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H21.4.1 58131 平成１7年 平成１7年国勢調査　人口概観シリーズNo.7 　高齢人口と高齢者のいる世帯 総務省統計局

H21.4.1 58132 平成１7年 平成１7年国勢調査　人口概観シリーズNo.8　通勤・通学人口及び昼間人口 総務省統計局

H21.4.1 58133 平成１7年 平成１7年国勢調査　人口概観シリーズNo.9　大都市圏の人口 総務省統計局

H21.4.1 58134 一目でわかる福島県の指標2009 福島県企画調整部統計分析課

H21.4.1 58135 平成20年 平成20年度　学校保健統計調査報告書 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

H21.4.1 58136 平成18年 平成18年事業所・企業統計調査報告　第四巻　解説編　日本の事業所・企業 総務省統計局統計調査部

H21.4.1 58137 平成18年 平成18年事業所・企業統計調査等に関する地域メッシュ統計地図　階級メッシュマップ（世界測地系） 総務省統計局

H21.4.1 58138 日本の統計　2009 総務省統計局・統計研修所

H21.4.1 58139 平成19年 平成19年　商業統計表　第一巻　産業編（総括表） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.4.1 58140 平成１９年 平成19年　商業統計表　第二巻　産業編（都道府県表） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.4.1 58141 平成19年 平成19年　商業統計表　第三巻　産業編（市町村表） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.4.1 58142 平成19年 平成１9年　商業統計表　第四巻　品目編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.4.1 58143 平成19年 平成19年　商業統計表　業態別統計編（小売業） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.4.1 58144 平成21年 福島県の国土調査 福島県農林水産部農村計画課

H21.4.3 58145 平成20年 平成20年度　学校保健統計調査報告書 福島県企画調整部統計調査課

H21.4.3 58146 平成19年 福島県の工業　（平成19年工業統計調査結果報告書） 福島県企画調整部統計分析課

H21.4.3 58147 平成20年 平成20年度版　環境白書(本編） 福島県生活環境部生活環境総務課

H21.4.3 58148 平成20年 平成20年度版　環境白書(統計資料編） 福島県生活環境部生活環境総務課

H21.4.3 58149 平成19年 福島県の農業農村整備（継続地区・平成19度実績） 福島県農林水産部

H21.4.3 58150 平成19年 2008　福島県の農業農村整備　21世紀における農空間－美しく誇れるふるさと－の創造 福島県

H21.4.3 58151 平成20年度　福島県の森林・林業 福島県農林水産部

H21.4.6 58152 平成20年度　花き振興対策 福島県農林水産部

H21.4.7 58153 平成20年 2009 福島県の都市計画 福島県土木部

H21.4.7 58154 平成21年 平成21年度　事業計画の概要 福島県土木部

H21.4.9 58155 平成１9年 平成19年度　学校教員統計調査 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

H21.4.9 58156 平成21年 平成21年　地価公示 国土交通省土地鑑定委員会

H21.4.9 58157 平成19年 平成19年度　市町村公営企業年報 福島県市町村財政課

H21.4.9 58158 平成19年 平成19年度　市町村財政年報 福島県市町村財政課

H21.4.10 58159 平成１9年 県民経済計算年報　平成１9年度版（早期推計） 福島県企画調整部統計分析課
H21.4.10 58160 平成18年 福島県市町村民所得推計　平成18年度 福島県企画調整部統計分析課

H21.4.15 58161 平成20年
研究分析参考資料第39号
家計調査にみる品目別支出金額及び購入数量の都道府県庁所在市別ラン
キング(平成19年)

総務省統計局統計調査部消費統計課

H21.4.15 58162 平成18年 木材需給と木材工業の現況 福島県農林水産部

H21.4.17 58163 平成20年 科学技術研究調査報告 総務省統計局

H21.4.17 58164 平成19年 日本の就業構造　平成19年　就業構造基本調査の解説 総務省統計局

H21.4.17 58165 平成17年 平成17年　国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その1　全国編　 総務省統計局

H21.4.17 58166 平成17年 平成17年　国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　第1部　北海道・東北 総務省統計局
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H21.4.17 58167 平成17年 平成17年　国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　第2部　関東 総務省統計局

