
◇データ一覧

区分 ﾍﾟｰｼﾞ 内容 出典

人口 3 将来推計人口

4 将来推計人口・年齢3区分

5 将来推計人口・年齢3区分比率

6 将来推計人口・高齢者数（率）

7 将来推計人口・年齢3区分比率（比較）

8 将来推計人口・年齢3区分　全国・大阪府比較

9 将来推計人口・年齢3区分比率　全国・大阪府比較

10 将来推計人口・人口ピラミッド

11 将来推計世帯

12 将来推計世帯・高齢者単身世帯

13 将来推計人口シミュレーション

14 外国人住民 住民基本台帳人口（外国人住民を含む）

人口動態 16 自然増減、社会増減（長期） 人口動態「住民基本台帳（外国人住民含む）」

17 自然増減、社会増減（2005～） 人口動態「住民基本台帳（外国人住民含む）」

18 自然増減 総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数

に関する調査」

19 社会増減 人口動態「住民基本台帳（外国人住民含む）」

20 転入超過　区別ごと 総務省「住民基本台帳人口移動報告」

21 転入超過　年齢別（2019） 総務省「住民基本台帳人口移動報告」

22 転入超過　移動先（全国）（2018） 総務省「住民基本台帳人口移動報告」

23 転入超過　移動先（大阪府内）（2018） 総務省「住民基本台帳人口移動報告」

24 転入超過　対東京圏 総務省「住民基本台帳人口移動報告」

25 堺市への転入が多い自治体の将来推計人口 総務省「住民基本台帳人口移動報告」、将来推計は国立社

会保障・人口問題研究所（社人研推計

経済 27 府内地域別GDP比率 環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」

28 経済成長率の推移 内閣府「国民経済計算年報」、内閣府「県民経済計算年

報」、堺市市民経済計算

29 製造品出荷額の推移 工業統計調査ほか

30 人口1人当たり製造品出荷額（2017

年）

平成30年工業統計調査

31 事業所数 平成30年工業統計調査

32 従業者数 平成30年工業統計調査

33 粗付加価値額 平成28年経済センサス

34 産業構造（事業所数および従業者数の構成比） 平成28年経済センサス

35 産業別　従業者割合 平成28年経済センサス

36 労働生産性 環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」

37 労働生産性　第2次産業 環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」

38 労働生産性　第3次産業 環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」

39 地域の核となっている産業 環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」

40 開廃業率 平成28年経済センサス

41 オフィスの床面積・建築着工 国土交通省　建築着工統計

43 産業生産額・付加価値額（堺市） 環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」

44 事業所数・従業者数（堺市） 平成28年経済センサス

45 産業生産額・付加価値額（大阪市） 環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」

44 事業所数・従業者数（大阪市） 平成28年経済センサス

45 黒字企業の割合 地域経済分析システム（RESAS）

46 黒字企業の割合（産業別） 地域経済分析システム（RESAS）

総務省「国勢調査」（2015）、堺市の将来推計人口は独自

推計、全国・大阪府は国立社会保障・人口問題研究所（社

人研推計）
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47 地域経済循環図（堺市） 地域経済分析システム（RESAS）

48 地域経済循環図（大阪市） 地域経済分析システム（RESAS）

雇用・人材 52 昼夜間人口比率 総務省「国勢調査」（2015）

53 従業者数の推移 経済センサス

54 有効求人倍率 ハローワーク等

55 若手人材の転出入 総務省「住民基本台帳人口移動報告」

56 堺市に常駐している人の通勤・通学地 平成27年国勢調査

57 労働力人口 総務省「国勢調査」（2015）

58 高齢者の有業率、労働力率 平成29年就業構造基本調査、国勢調査

59 中小企業経営者の高齢化 2019年版中小企業白書

60 経営者年齢別の休廃業・解散企業 （株）東京商工リサーチ「2017年休廃業・解散企業動向調

査」

所得 62 納税者一人当たり所得推移 総務省「市町村課税調城東調べ」

63 税込み年収（大阪府内） 住宅土地統計調査（2013）

64 市町村民税（所得割区分別） 市町村民税課税状況調べ（2016）

65 夜間人口の一人当たり雇用者所得 環境省「地域経済循環分析自動作成ツール」

観光 67 訪日外国人 日本政府観光（JNTO)

