ワンストップ統計さくいん （分野別）
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01 土地・気象

10 物価・生計費

19 社会福祉

02 市政

11 運輸・情報通信

20 子ども

03 人口

12 住居・道路・公園

21 国際

04 経済

13 上・下水道、電気、ガス

22 教育・文化

05 事業所・企業

14 職業・労働

23 財政

06 農林業

15 環境

24 選挙・公務員

07 製造業

16 保健・衛生

25 防災・警察・司法

08 商業

17 市民自治

09 サービス業

18 地域

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
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キーワード

01 土地・気象

面積（市・区の面積）

位置及び広がり （札幌市統計書 土地及び気象）

01 土地・気象

気象（気温、降水量等）

気象概況 （札幌市統計書 土地及び気象）

01 土地・気象

降雪量 （≠積雪深）

札幌市内の累計降雪量と積雪深

01 土地・気象

積雪深 （≠降雪量）

札幌市内の累計降雪量と積雪深

01 土地・気象

雪の初終日

気象概況 （札幌市統計書 土地及び気象）

01 土地・気象

地震回数（震度１以上）

気象概況 （札幌市統計書 土地及び気象）

01 土地・気象

都市計画

都市計画区域面積

01 土地・気象

地価

地価公示・地価調査概要

01 土地・気象

土地

札幌市内における土地取引登記情報
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/01land30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/01land30.html
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki
/weather/ac_snow.html
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki
/weather/ac_snow.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/01land30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/01land30.html
http://www.city.sapporo.jp/keikaku/toshi
kei/01sembiki.html
http://www.city.sapporo.jp/keikaku/chika
/index.html
http://www.city.sapporo.jp/keikaku/chika
/totitorihiki.html
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キーワード

02 市政

札幌市の概況

札幌市の概況（日本語版）

02 市政

札幌市の概況（英語）

札幌市の概況（英語版）

02 市政

区役所

区役所の組織

02 市政

まちづくり 指標

指標達成度調査

02 市政

パブリックコメント

パブリックコメント手続の実施状況

02 市政

情報公開

情報公開制度の実施状況

02 市政

個人情報保護

個人情報保護の実施状況

02 市政

世論調査

市政世論調査結果

02 市政

意識調査

市民意識調査

02 市政

オンブズマン

オンブズマンの活動状況

02 市政

公益通報

公益通報の運用状況

02 市政

市有主要施設

札幌市のたてもの年表
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http://www.city.sapporo.jp/toukei/gaikyo
/gaikyo.html
http://www.city.sapporo.jp/kokusai/publi
cations.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko
/kusei-suishin/soshiki/index.html
http://www.city.sapporo.jp/somu/hyoka/
chosa/index.html
http://www.city.sapporo.jp/somu/pubcomment/index.html
http://www.city.sapporo.jp/somu/kokai/j
ojisshi.html
http://www.city.sapporo.jp/somu/kokai/k
ojisshi.html
http://www.city.sapporo.jp/somu/shiminn
okoe/pub_opni/index.html
http://www.city.sapporo.jp/somu/shiminn
okoe/citi_enq/index.html
http://www.city.sapporo.jp/ombudsman/k
atudoujokyo.html
http://www.city.sapporo.jp/somu/complia
nce/koueki/koueki.html
http://www.city.sapporo.jp/toshi/kenchik
u/tatemono/nempyo/index.html
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札幌市公式ホームページ
ページ名称等

03 人口

人口

≪推計人口≫札幌市の人口

03 人口

人口

≪住民基本台帳≫ 札幌市の人口

03 人口

人口

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

人口（外国人）

≪住民基本台帳≫ 区、年齢（各歳）、男女別人口

03 人口

人口（外国人）

≪住民基本台帳≫ 国籍・地域別外国人人口（統計さっぽろ ５）

03 人口

人口（外国人）

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

人口（外国人）

在留資格別外国人住民登録者数

03 人口

人口（町名・条丁目）

≪住民基本台帳≫ 町名・条丁目別世帯数及び男女別人口

03 人口

人口（町名・条丁目）

≪住民基本台帳≫ 町名・条丁目、年齢別人口

03 人口

人口（町名・条丁目）

【国勢調査】 平成22年 小地域集計結果

03 人口

人口（町名・条丁目）

【国勢調査】 平成17年 小地域集計結果

03 人口

人口（年齢別）

≪住民基本台帳≫ 区、年齢（各歳）、男女別人口

03 人口

人口（年齢別）

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

年少人口（0～14歳）

≪住民基本台帳≫ 区、年齢（各歳）、男女別人口

03 人口

年少人口（0～14歳）

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

生産年齢人口（15～64歳） ≪住民基本台帳≫ 区、年齢（各歳）、男女別人口

03 人口

生産年齢人口（15～64歳） 【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

老年人口（65歳以上）

≪住民基本台帳≫ 区、年齢（各歳）、男女別人口

03 人口

老年人口（65歳以上）

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）
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リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/s
uikei-jinko/suikei-jinko.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo
/geppo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
https://ckan.pfsapporo.jp/dataset/zairyushikaku_gaikokuj
in
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/22kokutyo-syoutiiki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syoutiiki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
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キーワード