H21.4.17 58169 平成17年 平成17年　国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　第3部　中部 総務省統計局

H21.4.17 58170 平成17年 平成17年　国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　第4部　近畿 総務省統計局

H21.4.17 58171 平成17年 平成17年　国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　第5部　中国・四国 総務省統計局

H21.4.17 58172 平成17年 平成17年　国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　第6部　九州・沖縄 総務省統計局

H21.4.24 58173 平成19年 農業協同組合要覧　平成20年版　平成19年事業年度　第60号 福島県農林水産部

H21.4.24 58174 平成20年 平成20年度　福島県社会教育統計要覧 福島県教育委員会

H21.4.24 58175 平成20年 平成20年　小名浜港統計年報 福島県小名浜港湾建設事務所

H21.4.24 58176 平成21年 平成21年度　事業計画書 福島県保健福祉部

H21.4.24 58177 平成21年
平成21年度　水質測定計画
平成21年度　公共用水域水質測定計画
平成21年度　地下水の水質測定計画

福島県生活環境部　水・大気環境課

H21.5.11 58178 平成20年 保健統計の概況 福島県保健福祉部

H21.5.11 58179 平成19年 平成16年　商業統計表　流通経路別統計編（卸売業） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.5.11 58180 平成20年 米麦加工食品生産動態等統計調査年報 総合食料局食料部計画課

H21.5.11 58181 平成20年 福島県労働委員会年報　第36巻（平成20年版） 福島県地方労働委員会

H21.5.19 58182 平成21年 人口・居住と自然　―ＧＩＳによる分析― （財）統計情報研究開発センター

H21.5.20 58183 平成19年 福島県の道路　2009 福島県土木部
H21.5.21 58184 平成18年 第6回人口移動調査　日本における近代の人口移動　2006 国立社会保障・人口問題研究所

H21.5.21 58185
平成17年
～平成47

日本の市町村別将来推計―平成17（2005）～47〈2035）― 国立社会保障・人口問題研究所

H21.5.21 58186 平成21年 調査業務・図書室の概要 福島県議会事務局

H21.5.21 58187 平成20年 平成20年版　福島県海面漁業漁獲高統計 福島県農林水産部水産課

H21.6.1 58188 平成19年 平成19年　商業統計表　立地環境特性別統計編（小売業） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.6.1 58189 平成19年 全国物価統計調査報告　第1巻　調査方法の概要 総務省統計局

H21.6.1 58190 平成19年 全国物価統計調査報告　第2巻　全国物価地域差指数編 総務省統計局

H21.6.1 58191 平成19‐20年 第55次福島農林水産統計年報　平成19年～20年 東北農政局福島農政事務所

H21.6.2 58192 平成20年 福島県年次経済報告書　2009年版（速報値） 福島県企画調整部統計分析課

H21.6.2 58193 平成20年 平成20年企業行動に関するアンケート調査報告　平成21年 内閣府経済社会総合研究所

H21.6.2 58194 平成20年 平成20年　労働条件等実態調査結果報告書 福島県商工労働部雇用労政課

H21.6.3 58195
～東北地方における統計情報の応用分析に関する調査研究～
東北地域県間産業連関表（プロトタイプ）に関する報告書

東北地域統計情報研究会
財団法人東北開発研究センター

H21.6.3 58196 平成18年 平成19年　工業統計表　品目編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.6.4 58197 平成１9年 平成１9年（度）漁業経営調査報告 農林水産省統計部

H21.6.5 58198 平成20年 消費者物価指数年報　平成20年 総務省統計局

H21.6.9 58199 平成１9年 病院年報　平成１9年度 公立大学法人　福島県立医科大学医学部付属病院

H21.6.9 58200 平成１8年 平成18年度　県民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所

H21.6.11 58201 平成21年 産業活動分析 平成21年1～3月期 経済産業省経済産業政策局調査統計部
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H21.6.16 58202 平成20年 平成20年　労働力調査年報　Ⅰ　基本集計 総務省統計局

