級編制方式別児童数及び長期欠席児童数
0306 教職員数（本務者）
0307 小学校施設の概況

【中学校】
0308 中学校の概況
0309 編制方式別学級数
0310 学級編制方式別生徒数及び長期欠席生徒数
0311 教職員数（本務者）
0312 進路別卒業者数
0313 高等学校等への入学志願者数及び進学者数
0314 中学校施設の概況

【高等学校】
0315 全日制の概況
0316 定時制の概況
0317 通信制の概況
0318 進路別卒業者数
0319 大学・短大等への入学志願者数及び進学者数
0320 都道府県別大学等進学者数
0321 市郡別県内就職者数
0322 都道府県別就職者数
0323 産業別就職者数
0324 産業別県内就職者数

【短期大学】
0325 松本大学松商短期大学部の概況
0326 松本短期大学の概況

【大 学】
0327 信州大学の概況
0328 松本大学の概況

【幼稚園】
0329 幼稚園の概況
0330 園児数
0331 国公立幼稚園の概況

【特別支援学校】
0332 特別支援学校の概況

【専修学校】
0333 専修学校の概況

【各種学校】
0334 各種学校の概況

【その他学校教育関係】
0335 児童・生徒の体位
0336 児童・生徒の疾病異常の状況
0337 学校給食実施状況
0338 要保護及び準要保護児童生徒援助費給与内訳

【文 化】
0339 松本城観覧状況
0340 市立博物館観覧状況
0341 市立図書館利用状況
0342 浅間温泉文化センター利用状況
0343 駅前会館利用状況
0344 中央公民館利用状況
0345 地区公民館利用状況
0346 あがたの森文化会館利用状況
0347 奈川文化センター夢の森利用状況
0348 梓川アカデミア館観覧状況
0349 教育文化センタ－利用状況
0350 松本市美術館観覧状況
0351 音楽文化ホ－ル利用状況
0352 波田文化センターホール利用状況
0353 キッセイ文化ホール（長野県松本文化会館）利用状況
0354 市民芸術館利用状況
0355 2012 サイトウ・キネン・フェスティバル松本の状況
0356 文化事業活動状況
0357 社会教育関係補助金交付状況
0358 街頭補導実施状況

0359 松本平広域公園（信州スカイパ－ク）内施設の状況
0360 市営体育施設の状況
0361 市営社会教育施設の状況
0362 指定・登録文化財

D

社会福祉
【生活保護】
0401 生活保護費
0402 生活保護人員
0403 生活保護世帯数
0404 医療扶助実施状況

【児童福祉】
0405 保育園の概況
0406 年齢別・階層区分別保育園児童数
0407 保育所運営費の状況
0408 児童福祉法による要措置児童数
0409 児童相談所相談受付状況

【母子福祉】
0410 母子・寡婦福祉資金貸付及び利子補給状況

【高齢者福祉】
0411 高齢者福祉の状況
0412 要介護・要支援認定者数
0413 生きがいと創造事業実施状況
0414 老人福祉センタ－（おぼけ荘）利用状況
0415 松風園の概況
0416 安曇老人憩いの家銀山荘利用状況

【心身障害者福祉】
0417 身体障害者福祉の状況
04１8 知的障害者(児)の状況

【年金・手当等】
0419 拠出年金適用(加入)状況
0420 年金保険料免除状況
0421 資格適用異動受付状況
0422 手当給付状況
0423 県民交通災害共済加入、給付状況
0424 募金の状況

