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武蔵野市長

平成26年版（2014年版）
武蔵野市地域生活環境指標の発刊にあたって

このたび、平成26年版武蔵野市地域生活環境指標を発刊いたしました。昭和48
年に全国に先駆けて作成して以来、今回で11回目の発刊となります。初版より作成
には市職員が組織を横断したチームを組んで携わり、より利用しやすいものとなるよう
改訂を重ねてまいりました。
今年度は、平成28年度を初年度とする第五期長期計画・調整計画の策定を開始

する年です。この地域生活環境指標は、武蔵野市内の地域別の状況に加えて、近隣
都市との比較を指標値表や指標地図に基づいて客観的に検証し、調整計画の実効
性を高め、市の行政水準を適正な形で向上させるための資料とするものです。さらに、
これを広く市民に公開し、市民による地域生活単位（コミュニティ）の自主構成や地域
生活環境の自己点検のための資料として利用されることも目的としています。
本指標が調整計画策定の基礎資料として活用されるとともに、現状における行政

課題について、市民・市議会議員・市職員がともに考えていくための共有情報として活
用されることを期待しております。
結びに、この地域生活環境指標の作成にあたり、情報の提供をいただきました関係

機関や近隣市区をはじめ、多くの方々にご協力をいただきましたことを心から感謝申し
上げます。



武蔵野市航空写真･全景
（平成26年１月１日撮影）

3.面積

4.沿革
2．地勢

（H25.10.1）1．位置
東京都特別区の西部に接し、新宿（都庁）から約12Km
の西方、東経139度34分10秒、北緯35度42分53秒

（市役所）の地点に位置する。
武蔵野市 10.73km2

最大の市  岐阜県高山市 2,177.67km2

最小の市  埼玉県蕨市 5.10km2

面積

明治22年 4月 1日 武蔵野村成立
昭和 3年11月10日 武蔵野町制施行
昭和22年11月 3日 武蔵野市制施行

標高 50m～65m（市役所 56.98m）
広がり 東西 6.4km  南北3.1km
地形 総体的に平坦である。
地質 ローム層（火山灰質）土壌

奥多摩町

檜原村
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資料：総合政策部企画調整課－ 2－ － 3－



三鷹駅

武蔵境駅 吉祥寺駅

三鷹駅

武蔵境駅 吉祥寺駅

武蔵野市航空写真･JR中央線三駅周辺
（平成25年12月12日撮影）

資料：総合政策部秘書広報課－ 4－ － 5－
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平成26年版（2014年版）指標項目の変更について

１　指標項目について   
　　指標項目については、各部課より意見の提出を求め、その意見を参考に編集委員会で調査し決定しました。 

  
   
２　指標項目の追加・削除・変更について   

（１）変更した指標項目   
 第一部 ㉒ 外国人人口の推移（住民基本台帳法の改正により、名称を「外国人登録者数の推 

 移」から変更）
 第二部 １－① コミュニティセンター（集会施設及び武蔵野市のコミュニティ構想、武蔵野市コミュ 

 ニティ条例を削除、コミュニティ区域およびコミュニティ区域重複部を追加、名称を 
 「集会施設・コミュニティセンター」から変更）

 第二部 １－② 公共施設等（施設の分類方法を変更、名称を「公共・公益施設」から変更）
 第二部 ２－⑤ 特色のある公園緑地（12－⑦「散歩道・文化財」の散歩道を転記）
 第二部 ３－③ 公有地（500㎡以上の土地のみ表示、凡例を用途別に変更）
 第二部 ６－④ 上水道施設図（水源自然水位を削除、連結給水（直圧・増圧）方式の件数、耐震継 

 手管、非耐震継手管を追加）
 第二部 ６－⑤ 下水道系統図（雨水浸透施設助成件数削除、合流改善貯留池および合流改善貯 

 留管を追加）
 第二部 ７－① 自転車交通規則（「自動車交通規制（自転車及び歩行者用道路）」から名称変更）
 第二部 ７－③ 交通事故発生箇所（ⅠとⅡを統合して記載、年齢層別自転車死傷者数、相手当事者 

