
分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
【　Ｃ　　国　】

【　０４　総　務　省（総務庁）　】
 C -04 - 31 人口推計月報 H17-H22.3

 C -04 - 31 - 2 人口推計年報/人口推計
H19-R1
（H22・29欠）

 C -04 - 32 住民基本台帳人口移動報告月報(季報) S58-H21.12

 C -04 - 37 消費者物価指数月報 H6.2-H21.12

 C -04 - 38 小売物価統計調査報告 H3.1-H21.12

 C -04 - 40 家計調査報告 H2.8-H21.12

 C -04 - 41
行政相談委員制度40周年記念誌
～行政相談委員のあゆみ～

H13

【　０９　環　境　省　】

 C -09 - 3
第3回自然環境保全基礎調査(植生調査)現存植生図
－秋田県－縮尺1/50,000

S59

【　１０　国土交通省（国土庁）　】

 C -10 - 3 - 1 - 24 地価公示　 S54-H31
（H22・23欠）

 C -10 - 3 - 2 - 20 地価公示標準地の付近案内図　 H1-20
【　０１　国勢調査２５年　】

 F1 -01 -1 第1巻  人口総数 S26
 F1 -01 -2 第2巻  1％抽出集計結果 S27
 F1 -01 -3 -1 第3巻  10％抽出集計結果  その1 S27
 F1 -01 -3 -2 第3巻  10％抽出集計結果  その2 S27
 F1 -01 -4 第4巻  全国編  Ⅰ S29
 F1 -01 -5 第5巻  全国編  Ⅱ S29
 F1 -01 -6 第6巻  常住人口及び現在人口 S29
 F1 -01 -7 第7巻  都道府県編　その5 秋田県 S28
 F1 -01 -8 第8巻  最終報告書 S30
 F1 -01 -9 製表手続 S28
 F1 -01 -10 特別集計  日本婦人の出産力 S32
 F1 -01 -11 職業分類  分類別項目名、説明及び内容例示 S25

 F1 -01 -12
昭和25年国勢調査用産業分類及び各種産業分類と
の比較表

S26

 F1 -01 -13
昭和25年国勢調査用職業分類と昭和15年国勢調査
職名表等   比較表

S26

【　０２　国勢調査３０年　】
 F1 -02 -1 第1巻  人口総数 S31
 F1 -02 -2 -1 第2巻  1％抽出集計結果　その1 S32
 F1 -02 -2 -2 第2巻  1％抽出集計結果　その2 S32
 F1 -02 -2 -3 第2巻  1％抽出集計結果　その3 S32
 F1 -02 -3 -1 第3巻  全国編　その1 S34
 F1 -02 -3 -2 第3巻  全国編　その2 S34
 F1 -02 -4 -1 第4巻  従業地別人口　その1 S34
 F1 -02 -4 -2 第4巻  従業地別人口　その2 S34
 F1 -02 -5 -5 第5巻　都道府県編　その5　 秋田県 S33
 F1 -02 -6 職業分類 S31
 F1 -02 -7 産業分類 S31
 F1 -02 -8 国および地方公共団体の産業分類適用例 S31
 F1 -02 -9 国勢調査調査区の概要 S33
 F1 -02 -10 日本の人口－昭和30年国勢調査の解説－ S35
 F1 -02 -11 全国都道府県郡市町村別面積改定表 S33
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F1 -02 -12
昭和30年および昭和25年国勢調査産業別就業者の
比較

S33

 F1 -02 -13 日本人口地図　1～3
【　０３　国勢調査３５年　】

 F1 -03 -1 第1巻  人口総数 S36
 F1 -03 -2 -1 第2巻  1％ 抽出集計結果　その1 S37
 F1 -03 -2 -2 第2巻  1％ 抽出集計結果　その2 S37
 F1 -03 -2 -3 第2巻  1％ 抽出集計結果　その3 S37
 F1 -03 -2 -4 第2巻  1％ 抽出集計結果　その4 S37
 F1 -03 -2 -5 第2巻  1％ 抽出集計結果　その5 S37
 F1 -03 -2 -6 第2巻  1％ 抽出集計結果　その6 S37
 F1 -03 -3 -1 第3巻  全国編　その1 S39
 F1 -03 -3 -2 第3巻  全国編　その2 S39
 F1 -03 -3 -3 第3巻  全国編　その3 S39
 F1 -03 -4 -5 第4巻  都道府県編　その5　 秋田県 S37
 F1 -03 -5 -1 人口総覧－全国都道府県市区町村－その1 全国編 S40
 F1 -03 -5 -2 人口総覧－全国都道府県市区町村－その2 S39
 F1 -03 -5 -3 人口総覧－全国都道府県市区町村－その3 関東編 S40
 F1 -03 -5 -4 人口総覧－全国都道府県市区町村－その4 中部編 S40
 F1 -03 -5 -5 人口総覧－全国都道府県市区町村－その5 近畿編 S40

 F1 -03 -5 -6
人口総覧－全国都道府県市区町村－その6 中国・
四国編

S40

 F1 -03 -5 -7 人口総覧－全国都道府県市区町村－その7 九州編 S40
 F1 -03 -6 日本の人口 －昭和35年国勢調査の解説－ S38
 F1 -03 -7 昭和35年国勢調査報告 S36
 F1 -03 -8 産業分類 S36
 F1 -03 -9 職業分類 S36
 F1 -03 -10 産業分類・職業分類の解説 S35
 F1 -03 -11 国および地方公共団体の産業分類適用例 S35
 F1 -03 -12 全国都道府県郡市区町村別人口(確定数) S36
 F1 -03 -13 全国都道府県郡市区町村別世帯および人口概数 S35
 F1 -03 -14 調査区の概要ならびに関係資料の利用 S38
 F1 -03 -15 国勢調査  秋田県結果報告書 S36
 F1 -03 -16 -1 わが国の人口集中地区 S37
 F1 -03 -16 -2 わが国の人口集中地区　北海道・東北編 S36
 F1 -03 -17 人口集中地区の人口（速報） S36

 F1 -03 -18
昭和35年および30年国勢調査による産業･職業別就
業者の比較

S37

 F1 -03 -19 -1 10％抽出集計結果　その1 配偶者関係・人口移動 S39
 F1 -03 -19 -2 10％抽出集計結果　その2 産業・職業 S39
 F1 -03 -19 -3 10％抽出集計結果　その3 出産力 S39
 F1 -03 -19 -4 10％抽出集計結果　その4 世帯 S39
 F1 -03 -20 日本の人口地図

【　０４　国勢調査４０年　】
 F1 -04 -1 第1巻  人口総数 S41
 F1 -04 -2 -1 第2巻  1％抽出集計結果　その1 S42
 F1 -04 -2 -2 第2巻  1％抽出集計結果　その2 S42
 F1 -04 -2 -3 第2巻  1％抽出集計結果　その3 S42
 F1 -04 -2 -4 第2巻  1％抽出集計結果　その4 S42
 F1 -04 -3 第3巻  全国編　その1 S42
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F1 -04 -4 -5 第4巻  都道府県編　その5　 秋田県 S41
 F1 -04 -5 第5巻  20％抽出集計結果全国編　その2 S44
 F1 -04 -6 第6巻  20％抽出集計結果都道府県編 その5秋田県 S43
 F1 -04 -7 秋田県の人口－人口総覧都道府県の部5－ S41

 F1 -04 -8
市町村の人口階級別および人口集中地区人口階級
別全数集計結果

S43

 F1 -04 -9
日本の人口 －全国都道府県編市区町村人口総覧－ 
全国の部 その1

S45

 F1 -04 -10 従業地による産業・職業－20％抽出集計結果－ S45
 F1 -04 -11 従業地・通学地に関する集計結果　その5秋田県 S42

 F1 -04 -13
全国都道府県市区町村人口総数　全国の部 その2 
従業地・通学地

S43

 F1 -04 -14
わが国の人口－その地域分布と構造－全国都道府
県市区町村人口総覧別冊

S42

 F1 -04 -15 日本人口地図   2
【　０５　国勢調査４５年　】

 F1 -05 -1 第1巻 人口総数 S46
 F1 -05 -2 -5 第3巻 都道府県･市区町村別編 その5　 秋田県 S46

 F1 -05 -3 -1
第5巻 詳細集計結果(20％抽出集計結果) その1   
全国編　 第1部

S48

 F1 -05 -3 -2
第5巻 詳細集計結果(20％抽出集計結果) その1 　
全国編 　第2部

S48

 F1 -05 -3 -3
第5巻 詳細集計結果(20％抽出集計結果) その2　 
都道府県編　第1部

S48

 F1 -05 -3 -4
第5巻 詳細集計結果(20％抽出集計結果) その2 　
都道府県編　第3部

S48

 F1 -05 -3 -5
第5巻 詳細集計結果(20％抽出集計結果) その2 　
都道府県編　第4部

S48

 F1 -05 -3 -6
第5巻 詳細集計結果(20％抽出集計結果) その2 　
都道府県編　第5部

S48

 F1 -05 -3 -7
第5巻 詳細集計結果(20％抽出集計結果) その2 　
都道府県編　第6部

S48

 F1 -05 -4 -1
第6巻 通勤・通学集計結果 その1 従業地別・通学
地による人口・年齢・男女・産業・職業 第1部

S47

 F1 -05 -4 -2
第6巻 通勤・通学集計結果 その1 従業地別・通学
地による人口・年齢・男女・産業・職業 第2部

S47

 F1 -05 -4 -3
第6巻 通勤・通学集計結果 その1 従業地別・通学
地による人口・年齢・男女・産業・職業第3部

S47

 F1 -05 -4 -4
第6巻 通勤・通学集計結果 その1 従業地別・通学
地による人口・年齢・男女・産業・職業 第4部

S47

 F1 -05 -4 -5
第6巻 通勤・通学集計結果 その1 従業地別・通学
地による人口・年齢・男女・産業・職業 第5部

S47

 F1 -05 -4 -6
第6巻 通勤・通学集計結果 その1 従業地別・通学
地による人口・年齢・男女・産業・職業 第6部

S47

 F1 -05 -4 -7
第6巻 通勤・通学集計結果 
その2 従業地・通学地　第1部 

S47

 F1 -05 -4 -8
第6巻 通勤・通学集計結果 
その2 従業地・通学地　第2部 

S47

 F1 -05 -4 -9 第6巻　通勤・通学集計結果 その3 利用交通手段 S47
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F1 -05 -4 -10
第6巻 通勤・通学集計結果 
その4 従業地・常住地による産業・職業

S47

 F1 -05 -5 -1
第7巻 人口移動集計結果 (20％抽出集計結果)
その1

S48

 F1 -05 -5 -2
第7巻 人口移動集計結果 (20％抽出集計結果)
その2

S48

 F1 -05 -5 -3
第7巻 人口移動集計結果 (20％抽出集計結果)
その3

S48

 F1 -05 -5 -4
第7巻 人口移動集計結果 (20％抽出集計結果)
その4

S48

 F1 -05 -6 -1 第8巻 特別集計結果(1％抽出集計結果)その1 S50
 F1 -05 -6 -2 第8巻 特別集計結果(1％抽出集計結果)その2 S50
 F1 -05 -6 -3 第8巻 特別集計結果(1％抽出集計結果)その3 S48
 F1 -05 -7 -1 別巻  国勢統計区境界図 S48
 F1 -05 -7 -2 別巻  わが国の人口集中地区 S46
 F1 -05 -9 職業分類 S45
 F1 -05 -10 産業分類・職業分類の解説 S45
 F1 -05 -11 -1 調査区関係資料利用の手引 S47
 F1 -05 -11 -2 調査区関係資料の手引  資料編 S48
 F1 -05 -12 日本の人口 －昭和45年国勢調査の解説－ S50
 F1 -05 -13 全国都道府県別結果速報 (1％抽出集計結果) S46

 F1 -05 -14
解説シリーズ №2 都道府県の人口 その5
秋田県の人口

S46

 F1 -05 -15 -1 資料シリーズ №3 産業別就業者の時系列比較 S48
 F1 -05 -15 -2 資料シリーズ №4 従業地・通学地 S48
 F1 -05 -15 -3 資料シリーズ №5 大都市圏 S48

 F1 -05 -15 -4
資料シリーズ №7職業別就業者の時系列比較
(昭和5年国勢調査～昭和45年国勢調査)

S49

 F1 -05 -16 国勢調査集計結果  世帯および家族 S45
 F1 -05 -17 -2 地域メッシュ統計地図  人口分布 S51

【　０６　国勢調査５０年　】
 F1 -06 -1 第1巻 人口総数 S52
 F1 -06 -2 第2巻 全国編(全数集計結果) S52
 F1 -06 -3 -5 第3巻 都道府県・市区町村編　その5　 秋田県 S52

 F1 -06 -4 -1
第4巻 通勤・通学地編 その1 全数集計結果  第1
部

S52

 F1 -06 -4 -7
第4巻 通勤・通学地編 その1 全数集計結果  05秋
田県

S52

 F1 -06 -4 -8
第4巻 通学・通勤地編  その2 
20％抽出集計結果 第1部

S53

 F1 -06 -4 -14
第4巻 通学・通勤地編　その2 
20％抽出集計結果  05 秋田県

S53

 F1 -06 -5 -1
第5巻  詳細集計結果(20％抽出集計結果)　その1
全国編 　第1部

S53

 F1 -06 -5 -2
第5巻  詳細集計結果(20％抽出集計結果)　その1 
全国編 　第2部

S53

 F1 -06 -6 -5
第5巻　詳細集計結果(20％抽出集計結果)　その2 
都道府県編　05秋田県

S53

 F1 -06 -7
第6巻  特別集計結果(1％抽出集計結果)
母とその同居児

S54
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F1 -06 -8 我が国の人口集中地区 S52

 F1 -06 -9 -1
資料シリーズ №1 従業地・通学地
(通勤・通学人口及び昼間人口）

S53

 F1 -06 -9 -2 資料シリーズ №2 大都市圏の人口 S54

 F1 -06 -9 -3
資料シリーズ №3 
市町村・人口集中地区の人口階級別集計結果

S54

 F1 -06 -10
全国都道府県市区町村別人口(世帯名簿による人
口)

S51

 F1 -06 -11 -1
都道府県市区町村別速報集計結果(20％抽出集計結
果)第1部

S51

 F1 -06 -11 -2
都道府県市区町村別速報集計結果(20％抽出集計結
果)第2部

S51

 F1 -06 -11 -3
都道府県市区町村別速報集計結果(20％抽出集計結
果)第3部

S51

 F1 -06 -11 -4
都道府県市区町村別速報集計結果(20％抽出集計結
果)第4部

S51

 F1 -06 -11 -5
都道府県市区町村別速報集計結果(20％抽出集計結
果)第5部

S51

 F1 -06 -11 -6
都道府県市区町村別速報集計結果(20％抽出集計結
果)第6部

S51

 F1 -06 -11 -7
都道府県市区町村別速報集計結果(20％抽出集計結
果)その5 秋田県

S51

 F1 -06 -12 -1
人口集中地区別人口（調査区関連シリーズ NO.3我
が国の人口集中地区　資料編）

S52

 F1 -06 -12 -2 人口集中地区別人口（速報シリーズ NO.6） S52

 F1 -06 -13
国・地方公共団体・政府関係期間の産業分類適用
例

S50

 F1 -06 -14 産業分類 S50
 F1 -06 -15 全国速報集計結果(1％抽出集計結果) S51
 F1 -06 -17 -1 解説シリーズ №1 我が国の人口 S52