H21.6.16 58203 平成20年 平成20年　労働力調査年報　Ⅱ　詳細集計 総務省統計局

H21.6.16 58204 平成19年 平成19年　商業統計調査結果報告書 福島県企画調整部統計調査課

H21.6.24 58205 平成20年 平成２0年　相馬港統計年報 福島県相馬港湾建設事務所

H21.6.24 58206 平成１9年 平成19年度　国民健康保険事業状況 福島県保健福祉部国民健康保険課

H21.6.24 58207 平成21年 福島県市町村要覧 福島県総務部市町村総室

H21.6.24 58208 平成20年 平成20年度　福島県　児童生徒の健康、体力・運動能力の現状　平成21年3月 福島県教育委員会

H21.6.24 58209 平成20年 図でみる公共工事の動き　平成20年版 東日本建設業保証株式会社

H21.6.24 58210 平成20年 平成20年　砕石等統計年報 経済産業省住宅産業窯業建材課

H21.6.24 58211 平成20年 平成20年　生コンクリート統計年報 経済産業省住宅産業窯業建材課

H21.6.25 58212 平成20年 平成20年版　東北経済産業統計年報 東北経済産業局

H21.6.25 58213 平成20年 東北経済のポイント（平成21年版） 東北経済産業局総務企画部調査課

H21.6.30 58214 平成20年 人口推計年報　－平成20年10月1日現在推計人口－ 総務省統計局

H21.7.1 58215 日本の未来をつくる「統計」 総務省

H21.7.1 58216 平成20年 農林水産政策研究　Ｎｏ．15 農林水産政策研究所

H21.7.2 58217 平成20年 機械統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.7.2 58218 平成20年 紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.7.2 58219 平成20年 繊維・生活用品統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.7.2 58220 平成20年 窯業・建材統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.7.2 58221 平成20年 化学工業統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部 23044

H21.7.2 58222 平成20年 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.7.2 58223 平成20年 平成17年基準　鉱工業指数年報　平成21年版 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.7.2 58224 統計でみる市区町村のすがた　2009 総務省統計局

H21.7.3 58225 平成19年 平成19年度　住宅用地完成面積調査報告 国土交通省総合政策局情報安全・調査課建設統計室

H21.7.3 58226 平成20年 家計調査年報　平成20年(家計収支編）　 総務省統計局

H21.7.8 58227 平成18年 平成18年度　福島県の一般廃棄物処理の状況 福島県生活環境部一般廃棄物課

H21.7.15 58228 平成20年 平成20年産　農作物の作柄 東北農政局福島農政事務所

H21.7.16 58229 平成20年 資源・エネルギー統計年報（石油・コークス・金属鉱物・非金属鉱物） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.7.17 58230 平成20年 平成20年度　血液事業の概要 福島県赤十字血液センター

H21.7.21 58231 平成21年 国立社会保障・人口問題研究所年報　平成21年版 国立社会保障・人口問題研究所

H21.7.22 58232 平成20年 平成20年　商業販売統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部

H21.7.28 58233 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査　速報集計　結果の概要 総務省統計局

21.8.3 58234 平成20年 住民基本台帳人口移動報告年報（平成20年） 総務省統計局

21.8.4 58235 平成20年 平成20年　中小企業実態基本調査報告書 中小企業庁

21.8.4 58236 平成20年 石油等消費動態統計年報 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.8.6 58237 平成20年 平成20年度　放送受信契約数統計要覧 日本放送協会

21.8.7 58238 平成21年 平成21年度　学校基本調査速報 福島県企画調整部統計調査課
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21.8.7 58239 平成21年 平成21年度　学校基本調査速報 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

21.8.7 58240 平成20年 観光客入込状況（平成20年分） 福島県商工労働部観光交流局観光交流課

21.8.11 58241 平成19年 全国物価統計調査報告　第3巻　店舗価格編　その1　小売店舗価格に関する結果 総務省統計局

21.8.11 58242 平成19年 全国物価統計調査報告　第3巻　店舗価格編　その2　特売価格に関する結果 総務省統計局

21.8.11 58243 平成19年 全国物価統計調査報告　第3巻　店舗価格編　その3　特売価格に関する結果 総務省統計局

21.8.11 58244 平成20年 地方教育費調査報告書　（平成19会計年度）　中間報告 文部科学省生涯学習政策局企画課

21.8.13 58245 平成20年 ポケット　畜産統計　-平成20年版-　 農林水産省大臣官房統計部

21.8.21 58246 平成20年 交通事故のあらまし　平成20年 福島県生活環境部生活交通課・福島県警察本部交通部交通企画課

21.8.31 58247 平成20年 データからみる日本の教育 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

