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27.4.1 59601 永 平成2６年 経済産業省統計関係法令集 総務省政策統括官（統計基準担当）

59602 永 平成25‐26年 第61次福島農林水産統計年報　平成25年～26年 東北農政局統計部

27.4.3 59603 永 平成25年 自動車輸送統計年報 国土交通省

27.4.8 59604 永 平成24年 福島県市町村民経済計算年報　平成24年度版 福島県企画調整部統計課

27.4.13 59605 永 平成26年 生コンクリート統計四半期報　平成26年10～12月分 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

27.4.13 59606 永 平成26年 砕石統計四半期報　平成25年10～12月分 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

27.4.13 59607 永 平成26年 研究分析参考資料第45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26年 総務省統計局統計調査部消費統計課

27.4.13 59608 永 平成23年 福島県卸売市場概要 福島県農林水産部流通消費グループ
27.4.13 59609 永 平成26年 小名浜港統計年報 福島県小名浜港湾建設事務所

27.4.17 59610 永 平成25年 平成26年　福島県森林・林業統計書 福島県農林水産部

27.4.17 59611 永 平成25年 第5回全国家庭動向調査（2013年社会保障・人口問題基本調査）現代日本の家族変動 国立社会保障・人口問題研究所

27.4.17 59612 永 平成25年 サービス産業動向調査年報　平成25年 総務省統計局

27.4.17 59613 永 平成25年 サービス産業動向調査拡大調査報告　平成25年 総務省統計局統計調査部消費統計課

27.4.20 59614 永 平成26年 消費者物価指数年報　平成26年 総務省統計局

27.4.23 59615 永 平成26年 平成26年度学校保健統計調査報告書 文部科学省

27.4.24 59616 永 平成26年 平成25年度　学校教員統計調査報告書 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室

27.4.24 59617 10 平成25年 第15回　消費購買動向調査結果報告書 福島県商工労働部

27.4.27 59428 永 平成27年 統計研究彙報　2015年3月 総務省統計研修所

27.4.30 59429 10 平成27年 小地域統計を利用した都市地分類に関する研究 （公財）統計情報研究開発センター

27.5.7 59430 10 小地域統計を利用した都市地分類に関する研究 （公財）統計情報研究開発センター

27.5.14 59431 永 平成2６年 平成26年度学校保健統計調査報告書 福島県企画調整統計課

27.5.14 59432 永 平成26年 平成26年　砕石等統計年報 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

27.5.14 59433 永 平成26年 平成26年　生コンクリート統計年報 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

27.5.25 59434 永 平成２６年 福島県水産要覧　３月 福島県農林水産部水産課編

27.5.25 59435 永 平成23年 平成23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

27.5.25 59436 10 平成27年 男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（要約版） 福島県生活環境部青少年・男女共生化

27.5.25 59437 10 平成27年 男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書 福島県生活環境部青少年・男女共生化

27.5.26 59438 10 平成26年 福島県地域づくり総合支援事業（ふるさと・きずな維持・再生支援事業）活動成果報告書 福島県企画調整部文化スポーツ局文化振興課

27.6.2 59439 永 平成25年 平成26年度　労働保険事業概況 福島労働局総務部労働保険徴収室
27.6.3 59440 永 平成24年 平成26年度県民経済計算について 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

27.6.9 59441 3 平成25年 いわき市の工業 いわき市行政経営部行政経営課

27.6.9 59442 3 平成26年 いわき市統計書平成26年版 いわき市行政経営部行政経営課統計係

27.6.22 59408 永 平成25年 調査業務・図書室の概要 福島県議会事務局

27.6.22 59444 永 平成24年 平成24年度　国民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所

27.6.30 59445 10 平成27年 会員名簿　平成27年6月 福島県生コンクリート工業組合
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27.6.30 59446 永 平成26年 平成26年度　地方教育費調査報告書　（平成25会計年度）　 文部科学省

27.6.30 59447 永 平成26年 家計調査年報　平成26年《Ⅰ家計収支編》 総務省統計局

27.6.30 59448 永 平成25年 小売物価統計調査（構造編）年報　平成25年 総務省統計局

27.7.6 59449 永 平成26年 経済産業省生産動態統計年報　資源・窯業・建材統計編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