 F1 -06 -17 -2 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その1  北海道 S52

 F1 -06 -17 -3 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その2  青森県 S52

 F1 -06 -17 -4 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その3  岩手県 S52

 F1 -06 -17 -5 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その4　宮城県 S52

 F1 -06 -17 -6 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その5　秋田県 S52

 F1 -06 -17 -7 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その6  山形県 S52

 F1 -06 -17 -8 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その7  福島県 S52

 F1 -06 -18 調査区関連シリーズ　№2  標本調査基礎資料 S52
 F1 -06 -19 集計事項及び結果表様式
 F1 -06 -21 日本人口地図作成方法の概要 S54
 F1 -06 -22 調査の手引
 F1 -06 -23 指導員の手引
 F1 -06 -24 市町村事務取扱要領
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F1 -06 -25 特別集計結果(1％抽出集計)職業・産業 S54
 F1 -06 -26 職業分類 S50
 F1 -06 -27 日本人口地図　第1～23部、人口及び世帯数(確定数）

 F1 -06 -28 国勢統計区編 S52
【　０７　国勢調査５５年　】

 F1 -07 -1 第1巻 人口総数 S57
 F1 -07 -2 -1 - 1 第2巻 基本集計結果(1) その1 全国編　 S57

 F1 -07 -2 -1 - 2
第2巻 基本集計結果(1) その1 全国編　非収録統
計表

S57

 F1 -07 -2 -6
第2巻 基本集計結果(1) その2 都道府県・市区町
村編　05　秋田県　

S57

 F1 -07 -3 -1 第3巻 基本集計結果(2) その1 全国編(1) S58

 F1 -07 -3 -2
第3巻 基本集計結果(2) その1 全国編(2)非収録統
計表

S58

 F1 -07 -3 -7
第3巻 基本集計結果(2) その2 都道府県・市区町
村編　05秋田県

S58

 F1 -07 -4 -1
第4巻 抽出詳細集計結果(20％抽出集計結果)        　　　　　　　　
その1 全国編　第1部

S59

 F1 -07 -4 -2
第4巻 抽出詳細集計結果(20％抽出集計結果)　　　　　            　　 
その1 全国編　第2部

S59

 F1 -07 -4 -3
第4巻 抽出詳細集計結果(20％抽出集計結果)　　　　　              　　 
その1 全国編　第3部

S59

 F1 -07 -4 -8
第4巻 抽出詳細集計結果(20％抽出集計結果) 　　　　　           　　
その2 都道府県編　05秋田県

S59

 F1 -07 -5 -1
第5巻 従業地・通学地集計結果　その1 従業地・
通学地による人口－男女・年齢・産業－ 第1部

S57

 F1 -07 -5 -7
第5巻 従業地・通学地集計結果　その1 従業地・
通学地による人口－男女・年齢・産業－ 05 秋田
県

S57

 F1 -07 -5 -8
第5巻 従業地・通学地集計結果　その2 従業地・
通学地による人口－職業(大分類)－　第1部

S58

 F1 -07 -5 -11
第5巻 従業地・通学地集計結果  その4 利用交通
手段　　第1部

S58

 F1 -07 -6 -1
第6巻 人口移動集計結果　その1 転出人口の基本
属性　　第1部

S57

 F1 -07 -6 -6
第6巻 人口移動集計結果　その1 転出人口の基本
属性　　05秋田県

5S7

 F1 -07 -6 -7
第6巻 人口移動集計結果  その2 転出入人口の職
業構成

S58

 F1 -07 -7
第7巻 特別集計結果　その2 三大都市圏の人口移
動（主要都市からの転出人口）

S59

 F1 -07 -8 別巻  我が国の人口集中地区 S58
 F1 -07 -9 国勢統計区境界図 S58

 F1 -07 -10
全国都道府県市区町村別人口（要計表による人
口）

S55

 F1 -07 -11
全国都道府県市区町村別人口及び世帯数（確定
数）

S57

 F1 -07 -12 抽出速報集計結果(1％地区集計結果)その1 全国編 S56

 F1 -07 -13
抽出速報集計結果(1％地区集計結果)その2 都道府
県編

S56
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F1 -07 -14 -5 解説シリーズ №2 都道府県の人口その5　秋田県 S57
 F1 -07 -14 -8 解説シリーズ №1 わが国の人口 S57
 F1 -07 -15 -1 資料シリーズ №1 調査区関係資料利用の手引 S57

 F1 -07 -15 -2
資料シリーズ №2 標本調査基礎資料編　調査区関
係資料利用の手引

S57

 F1 -07 -15 -3
資料シリーズ №3 従業地・通学地（通勤・通学人
口及び昼間人口）

S58

 F1 -07 -15 -4 資料シリーズ №4 大都市圏の人口 S58

 F1 -07 -15 -5
資料シリーズ №5 市町村・人口集中地区の人口階
級別集計結果

S58

 F1 -07 -16 -1 モノグラフシリーズ №1 人口構造 S58

 F1 -07 -16 -2
モノグラフシリーズ №3 日本人口の地域分布とそ
の変化

S58

 F1 -07 -16 -3
モノグラフシリーズ №4 人口の就業状態と産業構
造

S58

 F1 -07 -16 -4 モノグラフシリーズ №6 通勤・通学人口 S59
 F1 -07 -16 -5 モノグラフシリーズ №8 高年齢人口 S59
 F1 -07 -17 -1 日本人口地図　1
 F1 -07 -17 -2 日本人口地図　2
 F1 -07 -17 -3 日本人口地図　3
 F1 -07 -17 -4 日本人口地図　4
 F1 -07 -17 -5 日本人口地図　5
 F1 -07 -17 -6 日本人口地図　6
 F1 -07 -17 -7 日本人口地図　7
 F1 -07 -18 日本人地図帳

 F1 -07 -19 -1
抽出速報集計結果(1％抽出集計結果)その1       
全国編  非収録統計表

S57

 F1 -07 -19 -2
抽出速報集計結果(1％抽出集計結果)その2         
都道府県編

S57

 F1 -07 -21 職業分類 S55
 F1 -07 -22 産業分類 S55

【　０８　国勢調査６０年　】
 F1 -08 -1 第1巻 人口総数 S62
 F1 -08 -2 -1 第2巻 第1次基本集計結果  その1 全国編 S61
 F1 -08 -3 -1 第3巻 第2次基本集計結果  その1 全国編 S62

 F1 -08 -3 -6
第3巻 第2次基本集計結果  その2 都道府県・市区
町村別編 　05秋田県

S62

 F1 -08 -4 -1 第4巻 第3次基本集計結果  その1  全国編 S63

 F1 -08 -4 -6
第4巻 第3次基本計画結果  その2  都道府県・市
区町村別編 　05秋田県

S62

 F1 -08 -5 -1
第6巻 従業地・通学地集計結果　その1 従業地・
通学地による人口－男女・年齢・産業－第1部

S62

 F1 -08 -5 -7
第6巻 従業地・通学地集計結果　その1 従業地・
通学地による人口－男女・年齢・産業－05 秋田県

S62

 F1 -08 -5 -8
第6巻 従業地・通学地集計結果  その2 従業地に
よる人口－職業(大分類)－第1部  北海道・東北・
関東

S63

 F1 -08 -6 別巻 我が国の人口集中地区 S62
 F1 -08 -7 -1 抽出速報集計結果(1％抽出集計結果)その1 全国編 S61
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F1 -08 -7 -2 抽出速報集計結果(1％抽出集計結果)その2 都道府県編 S61

 F1 -08 -9 -1 解説シリーズ №1 我が国人口の概観 S61
 F1 -08 -9 -6 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その5　秋田県 S62
 F1 -08 -10 調査区関係資料シリーズ №1 利用の手引 S62
 F1 -08 -11 -2 日本人口地図 2 市区町村別人口密度
 F1 -08 -11 -3 日本人口地図 3 市区町村別人口増減率
 F1 -08 -11 -4 日本人口地図 4 市区町村別老年化指数
 F1 -08 -11 -5 日本人口地図 ５ 市区町村別一世帯当たり人員

 F1 -08 -12 -1
摘要データシリーズ №1 通勤・通学人口及び昼間
人口

S63

 F1 -08 -12 -2 摘要データシリーズ №2 大都市圏の人口 S63
 F1 -08 -12 -3 摘要データシリーズ №4 高齢人口 S62
 F1 -08 -12 -4 摘要データシリーズ №5 高齢者世帯 S62

 F1 -08 -13 -5
第5巻 抽出詳細集計結果(20％抽出集計結果)その2 
都道府県編　05秋田県

H1

 F1 -08 -13 -48
第5巻 抽出詳細集計結果(20％抽出集計結果)その1 
全国編  第1部

H1

 F1 -08 -13 -49
第5巻 抽出詳細集計結果(20％抽出集計結果)その1 
全国編  第2部

H1

 F1 -08 -13 -50
第5巻 抽出詳細集計結果(20％抽出集計結果)その1 
全国編  第3部

H1

 F1 -08 -14 日本人口地図 1 市区町村別人口分布

 F1 -08 -15 -1
第7巻 特別集計結果　産業・職業の小分類クロス
集計                  (1％抽出集計結果)

S63

 F1 -08 -15 -2 第7巻 特別集計結果　その3 外国人に対する集計 H2
 F1 -08 -17 -1 日本の人口（資料編） H2
 F1 -08 -17 -2 日本の人口（解説編） H2

【　０９　国勢調査平成２年　】

 F1 -09 -1
速報 全国都道府県市区町村別人口（要計表による
人口）

H2

 F1 -09 -2
全国都道府県市区町村別人口及び世帯数　　　　　
（確定数）平成2年10月2日現在

H3

 F1 -09 -5 -5
第3巻 第二次基本集計結果　その2 都道府県・市
区町村編　05秋田県

H4

 F1 -09 -6 -1 別  巻 我が国の人口集中地区 H4
 F1 -09 -6 -2 別　巻 我が国の人口集中地区別人口 H4
 F1 -09 -7 第1巻　人口総数 H4
 F1 -09 -8 抽出速報集計結果(1％抽出集計結果) H4
 F1 -09 -9 解説シリーズ №1我が国人口の概観 H4

 F1 -09 -11 -5
第6巻 従業地・通学地集計結果　その1 従業地・
通学地による人口－男女・年齢・産業(大分類)－　
第2部　05秋田県

H4

 F1 -09 -11 -48
第6巻 従業地・通学地集計結果　その1 従業地・
通学地による人口－男女・年齢・産業(大分類)－　
第1部　全国

H4

 F1 -09 -12 -1 人口移動集計結果　第2部 北海道・東北 H4
 F1 -09 -14 第7巻 人口移動集計結果 H4
 F1 -09 -15 日本人口地図帳

 F1 -09 -16 -5
第4巻 第三次基本集計結果　その2 都道府県・市
町村編　　05秋田県

H5

 F1 -09 -16 -48 第4巻 第三次基本集計結果  その1 全国編 H5
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F1 -09 -17 -1
第6巻 従業地・通学地集計結果　その2 従業地に
よる人口－職業(大分類)－第1部 北海道・東北

H5

 F1 -09 -18 -1 第7巻 人口移動集計結果　その2 H6

 F1 -09 -19 -1
摘要データシリーズ №1 通勤・通学人口及び昼間
人口

H6

 F1 -09 -19 -2 摘要データシリーズ №4 高齢者世帯 H6
 F1 -09 -19 -3 摘要データシリーズ №3 人口階級別人口・世帯数 H6
 F1 -09 -19 -4 摘要データシリーズ №5 子どものいる世帯 H6
 F1 -09 -19 -5 摘要データシリーズ №2  大都市圏の人口 H6

 F1 -09 -20 -1
地域メッシュ統計地図－世帯総数・人口総数－  
（デジタルメッシュ・マップ・東日本編)

H6

 F1 -09 -20 -2
地域メッシュ統計地図－世帯総数・人口総数－　　　　　           　　
（デジタルメッシュ・マップ・西日本編）

H6

 F1 -09 -20 -3
平成2年国勢調査、平成3年事業所統計調査等のリ
ンクによる「地域メッシュ統計地図」　階級メッ
シュ・マップ  (地域メッシュ別昼間人口等)

H7

 F1 -09 -20 -4

平成2年国勢調査、平成3年事業所統計調査等のリ
ンクによる「地域メッシュ統計地図」　デジタル
メッシュ・マップ  （西日本編）－昼間人口・昼
夜間人口差－

H7

 F1 -09 -20 -5

平成2年国勢調査、平成3年事業所統計調査等のリ
ンクによる「地域メッシュ統計地図」　デジタル
メッシュ・マップ   （東日本編）－昼間人口・昼
夜間人口差－

H7

 F1 -09 -21 -1
基礎データ項目定義集 －社会・人口統計体系－上
巻

H6

 F1 -09 -21 -2
基礎データ項目定義集 －社会・人口統計体系－下
巻

H6

 F1 -09 -22 -5
第5巻 抽出詳細集計結果　 その2 都道府県・市区
町村編 　05秋田県

H6

 F1 -09 -22 -48 第5巻 抽出詳細集計結果   その1 全国編 H6
 F1 -09 -22 -49 最終報告日本の人口（解説編） H7
 F1 -09 -22 -50 最終報告日本の人口（資料編） H7
 F1 -09 -23 地域メッシュ統計の概要 H6
 F1 -09 -24 -1 日本人口地図（展示用） H7
 F1 -09 -25 -1 日本人口地図 Ⅱ 大都市への通勤・通学人口 H7
 F1 -09 -25 -2 日本人口地図の概要 H7
 F1 -09 -26 解説シリーズ№2 都道府県の人口 その5 秋田県の人口 H4

【　１０　国勢調査平成７年　】
 F1 -10 -1 抽出速報集計結果　結果の概要 H8
 F1 -10 -2 抽出速報集計結果 H8
 F1 -10 -3 全国都道府県市区町村別人口 H7
 F1 -10 -4 調査結果の利用案内－ユーザーズ・ガイド－ H8

 F1 -10 -5 -5
第2巻 人口の男女・年齢・配偶関係、世帯の構
成・住居の状態　                                
その2 都道府県・市区町村編　05秋田県

H8

 F1 -10 -5 -48
第2巻 人口の男女・年齢・配偶関係、世帯の構
成・住居の状態      その1 全国編

H8

 F1 -10 -6 -5
第3巻 人口の労働力状態、就業者の産業(大分類)　
その2  都道府県・市区町村編　05秋田県

H8

 F1 -10 -6 -48
第3巻 人口の労働力状態、就業者の産業(大分類)  
その1   全国編

H9
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F1 -10 -7 第1巻 人口総数 H9

 F1 -10 -8 全国都道府県 市区町村別人口及び世帯数(確定数) H8

 F1 -10 -9 -5
第6巻 人口の男女・年齢・就業者の産業(大分類)　
その2  都道府県・市区町村編　05秋田県

H9

 F1 -10 -9 -48
第6巻 人口の男女・年齢・就業者の産業(大分類)  
その1   全国編

H9

 F1 -10 -10 人口集中地区の人口 H9
 F1 -10 -11 我が国人口の概観 H9
 F1 -10 -12 我が国人口集中地区、人口集中地区別人口境界図 H9
 F1 -10 -13 調査区関係資料　利用の手引 H9