【福祉施設】
0425 民生関係施設の状況
0426 総合社会福祉センタ－等利用状況

【人権啓発】
0427 人権啓発事業実績

E

保健医療
表
国民健康保険一人当たり医療費の推移
老人保健・後期高齢者医療制度一人当たり医療費の推移

【保健施設】
0501 医療施設の状況
0502 医療従事者数
0503 休日・夜間における緊急医療体制の状況

【市営医療施設】
0504 市立病院の状況
0505 診療所の状況

【死亡者】
0506 特定死因別の死亡者数・死亡率（人口10万対）
0507 年齢（10歳階級）別死亡者数

【保健活動】
0508 保健師業務実施状況
0509 保健事業実施状況
0510 予防接種実施状況
0511 結核予防実施状況

【医療給付】
0512 後期高齢者医療制度給付状況
0513 後期高齢者医療制度医療費の状況
0514 福祉医療給付状況

【国民健康保険】
0515 国民健康保険加入状況
0516 国民健康保険給付状況
0517 療養給付（診療費）の状況
0518 特定健康診査等の状況

【その他】
0519 感染症発生状況
0520 献血状況

F

労働・勤労者福祉
表
労働災害発生件数の推移

【賃金・労働時間等】
0601 産業大分類別賃金指数（現金給与総額）
0602 産業大分類別実質賃金指数（現金給与総額）
0603 産業大分類別常用労働者１人平均月間現金給与額（現金給与総額）
0604 産業大分類別常用労働者１人平均月間労働時間（総実労働時間）
0605 産業大分類別常用労働者数

【職業紹介】
0606 職業紹介状況
0607 産業別求人・充足状況
0608 新規学校卒業者職業紹介状況
0609 雇用保険支給状況

【労働災害】
0610 業種別・事故の型別労働災害発生状況

【勤労者福祉】
0611 勤労者福祉センタ－利用状況
0612 勤労青少年ホ－ム利用状況
0613 女性センター利用状況
0614 トライあい・松本利用状況
0615 多文化共生プラザ利用状況
0616 ファミリーサポートセンター活動状況
0617 松本市勤労者共済会の状況
0618 勤労者資金融資状況
0619 勤労者住宅建設資金融資利子補給状況
0620 中小企業退職金共済掛金補助金交付状況
0621 特定退職金共済掛金補助金交付状況

G

衛生・公害・環境
表
ごみ・資源物収集量とし尿収集量の推移
公害苦情件数の推移

【衛 生】
0701 ごみ等処理の状況
0702 し尿処理の状況
0703 市営葬祭センタ－使用状況
0704 犬の登録・狂犬病予防注射及び迷い犬等捕獲の状況

【公 害】
0705 公害苦情件数
0706 道路交通環境調査測定状況(騒音)
0707 道路交通環境調査測定状況(振動)
0708 河川水質調査状況
0709 大気汚染測定状況

【環 境】
0710 住宅用太陽光発電システム設置状況

H

市民生活
表
消費者物価指数の推移(長野市)

【消費者物価】
0801 都市別消費者物価指数
0802 中分類消費者物価指数（長野市）
0803 １０大費目別・月別消費者物価指数（長野市）

【酒 類】
0804 酒類の消費状況

【テレビ】
0805 テレビ受信契約件数

【市民所得推計】
0806 産業別市内総生産
0807 市民分配所得
0808 市民所得関連指標

【市民活動】
0809 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）数
0810 市民活動サポートセンター利用状況

【その他】
0811 計量器定期検査状況
0812 放置自転車整理状況
0813 結婚推進の状況（四賀地区）
0814 出産祝金交付状況（安曇地区）
0815 若者等定住促進補助金等交付状況（奈川地区）

I

事業所
表
事業所数と従業者数の推移
産業別事業所数と従業者数の割合

【事業所】
0901 事業所の概要
0902 産業中分類別事業所数
0903 従業者規模別、事業所数及び従業者数
0904 経営組織別、事業所数及び従業者数
0905 従業上の地位別従業者数
0906 産業大分類別、開設時期別、事業所数及び従業者数（民営事業所）
0907 広域市町村圏別、事業所数及び従業者数（民営事業所）

J

農林水産業
【農業一般】
1001 農家戸数
1002 土地利用計画（農用地区域面積の状況）
1003 経営耕地の状況
1004 農家の状況
1005 農産物販売金額規模別農家数