59450 永 平成26年 経済産業省生産動態統計年報　鉄鋼・非金属・金属製品統計編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

59451 永 平成26年 石油等消費動態統計年報 経済産業省大臣官房調査統計グループ

59452 永 平成26年 経済産業省生産動態統計年報　機械統計編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

59453 永 平成26年 経済産業省生産動態統計年報　紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

59454 永 平成26年 経済産業省生産動態統計年報　繊維・生活用品統計編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

59455 永 平成26年 経済産業省生産動態統計年報　化学工業統計編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

59456 永 平成26年 平成26年　漁業就業動向調査報告書 農林水産省大臣官房統計部
59457 永 平成27年 福島県市町村要覧 福島県総務部市町村総室
59458 永 平成27年 平成27年度　事業計画書 福島県保健福祉部

27.7.10 59459 永 統計でみる市区町村のすがた　２０1５ 総務省統計局
59460 永 平成26年 人口推計　－平成26年10月１日現在－ 総務省統計局

27.7.15 59461 永 平成26年 保健統計の概況 福島県保健福祉部

59462 永 平成26年 個人企業経済調査報告（動向編）　平成27年1～3月期及び平成26年度 総務省統計局
27.7.21 59463 3 平成24年 札幌市民経済計算年報 札幌市市長政策室政策企画部企画課

27.7.30 59464 永 平成26年 商業動態統計年報 経済産業省大臣官房調査統計グループ

27.8.3 59465 永 平成25年 平成24年中小企業実態基本調査報告書 (平成24年度決算実績) 中小企業庁

59466 10 平成26年 都道府県統計機構等の現況（平成２６年度） 総務省政策統括官（統計基準担当）付統計企画監理官室

59467 10 平成25年 平成25年度統計調査員確保対策事業の現況 総務省政策統括官（統計基準担当）付統計企画監理官室

27.8.10 59468 永 平成26年 平成26年産　農作物の作柄 東北農政局福島地域センター

59469 10 平成26年 平成26年度　血液事業の概要 福島県赤十字血液センター

27.8.17 59470 永 平成2５年 平成24年工業統計表　品目編 経済産業省大臣官房統計調査グループ

59471 永 平成2５年 平成24年工業統計表　工業地区編 経済産業省大臣官房統計調査グループ

59472 永 平成2５年 平成24年工業統計表　用地・用水編 経済産業省大臣官房統計調査グループ

59473 永 平成2５年 平成24年工業統計表　市区町村編 経済産業省大臣官房統計調査グループ

59474 永 平成2５年 平成24年工業統計表　経済産業局別・都道府県別表 経済産業省大臣官房統計調査グループ

59475 永 平成2５年 平成24年工業統計表　産業編 経済産業省大臣官房統計調査グループ

27.8.18 59476 永 平成2５年 木材需給と木材工業の現況 福島県農林水産部

59477 永 平成26年 住民基本台帳人口移動報告年報　平成26年 総務省統計局

27.8.19 59478 永 平成26年 交通事故のあらまし　平成26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

27.8.27 59479 永 平成25年 平成25年　住宅・土地統計調査報告　第３巻　大都市圏・都市圏・距離帯編 総務庁統計局

27.8.28 59480 3 平成26年 北海道の賃金、労働時間及び雇用の動き―毎月勤労統計調査年報― 北海道総合政策部情報統計局統計課
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27.9.1 59481 永 平成23年 平成23年度　県民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所

27.9.3 59482 永 平成26年 平成26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

27.9.7 59483 永 平成26年 平成26年　商業統計速報（卸売業・小売業） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