 F1 -10 -14 -5
第4巻 就業者の職業(大分類)、世帯の型　その2 
都道府県・市区町村編　05秋田県

H10

 F1 -10 -14 -48
第4巻 就業者の職業(大分類)  世帯の型  その1 
全国編

H10

 F1 -10 -15 -5 解説シリーズ №2 都道府県の人口 その5　秋田県 H9
 F1 -10 -16 男女・年齢・配偶関係別人口 H10
 F1 -10 -17 世帯と住居 H10
 F1 -10 -18 人口の労働力状態、就業者の産業・職業 H10
 F1 -10 -19 通勤・通学人口及び昼間人口 H10
 F1 -10 -20 日本人口地図帳

 F1 -10 -21
平成7年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図デ
ジタルメッシュマップ

H11

 F1 -10 -22
平成7年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図                       
（地域メッシュマップ）

 F1 -10 -23 -5
第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）
その2　都道府県・市区町村編  05秋田県

H11

 F1 -10 -23 -48 平成7年国勢調査報告　第5巻　その1　全国編 H11

 F1 -10 -24 -1
第7巻 従業地・通学地による人口Ⅱ 就業者の職業  
（大分類）第1部　北海道・東北・関東

H10

 F1 -10 -25 地域メッシュ統計の概要 H11

 F1 -10 -26 -1
平成7年国勢調査報告　第8巻　第1部　            
北海道・東北・関東

H11

 F1 -10 -27 -1
平成7年国勢調査報告　第9巻　外国人に関する特
別集計結果

H11

 F1 -10 -28 -1
平成7年国勢調査　編集・解説シリーズ　No.8    　
大都市圏の人口

H11

 F1 -10 -29 -1
平成7年国勢調査　編集・解説シリーズ　No.9　   
高齢人口と高齢者のいる世帯

H11

【　１１　国勢調査１２年　】

 F1 -11 -1 -1
平成12年国勢調査　調査結果の利用案内～ユー
ザーズ・ガイド～

H13

 F1 -11 -2 平成12年国勢調査　抽出速報集計結果 H13

 F1 -11 -3 -1
平成12年国勢調査報告　第2巻　人口の男女・年
齢・配偶関係、世帯の構成・住居の状態　その1　
全国編

H13

 F1 -11 -3 -6
平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　                 
05  秋田県

H13

 F1 -11 -5 平成12年国勢調査報告　第1巻　人口総数 H14

 F1 -11 -4 -1
平成12年国勢調査報告　第3巻　人口の労働力状
態、就業者の産業（大分類）教育　その1　全国編

H14

 F1 -11 -4 -6 平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　05秋田県                  H14
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F1 -11 -5 -1
平成12年国勢調査　全国都道府県市区町村別人口
及び世帯（確定数）H12.10.1現在

H14

 F1 -11 -6 -1
平成12年国勢調査　地方における実施状況報告・
世帯アンケートの概要

H14

 F1 -11 -7 -1 - 1 平成12年　国勢調査報告　第4巻　その1 H14

 F1 -11 -7 -1 - 2
平成12年国勢調査報告　第3次基本集計結果就業者
の職業（大分類）世帯の型　全国編

H14

 F1 -11 -7 -6
平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大
分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　
05　秋田県

H14

 F1 -11 -8 -1
平成12年　国勢調査　第5巻　就業者の産業（小分
類）、職業（小分類）その1　全国編

H14

 F1 -11 -8 -6
平成12年　国勢調査報告　第5巻　就業者の産業
（小分類）、職業（小分類）その2　05　秋田県

H14

 F1 -11 -9 -1
平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・
通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、就業
者の産業（大分類）第1部　全国編

H14

 F1 -11 -9 -6

平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・
通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、就業
者の産業（大分類）第2部　都道府県・市区町村編　
05　秋田県

 F1 -11 -9 -56

平成12年　国勢調査報告　第6巻　その3　従業
地・通学地による人口Ⅲ　就業者の産業（中分
類）・職業（中分類） ＜抽出詳細集計＞　第1部　
北海道・東北

H14

 F1 -11 -10 -1
平成12年　国勢調査報告　第7巻　その1　人口移
動Ⅰ　人口の転出入状況、移動人口の労働力状
態、産業（大分類）、教育　第1部　全国編

H14

 F1 -11 -10 -6

平成12年国勢調査　第7巻　その1　人口移動Ⅰ　
人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業
（大分類）教育　第2部　都道府県・市区町村編　
05　秋田県　

 F1 -11 -10 -49
平成12年　国勢調査報告　第7巻　その2　人口移
動Ⅱ　移動人口の職業（大分類）全国

H14

 F1 -11 -11 -5
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.2　        
都道府県の人口    　その5　秋田県の人口

H14

 F1 -11 -12 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.3　        
我が国の人口集中地区　人口集中地区別人口・境
界図

H14

 F1 -11 -13 -1 平成12年国勢調査　日本人口地図帳 H14

 F1 -11 -13 -2 - 1
平成12年国勢調査　日本人口地図　1　国勢調査で
わかる人口の増減

H14

 F1 -11 -13 -2 - 2
平成12年国勢調査　日本人口地図　2　国勢調査で
わかる人口密度

H14

 F1 -11 -13 -2 - 3
平成12年国勢調査　日本人口地図　3　国勢調査で
わかる人口の高齢化

H14

 F1 -11 -14 -1
平成12年国勢調査に関する地域メッシュマップ
（階級メッシュマップ）(1)人口総数 (2)人口増減
数　(3)老年人口の割合

H15

 F1 -11 -15 -1
平成12年国勢調査に関する地域メッシュマップ　
デジタルメッシュマップ～世帯総数・人口総数～

H15
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F1 -11 -16 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.4          
男女・年齢・配偶関係・教育の状況別人口

H15

 F1 -11 -17 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.5          
世帯と住居

H15

 F1 -11 -18 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.6          
労働力状態、産業、職業別人口

H15

 F1 -11 -19 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.1          
我が国人口の概観

H15

 F1 -11 -20 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.7          
高齢人口と高齢者のいる世帯

H15

 F1 -11 -21 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.8          
通勤通学人口及び昼間人口

H15

 F1 -11 -22 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.10　       
大都市圏の人口

H15

 F1 -11 -23 -1
平成12年国勢調査　第8巻　                         
外国人に関する特別集計結果

H15

 F1 -11 -24 -1
平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNo.9　        
人口移動

H15

 F1 -11 -25
平成12年国勢調査　第9巻　新産業分類特別集計　
～日本標準産業分類第11回改訂に伴う組替集計結
果

H17

 F1 -11 -26 -1
平成12年国勢調査最終報告書　日本の人口          
（資料編）

H17

 F1 -11 -26 -2
平成12年国勢調査最終報告書　日本の人口          
（解説編）

H17

【　１２　国勢調査１７年　】

 F1 -12 -1 　
平成17年国勢調査　調査結果の利用案内～ユー
ザーズ・ガイド～

H18

 F1 -12 -2  
平成17年国勢調査　全国・都道府県・市区町村別
人口（要計表による人口）                        

H18 ※CD-ROMあり

 F1 -12 -3 　 平成17年国勢調査　抽出速報集計結果          H18 ※CD-ROMあり

 F1 -12 -4
平成17年国勢調査　全国・都道府県・市区町村別
人口及び世帯数（確定数）                          

H19 ※CD-ROMあり

 F1 -12 -5 平成17年国勢調査報告　第1巻　人口総数       H19 ※CD-ROMあり

 F1 -12 -6 -1
平成17年国勢調査報告　第2巻　人口の男女・年
齢・配偶関係、世帯の構成・住居の状態　その1　
全国編      CD=ROM

H19 ※CD-ROMあり

 F1 -12 -6 -6
平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　                 
05  秋田県

H18 ※CD-ROM
・第1次基本集
計
・小地域集計

 F1 -12 -7 -1
平成17年国勢調査報告　第3巻　人口の労働力状
態,就業者の産業（大分類）　その1　全国編

H19 ※CD-ROMあり

 F1 -12 -7 -6
平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　                 
05  秋田県

H19 ※CD-ROM
・第2次基本集
計
・小地域集計

 F1 -12 -8 -1
平成17年国勢調査報告　第4巻  就業者の職業（大
分類）,世帯の型　その1　全国編

H19

 F1 -12 -8 -6
平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　                 
05  秋田県

H18 ※CD-ROM
・第3次基本集
計
・小地域集計
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F1 -12 -9 -1
平成17年国勢調査報告　第5巻　その1　              
全国編

H21 ※CD-ROM
・第3次基本集
計
・小分類

 F1 -12 -9 -5
平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　                 
05  秋田県

H21 ※CD-ROM
あり

 F1 -12 -10 -1 -1
平成17年国勢調査報告　第6巻  就業者の産業（小
分類）・職業（小分類） （抽出集計）　その1　
全国編

H19 ※CD-ROMあり

 F1 -12 -10 -1 -6
平成17年国勢調査報告　第6巻　その2　                 
05  秋田県

H18 ※CD-ROM
・その１
・小地域集計

 F1 -12 -10 -2 （平成17年国勢調査報告　第6巻　その2）冊子なし　  H21 ※CD-ROMのみ

 F1 -12 -10 -3 -1 平成17年国勢調査報告　第6巻　その3　  北海道・東北 H21

 F1 -12 -11 -1
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ №1 ｸﾞﾗﾌで
みる我が国の人口

H18

 F1 -12 -11 -2
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ №2 我が国
人口の概観

H19

 F1 -12 -11 -3 5
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ №3 都道府
県の人口    05　秋田県

H20

 F1 -12 -11 -4 1
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ　　　　　　　　　　　　 
№4 我が国の人口集中地区    

H20

 F1 -12 -11 -4 2 平成17年国勢調査　　№4人口集中地区の人口 H19

 F1 -12 -11 -5
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ №5　男
女・年齢別人口、世帯と住居

H20

 F1 -12 -11 -6
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ №6　労働
力状態、産業、職業別人口

H20

 F1 -12 -11 -7
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ №7　高齢
人口と高齢者のいる世帯

H20

 F1 -12 -11 -8
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ №8　津
金・通学人口及び昼間人口

H21

 F1 -12 -11 -9
平成17年国勢調査　人口概観シリーズ №9　大都
市圏の人口

H21

 F1 -12 -12 -1 平成17年国勢調査 最終報告書-「日本の人口」上 H22
 F1 -12 -12 -2 平成17年国勢調査 最終報告書-「日本の人口」下 H22
 F1 -12 -13 -1 平成17年国勢調査   調査区関係資料 利用の手引 H19
 F1 -12 -14 -1 平成17年国勢調査　　日本人口地図帳 H19

 F1 -12 -14 -2
1.国勢調査でわかる人口の増減 2国勢調査でわか
る人口密度.3.国勢調査でわかる人口の高齢化

H19

※H17国勢調査未配架分は、調査統計課で閲覧可
【　１３　国勢調査２２年　】

F1 -13 -1 平成22年国勢調査結果の利用案内 H23
F1 -13 -3 平成22年国勢調査抽出速報集計結果 H23
F1 -13 -5 平成22年国勢調査報告 第1巻 人口・世帯総数 H23

F1 -13 -6 -1
平成22年国勢調査報告 第2巻 人口等基本集計結果　　　  　
その1  全国編

H23

F1 -13 -6 -2
平成22年国勢調査報告 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Ⅱ

H23

F1 -13 -7 -1
平成22年国勢調査報告 第3巻 産業等基本集計結果　  
その1 全国編

H24

F1 -13 -7 -2
平成22年国勢調査報告 第3巻 産業等基本集計結果　    
その2 都道府県･市町村編 ②東北Ⅱ

H24

国 13 ページ



分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

F1 -13 -8 -1
平成22年国勢調査報告第4巻職業等基本集計結果
その1　全国編

H25

F1 -13 -8 -2
平成22年国勢調査報告第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Ⅱ

H25

F1 -13 -9 -1 1
平成22年国勢調査報告第5巻抽出詳細集計結果
その1　全国編

H26

F1 -13 -9 -1 2
平成22年国勢調査報告第5巻抽出詳細集計結果
その2　都道府県・市区町村編　②東北Ⅱ

H26

F1 -13 -10 -1 1
平成22年国勢調査報告 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

H24

F1 -13 -10 -1 2
平成22年国勢調査報告 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･
市町村編   ② 東北Ⅱ

H24

F1 -13 -10 -2 1
平成22年国勢調査報告 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

H25

F1 -13 -10 -3
平成22年国勢調査第6巻その3
従業地・通学地による抽出詳細集計結果
①全国、北海道・東北

H26

F1 -13 -11 -1
平成22年国勢調査報告 第7巻
その1 移動人口の男女別集計結果 ②全国､東北Ⅱ

H24

F1 -13 -11 -2
平成22年国勢調査報告 第7巻
その2 移動人口の産業等集計結果 ②全国･東北Ⅱ

H24

F1 -13 -11 -3
平成22年国勢調査報告 第7巻
その3 移動人口の産業等集計結果 全国、都道府県

H25 

F1 -13 -12 -1
平成22年国勢調査 解説シリーズ№1　　　　　　　　　 
グラフでみる我が国の人口･世帯

H23

F1 -13 -12 -1
平成22年国勢調査 解説シリーズ№2　　　　　　　　　
我が国の人口･世帯の概観

H24

F1 -13 -12 -5 2010国勢調査ライフステージでみる日本の人口･世帯 H23
F1 -13 -13 -1 1 地図シリーズ我が国の人口集中地区 H23
F1 -13 -13 -1 2 地図シリーズ人口集中地区の人口 H23
F1 -13 -13 -2 地図シリーズ日本人口地図帳 H24

F1 -13 -14
平成22年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図
階級メッシュマップ

H25

F1 -13 -15 -1
平成22年国勢調査　最終報告書
日本の人口・世帯（上巻ｰ解説・資料編）

H26

F1 -13 -15 -2
平成22年国勢調査　最終報告書 
日本の人口・世帯（下巻ｰ統計表編）

H26

【　１４　国勢調査２７年　】
F1 -14 -1 平成27年国勢調査報告　第1巻　人口・世帯総数 H29
F1 -14 -2 平成27年国勢調査報告　日本人口地図 H29

F1 -14 -3
平成27年国勢調査報告　ライフステージでみる日
本人口・世帯

H29

F1 -14 -4 平成27年国勢調査　人口集中地区の人口 H29

F1 -14 -5
平成27年国勢調査　地図シリーズ　我が国の人口
集中地区

H29

F1 -14 -6
平成27年国勢調査　第2巻
人口等基本集計結果その1　全国編

H29

F1 -14 -7
平成27年国勢調査　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Ⅱ

H29
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

F1 -14 -8

平成27年国勢調査　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Ⅱ（市区町村境界図及び人口集中地区境界
図）

