
番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県 税務年報 兵庫県財務部税務課

2 統計・県 生活保護の概況 兵庫県福祉部地域福祉課

3 統計・県 水道施設現況調書 兵庫県保健医療部生活衛生課

4 統計・国 世界の統計　 総務省統計局

5 統計・国 統計でみる日本 (一財)日本統計協会

6 統計・国 統計でみる日本　都道府県のすがた 総務省統計局

7 統計・国 社会生活統計指標 総務省統計局

8 統計・県 兵庫県統計書 兵庫県企画部統計課・兵庫県統計協会

9 統計・県 兵庫県勢要覧 2023 兵庫県統計協会

10 統計・市町 高砂市統計書 高砂市役所総務部総務室総務課

11 統計・県外 統計でわかる滋賀 滋賀県総合企画部統計課

12 統計・国 第346号 人口統計資料集2023 国立社会保障・人口問題研究所

13 統計・国 港湾統計（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

14 統計・国 公益法人を巡る改革の定量的評価 公益財団法人統計情報研究開発センター

統計資料　令和５年３月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 ポケット農林水産統計　令和4年版（2022） 農林水産省大臣官房統計部

2 統計・県 兵庫県民経済計算　令和2年度 兵庫県企画部統計課

3 統計・県外 奈良県のすがた グラフと解説で見る統計ガイド　令和4年度版 2022 奈良県総務部知事公室統計分析課

4 統計・県 兵庫県の人口の動き　令和4年1月～12月 兵庫県企画部統計課

統計資料　令和５年２月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・市町 統計でみるあまがさき 令和4年度 尼崎市総務局情報統計担当

2 統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報 2021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

3 統計・国 子供の学習費調査報告書 令和3年度
文部科学省総合教育政策局調査企画課統
計情報分析係

4 統計・国 鉄道輸送統計年報 №35 2021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

5 統計・県 兵庫の統計 №567～578（1月号～12月号） 令和5年 兵庫県企画部統計課

6 統計・国
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）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 令
和4年度

文部科学省総合教育政策局調査企画課

7 統計・国 水産物流通調査 産地水産物用途別出荷量調査報告 令和3年度 農林水産省大臣官房統計部

8 統計・国 花き生産出荷統計 令和3年度 農林水産省大臣官房統計部

統計資料　令和５年１月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県 兵庫のすがた　2022年 兵庫県企画部統計課

2 統計・市町 川西市統計要覧　令和3年度版 川西市

3 統計・国 学校保健統計（学校保健統計調査報告書）　令和3年度 文部科学省

4 統計・国 日本統計年鑑 第72回　令和5年 総務省統計局

5 統計・県外 大阪都市交通要覧　平成29（2017）年版 関西鉄道協会都市交通研究所

6 統計・国
地方教育費調査報告（令和2会計年度）教育行政調査（令和3年5月1日現在）
令和3年度

文部科学省

7 統計・国 在留外国人統計　令和4年版 出入国在留管理庁

統計資料　令和４年12月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 人口動態統計 令和2年
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、
労使関係担当)

2 統計・国 小売物価統計調査年報 令和3年 総務省統計局

3 統計・国 医療施設調査(静態調査 動態調査) 病院報告 令和2年
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、
労使関係担当)

4 統計・県 兵庫県港湾統計年報 令和3年 兵庫県土木部港湾課

統計資料　令和４年11月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県外 統計ハンドブック　ふじのくに静岡県の100の指標　令和4年 静岡県デジタル戦略局データ活用推進課

2 統計・国 畜産物流通統計　令和3年 農林水産省大臣官房統計部

3 統計・国 国勢調査　調査区関係資料利用の手引　令和2年 総務省統計局

4 統計・国 農作物災害種類別被害統計　被害応急調査結果　令和3年 農林水産省大臣官房統計部

5 統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報　令和4年版（2022年版） 国立社会保障・人口問題研究所

6 統計・国 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN　2022年 総務省統計局

7 統計・国
国勢調査報告　第1巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編　①北
海道・東北　令和2年

総務省統計局

8 統計・国
国勢調査報告　第1巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編　②関
東　令和2年

総務省統計局

9 統計・国
国勢調査報告　第1巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編　③中
部　令和2年

総務省統計局

10 統計・国
国勢調査報告　第1巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編　⑤中
国・四国　令和2年

総務省統計局

11 統計・国
国勢調査報告　第1巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編　⑥九
州・沖縄　令和2年

総務省統計局

12 統計・市町 加古川市上下水道事業統計年報　R.3.4.1～4.3.31　令和3年度 加古川市上下水道局

統計資料　令和４年10月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 住民基本台帳人口要覧Ⅰ 令和4年1月1日現在 総務省自治行政局

2 統計・国 住民基本台帳人口要覧Ⅱ 令和4年1月1日現在 総務省自治行政局

3 統計・国 地域保健・健康増進事業報告 令和2年
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、労使関係担当）

4 統計・市町 たつの市統計書 令和4年（2022） たつの市総務部デジタル戦略推進課

5 統計・県外 統計でみる愛媛のすがた 2022 愛媛県企画振興部政策企画局企画統計課

6 統計・県外 国民衛生の動向 厚生の指標 厚生の指標　増刊69巻第9号 2022/2023 （一財）厚生労働統計協会

7 統計・国 国勢調査 第1巻 人口等基本集計結果 その1 全国編 令和2年 総務省統計局

8 統計・国
国勢調査 第1巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ④近畿 令
和2年

総務省統計局

9 統計・国 家計調査年報 《Ⅱ 貯蓄・負債編》 令和3年 総務省統計局

統計資料　令和４年９月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・市町 芦屋市統計書 令和3年版 芦屋市総務部文書法制課

2 統計・市町 消防年報 尼崎市 2021 尼崎市消防局企画管理課

3 統計・国 個人企業経済調査報告 2021年（令和3年） 総務省統計局

4 統計・国 医師・歯科医師・薬剤師統計 令和2年
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、労使関係担当）

5 統計・国 裁判所データブック 2022 最高裁判所

6 統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報 2021年（令和3年） 総務省統計局

7 統計・国 衛生行政報告例 令和2年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、労使関係担当）

8 統計・国 家計調査年報 《Ⅰ 家計収支編》 令和3年 総務省統計局

9 統計・国
人口推計 2021年（令和3年）10月1日現在 №95 人口推計資料 全国 年齢（各
歳），男女別人口 都道府県 年齢（5歳階級），男女別人口

総務省統計局

統計資料　令和４年８月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県 兵庫県統計調査一覧 令和4年度 兵庫県企画部統計課

2 統計・県 毎月勤労統計調査地方調査年報 賃金、労働時間及び雇用の動き 令和3年版 兵庫県企画部統計課

3 統計・国 石油等消費動態統計年報 令和3年
経済産業省資源エネルギー庁長官官房総
務課

4 統計・国 統計でみる市区町村のすがた 2022 総務省統計局

5 統計・国 人口問題研究 第78巻第2号 国立社会保障・人口問題研究所

6 統計・県外
国勢調査からみた市区町村人口 大正9（1920）年～令和2（2020）年までの100
年間の人口の推移

一般財団法人日本統計協会

7 統計・国 貨物・旅客地域流動調査 令和2年度 国土交通省総合政策局情報政策課

8 統計・県 犯罪統計書 令和3年 兵庫県警察本部刑事部刑事企画課

9 統計・国 学校保健統計速報 学校保健統計調査の結果速報 令和3年度 文部科学省総合教育政策局調査企画課

統計資料　令和４年７月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 畜産統計 令和3年 農林水産省大臣官房統計部

2 統計・国 社会福祉施設等調査報告 令和2年
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、労使関係担当）

3 統計・国 厚生統計要覧 令和3年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、労使関係担当）

4 統計・県外 経済統計の実際 日本統計学会

5 統計・国
地方教育費調査報告（令和2会計年度）教育行政調査（令和3年5月1日現在）中
間報告

文部科学省総合教育策局調査企画課

6 統計・国 労働力調査年報 令和3年 2021 総務省統計局

統計資料　令和４年６月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県外 100の指標からみた香川　令和4年版 香川県政策部統計調査課

2 統計・県外 富山県統計年鑑　令和2年 富山県経営管理部統計調査課

3 統計・県外 100の指標からみた奈良県勢　令和3年 奈良県総務部知事公室統計課

4 統計・県外 富山県勢要覧　令和3年 富山県経営管理部統計調査課

5 統計・県外 100の指標　統計からみた富山　令和3年 富山県経営管理部統計調査課

6 統計・国 統計研究彙報　第79号　2022年3月 総務省統計研究研修所

統計資料　令和４年５月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 人口問題研究 第78巻第1号　2022年
国立社会保障・人口問題研究所人口問題
研究所

2 統計・市町 小野市統計書　令和3年版 小野市総務部総務課

3 統計・市町 小野市統計書　令和3年版 小野市総務部総務課

4 統計・県外 奈良県のすがた グラフと解説で見る統計ガイド　令和3年度版 2021 奈良県総務部知事公室統計分析課

5 統計・県外 奈良県のすがた 概要版　令和3年度版 2021 奈良県総務部知事公室統計課

6 統計・県外 指標からみた和歌山県のすがた　令和3年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

7 統計・国 野生鳥獣資源利用実態調査報告　令和2年度 農林水産省大臣官房統計部農村振興局

8 統計・県外 指標で知る千葉県　2021年 千葉県総合企画部統計課

9 統計・県外 千葉県勢要覧　令和2年版 千葉県総合企画部統計課

10 統計・市町 赤穂市統計書　令和3年版 赤穂市総務部行政課

11 統計・市町 高砂市統計書　令和2年版 高砂市企画総務部総務室総務課

12 統計・市町 高砂市統計書　令和2年版 高砂市企画総務部総務室総務課

13 統計・県 兵庫県における田畑売買価格等調査結果　令和3年版
（公財）ひょうご農林機構兵庫県農業会
議事務局

14 統計・県 兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果　令和4年3月
（公財）ひょうご農林機構兵庫県農業会
議事務局

15 統計・市町 丹波篠山市統計書　令和3年度版 丹波篠山市企画総務部総務課

16 統計・市町
尼崎市の人口 令和2年国勢調査結果　町字別、年齢別人口、全市、年齢別人口
令和2年10月1日現在

尼崎市総務局行政部情報統計担当

17 統計・市町 尼崎市統計書　令和3年版 尼崎市総務局情報統計担当

18 統計・市町 西脇市統計書　令和3年版 西脇市総務部総務課

19 統計・国 地域保健・健康増進事業報告 地域保健編　令和元年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

20 統計・国 地域保健・健康増進事業報告 健康増進編　令和元年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

21 統計・市町 三木市統計書　令和3年版 三木市総務部総務課

22 統計・県 港湾・海岸調査報告書　令和3年 兵庫県県土整備部土木局港湾課

23 統計・県 兵庫県統計書　令和2年（2020） 兵庫県統計協会

24 統計・国
現代日本の世帯変動　第39号 現代日本の世帯変動　第8回世帯動態調査(2019年
社会保障・人口問題基本調査）

国立社会保障・人口問題研究所

25 統計・県外 東京都統計年鑑 第72回　令和2年 東京都総務局統計部調査課

統計資料　令和４年４月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県 生活保護の概況 令和2年度生活保護統計年度報 令和3年度 兵庫県健康福祉部社会福祉局地域福祉課

2 統計・県外 統計でわかる滋賀 2022年 滋賀県総合企画部統計課

3 統計・県 兵庫県の人口の動き 令和3年1月～12月 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

4 統計・県外 大阪都市交通要覧 平成28（2016）年版 関西鉄道協会都市交通研究所

5 統計・県 税務年報 令和2年度 兵庫県企画県民部企画財政局税務課

6 統計・国 農林業センサス 第7巻 農山村地域調査報告書 2020年 農林水産省大臣官房統計部

7 統計・国 水産物流通調査 令和2年度 農林水産省経済局統計情報部

8 統計・国 JNTO日本の国際観光統計 2020年
日本政府観光局（JNTO）編・
（一財）国際観光サービスセンター発行

9 統計・県外 都市・地域交通年報 CD-ROM付 平成29年版 （一財）運輸総合研究所

10 統計・国 統計でみる都道府県のすがた 2022年 総務省統計局

11 統計・国 社会生活統計指標 都道府県の指標 2021年 総務省統計局

12 統計・県外 統計でみる日本 2022年 (一財)日本統計協会

13 統計・国 森林・林業統計要覧 2021年
林野庁編集・(一財）日本森林林業振興会
発行

14 統計・県外 国民衛生の動向 厚生の指標 増刊68巻第9号 2021/2022年 （一財）厚生労働統計協会

15 統計・県外 保険と年金の動向 第68巻第14号 厚生の指標増刊 2021/2022年 (一財）厚生労働統計協会

16 統計・県外 国際連合  世界統計年鑑 Vol.64 2021年 国際連合統計局　（株）原書房

17 統計・国 世界の統計 2022年 総務省統計局

18 統計・国 消費者物価指数基準改定資料集成 第1次～第16次 総務省統計局

19 統計・国 科学技術研究調査報告 2021年（令和3年） 総務省統計局統計調査部経済統計課

20 統計・県外 統計でみる日本 2022年 (一財)日本統計協会

21 統計・県外 兵庫県勢要覧 2022年版 兵庫県統計協会

22 統計・国 世界の統計 2022年 総務省統計局

23 統計・国 日本の統計 2022年 総務省統計局

24 統計・国 農林業センサス 第1巻 兵庫県統計書 2020年 農林水産省大臣官房統計部

25 統計・国 農林業センサス 第3巻 農林業経営体調査報告書  農林業経営体分類編 2020年 農林水産省大臣官房統計部

26 統計・国 農林業センサス 第4巻 農林業経営体調査報告書  農業経営部門別編 2020年 農林水産省大臣官房統計部

27 統計・国
農林業センサス 第5巻 農林業経営体調査報告書 抽出集計編 2020年
第6巻 農林業経営体調査報告書 構造動態編 2020年

農林水産省大臣官房統計部

28 統計・国 農林業センサス 第8巻 農業集落類型別統計報告書 2020年 農林水産省大臣官房統計部

29 統計・国 人口問題研究所　研究資料 第345号 人口統計資料集 2022年 国立社会保障・人口問題研究所

30 統計・国 オンライン研修 初めて学ぶやさしい統計 令和2年度 総務省統計研究研修所研修企画課

31 統計・県外 愛知県統計年鑑 第70回 令和3（2021）年度刊 愛知県県民文化局県民生活部統計課

統計資料　令和４年３月　新着資料



32 統計・国 福祉行政報告例 令和2年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、労使関係担当）

33 統計・国 人口動態統計特殊報告書 出生に関する統計 令和3年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、労使関係担当）

34 統計・県 税務年報 令和2年度 兵庫県企画県民部企画財政局税務課

35 統計・県 水道施設現況調書 水道水質監視実施結果・外部精度管理実施結果 令和2年度 兵庫県健康福祉部健康局生活衛生課

36 統計・市町 相生市統計書 令和3年版 相生市企画総務部企画広報課



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県 兵庫県港湾統計年報 令和2年（2020年） 兵庫県県土整備部土木局港湾課

2 統計・市町 統計でみるあまがさき 令和3年度 尼崎市総務局情報公開・統計担当

3 統計・市町 尼崎市の工業 工業統計調査市集計結果報告 令和2年 尼崎市総務局情報統計担当

統計資料　令和４年２月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県 兵庫の統計 №555～566（1月号～12月号） 令和4年 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

2 統計・県 兵庫県民経済計算 令和元年度 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

3 統計・国
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）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 令和
3年度

文部科学省総合教育政策局調査企画課

4 統計・国 農林水産省統計表 第95次 農林水産省大臣官房統計部

統計資料　令和４年１月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報　2020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

2 統計・国 鉄道輸送統計年報 №34　2020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

3 統計・国 ポケット農林水産統計　令和3年版（2021） 農林水産省大臣官房統計部

4 統計・国 地方教育費調査報告書（令和元会計年度）　令和2年度 文部科学省総合教育策局調査企画課

5 統計・国 日本統計年鑑 第71回　令和4年 総務省統計局

6 統計・国 木材需給報告書　令和元年 農林水産省大臣官房統計部

7 統計・国 在留外国人統計　令和3年版
出入国在留管理庁在留管理支援部情報分
析官

8 統計・国 漁業・養殖業生産統計年報　令和元年 農林水産省大臣官房統計部

統計資料　令和３年12月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 福祉行政報告例　令和元年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

2 統計・国 衛生行政報告例　令和元年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

3 統計・県外 奈良県統計年鑑　令和2年度 奈良県総務部知事公室統計分析課

4 統計・県外 統計ハンドブック　ふじのくに静岡県の100の指標　令和3年版 静岡県デジタル戦略局データ活用推進課

5 統計・国 国税庁統計年報書　第145回　令和元年度版 国税庁（（一財）大蔵財務協会）

6 統計・国 交通経済統計要覧　平成31・令和元年版
国土交通省総合政策局情報政策課監修
（一財）運輸総合研究所

7 統計・国 消費者物価指数の解説　2020年基準 総務省統計局統計調査部経済統計課

8 統計・国 消費者物価指数のしくみと見方　－2020年基準消費者物価指数－ 総務省統計局統計調査部経済統計課

9 統計・国 農林業センサス　第2巻 農林業経営体調査報告書　総括編　2020年 農林水産省大臣官房統計部

10 統計・国 サービス産業動向調査年報　2020年（令和2年） 総務省統計局統計調査部経済統計課

統計資料　令和３年11月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・市町 姫路市保健衛生年報　令和2年度事業実績・令和元年次人口統計　令和3年度 姫路市保健所

2 統計・県外 世界国勢図会　世界がわかるデータブック　第32版　2021/2022年 （公財）矢野恒太記念会

3 統計・国 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN　2021年 総務省統計局

4 統計・国 近畿農林水産統計年報　令和元年～2年 近畿農政局統計部統計企画課

5 統計・県外 最低賃金決定要覧　令和3年度版 労働調査会

6 統計・県外 地域経済総覧　週刊東洋経済臨時増刊　2021年 東洋経済新報社

7 統計・県外 奈良県民手帳　2022年/令和4年 奈良県統計協会編集・発行

8 統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧　令和2年
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策
課土地対策室

9 統計・県 兵庫県地価調査鑑定評価書　令和2年
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策
課土地対策室

10 統計・市町 加古川市上下水道事業統計年報　R.2.4.1～R.3.3.31　令和2年度 加古川市上下水道局

11 統計・県外 栃木県民手帳　令和3年（2021）
栃木県県民生活部統計課監修・栃木県統
計協会発行

統計資料　令和３年10月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報　2020年（令和2年） 総務省統計局

2 統計・市町 芦屋市統計書　令和2年版 芦屋市総務部文書法制課

3 統計・県外 地方公務員給与の実態　令和2年4月1日地方公務員給与実態調査結果　令和2年 （一財）地方財務協会

4 統計・市町 たつの市統計書　令和3年（2021） たつの市総務部情報推進課

5 統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報　令和3年版（2021年版） 国立社会保障・人口問題研究所

6 統計・国 統計法施行状況報告　令和2年度（2020年度） 総務省政策統括官（統計制度担当）

7 統計・国 家計調査年報　《Ⅱ 貯蓄・負債編》　令和2年 総務省統計局

8 統計・県外
住民基本台帳人口・世帯数表　市区町村別の男女・年齢階級別人口、世帯数、
人口動態　令和3年

（公財）国土地理協会

9 統計・県外 国民の福祉と介護の動向　厚生の指標　第68巻第10号 増刊　2021/2022年 （一財）厚生労働統計協会

10 統計・市町 川西市統計要覧　令和2年度版 川西市総務部総務課

統計資料　令和３年９月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 貨物・旅客地域流動調査 令和元年度 国土交通省総合政策局情報政策課

2 統計・国 個人企業経済調査報告 2020年（令和2年） 総務省統計局

3 統計・市町 消防年報 尼崎市 2019年 尼崎市消防局企画管理課

4 統計・国 家計調査年報 令和2年 《Ⅰ 家計収支編》 総務省統計局

5 統計・県 犯罪統計書 令和2年 兵庫県警察本部刑事部刑事企画課

6 統計・国 裁判所データブック 2021年 最高裁判所事務総局

7 統計・県 兵庫のすがた 2020年 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

8 統計・国 食料需給表 令和元年度
農林水産省大臣官房政策課
（一財）農林統計協会

統計資料　令和３年８月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 石油等消費動態統計年報　令和2年（2020）
経済産業省資源エネルギー庁長官官房総
務課

2 統計・国 文部科学統計要覧　令和3年版（2021） 文部科学省総合教育政策局調査企画課

3 統計・県外 統計のおはなし　統計を知れば、使えば、おもしろい！　令和3年 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

4 統計・国 統計でみる市区町村のすがた　2021年 総務省統計局

5 統計・国 気象年鑑　2021年版
（一財）気象業務支援センター　監修：
気象庁

6 統計・市町 統計グラフ　ひめじ　2021年 姫路市総務局情報管理室

7 統計・県 毎月勤労統計調査地方調査年報　賃金、労働時間及び雇用の動き　令和2年版 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

8 統計・市町 尼崎市の工業　工業統計調査市集計結果報告　令和元年 尼崎市総務局情報統計担当

9 統計・国 経済センサス-基礎調査報告　令和元年 総務省統計局

10 統計・国 学校保健統計　学校保健統計調査報告書　令和2年度 文部科学省総合教育政策局調整企画課

11 統計・県 学校保健統計調査報告書　発育と健康　令和2年度 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

12 統計・県外 統計でみる愛媛のすがた　2021 愛媛県企画振興部政策企画局企画統計課

統計資料　令和３年７月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県外 100の指標からみた奈良県勢　令和2年版 奈良県総務部知事公室統計分析課

2 統計・国 就労条件総合調査　令和2年版（2020）
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担
当)

3 統計・県外 観光の実態と志向　第39回　国民の観光に関する動向調査　令和2年度版 （公財）日本観光振興協会

4 統計・県外 日本国勢図会　日本がわかるデータブック　第79版　2021/2022年 （公財）矢野恒太記念会

5 統計・県外 ガス事業便覧　2020年版 （一社）日本ｶﾞｽ協会

6 統計・県外 電気事業便覧　2020年版
（一財）経済産業調査会・経済産業省資
源エネルギー庁

7 統計・国 労働力調査年報　令和2年 2020 総務省統計局

8 統計・国 消費者物価指数年報　令和2年（2020） 総務省統計局

9 統計・県外 国民衛生の動向  厚生の指標　増刊67巻第9号　2020/2021年 （一財）厚生労働統計協会

10 統計・県外 国際連合  世界人口年鑑　Vol.70　2019年
国際連合  翻訳監修：公益財団法人ジョ
イセフ高橋重郷　（株）原書房

11 統計・国 厚生統計要覧　令和2年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

12 統計・国 社会福祉施設等調査報告　令和元年
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

統計資料　令和３年６月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・市町 西脇市統計書　令和2年版（2020） 西脇市総務部総務課

統計資料　令和３年５月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県外 宮城県勢要覧 みやぎのすがた　2021 宮城県震災復興・企画部統計課