27.9.14 59484 永 平成2５年 平成25年度　貨物・旅客地域流動調査 国土交通省総合政策局情報政策課

27.9.29 59485 永 平成26年 福島県年次経済報告書　（平成26年） 福島県企画調整部統計課

27.9.30 59486 永 平成26年 平成２２年基準　鉱工業指数年報　平成２６年版 経済産業省大臣官房調査統計グループ

27.10.1 59487 永 平成2７年 人口問題研究第71巻第3号　2015年 国立社会保障・人口問題研究所

27.10.5 59488 永 平成27年 東北経済のポイント　平成27年版 東北経済産業局調査課

27.10.8 59489 永 平成25年 個人企業経済調査報告（構造編）　平成26年 総務省統計局

59490 永 平成25年 個人企業経済調査報告（動向編）　平成26年 総務省統計局

27.10.13 59491 永 平成26年 少年非行の概況 福島県警察本部生活安全部少年課

27.10.14 59492 永 平成26年 家計調査年報　平成26年《Ⅱ貯蓄・負債編》 総務省統計局

27.10.15 59493 永 平成26年 ２０１３年漁業センサス　第５巻　海面業の構造変化に関する統計 農林水産省大臣官房統計部

59494 永 平成2７年 平成26年度　福島県地価調査書 福島県企画調整部土地・水調整課

59495 永 平成25年 平成25年度建設工事施工統計調査報告　第59号 国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室

27.10.30 59496 永 平成27年 平成27年版　交通白書 福島県生活環境部生活交通課

27.11.5 59498 永 平成27年 平成２7年度版環境白書－本編－ 福島県生活環境部生活環境総務課

59499 永 平成27年 平成２7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

59500 永 平成２５年 平成２５年度鉄道統計年報 国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

59501 永 平成２６年 平成２６年度鉄道統計年報 国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

27.11.9 59502 平成27年 福島大学　地域創造 国立大学法人福島大学地域創造支援センター

27.11.13 59503 永 平成26年 小売物価統計調査（構造編）年報　平成26年 総務省統計局

27.11.24 59504 永 平成27年 平成２７年度版　福島県環境白書－統計資料編－ 福島県生活環境部生活環境総務課

59505 永 平成27年 平成２７年版　在留外国人統計 法務省入国管理局

27.11.26 59506 永 平成26年 平成26年度版　生命保険事業概況（CD-ROM）　 （社）生命保険協会

27.11.30 59507 永 平成27年 農林水産統計　－平成２７年度版－　２０１５ 農林水産省大臣官房統計部

27.12.2 59508 永 平成26年 平成26年　人口動態統計（確定数）の概況（福島県） 保健福祉総務部保健福祉総務課

59509 永 平成26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26年版 福島県企画調整部統計課

59510 永 平成26年 建設工事受注動態統計調査報告　平成26年度　第15号 国土交通省総合政策局情報政策課建設統計室

59511 ３ 平成27年 福利厚生のしおり 福島県総務部人事総室福利厚生室

27.12.18 59512 永 平成27年 農業･農村の動向等に関する年次報告 福島県農林水産部

59513 永 第六十五回　日本統計年鑑　平成28年 総務省統計局・統計研修所

59514 10 平成27年 ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン　平成２７年度　事業計画の概要　～ともに育む、風土が息づく美しい県土～ 福島県土木部土木企画課

59515 永 平成24年 平成2４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

27.12.21 59516 永 平成26年 航空輸送統計年報　平成26年 国土交通省総合政策局情報管理部
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59517 永 平成27年 個人企業経済調査報告（動向編）　平成27年７～９月期　Ｎｏ．254 総務省統計局

27.12.22 59518 10 平成27年 都道府県統計機構等の現況（平成２７年度） 総務省政策統括官（統計基準担当）付統計企画監理官室

59519 10 平成26年 平成２６年度統計調査員確保対策事業 総務省政策統括官（統計基準担当）付統計企画監理官室

28.1.8 59520 永 平成26年 国立社会保障・人口問題研究所年報　平成26年版 国立社会保障・人口問題研究所
59521 永 平成27年 平成27年度　福島県の国土調査 福島県農林水産部農村計画課

28.1.15 59522 永 平成25年 ２０１３年漁業センサス　第６巻　海面漁業の団体経営体に関する統計 農林水産省大臣官房統計部

59523 永 平成25年 ２０１３年漁業センサス　総括編 農林水産省大臣官房統計部

28.1.18 59524 3 平成25年 衛生統計年報（平成25年）　三重県 三重県健康福祉部

28.1.22 59525 永 平成26年 自動車輸送統計　自動車燃料消費量統計　年報　第50第13号平成24年度分 国土交通省

59526 永 平成26年 税務統計書　平成26年度 福島県税務課

28.1.28 59527 永 平成25年 福島県県民経済計算年報　平成25年度版 福島県企画調整部統計課

59528 永 平成２5年 鉄道輸送統計年報　No.27　平成25年度分 国土交通省鉄道局監修

59529 永 平成２6年 鉄道輸送統計年報　No.28　平成26年度分 国土交通省鉄道局監修

28.1.29 59530 永 平成2７年 平成27年度学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報９ 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室