H29

F1 -14 -9
平成27年国勢調査　第3巻
就業状態等基本集計結果その1　全国編

H29

F1 -14 -10
平成27年国勢調査　第3巻
就業状態等基本集計結果その都道府県･市町村編
②東北Ⅱ

H29

F1 -14 -11
平成27年国勢調査　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

H29

F1 -14 -12
平成27年国勢調査　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①北海道･東北

H29

F1 -14 -13
平成27年国勢調査　第7巻　
人口移動集計結果
その1　全国編

H29

F1 -14 -14

平成27年国勢調査　第7巻　
人口移動集計結果
その2　都道府県・市区町村編
①北海道・東北

H29

F1 -14 -15
平成27年国勢調査　第4巻
世帯構造等基本集計結果
その1　全国編

H30 

F1 -14 -16

平成27年国勢調査　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
①北海道・東北

H30 

F1 -14 -17
平成27年国勢調査
我が国人口・世帯の概観

H30 

F1 -14 -18
平成27年国勢調査　
地図シリーズ　日本人口地図帳

H30 

F1 -14 -19
平成27年国勢調査　第5巻
抽出詳細集計結果
その1　全国編

R1

F1 -14 -20

平成27年国勢調査　第5巻
抽出詳細集計結果
その2　都道府県･市町村区編
①北海道･東北

R1

F1 -14 -21
平成27年国勢調査　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

R1

【　０１　事業所統計調査報告（総務省）　】
 F2 -01 - 1 　 昭和26年  第1,2,3,5,6巻、秋田県速報 S26
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -01 - 2  昭和29年  第1,2,3巻 S29
 F2 -01 - 3 　 昭和32年  第1巻 全国編 S32

　           第2巻 都道府県編  その5  秋田県  
　           第3巻 市区町村編  
　           第4巻 サービス業編  乙調査  
　           解説  
　           産業分類  

 F2 -01 - 4 　 昭和35年  第1巻 全国編  Ⅰ、第2巻 全国編  Ⅱ S35
　 　　　　　第3巻 都道府県編  その5 秋田県  
　 　　　　　第4巻 サービス業編  乙調査  
　 　　　　　第5巻 企業編,第6巻 解説編  
　 　　　　　産業分類  

 F2 -01 - 5 　 昭和38年  第1巻 全国編  Ⅰ、第2巻 全国編  Ⅱ S38
　 　　　　　第3巻 都道府県編　青森県、岩手県  
　 宮城県、秋田県、山形県、福島県  
　 　　　　　第4巻 サービス業編  
　 　　　　　第5巻 企業編、第6巻 解説編  

 F2 -01 - 6 　 昭和41年  第1巻 全国編 S41
　 　　　　　第2巻 都道府県編  その5 秋田県  
　 　　　　　第3巻 都市編  
　 　　　　　第4巻 企業編  Ⅰ、第5巻 企業編　Ⅱ  
　 　　　　　第6巻 サービス業編、第7巻 解説編  
　 従業者規模30人以上の事業所及び従業者数(全国)　　　　　　 

 F2 -01 - 7 　 昭和44年  第1巻 全国編 S44
　　　　　第2巻 都道府県編  その5 秋田県  
　　　　　第3巻 都市編、第4巻 企業編  
　　　　　第5巻 サービス業編、第6巻 解説編  
　　　　　調査区関係資料  
　　　　　調査区関係資料（つづき）  

 F2 -01 - 8 昭和47年  第1巻 全国編 S47
　　　　　第2巻 都道府県編  その5 秋田県  
　　　　　第3巻 会社企業編  
　　　　　別巻 国勢統計区、人口集中地区編  
　　　　　解説シリーズ全国編 我が国の事業所  

 F2 -01 - 9 昭和50年  第1巻 全国編 S50
　　　　　第2巻 都道府県編  その5 秋田県  
　　　　　第3巻 会社企業編  
　　　　　第4巻 サービス業編、第5巻 解説編  
　　　　　別巻 国勢統計区、人口集中地区編  

従業者規模30人以上の事業所数及び従業者数　　　　　
(速報)

 

　　　　　事業所基本調査区関係資料  
 F2 -01 - 10 昭和53年  第1巻 全国編 S53

　　　　　第2巻 都道府県編  その5 秋田県  
　　　　　第3巻 会社企業編  
　　　　　第4巻 サービス業編  
　　　　　別巻 1 総括編、2 国勢統計区編  
　　　　　　　 3 従産業編  

従業者規模30人以上の事業所数及び従業者数    
(速報)
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
　　　　　事業所基本調査区関係資料  
　　　　　産業分類  

 F2 -01 - 11 昭和56年  第1巻 全国編 S56
　　　　　第1巻 追補版  常雇規模別集計  
　　　　　第2巻 都道府県編  その5 秋田県  
　　　　　第2巻 別冊 全国市町村別  
　　　　　第3巻 会社企業編　  
　　　　　第4巻 サービス業編  
　　　　　第5巻 解説編  
　　　　　別巻 国勢統計区編  
　　　　　事業所基本調査区関係資料  
　　　　　市区町村コード一覧  

 F2 -01 - 12
昭和61年　第1巻  全国編　従業者総数による結果   

(第1分冊)、(第2分冊)
S61

　　　　　常雇規模別結果(第1分冊)、(第2分冊)  
　　　　　　　　　　　　市区町村別主要結果  
　　　　　第2巻 都道府県編　北海道、青森県  
　　　岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県　 
          第3巻　会社企業編　その1  
                 その2(第1分冊、第2分冊)  
          第4巻 サービス業編、速報  
　　　　　事業所基本調査区関係資料  
　　　　　第5巻　解説編  

 F2 -01 - 13 事業所統計30年 S59
 F2 -01 - 14 平成3年　 全国都道府県市区町村別事業所数 H3
 F2 -01 - 15 　　　　  事業所統計調査報告(速報)  
 F2 -01 - 16  　　　　　第1巻 全国編 事業所数及び従業者数  

　　　　　　　　　　　 常雇規模別結果  
　　　　　　　　　　　 市町村別主要結果  
　　　　　第2巻 都道府県編　北海道～沖縄県  
　　　　　第3巻 会社企業編  
　　　　　第4巻 解説編  

 F2 -01 - 17 　　　　　事業所統計基本調査関係資料  

 F2 -01 - 18 　
平成6年　事業所名簿整備調査報告　全国及び都道

府県別結果
H6

　 　　　事業所名簿整備調査報告　市区町村別結果  
【０１ 事業所・企業統計調査報告（総務省）　】

 F2 -01 - 19
平成8年　　事業所及び企業に関する主要集計結果　　　　

（速報）
H9

 F2 -01 - 20 　 　 　　　　第2巻 事業所に関する集計 都道府県編  
北海道～福島県

 F2 -01 - 21  　　　　第1巻 事業所に関する集計 全国編      
    その1～その5  

 F2 -01 - 22  　　　　第3巻 企業に関する集計 会社企業編    
 その1、その2  

 F2 -01 - 23
事業所・企業統計調査に関する地域メッシュ統計
地図、 デジタルメッシュマップ～全産業事業所

数・従業者数～
 

 F2 -01 - 24 　　第4巻 事業所に関する集計 全国編　解説編
 F2 -01 - 25 平成11年　都道府県市区町村別速報　結果 H11
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

   第13表 産業（小分類）、存続（事業の転換の
有無別）・新設・廃業別事業所数及び従業者数

（民営）～（平成11年、8年）秋田県

　　　　　速報結果

 F2 -01 - 26 　
第2巻 事業所及び企業に関する集計 都道府県編　　　　

北海道～沖縄県　
 

 F2 -01 - 27 　　　　　第1巻 事業所に関する集計　全国編  
 F2 -01 - 28 　第3巻 企業に関する集計 会社企業（全国）編  

 F2 -01 - 29
平成13年　第1巻　事業所に関する集計　全国結果 　 
その1 単独事業所及び本所事業所による結果

H13

　　 その2 民営事業所に関する結果  
　　 その3 派遣又は下請従業者に関する結果  
　　 その4 常用雇用者規模に関する結果  
　　 その5 市区町村の結果  

 F2 -01 - 30  
　　第2巻 会社企業に関する集計 全国結果 その1　

単独事業所及び本所事業所による結果
 

　　 その2  

 F2 -01 - 31  
　　第3巻 事業所及び企業に関する統計 都道府県

版 秋田県
 

 F2 -01 - 32      第4巻 解説編　日本の事業所・企業  

 F2 -01 - 33  
    事業所・企業統計調査に関する地域メッシュ

統計地図　階級メッシュマップ

 F2 -01 - 34  
     事業所・企業統計調査に関する地域メッシュ
統計地図　デジタルメッシュマップ～全産業事業

者数・事業者数～

【　０２　住宅統計調査報告（総務省）　】
 F2 -02 - 1 昭和23年 住宅調査結果報告 S23
 F2 -02 - 2 昭和28年 住宅統計調査結果報告 S28
 F2 -02 - 3 昭和33年 住宅調査報告結果報告 S33
 F2 -02 - 4 昭和38年 第1巻 全国編 S38

　　　　 第2巻 四大都市圏編  
         第3巻 都道府県編  その5 秋田県  

 F2 -02 - 5 昭和43年 第3巻 都道府県編  その5 秋田県 S43
 F2 -02 - 6 昭和48年 第1巻 全国編  

         第2巻 大都市圏編  
         第3巻 都道府県編  その5 秋田県  
   日本の住宅 －昭和48年住宅統計調査の解説－  

 F2 -02 - 7 昭和53年 第1巻 全国編　 第1部 住宅の特性 S53
                        第2部 居住状況  
         第2巻 大都市編 その1 札幌大都市圏  
                        その2 京浜大都市圏  
                        その3 中京大都市圏  
                        その4 京阪神大都市圏  
         第2巻 大都市編 その2 北九州・ 福岡大

都市圏
 

                        その6 仙台・岡山・ 広
島大都市圏

 

         第3巻 都道府県編  その5 秋田県  
   日本の住宅－昭和53年住宅統計調査の解説－  

 F2 -02 - 8 昭和58年 第1巻 全国編　第1部 住宅の特性 S58
                       第2部 世帯の居住状況  
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
         第3巻 都道府県編 北海道、青森県、  

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県  
         抽出報集計結果  
   日本の住宅 －昭和58年住宅統計調査の解説－  

 F2 -02 - 9 昭和63年 抽出速報集計結果 S63
 F2 -02 - 10 　　　　 第3巻 都道府県編 北海道、青森県、  

岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県  
　　　   第1巻 全国編  
         第2巻 大都市圏編　その1札幌大都市圏  
                           その2京浜大都市圏  
                           その3中京大都市圏  
                         その4京阪神大都市圏  
                          その5広島大都市圏  
                   その6北九州・福岡大都市圏  
         その7仙台・浜松・岡山・熊本・鹿児島  

   日本の住宅－昭和63年住宅統計調査の解説－  
 F2 -02 - 11 平成5年 第3巻 都道府県編 北海道～福島県 H5

        第2巻 大都市圏編 その1札幌大都市圏  
                         その2仙台大都市圏  
                         その3京浜葉大都市圏  
                         その4中京大都市圏  
                         その5京阪神大都市圏  
                         その6広島大都市圏  
                   その7北九州・福岡大都市圏  
       その8浜松・岡山・熊本・鹿児島大都市圏  

   日本の住宅－平成5年住宅統計調査の解説－  
        第1巻 全国編  
【　０２　住宅・土地統計調査（総務省）　】

 F2 -02 - 12 平成10年  速報集計結果（その1）、（その2） H10
　　　　第5巻　都道府県編 北海道～福島県
　　　　第1巻　全国編  
日本の住宅・土地　平成10年住宅・土地統計調査

の解説
 

 F2 -02 - 13 　 平成15年　速報集計結果 H15
　　　　第5巻　都道府県　北海道～福島県 
　　　　第1巻　全国編（CD-ROMあり）  
　　　　　　　 大都市圏編（CD-ROMのみ）
               距離帯編（CD-ROMのみ）
               都市圏編（CD-ROMのみ）
日本の住宅・土地　平成15年住宅・土地統計調査

の解説
 

 F2 -02 - 14 - 1 平成20年　速報集計結果 H20
- 2 　　　第1巻　全国編 H20
- 3 　　　第2巻  都道県    その１  北海道　 H20
- 4 　　　　その２　青森　 H20
- 5 　　　　その３　岩手 H20
- 6 　　　　その４　宮城 H20
- 7 　　　　その５　山形 H20
- 8 　　　　その６　秋田 H20
- 9 　　　　その７　福島 H20
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
- 10 　　　　その８　茨城 H20
- 11 　　　　その９　栃木 H20
- 12 　　　　その10　群馬 H20
- 13 　　　　その11　埼玉 H20
- 14 　　　　その12　千葉 H20
- 15 　　　　その13　東京 H20
- 16 　　   　 その14　神奈川 H20
- 17 　　　　その15　新潟 H20
- 18 　　    その16　富山 H20
- 19 　　    その17　石川 H20
- 20 　　    その18　福井 H20
- 21 　　    その19　山梨 H20
- 22 　　    その20　長野 H20
- 23 　　　　その21　岐阜 H20
- 24 　　  　その22　静岡 H20
- 25 　　　　その23　愛知 H20
- 26 　　    その24　三重　 H20
- 27 　　    その25　滋賀 H20
- 28 　　    その26　京都 H20
- 29 　　    その27　大阪 H20
- 30 　  　  その28　兵庫 H20
- 31 　　    その29　奈良 H20
- 32 　　      その30　和歌山 H20
- 33 　　    その31  鳥取 H20
- 34 　　    その32　島根 H20
- 35 　 　   その33　岡山 H20
- 36 　　    その34　広島 H20
- 37 　　    その35　山口 H20
- 38 　      その36　徳島　 H20
- 39 　　    その37　香川 H20
- 40 　　    その38　愛媛 H20
- 41 　　    その39　高知 H20
- 42 　  　  その40　福岡 H20
- 43 　      その41　佐賀 H20
- 44 　 　   その42　長崎 H20
- 45 　　    その43　熊本 H20
- 46 　　    その44　大分 H20
- 47 　　    その45　宮崎 H20
- 48 　　　　  その46　鹿児島 H20
- 49 　 　   その47　沖縄 H20

 F2 -02 - 15 - 1 平成25年住宅・土地統計調査　速報集計結果 H25

- 2
日本の住宅・土地　平成25年住宅・土地統計調査
の解説

H25

 F2 -02 - 16 - 1 平成30年住宅・土地統計調査報告　全国編 H30
- 2 平成30年住宅・土地統計調査報告　都道府県編 H30

【　０３　全国物価統計調査報告（総務省）　】
 F2 -03 - 1 - 1 昭和42年 第1巻 地域差指数編 S42
 F2 -03 - 1 - 2   第2巻 価格・販売数量資料編 その1 全国編  

 F2 -03 - 1 - 3
その2 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田

県・福島県・茨城県・栃木県
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F2 -03 - 1 - 4
その3 群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川

県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県
 

 F2 -03 - 1 - 5          第3巻 店舗の種類編  
 F2 -03 - 1 - 6          第4巻 地区の特性、店舗の規模編  
 F2 -03 - 1 - 7          第5巻 価格分布編  
 F2 -03 - 1 - 8          第6巻 解説編  
 F2 -03 - 2 - 1 昭和46年 第1巻 消費者物価地域差指数編 S46
 F2 -03 - 2 - 2          第2巻 小売価格資料編　その1 全国編  

