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30.4.2 59873 永 平成27年 平成27年　福島県の工業　（平成27年工業統計調査結果報告書） 福島県企画調整部統計調査課

30.4.4 59874 10 平成30年 平成30年　研修実施計画 独立行政法人　労働政策研究・研修機構　労働大学校

30.4.4 59875 10 平成23年 平成23年北海道内地域間産業連関表 国土交通省北海道開発局開発監理部開発計画課

30.4.4 59876 永 平成30年 統計研究彙報　2018年3月 総務省統計研究研修所

30.4.4 59877 永 平成28年 平成28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

30.4.4 59878 3 平成29年 山形県の人口と世帯数 山形県企画振興部

30.4.4 59879 10 平成２８年 病院年報 福島県立医科大学附属病院

30.4.5 59880 10 平成30年 平成30年度　事業計画の概要 福島県土木部土木企画課

30.4.5 59881 永 アナリーゼふくしま No.24 福島県企画調整部統計課

30.4.6 59882 永 平成３０年 文部科学統計要覧 文部科学省

30.4.11 59883 10 平成30年 ふくしまの未来を拓く県土づくりプラン　平成29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

30.4.11 59884 永 平成29年 平成29年度　水質測定計画 福島県生活環境部水・大気環境課

59885 10 平成29年 福島県の道路２０１8 福島県土木部

59886 永 平成29年 小名浜港統計年報 福島県小名浜港湾建設事務所

30.4.20 59887 10 平成29年 平成２９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

30.5.10 59888 永 平成29年 平成30年度　事業計画書 福島県保健福祉部

30.5.14 59889 永 平成27年 平成27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

30.5.17 59890 永 平成29年 平成29年度学校保健統計調査報告書 福島県企画調整統計課

30.5.28 59891 永 平成29年 家計調査報告　平成29年　（貯蓄・負債編） 総務省統計局

59892 永 平成27年 平成27（2015）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

59893 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

30.5.29 59894 永 平成27年 平成28年　福島県森林・林業統計書 福島県農林水産部

30.5.31 59895 永 平成27年 平成２７（2015）年度　福島県県民経済計算年報 福島県企画調整部統計課

59896 永 平成28年 平成28年度　国民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所

59897 永 平成2９年 毎月勤労統計調査報告　－地方調査－　平成29年10,11,12月 厚生省大臣政策統括官

30.6.1 59898 永 平成３０年 福島県市町村要覧 福島県総務部市町村総室

59899 永 平成29年 平成29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

59900 永 平成29年度 福島県水産要覧 福島県農林水産部水産課編

59901 永 平成28年 平成28年　木材需給と木材工業の現況 福島県農林水産部

30.6.8 59902 永 平成28年 平成28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

30.6.22 59903 永 平成29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

30.6.22 59904 永 平成29年 平成29年度　地方教育費調査　中間報告　 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室

30.6.28 59905 永 人口問題研究 第74巻第2号 国立社会保障・人口問題研究所
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59906 永 平成29年 調査業務・図書室の概要 福島県議会事務局

59907 永 平成29年 人口推計　－平成２９年１０月１日現在ー 総務省統計局

59908 永 平成28年 平成28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

59909 永 平成27年 平成2７年度　一般交通量調査総括表 福島県土木部道路総室

30.6.29 59910 永 平成25年 日本の住宅・土地 総務省統計局

59911 永 平成29年 家計調査年報　平成29年《Ⅰ家計収支編》 総務省統計局

59912 永 平成29年 労働力調査年報 総務省統計局

59913 永 平成28年 平成28年　漁業就業動向調査報告書 農林水産省大臣官房統計部

59914 永 平成29年 平成29年　漁業就業動向調査報告書 農林水産省大臣官房統計部

59915 永 平成29年 平成29年度　統計法施行状況報告 総務省政策統括官統計基準担当

30.7.9 59916 永 統計でみる市区町村のすがた　2018 総務省統計局

30.7.24 59917 永 平成29年 保健統計の概況　平成29年版　第66巻 福島県保健福祉部

30.7.26 59918 永 平成29年 住民基本台帳人口移動報告年報　平成29年 総務省統計局

30.8.13 59922 永 平成30年 平成30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 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室