2 統計・市町 小野市統計書　令和2年版 小野市総務部総務課

3 統計・市町 相生市統計書　令和2年版 相生市企画総務部企画広報課

4 統計・市町 赤穂市統計書　令和2年版 赤穂市総務部行政課

5 統計・県 兵庫県統計書　令和元年（2019） 兵庫県統計協会

6 統計・県 兵庫県勢要覧　2021年版 兵庫県統計協会

7 統計・県外 毎月勤労統計調査結果報告書　－地方調査－　令和元年 山梨県県民生活部統計調査課

8 統計・県外 高知県産業連関表　－高知県経済の構造－　平成27年（2015年） 高知県総務部統計分析課

9 統計・国 花き生産出荷統計　令和元年産 農林水産省大臣官房統計部

10 統計・国 野菜生産出荷統計　令和元年産 農林水産省大臣官房統計部

11 統計・市町 高砂市統計書　令和2年版 高砂市企画総務部総務室総務課

12 統計・県外 熊本のすがた　2021 熊本県企画振興部統計調査課

13 統計・国 人口動態統計　令和元年
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

14 統計・国 人口動態統計特殊報告書　人口動態保健所・市区町村別統計　平成25～29年
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

15 統計・国 クラブでみる世帯の状況　国民生活基礎調査（令和元年）の結果から　令和3年
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担
当)

16 統計・国 国民医療費　平成30年度
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担
当)

17 統計・国 医療施設調査(動態調査)  病院報告　令和元年
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

18 統計・県外 富山県統計年鑑　令和元年（令和2年度刊行） 富山県経営管理部統計調査課

19 統計・県外 富山県政要覧　令和2年版 富山県経営管理部統計調査課

20 統計・県外 100の指標　統計から見た富山　令和2年度版 富山県経営管理部統計調査課

21 統計・県外 目で見る富山の統計　令和2年版 富山県経営管理部統計調査課

22 統計・県外 滋賀県統計書　令和元年度 滋賀県総合企画部統計課

23 統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報　2019年度（令和元年度）
国土交通省総合政策局情報政策課交通経
済統計調査室

24 統計・国 鉄道輸送統計年報　№33　2019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

25 統計・県 港湾・海岸調査報告書　令和2年 兵庫県県土整備部土木局港湾課

26 統計・国 学校教員統計（学校教員統計調査報告書）　令和元年度 文部科学省総合教育政策局調査企画課

27 統計・県 兵庫県統計調査一覧　令和3年度 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

28 統計・市町 三木市統計書　令和2年版 三木市総務部総務課

29 統計・県外 グラフでみるOUR  阿波とくしま　2021年 徳島県政策創造部統計データ課

30 統計・県外 100の指標からみた香川　令和3年版 香川県政策部統計調査課

31 統計・県外 東京都統計年鑑　第71回　平成31年・令和元年 東京都総務局統計部調査課

統計資料　令和３年４月　新着資料



32 統計・市町 尼崎市統計書　令和元年版 尼崎市総務局情報統計担当

33 統計・市町 統計でみるあまがさき　令和2年度 尼崎市総務局国勢調査・統計担当

34 統計・県 水道施設現況調書　水道水質監視実施結果・外部精度管理実施結果　令和元年度兵庫県健康福祉部健康局生活衛生課



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県 税務年報　令和元年度 兵庫県企画県民部企画財政局税務課

2 統計・県外 統計でわかる滋賀　2021年 滋賀県総合企画部統計課

3 統計・国 人口問題研究所　研究資料　第343号 人口統計資料集　2021 国立社会保障・人口問題研究所

4 統計・国 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

5 統計・国 統計でみる都道府県のすがた　2021年 総務省統計局

6 統計・国 社会生活統計指標　都道府県の指標　2021年 総務省統計局

7 統計・県外 統計でみる日本　2021年 (一財)日本統計協会

8 統計・県 生活保護の概況　令和元（平成31）年度生活保護統計年度報　令和2年度 兵庫県健康福祉部社会福祉局地域福祉課

9 統計・県外 奈良県統計年鑑　令和元年度 奈良県総務部知事公室統計分析課

10 統計・県外 愛媛県統計年鑑　第69回　ＣＤ－ＲＯＭ版　令和2年
愛媛県統計協会（愛媛県企画振興部統計
課内）

11 統計・国 世界の統計　2021年 総務省統計局

12 統計・国 個人企業経済調査報告　2019年（令和元年） 総務省統計局

13 統計・市町 丹波篠山市統計書　令和2年度版 丹波篠山市企画総務部総務課

14 統計・国
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

15 統計・国
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

16 統計・国
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

17 統計・国
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

18 統計・国 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

19 統計・県 兵庫県統計書　令和元年（2019） 兵庫県統計協会

20 統計・県 兵庫県勢要覧　2021年版 兵庫県統計協会

21 統計・国 青果物卸売市場調査報告（産地別）　令和元年 農林水産省大臣官房統計部

22 統計・国 畜産統計　令和２年 農林水産省大臣官房統計部

23 統計・国 牛乳乳製品統計　令和元年 農林水産省大臣官房統計部

24 統計・県外 千葉県勢要覧　令和元年版 千葉県総合企画部統計課

25 統計・県外 指標で知る千葉県　千葉県統計指標　2020年 千葉県総合企画部統計課

26 統計・県外 指標からみた和歌山県のすがた　令和2年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

27 統計・国 科学技術研究調査報告　2020年（令和2年） 総務省統計局統計調査部経済統計課

28 統計・国 日本の統計　2021年 総務省統計局

29 統計・国 漁業・養殖業生産統計年報　併載：漁業産出額　平成30年 農林水産省大臣官房統計部

30 統計・県外 愛知県統計年鑑　第69回　令和2（2020）年度刊 愛知県県民文化局県民生活部統計課

31 統計・国 各府省統計調査計画等一覧　令和3年度
総務省政策統括官（統計基準担当）付統
計企画管理官室

統計資料　令和３年３月　新着資料



32 統計・国 統計研究彙報　第61号　2004年12月 総務省統計研修所

33 統計・国 統計研究彙報　第62号　2005年6月 総務省統計研修所

34 統計・国 統計研究彙報　第63号　2005年8月 総務省統計研修所

35 統計・国 統計研究彙報　第66号　2009年3月 総務省統計研修所

36 統計・国 統計研究彙報　第68号　2011年3月 総務省統計研修所

37 統計・国 統計研究彙報　第69号　2012年3月 総務省統計研修所

38 統計・国 統計研究彙報　第71号　2014年3月 総務省統計研修所

39 統計・国 統計研究彙報　第75号　2018年3月 総務省統計研究研修所

40 統計・国 統計研究彙報　第76号　2019年3月 総務省統計研究研修所

41 統計・国 統計研究彙報　第77号　2020年3月 総務省統計研究研修所

42 統計・国 統計研究彙報　第78号　2021年3月 総務省統計研究研修所

43 統計・市町 小野市統計書　令和2年版 小野市総務部総務課

44 統計・県外 兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果　令和3年3月 （一社）兵庫県農業会議

45 統計・県外 兵庫県における田畑売買価格等調査結果　令和2年度版 （一社）兵庫県農業会議

46 統計・県外 くらしと統計　2021年 東京都総務局統計部調査課

47 統計・県外 静岡県勢要覧　令和2年度
静岡県経営管理部ＩＣＴ推進局統計利用
課

48 統計・県外 高知県のすがた　令和3年（2021年） 高知県総務部統計分析課



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 貨物・旅客地域流動調査　平成30年度 国土交通省総合政策局情報政策課

2 統計・国 オンライン研修 初めて学ぶやさしい統計　令和2年度 総務省統計研究研修所研修企画課

統計資料　令和３年２月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県外
住民基本台帳人口・世帯数表　市区町村別の男女・年齢階級別人口、世帯数、
人口動態

（公財）国土地理協会

2 統計・国 作物統計（普通作物・飼料作物・工芸農作物） 農林水産省大臣官房統計部

3 統計・県外 奈良県のすがた　グラフと解説で見る統計ガイド 奈良県総務部知事公室統計課

4 統計・県外 奈良県のすがた　概要版 奈良県総務部知事公室統計課

5 統計・国
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）
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

文部科学省総合教育政策局調査企画課

6 統計・県 犯罪統計書 兵庫県警察本部刑事部刑事企画課

7 統計・国 在留外国人統計 出入国在留管理庁

8 統計・国 生徒のための統計活用～基礎編～　数理の探求メガネで見てみよう！
総務省政策統括官(統計基準担当)付統計
企画管理官室

9 統計・国 農林水産省統計表　第94次 農林水産省大臣官房統計部

10 統計・県 兵庫県港湾統計年報 兵庫県県土整備部土木局港湾課

11 統計・県 兵庫県民経済計算 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

12 統計・県 兵庫の統計　№531～542 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

13 統計・県外 国際連合  世界統計年鑑　Vol.63 国際連合統計局/（株）原書房

統計資料　令和３年１月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県外
都市・地域交通年報　（平成28年版都市交通年報、平成26・27年版地域交通年
報）　平成28年版

（一財）運輸総合研究所

2 統計・国 漁業・養殖業生産統計年報　併載：漁業産出額　平成30年 農林水産省大臣官房統計部

3 統計・国 日本統計年鑑　第70回　令和3年 総務省統計局

4 統計・国 地域保健・健康増進事業報告　地域保健編　平成30年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

5 統計・国 地域保健・健康増進事業報告　健康増進編　平成30年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策
担当）

6 統計・国
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）　令和元年度

文部科学省総合教育策局調査企画課

7 統計・国 森林・林業統計要覧　2020年
林野庁編集・(一財）日本森林林業振興会
発行

8 統計・県 兵庫県鉱工業指数（年報）　平成27年基準　平成31･令和元年 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

9 統計・県外 JNTO日本の国際観光統計　2019年 （一財）国際観光サービスセンター

10 統計・県外 保険と年金の動向　第67巻・14号 厚生の指標増刊　2020/2021年 （一財）厚生労働統計協会

11 統計・県外 最低賃金決定要覧　令和2年度版 労働調査会

統計資料　令和２年12月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 工業統計表　工業地区編　平成17年6月刊行　平成15年（2003） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

2 統計・国 工業統計表　産業編　平成18年4月刊行　平成16年（2004） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

3 統計・国 工業統計表　品目編　平成18年3月刊行　平成16年（2004） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

4 統計・国 工業統計表　市区町村編　平成18年5月刊行　平成16年（2004） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

5 統計・国 工業統計表　用地・用水編　平成18年5月刊行　平成16年（2004） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

6 統計・国 工業統計表　工業地区編　平成18年6月刊行　平成16年（2004） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

7 統計・国 工業統計表　企業統計編　平成18年12月刊行　平成16年（2004） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

8 統計・国
工業統計表　産業細分類別統計表（経済産業局別・都道府県別表）　平成18年6
月刊行　平成16年（2004）

経済産業省経済産業政策局調査統計部

9 統計・国 工業統計表　産業編　平成19年6月刊行　平成17年（2005） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

10 統計・国 工業統計表　品目編　平成19年11月刊行　平成17年（2005） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

11 統計・国 工業統計表　市区町村編　平成19年6月刊行　平成17年（2005） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

12 統計・国 工業統計表　用地・用水編　平成19年7月刊行　平成17年（2005） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

13 統計・国 工業統計表　工業地区編　平成19年7月刊行　平成17年（2005） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

14 統計・国 工業統計表　企業統計編　平成19年12月刊行　平成17年（2005） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

15 統計・国
工業統計表　産業細分類別統計表（経済産業局別・都道府県別表）　平成19年9
月刊行　平成17年（2005）

経済産業省経済産業政策局調査統計部

16 統計・国 工業統計表  産業編［概要版］　平成23年1月公表　平成21年（2009） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

17 統計・国 工業統計表　産業編　平成23年4月公表　平成21年（2009） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

18 統計・国 工業統計表　品目編　平成23年3月公表　平成21年（2009） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

19 統計・国 工業統計表　市区町村編　平成23年4月公表　平成21年（2009） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

20 統計・国 工業統計表　用地・用水編　平成23年5月公表　平成21年（2009） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

21 統計・国 工業統計表　工業地区編　平成23年5月公表　平成21年（2009） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

22 統計・国 工業統計表　企業統計編　平成23年8月公表　平成21年（2009） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

23 統計・国
工業統計表　産業細分類別統計表（経済産業局別・都道府県別表）　平成23年6
月公表　平成21年（2009）

経済産業省大臣官房調査統計グループ

24 統計・国 工業統計表　産業編　平成24年4月公表　平成22年（2010） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

25 統計・国 工業統計表　品目編　平成24年3月公表　平成22年（2010） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

26 統計・国 工業統計表　市区町村編　平成24年4月公表　平成22年（2010） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

27 統計・国 工業統計表　用地・用水編　平成24年4月公表　平成22年（2010） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

28 統計・国 工業統計表　工業地区編　平成24年4月公表　平成22年（2010） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

29 統計・国 工業統計表　企業統計編　平成24年7月公表　平成22年（2010） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

30 統計・国
工業統計表　産業細分類別統計表（経済産業局別・都道府県別表）　平成24年5
月公表　平成22年（2010）

経済産業省大臣官房調査統計グループ

31 統計・国 工業統計表　産業編［概要版］　平成26年1月公表　平成24年（2012） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計資料　令和２年11月　新着資料



32 統計・国 工業統計表　産業編　平成26年4月公表　平成24年（2012） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

33 統計・国 工業統計表　品目編　平成26年3月公表　平成24年（2012） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

34 統計・国 工業統計表　市区町村編　平成26年4月公表　平成24年（2012） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

35 統計・国 工業統計表　用地・用水編　平成26年5月公表　平成24年（2012） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

36 統計・国 工業統計表　工業地区編　平成26年4月公表　平成24年（2012） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

37 統計・国 工業統計表　企業統計編　平成27年1月公表　平成24年（2012） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

38 統計・国
工業統計表　産業細分類別統計表（経済産業局別・都道府県別表）　平成26年5
月公表　平成24年（2012）

経済産業省大臣官房調査統計グループ

39 統計・国 工業統計表　産業編［概要版］　平成27年1月公表　平成25年（2013） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

40 統計・国 工業統計表　産業編　平成27年3月公表　平成25年（2013） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

41 統計・国 工業統計表　品目編　平成27年3月公表　平成25年（2013） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

42 統計・国 工業統計表　市区町村編　平成27年4月公表　平成25年（2013） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

43 統計・国 工業統計表　用地・用水編　平成27年4月公表　平成25年（2013） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

44 統計・国 工業統計表　工業地区編　平成27年4月公表　平成25年（2013） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

45 統計・国 工業統計表　企業統計編　平成27年1月公表　平成25年（2013） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

46 統計・国
工業統計表　産業細分類別統計表（経済産業局別・都道府県別表）　平成27年4
月公表　平成25年（2013）

経済産業省大臣官房調査統計グループ

47 統計・国 工業統計表　産業編［概要版］　平成28年1月公表　平成26年（2014） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

48 統計・国 工業統計表　産業編　平成28年3月公表　平成26年（2014） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

49 統計・国 工業統計表　品目編　平成28年4月公表　平成26年（2014） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

50 統計・国 工業統計表　市区町村編　平成28年4月公表　平成26年（2014） 経済産業省大臣官房調査統計グループ

51 統計・国
工業統計表　産業細分類別統計表（経済産業局別・都道府県別表）　平成28年4
月公表　平成26年（2014）

経済産業省大臣官房調査統計グループ

52 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成23年工業統計
調査」相当）
その1 品目編　平成24年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

53 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成23年工業統計
調査」相当）
その2 産業編　平成24年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

54 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成23年工業統計
調査」相当）
その3 用地・用水編　平成24年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

55 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成23年工業統計
調査」相当）
その4 市区町村編　平成24年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

56 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成23年工業統計
調査」相当）
その5 工業地区編　平成24年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

57 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成23年工業統計
調査」相当）
産業細分類別編　平成24年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

58 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第1巻 事業所数及び従業者数に関する集計　平成
28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

59 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第2巻 事業所の売上（収入）金額に関する集計
平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

60 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第3巻 企業数等及び従業者数に関する集計　平成
28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

61 統計・国
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　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

62 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第5巻 鉱業､採石業､砂利採取業に関する集計　平
成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ



63 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成27年工業統計
調査」相当）
その1 品目編　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

64 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成27年工業統計
調査」相当）
その2 産業編　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

65 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成27年工業統計
調査」相当）
その3 用地・用水編　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

66 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成27年工業統計
調査」相当）
その4 市区町村編　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

67 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第6巻 製造業に関する集計（「平成27年工業統計
調査」相当）
その5 工業地区編　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

68 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第7巻 卸売業・小売業に関する集計
その1 産業編（総括表）平成30年3月公表　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

69 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第7巻 卸売業・小売業に関する集計
その2 産業編（都道府県表）平成30年3月公表　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

70 統計・国
経済センサス-活動調査報告　第7巻 卸売業・小売業に関する集計
その3 産業編（市区町村表）平成30年3月公表　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

71 統計・国
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
ス関連産業に関する集計　平成28年

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査
統計グループ

72 統計・国 国民経済計算年報　（平成20年度推計）　平成22年版/2010
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

73 統計・国 国民経済計算年報　（平成21年度推計）　平成23年版/2011
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

74 統計・国 国民経済計算年報　（平成22年度推計）　平成24年版/2012
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

75 統計・国 国民経済計算年報　（平成23年度推計）　平成25年版/2013
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

76 統計・国 国民経済計算年報　平成24年度
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

77 統計・国 国民経済計算年報　平成25年度
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

78 統計・国 国民経済計算年報　平成26年度
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

79 統計・国 国民経済計算年報　平成27年度
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

80 統計・国 国民経済計算年報　平成28年度
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

81 統計・国 国民経済計算年報　（平成14年度推計）　平成16年版/2004
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

82 統計・国 国民経済計算年報　（平成15年度推計）　平成17年版/2005
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

83 統計・国 国民経済計算年報　（平成16年度推計）　平成18年版/2006
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

84 統計・国 国民経済計算年報　（平成17年度推計）　平成19年版/2007
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算
部

85 統計・国 国税庁統計年報書　第144回　平成30年度版 国税庁 （（一財）大蔵財務協会）

86 統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報　令和2年版（2020年版） 国立社会保障・人口問題研究所

87 統計・県外 統計ハンドブック　ふじのくに静岡県の100の指標　令和2年版
静岡県経営管理部ＩＣＴ推進局統計利用
課

88 統計・国 交通経済統計要覧　数字でみる交通経済　平成30年版
国土交通省総合政策局情報政策課監修・
(一財)運輸総合研究所

89 統計・国 耕地及び作付面積統計　令和元年 農林水産省大臣官房統計部

90 統計・国 木材需給報告書　平成30年 農林水産省大臣官房統計部

91 統計・国 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

92 統計・県 兵庫の工業　2018年（令和元年)工業統計調査結果報告　令和元年 兵庫県統計協会

93 統計・国 サービス産業動向調査年報　2019年（令和元年） 総務省統計局

94 統計・県外 栃木県民手帳　令和3年（2021）
栃木県県民生活部統計課監修・栃木県統
計協会発行



95 統計・県外 奈良県民手帳　2021年/令和3年 栃木県統計協会編集・発行



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧　令和2年
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策
課土地対策室

2 統計・国 畜産物流通統計　令和元年 農林水産省大臣官房統計部

3 統計・県 兵庫県地価調査鑑定評価書　令和2年
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策
課土地対策室

4 統計・市町 川西市統計要覧　令和元年度版 川西市総務部総務課

5 統計・県 兵庫の工業　工業統計調査結果報告　2019年（令和元年） 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

6 統計・県外 グラフでみる和歌山県　2020年版 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

7 統計・県外 グラフでみる和歌山県　2019年版 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

8 統計・県外 グラフでみる和歌山県　2018年版 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

9 統計・県外 統計のおはなし　平成30年 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

10 統計・国 鉱工業指数年報　平成12年基準　平成19年版 経済産業省経済産業政策局調査統計部

11 統計・国 鉱工業指数年報　平成17年基準　平成20年版 経済産業省経済産業政策局調査統計部

12 統計・国 鉱工業指数年報　平成17年基準　平成21年版 経済産業省経済産業政策局調査統計部

13 統計・国 鉱工業指数年報　平成17年基準　平成22年版 経済産業省経済産業政策局調査統計部

14 統計・国 鉱工業指数年報　平成17年基準　平成23年版 経済産業省経済産業政策局調査統計部

15 統計・国 鉱工業指数年報　平成17年基準　平成24年版 経済産業省大臣官房調査統計グループ

16 統計・国 鉱工業指数年報　平成22年基準　平成24年版 経済産業省大臣官房調査統計グループ

17 統計・国 産業連関表　総合解説編　平成23年（2011年）
共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

18 統計・国
産業連関表　計数編(1)　第1部　取引基本表 産出表（基本分類（518部門×397
部門）　平成23年（2011年）

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

19 統計・国
産業連関表　計数編(2)　第2部　取引基本表 投入表（基本分類（518部門×397
部門））・第3部　部門別品目別国内生産額表　平成23年（2011年）

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

20 統計・国
産業連関表　計数編(3)　第4部　取引基本表及び各種係数表（統合小分類（190
部門））　平成23年（2011年）

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

21 統計・国
産業連関表　計数編(4)　第5部　取引基本表及び各種係数表（統合中分類（108
部門））・第6部　付帯表　平成23年（2011年）

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

22 統計・国 接続産業連関表　総合解説編　平成2-7-12年
共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

23 統計・国
接続産業連関表　計数編(1)　取引基本表（基本分類 511×399部門）　平成2-
7-12年

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

24 統計・国
接続産業連関表　計数編(2)　取引基本表（184･99部門）及び雇用関係付帯表
平成2-7-12年

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

25 統計・国 接続産業連関表　総合解説編平成7-12-17年
共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

26 統計・国
接続産業連関表　計数編(1)　取引基本表（基本分類 514×401部門）　平成7-
12-17年

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

27 統計・国
接続産業連関表　計数編(2)　取引基本表（185･102部門）及び雇用関係付帯表
平成7-12-17年

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

28 統計・国 接続産業連関表　総合解説編平成12-17-23年
共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

29 統計・国
接続産業連関表　計数編(1)　第1部　取引基本表　投入表（基本分類 510×389
部門）　平成12-17-23年

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

30 統計・国
接続産業連関表　計数編(2)　第2部　取引基本表　産出表（基本分類 510×389
部門）　平成12-17-23年

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

31 統計・国
接続産業連関表　計数編(3)　第3部　取引基本表及び各種係数表（統合小分類
（184部門））　平成12-17-23年

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

統計資料　令和２年10月　新着資料



32 統計・国
接続産業連関表　計数編(4)　第4部　取引基本表及び各種係数表（統合注分類
（105部門））・第5部　雇用表及び雇用マトリックス・第6部　各種比較表及び
部門別インフレータ一覧表（基本分類、統合小・中分類）  　平成12-17-23年

