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R2.4.2 60138 永 平成31年 平成31年相馬港統計年報 福島県相馬港湾建設事務所

R2.4.6 60139 永 平成29年 平成29（2017）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

R2.4.10 60140 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　総括編 農林水産省大臣官房統計部

R2.4.10 60141 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第1巻　海面業に関する統計（全国、大海区編） 農林水産省大臣官房統計部

R2.4.10 60142 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第２巻　海面業に関する統計（都道府県編） 農林水産省大臣官房統計部

R2.4.10 60143 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第３巻　海面業に関する統計（市区町村編） 農林水産省大臣官房統計部

R2.4.10 60144 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第７巻　内水面漁業に関する統計 農林水産省大臣官房統計部

R2.4.10 60145 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第８巻　流通加工業に関する統計（全国・都道府県・市区町村編） 農林水産省大臣官房統計部

R2.4.20 60146 永 平成30年 鉄道車両等生産動態統計年報　平成30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

R2.4.20 60147 永 平成30年 鉄道輸送統計年報　No.32　平成30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

R2.4.20 60148 永 令和元年 令和元年小名浜港統計年報 福島県小名浜港湾建設事務所

R2.4.21 60149 永 令和2年 令和2年度　事業計画書 福島県保健福祉部

R2.4.21 60150 永 令和2年 令和2年度　事業計画書（別冊）重点事業一覧 福島県保健福祉部

R2.4.24 60151 永 平成30年 自動車燃料消費量統計年報　平成30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

R2.4.24 60152 永 平成30年 自動車輸送統計年報　第56巻　第13号　平成30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

R2.4.24 60153 永 アナリーゼふくしま No.26 福島県企画調整部統計課

R2.5.8 60154 10 令和2年度 令和2年度　事業計画の概要 福島県土木部土木企画課

R2.5.8 60155 永 平成30年度 令和元年　福島県森林・林業統計書 福島県農林水産部

R2.5.8 60156 永 令和元年度 福島県水産要覧　令和2年3月 福島県農林水産部水産課

R2.5.14 60157 永 平成30年 毎月勤労統計調査年報　－全国調査－　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）

R2.5.18 60158 10 令和元年度 令和元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

R2.5.29 60159 永 令和2年 福島県市町村要覧　2020 福島県総務部市町村総室

R2.6.2 60160 永 平成30、令和元年 第66次東北農林水産統計年報 東北農政局統計部統計企画課

R2.6.12 60161 永 令和元年 労働力調査年報 総務省統計局

R2.6.16 60162 永 令和元年 科学技術要覧　令和元年版（２０１９） 文部科学省科学技術・学術政策局

R2.6.18 60163 永 平成30年 平成30年度　国民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所

R2.6.18 60164 永 令和2年 文部科学統計要覧　令和２年版（２０２０） 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R2.6.19 60165 永 令和元年 消費者物価指数年報 総務省統計局

R2.6.22 60166 永 平成30年 令和元年度　地方教育費調査（平成30会計年度）　教育行政調査（令和元年５月１日現在）　中間報告　 文部科学省総合教育政策局調査企画課

R2.6.23 60167 永 令和元年 調査業務・図書室の概要 福島県議会事務局

R2.6.30 60168 永 令和元年 令和元年　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

R2.7.1 60169 永 令和元年 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
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R2.7.2 60170 永 平成30年 2018(平成30)年　木材需給と木材工業の現況 福島県農林水産部