 F2 -03 - 2 - 3
         第2巻 小売価格資料編  その2 北海道・
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島

県・茨城県・栃木県
 

 F2 -03 - 2 - 4
         第2巻 小売価格資料編  その3 群馬県・
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富

山県・石川県・福井県・山梨県
 

 F2 -03 - 2 - 5
         第2巻 小売価格資料編  その4 長野県・

岐阜県・静岡県・愛知県
 

 F2 -03 - 2 - 6
         第2巻 小売価格資料編 その5 三重県・
滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌
山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県

 

 F2 -03 - 2 - 7
         第2巻 小売価格資料編  その6 徳島県・
香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎
県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県

 

 F2 -03 - 2 - 8 　　　　 第3巻 店舗の種類編  その1  
 F2 -03 - 2 - 9          第3巻 店舗の種類編  その2  
 F2 -03 - 2 - 10          第4巻 地区の特性・店舗の規模編  
 F2 -03 - 2 - 11          第5巻 小売価格分布編  
 F2 -03 - 2          第6巻 卸売価格資料編　その1、その2 S46

         第7巻 流通経路編  
         第8巻 卸売市場編  
         第9巻 卸売価格分布編  
         第10巻 小売調査解説編  
         第11巻 卸売調査解説編  

 F2 -03 - 3  昭和49年 第1巻 小売価格資料編 S49
             第2巻 卸売価格資料編  

 F2 -03 - 4  昭和52年 第1巻 消費者物価地域差指数編 S52
         第3巻 その1 店舗の形態・店舗の開設時

期
 

         第3巻 その2 売り場面積階級  
         第3巻 その3 従業者規模  
         第4巻 商業地区編　その1～その3  
         第5巻 小売価格分布編  
         第6巻 卸売価格資料編  
         第7巻 流通経路編　その1、その2  
         第8巻 卸売価格分布編  
         第9巻 小売調査解説編  
         第10巻 卸売調査解説編  

 F2 -03 - 5  昭和57年 第1巻 消費者物価地域差指数編 S57
         第2巻 小売価格資料編　その1 全国編  
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

       第2巻 小売価格資料編  その2 北海道・青
森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島

県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・
東京都・神奈川県

 

        第3巻 店舗の属性編   その1  店舗の形  
態・店舗の開設時期

 

第3巻 店舗の属性編  その2 売場面積階級  
         第3巻 店舗の属性編 その3 従業者規模  
         第4巻 商業地区編　その1～その3  
         第5巻 小売価格分布編  
         第6巻 卸売価格資料編  
         第7巻 流通経路編　その1～その2  
         第8巻 卸売価格分布編  
         第9巻 小売調査解説編  
         第10巻 卸売調査解説編  

 F2 -03 - 6  昭和62年 第1巻 消費者物価地域差指数編 S62
         第2巻 小売価格資料編  
         第3巻 店舗の属性編 その1～その3  
         第4巻 地区類型編 その1～その6  
         第5巻 小売価格分布編  
         第7巻 流通経路編　その1、その2  
         第8巻 卸売価格分布編  
         第9巻 小売調査解説編  
         第10巻 卸売調査解説編  

 F2 -03 - 7  平成4年 第1巻 地域差指数編 H4
　  第2巻 品目・銘柄別小売価格編 その1～その4  
    第3巻 店舗属性別小売価格編  
    第4巻 地区類型別小売価格編  
    第5巻 小売価格編 　その1、その2  
　　第6巻 品目・銘柄別卸売価格編 その1、その2  
　　第7巻 流通経路別卸売価格編  
　　第8巻 解説編  

 F2 -03 - 8  平成9年 小規模店舗編 H9
　　　　大規模店舗編  
　　　　調査方法の概要  
　　　　特売価格編  
　　　　消費者物価地域差指数編  
　　　　日本の物価構造（解説編）

 F2 -03 - 9 - 1
平成19年 全国物価統計調査報告第1巻調査方法の
概要

H19

 F2 -03 - 9 - 2     　　第2巻全国物価地域査指数編 H19
【　０４　全国消費実態調査（総務省）　】

 F2 -04 - 7  平成元年 集計結果表様式 H1
　　　　 収支項目分類の解説
主要耐久消費財、貯蓄・負債結果速報(2人以上の

普通世帯)統計表
主要耐久消費財、貯蓄・負債結果の概況(2人以上

の普通世帯)　(速報)　
単身者世帯の家計収支 ・ 主要耐久消費財及び貯

蓄・負債結果速報統計表
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
単身者世帯の家計収支 、 主要耐久消費財及び貯

蓄・負債結果の概況(速報)
 家計収支(2人以上の普通世帯)結果速報統計表
 家計収支結果の概要
 こづかい収支結果の概要
 第1巻 家計収支編(2人以上の普通世帯)その1全国
その2 三  大都市圏、都市階級、地方・大都市圏

 第2巻 品目編(2人以上の普通世帯)
 第3巻 主要耐久消費財、貯蓄・負債(2人以上の普

通世帯)
 第4巻 世帯分布編(2人以上の普通世帯)
 第5巻 単身者世帯編　その1 家計収支、主要耐久

消費財、貯蓄・負債
                     その2 品目
 第6巻 特定世帯編
 第7巻 こづかい収支編
 第8巻 資料編　その3 家計資産(1)、(2)
 非収録統計表[05 秋田]

  第8巻 資料編 その1 我が国の家計(解説)
              その2 わが国の家計(分析表)

 F2 -04 - 8  平成6年  主要耐久消費財結果の概況（速報） H6
 単身世帯の家計収支及び貯蓄 ・ 負債結果の概況

（速報）
 単身世帯の家計収支及び貯蓄・負債結果の速報統

計表
 2人以上の一般世帯の家計収支及び貯蓄・ 負債結

果の概況（速報）
   第1巻 家計収支編

家計資産結果の概況(2人以上の一般世帯）速報
   第2巻 品目編  その1 地域、その2 全国
　 第4巻 世帯分布編
   第5巻 特定世帯編
   第6巻 資料編  その2 家計資産
   域別統計表(閲覧用) 05秋田県
   地域別統計表(閲覧用) 3大都市圏平均その1 、

その2
   第6巻 資料編　その1 家計の解説(分析表)

 F2 -04 - 9   平成11年 主要耐久消費財に関する結果 （速報） H11
     主要耐久消費財に関する結果速報　統計表
     単身世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関する

結果（速報）
     単身世帯の家計収支及び貯蓄・負債に関する

結果速報　統計表
     二人以上の一般世帯の家計収支及び貯蓄・負

債に関する結果（速報）
     二人以上の一般世帯の家計収支及び貯蓄・負

債に関する結果　統計表
     家計資産に関する結果（速報）
     家計資産に関する結果　統計表
     第1巻　家計収支編
     第2巻　品目編 その1全国、その2地域
　　 第3巻　主要耐久消費財、貯蓄・負債編
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
     第4巻  世帯分布編
     第5巻　特定世帯編
     第6巻　高齢者世帯編
     第7巻  資料編　その1家計の解説、その2家
計資産
     地域別統計表 3大都市圏平均 その1、その2

 F2 -04 - 10
平成16年 主要耐久消費財に関する結果速報         
（要約）

H16

　　　　二人以上の世帯の家計収支及び貯蓄・負
債に関する結果速報（要約）

　　　　 家計資産に関する結果速報（要約）
     第1巻　家計収支編
     第2巻　品目編
     第3巻　購入先編
     第4巻　主要耐久消費財、貯蓄・負債編
　　 第5巻  世帯分布編
     第6巻　特定世帯編
     第7巻　高齢者世帯編
　　 第8巻　家計資産編
　　 第9巻　資料編

 F2 -04 - 11 平成21年全国消費実態調査報告 H21
　　 第1巻　家計収支
     第2巻　品目編
     第3巻　購入先・購入地域編
     第4巻　主要耐久消費財、貯蓄・負債編
　　 第5巻  世帯分布編
     第6巻　特定世帯編
     第7巻　高齢者世帯編
　　 第8巻　家計資産編
　　 第9巻　資料編

 F2 -04 - 12 平成26年全国消費実態調査報告 H26
第1巻　家計収支編　その1　用途分類

第1巻　家計収支編　その2　用途分類　
特定世帯及び高齢者世帯等

　　　第1巻　家計収支編　　
その3　品目及び購入先･購入地域等

　　 　第2巻　家計資産編
　　 　第3巻　地域編
　　 　第4巻　分析編

【　０５　農業センサス（農林水産省）　】

 F2 -05 - 1  
1960年世界農林業センサス 農業集落調査報告書
(全)

S35

  農家調査報告書－果樹編－  
  農家調査報告書－農家・人口編－  
  農家調査報告書－生産手段編－  
  林業調査報告書  
  林業調査報告書－慣行共有編－  
  農家調査報告書－農産物販売農家編Ⅰ、Ⅱ－  
  農家調査報告書－抽出集計Ⅰ、Ⅱ－  
  農業地域・経済地帯別報告書  
　事後調査結果報告書  
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
　経済地帯別報告書  
　林家抽出集計報告書  
　農家調査結果概要 第1巻、第2巻  
　林業事業体調査結果概要  第2巻  
　農業集落調査市町村別結果報告書  
　農業集落調査分布図(Ⅱ)  
　乳牛多頭飼養の分析  
　上層農の分析  
　市町村別統計書－林業地帯調査－秋田県  
　日本の農業  

 F2 -05 - 2  1965年農業センサス　協業経営体調査報告書 S40
　農家調査報告書  
　大規模農家調査報告書  
　農業地域経済地帯別報告書  
　農家調査抽出集計報告書  
　秋田県統計書  

 F2 -05 - 3  1970年世界農林業センサス  農業集落調査報告書 S45
　農家調査報告書－生産手段編－  
　経済地帯別林業調査報告書  
　地域・地帯別林家調査報告書  
　農家以外の農業事業体調査報告書  
　農家調査報告書 －農家・人口編－  
　農業構造動態統計報告書－基礎調査編－  
　農業構造動態統計報告書-事後調査・規模縮小農家編-

　農業構造動態統計報告書-事後調査・規模拡大農家編-

　経営部門別農家統計報告書－耕種編－  
　経営部門別農家統計報告書－畜産・養蚕編－  
　林業調査報告書  
　専兼業別農家統計報告書  
　就業構造統計報告書  
　農業集落類型別報告書－基礎類型編－  
　農業集落類型別報告書－農家率別類型編－  
　農業集落類型別報告書－人口動態・都市圏域別類型編－

　農業集落類型別報告書－その他の農業集落類型編－

  農家センサス累年統計書  
 F2 -05 - 4  1975年農業センサス  農業就業構造統計報告書 S50

  経営部門別農家統計報告書 －水稲・畑作・さと
うきび編－

 

  経営部門別農家統計報告書 －野菜・果樹・施設
園芸編－

 

  経営部門別農家統計報告書－畜産・養蚕編－  
  農家調査報告書－総括編－  
  農家調査報告書－農家・人口編－  
  農家調査報告書－農家類型編－  

   農家調査報告書－生産手段編－  
  農村環境総合調査報告書－農業集落調査編－  
  農村環境総合調査報告書 －市町村別共用農用施
設・機械編－

 

  農村環境総合調査付属統計書－市町村調査･市町
村類型別結果－

 

  農業構造 動態統計報告書  
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
  農家生産組織調査報告書  
  農家以外の農業事業体調査報告書  
  事後調査報告書  
  秋田県統計書  
  農村環境調査報告書  

 F2 -05 - 5  1980年世界農林業センサス  農業集落調査報告書 S55
  農家調査報告書－総括編－  
  農家調査報告書－農家・人口編－  
  農家調査報告書－生産手段編－  
  農家調査報告書－農家類型編 その1－、その2  
  結果概要〔Ⅳ〕  
  林業調査報告書（林業事業体編）  
  林業調査報告書（林業地域編）  
　林業調査報告書（総合編）  
　農業構造動態統計報告書  
　経営部門別農家統計報告書 －水稲・畑作・さと

うきび編－
 

　経営部門別農家統計報告書 －野菜・果樹・施設
園芸編－

 

　経営部門別農家統計報告書－畜産・養蚕編－  
　農業就業構造統計報告書  
　農家以外の農業事業体調査報告書  
　事後調査報告書  
　農業集落類型別報告書－基礎類型編－  
　農業集落類型別報告書 －農家率別・人口動態別

類型編－
 

　農業集落類型別報告書 －社会経済的立地別・集
落寄り合い数別類型編－

 

　農家センサス累年統計書  
   秋田県統計書  
   青森県統計書  
   岩手県統計書  
   宮城県統計書  
   山形県統計書  
   福島県統計書  

  秋田県統計書（林業編）  

 F2 -05 - 6  
1985年農業センサス　第1巻 都道府県別統計書  
秋田県

S60

　第2巻 農家調査報告書－総括編－  
　第3巻 農家調査報告書－農家分類編－第1～3集　　 
　第4巻 農家以外の農業事業体調査報告書  
　第5巻 事後調査報告書  
　第6巻 経営部門別農家統計報告書　第1～3集  
　第7巻 農家種類別統計報告書  
　第8巻 農業構造動態統計報告書  
　別巻1 総合統計報告書  
　別巻2 総合索引書  

 F2 -05 - 7  
1990年世界農林業センサス　第2巻 農家調査報告
書－総括編－

H2

　第3巻 農家調査報告書－農家分類編－第1～3集  
　第10巻 農業サービス事業体調査報告書  
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
　第4巻 農業以外の農業事業体調査報告書  
　第7巻 農家種類別統計報告書  
　第8巻 農業構造動態統計報告書  
　第5巻 事後調査報告書  
　第9巻 農家総合統計報告書  第1集、第2集  
　別巻 総合索引書  
　農業センサス累年統計書  
　第1巻  秋田県統計書　 （農業編）  

 F2 -05 - 8  
1995年農業センサス結果概要－農家調査・農家以
外の農業事業体調査・農業サービス事業体調査

H7

　第1巻 秋田県統計書  
　第2巻 農家調査報告書　－総括編－  
　第4巻 農家以外の農業事業体調査報告書  

　 　第5巻 農業サービス事業体調査報告書  
　第11巻 農村地域環境総合調査報告書  
　第3巻 農家調査報告書－農家分類編－第1～3集        
  第8巻 農業構造動態統計報告書  
　第9巻 農業総合統計報告書　第1集～第3集  
　別巻 総合索引書－農業サービス総合案内－  
　第12巻 農村地域環境総合調査類型別報告書　第
1集～3集

 

 F2 -05 - 9  2000年世界農林業センサス　第1巻（農業編） H12
　　　　　　　　　　　　　　　 （林業編）  
  第2巻　農家調査報告書～総括編～
  第3巻　農家調査報告書～農家分類編～第1～3集
　第4巻　農業以外の農業事業体調査報告書
　第5巻　農業サービス事業体調査報告書
　第6巻　経営部門別農家統計報告書　第1～3集
　第7巻　農家種類別統計報告書
　第8巻　農業構造動態統計報告書
　第9巻　農業集落調査報告書
　第10巻　農業集落類型別報告書　第1～3集
　第11巻　農業総合統計報告書　第1～3集　
　第12巻　  林業事業体、林業サービス事業体等調査報告書