共同編集  総務省・内閣府・金融庁・財
務省ほか

33 統計・国 都道府県等産業連関表の作成状況調査　平成12年（2000年） 総務省政策統括官（統計基準担当）

34 統計・国 都道府県等産業連関表の作成状況調査　平成17年（2005年） 総務省政策統括官（統計基準担当）

35 統計・国 都道府県等産業連関表の作成状況調査　平成23年（2011年） 総務省政策統括官（統計基準担当）

36 統計・国 都道府県等における産業連関分析実施状況　平成21年4月～22年3月 総務省政策統括官（統計基準担当）

37 統計・国 都道府県等における産業連関分析実施状況　平成24年4月～25年3月 総務省政策統括官（統計基準担当）

38 統計・国 都道府県等における産業連関分析実施状況　平成25年4月～26年3月 総務省政策統括官（統計基準担当）

39 統計・国 都道府県等における産業連関分析実施状況　平成26年4月～27年3月 総務省政策統括官（統計基準担当）

40 統計・国 都道府県等における産業連関分析実施状況　平成27年4月～28年3月 総務省政策統括官（統計基準担当）

41 統計・国 都道府県等における産業連関分析実施状況　平成28年4月～29年3月 総務省政策統括官（統計基準担当）

42 統計・国 民間企業資本ストック年報　平成2年基準 -1955～1996-　昭和30～平成8年度 経済企画庁経済研究所国民経済計算部

43 統計・国 民間企業資本ストック年報　平成7年基準 -1990～1999-　平成2～11年度
内閣府経済社会総合研究所国民経済計算
部

44 統計・国 民間企業資本ストック年報　平成7年基準 -1990～2000-　平成2～12年度
内閣府経済社会総合研究所国民経済計算
部



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 司法統計年報　1 民事･行政編　令和元年 最高裁判所事務総局情報政策課

2 統計・国 司法統計年報　2 刑事編　令和元年 最高裁判所事務総局情報政策課

3 統計・国 司法統計年報　3 家事編　令和元年 最高裁判所事務総局情報政策課

4 統計・国 司法統計年報　4 少年編　令和元年 最高裁判所事務総局情報政策課

5 統計・国 野菜生産出荷統計　平成30年産 農林水産省大臣官房統計部

6 統計・県外 国民の福祉と介護の動向　厚生の指標　第66巻第10号 増刊　2020/2021年 （一財）厚生労働統計協会

7 統計・国 食料需給表　平成30年度
農林水産省大臣官房政策課
（一財）農林統計協会

8 統計・国 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN　2018年 総務省統計局

9 統計・国 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN　2020年 総務省統計局

10 統計・国 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　2018年 農林水産省大臣官房統計部

11 統計・国 花き生産出荷統計　平成30年産 農林水産省大臣官房統計部

12 統計・国 果樹生産出荷統計　平成30年産 農林水産省大臣官房統計部

13 統計・国 家計調査年報　《Ⅱ 貯蓄・負債編》　令和元年 総務省統計局

14 統計・市町 芦屋市統計書　令和元年版 芦屋市総務部文書法制課

15 統計・市町 姫路市保健衛生年報　令和元年度事業実績・平成30年次人口統計　令和2年 姫路市保健所

統計資料　令和２年９月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県外 日本国勢図会　日本がわかるデータブック　2020/2021年 （公財）矢野恒太記念会

2 統計・県外 ガス事業便覧　2019年版 (一社)日本ｶﾞｽ協会

3 統計・国 石油等消費動態統計年報　平成31年・令和元年
経済産業省資源エネルギー庁長官官房総
務課

4 統計・国 2018年漁業センサス　第6巻　海面漁業の団体経営体関する統計　2018年 農林水産省大臣官房統計部

5 統計・国 薬事工業生産動態統計年報　平成30年 厚生労働省医政局経済課

6 統計・市町 消防年報　尼崎市　2019年 尼崎市消防局企画管理課

7 統計・国 家計調査年報　《Ⅰ 家計収支編》　令和元年 総務省統計局

8 統計・国 6次産業化総合調査報告　平成30年度 農林水産省大臣官房統計部

9 統計・国 裁判所データブック　2020年 最高裁判所事務総局

10 統計・国 近畿の交通・観光行政　2020年 国土交通省近畿運輸局

11 統計・国 住宅・土地統計調査報告　全国編　平成30年 総務省統計局

12 統計・国 住宅・土地統計調査報告　都道府県編  平成30年 総務省統計局

13 統計・県外
地方公務員給与の実態　平成31年4月1日地方公務員給与実態調査結果　平成31
年

（一財）地方財務協会

14 統計・県 兵庫のすがた　2020年 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

15 統計・県 全国道路・街路交通情勢調査　総括表　平成27年度 兵庫県県土整備部土木局道路企画課

16 統計・県外 世界国勢図会  世界がわかるデータブック　第31版　2020/21年 （公財）矢野恒太記念会

統計資料　令和２年８月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・県外 惣菜白書　2020年版 （一社）日本惣菜協会

2 統計・県 毎月勤労統計調査地方調査年報　賃金、労働時間及び雇用の動き　令和元年版 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

3 統計・国 統計でみる市区町村のすがた　2020年 総務省統計局

4 統計・国
人口推計　№93 人口推計　2019年（令和元年）10月1日現在　全国  年齢（各
歳），男女別人口  都道府県  年齢（5歳階級），男女別人口　2019年

総務省統計局

5 統計・県外 統計のおはなし　統計を知れば、使えば、おもしろい！　令和2年 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

6 統計・国 社会福祉施設等調査報告　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）

7 統計・市町 たつの市統計書　令和2年（2020） たつの市総務部情報推進課

8 統計・県外 国際連合　世界人口年鑑　Vol.69　2017年
国際連合  翻訳監修：公益財団法人ジョ
イセフ高橋重郷　（株）原書房

9 統計・県外 地域経済総覧　週刊東洋経済臨時増刊　2019年 東洋経済新報社

10 統計・県外 気象年鑑　2020年版
（一財）気象業務支援センター　監修：
気象庁

11 統計・国 就労条件総合調査　平成31年版（2019）
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、
政策評価担当)

12 統計・県外 観光の実態と志向　第37回　国民の観光に関する動向調査　令和元年度版 (公財)日本観光振興協会

13 統計・県外 電気事業便覧　2019年版
(一財）経済産業調査会・経済産業省資源
エネルギー庁

14 統計・県外 統計でみる日本　2017年 (一財)日本統計協会

15 統計・市町 統計グラフ　ひめじ　2020年 姫路市総務局情報政策室

16 統計・県外 統計でみる愛媛のすがた　2020 愛媛県企画振興部政策企画局統計課

統計資料　令和２年７月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 作物統計（普通作物・飼料作物・工芸農作物）　平成30年産 農林水産省大臣官房統計部

2 統計・県外 統計実務基礎知識　平成31年3月改訂 （公財）統計情報研究開発センター

3 統計・県外
かがわ人口ビジョン・第2期かがわ創生総合戦略（概要版）
～人口減少問題の克服と地域活力の向上～　令和2年3月

香川県政策部地域活力推進室

4 統計・県外 かがわ人口ビジョン（令和2年3月改訂版）　令和2年3月 香川県政策部地域活力推進室

5 統計・県外
第2期かがわ創生総合戦略
～人口減少問題の克服と地域活力の向上～　令和2年3月

香川県政策部地域活力推進室

6 統計・市町 尼崎市統計書　令和元年版 尼崎市総務局情報統計担当

7 統計・国 労働力調査年報　令和元年 2019 総務省統計局

8 統計・県外 東京都統計年鑑　第70回　平成30年 東京都総務局統計部調査課

9 統計・国
外国人児童生徒等の教育の充実について（報告）
外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者会議　令和2年3月

文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課

10 統計・国 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

11 統計・国 近畿農林水産統計年報　平成30～令和元年 近畿農政局統計部統計企画課

12 統計・国 明日への統計　調査結果からわかること　2020 総務省統計局

13 統計・国 消費者物価指数年報　令和元年（2019） 総務省統計局

統計資料　令和２年６月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 福祉行政報告例　平成30年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、政策評価担当）

2 統計・国 医師・歯科医師・薬剤師統計　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）

3 統計・国 人口動態統計　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）

4 統計・国 厚生統計要覧　令和元年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政
策、政策評価担当）

5 統計・県 港湾・海岸調査報告書　令和元年 兵庫県県土整備部土木局港湾課

統計資料　令和２年５月　新着資料



番号 資料区分 資料名 編著者

1 統計・国 学校保健統計　学校保健統計調査報告書　令和元年度 文部科学省総合教育政策局調整企画課

2 統計・国 社会教育統計　社会教育調査報告書　平成30年度 文部科学省政策課調査統計企画室

3 統計・市町 明石市統計書　令和元年版 明石市総務管理室情報管理課

4 統計・市町 赤穂市統計書　令和元年版 赤穂市総務部行政課

5 統計・県外 岡山のすがた　2020 岡山県総合政策局統計分析課

6 統計・県外 熊本のすがた　2020
熊本県企画振興部交通政策・情報局統計
調査課

7 統計・市町 三木市統計書　令和元年版 三木市総務部総務課

8 統計・市町 相生市統計書　令和元年版 相生市企画総務部企画広報課

9 統計・国 野生鳥獣資源利用実態調査報告　平成30年度 農林水産省大臣官房統計部農村振興局

10 統計・県外 2018年漁業センサス沖縄県結果報告書　（平成30年11月１日調査） 沖縄県企画部統計課

11 統計・国 2018年漁業センサス　総括編 農林水産省大臣官房統計部

12 統計・国 2018年漁業センサス　第1巻　海面漁業に関する統計（全国・大海区編） 農林水産省大臣官房統計部

13 統計・国 2018年漁業センサス　第2巻　海面漁業に関する統計（都道府県編） 農林水産省大臣官房統計部

14 統計・国 2018年漁業センサス　第3巻　海面漁業に関する統計（市区町村編） 農林水産省大臣官房統計部

15 統計・国 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

16 統計・国
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

17 統計・県 兵庫県統計調査一覧　令和2年度 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

18 統計・国 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

19 統計・国 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

20 統計・市町 西脇市統計書　令和元年版 西脇市総務部総務課

21 統計・県外 富山県統計年鑑　平成30年 富山県経営管理部統計調査課

22 統計・県外 富山県政要覧　令和元年版 富山県経営管理部統計調査課

23 統計・県外 100の指標　統計から見た富山　令和元年度版 富山県経営管理部統計調査課

24 統計・県外 グラフでみるOUR　阿波とくしま　2020年 徳島県政策創造部統計データ課

25 統計・県外 100の指標からみた香川　令和2年版 香川県政策部統計調査課

26 統計・市町 わたしたちの宍粟　小学校3・4年生社会科副読本 宍粟市教育委員会

統計資料　令和２年４月　新着資料



資料区分 資料名 編著者

統計・県 税務年報　平成30年度 兵庫県企画県民部企画財政局税務課

統計・国
人口問題研究所　研究資料第　343号 日本の世帯数の将来推計
2015（平成27）年～2040（平成52）年　都道府県別推計

国立社会保障・人口問題研究所

統計・県外 指標からみた和歌山県のすがた　令和元年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・県外 国際連合  世界統計年鑑  2018年　Vol.61 国際連合統計局　（株）原書房

統計・県外 統計でみる日本　2020年 (一財)日本統計協会

統計・国 統計でみる都道府県のすがた　2020年 総務省統計局

統計・国 社会生活統計指標　2020年　都道府県の指標 総務省統計局

統計・市町 高砂市統計書　令和元年版 高砂市企画総務部総務室総務課

統計・国 青果物卸売市場調査報告　平成30年 農林水産省大臣官房統計部

統計・県
生活保護の概況
令和元（平成31）年度　平成30年度生活保護統計年度報

兵庫県健康福祉部社会福祉局生活支援課

統計・県 兵庫県の人口の動き　平成31年1月～令和元年12月 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県外 愛媛県統計年鑑　令和元年　第68回 愛媛県企画振興部政策企画局統計課

統計・国 衛生行政報告例　平成30度
厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策､政策評価担当）

統計・国 簡易生命表　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）

統計・国 医療施設調査(動態調査)  病院報告  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）

統計・県外 長崎県勢要覧　令和元年版 長崎県県民生活部統計課

統計・県外 滋賀県統計書　平30年度　（令和２年3月刊行） 滋賀県県民生活部統計課

統計・県外 高知県のすがた　2020年 高知県総務部統計分析課

統計・県外 兵庫県市区町別主要統計指標　令和２年版 兵庫県統計協会

統計・県外 兵庫県勢要覧　2020年版 兵庫県統計協会

統計・県外 兵庫県産業連関表　平成27年 兵庫県統計協会

統計・県外 兵庫県統計書　平成30年 兵庫県統計協会

統計・国 世界の統計　2020年 総務省統計局

統計・国 科学技術研究調査報告　2019年 総務省統計局

統計・県外 統計でみる日本　2019年 (一財)日本統計協会

統計・県外 統計でみる日本　2018年 (一財)日本統計協会

統計・国 日本の統計　2019年 総務省統計局

統計・県外 兵庫県における田畑売買価格等調査結果  令和元年度版 （一社）兵庫県農業会議

統計・県外 兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果　令和元年度 （一社）兵庫県農業会議

統計・県外 愛知県統計年鑑　令和元年度刊　第68回 愛知県県民文化局県民生活部統計課

統計・県外 静岡県勢要覧　令和元年度 静岡県経営管理部ＩＣＴ推進局統計利用課

統計・国
県民経済計算年報　令和元年版
平成28年度　内閣府経済社会総合研究所

内閣府経済社会総合研究所

統計・市町 小野市統計書　令和元年版 小野市総務部総務課

統計・県 水道施設現況調書　平成30年度　水質監視結果・外部制度管理結果 兵庫県健康福祉部生活衛生課

統計・県外 和歌山県  県民経済計算年報  平成29年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・県外 大阪都市交通要覧　平成27（2015）年版 関西鉄道協会都市交通研究所

統計・県外 くらしと統計　2020年 東京都総務局統計部調査課

統計資料　令和２年３月 新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・県外 奈良県統計年鑑 奈良県総務部知事公室統計分析課

統計・県 犯罪統計書 兵庫県警察本部刑事部刑事企画課

統計・県 兵庫県港湾統計年報 兵庫県県土整備部土木局港湾課

統計・国 薬事工業生産動態統計年報 厚生労働省医政局経済課

統計・県外 保険と年金の動向　第66巻・14号　厚生の指標増刊 (一財）厚生労働統計協会

統計・県外 観光の実態と志向　第37回　国民の観光に関する動向調査 (公財)日本観光振興協会

統計・県 兵庫県市町民経済計算 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 人口問題研究所　研究資料　第342号　人口統計資料集2020 国立社会保障・人口問題研究所

統計・県外 交通経済統計要覧 (一財運輸総合研究所

統計・県外 国際連合　世界統計年鑑  Vol.62 国際連合統計局　（株）原書房

統計・市町 丹波篠山市統計書 丹波篠山市企画総務部総務課

統計・県外 森林・林業統計要覧 (一財）日本森林林業振興会

統計・県外 在留外国人統計 （公財）入管協会

統計資料　令和２年２月 新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・国
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）
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　令和元年度版

文部科学省総合教育政策局調査企画課

統計・国 国税庁統計年報表　第143回　平成29年度版 国税庁 （（一財）大蔵財務協会）

統計・県外 JNTO日本の国際観光統計　2018年 （一財）国際観光サービスセンター

統計・国 漁業・養殖業生産統計年報　併載：漁業産出額　平成29年 農林水産省大臣官房統計部

統計・県 兵庫の統計　令和２年 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 国民医療費　平成29年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策,政策
評価担当）

統計・国 国民生活基礎調査　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）

統計・国 地域保健・健康増進事業報告　地域保健編　平成29年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 地域保健・健康増進事業報告　健康増進編　平成29年度
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 畜産統計　平成31年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 ポケット農林水産統計　令和元年度版 農林水産省大臣官房統計部

統計資料　令和２年１月　新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・国 日本統計年鑑 総務省統計局

統計・県 学校基本調査結果報告書  兵庫県の学校　令和元年度 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県 学校基本調査結果報告書  兵庫県の学校　平成30年度 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 在留外国人統計 出入国在留管理庁

統計・県外 奈良県のすがた　概要版 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県外 奈良県のすがた 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県 学校保健統計調査報告書　発育と健康 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計資料　令和元年12月　新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・県 兵庫の工業　平成30年(2018)工業統計調査結果報告 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 牛乳乳製品統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 農林水産省統計表　第93次 農林水産省大臣官房統計部

統計・市町 統計でみるあまがさき 尼崎市総務局情報統計担当

統計・県 兵庫県民経済計算 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県外 千葉県勢要覧 千葉県総合企画部統計課

統計・県外 指標で知る千葉県　千葉県統計指標 千葉県総合企画部統計課

統計・国 サービス産業動向調査　拡大調査報告 総務省統計局

統計・国 サービス産業動向調査年報 総務省統計局

統計・県 兵庫県鉱工業指数(年報)　平成27年基準 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計資料　令和元年11月　新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・市町 加古川市上下水道事業統計年報　H.30.4.1～H.31.3.31 加古川市上下水道局

統計・国 畜産物流通統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 青果物卸売市場調査報告（産地別） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 木材流通構造調査報告書 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 国民の福祉と介護の動向  厚生の指標  第66巻第10号 増刊 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 家計調査年報　Ⅱ貯蓄・負債編 総務省統計局

統計・県 兵庫県地価調査鑑定評価書
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土
地対策室

統計・県 港湾・海岸調査報告書　潮位・風向風速・地盤沈下・地下水位 兵庫県県土整備部土木局港湾課

統計・国 ６次産業化総合調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 耕地及び作付面積統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 国勢調査100年のあゆみ 総務省統計局

統計・県外 統計ハンドブック  ふじのくに静岡県の100の指標 静岡県経営管理部ＩＣＴ推進局統計利用課

統計資料　令和元年10月 新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・国 農林水産統計　2018年漁業センサス結果の概要（概数値） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報　令和元年版 国立社会保障・人口問題研究所

統計・県外 国民衛生の動向　厚生の指標　増刊65巻第9号 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 司法統計年報　１民事･行政編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　２刑事編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　３家事編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　４少年編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 食料・農業・農村白書  参考統計表 農林水産省

統計・県外 世界国勢図会  世界がわかるデータブック （公財）矢野恒太記念会

統計・市町 川西市統計要覧 川西市総務部総務課

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報　平成27年版 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 総務省統計局

統計・市町 芦屋市統計書 芦屋市総務部文書法制課

統計・市町 姫路市保健衛生年報　平成30年度事業実績・平成29年次人口統計 姫路市保健所

統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧
兵庫県県土整備部
まちづくり局都市政策課土地対策室

統計・県外
住民基本台帳人口・世帯数表
市区町村別の男女・年齢階級別人口、世帯数、人口動態

（公財）国土地理協会

統計・国 個人企業経済調査報告　構造編 総務省統計局

統計・国 食料需給表
農林水産省大臣官房政策課
（一財）農林統計協会

統計資料　令和元年９月 新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・県外 電気事業便覧 (一財）経済産業調査会

統計・県外
地方公務員給与の実態
平成30年4月1日地方公務員給与実態調査結果

（一財）地方財務協会

統計・国 裁判所データブック 最高裁判所事務総局

統計・市町 消防年報 尼崎市 尼崎市消防局企画管理課

統計・県 兵庫のすがた 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計資料　令和元年８月 新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・国
人口推計資料　№92 人口推計　平成３０年１０月１日現在
全国  年齢（各歳），男女別人口
都道府県  年齢（5歳階級），男女別人口

総務省統計局

統計・県外 近畿農林水産統計年報 近畿農政局統計部

統計・県外 統計のおはなし 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・国 家計調査年報　Ⅰ家計収支編 総務省統計局

統計・市町 統計グラフ　ひめじ 姫路市総務局情報政策室

統計・国 統計でみる市区町村のすがた 総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告　動向編　№268 総務省統計局

統計・国 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

統計・国 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

統計・県 毎月勤労統計調査地方調査年報　賃金、労働時間及び雇用の動き 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県外 統計でみる愛媛のすがた 愛媛県企画振興部政策企画局統計課

統計・市町 たつの市統計書 たつの市総務部情報推進課

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報 総務省統計局

統計・国 労働力調査の解説　第５版 総務省統計局

統計・県外 最低賃金決定要覧 労働調査会

統計・県外 社会保障統計年報 国立社会保障・人口問題研究所

統計・県外 気象年鑑 （一財）気象業務支援センター　監修：気象庁

統計・県外 日本国勢図会 （公財）矢野恒太記念会

統計資料　令和元年７月 新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・国 労働力調査年報 総務省統計局

統計・県 兵庫県統計調査一覧 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計資料　令和元年６月 新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・国 厚生統計要覧
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策
評価担当)

統計・国 人口動態統計
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策
評価担当)

統計・国 受療行動調査
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策
評価担当)

統計・国 患者調査　上巻 全国編
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策
評価担当)

統計・国 患者調査　下巻 都道府県・二次医療圏編
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策
評価担当)

統計・国 医療施設調査(静態調査 動態調査)　病院報告　上巻 全国編
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策
評価担当)

統計・国 医療施設調査(静態調査 動態調査)　病院報告　下巻 都道府県編
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、政策
評価担当)

統計・県外 惣菜白書 （一社）日本惣菜協会

統計・県 千葉県勢要覧 千葉県総合企画部統計課

統計・県 指標で知る千葉県　千葉県統計指標 千葉県総合企画部統計課

統計・国 科学技術研究調査報告 総務省統計局

統計資料　令和元年５月 新着分



資料区分 資料名 編著者

統計・県 岡山のすがた 岡山県総合政策局統計分析課

統計・市町 神戸市統計書　第95回 神戸市政策調査課

統計・国 福祉行政報告例
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策､政策
評価担当)

統計・国 地価公示 国土交通省土地鑑定委員会

統計・市町 赤穂市統計書 赤穂市総務部行政課

統計・市町 相生市統計書 相生市企画総務部企画広報課

統計・市町 三木市統計書 三木市総合政策部法務情報課

統計・県 水道施設現況調書　水道水質監視実施結果・外部精度管理実施結果 兵庫県健康福祉部生活衛生課

統計・国 野生鳥獣資源利用実態調査報告 農林水産省大臣官房統計部　農村振興局

統計・国 ６次産業化総合調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 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景気統計部

統計・国 文部科学統計要覧 文部科学省総合教育政策局

統計・県 富山県統計年鑑　（平30年度刊行） 富山県経営管理部統計調査課

統計・県 100の指標　統計から見た富山 富山県経営管理部統計調査課

統計・県 富山県勢要覧 富山県経営管理部統計調査課

統計・県 グラフでみるOUR  阿波とくしま 徳島県政策創造部統計データ課

統計・国 就労条件総合調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・県 高知県のすがた 高知県総務部統計分析課

統計・県 熊本のすがた 熊本県企画振興部統計調査課

統計・県 みやぎのすがた　宮城県勢要覧 宮城県震災復興・企画部統計課

統計・市町 西脇市統計書 西脇市総務部総務課

統計・市町 尼崎市統計書 尼崎市総務局情報統計担当

統計・市町 尼崎市の事業所　経済センサス 活動調査  市集計結果報告 尼崎市総務局情報統計担当

統計・市町 尼崎市の商業　平成26年経済センサス 活動調査 市集計結果報告 尼崎市総務局情報統計担当

統計・県 データおおさか 大阪府総務部統計課

統計・県 東京都統計年鑑　第69回 東京都総務局統計部調整課

統計・県 100の指標からみた香川 香川県政策部統計調査課

統計資料　平成３１年４月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 果樹生産出荷統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 野菜生産出荷統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 花き生産出荷統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国
農作物災害種類別被害統計　被害応急調査結果　併載：平成28年産共済減収
調査結果

農林水産省大臣官房統計部

統計・国 作物統計　普通作物・飼料作物・工芸農作物 農林水産省大臣官房統計部

統計・県
外

日本を彩る 47都道府県と統計のはなし (一財)日本統計協会

統計・県 兵庫県市町民経済計算 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 社会生活統計指標　都道府県の指標 総務省統計局