30.8.13 59923 永 平成29年 季刊　国民経済計算 内閣府経済社会総合研究所

30.8.21 59924 永 平成28年 平成28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

30.8.2３ 59925 10 平成2７年 POPULATION AND HOUSEHOLDS OF JAPAN 2015 総務省統計局

30.8.24 59926 10 平成2７年 平成27年国勢調査報告　第５巻　抽出詳細集計結果　その１　全国編 総務省統計局

30.8.24 59927 10 平成2７年 平成27年国勢調査報告　第５巻　抽出詳細集計結果　その２　都道府県・市区町村編　①北海道・東北 総務省統計局

30.8.24 59928 10 平成2７年 平成27年国勢調査報告　第５巻　抽出詳細集計結果　その２　都道府県・市区町村編　②関東 総務省統計局

30.8.24 59929 10 平成2７年 平成27年国勢調査報告　第５巻　抽出詳細集計結果　その２　都道府県・市区町村編　③中部 総務省統計局

30.8.24 59930 10 平成2７年 平成27年国勢調査報告　第５巻　抽出詳細集計結果　その２　都道府県・市区町村編　④近畿 総務省統計局

30.8.24 59931 10 平成2７年 平成27年国勢調査報告　第５巻　抽出詳細集計結果　その２　都道府県・市区町村編　⑤中国・四国 総務省統計局

30.8.24 59932 10 平成2７年 平成27年国勢調査報告　第５巻　抽出詳細集計結果　その２　都道府県・市区町村編　⑥九州・沖縄　 総務省統計局

30.8.24 59933 10 平成2７年 平成27年国勢調査報告　第６巻　第２部　従業地・通学地による抽出詳細集計結果 総務省統計局

30.8.27 59934 永 平成29年 福島県年次経済報告書　（平成29年） 福島県企画調整部統計課

30.8.31 59935 永 平成29年 少年非行の概況 福島県警察本部生活安全部少年課

30.9.18 59936 永 平成29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

30.9.26 59937 永 平成29年 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2018 総務省統計局

30.9.25 59938 永 平成２９年 福島県鉱工業指数年報－平成22年基準－　平成29年版 福島県企画調整部統計課

59939 永 平成30年 平成30年版　福島県勢要覧 福島県企画調整部統計課

30.10.03 59940 永 平成29年 家計調査年報　平成29年《Ⅱ貯蓄・負債編》 総務省統計局

30.10.15 59941 永 平成30年 東北経済のポイント　平成30年版 東北経済産業局調査課

30.10.26 59942 永 平成28年 平成28年　社会生活基本調査報告　第３巻　詳細行動分類による生活時間編 総務省統計局
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30.10.30 59943 永 平成29年 航空輸送統計年報　平成2９年 国土交通省総合政策局情報管理部

59944 平成28年 薬事工業生産動態統計年報 厚生労働省医政局

30.１１．５ 59945 永 平成２９年 自動車燃料消費量統計年報　平成29年分 国土交通省

30.１１．５ 59946 永 平成２９年 自動車輸送統計年報　第5５巻　第13号　平成2９年度分 国土交通省

30.１１．５ 59947 永 平成28年 サービス産業動向調査拡大調査報告　平成28年 総務省統計局

30.１１．５ 59948 永 平成29年 毎月勤労統計調査年報　－全国調査－　平成29年 厚生省大臣官房統計情報部

30.１１．７ 59949 永 平成30年 平成30年版　交通白書 福島県生活環境部生活交通課

30.１１．8 59950 永 平成29年 犯罪統計書　福島県の犯罪　平成29年 福島県警察本部

29.11.20 59951 10 平成29年 平成29年度　血液事業の概要 赤十字血液センター

30.11.26 59952 永 平成30年 平成30年度　福島県の国土調査 福島県農林水産部農村計画課

30.11.29 59953 10 平成29年 201７自動車統計データブック（第36集） （一社）日本自動車販売協会連合会業務部統計課

30.12.17 59957 10 平成30年 平成30年版　全国市町村要覧 市町村要覧編集委員会

30.12.17 59958 10 平成30年 よくわかる　福島県の経済と産業　2018

30.12.17 59959 永 平成29年 電気事業便覧　2017年版 電気事業連合会統計委員会

30.12.17 59960 永 平成29年 鉄道要覧 国土交通省鉄道局監修

30.12.17 59961 永 第六十八回　日本統計年鑑　平成３１年 総務省統計局・統計研修所

30.12.17 59962 永 平成29年 鉄道車両等生産動態統計年報　平成29年度 国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

30.12.17 59963 永 平成2９年 鉄道輸送統計年報　No.３１　平成２９年度分 国土交通省総合政策局情報政策課交通経済統計調査室

30.12.25 59964 永 平成30年 平成30年度版環境白書－本編－ 福島県生活環境部生活環境総務課

30.12.25 59965 永 平成30年 平成30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

30.12.25 59966 永 平成28年 平成２8（2016）年度　福島県県民経済計算年報 福島県企画調整部統計課

30.12.26 59967 永 平成27年 平成27年国勢調査　最終報告書　日本の人口・世帯 総務省統計局

30.12.28 59968 永 平成30年 平成30年度学校保健統計速報（学校保健統計調査の結果速報） 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室