　第13巻　林業地域調査報告書　
　第14巻  林業総合統計報告書　　
　別冊　総合索引書

 F2 -05 - 10  農業センサス累計統計書（明治37年～平成12年）
 F2 -05 - 11  平成14年　農業構造動態調査報告書～基本構造～ H14

【　０６　漁業センサス（農林水産省）　】

 F2 -06 - 1
漁業センサス－昭和24年3月1日調査 －第3集 内水

面漁業
S24

 F2 -06 - 2 　
第2次漁業センサス－昭和29年1月1日調査－海面漁

業  第一報～第五報
S29

 F2 -06 - 3 　
昭和32年度漁業センサス補間調査　 あぐり、巾着

網漁業  　第1部、第2部
S32

 F2 -06 - 4 沿岸漁業臨時調査（臨時漁業センサス）概要速報 S33
　第1報～第6報  
  漁業協同組合地域別統計　第2分冊  

 F2 -06 - 5
第3次漁業センサス －昭和38年11月1日調査－概報 

漁業地区調査結果
S38

国 27 ページ



分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
　総括編  
　第1報～第10報  

 F2 -06 - 6 漁業センサス補完調査　39年度 S39
 F2 -06 - 7 漁業センサス補間調査  41年度 S41
 F2 -06 - 8 　 第4次漁業センサス 総括編 S43
　 　 　 　 　第1報～第8報  
　 　 　 　 　別冊  内水面漁業都道府県総括図  

 F2 -06 - 9 　
第5次漁業センサス                                  
－昭和48年11月1日調査－調査結果概要

S48

　 　 　 　 　総括編  
　 　 　 　   第1報～第9報、第12報～第14報  

 F2 -06 - 10 　
第6次漁業センサス －昭和53年11月1日調査－総括
編

S53

　参考資料  
　第1報～第3報、第5報～第13報、第15報

【　０７　工業統計表（経済産業省）　】
 F2 -07 - 1  工業統計表 S40-H18

　H 16・17・18は産業編【概要版】のみ
【　０９　商業統計表（経済産業省）　】

 F2 -09 - 1 　 商業統計表　 S27-H19

- 24 - 7
 H19は4巻＋小売業立地環境特性別統計編/業態別
統計編/流通経路別統計編
【１０賃金構造基本統計調査報告書（厚生労働省)】

 F2 -10 　 　
職種別等賃金実態調査結果報告書・個人別賃金調
査結果報告書

S29

　 　 職種別等賃金実態調査結果報告書 S30-32
　 　 賃金構造基本調査結果報告書 S33-35
　 　 賃金実態総合調査結果報告書　別巻    S36
　 　 賃金構造基本統計調査報告書 S39-H6

【　１１　内閣・総理府　】
 F2 -11 - 1 スポーツに関する世論調査 51
 F2 -11 - 2 交通年鑑 S56
 F2 -11 - 3 交通事故統計年表 S55
 F2 -11 - 4 犯罪統計書 S54,55
 F2 -11 - 5 社会保障統計年報 S53-55,57

【　１２　総　務　省　】　
 F2 -12 - 1 統計情報総索引　　昭和52年版 S52-59,H2

 F2 -12 - 2 - 1  
住民基本台帳人口移動報告年報(H3,H6は情報統計
課)　H16-18CD-ROMあり

S34-
H21/H15-26･
28-30

 F2 -12 - 2 - 2 住民基本台帳人口移動報告 市区町村編(41～50年) S52
 F2 -12 - 2 - 3 日本の国内人口移動(29～46年) S48
 F2 -12 - 2 - 4 日本の人口移動(29～58年) S59
 F2 -12 - 2 - 5  人口調査集計結果摘要 S19-21
 F2 -12 - 2 - 6 昭和23年常住人口調査結果報告書 第2冊 S23
 F2 -12 - 2 - 7  全国年齢別人口の推計 S27,29,32,33

 F2 -12 - 2 - 8 都道府県人口の推計(大正5年～昭和25年) S32
 F2 -12 - 2 - 9  都道府県別人口の推計 S26-33
 F2 -12 - 2 - 10 都道府県別人口移動調査総覧 S58
 F2 -12 - 2 - 11 現代日本の人口問題 H7
 F2 -12 - 2 - 12 住民基本台帳人口移動報告総合報告書 H9
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 F2 -12 - 3 - 1  個人商工業経済調査年報 S35-61
 F2 -12 - 3 - 2 個人企業経済調査総合報告書  27～41年度 S43
 F2 -12 - 3 - 3 　 個人企経営状況調査報告  S55-62
 F2 -12 - 3 - 4 　 個人企業経済調査報告（構造編） H13-16
 F2 -12 - 3 - 5 　 個人企業経済調査報告（動向編） H14-17
 F2 -12 - 4 - 1 小売物価統計調査結果報告（価格資料編）第1～12巻 S25-36
 F2 -12 - 4 - 1 小売物価統計調査年報(動向編）  S37-H28
 F2 -12 - 4 - 2 小売物価統計調査20年報  36～55年 S58

 F2 -12 - 4 - 3
小売物価統計調査品目に関する商品の出回り状況
調査結果　報告書　35年

S35

 F2 -12 - 4 - 4
小売物価統計調査総合報告－全国54都市10年(25～
35年)の小売価格

S37

 F2 -12 - 4 - 5 小売物価統計調査（構造編）年報 H25-28
 F2 -12 - 5 - 1  消費者物価指数 S32-S39
 F2 -12 - 5 - 2  消費者物価指数年報 (H17・18年CD-ROMあり) S43-H29,R1
 F2 -12 - 5 - 3 消費者物価接続指数総覧  S45-H7,17
 F2 -12 - 5 - 4 消費者物価指数の改正について 45年基準 S45
 F2 -12 - 5 - 5 消費者物価指数基準時改正資料集成 S63・H29
 F2 -12 - 5 - 6 消費者物価指数月報 H19・1
 F2 -12 - 6 - 1 貯蓄動向調査報告  S34-H12
 F2 -12 - 6 - 2 貯蓄動向調査報告（速報）統計表 H7
 F2 -12 - 7 - 1 社会生活統計指標 S52-R2
 F2 -12 - 7 - 2 社会生活統計指標54年度限定版、その1、その2 S54
 F2 -12 - 7 - 3 社会生活基本調査報告 S51-H8
 F2 -12 - 7 - 4 社会生活基本調査報告 -時間帯別にみた１日の生活時間-   H18
 F2 -12 - 7 - 5 - 2 社会生活基本調査報告  CD-ROM H18,19
 F2 -12 - 7 - 6 社会生活基本調査報告  H18,H23
 F2 -12 - 7 統計 7 H23
 F2 -12 - 8 - 1 家計調査のしくみと見方 57
 F2 -12 - 8 - 2 家計調査総合報告書　21～37年 S39
 F2 -12 - 8 - 3 家計調査総合報告書  22～61年 S63
 F2 -12 - 8 - 4 　 家計調査年報 S35-H19

 F2 -12 - 8 - 4 　　　〃　　《Ⅱ貯蓄・負債編》
H14-H22･
24-30

 F2 -12 - 8 - 4 　　　〃　　《Ⅰ家計収支編》
H14-H22･26
-28･30･R1

 F2 -12 - 8 - 5 昭和38～50年の家計－家計調査－ S52

 F2 -12 - 8 - 6
昭和38～55年の家計－新収支項目分類による遡及
効果－

S56

 F2 -12 - 8 - 7 家計調査20年の品目別消費系列　26～46年 S49
 F2 -12 - 8 - 8 家計調査の月次系列　40～50年 S52
 F2 -12 - 8 - 9 家計調査収支項目分類の解説　(平成2年改正) H2

 F2 -12 - 8 - 10
家計調査参考資料第61号－品目別支出金額・購入
数量・平均購入価格の動向(平成3～6年)－

H3-6

 F2 -12 - 8 - 11 単身世帯収支調査年報　平成7年 H7-13
 F2 -12 - 9 - 1 日本統計年鑑  第4回～第69回　 S28-R2
 F2 -12 - 9 - 2 日本統計月報  54～H3年
 F2 -12 - 9 - 3 日本の統計 S34-R2
 F2 -12 - 9 - 4 統計でみる日本 H7-22
 F2 -12 - 9 - 5 POPULATION OF JAPAN 2005 H20
 F2 -12 - 9 - 6 POPULATION AND HOUSEHOLDS OF JAPAN 2010 H25

国 29 ページ



分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -12 - 9 - 7 世界の統計 H26-31
 F2 -12 - 10 - 1 統計でみる県のすがた　 S57-H16
 F2 -12 - 10 - 1 統計でみる都道府県のすがた H17-R2
 F2 -12 - 10 - 2 図でみる市区町村のすがた(秋田県) S61
 F2 -12 - 10 - 3 図でみる市区町村のすがた(全国) S61
 F2 -12 - 10 - 4 統計でみる市区町村のすがた H11-22
 F2 -12 - 11 - 1 総務庁年次報告書 S60-H4
 F2 -12 - 12 - 1 統計に用いる標準地域コード S52,57,79
 F2 -12 - 12 - 2 統計調査結果の活用事例集 H22
 F2 -12 - 13 - 1 国際統計要覧　1957 S32-H1
 F2 -12 - 13 - 2 東南アジア諸国連合(ASIAN)及び韓国統計要覧 S55
 F2 -12 - 13 - 3 欧州共同体(ＥＣ)諸国統計便覧 S57
 F2 -12 - 14 - 1 労働力調査総合報告書　第1回、第2回 S27,30
 F2 -12 - 14 - 2  労働力調査報告　年平均分 S38-40
 F2 -12 - 14 - 2  労働力調査報告　年報 S50

 F2 -12 - 14 - 2  労働力調査年報　
S51-57,      
H15-19 24-
25･27･28

 F2 -12 - 14 - 3 労働力調査改算結果報告 S32,38
 F2 -12 - 14 - 4 労働力調査臨時調査報告 S34-35

 F2 -12 - 14 - 5 労働力調査特別調査結果
S37-
39,47,53,54

 F2 -12 - 16 - 1 統計基準年報 S45-56

 F2 -12 - 17 - 1 統計調査総覧　昭和48年　
S48-
57,H5,13,14

 F2 -12 - 18 - 1 指定統計の調査票集録 S38,49,54

 F2 -12 - 19 　 就業構造基本調査報告
S34～H19,H29　　
（2、3、5年

 F2 -12 - 20 - 1 科学技術研究調査報告 S35-H2
 F2 -12 - 21 統計報告書名鑑 中央官庁編　50年度版 S50
 F2 -12 - 22 都道府県統計書目録 S56
 F2 -12 - 23 国際連合  国際統計案内 S54
 F2 -12 - 24 - 1 日本標準産業分類 S24,32,47
 F2 -12 - 24 - 2 日本標準産業分類適用例集  第1分冊 S34
 F2 -12 - 24 - 3 日本標準産業分類適用例集  第2分冊 S37
 F2 -12 - 24 - 4 日本標準商品分類 S39,50

 F2 -12 - 24 - 5 日本標準職業分類
S28,31,32,3
5,55

 F2 -12 - 24 - 6 日本標準職業分類 職業名索引 S37
 F2 -12 - 24 - 7 各種職業分類比較表 S33
 F2 -12 - 24 - 8 各種職業分類比較表　第2分冊 S33
 F2 -12 - 24 - 9 日本標準都市地区分類 S29
 F2 -12 - 25 日本統計制度再建史 S37,38
 F2 -12 - 26 指定統計調査調査表の統計目的以外使用告示集 Ⅲ S48
 F2 -12 - 27 人口、労働力および社会統計の体系 S47
 F2 -12 - 28 都道府県統計機構の現況 S49
 F2 -12 - 29 諸外国における統計制度 S48,50,54
 F2 -12 - 30 平成元年サービス業基本調査報告 H1,6
 F2 -12 - 31 時系列でみる県のすがた　1991 H3
 F2 -12 - 34 社会・人口統計体系　基礎データ項目定義集 H6,12,14,17
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F2 -12 - 35 - 1
平成13年7月29日執行　参議院議員通常選挙（選挙
区）候補者別市区町村別得票数調

H13

 F2 -12 - 35 - 2
平成13年7月29日執行　参議院議員通常選挙（比例
代表）名簿登載者別市区町村別得票数調（第1分冊
～第7分冊）

H13

 F2 -12 - 36
20世紀の奇蹟～統計でみた動乱の日本～第1巻、第
2巻

H15

【　１３　内閣府（経済企画庁）　】
 F2 -13 - 1 くらしの統計  `85 S60
 F2 -13 - 2 国民生活選好度調査 S59
 F2 -13 - 3 - 1 　 消費動向調査年報 S57-H11
 F2 -13 - 3 - 2 　 消費動向調査 S58-H18
 F2 -13 - 3 - 3 家計消費の動向－消費動向調査－　61年版 S61
 F2 -13 - 4 県民経済計算年報 S59-H2
 F2 -13 - 5 - 1 改訂 国民所得統計　26～42年度 S44
 F2 -13 - 5 - 2 国民所得統計 S50-53
 F2 -13 - 5 - 3 国民経済計算　NO.22-28,50 S45-47,55
 F2 -13 - 5 - 4 国民経済計算年報　昭和57年版 S57,H2,4
 F2 -13 - 5 - 5 国民経済計算報告 S55,60
 F2 -13 - 5 - 5 長期遡及推計 国民経済計算報告(昭和30～44年)　 S63
 F2 -13 - 6 - 1 国民所得統計年報　昭和42年版 S42-51
 F2 -13 - 6 - 2 県民所得統計年報　昭和53年版 S53,56,57
 F2 -13 - 7 - 1 経済要覧 S32-60
 F2 -13 - 7 - 2 地域経済要覧 S47,50-52
 F2 -13 - 8 - 1 法人企業投資実績統計調査報告　 S33-38
 F2 -13 - 8 - 2 昭和35年度上期　法人企業投資予測統計調査報告　S35-40,55
 F2 -13 - 8 - 3 法人企業投資動向長期時系列　51年 S51
 F2 -13 - 9 週間卸売物価指数(30～32平均基準) S36
 F2 -13 - 10 景気動向指数 S35
 F2 -13 - 11 機械受注統計調査年報　　昭和50年度 S50-53
 F2 -13 - 12 - 1 都道府県別鉱工業生産指数　30～49年 S51
 F2 -13 - 12 - 2 都道府県別鉱工業生産指数　30～51年 S52
 F2 -13 - 13 国民生活と資源エネルギーハンドブック S54
 F2 -13 - 14 国富調査 S30,35,45
 F2 -13 - 14 日本の国富調査 S51
 F2 -13 - 16  単身世帯消費動向調査結果 H8-15

