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H31.4.1 60021 永 2017年度 ガス事業年報　２０１７年度 資源エネルギー庁ガス市場整備課
H31.4.2 60022 永 平成30年 平成30年度　学校基本統計（学校基本調査報告書） 福島県企画調整部統計課

H31.4.1 60021 永 2017年度 ガス事業年報　２０１７年度 資源エネルギー庁ガス市場整備課

H31.4.2 60024 永 人口問題研究 第75巻第1号 国立社会保障・人口問題研究所

H31.4.5 60025 永 平成29年度 水質年報（平成29年度） 福島県生活環境部水・大気環境課

H31.4.5 60026 永 平成31年度 平成31年度　水質測定計画 福島県生活環境部水・大気環境課

H31.4.8 60027 永 平成31年 文部科学統計要覧 文部科学省

H31.4.8 60028 10 平成30年度 平成30年度企業行動に関するアンケート調査報告書 内閣府経済社会総合研究所

H31.4.26 60029 永 平成30年 科学技術研究調査報告 総務省統計局

H31.4.26 60030 永 平成30年 消費者物価指数年報 総務省統計局

H31.4.26 60031 永 平成30年 福島県の建設概要「道路編」国県道現況調書（平成30年4月1日現在） 福島県土木部道路計画課

R元.5.7 60032 永 平成30年 個人企業経済調査報告（動向編）　平成30年10～12月期 No.267 総務省統計局

R元.5.7 60033 10 平成31年度 平成31年度　事業計画の概要 福島県土木部土木企画課

R元.5.7 60034 永 平成30年度 平成30年度　学校保健統計（学校保健統計調査報告書） 福島県企画調整統計課

R元.5.7 60035 永 平成29年度 平成30年　福島県森林・林業統計書 福島県農林水産部

R元.5.10 60036 永 平成30年 平成31年度　事業計画書 福島県保健福祉部

R元.5.10 60037 永 平成30年 平成31年度　事業計画書（別冊）重点事業一覧 福島県保健福祉部

R元.5.17 60038 永 平成30年 保健統計の概況　平成30年版　第67巻 福島県保健福祉部

R元.5.17 60039 永 平成28年度 平成28年度　福島県の一般廃棄物処理の状況（平成29年3月末現在） 福島県生活環境部一般廃棄物課

R元.5.17 60040 永 平成30年度 福島県水産要覧　平成31年3月 福島県農林水産部水産課

R元.5.31 60041 永 平成31年 福島県市町村要覧 福島県総務部市町村総室

R元.6.10 60042 永 平成28年 平成２8（2016）年度　福島県県民経済計算（改定） 福島県企画調整部統計課

R元.6.10 60043 永 平成29年 2017(平成29)年　木材需給と木材工業の現況 福島県農林水産部

R元.6.19 60044 永 平成29年 平成29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

R元.6.19 60045 永 平成30年 調査業務・図書室の概要 福島県議会事務局

R元.6.25 60046 永 平成30年 平成29年度　地方教育費調査　中間報告　 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R元.6.2８ 60047 永 統計でみる市区町村のすがた　2019 総務省統計局

R元.7.11 60048 永 平成30年 個人企業経済調査報告（動向編）　平成31年1～3月期及び平成30年度 No.268 総務省統計局

R元.7.11 60049 永 アナリーゼふくしま No.25 福島県企画調整部統計課

R元.7.11 60050 永 平成29年 平成29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

R元.7.11 60051 永 平成29年 石油等消費動態統計年報 経済産業省資源エネルギー庁長官官房総務課

R元.7.11 60052 永 人口問題研究 第75巻第2号 国立社会保障・人口問題研究所
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R元.7.31 60053 永 平成30年 平成30年度社会教育統計中間報告（社会教育調査の結果中間報告） 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R元.7.31 60054 永 平成30年 平成30年　交通事故のあらまし 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

R元.7.31 60055 永 平成29年 平成29年度　国民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所

R元.7.31 60056 永 平成28年 平成28（2016）年度　福島県市町村民経済計算年報 福島県企画調整部統計課

R元.8.8 60057 永 令和元年 令和元年度　学校基本調査報告書（令和元年5月1日現在） 福島県企画調整部統計課

R元.8.10 60058 永 令和元年 令和元年度学校基本調査の結果速報　学校調査　卒業後の状況調査 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R元.8.10 60059 永 令和元年 令和元年度学校基本調査の結果速報　学校調査　学校通信教育調査　不就学学齢児童正当調査　卒業後の状況調査 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R元.9.17 60060 永 平成30年 少年非行の概況 福島県警察本部生活安全部少年課