03 人口

平均年齢

03 人口

平均年齢

03 人口

人口（統計区）

03 人口

人口（統計区）

03 人口

人口（統計区）

03 人口

人口（統計区）

03 人口

人口（まちづくりセンター）

03 人口

人口（まちづくりセンター）

03 人口

人口（まちづくりセンター）

03 人口

人口（まちづくりセンター）

03 人口

人口動態（月別）

03 人口

人口動態（年中）

03 人口

人口動態統計

03 人口

世帯数

03 人口

世帯数

03 人口

世帯数

03 人口

人口密度

03 人口

配偶関係別人口

03 人口

昼間人口

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

【目次に戻る】

リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
≪住民基本台帳≫ 区、年齢（各歳）、男女別人口
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
≪住民基本台帳≫ 統計区、世帯数及び男女別人口
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
≪住民基本台帳≫ 統計区、年齢（5歳階級）別人口
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
【国勢調査】 平成27年 小地域集計結果
u/27kokutyo-syoutiiki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
【国勢調査】 平成22年 小地域集計結果
u/22kokutyo-syoutiiki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
≪住民基本台帳≫ まちづくりセンター、世帯数及び男女別人口
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
≪住民基本台帳≫ まちづくりセンター、年齢（5歳階級）別人口
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
【国勢調査】 平成27年 小地域集計結果
u/27kokutyo-syoutiiki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
【国勢調査】 平成22年 小地域集計結果
u/22kokutyo-syoutiiki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/ji
≪住民基本台帳≫ 月別人口動態（出生・死亡・転入・転出）
nko-dotai/jinko-dotai.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
≪住民基本台帳≫ 年中の人口動態
u/jinkodotai.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
札幌市衛生年報
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/s
≪推計人口≫札幌市の人口
uikei-jinko/suikei-jinko.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
≪住民基本台帳≫ 札幌市の人口
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）
u/27kokutyo-houkokusyo.html
【国勢調査】 （平成28年度札幌市の人口移動－転入・転出及び通勤・通学人 http://www.city.sapporo.jp/toukei/kanko
口のうごき－）
/ido28.html
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札幌市公式ホームページ
ページ名称等
【国勢調査】 （平成28年度札幌市の人口移動－転入・転出及び通勤・通学人
口のうごき－）
【国勢調査】 （平成28年度札幌市の人口移動－転入・転出及び通勤・通学人
口のうごき－）

03 人口

夜間人口＝常住人口

03 人口

通勤・通学人口

03 人口

一世帯あたり人員

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

家族類型別世帯数

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

高齢化率

≪住民基本台帳≫ 区、年齢（各歳）、男女別人口

03 人口

高齢化率

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

高齢単身世帯数

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

高齢者がいる世帯数

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

高齢夫婦世帯数

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

03 人口

人口の将来推計

札幌市将来人口の推計

03 人口

年少人口の将来推計

札幌市将来人口の推計

03 人口

生産年齢人口の将来推計

札幌市将来人口の推計

03 人口

老年人口の将来推計

札幌市将来人口の推計

03 人口

合計特殊出生率

札幌市衛生年報

03 人口

高齢化率の将来推計

札幌市将来人口の推計

03 人口

高齢単身世帯数の将来推
計

札幌市将来人口の推計

03 人口

世帯数の将来推計

札幌市将来人口の推計

03 人口

一世帯あたり人員の将来推
札幌市将来人口の推計
計

03 人口

出生数

札幌市衛生年報
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http://www.city.sapporo.jp/toukei/kanko
/ido28.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/kanko
/ido28.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/
data/newdata.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/
data/newdata.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/
data/newdata.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/
data/newdata.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/
data/newdata.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/
data/newdata.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/
data/newdata.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/vision/
data/newdata.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
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03 人口

死亡数

札幌市衛生年報

03 人口

婚姻件数

札幌市衛生年報

03 人口

離婚件数・離婚率（人口千
札幌市衛生年報
対）

03 人口

平均寿命

札幌市衛生年報

03 人口

生命表

札幌市衛生年報

03 人口

人口ビジョン

各種調査結果（さっぽろ未来創生プラン（札幌市版人口ビジョン・総合戦略））
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http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/mirais
ousei/chosa.html
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04 経済

