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1
公社等の経営状況を説
明する書類

県単独 4その他 冊子
総務課内
県政情報資料室

令和3年度（令
和2年度決算）

毎年 9月 令和3年9月
県出資公社等の経営状況を広く県
民に明らかにする

全数調査
県出資法人（25％以上)、地方
独立行政法人

損益計算書、貸借対照表、事
業計画等

018-860-1057

2
秋田県第三セクターの
経営評価

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

総務課内
総務課HP
県政情報資料室

令和3年度（令
和2年度決算）

毎年 9月 令和3年10月
県出資公社等の経営状況を広く県
民に明らかにする

全数調査 県出資法人(25％以上)
法人の概要、事業実績、組織、
財務、県の財政的関与の状況､
経営評価

018-860-1057

3 財政課 財政状況 県単独 4その他 リンク PDF形式
県公報
財政課HP

令和2年度決
算・令和3年度
上半期予算

半年毎 6月・12月 令和3年12月
県財政の実態と諸施策について県
民に明らかにする

データ収集 - 決算、予算、財産の状況 018-860-1104

4 税務課 秋田県税務統計書 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

税務課内
税務課HP
県立図書館
総合県税事務所各支所内

令和2年度 毎年 5月31日 令和3年12月 県税の概要 総合県税事務所の報告 全県 各税目の調定額・収入額等 018-860-1124

5 総合防災課 消防防災年報 県単独 4その他 リンク PDF形式
総合防災課内
総合防災課HP

令和元年
（平成30年1月
～12月ﾃﾞｰﾀ）

毎年 1月～12月 令和2年5月
前年の火災、自然災害、救急・救助
等の現状把握

全数 全市町村 火災、自然災害、救急・救助等 018-860-4563

1 県民意識調査 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

総合政策課内
総合政策課HP
県政情報資料室
県立図書館
秋田市立中央図書館

令和3年度 毎年 5～6月 令和3年8月

県政に対する県民意識を把握し、第
３期ふるさと秋田元気創造プランの
進行管理、政策評価、政策立案等
に活用するため。

抽出
郵送調査

県内に居住する満18歳以上
の男女個人
（選挙人名簿を基にした層化
抽出法により5,000人を抽出）

プランに掲げた各施策の満足
度、県政の重要課題、特定の
課題に関する意識

018-860-1217

2
年次報告「読書活動推
進施策について」

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

総合政策課内
総合政策課HP
あきたブックネットHP

令和2年度 毎年 6月 令和3年6月
県条例に基づく読書活動推進施策
の状況報告

文書による照会等 庁内各部局関連課・所
秋田県読書活動推進基本計画
に基づく施策の推進状況と指
標

018-860-1216

3 市町村財政概要 総務省 2一般統計 リンク リンク
冊子
一部PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

