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 Ｇ－１  業種別商店数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４２ 

 Ｇ－２  業種別従業者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４２ 

 Ｇ－３  業種別年間商品販売額・その他の収入額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４４ 

 Ｇ－４  小売業の売場面積規模別の商店数・従業者数・年間販売額・その他収入額・ 

商品手持額・売場面積   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４４ 

Ｇ－５  産業小分類別商店数・従業者数・商品販売額・その他の収入額・ 

         商品手持額・売場面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４６ 

 Ｇ－６  従業者規模別商店数・従業者数・商品販売額・その他の収入額・ 

         商品手持額・売場面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２４８ 

 Ｇ－７  地区別商店数・従業者数・商品販売額・その他の収入額・ 

         商品手持額・売場面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２５０ 

  
Ｈ     交通・運輸及び通信  
    図      表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２５９ 

 Ｈ－１  電車駅乗降客数(一日平均)  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２６０ 

 Ｈ－２  交通量調査結果(国･県道分)  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２６２ 

Ｈ－３  豊田市幹線市道交通量調査結果 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２７８ 

Ｈ－４  電話加入数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８２ 

 Ｈ－５  車種別自動車・軽自動車登録台数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８３ 

  
        その他の統計  
 
Ｉ     土木・都市計画及び住宅  
    図      表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８５ 

 Ｉ－１  道路状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８６ 

 Ｉ－２  都市公園の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８７ 

 Ｉ－３  広場・遊園地の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８７ 

 Ｉ－４  河川の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８８ 

 Ｉ－５  観光施設の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８８ 

 Ｉ－６  土地区画整理事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２８９ 

Ｉ－７  都市計画用途地域の変遷 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９０ 



 ページ 
Ｉ－８  木造家屋用途別床面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９２ 

 Ｉ－９  非木造家屋用途別構造別床面積 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９２ 

 Ｉ－10  住宅の建設棟数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９２ 

 Ｉ－11  住宅機能による分類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９２ 

 Ｉ－12  建築確認申請及び住宅着工件数の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９４ 

 Ｉ－13  着工建築物構造別建築物の数、床面積の合計、工事費予定額 ‥‥‥‥‥２９４ 

 Ｉ－14  着工建築物用途別床面積の合計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９６ 

 Ｉ－15  着工建築物利用関係別新設住宅の戸数、床面積の合計 ‥‥‥‥‥‥‥‥２９６ 

 Ｉ－16  住宅数及び衛生設備状況別建物数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９８ 

 Ｉ－17  専用住宅の所有の関係、建て方別専用住宅数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９８ 

Ｉ－18  住宅の所有の関係、居住室数別住宅数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３００ 

Ｉ－19  住宅の所有の関係、居住室の畳数別住宅数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３００ 

Ｉ－20  建築年別居住住宅数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０２ 

Ｉ－21  家賃別借家数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０２ 

 Ｉ－22  構造・階級別住宅数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０２ 

 Ｉ－23  市営・県営住宅の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０４ 

 Ｉ－24  公的分譲住宅建設戸数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０４ 

 
Ｊ     電気・ガス及び水道  
 Ｊ－１  水道事業の概況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０６ 
Ｊ－２  用途別電灯・電力需要状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０８ 

 Ｊ－３  用途別ガス施設数及び消費量 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０８ 
 
Ｋ     金融及び経済  
 Ｋ－１  市内金融機関の預金・貸出の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１０ 
 Ｋ－２  豊田市商工業者事業資金及び商工業振興資金の業種別融資状況 ‥‥‥‥３１０ 
 Ｋ－３  たばこ消費量及び市たばこ税額 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１０ 
 Ｋ－４ 名古屋市消費者物価指数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１２ 
 Ｋ－５  食肉卸売市場取扱高 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１６ 
 Ｋ－６  青果物卸売市場推定取扱高 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１６ 
 Ｋ－７  生鮮魚介類卸売市場推定取扱高 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１７ 
 