産業の概要

札幌の経済情報

04 経済

企業経営

札幌市企業経営動向調査

04 経済

経済動向

データで見る！さっぽろ経済の動き

04 経済

倒産件数

企業倒産状況（統計さっぽろ 10）

04 経済

金融機関

金融機関数 （札幌市統計書－金融）

04 経済

銀行勘定

札幌銀行協会社員銀行主要勘定/各種金融機関諸勘定 （札幌市統計書－
金融）

04 経済

証券取引

証券取引状況（札幌市統計書－金融）

04 経済

市民経済計算

市民経済計算

04 経済

経済成長率

市民経済計算

04 経済

市内総生産

市民経済計算

04 経済

1人あたり市民所得

市民経済計算

04 経済

産業連関表

産業連関表

04 経済

観光

観光統計データ「札幌の観光」

04 経済

観光客入込数

観光統計データ「札幌の観光」

04 経済

外国人宿泊者数

観光統計データ「札幌の観光」

04 経済

イベント・コンベンション

観光統計データ「札幌の観光」

04 経済

宿泊施設

観光統計データ「札幌の観光」
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/joh
o/index.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/joh
o/dokochosa.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/top/jyo
uhou/data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo
/geppo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/07finance30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/07finance30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/07finance30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/sna/s
na.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/sna/s
na.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/sna/s
na.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/sna/s
na.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/sna/s
na.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/
statistics/statistics.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/
statistics/statistics.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/
statistics/statistics.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/
statistics/statistics.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/
statistics/statistics.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

キーワード

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

04 経済

観光客満足度

計画・調査レポート（観光関係）

04 経済

観光産業経済効果

計画・調査レポート（観光関係）
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/
program/program.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/
program/program.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

05 事業所・企業

企業数

【経済センサス】

05 事業所・企業

事業所数

【経済センサス】

05 事業所・企業

事業所数（統計区）

【経済センサス】

05 事業所・企業

事業所数（まちづくりセン
ター）

【経済センサス】

05 事業所・企業

事業所数（町名・条丁目）

【経済センサス】

05 事業所・企業

従業者 （≠就業者）

【経済センサス】

05 事業所・企業

第1次、第２次、第３次産業 【経済センサス】
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

06 農林業

農家、農業

【農林業センサス】

06 農林業

耕地面積

【農林業センサス】

06 農林業

農業

グラフで見る札幌の農業

06 農林業

農業支援

農業支援センター試験成績
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/nouringyosensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/nouringyosensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/nogyo/
toukei/index.html
http://www.city.sapporo.jp/keizai/nogyo/
center/seiseki/seiseki.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

07 製造業

製造業

【経済センサス】

07 製造業

工業

【経済センサス】

07 製造業

製造品出荷額

【経済センサス】

12

【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

08 商業

商業

【商業統計調査】

08 商業

卸売業

【商業統計調査】

08 商業

小売業

【商業統計調査】

08 商業

商品販売額

【商業統計調査】

08 商業

売場面積

【商業統計調査】

08 商業

百貨店

百貨店・スーパー販売状況（統計さっぽろ ８）

08 商業

スーパー

百貨店・スーパー販売状況（統計さっぽろ ８）

08 商業

中央卸売市場

中央卸売市場年報

08 商業

中央卸売市場（水産）

中央卸売市場水産物部 市況統計

08 商業

中央卸売市場（青果）

中央卸売市場青果部 市況統計
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syogyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syogyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syogyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syogyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syogyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo
/geppo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo
/geppo.html
http://www.sapporomarket.gr.jp/market/year/indexf.htm
http://www.sapporomarket.gr.jp/market/suisan/index.htm
http://www.sapporomarket.gr.jp/market/seika/index.htm

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名
09 サービス業

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード
サービス業

【経済センサス】
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/keizaisensasu.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

10 物価・生計費

消費者物価指数

消費者物価指数（統計さっぽろ 13）

10 物価・生計費

収入と支出（勤労者世帯）

【全国消費実態調査】

10 物価・生計費

消費支出

【全国消費実態調査】

10 物価・生計費

平均消費性向

【全国消費実態調査】

10 物価・生計費

エンゲル係数

【全国消費実態調査】

10 物価・生計費

貯蓄（勤労者世帯）

【全国消費実態調査】

10 物価・生計費

負債（勤労者世帯）

【全国消費実態調査】

10 物価・生計費

耐久消費財普及率

【全国消費実態調査】

10 物価・生計費

収入と支出（勤労者世帯）

【家計調査】 （札幌市統計書－物価及び生計費）

10 物価・生計費

消費支出

【家計調査】 （札幌市統計書－物価及び生計費）

10 物価・生計費

エンゲル係数

【家計調査】 （札幌市統計書－物価及び生計費）

10 物価・生計費

家計調査

【家計調査】 （札幌市統計書－物価及び生計費）

10 物価・生計費

消費者行政

札幌市消費者行政事業概要

10 物価・生計費

消費生活相談

消費生活相談受付状況

10 物価・生計費

物価

生活関連商品小売価格緊急調査

10 物価・生計費

物価（石油製品）

石油製品小売価格調査

10 物価・生計費

灯油価格

石油製品小売価格調査

10 物価・生計費

ガソリン・軽油価格

石油製品小売価格調査

10 物価・生計費

プロパンガス価格

石油製品小売価格調査
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo
/geppo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/zensyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/zensyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/zensyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/zensyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/zensyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/zensyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/zensyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/09price30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/09price30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/09price30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/09price30.html
http://www.city.sapporo.jp/shohi/sesaku
/zigyogaiyo/gaiyo.html
http://www.shohi.slplaza.jp/shohisoudan/soudan.html
http://www.shohi.slplaza.jp/bukka/bukka.html
http://www.shohi.slplaza.jp/bukka/sekiyu.html
http://www.shohi.slplaza.jp/bukka/sekiyu.html
http://www.shohi.slplaza.jp/bukka/sekiyu.html
http://www.shohi.slplaza.jp/bukka/sekiyu.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