21.8.31 58248 平成20年 厚生の指標臨時増刊　国民衛生の動向　2009年第56巻第9号 （財）厚生統計協会

21.8.31 58249 平成18年 平成18年　工業統計表　企業統計編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.8.31 58250 平成19年 平成19年　工業統計表　産業編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.8.31 58251 平成19年 平成19年　工業統計表　用地・用水編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.8.31 58252 平成19年 平成19年　工業統計表　市区町村編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.9.3 58259 平成20年 平成20年　特定サービス産業実態調査　速報 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.9.3 58260 平成19年 平成19年度　貨物・旅客地域流動調査　分析資料 国土交通省総合政策局情報・安全調査課

21.9.3 58261 平成19年 平成19年度　旅客地域流動調査 国土交通省総合政策局情報・安全調査課

21.9.3 58262 平成19年 平成19年度　貨物地域流動調査 国土交通省総合政策局情報・安全調査課

21.9.4 58263 平成19年 平成21年　グラフで見る世帯の状況　国民生活基礎調査（平成19年）の結果から 厚生労働省大臣官房統計情報部

21.9.7 58264 Ｓｉｎｆｏｎｉｃａ研究叢書　公的統計の利用と統計的手法 統計情報研究開発センター

21.9.10 58265 平成20年 2008年漁業センサス結果の概要 農林水産省大臣官房統計部

21.9.11 58266 平成21年 平成21年4月～6月期　産業活動分析 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.9.14 58267 平成19年 福島県民経済計算の概要 福島県企画調整部統計分析課

21.9.17 58268 平成19年 国民経済計算年報　平成21年版 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

21.9.24 58269 平成20年 平成20年度労災保険事業概況 福島労働局労働基準部労災補償課

21.9.25 58270 平成19年 平成19年工業統計調査　作業細分類別統計表 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.9.25 58271 平成19年 平成19年　工業統計表　工業地区編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.9.30 58272 平成20年 平成20年司法統計年報　１．民事・行政編 最高裁判所事務総局

21.9.30 58273 平成20年 平成20年司法統計年報　２．刑事編 最高裁判所事務総局

21.9.30 58274 平成20年 平成20年司法統計年報　３．家事編 最高裁判所事務総局

21.9.30 58275 平成20年 平成20年司法統計年報　４．少年編 最高裁判所事務総局

21.10.1 58276 平成20年 平成21年版　交通白書 福島県福島県警察本部

21.10.1 58277 平成20年 家計調査年報<<Ⅱ貯蓄・負債編>>　平成20年 総務省統計局

21.10.2 58278 平成20年 平成20年　人口動態統計（確定数）の概況（福島県） 福島県保健福祉部保健福祉総務課

21.10.2 58279 平成20年 平成20年住宅・土地統計調査　速報集計結果 総務省統計局

21.10.5 58280 平成20年 平成20年　工業統計調査結果速報 福島県企画調整部統計調査課

21.10.5 58281 平成20年 平成20年工業統計速報（要旨） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.10.5 58282 平成20年 消費動向調査年報　平成21年版 内閣府経済社会総合研究所景気統計部
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21.10.7 58283 平成21年 平成21年版　福島県勢要覧 福島県企画調整部統計分析課