 F2 -13 - 17 - 1
平成26年経済センサス　基礎調査報告
第1巻　事業所に関する集計　その1全国結果

H26

 F2 -13 - 17 - 2
平成26年経済センサス　基礎調査報告
第1巻　事業所に関する集計　その2都道府県・市
区町村別結果

H26

 F2 -13 - 17 - 3
平成26年経済センサス　基礎調査報告
第2巻　企業等に関する集計

H26

【　１４　国土交通省（国土庁）　】
 F2 -14 - 1 地方振興要覧　56年版 S56
 F2 -14 - 2 土地基本調査世帯調査報告  第1巻～第3巻 H5
 F2 -14 - 3 土地基本調査法人調査報告　第1巻～第3巻 H5
 F2 -14 - 4 公有地の有効利用ハンドブック
 F2 -14 - 5 わたしたちの町・川・道路

【　１５　財　務　省　】
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -15 - 1 財政統計 S58
 F2 -15 - 2 財政経済統計要覧 上期、下期　35年 S35
 F2 -15 - 3 第25回銀行局金融年報　51年版 S51
 F2 -15 - 4 株式分布状況調査　昭和33年度 S33-40
 F2 -15 - 5 昭和46年分　税務統計から見た法人企業の実態 S46,48,62
 F2 -15 - 6 国税庁統計年報書　第79回～第113回　 S28-62
 F2 -15 - 7 税務統計から見た申告所得税の実態　 S44,46,58,62

 F2 -15 - 8 税務統計から見た民間給与の実態 S46
 F2 -15 - 9 東北地方財政経済統計年報 S45-58,H4
 F2 -15 - 10 仙台国税局　税務統計書 S26-48
 F2 -15 - 11 統計ハンドブック　昭和63年版 S63

【　１６　文　部　科　学　省　】
 F2 -16 - 1 - 1 学校基本調査報告書(初等中等教育) S51-57
 F2 -16 - 1 - 2 学校基本調査報告書(専修学校・各種学校)　 S51-53

 F2 -16 - 1 - 3
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)　

S59-H18,R1

 F2 -16 - 1 - 4 学校基本調査速報
S55,56,H1,
4-16

 F2 -16 - 2 - 1 学校保健統計調査報告書
S36,55-H27,
R1

 F2 -16 - 2 - 2 学校保健統計調査速報 H11,18-R1
 F2 -16 - 3 文部省第81～109年報　 S28-56

 F2 -16 - 4 文部統計要覧
S47,49,56,
61,63

 F2 -16 - 5 - 1 社会教育調査報告書
S50,53,56,
62,H30

 F2 -16 - 6 私立学校の財務状況に関する調査報告書 S56,H7-9
 F2 -16 - 7 保護者が支出した教育費調査 H1,3,4

 F2 -16 - 8 地方教育費調査中間報告
H1,3-6,10,
11,29,30

 F2 -16 - 9 地方教育費調査報告書・地方教育行政調査報告書
S56-H11,17,
20,29,30

 F2 -16 - 10 学校教育と卒業後の進路に関する調査報告書 H8
 F2 -16 - 11 - 1 子どもの学習費調査報告書 H6,10,12

 F2 -16 - 11 - 2
「子どもの学習費調査」結果 Ⅰ調査の概要 Ⅱ調
査結果の概要 Ⅲ統計表

H10

 F2 -16 - 12 学校教員統計調査報告書 H10,13
【　１７　厚  生  労　働　省（厚生統計）　】

 F2 -17 - 1 衛生行政業務報告　52年 S52
 F2 -17 - 2 衛生年報　        33年 S33
 F2 -17 - 3 優生保護統計報告　56年 S56
 F2 -17 - 4 母子衛生の主なる統計　  53年 S53
 F2 -17 - 5 伝染病統計 食中毒統計　 55年 S55
 F2 -17 - 6 医療施設調査・病院報告　51年 S51
 F2 -17 - 7 保健衛生基礎調査　      54年 S54
 F2 -17 - 8 国民健康調査　          54年 S54
 F2 -17 - 9 主要死因別訂正死亡率(人口動態統計特殊報告)    50年 S50
 F2 -17 - 10 保護の動向 S51
 F2 -17 - 11 生活保護動態調査報告　 55年 S55
 F2 -17 - 12 児童手当事業年報       57年度 S57
 F2 -17 - 13 国民生活実態調査報告 S48-55
 F2 -17 - 14 厚生行政基礎調査報告 S55-57
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度

 F2 -17 - 15
昭和50年度実地調査 ライフサイクルに関する人口
学的調査報告－概報および主要結果表－

S50

 F2 -17 - 16 最近の人口に関する統計資料 S35
 F2 -17 - 17 人口問題研究所年報 S35,49,50,51

 F2 -17 - 18
日本の人口変動の概観(4) 出生・死亡および再生
産力

S53

 F2 -17 - 19 わが国世帯数の将来推計　45～75年 S50

 F2 -17 - 20 - 1
全国日本人女子の安定人口動態および年齢構造　
22～45年

S50

 F2 -17 - 20 - 2 全国日本人女子の人口再生産率　22～45年 S49
 F2 -17 - 21 労働力人口の将来推計　50～60 S50
 F2 -17 - 22 全国日本人人口の標準化動態率　22～45年 S49
 F2 -17 - 23 - 1 人口動態統計月報(概数) S47,49,50
 F2 -17 - 23 - 2 人口動態統計 S33,51-H14
 F2 -17 - 23 - 3 人口動態統計(地域傾向精密調査) S50
 F2 -17 - 23 - 4 人口動態統計の概況 H8,13-17
 F2 -17 - 24 保健所運営報告 S55,56
 F2 -17 - 25 社会医療診療行為別調査報告　55年度 S55
 F2 -17 - 26 出産力調査集計結果表　第4次、第6次 S38,48
 F2 -17 - 27 国民生活基礎調査　平成2年 H2

 F2 -17 - 28
都道府県別将来推計人口 平成7(1995)～37(2025)
年　平成9年5月推計

H9

【　１８　農 林 水 産 省　】
 F2 -18 - 1 - 1 農(林漁)家就業動向調査累年統計書 S57
 F2 -18 - 1 - 2 農家就業動向調査報告書 S40-49,57-62

 F2 -18 - 1 - 3 農家就業動向調査 農家子弟の新規学卒者の動向 S45-49
 F2 -18 - 2 農業調査累年統計書　35～56年 S57
 F2 -18 - 3 農林省累年統計表　明1～昭28年 S30
 F2 -18 - 4 わが国の農林統計　上、下巻 S37
 F2 -18 - 5 農林水産業生産指数 S53,54
 F2 -18 - 6 ポケット農林水産統計 S35,38-61
 F2 -18 - 7 中核的農業生産者の資金需要等実態調査報告書 S51
 F2 -18 - 8 農業観測  NO.53,55-57 S57-59
 F2 -18 - 9 昭和57年度農業観測 S57
 F2 -18 - 10 農業所得統計 S44-46
 F2 -18 - 10 生産農業所得統計 S52,53
 F2 -18 - 10 秋田県生産農業所得統計 H7
 F2 -18 - 11 市町村を単位とした日本農業の地域構造第5,6分冊 S47,48
 F2 -18 - 12 農業後継者育成資金に関する調査報告書 S51

 F2 -18 - 13 農業調査結果報告書
S36,37,     
46-48,52

 F2 -18 - 14 世帯累計別にみた農家生計費 47
 F2 -18 - 15 農業調査報告書 S53-57,61,62

 F2 -18 - 16 出かせぎ状況調査結果報告書 S46
 F2 -18 - 17 農業経営調査報告 S25,27,32
 F2 -18 - 18 農村動態調査結果報告　31年度 S31
 F2 -18 - 19 農家の形態別にみた農家経済 S43-56
 F2 -18 - 20 - 1 農民栄養調査報告 S26,28,31
 F2 -18 - 20 - 2 農民栄養統計　44・45年 S47

 F2 -18 - 21
昭和30年臨時農業基本調査結果第9集　農家調査結
果概要

S30
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -18 - 22 農林省統計表 第23次～第51次 S21-51
 F2 -18 - 23 農家生計費調査報告 S26,30-36

 F2 -18 - 23 農家生計費統計
S44,48,49,
55,56

 F2 -18 - 24 農用地建設業務統計　  40～47年 S40-47
 F2 -18 - 25 年次別物財統計表　    24～29年 S24-29
 F2 -18 - 26 物財統計報告 S25-31,36
 F2 -18 - 26 農家物財統計 S37,40
 F2 -18 - 26 物財統計 S43-55
 F2 -18 - 27 - 1 農家経済価値統計 S37,38
 F2 -18 - 27 - 2 地帯別農家経済調査報告　32年度 S32
 F2 -18 - 27 - 3 農政局別農家経済調査報告　35・40・45年度 S35,40,45
 F2 -18 - 28 - 1 農家の資金状態に関する調査　21～23年度 S21-23
 F2 -18 - 28 - 2 農家資金動態調査報告 S25-32
 F2 -18 - 28 - 2 農家資金動態統計 S42-63
 F2 -18 - 28 - 3 農家資金動態統計(累年統計) S46
 F2 -18 - 29 農業経済累計統計  第1巻～第6巻 S49,50
 F2 -18 - 30 農産年報 S30-35
 F2 -18 - 31 野菜生産費 S46-52
 F2 -18 - 32 所得税課税農家にする調査結果 S32-36
 F2 -18 - 33 農家の労働力に関する調査報告   31年度 S31
 F2 -18 - 34 - 1 農業生産資材の購入消費量に関する調査 S25,26
 F2 -18 - 34 - 2 農業生産資材に関する統計　  41年度 S41
 F2 -18 - 35 農家の農業生産に関する統計  41年度 S41
 F2 -18 - 36 麦類生産費調査成績 S28-33
 F2 -18 - 37 米生産費調査報告  　　昭和27年度 S27
 F2 -18 - 37 米生産費調査成績報告　昭和28年度 S28
 F2 -18 - 37 米生産費調査成績 S29,31
 F2 -18 - 38 農産物の商品化に関する調査報告　25年度 S25
 F2 -18 - 39 農業総産出額および農業生産所得　25～32年度 S25-32
 F2 -18 - 40 重要農産物生産費調査年報 S27,28
 F2 -18 - 40 重要農産物生産費調査報告 S37
 F2 -18 - 40 重要農産物生産費 S40,41
 F2 -18 - 41 野菜果樹工芸作物等の生産費 S42,43
 F2 -18 - 42 農家の租税公課諸負担に関する調査 S24-28
 F2 -18 - 42 農家の租税公課諸負担調査報告 S33-37
 F2 -18 - 43 農村物価賃金調査報告 S26-57
 F2 -18 - 44 農家経済調査報告　其の一　昭和17.18.19年度 　 S17-19,24-60

 F2 -18 - 45 ポケット農業機械統計  1975 S50
 F2 -18 - 46 茶調査報告書　　　昭和46年 S46
 F2 -18 - 46 茶統計年報　　　　昭和50年 S50
 F2 -18 - 47 植物防疫年報    　55年度 S55
 F2 -18 - 48 - 1 青果物収出荷経費調査報告  51・52 S51,52
 F2 -18 - 48 - 2 青果物流通経費調査報告 S51,52
 F2 -18 - 49 果樹基本統計調査 S51
 F2 -18 - 50 野菜年報　51年度 S51
 F2 -18 - 51 果樹基本統計調査報告書 S38

 F2 -18 - 52
食糧消費総合調査報告(基本調査)　41年  第1～6
集、市区町村別統計

S41

 F2 -18 - 53 戦後農林統計史　第2～4巻 S45,46
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -18 - 54 図説 東北における生鮮食料品の流通 S55
 F2 -18 - 55 東北農林水産統計 S48-57
 F2 -18 - 56 東北における農地開発可能地 S53
 F2 -18 - 57 第2種兼業農家に関する実態調査報告書 S56
 F2 -18 - 58 東北の農地の現況 S52
 F2 -18 - 59 地域農業生産総合振興対策現地調査報告書  54年度 S54
 F2 -18 - 60 東北地方における青果物の交流状況 S50-53

 F2 -18 - 61
東北管内各中央卸売市場における主要野菜の入荷
量と価格

S53

 F2 -18 - 62 東北地域農業に関する統計資料　第2集 S52
 F2 -18 - 63 秋田農林統計年報 S29-35
 F2 -18 - 63 秋田農林水産統計年報 S36-H9
 F2 -18 - 63 秋田県農林水産統計年報 H10-14
 F2 -18 - 64 農家経済地域年報 S28,29
 F2 -18 - 65 秋田県農業の動き S39,40,57
 F2 -18 - 66 秋田の農家経済　　 S45-49
 F2 -18 - 67 秋田の農作物 S40-H15
 F2 -18 - 68 秋田県生産農業所得統計 S48-56,H1
 F2 -18 - 69 秋田県農業年次統計書 S48
 F2 -18 - 70 - 1 図でみる秋田の農家動向 S54
 F2 -18 - 70 - 2 図でみる市町村農林業のすがた S56
 F2 -18 - 71 秋田県生産農業所得累年統計　35・40～52年　 S35,40-52
 F2 -18 - 72 秋田農林図譜 S30
 F2 -18 - 73 農業経営調査成績　26・27年度 S26,27
 F2 -18 - 74 - 1 秋田の米生産費 S45
 F2 -18 - 74 - 2 秋田の米 S43
 F2 -18 - 74 - 3 秋田の米生産費とその背景 S52
 F2 -18 - 75 秋田の農畜産物流通事情　 S44-46
 F2 -18 - 76 秋田県における農業生産の地域構造分析　 S46
 F2 -18 - 77 秋田の青果物流通　 S47,48
 F2 -18 - 77 秋田の青果物統計　 S50-H16
 F2 -18 - 78 出羽丘陵北部地域農家意向調査結果の概要　 S56
 F2 -18 - 79 秋田の出かせぎ S48
 F2 -18 - 80 秋田県における農業集落の実態 S56
 F2 -18 - 81 養蚕統計年報  46年 S46
 F2 -18 - 82 地方競馬統計資料  50年度 S50
 F2 -18 - 83 - 1 秋田の畜産統計  S44,48
 F2 -18 - 83 - 2 秋田の畜産と流通 S53
 F2 -18 - 83 - 3 秋田の農畜産物生産費 S46
 F2 -18 - 83 - 4 秋田の畜産 S55
 F2 -18 - 84 畜産統計 S51-57
 F2 -18 - 85 畜産物生産費調査報告　42年 S42
 F2 -18 - 86 東北の畜産事情 S56-58
 F2 -18 - 87 秋田農林水産統計年報 水産編 S35-53
 F2 -18 - 88 漁業労働賃金調査報告 S40-55
 F2 -18 - 89 水産物流通統計年報 S36-62
 F2 -18 - 90 漁業動態調査 S34-47
 F2 -18 - 90 漁業動態統計年報 S49-61
 F2 -18 - 91 漁家経済調査報告 S26,30
 F2 -18 - 92 - 1 漁業経済調査報告(企業体の部) S34-62
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -18 - 92 - 2 漁業経済調査報告(漁家の部) S33-62
 F2 -18 - 93 200カイリ水域内漁業資源調査   53年度コード表 S53
 F2 -18 - 94 対馬暖流開発調査報告書  第1～5輯、付図  1958 S33
 F2 -18 - 95 漁業養殖業水域別生産統計 50年 S50
 F2 -18 - 96 漁業養殖業生産統計表 S31-37
 F2 -18 - 96 漁業養殖業生産統計年報 S38-61
 F2 -18 - 97 漁業地区別水産総合統計 S45
 F2 -18 - 98 漁業就業者調査　           36・37年度 S36,37
 F2 -18 - 99 秋田県沿岸漁業の動き S43,45,48,49