R元.9.20 60061 永 平成30年 犯罪統計書　福島県の犯罪　平成30年 福島県警察本部

R元.9.26 60062 永 平成30年 福島県鉱工業指数年報－平成22年基準－　平成30年版 福島県企画調整部統計課

R元.9.26 60063 永 平成30年 個人企業経済調査報告（構造編）　2018年（平成30年） 総務省統計局

R元.9.26 60064 永 令和元年 令和元年版　福島県勢要覧 福島県企画調整部統計課

R元.10.１ 60065 永 令和元年 統計関係法令・通知等資料集　前編　令和元年9月 総務省政策統括官（統計基準担当）

R元.10.１ 60066 永 令和元年 統計関係法令・通知等資料集　後編　令和元年9月 総務省政策統括官（統計基準担当）

R元.10.１ 60067 永 人口問題研究 第75巻第3号 国立社会保障・人口問題研究所

R元.10.１ 60068 永 平成30年 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2019 総務省統計局

R元.11.11 60069 永 平成30年度 平成30年度（平成31年作成）　労災保険事業概況 福島労働局労働基準部労災補償課

R元.11.19 60070 永 令和元年 第93次農林水産省統計表 農林水産省大臣官房統計部

R元.11.22 60071 永 平成30年 サービス産業動向調査年報　2018年（平成30年） 総務省統計局

R元.11.22 60072 永 平成29年 サービス産業動向調査拡大調査報告　2017年（平成29年） 総務省統計局

R元.11.27 60073 永 日本標準産業分類　平成25年１0月改訂 総務省政策統括官（統計基準担当）

R元.11.27 60074 永 平成28年 平成28年 経済センサス-活動調査　結果表様式 総務省統計局・経済産業省大臣官房調査統計Ｇ

R元.11.27 60075 永 平成28年 平成28年 経済センサス-活動調査報告 第１巻　事務所数及び従業員数に関する集計 総務省統計局・経済産業省大臣官房調査統計Ｇ

R元.11.27 60076 永 平成28年 平成28年 経済センサス-活動調査報告 第２巻　事務所の売上（収入）金額に関する集計 総務省統計局・経済産業省大臣官房調査統計Ｇ

R元.11.27 60077 永 平成28年 平成28年 経済センサス-活動調査報告 第３巻　企業等数及び従業者数に関する集計 総務省統計局・経済産業省大臣官房調査統計Ｇ

R元.11.27 60078 永 平成28年 平成28年 経済センサス-活動調査報告 第４巻　企業等の売上（収入）金額及び費用に関する集計 総務省統計局・経済産業省大臣官房調査統計Ｇ

R元.11.27 60079 永 平成28年 平成28年 経済センサス-活動調査報告 第８巻　建設業、医療・福祉、学校教育及びサービス業に関する集計 総務省統計局・経済産業省大臣官房調査統計Ｇ

R元.11.27 60080 永 平成28年 平成28年　経済センサス-活動調査（卸売業,小売業）結果報告書 平成28年6月1日調査 福島県企画調整部統計課

R元.11.28 60081 永 平成24年 平成24年　経済センサス-活動調査結果（確報） 福島県企画調整部統計課

R元.11.28 60082 永 平成27年 平成27年　福島県の工業　（平成28年経済センサス-活動調査（製造業）結果報告書） 福島県企画調整部統計課
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R元.11.28 60083 永 平成28年 平成28年　福島県の工業　（平成29年工業統計調査結果報告書） 福島県企画調整部統計課

R元.12.3 60084 永 平成29年 平成30年度　地方教育費調査報告書　（平成29会計年度）　 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R元.12.9 60085 永 第六十九回　日本統計年鑑　令和2年 総務省統計局

R元.12.10 60086 永 平成30年 令和元年版　在留外国人統計 出入国在留管理庁

R元.12.20 60087 永 平成29年 平成２9（2017）年度　福島県県民経済計算年報 福島県企画調整部統計課

R元.12.20 60088 永 平成30年 令和元年度版環境白書－本編－ 福島県生活環境部生活環境総務課

R元.12.20 60089 永 平成30年 令和元年度版環境白書－統計資料編－ 福島県生活環境部生活環境総務課

R元.12.26 60090 永 令和元年度 令和元年度学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報） 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R元.12.26 60091 永 平成28年 平成28年　経済センサス-活動調査結果報告書（産業横断的集計） 福島県企画調整部統計課

R元.12.27 60092 永 令和元年 令和元年版　交通白書 福島県生活環境部生活交通課・福島県警察本部

R2.1.6 60093 永 平成30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29年版

福島県企画調整部統計課

R2.1.6 60094 永 平成30年度 税務統計書　平成30年度 福島県税務課

R2.1.6 60095 永 人口問題研究 第75巻第4号 国立社会保障・人口問題研究所

R2.1.7 60096 10 令和元年 令和元年版　全国市町村要覧 市町村要覧編集委員会

R2.1.7 60097 永 平成30年 電気事業便覧　2018年版 電気事業連合会統計委員会

R2.1.7 60098 永 平成30年 平成30年度　鉄道要覧 国土交通省鉄道局監修

R2.1.7 60099 永 令和元年 令和元年度　鉄道要覧 国土交通省鉄道局監修

R2.1.8 60100 永 令和元年 令和元年度　学校基本調査報告書（高等教育機関） 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R2.1.8 60101 永 令和元年 令和元年度　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） 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R2.1.20 60102 永 平成30年 毎月勤労統計調査年報　－地方調査－　平成30年 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）