21.10.13 58284 平成20年 平成20年度　業務統計 独立行政法人福祉医療機構

21.10.15 58285 平成21年 平成21年度　福島県地価調査書 福島県企画調整部土地・水調整課

21.10.21 58286 平成20年 平成20年度　温排水調査報告書 福島県温排水調査管理委員会

21.10.22 58287 アナリーゼふくしま No.18 県内での旅行・観光消費がもたらす経済波及効果 福島県企画調整部統計分析課

21.10.30 58288 平成20年 鉄道車両等生産動態統計年報　平成20年度 国土交通省総合政策局情報管理部

21.11.02 58289 平成20年 犯罪統計書　福島県の犯罪　平成20年 福島県警察本部刑事部刑事総務課

21.11.04 58290 平成20年 生命保険事業概況（CD-ROM）　平成20年版 （社）生命保険協会

21.11.04 58291 平成20年 2009年版　生命保険の動向 （社）生命保険協会

21.11.06 58292 平成20年 農林水産政策研究　Ｎｏ．16 農林水産政策研究所

21.11.06 58293 平成20年 厚生の指標臨時増刊　国民の福祉の動向　2009年第56巻第12号 （財）厚生統計協会

21.11.10 58294 平成20年 鉄道輸送統計年報　ＮＯ．22　平成20年度分 国土交通省総合政策局情報管理部

21.11.11 58295 平成21年 福島県民有林林道の現況（平成21年4月1日現在） 福島県農林水産部林道整備課

21.11.16 58296 平成20年 建設工事受注動態統計調査報告　平成20年度　第9号  ＣＤ－ＲＯＭ付 国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

21.11.26 58297 平成20年 平成20年度　社会教育調査中間報告 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

21.11.26 58298 平成20年 世界人口白書2009 国連人口基金

21.11.26 58299 平成20年 平成20年度林道事業統計書 福島県農林水産部林道整備課

21.11.30 58300 平成20年 平成20年　企業活動基本調査報告書　第１巻　総合統計表 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.11.30 58301 平成20年 平成20年　企業活動基本調査報告書　第２巻　事業多角化等統計表 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.11.30 58302 平成20年 平成20年　企業活動基本調査報告書　第３巻　子会社等統計表 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.12.07 58327 平成19年 平成19年　人口動態統計　上巻 厚生労働省大臣官房統計情報部

21.12.07 58328 平成19年 平成19年　人口動態統計　中巻 厚生労働省大臣官房統計情報部

21.12.07 58329 平成19年 平成19年　人口動態統計　下巻 厚生労働省大臣官房統計情報部

21.12.09 58330 第59回　日本統計年鑑　平成22年 総務省統計局・統計研修所

21.12.09 58331 平成20年 小売物価統計調査年報　平成20年 総務省統計局

21.12.21 58332 平成20年 福島県の農業農村整備（継続地区・平成20年度実績） 福島県農林水産部

21.12.21 58333 平成20年 厚生の指標　増刊　保険と年金の動向　2009/2010　第５６巻第１４号 （財）厚生統計協会

21.12.21 58334 平成21年 平成21年度　学校基本調査報告書（初等中等教育機関　専修学校・各種学校　編） 文部科学省

21.12.21 58335 平成21年 平成21年度　学校基本調査報告書（高等教育機関　編） 文部科学省

21.12.21 58336 平成21年 平成21年度　都道府県統計機構等の現況（総括編） 総務省政策統括官（統計基準担当）付統計企画管理官室

21.12.21 58337 平成21年 平成21年度　都道府県統計機構等の現況（都道府県編） 総務省政策統括官（統計基準担当）付統計企画管理官室

21.12.21 58338 平成20年 個人企業経済調査報告（構造編）　 総務省統計局

21.12.21 58339 平成21年 平成21年7月～9月期　産業活動分析 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21.12.21 58340 平成20年 平成21年度　学校保健統計調査速報 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

21.12.21 58341 平成20年 業務概要　平成21年版（平成20年度実績） 中央児童相談所・県中児童相談所・会津児童相談所・浜児童相談所

21.12.24 58342 平成21年 平成21年　賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況 厚生労働省大臣官房統計情報部

21.12.24 58343 平成21年 平成21年度第2号　季刊　国民経済計算　第140号 内閣府経済社会総合研究所
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21.12.25 58344 平成20年 2009　自動車統計データブック（第27集） （社）日本自動車販売協会連合会業務部