59531 永 平成27年 平成26年度　学校基本調査速報（学校調査・学校通信教育調査・卒業後の状況調査・不就学学齢児童生徒調査・学校施設調査） 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

59532 永 平成26年 平成26年度　地方教育費調査報告書　（平成25会計年度）　 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室

28.2.5 59523 永 平成26年 ガス事業年報　平成26年度（2014年度） 資源エネルギー庁ガス市場整備課

28.2.12 59524 永 平成26年 毎月勤労統計調査年報　平成26年　－全国調査－ 厚生省大臣官房統計情報部

59525 永 平成26年 毎月勤労統計調査年報　平成26年　－地方調査－ 厚生省大臣官房統計情報部

59526 永 平成26年 第67回　労働統計年報 厚生労働省大臣官房統計情報部

59527 10 平成２７年 人口統計資料集（2015） 国立社会保障・人口問題研究所

28.2.22 59528 永 平成27年 統計でみる日本2016 一般財団法人　日本統計協会

28.2.23 59529 10 平成26年 2015自動車統計データブック（第33集） （社）日本自動車販売協会連合会業務部

28.2.24 59530 永 平成2７年 国県道現況調書 福島県土木部道路計画課

28.3.3 59531 10 平成27年 みんゆうデータブック　201５年度版 福島民友新聞社

59532 10 平成2７年 福島民報年鑑　2015 福島民報社

59533 永 平成27年 電気事業便覧　平成2７年版 電気事業連合会統計委員会

59534 10 平成27年 平成26年版　全国市町村要覧 市町村要覧編集委員会

59535 10 平成27年 2016　データでみる県勢 （財）矢野恒太記念会

59536 10 平成25年 厚生の指標　増刊　保険と年金の動向　2015/2016　 一般財団法人厚生統計協会

59537 スポーツを10倍楽しむ統計学 鳥越規央・データスタジアム野球事業部

59538 勝てる野球の統計学　セイバーメトリクス 鳥越規央

59539 GDP<小さくて大きな数字>の歴史 ダイアン・コイル

59540 永 統計でみる都道府県のすがた201６ 総務省統計局

59541 永 社会生活統計指標 −都道府県の指標−2015 総務省統計局
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28.3.8 59542 永 平成26年 小売物価統計調査（動向編）年報　平成26年 総務省統計局

59543 永 平成26年 平成26年度　市町村公営企業年報 福島県市町村財政課

59544 永 平成26年 平成26年度　市町村財政年報 福島県市町村財政課

28.3.18 59545 10 平成26年 福島県民有林林道の現況・平成26年度林道事業実績（平成27年4月1日） 福島県農林水産部森林整備課

28.3.22 59546 永 第130回　福島県統計年鑑　2016 福島県企画調整部統計課

59547 永 一目でわかる福島県の指標2016 福島県企画調整部統計課

28.3.23 59548 永 平成26年 サービス産業動向調査年報　平成26年 総務省統計局

59549 永 世界の統計　2016 総務省統計局・統計研修所

59550 永 日本の統計　2016 総務省統計局

28.3.28 59551 永 平成26年 平成26年工業統計表　産業編〔概要版〕 経済産業省大臣官房統計調査グループ

59552 永 平成23年 運輸部門を中心とした平成23年（2011年）産業連関表 国土交通省総合政策局情報政策課

28.3.30 59553 永 平成28年 平成28年度　水質測定計画 福島県生活環境部水・大気環境課

28.3.31 59554 永 平成27年 平成27年度学校保健統計調査報告書 文部科学省

28.3.31 59555 永 平成２5年 毎月勤労統計調査特別調査報告　平成25年（改訂） 厚生労働省大臣官房統計情報部

28.3.31 59556 永 平成26年 毎月勤労統計調査特別調査報告　平成26年（改訂） 厚生労働省大臣官房統計情報部

28.3.31 59557 永 平成27年 毎月勤労統計調査特別調査報告　平成27年 厚生労働省大臣官房統計情報部

28.3.31 59558 永 平成28年 平成28年　賃金引上げ等の実態に関する調査報告 厚生労働省大臣官房統計情報部