68 延べ宿泊者数の推移 全国：観光庁「宿泊観光統計調査」、堺市：大阪府「観光

統計調査」

69 延べ宿泊者数の府内シェア 大阪府「観光統計調査」

70 ホテル（室数）（施設数） メトロエンジンリサーチ

71 魅力度・認知度・観光意欲度 森記念財団「日本の都市特性評価 DATABOOK2019」

子育て 73 保育所待機児童数 堺市調べ

74 女性の労働力 総務省「国勢調査」

75 子どものいる家庭の共働き率 総務省「国勢調査」

76 合計特殊出生率 厚生労働省「人口動態統計」ほか

77 児童虐待相談件数 厚生労働省　平成30年度児童虐待相談対応件数

78 子どもの相対的貧困率 堺市子どもの生活に関する実態調査（平成29年3月）ほか

79 20～39歳の女性人口の将来推計人口 総務省「国勢調査」（2015）、堺市の将来推計人口は独自

推計、全国・大阪府は国立社会保障・人口問題研究所（社

人研推計）

教育 81 学力テスト・体力テスト 文部科学省　全国学力・学習状況調査、全国体力・運動能

力、運動習慣等調査

82 学校のIT環境 文部科学省　市区町村（設置者）別「コンピュータの設置

状況」及び「インターネット接続状況」の実態

83 いじめ認知件数 文部科学省　児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の

諸課題に関する調査結果の概要

健康・福祉 85 平均寿命 厚生労働省　市町村別生命表の概況

86 健康寿命 健康寿命の算定プログラム

87 要介護(要支援)認定者割合 平成28年度介護保険事業状況報告

88 認知症患者の推移（全国） 平成29年度版高齢者白書

89 人口10万人当たり生活習慣病による死亡者数 平成29年大都市統計比較年表

90 将来推計世帯・高齢者単身世帯 総務省「国勢調査」（2015）、堺市の将来推計人口は独自

推計、全国・大阪府は国立社会保障・人口問題研究所（社

人研推計）

安全・安心 92 空家率 総務省「住宅・土地統計調査」（2013,2018）

93 公共施設の耐震基準 堺市施設等総合計画

94 防災関連施設の耐震化率 堺市調べ
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95 橋りょうの年度別整備数 堺市施設等総合計画

96 都市公園の整備面積等の推移 堺市施設等総合計画

97 水道管および下水道の年度別布設延長 堺市施設等総合計画

98 刑法犯罪認知件数 大都市比較統計（2016）

環境 100 温室効果ガス排出量の推移 堺市調べ

101 太陽光発電（戸建て設置率） 堺市調べ

102 一人一日当たりのごみ排出量 堺市調べ

103 ごみのリサイクル率（2016年） 統計で見る市町村の姿2019

104 廃棄物処理施設の規模と稼働率 第20回副首都推進本部会議　議題３）副首都・大阪に向け

た取組み状況等（上山顧問資料）

105 一人当たりの「ごみ処理量」と「リサ

イクル率」

第20回副首都推進本部会議　議題３）副首都・大阪に向け

た取組み状況等（上山顧問資料）

居住環境 107 都市比較 国土交通省　都市モニタリングシート

108 生活サービス施設の徒歩圏（800m）人

口カバー率

国土交通省　都市モニタリングシート

109 人口密度 国勢調査

財政状況 111 過去10年間の収支状況① 堺財務戦略（令和2年2月）

112 過去10年間の収支状況② 堺財務戦略（令和2年2月）

113 歳入一般財源の内訳 堺財務戦略（令和2年2月）

114 歳出一般財源の内訳 堺財務戦略（令和2年2月）

115 市債残高・基金残高・財政指標 堺財務戦略（令和2年2月）

人口・区別 117 将来推計人口

118 将来推計人口・男女総数

119 将来推計人口（年少人口）男女0～14歳

120 将来推計人口（生産年齢人口）男女15～64歳

121 将来推計人口（高齢者人口）男女65歳～

122 将来推計人口（後期高齢者人口）男女75歳～

123 将来推計人口・年齢区分比率

124 将来推計人口・高齢者比率・後期高齢者比率

125 合計特殊出生率・出生数 厚生労働省「人口動態統計」、堺市「健康保健事業概要」

126 自然増減①　堺市・堺区

127 自然増減②　中区・東区

128 自然増減③　西区・南区

129 自然増減④　北区・美原区

130 人口移動①

131 人口移動②

132 人口移動　年齢別①

133 人口移動　年齢別②

134 泉北ニュータウン　将来推計人口 総務省「国勢調査」（2015）、堺市の将来推計人口は独自

推計

総務省「国勢調査」（2015）、堺市の将来推計人口は独自

推計

人口動態「住民基本台帳（外国人住民含む）」

総務省「住民基本台帳人口移動報告」