Ｌ     教育及び文化  
 Ｌ－１  幼稚園の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１８ 

 Ｌ－２  小学校の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１８ 

 Ｌ－３  中学校の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３１８ 

 Ｌ－４  高等学校の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２０ 

 Ｌ－５  中学校卒業者の進学就職状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２０ 

Ｌ－６  高等学校卒業者の進学就職状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２０ 



 ページ 
Ｌ－７  各種学校、専修学校の概況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２２ 

 Ｌ－８  豊田工業高等専門学校の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２２ 

 Ｌ－９  豊田工業高等専門学校学生数の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２２ 

 Ｌ－10  豊田工業高等専門学校卒業者の就職状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２２ 

 Ｌ－11  交流館利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２４ 

 Ｌ－12  コミュニティセンター利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２４ 

 Ｌ－13  市中央図書館蔵書冊数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２６ 

 Ｌ－14  市中央図書館利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２６ 

 Ｌ－15  郷土資料館資料数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２６ 

Ｌ－16  郷土資料館、近代の産業と暮らし発見館及び民芸館利用状況 ‥‥‥‥３２６ 

Ｌ－17  総合体育館利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２６ 

Ｌ－18  都市公園及び運動広場の利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２８ 

Ｌ－19  勤労者体育センター利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２８ 

Ｌ－20  豊田市運動公園体育館利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３２８ 

 Ｌ－21  柳川瀬体育館利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３０ 

 Ｌ－22  高岡公園体育館利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３０ 

 Ｌ－23  豊田市美術館観覧者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３０ 

Ｌ－24  青少年センター利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３１ 

 Ｌ－25  中央公園・豊田スタジアム利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３０ 

Ｌ－26  市民文化会館利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３２ 

 Ｌ－27  市民ギャラリー利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３２ 

 Ｌ－28 コンサートホール・能楽堂利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３２ 

 Ｌ－29  豊田産業文化センター利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３４ 

 Ｌ－30  豊田地域文化広場利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３４ 

 Ｌ－31  視聴覚ライブラリー機材・教材貸出件数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３４ 

 Ｌ－32  学校開放利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３６ 

 Ｌ－33  サン・アビリティーズ豊田利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３６ 

 Ｌ－34  平戸橋いこいの広場利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３８ 

Ｌ－35  猿投棒の手ふれあい広場利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３８ 

 Ｌ－36  テレビジョン受信契約数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３８ 

 
Ｍ     福               祉  
 Ｍ－１  保育園の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４０ 

 Ｍ－２  生活保護法による保護状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４０ 

 Ｍ－３  身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳  所持者数 ‥‥３４０ 

 Ｍ－４  更生資金等の貸付状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４２ 

 Ｍ－５  福祉施設の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４３ 

 Ｍ－６  国民健康保険の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４８ 

Ｍ－７  老人保健･福祉医療等助成状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４８ 



 ページ 
Ｍ－８  国民年金の加入状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３４８ 

 Ｍ－９  基礎年金の給付状況(長期・短期給付) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５０ 

 Ｍ－10  国民年金の支給状況(老齢福祉年金) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５０ 

 
Ｎ     労               働  
 Ｎ－１  一般職業紹介状況(求人・求職関係) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５２ 

 Ｎ－２  産業別一般求人・充足状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５２ 

 Ｎ－３  雇用保険適用給付状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５２ 

Ｎ－４  従業者規模別一般求人・充足状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５４ 

Ｎ－５  県別受入数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５４ 

Ｎ－６  産業分類別規模別一般求人・充足状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５６ 

 

Ｏ     衛               生  
 Ｏ－１  結核予防等健康診断実施状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５８ 

Ｏ－２  予防接種者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５８ 

 Ｏ－３  死因別死亡者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５８ 

 Ｏ－４  母子保健指導状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５８ 

 Ｏ－５  感染症発生状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３５９ 

Ｏ－６  医療従事者数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６０ 

 Ｏ－７  病院・医療施設状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６０ 

 Ｏ－８  公共下水道の状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６０ 

 Ｏ－９  食肉センター利用状況 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６０ 
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