11 運輸・情報通信

交通

札幌の都市交通データ

11 運輸・情報通信

交通

モビリティ・マネジメントさっぽろ

11 運輸・情報通信

交通量

主要地点交通量 （札幌市統計書－運輸および情報通信）

11 運輸・情報通信

交通計画

道央都市圏パーソントリップ調査

11 運輸・情報通信

利用交通手段

【国勢調査】 （札幌の人口３－職業等基本集計－利用交通手段）

11 運輸・情報通信

市営交通

交通局事業概要

11 運輸・情報通信

路面電車

交通局事業概要（電車事業）

11 運輸・情報通信

地下鉄

交通局事業概要（地下鉄事業）

11 運輸・情報通信

地下鉄乗車人員

地下鉄駅別1日平均乗車人員

11 運輸・情報通信

バス

バス輸送状況 （札幌市統計書－運輸および情報通信）

11 運輸・情報通信

タクシー

タクシー運輸状況 （札幌市統計書－運輸および情報通信）

11 運輸・情報通信

JR北海道

JR北海道市内駅別乗車人員 （札幌市統計書－運輸および情報通信）

11 運輸・情報通信

空港

丘珠空港利用状況の推移

11 運輸・情報通信

空港

丘珠空港路線別運搬実績

11 運輸・情報通信

空港

丘珠空港利用促進のための取組

11 運輸・情報通信

自動車台数

自動車保有台数 （札幌市統計書－運輸および情報通信）

11 運輸・情報通信

駐車場・駐輪場

札幌の都市交通データ （駐車場）

11 運輸・情報通信

電話契約数

情報通信サービスの契約状況 （札幌市統計書－運輸および情報通信）

11 運輸・情報通信

携帯電話契約数

情報通信サービスの契約状況 （札幌市統計書－運輸および情報通信）
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リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/ko
tsutaikei/index.html
http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/riy
ousokushin/mm.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/11transport30.html
http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/shi
saku/pt/index.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/kokutyo22syokugyo.html
http://www.city.sapporo.jp/st/study/jigy
o-gaiyo/jigyo-gaiyo.html
http://www.city.sapporo.jp/st/study/jigy
o-gaiyo/jigyo-gaiyo.html
http://www.city.sapporo.jp/st/study/jigy
o-gaiyo/jigyo-gaiyo.html
http://www.city.sapporo.jp/st/study/jigy
o-gaiyo/jigyo-gaiyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/11transport30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/11transport30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/11transport30.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/okada
ma/info/yakuwari.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/okada
ma/info/yakuwari.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/okada
ma/torikumi/index.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/11transport30.html
http://www.city.sapporo.jp/sogokotsu/ko
tsutaikei/index.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/11transport30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/11transport30.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名
11 運輸・情報通信

キーワード
インターネット契約数

札幌市公式ホームページ
ページ名称等
情報通信サービスの契約状況 （札幌市統計書－運輸および情報通信）
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http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/11transport30.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名
12 住居・道路・公園
12 住居・道路・公園
12 住居・道路・公園

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード
住宅に住む一般世帯数
住宅の所有の関係別一般
世帯数
住宅の建て方別一般世帯
数

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）
【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）
【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

12 住居・道路・公園

住宅数

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

住宅のむね数

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

一戸建

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

共同住宅

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

持ち家

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

賃貸住宅（借家）

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

家賃

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

住宅所有と世帯年収

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

空き家

【住宅・土地統計調査】

12 住居・道路・公園

建築着工統計

【建築着工統計調査】

12 住居・道路・公園

新設住宅着工戸数

【建築着工統計調査】

12 住居・道路・公園

マンション着工戸数

【建築着工統計調査】

12 住居・道路・公園

建築確認

札幌市の建築確認件数

12 住居・道路・公園

市営住宅

市営住宅管理戸数等 （札幌市統計書－住居、道路及び公園）

12 住居・道路・公園

マンション

マンション管理実態調査

12 住居・道路・公園

次世代住宅

札幌版次世代住宅基準
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http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/jutakutochi.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/kenchikutyakkou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/kenchikutyakkou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/kenchikutyakkou.html
http://www.city.sapporo.jp/toshi/kshido/toukei/toukei-top.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/12house30.html
http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/
06mansyon/tyousa/tyousa.html
http://www.city.sapporo.jp/toshi/jutaku/
10shien/zisedai/zisedai.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