1006 農業経営組織別農家数
1007 家畜の飼養状況
1008 農地移動の状況
1009 地区別農地転用の状況
1010 地区別農地流動化実績
1011 農作物等災害発生状況
1012 水田農業構造改革対策実績
1013 品種別水稲作付割合
1014 水稲共同育苗施設稼働実績
1015 米麦等生産向上実績
1016 四賀有機センター利用状況
1017 畜産振興事業実績

【農業共済事業】
1018 農業共済事業の概況

【一般耕地事業】
1019 幅員別農道の状況
1020 農業用排水路の状況
1021 耕地事業実績
1022 農業集落排水事業実績

【クラインガルテン】
1023 クラインガルテン施設の状況

【林 業】
1024 国有林・民有林別森林面積
1025 林道等事業実績
1026 造林事業実績

【災害復旧】
1027 災害復旧事業の実績

K

商工・観光
表
商業の推移

【商 業】
1101 商業の概要
1102 産業中分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額及び売場面積
1103 大規模小売店舗の状況

【工 業】
1104 工業の概況(従業者数４人以上の事業所）
1105 産業中分類別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者数４人以上の事業所）

【観 光】
1106 観光地利用者数
1107 浅間温泉会館（ホットプラザ浅間）利用実績
1108 美ヶ原温泉センタ－（ウェルネスうつくし）利用実績

1109 美ヶ原温泉テニスコ－ト利用実績
1110 美ヶ原温泉駐車場利用実績
1111 三城いこいの広場利用実績
1112 市営スキー場利用状況
1113 乗鞍高原湯けむり館利用状況
1114 いがやレクリエーションランド利用状況
1115 上高地アルペンホテル利用状況
1116 上高地食堂利用状況
1117 徳沢ロッジ利用状況
1118 焼岳小屋利用状況
1119 梓水苑、梓川地域休養施設（松香寮）利用状況
1120 ながわ山彩館利用状況
1121 奈川ウッディ・もっく利用状況
1122 美鈴湖もりの国利用状況
1123 奈川高ソメキャンプ場利用状況
1124 野麦峠オートキャンプ場利用状況

L

建

設

表
都市計画 用途地域別面積の割合

【土 木】
1201 土木工事の状況
1202 申請取扱状況
1203 施設管理取扱状況
1204 都市計画用途地域別面積
1205 都市計画街路実施状況
1206 街路事業費の状況
1207 市道の概要
1208 市道等用地買収の状況
1209 道路補修実績
1210 道路管理実績
1211 私道舗装整備実績
1212 橋梁の状況
1213 橋梁工事実績
1214 道路橋梁費の状況
1215 一級河川の状況
1216 河川改良費の状況
1217 河川・水路の改修実績
1218 準用河川改修実績
1219 公園の状況
1220 公園事業費の状況
1221 公園等利用状況

1222 交通安全施設等整備の実績
1223 歩行空間あんしん事業の実績
1224 交通安全施設等整備事業費の状況
1225 災害復旧事業の実績

【建 築】
1226 公営住宅の概要
1227 建築確認申請の状況
1228 長期優良住宅建築等計画認定の状況
1229 開発許可等の状況
1230 家屋の概要
1231 住宅の種類、専用住宅の所有の関係、建て方、高齢者等のための設備状況別住宅数
1232 居住世帯の有無別住宅数
1233 住宅の種類・構造、建築の時期別住宅数

M

金

融

【金 融】
1301 普通銀行預金貸付金状況
1302 金融機関（除普通銀行）別預金貸付金残高状況
1303 手形交換状況
1304 中小企業融資の状況

N

運輸・通信
表
県営松本空港 利用者数の推移

【陸 輸】
1401 ＪＲ松本駅乗客の状況
1402 私鉄松本市内各駅乗降客の状況
1403 私営バス運輸状況
1404 市営バス運輸状況
1405 ＪＲ南松本駅貨物取扱状況
1406 長野自動車道松本インタ－チェンジ料金所通過車両の状況