統計・国 統計でみる都道府県のすがた 総務省統計局

統計・県 税務年報 兵庫県企画県民部企画財政局税務課

統計・県 愛媛県統計年鑑　第67回 愛媛県企画振興部政策企画局統計課

統計・市
町

篠山市統計書 篠山市総務部総務課

統計・県 指標からみた和歌山県のすがた 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・国 県民経済計算年報　平成27年度 内閣府経済社会総合研究所

統計・県 兵庫県の人口の動き 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県
外

兵庫県における田畑売買価格等調査結果 （一社）兵庫県農業会議

統計・県
外

兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果 （一社）兵庫県農業会議

統計・県 兵庫県統計書 兵庫県統計協会

統計・県 兵庫県勢要覧 兵庫県統計協会

統計・県 兵庫県市区町別主要統計指標 兵庫県統計協会

統計・国 衛生行政報告例
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政
策評価担当）

統計・国 社会福祉施設等調査報告
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政
策評価担当）

統計・国 世界の統計 総務省統計局

統計・国 日本の統計 総務省統計局

統計・県 滋賀県統計書 滋賀県県民生活部統計課

統計・県 長崎県勢要覧 長崎県県民生活部統計課

統計・県 静岡県勢要覧 静岡県経営管理部ＩＣＴ推進局統計利用課

統計・国 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整企画課

統計・国 港湾統計（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

統計・国 港湾統計（流動表）
国土交通省総合政策局情報政策課交通経済
統計調査室

統計・市
町

高砂市統計書 高砂市企画総務部総務室総務課

統計・国 産業連関表構造調査結果　建築工事・不動産編
国土交通省総合政策局情報政策課建設経済
統計調査室

統計・国 産業連関表構造調査結果　公共事業・土木工事編
国土交通省総合政策局情報政策課建設経済
統計調査室

統計・県 くらしと統計　グラフでみる東京のすがた 東京都総務局統計部調整課

統計・県 愛知県統計年鑑　第６７回 愛知県県民文化部統計課

統計・市
町

小野市統計書 小野市総務部総務課

統計資料　平成３１年３月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 人口問題研究所　研究資料　第340号　日本の地域別将来推計人口 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 青果物卸売市場調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 人口問題研究所　研究資料　第341号　人口統計資料集2019 国立社会保障・人口問題研究所

統計・市
町

尼崎市の工業 尼崎市総務局情報統計担当

統計・国 サービス産業動向調査年報 総務省統計局

統計資料　平成３１年２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
外

森林・林業統計要覧 (一財）日本森林林業振興会

統計・県
外

国税庁統計年報書 （一財）大蔵財務協会

統計・国 小売物価統計調査年報 総務省統計局

統計・県
外

住民基本台帳人口・世帯数 （公財）国土地理協会

統計・国 学校基本調査報告書 文部科学省総合教育政策局調査企画課

統計・国 農林水産省統計表 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 在留外国人統計 法務省入国管理局

統計・国 鉄道輸送統計年報
国土交通省総合政策局情報政策課
交通経済統計調査室

統計・県
外

JNTO日本の国際観光統計 （一財）国際観光サービスセンター

統計・国 食料・農業・農村白書  参考統計表 農林水産省

統計・県 兵庫の統計 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県 犯罪統計書 兵庫県警察本部刑事部刑事企画課

統計・国 就業構造基本調査　全国編 総務省統計局

統計・国 就業構造基本調査　都道府県編 総務省統計局

統計・県 生活保護の概況 兵庫県健康福祉部社会福祉局生活支援課

統計・国 国民生活基礎調査　第1巻 結果の概要  全国編（世帯、所得、貯蓄）(訂正版)
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,政策
評価担当)

統計・国 国民生活基礎調査
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,政策
評価担当)

統計・国 国民医療費
厚生労働省政策統括官(統計・情報政策,政策
評価担当)

統計資料　平成３１年１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 簡易生命表 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当）

統計・国 日本統計年鑑 総務省統計局

統計・国 ポケット農林水産統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 漁業・養殖業生産統計年報 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報
国土交通省総合政策局
情報政策課交通経済統計調査室

統計・県 学校保健統計調査報告書 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県 奈良県のすがた　概要版 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県 奈良県のすがた 奈良県総務部知事公室統計課

統計・国 青果物卸売市場調査報告（産地別） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 畜産統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 畜産物流通統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 国勢調査最終報告書　日本の人口・世帯 総務省統計局

統計・県
外

保険と年金の動向 (一財）厚生労働統計協会

統計資料　平成３０年１２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫の工業 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県 兵庫県の商業 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 サービス産業動向調査  拡大調査報告 総務省統計局

統計・市
町

川西市統計要覧 川西市

統計・国 都道府県別生命表
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政
策評価担当）

統計・国 市区町村別生命表
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政
策評価担当）

統計・県 統計ハンドブック 静岡県経営管理部ＩＣＴ推進局統計利用課

統計・国 薬事工業生産動態統計年報 厚生労働省医政局経済課

統計・市
町

統計でみるあまがさき 尼崎市総務局情報統計担当

統計・国 兵庫県民経済計算 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計資料　平成３０年１１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 家計調査年報 総務省統計局

統計・市
町

芦屋市統計書 芦屋市総務部文書法制課

統計・市
町

統計　神戸港 神戸市みなと総局みなと振興部振興課

統計・県
外

国民の福祉と介護の動向  厚生の指標 （一財）厚生労働統計協会

統計・県 兵庫県港湾統計年報　平成28年 兵庫県土整備部土木局港湾課

統計・県 兵庫県港湾統計年報　平成29年 兵庫県土整備部土木局港湾課

統計・県
外

気象年鑑 （一財）気象業務支援センター　監修：気象庁

統計・県
外

地方公務員給与の実態 （一財）地方財務協会

統計・県 奈良県統計年鑑 奈良県総務部知事公室統計課

統計・市
町

加古川市上下水道事業統計年報 加古川市上下水道局

統計・県
外

世界国勢図会  世界がわかるデータブック （公財）矢野恒太記念会

統計・県
外

交通経済統計要覧 （一財）運輸総合研究所

統計・県
外

京阪神都市圏総合都市交通体系調査報告書 京阪神都市圏交通計画協議会

統計資料　平成３０年１０月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 人口動態職業・産業別統計 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報 国立社会保障・人口問題研究所

統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土
地対策室

統計・県 兵庫県地価調査鑑定評価書
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土
地対策室

統計・県
外

国民衛生の動向  厚生の指標 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計・県 経済センサス－活動調査報告（兵庫県） 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・市
町

姫路市保健衛生年報 姫路市保健所

統計資料　平成３０年９月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・市
町

たつの市 統計書 たつの市総務部情報推進課

統計・国 裁判所データブック 最高裁判所事務総局

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報 総務省統計局

統計・国 社会生活統計指標 総務省統計局

統計・国 統計でみる都道府県のすがた 総務省統計局

統計・国 地域保健・健康増進事業報告　地域保健編
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 地域保健・健康増進事業報告　健康増進編
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 司法統計年報  １民事･行政編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　２刑事編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　３家事編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　４少年編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 国勢調査　第5巻　抽出詳細集計結果 その1  全国編 総務省統計局

統計・国
国勢調査　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

統計・国 国勢調査　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

統計・国 国勢調査　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

統計・国 国勢調査　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

統計・国
国勢調査　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

統計・国
国勢調査　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

統計・国
国勢調査　第6巻　第２部 従業地・通学地による抽出詳細集計結果  全国・都道
府県編

総務省統計局

統計・国 社会生活基本調査報告書 総務省統計局

統計・市
町

消防年報 尼崎市 尼崎市消防局企画管理課

統計・県 100の指標からみた奈良県勢 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県 兵庫のすがた 兵庫県企画県民部ビジョン局部統計課

統計資料　平成３０年８月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 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

統計・国 社会保障統計年報 国立社会保障・人口問題研究所編

統計・国 食料需給表
農林水産省大臣官房政策課　（一財）農林統
計協会

統計･県 毎月勤労統計調査地方調査年報 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 人口推計資料 総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計・国 統計でみる市区町村のすがた 総務省統計局

統計・国 漁業就業動向調査報告書 農林水産省大臣官房統計部

統計資料　平成３０年７月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
外

電気事業便覧 (一財）経済産業調査会

統計・国 近畿農林水産統計年報 近畿農政局統計部

統計・国 我が国の人口動態 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・県
外

日本国勢図会 （公財）矢野恒太記念会

統計・国 家計調査年報 総務省統計局

統計・国 労働力調査年報 総務省統計局

統計・国 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

統計資料　平成３０年６月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
外

観光の実態と志向 (公財)日本観光振興協会

統計･国 人口動態統計 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 人口動態統計 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 人口動態統計 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 グラフでみる世帯の状況 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 医師・歯科医師・薬剤師調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 福祉行政報告例 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・県 100の指標からみた香川 香川県政策部統計調査課

統計・国 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景気統計部

統計・国 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景気統計部

統計･県 兵庫県統計調査一覧 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 木材需給報告書 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 木材流通構造調査報告書 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 野生鳥獣資源利用実態調査報告 農林水産省大臣官房統計部　農村振興局

統計・県 水道施設現況調書 兵庫県健康福祉部生活衛生課

統計・市
町

西脇市統計書 西脇市総務部総務課

統計・国 就労条件総合調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・県
外

惣菜白書 （一社）日本惣菜協会

統計資料　平成３０年５月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
外

観光の実態と志向 (公財)日本観光振興協会

統計・国 人口動態統計 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 人口動態統計 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 人口動態統計 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 クラブでみる世帯の状況 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 医師・歯科医師・薬剤師調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 福祉行政報告例 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・県 100の指標からみた香川 香川県政策部統計調査課

統計・国 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景気統計部

統計・国 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景気統計部

統計・県 兵庫県統計調査一覧 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 木材需給報告書 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 木材流通構造調査報告書 農林水産省大臣官房統計部

統計資料　平成３０年４月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 ６次産業化総合調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計･県 兵庫県の人口の動き 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 衛生行政報告例 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 医療施設調査(動態調査)  病院報告 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 医療施設調査(動態調査)  病院報告 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 人口問題研究所　研究資料 国立社会保障・人口問題研究所

統計・県 税務年報 兵庫県企画県民部財政局税務課

統計・県 兵庫県における田畑売買価格等調査結果 兵庫県農業会議

統計・県 兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果 兵庫県農業会議

統計・県
外

ガス事業便覧 (一社)日本ｶﾞｽ協会

統計・県
外

兵庫県統計書 兵庫県統計協会

統計・県
外

兵庫県勢要覧 兵庫県統計協会

統計・県
外

兵庫県市区町別主要統計指標 兵庫県統計協会

統計・県
外

兵庫の工業 兵庫県統計協会

統計・国 世界の統計 総務省統計局

統計・国 社会生活基本調査報告書 総務省統計局

統計・国 社会生活基本調査報告書 総務省統計局

統計・市
町

相生市統計書 相生市企画総務部企画広報課

統計・国 我が国人口・世帯の概観 総務省統計局

統計・国 日本人口地図帳 総務省統計局

統計・県 生活保護の概況 兵庫県健康福祉部社会福祉局医生活支援課

統計・市
町

神戸市統計書 神戸市政策調整課

統計・県 兵庫県市町民経済計算 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県 兵庫県民経済計算 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計資料　平成３０年３月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報
国土交通省総合政策局
情報政策課交通経済統計調査室

統計・国 人口問題研究所　研究資料 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 労働統計年報 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 社会福祉施設等調査報告 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 第4巻 世帯構造等基本集計結果 その１    全国編 総務省統計局

統計・国 第4巻 世帯構造等基本集計結果 その2     都道府県・市区町村編 総務省統計局

統計・国 第4巻 世帯構造等基本集計結果 その2     都道府県・市区町村編 総務省統計局

統計・国 第4巻 世帯構造等基本集計結果 その2     都道府県・市区町村編 総務省統計局

統計・国 第4巻 世帯構造等基本集計結果 その2     都道府県・市区町村編 総務省統計局

統計・国 第4巻 世帯構造等基本集計結果 その2     都道府県・市区町村編 総務省統計局

統計・国 第4巻 世帯構造等基本集計結果 その2     都道府県・市区町村編 総務省統計局

統計・国 鉄道輸送統計年報
国土交通省総合政策局情報政策課
交通経済統計調査室

統計･県 国勢調査のあゆみ 兵庫県企画県民部政策室統計課

統計・市
町

篠山市統計書 篠山市総務部総務課

統計・国 青果物卸売市場調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計資料　平成３０年２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 犯罪統計書 兵庫県警察本部刑事部刑事企画課

統計・県 学校保健統計調査報告書 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県
外

森林・林業統計要覧 (一財）日本森林林業振興会

統計・国 学校基本調査報告書
文部科学省生涯学習政策局政策課　　調査統
計企画室

統計・国 子どもの学習費調査報告書
文部科学省生涯学習政策局政策課　　調査統
計企画室

統計・国 学校基本調査報告書
文部科学省生涯学習政策局政策課　　調査統
計企画室

統計・県 兵庫の統計 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 簡易生命表 厚生労働省政策統括官（統計･情報政策担当）

統計・国 国民医療費 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計資料　平成30年１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 生命表 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当）

統計・県 あいち県勢要覧 愛知県県民生活部統計課

統計・県 水道施設現況調書 兵庫県健康福祉部生活衛生課

統計・県 水道施設現況調書 兵庫県健康福祉部生活衛生課

統計・国 国勢調査 総務省統計局

統計・国 国勢調査 総務省統計局

統計・国 国勢調査 総務省統計局

統計・国 国勢調査 総務省統計局

統計・国 国勢調査 総務省統計局

統計・国 国勢調査 総務省統計局

統計・国 国勢調査 総務省統計局

統計・県
外

保険と年金の動向 (一財）厚生労働統計協会

統計・国 日本統計年鑑 総務省統計局

統計・県 学校基本調査結果報告書 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 地方教育費調査報告書
文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計
企画室

統計・県 兵庫県鉱工業指数（年報） 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国 住民基本台帳人口要覧 総務省自治行政局

統計・国 住民基本台帳人口要覧 総務省自治行政局

統計資料　平成２９年１２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 国税庁統計年報書 国税庁 (（一財）大蔵財務協会）

統計・国
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１全国編

総務省統計局

統計・国
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２都道府
県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
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２都道府
県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
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２都道府
県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
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２都道府
県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
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２都道府
県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
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２都道府
県・市区町村編

総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告 総務省統計局

統計・国 漁業・養殖業生産統計年報 農林水産省大臣官房統計部

統計・市
町

統計でみるあまがさき 尼崎市総務局情報統計担当

統計・国 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

統計・国 人口動態統計特殊報告書
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計資料　平成２９年１１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 ポケット統計情報 総務庁統計局

統計・国 ポケット統計情報 総務庁統計局

統計・市
町

加古川市水道事業統計年報 加古川市上下水道局

統計・市
町

川西市統計要覧 川西市

統計・国 調査区関係資料利用の手引 総務省統計局

統計・国 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

統計・県 交通年鑑 兵庫県警察本部交通部交通企画課

統計・国 統計関係法令・通知資料集 総務省政策統括官（統計基準担当）

統計・国 通商産業省統計関係法令集 総務省政策統括官（統計基準担当）

統計・国 畜産物流通統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 生鮮野菜価格動向調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 青果物卸売市場調査報告（産地別） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 第3巻 就業状態等基本集計結果　その１ 全国編 総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国
第3巻 就業状態等基本集計結果
その2都道府県・市区町村編

総務省統計局

統計・国 小売物価統計調査年報 総務省統計局

統計・国 小売物価統計調査年報 総務省統計局

統計・県
外

国民の福祉と介護の動向  厚生の指標 （一財）厚生労働統計協会

統計・県
外

世界国勢図会  世界がわかるデータブック （公財）矢野恒太記念会

統計・県
外

住民基本台帳人口要覧 （公財）国土地理協会

統計・県
外

住民基本台帳人口要覧 （公財）国土地理協会

統計・県
外

地域経済総覧 東洋経済新報社

統計・国 食料・農業・農村白書  参考統計表 農林水産省

統計・県
外

気象年鑑 （一財）気象業務支援センター　監修：気象庁

統計・県
外

JNTO日本の国際観光統計 2016年 （一財）国際観光サービスセンター

統計資料　平成２９年１０月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 100の指標からみた奈良県勢 奈良県総務部知事公室統計課

統計・国 県民経済計算年報 内閣府経済社会総合研究所

統計・県
外

国民衛生の動向  厚生の指標 （一財）厚生労働統計協会

統計・県 兵庫のすがた 兵庫県企画県民部ビジョン局部統計課

統計・国 就労条件総合調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土
地対策室

統計・県 兵庫県地価調査鑑定評価書
兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土
地対策室

統計・国 家計調査年報 総務省統計局

統計・市
町

姫路市保健衛生年報 姫路市保健所

統計・県
外

都市交通年報 （一財）運輸政策研究機構

統計・県 奈良県統計年鑑 奈良県総務部知事公室統計課

統計資料　平成２９年９月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 漁業就業動向調査報告書 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報 総務省統計局

統計・国 人口動態統計特殊報告書
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 地域保健・健康増進事業報告
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 地域保健・健康増進事業報告
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 高校からの統計・データサイエンス活用
総務省政策統括官(統計基準担当)付統計企
画管理官室

統計・国 高校からの統計・データサイエンス活用
総務省政策統括官(統計基準担当)付統計企
画管理官室

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報 国立社会保障・人口問題研究所

統計・県
外

地方公務員給与の実態 （一財）地方財務協会

統計・県
外

新版日本長期統計総覧 (財)日本統計協会

統計・県
外

新版日本長期統計総覧 (財)日本統計協会

統計・県
外

新版日本長期統計総覧 (財)日本統計協会

統計・県
外

新版日本長期統計総覧 (財)日本統計協会

統計・県
外

新版日本長期統計総覧 (財)日本統計協会

統計・市
町

消防年報 尼崎市 尼崎市消防局企画管理課

統計・国 人口問題研究所　研究資料 国立社会保障・人口問題研究所

統計資料　平成２９年８月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 毎月勤労統計調査地方調査年報 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・国
経済産業省生産動態統計年報
紙・印刷・プラスチック製品・ゴム製品統計編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
経済産業省生産動態統計年報
鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
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

統計・国
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

統計・国
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

統計・国
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

統計・国 人口推計資料 総務省統計局

統計・市
町

神戸市統計報告 神戸市企画調整局政策企画部政策調整課

統計・国 人口問題研究所　調査研究報告資料 国立社会保障・人口問題研究所

統計・市
町

たつの市  統計書 たつの市総務部情報推進課

統計資料　平成２９年７月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・市
町

加古川市統計書 加古川市総務部総務課

統計・市
町

姫路市統計要覧 姫路市総務局総務部情報政策課

統計・県 熊本のすがた 熊本県企画振興部統計調査課

統計・市
町

神戸市統計報告 神戸市企画調整局政策企画部政策調整課

統計・国 ポケット農林水産統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 近畿農林水産統計年報 近畿農政局統計部

統計・県
外

日本国勢図会 （公財）矢野恒太記念会

統計・国 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

統計・県
外

惣菜白書 （一社）日本惣菜協会

統計・県
外

観光の実態と志向 (公財)日本観光振興協会

統計・県 三重県勢要覧 三重県戦略企画部統計課

統計・県 三重県のあらまし 三重県戦略企画部統計課

統計・国 労働力調査年報 総務省統計局

統計・国 地図ｼﾘｰｽﾞ 我が国の人口集中地区 総務省統計局

統計・国 家計調査年報 総務省統計局

統計資料　平成２９年６月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 文部科学統計要覧 文部科学省生涯学習政策局

統計・市
町

三木市統計書 三木市企画管理部企画調整課

統計・県 兵庫県統計調査一覧 兵庫県企画県民部ビジョン局統計課

統計・県 徳島県統計書 徳島県

統計・国 消費者物価指数年報 総務省統計局

統計・県 グラフでみるOUR  阿波とくしま 徳島県政策創造部統計戦略課

統計・国 統計研究彙報 総務省統計研修所

統計・国 薬事工業生産動態統計年報 厚生労働省医政局経済課

統計・国 人口動態統計 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 福祉行政報告例 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 食料需給表
農林水産省大臣官房食料安全保障室　（一
財）農林統計協会

統計資料　平成２９年５月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・市
町 神戸市統計書　 神戸市政策調整課

統計・市
町 尼崎市統計書　 尼崎市情報統計担当

統計・市
町 明石市統計書　 明石市情報管理課

統計・市
町 小野市統計書　 小野市総務部総務課

統計・市
町 赤穂市統計書　 赤穂市総務部行政課

統計・県 大阪府統計年鑑 大阪府総務部統計課
統計・県 愛知県統計年鑑 愛知県統計課
統計・国 全国消費実態調査報告 総務省統計局
統計・国 地価公示 国土交通省土地鑑定委員会
統計・国 年度衛生行政報告例 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）
統計・国 港湾統計（年報） 国土交通省情報政策課交通経済統計調査室
統計・国 港湾統計（流動表） 国土交通省情報政策課交通経済統計調査室
統計・国 社会教育統計 文部科学省政策課調査統計企画室
統計・国 学校保健統計 文部科学省生涯学習局政策課調査統計企画室
統計・国 国勢調査 総務省統計局
統計・国 国勢調査 総務庁統計局
統計・国 国勢調査 総務省統計局
統計・国 地図ｼﾘｰｽﾞ 我が国の人口集中地区   総務省統計局
統計・国 人口推計資料 総務省統計局
統計・県
外 国際連合  世界人口年鑑    

国際連合  翻訳監修：公益財団法人ジョイセフ
高橋重郷　（株）原書房

統計・県
外 国際連合  世界統計年鑑  国際連合統計局　（株）原書房

統計・国 我が国の人口動態  厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)
統計・国 労働統計年報 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)
統計・県 和歌山県  県民経済計算年報  和歌山県企画部企画政策局調査統計課
統計・県 税務年報　 兵庫県企画県民部税務課
統計・国 社会保障統計年報 国立社会保障・人口問題研究所編
統計・県 長崎県勢要覧 長崎県県民生活部統計課
統計・県 静岡県勢要覧 静岡県政策企画部情報統計局統計利用課
統計・県 県勢ダイジェスト　山梨県 山梨県県民生活部統計調査課
統計・国 日本の統計 総務省統計局
統計・県 高知県のすがた 高知県総務部統計課
統計・県 100の指標からみた香川 香川県政策部統計調査課
統計・県 統計からみた栃木県のすがた  栃木県県民生活部統計課
統計・県 データおおさか 大阪府総務部統計課
統計・国 食品流通段階別別価格形成調査報告 農林水産省大臣官房統計情報部
統計・国 木材需給報告書  農林水産省大臣官房統計部
統計・国 農作物災害種類別被害統計 農林水産省大臣官房統計部
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その1  全国編  総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務庁統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・県 特定健診データ解析　報告書 兵庫県健康福祉部健康増進課

統計資料　平成２９年４月 新着分



統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務庁統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2  都道府県・市区町村編 総務省統計局
統計・国 厚生統計要覧 厚生労働大臣官房(統計情報統計担当)
統計・県 100の指標　統計から見た富山 富山県経営管理部統計調査課
統計・国 科学技術研究調査報告 総務省統計局
統計・国 国立社会保障・人口問題研究所　研究資料 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国
国立社会保障・人口問題研究所
所内研究報告書71号