R2.7.6 60171 永 統計でみる市区町村のすがた　2020 総務省統計局

R2.7.6 60172 永 令和元年 人口推計　－2019年（令和元年）１０月１日現在ー 総務省統計局

R2.7.8 60173 永 平成27年 平成27年（2015年）福島県産業連関表 福島県企画調整部統計課

R2.7.20 60174 永 令和元年 住民基本台帳人口移動報告年報　2019年（令和元年） 総務省統計局

R2.8.3 60175 永 平成30年 ２０１８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

R2.8.3 60176 永 人口問題研究 第76巻第2号 国立社会保障・人口問題研究所

R2.8.18 60177 永 令和元年 家計調査年報　《Ⅰ　家計収支編》　令和元年 総務省統計局

R2.8.19 60178 永 平成30年 平成30年　住宅・土地統計調査報告　全国編 総務庁統計局

R2.8.19 60179 永 平成30年 平成30年　住宅・土地統計調査報告　都道府県編 総務庁統計局

R2.8.25 60180 永 令和２年 令和2年度　学校基本調査報告書（令和2年5月1日現在） 福島県企画調整部統計課

R2.8.27 60181 永 令和元年 福島県年次経済報告書　（令和元（平成31）年） 福島県企画調整部統計課

R2.8.27 60182 永 令和元年 令和2年版　警察白書 国家公安委員会・警察庁

R2.9.18 60183 永 令和元年 令和元年　少年非行の概況 福島県警察本部生活安全部少年課

R2.9.28 60184 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第5巻　海面漁業の構造変化に関する統計 農林水産省大臣官房統計部

R2.9.29 60185 永 令和元年 家計調査年報　《Ⅱ　貯蓄・負債編》　令和元年 総務省統計局

R2.9.29 60186 永 令和元年 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2020 総務省統計局

R2.9.29 60187 永 令和元年 福島県鉱工業指数年報－平成27年基準－　平成31・令和元年版 福島県企画調整部統計課

R2.10.7 60188 永 人口問題研究 第76巻第3号 国立社会保障・人口問題研究所

R2.10.19 60189 永 令和元年 小売物価統計調査年報　令和元年 総務省統計局

R2.10.20 60190 永 平成30年 平成30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

R2.10.27 60191 永 平成31年 平成31年　相馬港統計年報 福島県相馬港湾建設事務所

R2.11.20 60192 永 令和元年 サービス産業動向調査年報　2019年（令和元年） 総務省統計局

R2.11.27 60193 永 令和元年 ポケット農林水産統計　－令和2年版－　2020 農林水産省大臣官房統計部

R2.11.27 60194 10 平成27年 平成27年北海道産業連関表 国土交通省北海道開発局開発監理部開発計画課

R2.11.27 60195 永 令和2年 令和2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

R2.12.11 60196 永 令和元年度 令和元年度　地方教育費調査報告書（平成30会計年度）　教育行政調査（令和元年5月1日現在） 文部科学省総合教育政策局調査企画課統計情報分析係

R2.12.11 60197 永 第七十回　日本統計年鑑　令和3年 総務省統計局

R2.12.11 60198 永 令和元年度 令和元年度（令和2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

R2.12.21 60199 10 令和2年 令和2年版　全国市町村要覧 市町村要覧編集委員会

R2.12.21 60200 永 令和元年 電気事業便覧　2019年版 経済産業省資源エネルギー庁　編

R2.12.21 60201 永 令和2年度 令和2年度　鉄道要覧 国土交通省鉄道局監修
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R2.12.23 60202 永 平成30年 平成30（2018）年度　福島県県民経済計算年報 福島県企画調整部統計課

R2.12.23 60203 永 平成30年 平成30（2018）年度　福島県県民経済計算の概要 福島県企画調整部統計課

R2.12.25 60204 永 令和元年度 令和元年度　学校教員統計中間報告（学校教員統計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専門調査係

R3.1.8 60205 永 令和元年 令和2年版　在留外国人統計 出入国在留管理庁

R3.1.8 60206 永 令和2年 第94次農林水産省統計表 農林水産省大臣官房統計部

R3.1.13 60207 永 令和元年 犯罪統計書　福島県の犯罪　令和元年 福島県警察本部

R3.1.15 60208 永 人口問題研究 第76巻第4号 国立社会保障・人口問題研究所

R3.1.20 60209 永 令和元年度 税務統計書　令和元年度 福島県税務課

R3.1.25 60210 永 平成30年 平成30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

R3.1.27 60211 10 令和元年 2020自動車統計データブック（第38集） （一社）日本自動車販売協会連合会広報部統計課

R3.1.29 60212 永 令和2年 令和2年度　福島県の国土調査 福島県農林水産部農村計画課

R3.2.4 60213 10 令和元年 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

R3.2.4 60214 10 令和元年 厚生の指標　増刊　保険と年金の動向　2020/2021　 一般財団法人厚生統計協会

R3.2.4 60215 永 令和元年
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－令和元年版

福島県企画調整部統計課

R3.2.8 60216 永 令和元年 毎月勤労統計調査年報　－地方調査－　令和元年　２０１９ 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）