【空 輸】
1407 県営松本空港利用状況

【自動車登録】
1408 車両登録台数
1409 軽自動車登録台数

【郵 便】
1410 郵便施設の状況
1411 松本市内のポスト数
1412 郵便物取扱の状況

【電 話】
1413 電話普及状況

O

電気・ガス・上下水道
表
市内都市ガス需要量構成比
公共下水道普及率の推移

【電 気】
1501 市内電力需要状況
1502 市内電灯需要状況

【ガ ス】
1503 ガス需要量の推移

【上水道】
1504 上水道の概要
1505 導送配水管管種別延長

【下水道】
1506 公共下水道の概要
1507 公共下水道排水設備工事申請件数・融資あっせんの状況
1508 受益者負担金の状況

P

消防・防災・治安・司法
表
火災発生件数と損害額の推移
犯罪発生件数と検挙件数の推移
交通事故発生件数の推移

【消防・防災】
1601 消防現勢力
1602 火災発生状況
1603 火災種別と原因状況
1604 防火対象物の状況
1605 救急活動状況
1606 ドクタ－カ－活動状況
1607 自主防災組織の結成状況

【警 察】
1608 犯罪発生件数及び検挙件数
1609 交通事故発生件数及び死傷者数
1610 原因別人身事故発生数

【司 法】
1611 民事事件の推移
1612 刑事事件の推移
1613 家事事件の推移
1614 少年保護事件の推移
1615 少年保護事件非行別新受事件の推移

【その他】
1616 少年刑務所収容状況

Q

議

会

表
市議会招集状況

【議 会】
1701 市議会開会状況
1702 委員会開催状況
1703 議案審議件数
1704 党派別議員数
1705 行政視察来松数

R

選

挙

表
選挙当日有権者数・投票者数・投票率の推移

【選 挙】
1801 選挙人名簿登録人員
1802 在外選挙人名簿登録人員
1803 農業委員会委員選挙人名簿登録人員
1804 選挙投票状況
1805 平成22年４月25日執行松本市議会議員増員選挙得票数
1806 平成22年7月11日執行参議院議員通常選挙得票数
1807 平成22年8月8日執行長野県知事選挙得票数
1808 平成23年 4月10日執行長野県議会議員一般選挙松本市選挙区得票数
1809 平成23年 4月24日執行松本市議会議員一般選挙得票数
1810 平成24年3月11日執行松本市長選挙得票数
1811 平成24年12月16日執行衆議院議員総選挙得票数

S

財政・税
表
平成25年度一般会計予算の構成割合

【財 政】
1901 予算及び決算の状況
1902 一般会計歳入歳出予算及び決算
1903 平成25年度一般会計科目別歳入歳出予算
1904 市債の状況

【 税 】
1905 市税の調定額及び収入状況
1906 県税の調定額及び収入状況
1907 国税の徴収額及び収納状況

T

行

政

表
市有地種別面積の構成割合

【行 政】
2001 儀式・行事・国際交流
2002 市有財産の状況
2003 市有地種別面積
2004 市有土地及び建物の処分状況
2005 市有土地及び建物の貸付状況
2006 工事請負契約の状況
2007 物品購入契約の状況
2008 委託契約の状況
2009 広報活動の状況
2010 広聴活動の状況
2011 情報公開制度実施概要
2012 松本市文書館の利用状況
2013 戸籍関係取扱状況
2014 電子計算機適用状況
2015 令達等制定改廃の状況
2016 市組織の状況
2017 市職員数

U

付

表

2101 歴代市長
2102 歴代副市長
2103 歴代助役
2104 歴代収入役
2105 歴代市議会議長
2106 歴代市議会副議長
2107 市関係施設及び機関