12 住居・道路・公園

住居表示

町名整備、住居表示実施率

12 住居・道路・公園

道路

市内道路現況

12 住居・道路・公園

道路

道路に関する資料

12 住居・道路・公園

橋

橋梁状況 （札幌市統計書－住居、道路及び公園）

12 住居・道路・公園

除雪

雪対策費実績

12 住居・道路・公園

公園緑地

公園緑地の統計

12 住居・道路・公園

水遊び場

水遊び場水質調査結果
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki
/jukyo-hyoji/jisshiritsu.html
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/top
/douro/dourogenkyou.html
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/stn
/doroshiryo/index.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/12house30.html
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki
/jigyou/budget.html
http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/shiry
o/toukei/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/mizu_
kankyo/kekka/mizuasobi_kekka_1.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス
13 上・下水道、電気、
ガス

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード
水道事業

水道事業年報

水道

水道事業ガイドライン（業務指標）

水道水質

水道水の水質検査結果

放射性物質（水道水中）

水道水中の放射性物質

水道配水量

市内の水道配水量

水道

水道モニターアンケート結果

水道

水道事業に関する利用者意識調査の結果

電気

電灯、電力状況 （札幌市統計書－上・下水道、電気及びガス）

下水道

下水道維持管理年報

ガス

都市ガス供給状況 （札幌市統計書－上・下水道、電気及びガス）
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya
/plan/report.html
http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya
/plan/guideline.html
http://www.city.sapporo.jp/suido/overvie
w/suishitu/result/
http://www.city.sapporo.jp/suido/overvie
w/suishitu/result/houshaseibussitu.html
http://www.city.sapporo.jp/suido/overvie
w/suiryo/haisuiryo/index.html
http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya
/publicity/monitor/kekka/index.html
http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya
/publicity/investigation/h29.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/13energy28.html
http://www.city.sapporo.jp/gesui/pamphl
et/ijikanri.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/13energy30.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

14 職業・労働

労働力状態

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

労働力人口

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

就業者 （≠従業者）

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

産業別就業者

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

職業別就業者

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

完全失業者

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

非労働力人口

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

就業状態

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

有業者数・有業率

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

正規の職員・従業員

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

正規の職員・従業員

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

非正規の職員・従業員

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

非正規の職員・従業員

【国勢調査】 （札幌市の人口－平成27年国勢調査結果報告書－）

14 職業・労働

所得（階級）別雇用者数

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

ニート（若年無業者）

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

無業者

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

育児と就業

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

介護と就業

【就業構造基本調査】

14 職業・労働

起業者

【就業構造基本調査】
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/27kokutyo-houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/syugyoukouzou.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

14 職業・労働

職業紹介

一般職業紹介状況（統計さっぽろ ２０）

14 職業・労働

有効求人倍率

一般職業紹介状況（統計さっぽろ ２０）

14 職業・労働

ハローワーク

一般職業紹介状況（統計さっぽろ ２０）

14 職業・労働

賃金（勤労者月１人平均）

【毎月勤労統計調査】

14 職業・労働
14 職業・労働
14 職業・労働

労働時間（勤労者月１人平
【毎月勤労統計調査】
均）
新卒者就職（中高卒職業紹
新規学校卒業者職業紹介状況 （札幌市統計書－職業及び労働）
介）
新卒者就職（卒業後の状
【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）
況）
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http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo
/geppo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo
/geppo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/geppo
/geppo.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/maikin.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokusy
u/maikin.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/14labour30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/17education30.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

15 環境

環境

環境白書

15 環境

温室効果ガス

温室効果ガス排出状況

15 環境

大気環境

大気・水質・騒音等データ集－大気環境

15 環境

アスベスト（大気環境）

大気・水質・騒音等データ集－大気環境

15 環境

PM2.5（確定値－大気環境） 大気・水質・騒音等データ集－大気環境

15 環境

水環境

大気・水質・騒音等データ集－水環境・土壌汚染

15 環境

土壌汚染

大気・水質・騒音等データ集－水環境・土壌汚染

15 環境

ダイオキシン類

大気・水質・騒音等データ集－ダイオキシン類・化学物質

15 環境

化学物質

大気・水質・騒音等データ集－ダイオキシン類・化学物質

15 環境

騒音・振動

大気・水質・騒音等データ集－騒音・振動

15 環境

地盤沈下

大気・水質・騒音等データ集－地盤沈下

15 環境

環境（関係事業場等）

大気・水質・騒音等データ集－届出・苦情

15 環境

公害苦情件数

大気・水質・騒音等データ集－届出・苦情

15 環境

PM2.5（速報値）

札幌市大気環境観測データ速報システム

15 環境

放射線量（大気中）

札幌市内の環境放射線等の測定状況

15 環境

ダイオキシン類（清掃施設） ダイオキシン類測定結果（清掃施設関係）

15 環境

緑被率（市街地の緑被率）

環境白書（概要版及び本書）

15 環境

次世代自動車

次世代自動車の普及状況

15 環境

河川

札幌市の河川分類
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_hakusyo/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/ondan
ka/haisyutsu/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_data/index.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/taiki_o
sen/chosa/sokuhou-system.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/sonot
a/housyasen/
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
dioxin.html
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/kanky
o_hakusyo/
http://www.city.sapporo.jp/kankyo/zidou
sya_kankyo/teikougaisya.html
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/kas
en/menu02-01.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名
15 環境