21.12.25 58345 平成20年 業務統計年報　平成21年版 日本政策金融公庫　国民生活事業

21.12.28 58346 ポケット統計情報2010 総務省統計局

22.1.12 58347 平成21年 人口問題研究所　第65巻第4号　2009年 国立社会保障・人口問題研究所

22.1.12 58348 平成22年 家計調査　収支項目分類の解説（平成22年1月改定） 総務省統計局

22.1.12 58349 平成22年 家計調査収支項目（品目）分類の変遷　 総務省統計局統計調査部消費統計課

22.1.12 58350 平成21年 福島県の橋梁　平成21年度版 福島県土木部道路総室

22.1.20 58351 平成20年 厚生の指標臨時増刊　感染症患者の報告数年次推移　2009年第56巻第16号 （財）厚生統計協会
22.1.20 58352 平成21年 国県道現況調書 福島県土木部道路計画課
22.1.20 58353 平成21年 保健福祉部　関連施設等名簿　平成21年4月 福島県保健福祉部

22.1.25 58354 平成20年 平成20年度　生活衛生業務概要 福島県保健福祉部食品生活衛生課

22.1.26 58355 平成20年 阿武隈地域（過疎・中山間地域）における「組織化」の調査研究報告書　平成21年3月 福島県阿武隈地域振興協議会

22.1.26 58356 平成20年 平成21年度　労働保険事業の概況（平成20年度版） 福島労働局総務部労働保険徴収室

22.1.26 58357 統計でみる日本　2010 （財）日本統計協会
22.1.26 58358 平成20年 平成20年度版　建築統計年報　平成20年度計・20年計　ＣＤ-ROM付 国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課

22.1.25 58359 平成21年 2010　データでみる県勢 （財）矢野恒太記念会

22.1.25 58360 平成19年 道路統計年報　2009 国土交通省道路局

22.2.1 58361 平成20年 自動車輸送統計年報　平成20年度分 国土交通省

22.2.5 58362 平成20年 第61回　労働統計年報 厚生労働省大臣官房統計情報部

22.2.5 58363 平成20年 毎月勤労統計調査年報　平成20年　－地方調査－ 厚生省大臣官房統計情報部

22.2.5 58364 平成20年 農林水産政策研究　Ｎｏ．17 農林水産政策研究所

22.2.5 58365 平成21年 平成21年　集落営農実態調査報告書　大臣官房統計部 農林水産省

22.2.5 58366 平成19年 2009　平成21年版　我が国の商業　新たな発展をめざし、多様化する商業 経済産業省経済産業政策局調査統計部

22.2.9 58367 人口統計資料集　2010 国立社会保障・人口問題研究所

22.2.19 58368 日本統計史群像 島村史郎　財団法人日本統計協会

22.2.19 58369 統計国際協力論 島村史郎　

22.2.26 58370 社会生活統計指標 −都道府県の指標−2010 総務省統計局

22.2.26 58371 平成20年 税務統計書　平成20年度 福島県税務課

22.2.26 58372 平成21年 統計基準　日本標準職業分類　分類項目名、説明及び内容例示 総務省

22.3.4 58373 福島県卸売市場概要 福島県農林水産部農産物流通課

22.3.4 58374 平成2１年 毎月勤労統計調査特別調査報告　平成2１年 厚生省大臣官房統計情報部

22.3.11 58375 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その6　山形県 総務省統計局

22.3.11 58376 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その18　福井県 総務省統計局

22.3.11 58377 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その34　広島県 総務省統計局

22.3.11 58378 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その36　徳島県 総務省統計局

22.3.11 58379 平成21年 日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）　2005（平成17）年～2030（平成42）年　2009（平成21）年12月推計 国立社会保障・人口問題研究所

22.3.11 58380 平成21年 産業活動分析 平成21年年間回顧 経済産業省経済産業政策局調査統計部

22.3.11 58381 平成19年 平成19年　福島県簡易生命表 福島県保健福祉部保健福祉総務課
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22.3.11 58382 平成19年 平成１9年　企業活動基本調査報告書　東北経済産業局管内分 東北経済産業局総務企画部調査課

22.3.11 58383 平成21年 平成21年　農業共済新聞 農業共済新聞福島支局・福島県農業共済組合連合会　

22.3.12 58384 平成20年 ガス事業年報　平成20年度（2008年度） 資源エネルギー庁ガス市場整備課

22.3.12 58385 平成１9年 平成１９年　福島県鉱工業指数年報 福島県企画調整部統計調査課

22.3.12 58386 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その16　富山県 総務省統計局

22.3.12 58387 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その17　石川県 総務省統計局