31.1.8 59969 永 平成30年 平成29年版　在留外国人統計 法務省入国管理局

31.1.9 59970 永 平成30年 第92次農林水産省統計表 農林水産省大臣官房統計部

31.1.1１ 59971 永 平成2９年 小売物価統計調査年報　平成29年 総務省統計局

31.1.1１ 59972 永 平成２９年 税務統計書　平成２９年度 福島県税務課

31.1．18 59973 永 平成30年 平成30年度　学校基本調査報告書（高等教育機関） 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室

31.1．18 59974 永 平成30年 平成30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） 文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室

31.1.21 59975 永 平成２９年 平成24年　就業構造基本調査報告　全国編 総務省統計局

31.1.21 59976 永 平成２９年 平成24年　就業構造基本調査報告　都道府県編 総務省統計局

H31.2.4 59990 永 平成27年 平成27年国勢調査報告　第２巻その２人口等基本集計結果⑩四国 総務省統計局

H31.2.4 59991 永 平成27年 平成27年国勢調査報告　第２巻その２人口等基本集計結果⑪九州Ⅰ 総務省統計局

H31.2.4 59992 永 平成27年 平成27年国勢調査報告　第２巻その２人口等基本集計結果⑫九州Ⅱ・沖縄 総務省統計局

H31.2.4 59993 永 平成27年 平成27年国勢調査報告　第４巻その２世帯構造等基本集計結果①北海道・東北 総務省統計局
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H31.2.4 59994 永 平成27年 平成27年国勢調査報告　第5巻その1抽出詳細集計結果全国編 総務省統計局

H31.2.4 59995 永 平成27年 平成27年国勢調査報告　第5巻その２抽出詳細集計結果①北海道・東北 総務省統計局

H31.2.4 59996 永 平成27年
平成27年国勢調査報告　第6巻第1部従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果その２①北海道・
東北 総務省統計局

H31.2.4 59997 永 平成27年 平成27年国勢調査報告　第７巻その２人口移動集計結果①北海道・東北 総務省統計局

H31.2.7 59998 永 平成25年 住民基本台帳人口移動報告年報　平成25年 総務省統計局

H31.2.7 59999 永 平成29年 住民基本台帳人口移動報告年報　平成29年 総務省統計局

H31.2.20 60000 永 統計でみる日本2019 一般財団法人　日本統計協会

H31.2.21 60001 永 平成29年 平成29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

H31.2.22 60002 10 平成30年 2019　データでみる県勢　第28版 公益財団法人矢野恒太記念会

H31.2.22 60003 10 平成2９年 厚生の指標　増刊　保険と年金の動向　2018/2019　 一般財団法人厚生統計協会

H31.3.4 60004 永 平成29年 サービス産業動向調査年報　平成29年 総務省統計局

H31.3.5 60005 永 平成2７年 平成2７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

H31.3.5 60006 永 統計でみる都道府県のすがた2019 総務省統計局
H31.3.5 60007 永 社会生活統計指標 −都道府県の指標−2018 総務省統計局

H31.3.13 60008 永 平成30年 平成30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

H31.3.20 60009 永 平成29年 平成29年度　市町村財政年報 福島県市町村財政課

H31.3.22 60010 永 一目でわかる福島県の指標2019 福島県企画調整部統計課

H31.3.22 60011 永 日本の統計　2019 総務省統計局

H31.3.22 60012 永 世界の統計　2019 総務省統計局

H31.3.25 60013 永 平成30年 福島県の推計人口（福島県現住人口調査年報）　平成30年版 福島県企画調整部統計課

H31.3.25 60014 永 平成30年 統計研究彙報　2019年3月 総務省統計研修所

H31.3.25 60015 10 平成29年 福島県民有林林道の現況・平成29年度林道事業実績（平成30年4月1日） 福島県農林水産部森林整備課

H31.3.25 60016 永 第133回　福島県統計年鑑　2019 福島県企画調整部統計課

H31.3.26 60017 永 平成29年 平成29年度　市町村公営企業年報 福島県市町村財政課

H31.3.28 60018 永 平成30年 平成30年相馬港統計年報 福島県相馬港湾建設事務所

H31.3.28 60019 永 平成30年 毎月勤労統計調査特別調査報告　平成30年（2018） 厚生省大臣官房統計情報部

H31.3.28 60020 永 平成30年 平成30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・情報政策担当）