R2.1.20 60103 10 平成30年 2019自動車統計データブック（第37集） （一社）日本自動車販売協会連合会広報部統計課

R2.1.23 60104 永 平成30年 ポケット農林水産統計　－令和元年版－　2019 農林水産省大臣官房統計部

R2.1.23 60105 永 平成31年 令和元年度　福島県の国土調査 福島県農林水産部農村計画課

R2.1.24 60106 10 令和元年 第17回　消費購買動向調査結果報告書　令和元年度 福島県商工労働部

R2.1.27 60107 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス調査結果報告書　海面漁業調査（調査期日　平成30年11月1日） 福島県企画調整部統計課

R2.1.28 60108 永 平成29年 平成29年　福島県の工業　（平成30年工業統計調査結果報告書） 福島県企画調整部統計課

R2.1.31 60109 10 平成30年 2020　データでみる県勢　第29版 公益財団法人矢野恒太記念会

R2.1.31 60110 10 平成30年 厚生の指標　増刊　保険と年金の動向　2019/2030　 一般財団法人厚生統計協会

R2.2.20 60111 永 平成30年 人口統計資料集　2020 国立社会保障・人口問題研究所

R2.3.5 60112 永 平成３１年 日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）　2019（平成31）年推計 国立社会保障・人口問題研究所

R2.3.5 60113 10 令和元年 都道府県統計機構等の現況（令和元年度） 総務省政策統括官（統計基準担当）付統計企画監理官室

R2.3.6 60114 永 統計でみる日本2020 一般財団法人　日本統計協会
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R2.3.6 60115 永 統計でみる都道府県のすがた2020 総務省統計局

R2.3.6 60116 永 社会生活統計指標 −都道府県の指標−2020 総務省統計局

R2.3.12 60117 永 令和元年 令和元年　全国都道府県市区町村別面積調 国土交通省国土地理院

R2.3.19 60118 5 統計数理研究所共同研究リポート４３１　統計教育実践研究　第１２巻　2020年2月 統計数理研究所

R2.3.23 60119 永 日本の統計　2020 総務省統計局

R2.3.23 60120 永 世界の統計　2020 総務省統計局

R2.3.23 60121 永 令和元年 ２０１９年（令和元年）　科学技術研究調査報告 総務省統計局

R2.3.25 60122 永 平成29年 平成29年度　福島県の一般廃棄物処理の状況（平成30年3月末現在） 福島県生活環境部一般廃棄物課

R2.3.26 60123 永 平成2８年 平成28年度　県民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所　国民経済計算部

R2.3.27 60124 永 平成30年 平成30年度　市町村財政年報 福島県市町村財政課

R2.3.27 60125 永 平成30年 平成30年度　市町村公営企業年報 福島県市町村財政課

R2.3.27 60126 永 令和元年 ガス事業便覧　２０１９年版 一般社団法人　日本ガス協会

R2.3.31 60127 永 平成30年 水質年報（平成30年度） 福島県生活環境部水・大気環境課

R2.3.31 60128 永 令和2年 平成2年度　水質測定計画 福島県生活環境部水・大気環境課

R2.3.31 60129 10 平成30年 福島県民有林林道の現況・平成30年度林道事業実績（平成31年4月1日） 福島県農林水産部森林整備課

R2.3.31 60130 永 平成30年 平成30年度　社会教育統計（社会教育調査報告書） 文部科学省総合教育政策局調査企画課専門調査係

R2.3.31 60131 永 令和元年 令和元年度　学校保健統計（学校保健統計調査報告書） 文部科学省総合教育政策局調査企画課専門調査係

R2.3.31 60132 永 令和元年 令和元年度　学校基本統計（学校基本調査報告書） 福島県企画調整部統計課

R2.3.31 60133 永 令和元年 毎月勤労統計調査特別調査報告　令和元年（2019） 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）

R2.3.31 60134 永 令和元年 令和元年　賃金引上げ等の実態に関する調査報告 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）

R2.3.31 60135 永 平成27年 平成27年（2015年）建設部門分析用産業連関表 国土交通省総合政策局情報政策課
R2.3.31 60136 永 人口問題研究 第76巻第1号 国立社会保障・人口問題研究所

R2.3.31 60137 永 統計研究彙報　2020年3月 第77号 総務省統計研修所