キーワード
生物多様性

札幌市公式ホームページ
ページ名称等
生物多様性企業意識アンケート
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http://www.city.sapporo.jp/kankyo/biodiv
ersity/business.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

16 保健・衛生

死因別死亡数

札幌市衛生年報

16 保健・衛生

インフルエンザ

インフルエンザの発生動向

16 保健・衛生

エイズ・ＨＩＶ

札幌市のエイズの現状

16 保健・衛生

結核

札幌市における結核統計

16 保健・衛生

食中毒

札幌市の食中毒発生状況

16 保健・衛生

ノロウイルス

感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症など）の発生動向

16 保健・衛生

Ｏ157

腸管出血性大腸菌感染症（O157など）

16 保健・衛生

感染症

札幌市における主な感染症の発生動向

16 保健・衛生

感染性胃腸炎院内感染

札幌市感染性胃腸炎等院内感染報告

16 保健・衛生

がん（悪性新生物）部位別
死亡数

札幌市衛生年報

16 保健・衛生

がん（市立病院）

市立病院 院内がん登録年次統計

16 保健・衛生

食の安全

さっぽろ食の安全・安心モニターの活動結果

16 保健・衛生

喫煙率

札幌市民の喫煙率

16 保健・衛生

シックハウス

札幌市公共建築物のシックハウス対策

16 保健・衛生

衛生(調査研究）

調査研究（衛生研究所年報）

16 保健・衛生

病院・診療所数

札幌市衛生年報

16 保健・衛生

病床数

札幌市衛生年報

16 保健・衛生

薬局数

札幌市衛生年報

16 保健・衛生

病院患者数

病院患者数 （札幌市統計書－保健衛生）
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【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1ka
nsen/f003influ-kyugyo.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1ka
nsen/f04aids/f04_14genjyo.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1ka
nsen/ftb07toukei.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shok
u/chudoku/hasseijokyo.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1ka
nsen/f23norovirus2.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f1ka
nsen/f06o157.html
http://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/i
ndex.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f4im
uyaku/f76kansen/kansenmain.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/hospital/regio
nal/index.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shok
u/shokumachi/monitor/kekka.html
http://www.city.sapporo.jp/eisei/tabako/
muenday.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f3sei
katu/sick_all.html
http://www.city.sapporo.jp/eiken/annual/
index.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/f9so
nota/eiseinenpou.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/15sanitation30.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

16 保健・衛生

病院（市立病院）

市立病院手術件数一覧

16 保健・衛生

病院（市立病院）

市立病院疾病分類統計

16 保健・衛生

病院（市立病院）

市立病院患者満足度調査

16 保健・衛生

動物・ペット

札幌市動物管理センター事業概要

16 保健・衛生

ごみ量

ごみ処理実績

16 保健・衛生

ごみ量（推移）

ごみ量の推移

16 保健・衛生

ごみ量（月別）

月別ごみ量

16 保健・衛生

ごみ量（10区別）

区別のごみ量

16 保健・衛生

ごみ量（家庭廃棄ごみ）

家庭から出される1人1日当たりの廃棄ごみ量

16 保健・衛生

ごみのたい肥化

生ごみ堆肥化アンケート結果

16 保健・衛生

ごみ減量、資源化

生ごみ減量・資源化に関する関心度・実践度等調査結果

16 保健・衛生

ごみ処理費用

ごみ処理費用

16 保健・衛生

ごみ処理施設

ごみ処理施設などの検査年報

16 保健・衛生

廃棄物処理

一般廃棄物処理施設の維持管理状況

16 保健・衛生

清掃

清掃事業概要
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http://www.city.sapporo.jp/hospital/work
er/operations/index.html
http://www.city.sapporo.jp/hospital/work
er/shitupei.html
http://www.city.sapporo.jp/hospital/over
view/activity/satisfaction/index.html
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main
/jigyougaiyou.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
gomi/jisseki.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
gomi/keinen.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
gomi/month.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
gomi/kugoto.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
gomi/hitoriichinichihaikigomi.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/n
amagomi/namagomienquete30.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/houkok
u/anq/namagomi.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
cost/29kessan-30yosan.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
kensanenpou/index.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/toukei/
gomi/syorijokyo/syorijokyo.html
http://www.city.sapporo.jp/seiso/seisozig
yogaiyo.html
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17 市民自治

市民自治

市民自治に関するアンケート調査結果

17 市民自治

市民自治

自治基本条例に関するアンケート調査

17 市民自治

寄附

さぽーとほっと基金 寄付・助成状況
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http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/g
ugenka/jichi-enquete/top.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/g
ugenka/jorei-enquete/top.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/suppor
t/kikin/situation/index.html