R3.3.12 60217 永 統計でみる都道府県のすがた2021 総務省統計局

R3.3.12 60218 永 社会生活統計指標 −都道府県の指標−2021 総務省統計局

R3.3.12 60219 永 統計でみる日本2020 一般財団法人　日本統計協会

R3.3.12 60220 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第4巻　海面漁業に関する統計（漁業地区編）第１分冊　北海道・東北・北陸 農林水産省大臣官房統計部

R3.3.12 60221 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第4巻　海面漁業に関する統計（漁業地区編）第２分冊　関東・東海・近畿 農林水産省大臣官房統計部

R3.3.12 60222 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第4巻　海面漁業に関する統計（漁業地区編）第3分冊　中国・四国 農林水産省大臣官房統計部

R3.3.12 60223 永 平成30年 サービス産業動向調査拡大調査報告　2018年（平成30年） 総務省統計局

R3.3.12 60224 永 平成30年度 平成30年度　福島県の一般廃棄物処理の状況（平成31年3月末現在） 福島県生活環境部一般廃棄物課

R3.3.12 60225 永 令和元年 令和2年度版環境白書－本編－ 福島県生活環境部生活環境総務課

R3.3.12 60226 永 令和元年 令和2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

R3.3.12 60227 永 令和元年 人口統計資料集　2021 国立社会保障・人口問題研究所

R3.3.12 60228 永 令和2年 福島県の建設概要「道路編」国県道現況調書（令和2年4月1日現在） 福島県土木部道路計画課

R3.3.12 60229 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

R3.3.12 60230 永 平成30年 平成30年小名浜港統計年報 福島県小名浜港湾建設事務所

R3.3.12 60231 永 平成31年 平成31年相馬港統計年報 福島県相馬港湾建設事務所
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R3.3.12 60232 永 令和元年 令和元年小名浜港統計年報 福島県小名浜港湾建設事務所

R3.3.19 60233 永 日本の統計　2021 総務省統計局

R3.3.19 60234 永 世界の統計　2021 総務省統計局

R3.3.19 60235 永 令和2年 ２０２０年（令和2年）　科学技術研究調査報告 総務省統計局

R3.3.19 60236 永 令和元年 個人企業経済調査報告　2019年（令和元年） 総務省統計局

R3.3.22 60237 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第4巻　海面漁業に関する統計（漁業地区編）第4分冊　九州・沖縄 農林水産省大臣官房統計部

R3.3.22 60238 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第9巻　流通加工業に関する統計（漁業地区編） 農林水産省大臣官房統計部

R3.3.22 60239 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　総括編　（正誤表） 農林水産省大臣官房統計部

R3.3.22 60240 永 平成30年 ２０１８年漁業センサス　第８巻　流通加工業に関する統計（全国・都道府県・市区町村編）　（正誤表） 農林水産省大臣官房統計部

R3.3.23 60241 永 令和元年度 令和元年度　市町村財政年報 福島県市町村財政課

R3.3.23 60242 永 令和元年度 令和元年度　市町村公営企業年報 福島県市町村財政課

R3.3.24 60243 永 第135回　福島県統計年鑑　2021 福島県企画調整部統計課

R3.3.24 60244 永 一目でわかる福島県の指標2021 福島県企画調整部統計課

R3.3.25 60245 永 令和2年 令和2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）

R3.3.25 60246 永 統計研究彙報　202１年3月 第78号 総務省統計研修所