国立社会保障・人口問題研究所

統計・県
外 大都市比較統計年表  大都市統計協議会

統計・県 くらしと統計 東京都総務局統計部調査課
統計・県 みやぎのすがた 宮城県統計課
統計・国 消費者物価指数年報 総務省統計局
統計・国 消費者物価指数基準改定資料集成　 総務省統計局
統計・県 高知県産業連関表 高知県総務部統計課
統計・市
町 西脇市統計書　 西脇市総務部総務課

統計・県 東京都統計年鑑 東京都総務局統計部調査課



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 サービス産業動向調査年報 総務省統計局

統計・市
町

神戸市統計報告　NO.4平成27年国勢調査ｰ人口等基本集計結果ｰ 神戸市企画調整局政策企画部政策調整課

統計資料　平成２９年３月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 サービス産業動向調査年報 総務省統計局

統計・市
町

神戸市統計報告　NO.4平成27年国勢調査ｰ人口等基本集計結果ｰ 神戸市企画調整局政策企画部政策調整課

統計・国 国民生活基礎調査 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 国民医療費 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・国 小売物価統計調査年報　構造編 総務省統計局

統計・国 全国消費実態調査報告　第1巻 家計収支編　その１用途分類 総務省統計局

統計・国
全国消費実態調査報告　第1巻 家計収支編　その２用途分類　特定世帯と高齢
者世帯等

総務省統計局

統計・国 全国消費実態調査報告 第1巻 家計収支編 その３品目及び購入先・購入地域等 総務省統計局

統計・国 社会福祉施設等調査報告 厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)

統計・市
町

神戸市統計報告　　NO.5平成23年神戸市産業連関表 神戸市企画調整局政策企画部政策調整課

統計・市
町

国勢調査結果　尼崎の人口　(町(丁)別、年齢別(5歳)人口)(全市、年齢(各歳)別
人口)　平成27年10月1日現在

尼崎市総務局情報統計担当

統計・県 兵庫県市町民経済計算 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 長崎100の指標  較べてみれば 長崎県県民生活部統計課

統計・県 統計でわかる滋賀 滋賀県県民生活部統計課

統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報
国土交通省総合政策局
情報政策課交通経済統計調査室

統計・国 鉄道輸送統計年報
国土交通省総合政策局
情報政策課交通経済統計調査室

統計・県
外

大阪都市交通要覧 関西鉄道協会都市交通研究所

統計資料　平成２９年２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 サービス産業動向調査年報 総務省統計局

統計・市
町

神戸市統計報告　NO.4平成27年国勢調査ｰ人口等基本集計結果ｰ 神戸市企画調整局政策企画部政策調整課

統計資料　平成２９年１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 在留外国人統計 法務省入国管理局

統計・国 保険と年金の動向 厚生労働統計協会

統計・県 犯罪統計書 兵庫県警察本部刑事部刑事企画課

統計・国 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

統計・県
外

森林・林業統計要覧 日本森林林業振興会

統計・県 学校基本調査結果報告書 兵庫県企画県民部統計課

統計・市
町

統計でみるあまがさき 尼崎市総務局情報統計担当

統計・国 全国消費実態調査報告 総務省統計局

統計・県 兵庫の統計 兵庫県企画県民部統計課

統計・県
外

電気事業便覧 (一財）日本電気協会

統計資料　平成２８年１２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 簡易生命表 厚生労働省政策統括官（統計･情報政策担当）

統計・国
県外

国際連合  世界人口年鑑
国際連合  翻訳監修：社団法人エイジング総
合研究センター高橋重郷　（株）原書房

統計・国 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部

統計・県 兵庫県民経済計算 兵庫県企画県民部統計課

統計資料　平成２８年１１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫のすがた 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 兵庫県鉱工業指数（年報） 兵庫県企画県民部統計課

統計・市
町

芦屋市統計書 芦屋市総務部文書法制課

統計・国 経済センサス　基礎調査報告 総務省統計局

統計・市
町

加古川市水道事業統計年報 加古川市上下水道局

統計・市
町

川西市統計要覧 川西市

統計・市
町

尼崎市の事業所 尼崎市総務局情報統計担当

統計・市
町

尼崎市の工業 尼崎市総務局情報統計担当

統計・国 家計調査年報 総務省統計局

統計・県
外

世界国勢図会  世界がわかるデータブック （公財）矢野恒太記念会

統計・県
外

地域経済総覧 東洋経済新報社

統計・国 国勢調査 総務省統計局

統計・県
外

国民の福祉と介護の動向  厚生の指標 （一財）厚生労働統計協会

統計・県
外

気象年鑑 （一財）気象業務支援センター　監修：気象庁

統計資料　平成２８年１０月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・市
町

たつの市統計書 たつの市総務部情報推進課

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 地域保健・健康増進事業報告
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 地域保健・健康増進事業報告
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報 総務省統計局

統計・県
外

司法統計年報 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・県
外

司法統計年報 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・県
外

司法統計年報 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・県
外

司法統計年報 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 統計でみる市区町村のすがた 総務省統計局

統計・市
町

加古川市統計書 加古川市総務部総務課

統計・市
町

神戸市中央卸売市場　西部市場年報 神戸市中央卸売市場

統計・県
外

住民基本台帳人口要覧 （公財）国土地理協会

統計・県
外

住民基本台帳人口要覧 （公財）国土地理協会

統計・市
町

神戸市統計報告 神戸市企画調整局政策企画部政策調整課

統計・市
町

尼崎市の商業 尼崎市総務局情報統計担当

統計・県
外

交通年鑑 兵庫県警察本部交通部交通企画課

統計・県
外

日本国勢図会 （公財）矢野恒太記念会

統計資料　平成２８年９月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・市
町

たつの市統計書 たつの市総務部情報推進課

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 地域保健・健康増進事業報告　地域保健編
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 地域保健・健康増進事業報告　健康増進編
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担
当）

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報 総務省統計局

統計・国 司法統計年報　１民事･行政編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　２刑事編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　３家事編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報　４少年編 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 統計でみる市区町村のすがた 総務省統計局

統計・市
町

加古川市統計書 加古川市総務部総務課

統計・市
町

神戸市中央卸売市場　西部市場年報 神戸市中央卸売市場

統計・県
外

住民基本台帳人口要覧　Ⅰ 市区町村別の男女・年齢別人口,世帯数,人口動態 （公財）国土地理協会

統計・県
外

住民基本台帳人口要覧　Ⅱ 市区町村別の男女・年齢別人口,世帯数,人口動態 （公財）国土地理協会

統計・市
町

神戸市統計報告 神戸市企画調整局政策企画部政策調整課

統計・市
町

尼崎市の商業 尼崎市総務局情報統計担当

統計・県 交通年鑑 兵庫県警察本部交通部交通企画課

統計・県
外

日本国勢図会 （公財）矢野恒太記念会

統計資料　平成２８年８月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・市
町

たつの市統計書 たつの市総務部情報推進課

統計資料　平成２８年７月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
外

兵庫県における田畑売買価格等調査結果 兵庫県農業会議

統計・県
外

兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果 兵庫県農業会議

統計・国 農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表 農林水産省大臣官房統計部

統計・県
外

惣菜白書 （一社）日本惣菜協会

統計・県
外

大都市比較統計年表 大都市統計協議会

統計・国 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

統計・国 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

統計・国 ６次産業化総合調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 木材需給報告書 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 農作物災害種類別被害統計 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 食品ロス統計調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計・市
町

小野市統計書 小野市総務課

統計・市
町

西脇市統計書 西脇市総務部総務課

統計・国 家計調査年報 総務省統計局

統計資料　平成２８年６月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国
調査研究報告資料第34号
現代日本の世帯変動

国立社会保障・人口問題研究所

統計・県 兵庫県統計調査一覧 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 厚生統計要覧 厚生労働大臣官房統計情報部

統計・国 就労条件総合調査 厚生労働大臣官房統計情報部

統計・国 薬事工業生産動態統計年報 厚生労働省医政局

統計・国 科学技術研究調査報告 総務省統計局

統計・市
町

三木市統計書 三木市企画管理部総務課

統計・市
町

赤穂市統計書 赤穂市総務部行政課

統計・県 みやぎのすがた 宮城県

統計・県 東京都統計年鑑 東京都総務局統計部調査課

統計・県 静岡県勢要覧 静岡県企画広報部情報統計局統計利用課

統計・県 富山県統計年鑑 富山県経営企画部統計調査課

統計・県 100の指標　統計から見た富山 富山県経営企画部統計調査課

統計・県 富山県勢要覧 富山県経営企画部統計調査課

統計・県 100の指標からみた香川 香川県政策部統計調査課

統計・県 徳島県統計書 徳島県

統計・県
外

観光の実態と志向 (公財)日本観光振興協会

統計・県 ひょうご住まいの統計 兵庫県県土整備部住宅建設局住宅政策課

統計・県 ひょうご住まいの統計 兵庫県県土整備部住宅建設局住宅政策課

統計・国 社会保障統計年報 国立社会保障・人口問題研究所編

統計・県 港湾・海岸調査報告書 兵庫県県土整備部土木局港湾課

統計資料　平成２８年５月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 日本の統計 総務省統計局

統計・県 高知県のすがた 高知県総務部統計課

統計・県 県勢ダイジェスト　山梨県 山梨県企画県民部統計調査課

統計・県 くらしと統計 東京都総務局統計部調査課

統計・国 経済センサス　基礎調査報告 総務省統計局

統計・国 経済センサス　基礎調査報告 総務省統計局

統計・国 商業統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 商業統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 商業統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 商業統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 サービス産業動向調査年報 総務省統計局

統計・国 わが国水産業の環境変化と漁業構造 農林水産省大臣官房統計部

統計・県
外

都市交通年報 （一財）運輸政策研究機構

統計・国 港湾統計 国土交通省情報政策課交通経済統計調査室

統計・国 港湾統計 国土交通省情報政策課交通経済統計調査室

統計・県
京阪神都市圏総合都市交通体系調査
平成27年度調査報告書

兵庫県県土整備部

統計・国 学校保健統計
文部科学省生涯学習局政策課調査統計企画
室

統計・県 大阪府統計年鑑 大阪府総務部統計課

統計・県 データおおさか 大阪府総務部統計課

統計・県 長崎県勢要覧 長崎県県民生活部統計課

統計・県 経済センサス　基礎調査報告 兵庫県企画県民部統計課

統計・県
外

兵庫県統計書 兵庫県統計協会

統計・県
外

兵庫県市区町別主要統計指標 兵庫県統計協会

統計・県
外

兵庫県勢要覧 兵庫県統計協会

統計・県
外

兵庫の工業 兵庫県統計協会

統計・県 兵庫県の商業 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 地価公示 国土交通省土地鑑定委員会

統計・国 消費者物価指数年報 総務省統計局

統計・国 文部科学統計要覧 文部科学省生涯学習局

統計・市
町

三木市統計書 三木市企画部総務課

統計資料　平成２８年４月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 平成25年度兵庫県市町民経済計算 兵庫県企画県民部統計課

統計・市
町

高砂市統計書　平成27年度版 高砂市

統計・国 社会生活統計指標　都道府県の指標 総務省統計局

統計・国 統計でみる都道府県のすがた 総務省統計局

統計・国 小売物価統計調査（動向編）年報 総務省統計局

統計・国 平成26年度衛生行政報告例 厚生労働省

統計・県 平成28年刊　三重県統計書 三重県

統計・国 厚生統計要覧　平成26年度 厚生労働省

統計・国 平成25年度　福祉行政報告例 厚生労働省

統計・国 平成25年　社会福祉施設等調査報告 厚生労働省

統計・県 税務年報　平成26年度 兵庫県企画県民部税務課

統計・県 熊本のすがた 熊本県

統計・県 指標からみた和歌山県のすがた 和歌山県

統計・県 第64回　愛媛県統計年鑑　平成27年 愛媛県

統計・県 平成27年度　生活保護の概況 兵庫県健康福祉部生活支援課

統計・国 世界の統計　2016 総務省統計局

統計・県 平成27年国勢調査結果速報から見た兵庫県の人口 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 日本の住宅・土地　平成25年住宅・土地統計調査の解説 総務省統計局

統計・市
町

尼崎市統計書　平成27年版 尼崎市

統計・県 平成27年国勢調査　調査結果の利用案内 総務省統計局

統計・県 平成26年度　滋賀県統計書 滋賀県

統計・県
外

統計でみる日本　２０１６ 日本統計協会

統計・市
町

第92回　神戸市統計書　平成27年度版 神戸市総合計画課

統計・県 兵庫県の人口の動き 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 平成27年　国勢調査のあゆみ 兵庫県企画県民部統計課

統計・市
町

平成27年度版　相生市統計書 相生市企画広報課

統計・県 第64回　愛知県統計書　平成27年度刊 愛知県

統計資料　平成２８年３月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 平成26年度　地方教育費調査報告書 文部科学省

統計・国 平成27年度学校基本調査報告書 文部科学省

統計・県 奈良県のすがた　平成27年度 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県 統計でわかる滋賀　2016 滋賀県総合政策部統計課

統計・県 奈良県のすがた　概要版　平成27年度版 奈良県総務部知事公室統計課

統計・国 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

統計・国 2013年漁業センサス総括編 農林水産省

統計・国 平成26年　　国民生活基礎調査 厚生労働省

統計・県 平成27年度学校保健統計　発育と健康 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 鉄道輸送統計年報　平成26年分 国土交通省

統計・国 鉄道輸送統計年報　平成25年分 国土交通省

統計・県 鹿児島のすがた 鹿児島県統計協会

統計・県 平成26年　兵庫県感染症発生動向調査事業 兵庫県立健康生活科学研究所

統計・国 労働力調査の解説 総務省統計局

統計・市
町

篠山市統計書 篠山市

統計・国 人口統計資料集 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 社会福祉施設等調査報告 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 労働統計年報 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民医療費 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計資料　平成２７年２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 平成26年度　地方教育費調査報告書 文部科学省

統計・国 平成27年度学校基本調査報告書 文部科学省

統計・県 奈良県のすがた　平成27年度 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県 統計でわかる滋賀　2016 滋賀県総合政策部統計課

統計・県 奈良県のすがた　概要版　平成27年度版 奈良県総務部知事公室統計課

統計・国 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

統計・国 2013年漁業センサス総括編 農林水産省

統計・国 平成26年　　国民生活基礎調査 厚生労働省

統計・県 平成27年度学校保健統計　発育と健康 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 鉄道輸送統計年報　平成26年分 国土交通省

統計・国 鉄道輸送統計年報　平成25年分 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・県 鹿児島のすがた 鹿児島県統計協会

統計・県 平成26年　兵庫県感染症発生動向調査事業 兵庫県立健康生活科学研究所

統計・国 労働力調査の解説 総務省統計局

統計・市
町

篠山市統計書 篠山市

統計・県
外

人口統計資料集 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 社会福祉施設等調査報告 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 労働統計年報 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民医療費 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計資料　平成２７年１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 平成25年度　兵庫県民経済計算 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 小売物価統計調査（構造編）年報　平成26年 総務省統計局

統計・県 山梨県統計年鑑　平成27年 山梨県企画県民部統計調査課

統計・県 平成27年度学校基本統計　兵庫県の学校 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 ポケット農林水産統計　平成27年版 農林水産省大臣官房統計部

統計・市
町

平成26年度版　神戸市中央卸売市場　西部市場年報 神戸市中央卸売市場

統計・市
町

統計でみるあまがさき　平成27年度 尼崎市

統計・県
外

保険と年金の動向　2015/2016 厚生労働統計協会

統計・県
外

森林・林業統計要覧　2015 日本森林林業振興会

統計・国 日本統計年鑑　平成28年 総務省統計局

統計・県
外

電気事業便覧　平成27年版 日本電気協会

統計・国 平成26年　　青果物卸売市場調査報告 農林水産省大臣官房統計部

統計資料　平成２７年１２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫のすがた  2015 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 兵庫県港湾統計年報  平成26年（2014年） 兵庫県土整備部土木局港湾課

統計・国 国民の福祉と介護の動向  厚生の指標  増刊  第62巻第10号  2015/2016 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 厚生統計要覧  平成26年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 社会保障統計年報  平成27年版 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 気象年鑑  2015年版 （一財）気象業務支援ｾﾝﾀｰ  監修：気象庁

統計・国
住民基本台帳人口要覧Ⅰ  平成27年版－市区町村別の男女・年齢階級別人
口、世帯数、人口動態－

（公財）国土地理協会

統計・国
住民基本台帳人口要覧  平成27年版Ⅱ－市区町村別の男女・年齢階級別人
口、世帯数、人口動態－

（公財）国土地理協会

統計・国 簡易生命表  平成26年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 在留外国人統計  平27年版 法務省入国管理局

統計・国 食料・農業・農村白書  参考統計表  平成27年版 農林水産省

統計・国 食料需給表  平成25年度 農林水産省大臣官房食料安全保障課

統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報  平成25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

統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報  平成26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

統計・国 就労条件総合調査  平成26年版（2014） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国
地方公務員給与の実態  平成26年  平成26年4月1日地方公務員給与実態調査
結果

地方公務員給与制度研究会

統計・国 国際連合  世界人口年鑑  2013  Vol.64
国際連合  翻訳監修：社団法人エイジング総
合研究センター  高橋重郷

統計・県
外

民力2015 ｴﾘｱ・都市圏・市区町村別指標＋都道府県別資料  2014－2015 朝日新聞出版「民力」編集部

統計・県
外

日本国勢図会  日本がわかるﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ  第73版  2015/16 （公財）矢野恒太記念会

統計・県
外

地域経済総覧  2016 東洋経済新報社

統計・県
外

世界国勢図会  世界がわかるﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ  2015/16 （公財）矢野恒太記念会

統計・県
外

観光の実態と志向  第33回   国民の観光に対する動向調査  平成26年度版
CDーROM付

（公社）日本観光振興協会

統計資料　平成２７年１１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
水道施設現況調書・水道水質監視実施結果・外部精度管理実施結果  平成25年
度

兵庫県健康福祉部生活衛生課

統計・県
水道施設現況調書・水道水質監視実施結果・外部精度管理実施結果  平成24年
度

兵庫県健康福祉部生活衛生課

統計・県 交通年鑑  平成26年 警察本部交通部交通企画課

統計・県 犯罪統計書  平成26年 警察本部刑事部刑事企画課

統計・県 兵庫県鉱工業指数（年報）平成26－平成22年基準－ 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2015
総務省統計研修所編集班外国統計編集係（総
務省統計局）

統計・国 家計調査年報  平成26年（Ⅱ貯蓄・負債編） 総務省統計局

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

統計・国
人口推計年報  全国  年齢（各歳），男女別人口  都道府県  年齢（5歳階級），男
女別 人口 平成26年10月1日現在推計人口

総務省統計局

統計・国 漁業・養殖業生産統計年報  平成25年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 2013漁業センサス　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

統計・国 H25住宅・土地統計　第3巻 大都市圏・都市圏・距離帯編 総務省統計局

統計・国
H26特定サービス産業実態調査　自動車賃貸業、ｽﾎﾟｰﾂ･娯楽用品賃貸業、その
他の物品賃貸業編

経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　教養･技能教授業編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ業、割賦金融業編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　新聞業、出版業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
H26特定サービス産業実態調査　映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映
像･音声･文字情報制作に附帯するｻｰﾋﾞｽ業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
H26特定サービス産業実態調査　ｿﾌﾄｳｴｱ業、情報処理・提供ｻｰﾋﾞｽ業及びｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ附随ｻｰﾋﾞｽ業編

経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国
H26特定サービス産業実態調査　各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事
務用機械器具賃貸業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　映画館編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　デザイン業、機械設計業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　広告業編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　計量証明業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査機械修理業、電気機械器具修理業編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　冠婚葬祭業編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　興業場、興業団編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　ｽﾎﾟｰﾂ施設提供業編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　公園、遊園地･ﾃｰﾏﾊﾟｰｸ編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 H26特定サービス産業実態調査　学習塾編 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・市
町

川西市統計要覧  平成26年度版 川西市総務部総務室総務課

統計・市
町

加古川市水道事業統計年報  H.26.4.1～27.3.31 加古川市上下水道局

統計・市
町

姫路市保健衛生年報  平成27年度（平成26年度事業実績・平成26年次統計） 姫路市保健所

統計・他
県

島根県勢要覧  平成27年版 島根県政策企画局統計調査課

統計資料　平成２７年１０月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧  平成27年 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課

統計・県 兵庫県地価調査鑑定評価書  平成27年 兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課

統計・国 県民経済計算年報  平成27年版  2015 CD-ROM付 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

統計・国 国民衛生の動向  厚生の指標  増刊62巻第9号  2015/2016 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 司法統計年報   4少年編  平成26年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報   2刑事編  平成26年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報   3家事編  平成26年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報   1民事･行政編  平成26年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報  平成26年 総務省統計局

統計・市
町

西宮市統計時報 平成18年  NO92 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成18年  NO93 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成18年  NO94 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成19年  NO95 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成19年  NO96 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成19年  NO97 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成20年  NO98 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成21年  NO99 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成21年  NO100 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成22年  NO101 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成23年  NO102 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成23年  NO104 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成24年  NO105 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成23年  NO103 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成24年  NO106 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成25年  NO107 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成25年  NO108 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成26年  NO109 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成26年  NO110 西宮市

統計・市
町

西宮市統計時報 平成27年  NO111 西宮市

統計・市
町

消防年報  2014 尼崎市消防局企画管理課

統計資料　平成２７年９月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 地域保健・健康増進事業報告（地域保健編） 平成25年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 地域保健・健康増進事業報告（健康増進編） 平成25年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 裁判所ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ  2015 最高裁判所事務総局

統計・国
日本における人口動態－外国人を含む人口動態統計－平成26年度  人口動態
統計特殊報告

厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 産業細分類別統計表（経済産業局別・都道府県別表） 経済産業省経済産業政策局調査統計部

統計・国 H２０年工業統計書・工業地区編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

統計・国 H２０年工業統計書・企業統計編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

統計・国 H２０年工業統計書・市区町村編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

統計・国 H２０年工業統計書・品目編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

統計・国 H２０年工業統計書・用地・用水編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

統計・国 H２０年工業統計書・産業編 経済産業省経済産業政策局調査統計部

統計・国 中小企業実態基本調査報告書  平成26年 中小企業庁事業環境部企画課調査室

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査　第1巻  全国編 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その46  鹿児島県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その28  兵庫県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その27  大阪府 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その26  京都府 総務省統計局

統計・国 奈良県統計年鑑  平成26年度 奈良県総務部知事公室統計課

統計・国 第2巻  都道府県編  その8  茨城県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その9  栃木県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その1  北海道 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その10  群馬県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その47  沖縄県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その34  広島県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その35  山口県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その33  岡山県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その40  福岡県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その43  熊本県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その11  埼玉県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その12  千葉県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その13  東京都 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その14  神奈川県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その15  新潟県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その20  長野県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その21  岐阜県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その22  静岡県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その23  愛知県 総務省統計局