 別自転車事故データを追加）
 第二部 ８－④ トイレおよび禁煙エリア（公園のトイレ、ミカレット、一般開放協力コンビニ店名を追加、 

 名称を「禁煙エリア」から変更）
 第二部 ８－⑤ 雨量および貯留浸透施設（雨水貯留施設を追加、雨量データを市役所観測データ 

 から気象庁観測データに変更）
 第二部 ９－③ 危険物貯蔵所・ガス・特別高圧送電線（木造住宅密集地域および緊急輸送道路を 

 追加）
 第二部 ９－④ 防火施設（９－⑤「はしご車（大型）・消防ポンプ自動車（普通）通行可能道路」の消 

 防署・消防分団を転記）
 第二部 ９－⑥ 防災施設・給水施設（９－⑦「防災施設・その他　Ⅱ」の飲料水兼用耐震性貯水槽 

 を転記）
 第二部 ９－⑦ 防災施設・その他Ⅱ（自主防災組織結成地域を避難所運営組織結成地域に変更）
 第二部 ９－⑧ 避難場所（福祉避難所、コミュニティセンター（災害時地域支え合いステーション）及 

 び一時集合場所・避難所区割を追加）
 第二部 10－① 金融機関・郵便局（郵便局から半径500ｍ以内の色塗りを削除）
 第二部 11－① 医療機関（一般診療、歯科診療所、保険薬局および救急医療機関をすべて統合）
 第二部 11－② 町丁目別要支援・要介護認定者高齢者・老人クラブ・地域社協（災害時要援護者数 

　 を追加、特養施設を削除）
 第二部 11－③ 町丁目別独居高齢者・民生・児童委員（高齢者食事サービスボランティアを削除）
 第二部 11－④ 社会福祉施設（施設種別を変更、在宅介護支援センター区割を追加）
 第二部 11－⑤ 保育園・幼稚園（整備予定の保育施設、町別保育所入所待機児童数、年齢別保育 

　 所入所待機児童数を追加）
 第二部 12－③ 体育施設（テニスコートを追加、民間体育施設を削除）
 第二部 12－⑤ 文化財（散歩道を２－⑤へ統合）
 第二部 13－① 投票区・投票所（市議会議員（自宅）を削除）
 第二部 13－⑥ 情報発信の方法（武蔵野市有償刊行物一覧を削除）
 第三部 ２－５ 公債費負担比率（公債費比率から変更）
   

（２）追加した指標項目   
 第二部 ４－③ 町丁目別建築年別家屋状況図
 第二部 ８－⑦ 放射線及び放射性物質測定地点
 第三部 ２－８ 嘱託職員数
 第三部 ２－10 ホームページアクセス件数
   

（３）削除した指標項目   （※項目番号は、平成21年版での番号です）
 第二部 １－③ 隣接市区の施設
 第二部 １－④ 公衆衛生施設（公衆浴場の項目を削除し、それ以外の項目は８－④禁煙エリアに 

 統合）
 第二部 ４－③ 集合住宅（３階以上）
 第二部 ４－④ 公営・公共住宅
 第二部 ４－⑤ 住宅などの建築等
 第二部 ４－⑥ 町丁目別用途別家屋状況図
 第二部 ５－③ 都市計画用途地域・地区・日影規制区域
 第二部 ５－④ 地価公示
 第二部 ５－⑤ 都市計画道路・都市計画公園・都市計画緑地・都市計画地区計画
 第二部 ７－① 自動車交通規制（一方通行路）
 第二部 ７－③ 自転車等放置禁止区域・自転車保管場所・違法駐車防止条例重点実施地域
 第二部 ７－④ 武蔵野市自転車等駐車場設置状況一覧表
 第二部 ７－⑥ 交通安全施設
 第二部 10－② 郵便ポスト
 第二部 11－② 医療機関（歯科診療所・保険薬局）（11－①医療機関・救急医療機関に統合）
 第二部 11－③ 救急医療機関（市内及び近隣地域）（11－①医療機関・救急医療機関に統合）
 第二部 11－⑦ 子どもの居場所
 第二部 11－⑨ 保育園・幼稚園等の入園状況
 第二部 12－③ セカンドスクール
 第二部 12－④ 青少年団体
 第二部 12－⑧ 友好都市
 第二部 13－③ ＮＰＯ法人
 第二部 13－④ 指数基礎数値
 第三部 ２－13 給水施設能力
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