 F2 -18 - 99 秋田県漁業の動き S50-H14
 F2 -18 - 100 秋田県機船底びき網漁業の動き　44・45年 S44,45
 F2 -18 - 101 国有林野統計書 第2次～第10次 S25-33
 F2 -18 - 101 国有林野事業統計書 第29次 S52
 F2 -18 - 102 木材需要報告書 S44-49
 F2 -18 - 103 秋田の製材統計 S43-50
 F2 -18 - 104 - 1 しいたけ生産費調査報告 S47,49
 F2 -18 - 104 - 2 しいたけ需要予測報告書 S55
 F2 -18 - 105 グラフ木材流通構造  47年 S47
 F2 -18 - 106 林家経済調査報告 S40-49
 F2 -18 - 107 育林費調査報告 S47-50,56
 F2 -18 - 108 林業動態調査結果報告書 S43,46
 F2 -18 - 109 秋田県林業の動き           昭和47年 S47
 F2 -18 - 110 秋田の林業と木材流通 S54-56
 F2 -18 - 111 林業統計要覧 S31-36
 F2 -18 - 112 公有林の現況  53年 S53
 F2 -18 - 113 治山便覧  53年版 S53
 F2 -18 - 114 農林生産統計年報 S39-49
 F2 -18 - 115 秋田営林局統計書 S22-35
 F2 -18 - 115 秋田営林局事業統計書 S36-56
 F2 -18 - 116 北部日本海地域における漁業の動向 S58-60
 F2 -18 - 117 野菜生産出荷統計 S47-61
 F2 -18 - 118 青果物卸売市場調査報告 S49-61
 F2 -18 - 119 21世紀へのさわやかな田園の風になれ H7
 F2 -18 - 120 秋田県の農業経済 H7-9
 F2 -18 - 120 秋田県の農業経済動向（市町村別所得統計表掲載） H10-15
 F2 -18 - 121 図説 秋田県農林漁業　 H8-15
 F2 -18 - 122 クローズアップ　東北の農林水産業　2000 H12

 F2 -18 - 123 - 1
2000年世界農林業センサス　農業サービス事業体
調査　林業サービス事業体等調査　報告書　【秋
田県】

H12

 F2 -18 - 123 - 2
2000年世界農林業センサス　農業集落調査結果報
告書　         【秋田県】

H12

 F2 -18 - 124
秋田県の「中間地域農業」のすがた　～農業集落
の現状と課題～　2000年世界農林業センサスから

H14

 F2 -18 - 125
平成14年度農林漁業現地情報　新しい農村の主役
をめざして～農山漁村における女性の起業活動の
取組～

H14

 F2 -18 - 126
大規模稲作農家は”今”　センサス結果から掘り
起こす秋田県農業の担い手たち

H15

 F2 -18 - 127 たいせつなんだね　ふる里の農林水産業 H15
 F2 -18 - 128 たいせつなんだね　日本の農業！（CD-ROM） H15
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -18 - 129 何だろう農林水産業って　平成13年 H13
 F2 -18 - 130 本荘・由利　なぜ・なに・どれだけ農林水産 H13

 F2 -18 - 131
寒の野菜は風味満点　冬の寒さを活かした美味し
く栄養満点の野菜づくり

H13

 F2 -18 - 132 秋田の米事情と今後の水田農業経営 H13

 F2 -18 - 133
食料と飼料の自給率向上を！！　安全な国産飼料
で生産された牛肉・乳製品の消費拡大

H13

F2 -18 - 134
平成21年度食料・農業・農村の動向/平成22年度食
料・農業・農村施策

H21

F2 -18 - 135
平成21年度食料・農業・農村の動向/平成22年度食
料・農業・農村施策概要

H21

【　１９　経　済　産　業　省　】
 F2 -19 - 1 - 1 工業統計速報 S50-55,H2,3
 F2 -19 - 1 - 2 工業統計概数表 S52
 F2 -19 - 2 生コンクリート年報 S49-H11
 F2 -19 - 3 砕石統計年報 S55-H12
 F2 -19 - 4 機械類割賦販売統計調査報告書 S48-51
 F2 -19 - 5 機械統計年報 S37-H12
 F2 -19 - 6 - 1 建材統計年報 S47-57
 F2 -19 - 6 - 2 窯業統計年報 S49-57
 F2 -19 - 6 - 3 窯業・建材統計年報 S59-H12
 F2 -19 - 7 生産動態統計10年のあゆみ S33
 F2 -19 - 8 - 1 鉱工業主要製品20年の統計 S44
 F2 -19 - 8 - 2  わが国鉱工業生産の地域構造 S47-H9
 F2 -19 - 8 - 2  地域別鉱工業指数年報　 H10-12
 F2 -19 - 8 - 3 昭和54年基準　鉱工業指数基礎数値表　　　 S54
 F2 -19 - 8 - 4 鉱工業指数年報 S48-H12
 F2 -19 - 8 - 5 鉱工業指数総覧 S30-H7
 F2 -19 - 8 - 6 鉄鋼統計年報 S61-H12
 F2 -19 - 9 - 1 本邦鉱業の趨勢 S22-46,H3-12

 F2 -19 - 9 - 2 本邦鉱業の趨勢50年史、続編 S38,39
 F2 -19 - 10 府県別石炭需要実績  32年 S32
 F2 -19 - 11 石炭・コークス統計年報 S32-36
 F2 -19 - 12 - 1 エネルギー生産・需要統計年報 S57-H12
 F2 -19 - 12 - 2 エネルギー消費動態統計年報 S56,57
 F2 -19 - 12 - 3 エネルギー消費構造統計表 S55-57
 F2 -19 - 13 プラスチック製品統計表年報 S49-H12
 F2 -19 - 14 ゴム製品統計年報 S49-H12
 F2 -19 - 15 化学工業統計年報 S38,49-H12
 F2 -19 - 16 - 1 雑貨統計年報(日用品・陶磁器等編) S49-H12
 F2 -19 - 16 - 2 雑貨統計年報(皮革編) S49-61
 F2 -19 - 17 繊維統計年報 S32-H12
 F2 -19 - 18 紙・パルプ・統計年報 S40,49-H12
 F2 -19 - 19 昭和54年版繊維・紙・パルプ、雑貨統計調査提要 S54
 F2 -19 - 20 資源統計年報　　　　　　　　　　 　　　　 S57,60-H12
 F2 -19 - 21 通商産業統計要覧 S34-37,48-54

 F2 -19 - 22 わが国の商業 S38-H6
 F2 -19 - 23 セルフ・サービス点に関する統計表 S40
 F2 -19 - 24 商業動態統計年報 S52,60-H11
 F2 -19 - 25 百貨店販売統計年報 S49-52
 F2 -19 - 26 石炭製造施設調査書 S51
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -19 - 27 工業統計50年史  資料編1、2、解説編3 S36-38
 F2 -19 - 28 工作機械設備等統計調査報告書 第2回～第6回 S35-58

 F2 -19 - 29
中小企業基本調査報告書－昭和36年2月1日現在調
－　その3～その8

S36

 F2 -19 - 30
第3回商業実態調査報告書－昭和36年2月1日現在調
－小売業編(速報)、卸売編その1～5、都道府県編

S36

 F2 -19 - 31
第4回商業実態調査報告書－昭和54年6月1日現在調
－総括編、小売業編、卸売編

S54

 F2 -19 - 32 特定サービス産業実態統計調査報告書 S48-H14,17
 F2 -19 - 42 東北通産統計年報 S34-H11
 F2 -19 - 43 石油等消費構造統計表 S58-H13
 F2 -19 - 44 通産統計史  第1～3巻 S54,55
 F2 -19 - 45 商業統計速報(一般飲食店) 　　　平成元年 H1

 F2 -19 - 46
進展する製造業の多角化国際化－平成元年企業多
角化等調査速報－ 

H1

 F2 -19 - 53 商業動態等統計総覧 S60
 F2 -19 - 55 石油等消費動態統計年報 S60-H12

 F2 -19 - 57
第6回商業実態基本調査報告書－平成 4年10月1日
現在調べ－総括編、産業編、都道府県編

H4

 F2 -19 - 58
第5回商業実態基本調査報告書－昭和61年10月1日
現在調べ－総括編、卸売業編、小売業編

S61

 F2 -19 - 59
我が国商業の構造と企業経営の現状－第6回商業実
態基本調査－

H7

 F2 -19 - 60
戦後我が国商業の長期動向分析 統計編 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
セルフサービス店統計、大型小売店統計

S59,60

 F2 -19 - 61 地域商業の長期動向分析－市区郡編－ 27～41年 H3

 F2 -19 - 62
サービス経済化の実証的把握方策の検討          
（余暇関連産業）

H4

 F2 -19 - 66 企業活動基本調査報告書 第1～3巻 H4,7-11

 F2 -19 - 70
平成10年商工業実態基本調査報告書　速報第1～10
巻

H10

【　２２  厚　生　労  働  省（労働統計）　】
 F2 -22 - 1 労災特別調査結果報告書          34年度 S34
 F2 -22 - 2 中小企業労働実態調査結果報告書31年 第1～4分冊 S31
 F2 -22 - 3 労働統計調査年報 S25,26
 F2 -22 - 3 労働統計年報 S27-H6
 F2 -22 - 4 雇用変動総合調査報告 S54
 F2 -22 - 5 労働組合基本調査報告 S51-55
 F2 -22 - 6 労働市場年報  昭和53年度 S53
 F2 -22 - 6 - 2 労働市場年報  平成19年度
 F2 -22 - 7 - 1 毎月勤労統計調査手引書 S33
 F2 -22 - 7 - 2 毎月勤労統計調査特別調査報告 S50,56,61,62

 F2 -22 - 7 - 3 毎月勤労統計調査総合報告書　　　 S36-38,47-59

 F2 -22 - 7 - 4 毎月勤労統計労災特別調査結果報告書 S36,37,39
 F2 -22 - 7 - 5 毎月勤労統計調査年報 S60-63,H2
 F2 -22 - 7 - 6 毎月勤労統計調査雇用、賃金、労働時間指数 S57
 F2 -22 - 8 労働統計要覧 S45-61
 F2 -22 - 9 労働争議統計賃金報告 S48-55
 F2 -22 - 10 戦後労働経済史(資料編)、(分析編) S41,43
 F2 -22 - 11 賃金統計総覧 S63-H2
 F2 -22 - 13 データブック　国際労働比較 H12-14
 F2 -22 - 14 平成12年版　労働経済の分析 H12
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F2 -22 - 15 改訂 労働協約等の実態　現状分析から規定例まで H13
 F2 -22 - 16 雇用均等基本調査　結果報告書 H27

　【　２３  国　土　交　通  省　】
 F2 -23 - 1 道路統計年報 S35,46-H16

 F2 -23 - 2 建築統計年報 
S30-50/   
H18-22､24ｰ
29

 F2 -23 - 3 公共工事着工統計年度報 S46-53
 F2 -23 - 4 建設工事施工統計調査報告 S47-53
 F2 -23 - 5 建設業務統計年報  昭和46年度版 S46
 F2 -23 - 6 水害統計 S49-55
 F2 -23 - 7 河川管理統計 S50,52,57
 F2 -23 - 8 建築着工統計資料　昭和44～53年度 S54
 F2 -23 - 9 建設総合統計年度報 S47,50,51
 F2 -23 - 10 道路交通管理統計 S52,55
 F2 -23 - 11 最近10ケ年間の災害統計　昭和23～32年 S34
 F2 -23 - 13 経済関係資料 秋田県 S47
 F2 -23 - 14 河川便覧 S57,59
 F2 -23 - 15 道路交通経済要覧 S57,58
 F2 -23 - 16 全国都道府県市町村別面積調 S46-57

【　２４  総　務　省（旧自治省）　】
 F2 -24 - 1 地方財政統計年報 S32,33,56,57

 F2 -24 - 2 地方財政要覧 S57
 F2 -24 - 3 全国人口・世帯数表　昭和53年版 S53
 F2 -24 - 4 水道事業経営指標 S55,56
 F2 -24 - 5 職員団体等に関する調　昭和53年度 S53
 F2 -24 - 6 類似団体別市町村財政指数 S37

【　２５  国　　　　会　】
 F2 -25 - 1 国会地域統計提要 S50-55

【　２６　警　察　庁　】
 F2 -26 - 1 交通統計 　昭和55年版 S55

【　２７　海　上　保　安　庁　】

 F2 -27 - 1  海上保安レポート
S15-17,20,
30-R2

【　２８　消　防　庁　】

 F2 -28 - 1
平成10年上半期(1月～6月)における火災の概要(概
数)

H10

【　２９　法　務　省　】
 F2 -29 - 1 在留外国人統計 R1

【　白　　　　書　】　
 F3 - 6 原子力安全白書　 H16-H21
 F3 - 7 原子力白書　 H16-H21
 F3 - 9 環境白書 H17-H25
 F3 - 11 防災白書　 H17-R2
 F3 - 17 公害紛争処理白書　 H17-H21
 F3 - 20 観光白書 H17-H25
 F3 - 22 警察白書 H17-H21
 F3 - 24 科学技術白書 H17-H23
 F3 - 25 公務員白書　 H17-H21
 F3 - 34 国民生活白書 H17-H20
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分　類　番　号 行　　政　　資　　料　　名 保管年度
 F3 - 37 犯罪白書 H17-H21
 F3 - 39 防衛白書　 H17-H21
 F3 - 43 消防白書　 H17-H21
 F3 - 50 地方財政白書 H17-H23
 F3 - 58 中小企業白書 H17-H21
 F3 - 61 通商白書 H17-H23
 F3 - 65 交通安全白書  H17-H21
 F3 - 67 青少年白書 H17-H21
 F3 - 69 外交青書　 H17-H21
 F3 - 76 文部科学白書 H16-R1
 F3 - 79 独占禁止白書（公正取引委員会年次報告） H16-H21
 F3 - 85 首都圏白書 H17-H21
 F3 - 86 土地白書 H17-H21
 F3 - 89 障害者白書 H17-H21
 F3 - 92 高齢社会白書 H17-R2
 F3 - 96 公益法人白書 H17-H20
 F3 - 101 男女共同参画白書 H17-H21
 F3 - 105 循環型社会白書 H17・H18
 F3 - 106 食料･農業･農村白書 H17-R2
 F3 - 107 厚生労働白書 H17-H30 
 F3 - 108 国土交通白書 H16-H22
 F3 - 109 労働経済白書 H17-H21
 F3 - 110 情報通信白書 H17-H23
 F3 - 111 経済財政白書 H17-H25
 F3 - 112 エネルギー白書 H17-H21
 F3 - 113 森林・林業白書 H16・18-25
 F3 - 114 水産白書 H16・18-21
 F3 - 115 ものづくり白書 H17-H21
 F3 - 116 少子化社会対策白書（子ども･子育て白書）  H17-R2
 F3 - 117 人権教育・啓発白書 H17-H21
 F3 - 118 ODA政府開発援助白書 H17-H19

国 40 ページ