統計・国 H２５年住宅・土地統計調査第2巻  都道府県編  その24  三重県 総務省統計局

統計・他
県

100の指標からみた奈良県勢  平成27年版 奈良県総務部統計課

統計資料　平成２７年８月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・
県

毎月勤労統計調査地方調査年報  －賃金・労働時間及び雇用の
動き－  平成26年版

兵庫県企画県民部統計課

統計・
国

統計でみる市区町村のすがた  2015 総務省統計局

統計・
国

家計調査年報  平成26年（Ⅰ家計収支編） 総務省統計局

統計・
国

小売物価統計調査（構造編）年報  平成25年 総務省統計局

統計・
国

石油等消費動態統計年報  平成26年  2014
経済産業省大臣官房調査統計グ
ループ

統計・
国

経済産業省生産動態統計年報  資源・窯業・建材統計編  平成26
年  2014

経済産業省大臣官房調査統計グ
ループ

統計・
国

経済産業省生産動態統計年報  繊維・生活用品統計編  平成26
年  2014

経済産業省大臣官房調査統計グ
ループ

統計・
国

経済産業省生産動態統計年報 化学工業統計編 平成26年  2014
経済産業省大臣官房調査統計グ
ループ

統計・
国

経済産業省生産動態統計年報  鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計
編  平成26年  2014

経済産業省大臣官房調査統計グ
ループ

統計・
国

経済産業省生産動態統計年報  紙・印刷・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品・ｺﾞﾑ製品
統計編 平成26年  2014

経済産業省大臣官房調査統計グ
ループ

統計・
国

経済産業省生産動態統計年報    機械統計編  平成26年  2014
経済産業省大臣官房調査統計グ
ループ

統計・
国

労働力調査年報  平成26年  2014 総務省統計局

統計・
国

商業動態統計年報  平成26年  2014 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計・
市町

たつの市  統計書  平成27年版（2015） たつの市総務部情報推進課

統計・
市町

統計グラフひめじ2015 姫路市総務局総務部情報政策課

統計・
県外

大阪都市交通要覧  平成24（2012）年版 関西鉄道協会都市交通研究所

統計・
県外

国際連合  世界統計年鑑  2012 国際連合統計局

統計資料　平成２７年７月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県統計調査一覧  平成27年度 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 港湾・海岸調査報告書  －潮位・風向風速・地盤沈下・地下水位－  平成26年 兵庫県県土整備部土木局港湾課

統計・県 国勢調査結果速報から見た兵庫県の人口  平成22年 兵庫県企画県民部政策室統計課

統計・県 国勢調査結果速報から見た兵庫県の人口 平成17年 兵庫県企画管理部管理局統計課

統計・国 近畿圏都市交通体系調査業務委託  報告書  平成25年度 京阪神都市圏交通計画協議会

統計・国 近畿圏都市交通体系調査業務委託報告書 京阪神都市圏交通計画協議会

統計・市
町

芦屋市統計書  平成26年版 芦屋市総務部文書法制課

統計・市
町

伊丹市統計書  平成26年度版 伊丹市総務部総務室総務課

統計・市
町

尼崎市の工業  －工業統計調査市集計結果報告－  平成25年 尼崎市総務局情報統計担当

統計・他
県

秋田県勢要覧  平成13年版 秋田県企画振興部統計課

統計・他
県

滋賀県勢要覧  平成16年（2004年）版 滋賀県政策調整部統計課

統計・他
県

静岡県勢要覧  平成14年度 静岡県企画部高度情報総室統計利用室

統計・他
県

統計ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ  手軽によめる100の指標  平成12年版 静岡県企画部高度情報総室統計利用室

統計・他
県

静岡県勢要覧  平成17年度 静岡県生活・文化部県民生活総室統計利用室

統計・他
県

静岡県勢要覧  平成19年度 静岡県企画部統計利用室

統計・他
県

静岡県勢要覧  平成22年度 静岡県企画広報部情報統計局統計利用課

統計・他
県

静岡県勢要覧  平成23年度 静岡県企画広報部情報統計局統計利用課

統計・他
県

奈良県勢要覧  2002（平成14年） 奈良県統計課

統計・他
県

グラフなら県勢  1992 奈良県企画部統計課

統計・他
県

グラフ  なら  県勢  1993 奈良県企画部統計課

統計・他
県

1994ｸﾞﾗﾌ  なら県勢 奈良県総務部統計課

統計・他
県

1995ｸﾞﾗﾌ  なら県勢 奈良県総務部統計課

統計・他
県

県勢ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ  平成15年度  山梨県 山梨県企画部統計調査課

統計・他
県

県勢ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ  平成16年度  山梨県 山梨県企画部統計調査課

統計・他
県

県勢ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ  平成17年度  山梨県 山梨県企画部統計調査課

統計・他
県

指標からみた和歌山県のすがた  平成20年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・他
県

指標からみた和歌山県のすがた  平成21年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・県
外

大都市比較統計年表  平成25年 大都市統計協議会（担当  相模原市）

統計・県
外

惣菜白書  2015年版  CD-ROM付 （一社）日本惣菜協会

統計資料　平成２７年６月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 消費者物価指数年報  平成26年  2014 総務省統計局

統計・国 生ｺﾝｸﾘｰﾄ統計年報  平成26年  2014 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

統計・国 砕石等統計年報  平成26年  2014 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

統計・市
町

尼崎市統計書  平成26年版 尼崎市総務局情報統計担当

統計・市
町

三木市統計書  平成26年版 三木市企画管理部総務課

統計・他
県

東京都統計年鑑  第65回  平成25年  2013 東京都総務局統計部調整課

統計・他
県

福井県統計年鑑  平成25年（第61回） 福井県総合政策部政策統計・情報課

統計・他
県

税務統計書  平成25年度 石川県総務部税務課

統計・県
外

公的統計のミクロデータ利用ガイド  －社会生活基本調査の匿名データを用いた
分析を例としてー

公益財団法人  統計情報研究開発センター

統計資料　平成２７年５月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 神戸市統計書  第91回  平成26年度版 神戸市企画調整局企画調整部総合計画課

統計・県 兵庫県統計書  平成25年(2013) 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 兵庫県勢要覧 2015 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 兵庫県市区町別主要統計指標  平成27年版（2015） 兵庫県統計協会

統計・県 生活保護の概況（資料  平成25年度生活保護統計年度報）平成26年度 兵庫県健康福祉部社会福祉局生活支援課

統計・県 兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果 兵庫県農業会議

統計・県 兵庫県における田畑売買価格等調査結果  平成27年3月（平成26年度版） 兵庫県農業会議

統計・県 税務年報  平成25年度 兵庫県企画県民部企画財政局税務課

統計・国
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

統計・国 都市交通年報  平成24年版  CD-ROM付 （一財）運輸政策研究機構

統計・国 国民生活基礎調査  平成25年  第1巻  結果の概要  全国編（世帯、所得、貯蓄） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民生活基礎調査  平成25年  第2巻   全国編（健康、介護） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民生活基礎調査  平成25年  第3巻  都道府県編（世帯） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民生活基礎調査  平成25年  第4巻  都道府県編（健康） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 文部科学統計要覧  平成27年版  （2015） 文部科学省生涯学習政策局

統計・国 学校保健統計調査報告書  平成26年度 文部科学省生涯学習政策局政策課

統計・国 世界の統計  2015 総務省統計局

統計・国 我が国の人口動態  平成25年までの動向  平成27年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口動態統計  上巻  平成25年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口動態統計  中巻  平成25年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口動態統計  下巻  平成25年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 地価公示  平成27年 国土交通省土地鑑定委員会

統計・国
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

統計・国 2013漁業センサス　第2巻  海面漁業に関する統計（都道府県編） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 2013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

統計・国 2013漁業センサス　第1巻  海面漁業に関する統計（全国、大海区編） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国
2013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
編）

農林水産省大臣官房統計部

統計・国 2013漁業センサス　第3巻  海面漁業に関する統計（市区町村編） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国
2013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

統計・国
2013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

統計・国
2013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

統計・国
2013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

統計・国 2013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

統計・国 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・国 サービス産業動向調査年報 平成25年 総務省統計局

統計・市
町

相生市統計書  平成26年版 相生市企画総務部企画広報課情報化推進係

統計・市
町

赤穂市統計書  平成26年版 赤穂市総務部行政課

統計・市
町

加古川市統計書  平成26年度版 加古川市総務部総務課

統計・市
町

西脇市統計書  平成26年版 西脇市ふるさと創造部

統計・市
町

姫路市統計要覧  平成26年版  (2014年） 姫路市総務局総務部情報政策課

統計・他
県

[図説]いわて統計白書  2015 岩手県政策地域部調査統計課

統計・他
県

101の指標からみた  岡山県  平成27年版 岡山県総合政策局統計分析課

統計・他
県

統計でみる岡山のすがた 岡山県総合政策局統計分析課

統計・他
県

100の指標からみた香川 平成27年版 香川県政策部統計調査課

統計資料　平成２７年４月 新着分



統計・他
県

熊本のすがた  2015
熊本県企画振興部交通政策・情報局統計調
査課

統計・他
県

高知県のすがた 高知県総務部統計課

統計・他
県

静岡県勢要覧  平成26年度 静岡県企画広報部情報統計局統計利用課

統計・他
県

滋賀県統計書  平成25年度  （平成27年3月刊行） 滋賀県総合政策部統計課

統計・他
県

くらしと統計2015  グラフでみる東京のすがた 東京都総務局統計部調整課

統計・他
県

富山県統計年鑑  平成25年  （平成26年度刊行） 富山県経営管理部統計調査課

統計・他
県

富山県勢要覧  平成26年版 富山県経営管理部統計調査課

統計・他
県

１００の指標  統計からみた富山 平成26年版 富山県経営管理部統計調査課

統計・他
県

目でみる富山の統計  平成26年度 富山県経営管理部統計調査課

統計・他
県

グラフでみるOUR  阿波とくしま  ２０１５ 徳島県政策創造部統計戦略課

統計・他
県

徳島県統計書  平成25年 徳島県

統計・他
県

長崎県勢要覧  平成26年版 長崎県県民生活部統計課

統計・他
県

宮城県勢要覧  みやぎのすがた2015 宮城県企画部統計課

統計・他
県

県勢ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ  平成26年度  山梨県 山梨県企画県民部統計調査課



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県の人口の動き  平成26年1月～12月 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 兵庫の工業  －工業統計調査結果報告－  平成25年(2013) 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 港湾統計（年報）平成25年
国土交通省総合政策局情報政策本部情報政
策課交通経済統計調査室

統計・国 統計でみる日本  2015 （一財）日本統計協会

統計・国 統計でみる都道府県のすがた  2015 総務省統計局

統計・国 日本の統計  2015 総務省統計局

統計・国 社会生活統計指標  都道府県の指標  2015 総務省統計局

統計・国 港湾統計（流動表）平成25年
国土交通省総合政策局情報政策本部情報政
策課交通経済統計統計室

統計・国 医療施設調査( 動態調査)  病院報告  [全国編 上巻]  平成25年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 衛生行政報告例  平成25年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 医療施設調査(動態調査)  病院報告  [都道府県編 下巻]  平成25年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 科学技術研究調査報告  平成26年 総務省統計局

統計・国 花き生産出荷統計  平成25年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 野菜生産出荷統計   平成25年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 果樹生産出荷統計  平成25年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その2  青森県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その5  秋田県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その6  山形県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その38  愛媛県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その39  高知県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その41  佐賀県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その42  長崎県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その44  大分県 総務省統計局

統計・国 第2巻 住宅・土地統計調査　 都道府県編  その45  宮崎県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その16  富山県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その17  石川県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その19  山梨県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その25  滋賀県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その29  奈良県 総務省統計局

統計・国 第2巻 住宅・土地統計調査 　都道府県編  その30  和歌山県 総務省統計局

統計・国 第2巻 住宅・土地統計調査 　都道府県編  その31  鳥取県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その31  香川県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その3  岩手県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その4  宮城県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その7  福島県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その18  福井県 総務省統計局

統計・国 第2巻  住宅・土地統計調査　都道府県編  その32  島根県 総務省統計局

統計・国 第2巻 住宅・土地統計調査 　都道府県編  その36  徳島県 総務省統計局

統計・市
町

高砂市統計書  平成26年版 高砂市企画総務部総務課

統計・他
県

愛知県統計年鑑  平成26年度刊 愛知県県民生活部統計課

統計・他
県

愛媛県統計年鑑  第63回  平成26年刊行 愛媛県企画振興部管理局統計課

統計・他
県

データおおさか 2015 大阪府総務部部統計課

統計・他
県

大阪府統計年鑑  平成26年度 大阪府総務部統計課

統計資料　平成２７年３月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県市町民経済計算 （確報） 平成24年度 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 兵庫県民経済計算  平成24年度 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 国民医療費  平成24年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口統計資料集  2015 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 労働統計年報  第66回  平成25年  2013 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 労働統計年報  第62回  平成21年  2009 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・他
県

鹿児島県の漁業  2013年漁業ｾﾝｻｽ調査結果 鹿児島県企画部統計課

統計・他
県

指標からみた和歌山県のすがた  平成26年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計資料　平成２７年２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 学校保健統計調査速報報告書  発育と健康  平成26年度 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 学校基本調査結果報告書  兵庫県の学校  平成26年度 兵庫県企画県民部統計課

統計・県 2013年（第13次） 漁業ｾﾝｻｽ  海面漁業調査漁業経営体調査の概要 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 日本統計年鑑  第64回  平成27年 総務省統計局

統計・国 県民経済計算年報  平成26年版  2014 CD-ROM付 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

統計・国 ｸﾞﾗﾌでみる世帯の状況  国民生活基礎調査（平成25年）の結果から  平成26年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国
学校基本調査（初等中等教育機関  専修学校・各種学校編）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政策課調査統計
企画室

統計・国 平成25年度地方教育費調査報告書（平成24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

統計・国 薬事工業生産動態統計年報  平成25年 厚生労働省医政局経済課

統計・国 住宅土地・速報集計結果 総務省統計局

統計・市
町

篠山市統計書  平成26年度版 篠山市総務部総務課情報政策係

統計・他
県

鹿児島のすがた 鹿児島県統計課

統計資料　平成２７年１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県港湾統計年報  平成25年（2013年） 県土整備部土木局港湾課

統計・国 保険と年金の動向  厚生の指標  増刊  第61巻第14号  2014／2015 （一財）厚生労働統計協会

統計・国
日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）2010（平成22）年～2035（平成47）年
2014（平成26）年4月推計

国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 在留外国人統計  平26年版 法務省入国管理局

統計・国 森林・林業統計要覧  2014 林野庁

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
デザイン業、機械設計業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
計量証明業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
クレジットカード業、割賦金融業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
スポーツ施設提供業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
広告業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
学習塾編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
興業場、興業団編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
冠婚葬祭業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
映画館編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
自動車賃貸業、スポーツ･娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
教養･技能教授業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
新聞業、出版業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
公園、遊園地･テーマパーク編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
機械修理業、電気機械器具修理業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
特定サービス産業実態調査報告書
映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像･音声･文字情報制作に附帯する
サービス業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・市
町

たつの市  統計書  平成26年版（2014) たつの市総務部情報推進課

統計・他
県

長崎100の指標  較べてみれば  2014年改訂版 長崎県統計課

統計・他
県

山梨県統計年鑑  平成26年刊行 山梨県企画県民部統計調査課

統計資料　平成２６年１２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 小売物価統計調査年報  平成25年 総務省統計局

統計・国 家計調査年報  平成25年（Ⅱ貯蓄・負債編） 総務省統計局

統計・国 簡易生命表  平成25年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・市
町

統計でみるあまがさき 平成26年度 尼崎市総務局情報政策課情報統計担当

統計・市
町

尼崎市の工業  －工業統計調査市集計結果報告－  平成24年 尼崎市総務局情報統計担当

統計・県
外

電気事業便覧  平成26年版 電気事業連合会統計委員会

統計資料　平成２６年１１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 犯罪統計書  平成25年 警察本部刑事部刑事企画課

統計・県 兵庫県鉱工業指数（年報）平成25－平成22年基準－ 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 貨物・旅客地域流動調査  平成24年度 国土交通省総合政策局情報政策課

統計・国 国民の福祉と介護の動向  厚生の指標  増刊  第61巻第10号  2014/2015 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 気象年鑑  2014年版 （一財）気象業務支援ｾﾝﾀｰ  監修：気象庁

統計・国 農林水産統計  2013年漁業センサス結果の概要（概数値）
農林水産省  大臣官房  統計部  経営・構造統
計課  センサス統計室

統計・国 個人企業経済調査報告（構造編） 平成25年 総務省統計局

統計・国 労働経済の分析  平成26年版 厚生労働省

統計・市
町

姫路市保健衛生年報  平成26年度（平成25年度事業実績・平成25年次統計） 姫路市保健所

統計・市
町

消防年報  2013 尼崎市消防局企画管理課

統計・他
県

奈良県統計年鑑  平成25年度 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県
外

地域経済総覧  2015 東洋経済新報社

統計資料　平成２６年１０月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 犯罪統計書  平成25年 警察本部刑事部刑事企画課

統計・県 兵庫県鉱工業指数（年報）平成25－平成22年基準－ 兵庫県企画県民部統計課

統計・国 貨物・旅客地域流動調査  平成24年度 国土交通省総合政策局情報政策課

統計・国 国民の福祉と介護の動向  厚生の指標  増刊  第61巻第10号  2014/2015 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 気象年鑑  2014年版 （一財）気象業務支援ｾﾝﾀｰ  監修：気象庁

統計・国 農林水産統計  2013年漁業センサス結果の概要（概数値）
農林水産省  大臣官房  統計部  経営・構
造統計課  センサス統計室

統計・国 個人企業経済調査報告（構造編） 平成25年 総務省統計局

統計・国 労働経済の分析  平成26年版 厚生労働省

統計・市
町

姫路市保健衛生年報  平成26年度（平成25年度事業実績・平成25年次統計） 姫路市保健所

統計・市
町

消防年報  2013 尼崎市消防局企画管理課

統計・他
県

奈良県統計年鑑  平成25年度 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県
外

地域経済総覧  2015 東洋経済新報社

統計資料　平成２６年９月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 近畿の運輸行政 2014 近畿運輸局

統計・国 地域保健・健康増進事業報告（地域保健編） 平成24度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 地域保健・健康増進事業報告（健康増進編） 平成24年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 社会保障生計調査（家計簿）結果  平成24年度 厚生労働省社会・援護局保護課

統計・国 第60回医療扶助実態調査（医療･調剤内容調査）結果  平成24年6月審査分 厚生労働省社会･援護局保護課

統計・国 第61回医療扶助実態調査（医療･調剤内容調査）結果  平成25年6月審査分 厚生労働省社会･援護局保護課

統計・国 司法統計年報   4少年編  平成25年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報   3家事編  平成25年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報   2刑事編  平成25年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報   1民事･行政編  平成25年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報  平成26年版(2014年版） 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 食料・農業・農村白書  参考統計表  平成26年版 農林水産省

統計・県
外

交通年鑑  平成25年 警察本部交通部交通企画課

統計・県
外

民力2014 エリア・都市圏・市区町村別指標＋都道府県別資料  2013－2014 朝日新聞出版「民力」編集部

統計・県
外

世界国勢図会  世界がわかるデータブック  2014/15 （公財）矢野恒太記念会

統計・県
外

関西ハンドブック  平成26年版 株式会社日本政策投資銀行  関西支店

統計資料　平成２６年８月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
毎月勤労統計調査地方調査年報  －賃金・労働時間及び雇用の動き－  平成25
年版

兵庫県企画県民部統計課

統計・国
人口推計年報  全国  年齢（各歳），男女別人口  都道府県  年齢（5歳階級），男
女別 人口 平成23年10月1日現在推計人口

総務省統計局

統計・国 統計でみる市区町村のすがた  2014 総務省統計局

統計・国 家計調査年報  平成25年（1家計収支編） 総務省統計局

統計・国 石油等消費動態統計年報  平成25年  2013 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 社会福祉施設等調査報告  平成24年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 文部科学統計要覧  平成26年版  （2014） 文部科学省生涯学習政策局

統計・国 人口動態保健所・市区町村別統計 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国
住民基本台帳人口要覧1  平成26年版－市区町村別の男女・年齢階級別人口、
世帯数、人口動態－

（公財）国土地理協会

統計・国
住民基本台帳人口要覧  平成26年版2－市区町村別の男女・年齢階級別人口、
世帯数、人口動態－

（公財）国土地理協会

統計・国 日本の人口・世帯（上巻・解説・資料編） 総務省統計局

統計・国 日本の人口・世帯（下巻ー統計表編） 総務省統計局

統計・国
人口推計年報  全国  年齢（各歳），男女別人口  都道府県  年齢（5歳階級），男
女別 人口 平成25年10月1日現在推計人口

総務省統計局

統計・国
人口推計年報  全国  年齢（各歳），男女別人口  都道府県  年齢（5歳階級），男
女別 人口 平成24年10月1日現在推計人口

総務省統計局

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報  平成25年 総務省統計局

統計・国 経済産業省生産動態統計年報    機械統計編  平成25年  2013 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 経済産業省生産動態統計年報 化学工業統計編 平成25年  2013 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 経済産業省生産動態統計年報  資源・窯業・建材統計編  平成25年  2013 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 経済産業省生産動態統計年報  繊維・生活用品統計編  平成25年  2013 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
経済産業省生産動態統計年報  鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計編  平成25年
2013

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国
経済産業省生産動態統計年報  紙・印刷・プラスチック製品・ゴム製品統計編 平
成25年  2013

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 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

統計・国
地方公務員給与の実態  平成25年  平成25年4月1日地方公務員給与実態調査
結果

地方公務員給与制度研究会

統計・国
地方公務員給与の実態（別冊）  平成25年  平成25年4月1日地方公務員給与実
態調査結果

地方公務員給与制度研究会

統計・国 商業販売統計年報  平成25年  2013 経済産業省大臣官房調査統計ｸﾞﾙｰﾌﾟ

統計資料　平成２６年７月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 ﾎﾟｹｯﾄ統計'73 、'74、'75、'76 企画部統計課

統計・県 兵庫県統計調査一覧  平成26年度 企画県民部統計課

統計・国 近畿農林水産統計年報  平成24～25年 近畿農政局

統計・国 労働力調査年報  平成25年  2013 総務省統計局

統計・市
町

芦屋市統計書  平成25年版 芦屋市総務部文書統計課

統計・市
町

神戸市中央卸売市場  平成25年度版  西部市場年報 神戸市中央卸売市場本場業務課

統計・他
県

北海道の賃金、労働時間及び雇用の動き  ー毎月勤労統計調査年報ー 平成25
年

北海道総合政策部地域行政局統計課

統計・県
外

大都市比較統計年表  平成24年 大都市統計協議会（担当  岡山市）

統計・県
外

惣菜白書  2014年版  CD-ROM付 （一社）日本惣菜協会

統計資料　平成２６年６月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 港湾・海岸調査報告書  －潮位・風向風速・地盤沈下・地下水位－  平成25年 県土整備部土木局港湾課

統計・国
研究分析参考資料  第44号  家計調査にみる品目別支出金額及び購入数量の
都道府県庁所在市ﾗﾝｷﾝｸﾞ（平成25年）

総務省統計局統計調査部消費統計課

統計・国
研究分析参考資料  第42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ｸﾞ（平成23年）

総務省統計局統計調査部消費統計課

統計・国 港湾統計（流動表）平成24年
国土交通省総合政策局情報政策本部情報政
策課交通統計室

統計・国 港湾統計（年報）平成24年
国土交通省総合政策局情報政策本部情報政
策課交通統計室

統計・国 食料需給表  平成24年度 農林水産省大臣官房食料安全保障課

統計・国 砕石等統計年報  平成25年  2013 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

統計・国 生コンクリート統計年報  平成25年  2013 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