ワンストップ統計さくいん （分野別）
分野名

札幌市公式ホームページ
ページ名称等

キーワード

18 地域

区

区（行政区）の概要

18 地域

区

区統計データ

18 地域

区

札幌市の区勢

18 地域

まちづくりセンター

まちづくりセンターの所管区域

18 地域

統計区

統計区の範囲

18 地域

まちづくりセンターの統計

札幌市の地域構造

18 地域

統計区の統計

札幌市の地域構造

18 地域

まちづくりセンター

まちづくりセンターにおける出前講座等の実施状況

18 地域

町内会

町内会加入率

18 地域

町内会

町内会・自治会に関するアンケート調査結果
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/kusei-suishin/gaiyo/index.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko
/kusei-suishin/toukei/index.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko
/kusei-suishin/sasshi-kusei/index.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/jinko/j
uuki/juuki.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/kanko
/chiiki31.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/kanko
/chiiki31.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/
machisen/top.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko
/chounaikai/gaiyo_top.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko
/chounaikai/gaiyo_top.html
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19 社会福祉

医療費

医療費適正化計画（医療費関係統計）

19 社会福祉

国民健康保険

図で見る札幌市の国保

19 社会福祉

国民健康保険

国民健康保険状況 （札幌市統計書－社会福祉）

19 社会福祉

国民健康保険 施術費制度
施術費制度あり方検討会
利用者アンケート

19 社会福祉

高齢者福祉の概要

事業概要「札幌市の高齢者保健福祉」

19 社会福祉

高齢社会 意識調査

高齢社会に関する意識調査

19 社会福祉

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度実施状況 （札幌市統計書－社会福祉）

19 社会福祉

介護保険

介護保険統計報告

19 社会福祉

要介護認定者数

札幌市の要介護認定等の状況

19 社会福祉
19 社会福祉

介護 認定者（サービス利
用者）調査
介護 事業者（サービス提
供者）調査

札幌市要介護（支援）認定者意向調査報告書
札幌市介護保険サービス事業者調査報告書

19 社会福祉

年金

厚生年金、国民年金状況 （札幌市統計書－社会福祉）

19 社会福祉

雇用保険

雇用保険給付状況 （札幌市統計書－社会福祉）

19 社会福祉

生活保護

生活保護状況 （札幌市統計書－社会福祉）

19 社会福祉

障がい者

障がい者数 （札幌市統計書－社会福祉）

19 社会福祉

社会福祉施設

社会福祉施設概況 （札幌市統計書－社会福祉）

19 社会福祉

除雪（福祉除雪）

福祉除雪事業の実績
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http://www.city.sapporo.jp/hokeniryo/kokuho/zuhan.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/16welfare30.html
http://www.city.sapporo.jp/hokeniryo/kokuho/sejutuhiarikata.html
http://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/
keikaku/gaiyo/index.html
http://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/
keikaku/chosa/index.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/16welfare30.html
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k400tok
ei/k410tokei.html
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k400tok
ei/k420nentei.html
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k500pla
n/k530plan3k.html
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k500pla
n/k520plan3k.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/16welfare30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/16welfare30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/16welfare30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/16welfare30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/16welfare30.html
http://www.city.sapporo.jp/fukushijosets
u/jisseki/index.html
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20 子ども

子ども

新・さっぽろ子ども未来プラン

20 子ども

保育所

保育所の概況 （札幌市統計書－社会福祉）

20 子ども

待機児童

保育所等入所待機児童の状況

20 子ども

ひとり親家庭

ひとり親家庭の生活と意識に関する調査

20 子ども

子どもの権利

子どもアシストセンター活動状況報告書

20 子ども

児童相談所

児童相談所業務概要

20 子ども

児童相談所

児童相談所統計

20 子ども

いじめ

悩みやいじめに関するアンケート調査
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yo/16welfare30.html
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/azukeru/hoiku/ninka/838.html
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/koso
date/boshi_keikaku_25anketo.html
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/assis
t/houkokusyo.html
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisou
/gyoumugaiyo.html
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/jisou
/toukei.html
http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/iji
me/ijime_chosa.html
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21 国際

国際交流

札幌市の国際施策

21 国際

姉妹都市

札幌市の国際施策（姉妹都市）

21 国際

留学生

札幌市の国際施策（外国人留学生）
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22 教育・文化

学校数

【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）

22 教育・文化

幼稚園

【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）

22 教育・文化

小学校

【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）

22 教育・文化

中学校

【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）

22 教育・文化

高等学校

【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）

22 教育・文化

大学・短期大学

【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）

22 教育・文化

専修・各種学校

【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）

22 教育・文化

卒業後の状況

【学校基本調査】 （札幌市統計書－教育及び文化）

22 教育・文化

教育

教育データ集

22 教育・文化

学校・幼稚園

市立学校・幼稚園一覧

22 教育・文化

給食

学校給食における主な取扱い品に占める道産品の割合

22 教育・文化

給食の放射性物質

学校給食食材の放射性物質検査

22 教育・文化

学力・学習

札幌市学習実現状況調査

22 教育・文化

学力・学習

全国学力・学習状況調査

22 教育・文化

学校統合

これまでの学校規模適正化の取組

22 教育・文化

図書館

札幌市の図書館

22 教育・文化

図書館

図書館利用者アンケート

22 教育・文化

文化

札幌の文化行政

22 教育・文化

文化財

札幌の文化財
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yo/17education30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/17education30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/17education30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/17education30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/17education30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/17education30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/17education30.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/17education30.html
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chool/ichiran/index.html
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ushoku/chisanchisyo/chisanchisyo.html
http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/ky
ushoku/kennsa.html
http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/sidou/
dokuzityosa.html
http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/ga
kute/gakute_hp.html
http://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/te
kisei/koremadenotorikumi.html
http://www.city.sapporo.jp/toshokan/gui
de/liv/top.html
http://www.city.sapporo.jp/toshokan/gui
de/liv/top.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka
/gaiyo/index.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/bunka
zai/pdf/index.html
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22 教育・文化