22.3.12 58388 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その19　山梨県 総務省統計局

22.3.12 58389 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その30　和歌山県 総務省統計局

22.3.12 58390 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その31　鳥取県 総務省統計局

22.3.12 58391 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その32　島根県 総務省統計局

22.3.12 58392 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その37　香川県 総務省統計局

22.3.12 58393 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その39　高知県 総務省統計局

22.3.12 58394 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その41　佐賀県 総務省統計局

22.3.19 58395 平成22年 福島県の国土調査 福島県農林水産部

22.3.19 58396 平成20年 北海道市場における平成20年産　福島県青果物販売の概況（果実・野菜） 福島県北海道事務所

22.3.23 58397 平成21年 平成21年工場立地状況について 福島県商工労働部企業立地課

22.3.24 58398 鉱工業指数等の体系的整備に関する調査研究～報告書～ （株）野村総合研究所

22.3.24 58399 平成19年 福島県市町村民所得推計年報　平成19年度版 福島県企画調整部統計分析課

22.3.24 58400 平成20年 福島県の賃金・労働時間及び雇用の動き－毎月勤労統計調査地方調査結果年報－　平成20年版 福島県企画調整部統計調査課

22.3.24 58401 平成21年 福島県の推計人口（福島県現住人口調査年報）平成21年版 福島県企画調整部統計調査課

22.3.25 58402 平成21年 平成21年度　学校保健統計調査報告書 福島県企画調整部統計調査課

22.3.25 58403 平成21年 平成21年度　学校基本調査報告書 福島県企画調整部統計調査課

22.3.25 58404 平成20年 2008年（第12次）漁業センサス結果報告書　 福島県企画調整部統計調査課

22.3.25 58405 平成17年 平成17年（2005年）福島県産業連関表 福島県企画調整部統計分析課

22.3.25 58406 平成20年 平成20年度　病院年報　 公立大学法人福島県立医科大学医学部付属病院

22.3.25 58407 平成21年 平成21年　一般統計調査の調査票集（所管部・局別） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

22.3.25 58408 平成21年 平成21年　基幹統計調査の調査票集（所管部・局別） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

22.3.26 58409 平成21年 平成21年　2009　科学技術研究調査報告 総務省統計局

22.3.26 58410 平成20年 平成20（2008）年福島県県民経済計算（早期推計）の概要 福島県企画調整部統計分析課

22.3.26 58411 平成20年 平成20年度　福島県の水道（平成21年3月31日現在） 福島県保健福祉部食物衛生課

22.3.26 58412 平成19年 平成19年　全国物価統計調査報告　第4巻　日本の物価構造（解説編） 総務省統計局

22.3.26 58413 平成20年 統計基準年報　平成20年度 総務省政策統括官（統計基準担当）

22.3.26 58414 平成20年 農業協同組合要覧　平成21年版　平成20年事業年度　第61号 福島県農林水産部

22.3.31 58415 第12４回　福島県統計年鑑　2010 福島県企画調整部統計分析課

22.3.31 58416 一目でわかる福島県の指標2010 福島県企画調整部統計分析課

22.3.31 58417 平成19年 平成１9年　工業統計表　企業統計編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

22.3.31 58418 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その47　沖縄県 総務省統計局

22.3.31 58419 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その29　奈良県 総務省統計局
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22.3.31 58420 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その2　青森県 総務省統計局

22.3.31 58421 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その3　岩手県 総務省統計局

22.3.31 58422 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その5　秋田県 総務省統計局

22.3.31 58423 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その25　滋賀県 総務省統計局

22.3.31 58424 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その45　宮崎県 総務省統計局

22.3.31 58425 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その44　大分県 総務省統計局

22.3.31 58426 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その42　長崎県 総務省統計局

22.3.31 58427 平成20年 平成20年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その38　愛媛県 総務省統計局

22.3.31 58428 平成21年 平成21年　相馬港統計年報 福島県相馬港湾建設事務所

22.3.31 58429 　　 世界の統計　2010 総務省統計局・統計研修所

22.3.31 58430 日本の統計　2010 総務省統計局・統計研修所

22.3.31 58431 統計でみる都道府県のすがた2009 総務省統計局