統計・国 H24経済センサス第5巻  鉱業､採石業､砂利採取業に関する集計
総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査統
計グループ

統計・国
H24経済センサス第7巻  卸売業・小売業に関する集計  その４  業態別統計編
（小売業）

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査統
計グループ

統計・国
H24経済センサス第7巻  卸売業・小売業に関する集計  その3  産業編（市区町
村表）

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査統
計グループ

統計・国 H24経済センサス第7巻  卸売業・小売業に関する集計  その１ 産業編（総括表）
総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査統
計グループ

統計・国
H24経済センサス第7巻  卸売業・小売業に関する集計  その2  産業編（都道府
県表）

総務庁統計局・経済産業省大臣官房調査統
計グループ

統計・他
県

富山県勢要覧  2013（平成25年度版） 神奈川県統計センター

統計・他
県

目でみる富山の統計 富山県経営管理部統計調査課

統計・県
外

日本国勢図会  日本がわかるデータブック  第72版  2014/15 （公財）矢野恒太記念会

統計資料　平成２６年５月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 神戸市統計書 第90回 平成25年度版 神戸市企画調整局企画調整部総合計画課

統計・県 兵庫県統計書 平成24年(2012) 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県勢要覧 2014 企画県民部計課

統計・県 兵庫県市区町別主要統計指標 平成26年版（2014） 兵庫県統計協会

統計・県 兵庫県市町民経済計算 （確報） 平成23年度 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県民経済計算 平成23年度 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県の人口の動き 平成25年1月～12月 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果 兵庫県農業会議

統計・県 兵庫県における田畑売買価格等調査結果 平成26年3月（平成25年度版） 兵庫県農業会議

統計・県 兵庫県鉱工業指数（年報）平成24年－平成17年基準－ 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県の商業 平成24年経済センサスー活動調査（卸売業・小売業）結果表ー 企画県民部統計課

統計・県 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ⑫ 九州Ⅱ・ 沖縄 総務省統計局

統計・国 日本の統計 2014 総務省統計局

統計・国 消費者物価指数年報 平成25年 2013 総務省統計局

統計・国 福祉行政報告例 平成24年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 医師・歯科医師・薬剤師調査 平成24年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 社会保障統計年報 平成26年版 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 厚生統計要覧 平成25年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 科学技術研究調査報告 平成25年 総務省統計局

統計・国 学校保健統計調査報告書 平成25年度 文部科学省生涯学習政策局政策課

統計・国 世界の統計 2014 総務省統計局

統計・国 地価公示 平成26年 国土交通省土地鑑定委員会

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村 編 ⑦ 近畿Ⅰ 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ⑧ 近畿Ⅱ 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その1 全国編 総務省統計局

統計・国 花き生産出荷統計 平成24年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 青果物卸売市場調査報告 平成23年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 木材需給報告書 平成23年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 野菜生産出荷統計 平成24年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 果樹生産出荷統計 平成24年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 農林水産省統計表 第88次 平成24年～25年(2012～2013） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 第1巻 事業所数及び従業者数に関する集計 その１ 総括表 総務省統計局

統計・国 第1巻 事業所数及び従業者数に関する集計 その２ 都道府県・市区町村表 総務庁統計局

統計・国 第3巻 企業数等及び従業者数に関する集計 総務庁統計局

統計・国 第4巻 企業等の売上（収入）金額及び費用に関する集計 総務庁統計局

統計・国 第2巻 事業所の売上（収入）金額に関する集計 その1 総括表 総務庁統計局

統計・国 第2巻 事業所の売上（収入）金額に関する集計 その２ 都道府県・市区町村表 総務省統計局

統計・国 賃金引上げ等の実態に関する調査報告 平成24年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 賃金引上げ等の実態に関する調査報告 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 就労条件総合調査 平成25年版（2013） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 全国編 総務省統計局

統計・国 地域別主要結果編 全国、都道府県、県庁所在都市、人口30万以上の市 総務省統計局

統計・国 政令指定都市編 総務省統計局

統計・国 日本の就業構造 就業構造基本調査の解説（時系列統計表を収録）平成24年 総務省統計局

統計・国 都道府県編Ⅱ 全国、都道府県（三重県～沖縄県） 総務省統計局

統計・国 都道府県編Ⅰ 全国、都道府県（北海道～愛知県） 総務省統計局

統計・国 地域別主要結果編Ⅱ 県内経済圏 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ② 東北Ⅱ 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村 編 ④ 関東Ⅱ 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ⑪ 九州Ⅰ 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ⑩ 四国 総務省統計局

統計・国 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Ⅰ 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その２ 都道府県・市区町村 編 ⑥ 中部Ⅱ 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ⑤ 中部Ⅰ 総務省統計局

統計資料 平成２６年４月 新着分



統計・国 第5巻 抽出詳細集計 その2 都道府県・市区町村編 ③ 関東Ⅰ 総務省統計局

統計・国 第5巻 抽出詳細集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ⑨ 中国 総務省統計局

統計・国
世界農林業ｾﾝｻｽ結果概要Ⅰ1990年 －農家調査・農家以外の農業事業体調
査・農業 ｻｰﾋﾞｽ事業体調査・林家調査及び林家以外の林業事業体調査－

農林水産省統計情報部

統計・市
町

尼崎市統計書 平成25年版 尼崎市総務局情報統計担当

統計・市
町

相生市統計書 平成25年版 相生市企画管理部企画広報課情報化推進係

統計・市
町

赤穂市統計書 平成25年版 赤穂市総務部行政課

統計・市
町

小野市統計書 平成25年版 小野市総務課

統計・市
町

加古川市統計書 平成25年度版 加古川市総務部総務課

統計・市
町

西脇市統計書 平成25年版 西脇市ふるさと創造部

統計・市
町

三木市統計書 平成25年版 三木市企画管理部総務課

統計・市
町

尼崎市の商業－経済センサス ―活動調査（卸売業、小売業）市集計結果報告－
平成24年

尼崎市総務局情報統計担当

統計・他
県

和歌山県 県民経済計算年報 2011 平成23年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・他
県

島根の人口移動と推計人口 平成25年 島根県政策企画局統計調査課

統計・他
県

[図説]いわて統計白書 2014 岩手県政策地域部調査統計課

統計・他
県

大阪府統計年鑑 平成25年度 大阪府総務部統計課

統計・他
県

岡山のすがた2014 岡山県総合政策局統計分析課

統計・他
県

データおおさか 2014 大阪府総務部部統計課

統計・他
県

100の指標からみた香川 平成26年版 香川県政策部統計調査課

統計・他
県

熊本のすがた 2014
熊本県企画振興部交通政策・情報局統計調査
課

統計・他
県

静岡県勢要覧 平成25年度 静岡県企画広報部情報統計局統計利用課

統計・他
県

１００の指標 統計からみた富山 平成25年版 富山県経営管理部統計調査課

統計・他
県

富山県勢要覧 平成25年版 富山県経営管理部統計調査課

統計・他
県

富山県統計年鑑 平成24年 （平成25年度刊行） 富山県経営管理部統計調査課

統計・他
県

徳島県統計書 平成24年 徳島県

統計・他
県

東京都統計年鑑 第64回 平成24年 2012 東京都総務局統計部調整課

統計・他
県

福井県統計年鑑 平成24年（第60回） 福井県総合政策部政策統計・情報課

統計・他
県

県勢ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ 平成25年度 山梨県 山梨県企画県民部統計調査課

統計・他
県

統計からみたやまなし 平成25年度 山梨県企画県民部統計調査課

統計・県
内

GIS 統計 ー電子地図統計ー 平成25年度版 一般財団法人 道路管理センター

統計・県
外

国際連合 世界人口年鑑 2012 Vol.63
国際連合 翻訳監修：社団法人エイジング総合
研究センター 高橋重郷

統計・県
外

観光の実態と志向 第32回 国民の観光に対する動向調査 平成25年度版
CDーROM付

（公社）日本観光振興協会



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 税務年報 平成24年度 企画県民部企画財政局税務課

統計・国 県民経済計算年報 平成25年版 2013 CD-ROM付 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

統計・国 国民生活基礎調査 平成24年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 衛生行政報告例 平成24年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民医療費 平成23年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 日本標準産業分類 分類項目名，説明及び内容例示 平成25年10月改訂 総務省政策統括官（統計基準担当）

統計・国 人口統計資料集 2014 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国
日本の地域別将来推計人口 平成22(2010）～52(2040)年 平成25年3月推計
（CD-ROM付）

国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 在留外国人統計 平成25年版 （財）入管協会

統計・国 森林・林業統計要覧 2013 林野庁

統計・国 医薬品産業実態調査報告書 医薬品製造販売業・卸売業 平成21年度 厚生労働省医政局経済課

統計・国 労働統計年報 第65回 平成24年 2012 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・他
県

指標からみた和歌山県のすがた 平成25年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・他
県

指標からみた和歌山県のすがた 平成24年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計資料 平成２６年３月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 税務年報 平成24年度 企画県民部企画財政局税務課

統計・国 県民経済計算年報 平成25年版 2013 CD-ROM付 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

統計・国 国民生活基礎調査 平成24年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 衛生行政報告例 平成24年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民医療費 平成23年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 日本標準産業分類 分類項目名，説明及び内容例示 平成25年10月改訂 総務省政策統括官（統計基準担当）

統計・国 人口統計資料集 2014 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国
日本の地域別将来推計人口 平成22(2010）～52(2040)年 平成25年3月推計
（CD-ROM付）

国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 在留外国人統計 平成25年版 （財）入管協会

統計・国 森林・林業統計要覧 2013 林野庁

統計・国 医薬品産業実態調査報告書 医薬品製造販売業・卸売業 平成21年度 厚生労働省医政局経済課

統計・国 労働統計年報 第65回 平成24年 2012 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・他
県

指標からみた和歌山県のすがた 平成25年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計・他
県

指標からみた和歌山県のすがた 平成24年度 和歌山県企画部企画政策局調査統計課

統計資料 平成２６年２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 平成24年度地方教育費調査報告書（平成23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

統計・国
（初等中等教育機関 専修学校・各種学校編）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政策課調査統計
企画室

統計・国 市区町村別生命表 平成22年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国
第5巻 就業者の産業（小分類）・職業（小分類）<抽出詳細集計>
その2 都道府県・市区町村編 28 兵庫県

総務省統計局

統計・市
町

尼崎市の事業所 －経済センサス－活動調査 市集計結果報告－ 平成24年 尼崎市総務局情報統計担当課

統計資料 平成２６年１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県港湾統計年報 平成24年（2012年） 県土整備部土木局港湾課

統計・県 学校保健統計調査速報報告書 発育と健康 平成25年度 企画県民部統計課

統計・県 学校基本調査結果報告書 兵庫県の学校 平成25年度 企画県民部統計課

統計・国 日本統計年鑑 第63回 平成26年 総務省統計研修所

統計・国 保険と年金の動向 厚生の指標 増刊 第60巻第14号 2013／2014 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 第7回 人口移動調査 2011（平成23年度） 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 食料需給表 平成23年度 農林水産省大臣官房食料安全保障課

統計・市
町

川西市統計要覧 平成24年度版 川西市総務部総務室総務課

統計・市
町

篠山市統計書 平成25年度版 篠山市総務部総務課情報政策係

統計・市
町

尼崎市の工業 －経済センサス・活動調査（製造業）市集計結果報告－ 平成23
年

尼崎市総務局情報統計担当

統計・他
県

山梨県統計年鑑 平成25年刊行 山梨県企画県民部統計調査課

統計資料 平成２５年１２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫の工業 －経済センサス活動調査（製造業）結果報告－ 平成24年(2012) 企画県民部統計課

統計・国 鉄道輸送統計年報 平成24年度分 No.16
国土交通省総合政策局
情報政策課交通統計室

統計・国 国民衛生の動向 厚生の指標 増刊60巻第9号 2013/2014 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 第7巻 国民の生活時間・生活行動（解説編）（ 調査票A） 総務省統計局

統計・国 簡易生命表 平成24年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 ポケット 農林水産統計 平成25年版 2013 農林水産省大臣官房統計部

統計・県
外

電気事業便覧 平成25年版 電気事業連合会統計委員会

統計・県
外

国際連合 世界統計年鑑 2011 国際連合統計局

統計資料 平成２５年１１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 交通年鑑 平成24年 警察本部交通部交通企画課

統計・県 犯罪統計書 平成24年 警察本部刑事部刑事企画課

統計・県 兵庫県統計調査一覧 平成25年度 企画県民部統計課

統計・国 小売物価統計調査年報 平成24年 総務省統計局

統計・国 家計調査年報 平成24年（Ⅱ貯蓄・負債編） 総務省統計局

統計・国 地域ﾒｯｼｭ統計地図 階級ﾒｯｼｭﾏｯﾌﾟ 総務省統計局

統計・市
町

加古川市水道事業統計年報 H.24.4.1～25.3.31 加古川市水道局

統計・県
外

地域経済総覧 2014 週刊東洋経済臨時増刊 東洋経済新報社

統計資料 平成２５年１０月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県独自分析編 兵庫県都市計画課

統計・県 基礎集計及び分析ー兵庫県の人の動きー 兵庫県都市計画課

統計・県 データ整備編 兵庫県都市計画課

統計・県 兵庫県地価調査鑑定評価書 平成25年 県土整備部まちづくり局都市政策課

統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧 平成25年 県土整備部まちづくり局都市政策課

統計・国 第5回近畿圏パーソントリップ調査 報告書 PT調査データの取り扱い編 京阪神都市圏交通計画協議会

統計・国 第5回近畿圏パーソントリップ調査 報告書 計画課題の分析編 京阪神都市圏交通計画協議会

統計・国
第5回近畿圏パーソントリップ調査 報告書 基礎集計及び分析ー近畿圏の人の
動きー

京阪神都市圏交通計画協議会

統計・国 第5回近畿圏パーソントリップ調査 報告書 データ整備編 京阪神都市圏交通計画協議会

統計・国
第5回近畿圏パーソントリップ調査 報告書 政策評価基礎データ集の作成ー地
域カルテ

京阪神都市圏交通計画協議会

統計・国 第5回近畿圏パーソントリップ調査 報告書 将来予測編 京阪神都市圏交通計画協議会

統計・国 第5回近畿圏パーソントリップ調査 報告書 データ利活用に関する検討編 京阪神都市圏交通計画協議会

統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報 平成24年度
国土交通省総合政策局情報政策課交通統計
室

統計・国 国民の福祉と介護の動向 厚生の指標 増刊 第60巻第10号 2013/2014 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 社会保障生計調査（家計簿）結果 平成23年度 厚生労働省社会・援護局保護課

統計・国 第59回医療扶助実態調査（医療･調剤内容調査）結果 平成23年6月審査分 厚生労働省社会･援護局保護課

統計・国 第65回被保護者全国一斉調査結果報告書 平成23年7月1日現在 厚生労働省社会・援護局保護課

統計・国 司法統計年報 1民事･行政編 平成24年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報 3家事編 平成24年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報 4少年編 平成24年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報 2刑事編 平成24年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国
住民基本台帳人口要覧1 平成25年版－市区町村別の男女・年齢別人口、世帯
数、人口動態－

（公財）国土地理協会

統計・国
住民基本台帳人口要覧 平成25年版2－市区町村別の男女・年齢別人口、世帯
数、人口動態－

（公財）国土地理協会

統計・国 食料・農業・農村白書 参考統計表 平成25年版 農林水産省

統計・国 第1巻 総合統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 第2巻 事業多角化等統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 第3巻 子会社等統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 個人企業経済調査報告（動向編） 平成25年4～6月期 No.245

統計・国 個人企業経済調査報告（構造編） 平成24年 総務省統計局

統計・国 労働経済の分析 平成25年版 厚生労働省

統計・国 サービス産業動向調査年報 平成24年 総務省統計局

統計・市
町

姫路市保健衛生年報 平成25年度（平成24年度事業実績・平成24年次統計） 姫路市保健所

統計・他
県

奈良県統計年鑑 平成24年度 奈良県総務部知事公室統計課

統計資料 平成２５年９月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 貨物・旅客地域流動調査 平成23年度 国土交通省総合政策局情報政策課

統計・国 地域保健・健康増進事業報告（健康増進編） 平成23年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 地域保健・健康増進事業報告（地域保健編） 平成23度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 気象年鑑 2013年版 （一財）気象業務支援センター 監修：気象庁

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報 平成25年版(2013年版） 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 第6巻 その2 従業地・通学地による職業等集計結果 ４ 全国，近畿 総務省統計局

統計・国 第7巻 その3 移動人口の職業等集計結果 全国・都道府県 総務省統計局

統計・国 中小企業実態基本調査報告書 平成24年 中小企業庁事業環境部企画課調査室

統計・国 商業販売統計年報 平成24年 2012 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 第6巻 その2 従業地・通学地による職業等集計結果 ２ 全国，関東 総務省統計局

統計・国 第6巻 その2 従業地・通学地による職業等集計結果 １ 全国， 北海道 ・東北 総務省統計局

統計・国 第6巻 その2 従業地・通学地による職業等集計結果） ３ 全国，中部 総務省統計局

統計・国 第6巻 その2 従業地・通学地による職業等集計結果 ５ 全国, 中国・四国 総務省統計局

統計・国 第6巻 その2 従業地・通学地による職業等集計結果 ６ 全国， 九州・沖縄 総務省統計局

統計・市
町

たつの市 統計書 平成25年版（2013) たつの市総務部情報推進課

統計・市
町

消防年報 2012 尼崎市消防局企画管理課

統計・県
外

民力2013 エリア・都市圏・市区町村別指標＋都道府県別資料 2012－2013 朝日新聞出版「民力」編集部

統計・県
外

世界国勢図会 世界がわかるデータブック 2013/14 （公財）矢野恒太記念会

統計・県
外

小地域統計を利用した都市地域分類に関する研究
（公財）統計情報研究開発センター（略称：
Sinfonica)、GISプロジェクト研究会

統計・県
外

観光の実態と志向 第31回 国民の観光に対する動向調査 平成24年度版
CDーROM付

（公社）日本観光振興協会

統計資料 平成２５年８月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
水道施設現況調書・水道水質監視実施結果・外部精度管理実施結果 平成23年
度

健康福祉部生活衛生課

統計・県
毎月勤労統計調査地方調査年報 －賃金・労働時間及び雇用の動き－ 平成24
年版

企画県民部統計課

統計・国 統計でみる市区町村のすがた 2013 総務省統計局

統計・国 家計調査年報 平成24年（１家計収支編） 総務省統計局

統計・国 石油等消費動態統計年報 平成24年 2012 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 資源・エネルギー統計年報 平成24年 2012
経済産業省大臣官房調査統計グループ経済
産業省資源エネルギー庁資源・燃料部

統計・国 第８巻 詳細行動分類による生活時間編（ 調査票B） 総務省統計局

統計・国 文部科学統計要覧 平成25年版 （2013） 文部科学省生涯学習政策局

統計・国 人口動態職業・産業別統計 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 都道府県別生命表 平成22年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 POPULATION AND HOUSEHOLDS OF JAPAN 2010 総務省統計局

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報 平成24年 総務省統計局

統計・国 化学工業統計年報 平成24年 2012 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報 平成24年 2012 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 窯業・建材統計年報 平成24年 2012 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 繊維・生活用品統計年報 平成24年 2012 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 機械統計年報 平成24年 2012 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計年報 平成24年 2012 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 労働力調査年報 平成24年 2012 総務省統計局

統計・国
地方公務員給与の実態 平成24年 平成24年4月1日地方公務員給与実態調査
結果

地方公務員給与制度研究会

統計・国
地方公務員給与の実態（別冊） 平成24年 平成24年4月1日地方公務員給与実
態調査結果

地方公務員給与制度研究会

統計・国 大都市比較統計年表 平成23年 大都市統計協議会（担当 浜松市）

統計・国 大阪都市交通要覧 平成23（2011）年版 関西鉄道協会都市交通研究所

統計資料 平成２５年７月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 生コンクリート統計年報 平成24年 2012 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

統計・国 個人企業経済調査報告（動向編） 平成25年1～3月期及び平成24年度 No.244 総務省統計局

統計・国 集計事項及び結果表様式 総務省統計局

統計・市
町

三木市統計書 平成24年版 三木市企画管理部総務課

統計・市
町

神戸市中央卸売市場 平成24年度版 西部市場年報 神戸市中央卸売市場本場業務課

統計資料 平成２５年６月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県市区町別主要統計指標 平成25年版（2013） 兵庫県統計協会

統計・県 兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果 兵庫県農業会議

統計・国
研究分析参考資料 第43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24年）

総務省統計局統計調査部消費統計課

統計・国 国民生活基礎調査 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 患者調査（全国編）上巻 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 患者調査（都道府県・二次医療圏編）下巻 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 第7回人口移動調査 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 ポケット 農林水産統計 平成24年版 2012 農林水産省大臣官房統計部

統計・市
町

尼崎市統計書 平成24年版 尼崎市総務局情報政策課

統計・市
町

芦屋市統計書 平成24年版 芦屋市総務部文書統計課

統計・市
町

小野市統計書 平成24年版 小野市総務課

統計・市
町

加古川市統計書 平成24年度版 加古川市総務部総務課

統計・県
外

日本国勢図会 日本がわかるデータブック 第71版 2013/14 （公財）矢野恒太記念会

統計・県
外

惣菜白書 2013年版 CD-ROM付 （一社）日本惣菜協会

統計資料 平成２５年５月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県統計書 平成23年(2011) 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県勢要覧 2013 企画県民部計課

統計・県 兵庫県市町民経済計算 平成22年度 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県民経済計算 平成22年度 企画県民部統計課

統計・県 港湾・海岸調査報告書 －潮位・風向風速・地盤沈下・地下水位－ 平成24年 県土整備部土木局港湾課

統計・県 兵庫県における田畑売買価格等調査結果 平成25年3月（平成24年度版） 兵庫県農業会議

統計・国 消費者物価指数年報 平成24年 2012 総務省統計局

統計・国 鉄道統計年報 平成22年度 （株）電気車研究会 監修：国土交通省鉄道局

統計・国 福祉行政報告例 平成23年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 医療施設調査(静態調査 動態調査) 病院報告 [全国編 上巻] 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 社会福祉施設等調査報告 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 医療施設調査(静態調査 動態調査) 病院報告 [都道府県編 下巻] 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 厚生統計要覧 平成24年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 社会保障統計年報 平成25年版 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 科学技術研究調査報告 平成24年 総務省統計局