文化財

札幌市埋蔵文化財包蔵地一覧

22 教育・文化

男女共同参画

男女共同参画に関する市民意識調査

22 教育・文化

男女共同参画

男女共同参画に関する企業の意識調査

22 教育・文化

スポーツ

スポーツ局事業概要

22 教育・文化

ボランティア

【社会生活基本調査】

22 教育・文化

趣味・娯楽・スポーツ

【社会生活基本調査】

22 教育・文化

生活時間

【社会生活基本調査】

22 教育・文化

行動者率

【社会生活基本調査】

33

【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/kankobunka/
maibun/toriatukai/houzouti.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/
chosa/shimin/index.html
http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/
chosa/kigyo/index.html
http://www.city.sapporo.jp/sports/gaiyo/
index.html
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u/syakaiseikatsu.html
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u/syakaiseikatsu.html
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23 財政

財政

財政統計

23 財政

財政

財政状況資料集

23 財政

税金

市税予算・決算資料

23 財政

市営交通財政

市営交通財務状況

23 財政

水道事業財政

水道 予算、決算の状況
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zaimu/tokei/index.html
http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kohyo/
zaimu/zaisei-ichiran/index.html
http://www.city.sapporo.jp/citytax/data/i
ndex.html
http://www.city.sapporo.jp/st/zaimu/zai
muzyoukyou.html
http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya
/plan/zaisei/index.html
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24 選挙・公務員

市職員

札幌市人事行政の運営等の状況

24 選挙・公務員

市職員採用

職員採用試験実施状況

24 選挙・公務員

議会

市議会議員数等 （札幌市統計書－選挙及び公務員）

24 選挙・公務員

選挙

選挙人名簿登録者数

24 選挙・公務員

選挙結果

選挙結果一覧

35

【目次に戻る】
リンク先アドレス
（クリックしてください）
http://www.city.sapporo.jp/somu/jinjigyo
sei/index.html
http://www.city.sapporo.jp/jinjiiinkai/saiyo/jisshi/index.html
http://www.city.sapporo.jp/toukei/tokeis
yo/19election30.html
http://www.city.sapporo.jp/senkan/keihat
u/tourokusya/tourokusya.html
http://www.city.sapporo.jp/ncms/senkan
/kekka00000000/kakolist.html
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25 防災・警察・司法

災害

主要災害記録・震度４以上の地震

25 防災・警察・司法

水害

札幌の水害の記録

25 防災・警察・司法

河川水位

河川水位情報

25 防災・警察・司法

消防

消防年報

25 防災・警察・司法

消防出動

消防出動情報

25 防災・警察・司法

火災

火災発生件数

25 防災・警察・司法

火災報知器

住宅用火災報知器の奏功事例データ

25 防災・警察・司法

火災報知器

住宅用火災報知器の効果（死者数、焼損面積、損害額）

25 防災・警察・司法

危険物施設

危険物施設等の事故発生状況

25 防災・警察・司法

LPガス

LPガス消費先における事故発生状況

25 防災・警察・司法

救急

救急出動状況

25 防災・警察・司法

交通事故

交通事故発生件数等 （札幌市統計書－防災、警察及び司法）

25 防災・警察・司法

子どもの安全

子どもの安全（事故発生状況）

25 防災・警察・司法

防犯カメラ

地域防犯に係る市民アンケート(防犯カメラ）

25 防災・警察・司法

防犯カメラ

防犯カメラの設置運用状況に関する調査結果報告書

25 防災・警察・司法

犯罪

札幌市の犯罪情勢

25 防災・警察・司法

犯罪

刑法犯発生、検挙状況 （札幌市統計書－防災、警察及び司法）

25 防災・警察・司法

少年犯罪

少年事件取扱人員数 （札幌市統計書－防災、警察及び司法）
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en/menu06-02.html
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en/menu06-03.html
http://www.city.sapporo.jp/shobo/nenpo
u/top.html
http://www.city.sapporo.jp/shobo/shirei/i
nfo/info.html
http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/
chosa/kasai/hassei-jokyo.html
http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/
boka/juutakuyou/kasaikeihouki.html
http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/
boka/juutakuyou/kasaikeihouki_drama.ht
ml
http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/k
ikenbutsu/safety/kikenbutsu_sisetsu7.ht
ml
http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/g
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