統計・国 第1巻 全国 生活時間編（ 調査票A） 総務省統計局

統計・国 第２巻 全国 生活行動編（ 調査票A） 総務省統計局

統計・国 第３巻 地域 生活時間編（ 調査票A） 総務省統計局

統計・国 第４巻 地域 生活行動編（ 調査票A） 総務省統計局

統計・国 第５巻 全国･地域 時間帯別行動者率（ 調査票A） 総務省統計局

統計・国 第６巻 全国･地域 平均時刻編（ 調査票A） 総務省統計局

統計・国 学校保健統計調査報告書 平成24年度 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

統計・国 地価公示 平成25年 国土交通省土地鑑定委員会

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その１ 全
国編

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 １ 北海道･東北1

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 ２ 東北2

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 ３ 関東1

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 ４ 関東2

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 ５ 中部1

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 ６ 中部2

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 ７ 近畿1

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 ８ 近畿2

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 ９ 中国

総務省統計局

統計資料 平成２５年４月 新着分



統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 １０ 四国

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 １１ 九州1

総務省統計局

統計・国
第4巻 職業等基本集計結果 その2 都
道府県・市区町村編 １２ 九州2・沖縄

総務省統計局

統計・国 木材流通構造調査報告書 平成23年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 農林水産省統計表 第87次 平成23年～24年(2011～2012） 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 水産物流通統計年報 平成21年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 漁業・養殖業生産統計年報 平成22年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 青果物産地別卸売統計 平成23年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 木材需給報告書 平成22年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 青果物産地別卸売統計 平成22年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 花き生産出荷統計 平成23年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 野菜生産出荷統計 平成23年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 果樹生産出荷統計 平成23年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 農産物地産地消等実態調査報告 平成21年度 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 農作物災害種類別被害統計（被害応急調査結果）平成23年 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 食品流通段階別別価格形成調査報告－ 平成21年度 － 農林水産省大臣官房統計情報部

統計・国 食品流通段階別別価格形成調査報告－ 平成22年度 － 農林水産省大臣官房統計情報部

統計・国 就労条件総合調査 平成24年版（2012） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 青果物卸売市場調査報告 平成22年 農林水産省大臣官房統計部

統計・市
町

相生市統計書 平成24年版 相生市企画管理部企画広報課情報化推進係

統計・市
町

赤穂市統計書 平成24年版 赤穂市総務部行政課

統計・市
町

伊丹市統計書 平成24年度版 伊丹市総務部総務室総務課

統計・市
町

神戸市統計書 第89回 平成24年度版 神戸市企画調整局企画調整部総合計画課

統計・市
町

西脇市統計書 平成24年版 西脇市ふるさと創造部

統計・市
町

姫路市統計要覧 平成24年版 (2012年） 姫路市総務局総務部情報政策課

統計・他
県

大阪府統計年鑑 平成24年度 大阪府総務部統計課

統計・他
県

富山県統計年鑑 平成23年（平成24年度刊行） 富山県経営管理部統計調査課

統計・他
県

東京都統計年鑑 第63回 平成23年 2011 東京都総務局統計部調整課

統計・他
県

徳島県統計書 平成23年 徳島県

統計・他
県

福井県統計年鑑 平成23年（第59回） 福井県総合政策部政策統計課

統計・他
県

教育統計調査結果報告 学校基本調査編 平成24年度 佐賀県経営支援本部統計調査課

統計・県
外

国際連合 世界人口年鑑 2011 Vol.62
国際連合 翻訳監修：社団法人エイジング総合
研究センター 高橋重郷



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県の人口の動き 平成24年1月～12月 企画県民部統計課

統計・国 日本の統計 2013 総務省統計局・統計研修所

統計・国 港湾統計（年報）平成23年
国土交通省総合政策局情報政策本部情報政
策課交通統計室

統計・国 港湾統計（流動表）平成23年
国土交通省総合政策局情報政策本部情報政
策課交通統計室

統計・国 ICDのABC 国際疾病分類の有効活用を目指して 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 世界の統計 2013 総務省統計局・統計研修所

統計・国
日本の世帯数の将来推計（全国推計）2010（平成22）年～2035（平成47）年
2013（平成25）年1月推計

国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 我が国の人口動態 平成23年までの動向 平成25年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口動態統計 上巻 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口動態統計 中巻 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口動態統計 下巻 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・市
町

明石市統計書 平成24年版 明石市総務部情報管理課統計係

統計・市
町

高砂市統計書 平成24年版 高砂市企画総務部総務課

統計・他
県

愛知県統計年鑑 平成24年度刊 愛知県県民生活部統計課

統計・他
県

滋賀県統計書 平成23年度 （平成25年3月刊行） 滋賀県総合政策部統計課

統計・他
県

県勢ダイジェスト 平成24年度 山梨県 山梨県企画県民部統計調査課

統計資料 平成２５年３月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 税務年報 平成23年度 企画県民部企画財政局税務課

統計・国 国民医療費 平成22年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 衛生行政報告例 平成23年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口統計資料集 2013 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国
日本の将来推計人口 －平成24年1月推計の解説および参考推計（条件付推
計）ー

国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 解説シリーズ No.2 我が国人口・世帯の概観 総務省統計局

統計・国 労働統計年報 第64回 平成23年 2011 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・市
町

篠山市統計書 平成24年度版 篠山市総務部総務課情報政策係

統計資料 平成２５年２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 平成23年度地方教育費調査報告書（平成22会計年度） 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

統計・国
（初等中等教育機関 専修学校・各種学校編）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

統計・国 作物統計 （普通作物・飼料作物・工芸農作物） 平成23年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 ポケット 農林水産統計 平成24年版 2012 農林水産省大臣官房統計部

統計資料 平成２５年１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 学校基本調査結果報告書 兵庫県の学校 平成24年度 企画県民部統計課

統計・県 学校保健統計調査速報報告書 発育と健康 平成24年度 企画県民部統計課

統計・国 日本統計年鑑 第62回 平成25年 総務省統計研修所

統計・国 保険と年金の動向 厚生の指標 増刊 第59巻第14号 2012／2013 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 第21回 生命表 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 在留外国人統計 平成24年版 （財）入管協会

統計・国 国勢調査 日本人口地図帳 平成22年 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 １ 全国､北海道･東北１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 ２ 全国､東北２ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 ３ 全国､関東１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 ４ 全国､関東２ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 ５ 全国､中部１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 ６ 全国､中部２ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 ７ 全国、近畿１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 ８ 全国、近畿２ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 ９全国、中国 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 10 全国､四国 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 11 全国、九州１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その2 移動人口の産業等集計結果 12 全国､九州２・沖縄 総務省統計局

統計・国 サービス産業動向調査年報 平成23年 総務省統計局

統計・他
県

愛媛県統計年鑑 第61回 平成24年刊行 愛媛県企画振興部管理局統計課

統計資料 平成２４年１２月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

行政・県 地域史研究－尼崎市立地域研究史料館紀要－第112号 尼崎私立地域研究資料館

行政・県 第313回（定例）兵庫県議会会議録 H24.6.5～H24.6.13 議会事務局

行政・県 個人情報の保護に関する条例の解釈運用の手引 企画県民部管理局文書課県民情報センター

行政・県 平成23年度 参画と協働関連施策の年次報告 企画県民部県民文化局県民生活課

行政・県 兵庫県立農林水産技術総合センター 年報 （森林林業編） 平成23年度
農政環境部県立農林水産技術総合センター
森林林業技術センター

行政・県 兵庫県商店街・小売市場団体名簿 平成 24年版 産業労働部産業振興局経営商業課

行政・県 兵庫県立芸術文化センター活動記録 平成23年度 兵庫県立芸術文化センター

統計・県 兵庫県港湾統計年報 平成23年（2011年） 県土整備部土木局港湾課

統計・県 犯罪統計書 平成23年 警察本部刑事部刑事企画課

統計・国 家計調査年報 平成23年（２貯蓄・負債編） 総務省統計局

統計・国 家計調査年報 平成23年（１家計収支編） 総務省統計局

統計・国 鉄道輸送統計年報 平成23年度分 No.25
国土交通省総合政策局情報政策課交通統計
室

統計・国 簡易生命表 平成23年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第1部 全国編 総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区 町村編 １ 北海道・東北１

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町村 編 ２ 東北２

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町村 編 ３ 関東１

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町 村 編 ４ 関東２

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町村 編 ５ 中部１

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町村 編 ６ 中部２

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町村編 ７ 近畿１

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町 村 編 ８ 近畿２

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町 村 編 ９ 中国

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町 村 編 10 四国

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町 村 編 11 九州１

総務庁統計局

統計・国
第6巻 その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果 第2部 都道府県・
市区町 村 編 12 九州・沖縄

総務庁統計局

統計・国 森林・林業統計要覧 2012 林野庁

統計・他
県

山梨県統計年鑑 平成24年刊行 山梨県企画県民部統計調査課

統計・県
外

ＥＣＯ－ＦＯＲＵＭ 特集◆公共インフラのファイナンス （財）統計研究会

統計・県
外

電気事業便覧 平成24年版 電気事業連合会統計委員会

統計資料 平成２４年１１月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 交通年鑑 平成23年 警察本部交通部交通企画課

統計・県 兵庫県統計調査一覧 平成24年度 企画県民部統計課

統計・県 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 11九州１ 総務省統計局

統計・国 小売物価統計調査年報 平成23年 総務省統計局

統計・国 貨物・旅客地域流動調査 平成22年度 国土交通省総合政策局情報政策課

統計・国
第14回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）平成22年
第2報告書 わが国独身層の結婚観と家族観

国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 都道府県別年齢調整死亡率 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 1 北海道・東北1 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 2 東北２ 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 4関東２ 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 5中部１ 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 6中部２ 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 7 近畿１ 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 9 中国 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 10 四国 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 11 九州１ 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 12 九州２・沖縄 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 1北海道・東北１ 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 2東北２ 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 3関東１ 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 4関東２ 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 5中部１ 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 6中部２ 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 7近畿１ 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その1 全国編 総務省統計局

統計・国 第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 8 近畿２ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 9全国、中国 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 10四国 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 11全国、九州１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 12全国、九州２・沖縄 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 1 全国､北海道･東北1 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 2 全国､東北２ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 3 全国､関東１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 4 全国､関東２ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 5全国、中部１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 6 全国､中部２ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 7全国，近畿１ 総務省統計局

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 10全国、四国 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 9中国 総務省統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 12九州２･沖縄 総務省統計局

統計・国 食料・農業・農村白書 参考統計表 平成24年版 農林水産省

統計・国 薬事工業生産動態統計年報 平成23年 厚生労働省医政局経済課

統計・国 第3巻 子会社等統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 第2巻 事業多角化等統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 第1巻 総合統計表 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 建設工事受注動態統計調査報告 平成23年度 第12号 CD-ROM付
国土交通省総合政策局情報政策課建設統計
室

統計・国 建設工事施工統計調査報告 平成22年度 第56号 CD-ROM付
国土交通省総合政策局情報政策課建設統計
室

統計・市
町

川西市統計要覧 平成23年度版 川西市総務部行政室総務課

統計・県
外

第3巻 産業等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 3 関東１ 総務省統計局

統計・県
外

地域経済総覧 2013 週刊東洋経済臨時増刊 東洋経済新報社

統計資料 平成２４年１０月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧 平成23年 県土整備部まちづくり局都市政策課

統計・県 兵庫県地価調査基準地価格要覧 平成24年 県土整備部まちづくり局都市政策課

統計・県 兵庫県鉱工業指数（年報）平成23年－平成17年基準－ 企画県民部統計課

統計・国 石油等消費動態統計年報 平成23年 2011 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 国民の福祉と介護の動向 厚生の指標 増刊 第59巻第10号 2012/2013 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 国民衛生の動向 厚生の指標 増刊 第59巻第9号 2012/2013 （一財）厚生労働統計協会

統計・国 司法統計年報 4少年編 平成23年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報 1民事･行政編 平成23年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報 2刑事編 平成23年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 司法統計年報 3家事編 平成23年 最高裁判所事務総局情報政策課

統計・国 調査区関係資料利用の手引 総務省統計局

統計・国 鉄道車両等生産動態統計年報 平成23年度 国土交通省総合政策局情報政策課交通統計室

統計・市
町

神戸港大観 平成23年港湾統計(2011年） 神戸市みなと総局みなと振興部振興課

統計・県
外

政府統計データを利用した労働・家計に関する研究
（財）統計情報研究開発センター（略称：
Sinfonica)、GISプロジェクト研究会

統計資料 平成２４年９月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・国 業務要覧 平成22年版 神戸運輸監理部

統計・国 業務要覧 平成24年版 神戸運輸監理部

統計・国 第64回被保護者全国一斉調査結果報告書 平成22年7月1日現在 厚生労働省社会・援護局保護課

統計・国 第58回医療扶助実態調査（医療･調剤内容調査）結果 平成22年6月審査分 厚生労働省社会･援護局保護課

統計・国 社会保障生計調査（家計簿）結果 平成22年度 厚生労働省社会・援護局保護課

統計・国 地域保健・健康増進事業報告（地域保健編） 平成22年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 地域保健・健康増進事業報告（健康増進編） 平成22年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 裁判所データブック2010 最高裁判所事務総局

統計・国 裁判所データブック2011 最高裁判所事務総局

統計・国
住民基本台帳人口要覧 平成24年版－市区町村別の男女・年齢別人口、世帯
数、人口動態－

（財）国土地理協会

統計・国 第7巻 その1 移動人口の男女・年齢等集計結果 ８ 全国近畿２ 総務省統計局

統計・国 住民基本台帳人口移動報告年報 平成23年 総務省統計局

統計・国 個人企業経済調査報告（動向編） 平成24年1～3月期及び平成23年度No.240 総務省統計局

統計・国 中小企業実態基本調査報告書 平成23年 中小企業庁事業環境部企画課調査室

統計・国 商業販売統計年報 平成23年 2011 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 農林水産省統計表 第86次 平成22年～23年(2010～2011） 農林水産省大臣官房統計部

統計・市
町

たつの市 統計書 平成24年版（2012) たつの市総務部情報推進課

統計・他
県

奈良県統計年鑑 平成23年度 奈良県総務部知事公室統計課

統計・県
外

国際連合 世界統計年鑑 2010 国際連合統計局

統計・県
外

世界国勢図会 世界がわかるデータブック2012/13 （財）矢野恒太記念会

統計資料 平成２４年８月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
毎月勤労統計調査地方調査年報 －賃金・労働時間及び雇用の動き－ 平成23
年版

企画県民部統計課

統計・国 統計でみる市区町村のすがた 2012 総務省統計局

統計・国 県民経済計算年報 平成24年版 2012 CD-ROM付 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部

統計・国
資源・エネルギー統計年報 平成23年 2011（石油・非金属鉱物・コークス・金属
鉱物）

経済産業省大臣官房調査統計グループ
経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部

統計・国 文部科学統計要覧 平成24年版 （2012） 文部科学省生涯学習政策局

統計・国 気象年鑑 2012年版 （一財）気象業務支援センター監修：気象庁

統計・国
第14回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）平成22年
第１報告書 わが国夫婦の結婚過程と出生力

国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 国立社会保障・人口問題研究所年報 平成24年版(2012年版） 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報 平成23年 2011 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 化学工業統計年報 平成23年 2011 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 繊維・生活用品統計年報 平成23年 2011 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計年報 平成23年 2011 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 機械統計年報 平成23年 2011 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 窯業・建材統計年報 平成23年 2011 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・市
町

芦屋市統計書 平成23年版 芦屋市総務部文書行政課

統計・県
外

民力2012エリア・都市圏・市区町村別指標＋都道府県別資料 2011－2012 朝日新聞出版「民力」編集部

統計・県
外

大都市比較統計年表 平成22年 大都市統計協議会（担当 新潟市）

統計・県
外

惣菜白書 2012年版 CD-ROM付 （社）日本惣菜協会

統計・県
外

観光の実態と志向 第30回 国民の観光に対する動向調査 平成23年度版
CDーROM付

（社）日本観光振興協会

統計資料 平成２４年７月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）一般交通量調査総括表 平
成22年度

県土整備部土木局道路企画課

統計・県 特定サービス産業実態調査報告書 平成22年（2010年） 企画県民部統計課

統計・国
日本の将来推計人口 －平成23(2011)～72(2060)年－ 附：参考推計 平成
73(2061)～ 122(2110)年 平成24年1月推計

国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 労働力調査年報 平成21年 2009 総務省統計局

統計・国 労働力調査年報 平成22年 2010 総務省統計局

統計・国 労働力調査年報 平成23年 2011 総務省統計局

統計・国
地方公務員給与の実態（別冊） 平成23年 平成23年4月1日地方公務員給与実
態調査結果

地方公務員給与制度研究会

統計・国
地方公務員給与の実態 平成23年 平成23年4月1日地方公務員給与実態調査
結果

地方公務員給与制度研究会

統計・市
町

明石市統計書 平成23年版 明石市総務部情報管理課統計係

統計資料 平成２４年６月 新着分



資料区
分

資料名 編著者

統計・県
水道施設現況調書・水道水質監視実施結果・外部精度管理実施結果 平成22年
度

健康福祉部生活衛生課

統計・県 港湾・海岸調査報告書 －潮位・風向風速・地盤沈下・地下水位－ 平成23年 県土整備部土木局港湾課

統計・国 港湾統計（年報）平成22年
国土交通省総合政策局情報政策本部情報政
策課交通統計室

統計・国 港湾統計（流動表）平成22年
国土交通省総合政策局情報政策本部情報政
策課交通統計室

統計・国 厚生統計要覧 平成23年度 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民生活基礎調査 平成22年 第1巻 結果の概要 全国編（世帯、所得、貯蓄） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民生活基礎調査 平成22年 第2巻 全国編（健康、介護） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民生活基礎調査 平成22年 第4巻 都道府県編（健康） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 国民生活基礎調査 平成22年 第3巻 都道府県編（世帯） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口動態統計 上巻 平成22年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 地図シリーズ 我が国の人口集中地区 人口集中地区別人口・境界図 総務省統計局

統計・国 人口集中地区の人口 総務省統計局

統計・国 近畿農林水産統計年報 平成22～23年 近畿農政局

統計・国 ポケット 農林水産統計 平成23年版 2011 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 野菜生産出荷統計 平成22年産 農林水産省大臣官房統計部

統計・国 生コンクリート統計年報 平成23年 2011 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

統計・国 砕石等統計年報 平成23年 2011 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課

統計・国 デザイン業、機械設計業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 映画館編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 冠婚葬祭業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 機械修理業、電気機械器具修理業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 スポーツ施設提供業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 広告業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 自動車賃貸業、スポーツ･娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 学習塾編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 クレジットカード業、割賦金融業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 公園、遊園地･テーマパーク編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 興業場、興業団編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 教養･技能教授業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 新聞業、出版業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・国 計量証明業編 経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計資料 平成２４年５月 新着分



統計・国
映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像･音声･文字情報制作に附帯する
サービス業編

経済産業省大臣官房調査統計グループ

統計・市
町

赤穂市統計書 平成23年版 赤穂市総務部総務課

統計・市
町

尼崎市統計書 平成23年版 尼崎市総務局情報政策課

統計・市
町

伊丹市統計書 平成23年度版 伊丹市総務部総務室総務課

統計・市
町

加古川市統計書 平成23年度版 加古川市総務部総務課

統計・市
町

西脇市統計書 平成23年版 西脇市ふるさと創造部

統計・市
町

姫路市統計要覧 平成23年版 (2011年） 姫路市総務局総務部情報政策課

統計・他
県

日本国勢図会 日本がわかるデータブック 第70版 2012/13 （公財）矢野恒太記念会

統計・他
県

大阪府統計年鑑 平成23年度 大阪府総務部統計課

統計・他
県

滋賀県統計書 平成22年度 （平成24年3月刊行） 滋賀県総合政策部統計課

統計・他
県

東京都統計年鑑 第62回 平成22年 2010 東京都総務局統計部調整課

統計・他
県

徳島県統計書 平成22年 徳島県



資料区
分

資料名 編著者

統計・県 兵庫県統計書 平成22年(2010) 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県市区町別主要統計指標 平成24年版（2012） 企画県民部統計課

統計・県 兵庫県勢要覧 2012 企画県民部計課

統計・県 兵庫県の人口の動き 平成23年1月～12月 企画県民部統計課

統計・県 税務年報 平成22年度 企画県民部企画財政局税務課

統計・県 県勢ダイジェスト平成23年度 山梨県 山梨県企画県民局統計調査課

統計・県 学校基本調査の概要 平成23年度（2012） 和歌山県 企画部 企画政策局調査統計課

統計・県 毎月勤労統計調査結果報告 平成22年 山梨県企画県民部統計調査課

統計・国 日本の統計 2012 総務省統計局・統計研修所

統計・国 統計でみる都道府県のすがた 2012 総務省統計局

統計・国 社会生活統計指標 都道府県の指標 2012 総務省統計局

統計・国 消費者物価指数年報 平成23年 2011 総務省統計局

統計・国 第8巻 家計資産編 総務省統計局

統計・国 第7巻 高齢者世帯編 総務省統計局

統計・国 第9巻 資料編（結果の解説及び時系列表・分析表） 総務省統計局

統計・国
研究分析参考資料 第42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23年）

総務省統計局統計調査部消費統計課

統計・国 鉄道統計年報 平成21年度 （株）電気車研究会 監修：国土交通省鉄道局

統計・国 社会福祉施設等調査報告 平成22年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 医師・歯科医師・薬剤師調査 平成22年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 社会保障統計年報 平成24年版 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 科学技術研究調査報告 平成23年 総務省統計局

統計・国 学校教員統計調査報告書 平成22年度 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

統計・国 学校保健統計調査報告書 平成23年度 文部科学省生涯学習政策局調査企画課

統計・国 世界の統計 2012 総務省統計局・統計研修所

統計・国 人口動態統計 下巻 平成22年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口動態統計 中巻 平成22年 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口統計資料集 2012 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 高齢者の居住状態の将来推計 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 地価公示 標準地の付近案内図 兵庫県 平成24年 国土交通省土地鑑定委員会

統計・国 地価公示 平成24年 国土交通省土地鑑定委員会

統計・国 解説シリーズNO１ グラフでみる我が国の人口・世帯 総務庁統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その2 都道府県・市区町村編 ⑧ 近畿Ⅱ 総務庁統計局

統計・国 第１巻 人口・世帯総数 総務庁統計局

統計・国 第2巻 人口等基本集計結果 その1 全国編 総務省統計局

統計・国 2010 国勢調査ライフステージでみる 日本の 人口・ 世帯 総務庁統計局

統計・国 食料需給表 平成22年度 農林水産省大臣官房食料安全保障課

統計・国 就労条件総合調査 平成23年版（2011） 厚生労働省大臣官房統計情報部

統計・国 人口問題研究 第68巻 第1号 2012年 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 東アジアの少子化のゆくえ 国立社会保障・人口問題研究所

統計・国 東アジアの少子化のゆくえ（英字版） 国立社会保障・人口問題研究所

統計・市
町

とうけい 相生市統計書 平成23年版 相生市企画管理部総務課課情報化推進係

統計・市
町

小野市統計書 平成23年版 小野市総務課

統計・市
町

神戸市統計書 第88回 平成23年度版 神戸市企画調整局企画調整部総合計画課

統計・市
町

高砂市統計書 平成23年版 高砂市企画総務部総務課

統計・市
町

三木市統計書 平成23年版 三木市企画管理部企画政策課

統計・他
県

愛知県統計年鑑 平成23度刊 愛知県県民生活部統計課

統計・他
県

2010年世界農林業センサス結果報告書 農林業経営体調査 平成22年2月1日
調査

滋賀県総合政策部統計課

統計・他
県

農林業経営体調査 新潟県

統計資料 平成２４年４月 新着分



統計・県
内

兵庫県下の農作業料金・農業労賃に関する調査結果 兵庫県農業会議

統計・県
内

兵庫県における田畑売買価格等調査結果 平成24年3月（平成23年度版） 兵庫県農業会議

統計・県
外

国際連合 世界人口年鑑 2009 Vol.61
国際連合 翻訳監修：国立社会保障・人口問
題研究所副所長 高橋重郷
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