市町村課内
市町村課HP(一部)
県政情報資料室
県立図書館

令和元年度 毎年 3月31日 令和2年12月
市町村における財政実態を把握す
るため

市町村の報告 全市町村
決算状況、財政指標、地方交
付税状況、公共施設状況

018-860-1147

4 市町村公営企業概要 総務省 2一般統計 リンク

PDF形式
一部ｴｸｾﾙ形
式
CSV形式

市町村課内
市町村課HP
県政情報資料室
県立図書館

令和元年度 毎年 3月31日 令和3年2月
各事業の概況、経営状況を把握・分
析し、企業の健全経営に資するため

市町村の報告 全市町村公営企業 決算状況、施設・業務の状況 018-860-1149

5
衆議院議員総選挙結果
調

県単独 4その他 リンク
冊子
一部ｴｸｾﾙ形
式

選挙管理委員会内
選挙管理委員会HP（一部）
県政情報資料室

平成29年度
原則
4年毎

選挙期間 平成30年3月
投票率等の状況を分析・把握するた
め

市町村の報告 全市町村及び立候補者
投票者数、投票率、選挙運動
の状況等

018-860-1145

6
参議院議員通常選挙結
果調

県単独 4その他 リンク
冊子
一部ｴｸｾﾙ形
式

選挙管理委員会内
選挙管理委員会HP（一部）
県政情報資料室

令和元年度 3年毎 選挙期間 令和2年3月
投票率等の状況を分析・把握するた
め

市町村の報告 全市町村及び立候補者
投票者数、投票率、選挙運動
の状況等

018-860-1145

7 秋田県知事選挙結果調 県単独 4その他 リンク
冊子
一部ｴｸｾﾙ形
式

選挙管理委員会内
選挙管理委員会HP(一部)
県政情報資料室

令和3年度 4年毎 選挙期間 令和3年8月
投票率等の状況を分析・把握するた
め

市町村の報告 全市町村及び立候補者
投票者数、投票率、選挙運動
の状況等

018-860-1145

8 統一地方選挙結果調 県単独 4その他 リンク
冊子
一部ｴｸｾﾙ形
式

選挙管理委員会内
選挙管理委員会HP(一部)
県政情報資料室

令和元年度 4年毎 選挙期間 令和2年3月
投票率等の状況を分析・把握するた
め

市町村の報告 全市町村及び立候補者
投票者数、投票率、選挙運動
の状況等

018-860-1145

9 市町村要覧
県・(公財）秋
田県市町村
振興協会

4その他 リンク
冊子
PDF形式

市町村課内
市町村課HP
各市町村
県政情報資料室

令和3年度 毎年 3月 令和4年3月
市町村の行財政に関する数値等指
標の把握

市町村の報告 全市町村
概要、組織、行政機構、産業・
経済、財政数値等

018-860-1144

10 住民基本台帳人口要覧 総務省 4その他 リンク リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

市町村課内
市町村課HP
総務省HP

令和3年度 毎年 1月1日 令和3年8月
住民基本台帳人口、世帯数を把握
し、各種行政施策その他の基礎資
料とする

市町村の報告 全市町村
住民基本台帳人口（男女別）、
世帯数、年齢別人口

018-860-1142
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http://www.pref.akita.jp/senkyo/index.html
http://www.pref.akita.jp/senkyo/index.html
http://www.pref.akita.jp/senkyo/index.html
http://www.pref.akita.jp/senkyo/index.html
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/56296
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11 秋田県勢要覧 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
県政情報資料室
県立図書館
各地区図書館

令和4年 毎年
各資料によっ
て異なる

令和4年4月
(予定)

各分野の統計情報を集録し、秋田
県の現状を理解する。

データ収集 -

気象、人口、事業所、労働、農
業、林業、水産業、鉱工業、建
設、電気･ガス･水道、運輸･通
信、商業･貿易、金融、財政、物
価･家計、県民経済計算、教
育･文化、社会福祉･保険、保
健衛生、警察･消防、観光、環
境

018-860-1251

12 秋田県県民経済計算 県単独 4その他 リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP

平成30年度 年度 年度 令和3年2月
県内の経済活動を定量的に明らか
にする。

各種データの積算、全
国値の分割による推計

生産、分配、支出の三面から
捉えた県経済の規模、構造、
成長率、所得水準等

県内総生産、県民雇用者報
酬、企業所得、民間最終消費
支出、政府最終消費支出

018-860-1254

13
秋田県市町村民経済計
算

県単独 4その他 リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP

平成30年度 年度 年度 令和3年3月
市町村の経済活動を定量的に明ら
かにする。

県民経済計算を各種の
統計指標を用いて市町
村値に分割

市町村の経済規模、構造、成
長率、所得水準等

市町村内総生産、市町村民所
得

018-860-1254

14 秋田県景気動向指数 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP

令和3年 毎月 毎月 - 県内景気の現状を把握する。 各種データにより算出
県内景気動向に関連する23
の指標

先行指数、一致指数、遅行指
数

018-860-1254

15 秋田県産業連関表 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
県政情報資料室

平成27年 5年毎 暦年 令和2年10月
県内で1年間に行われた財・サービ
スの取引状態を明らかにする。
経済波及の測定などに活用する。

各種データの収集、積
算、加工

県内の生産活動の全容

取引基本表､投入係数表､逆行
列係数表､最終需要項目別生
産、粗付加価値、輸移入誘発
額（係数、依存度）

018-860-1254

16 商品流通調査 県単独 3届出統計 - - 平成27年 5年毎 暦年 -
産業連関表の基礎資料として、地域
相互における商品流通状況を明ら
かにする。

抽出
調査票による

県内の製造業事業所 製造品出荷額 018-860-1254

17 月例統計報告 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

調査統計課内
調査統計課HP

令和3年 毎月 毎月 -
調査統計課で最近公表した人口・物
価や経済に関する統計のダイジェス
ト

データ収集 -

秋田県の人口と世帯、消費者
物価指数、鉱工業生産指数月
報、毎月勤労統計調査速報、
景気動向指数

018-860-1254

18
秋田県の日本一とベス
ト3

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP

令和3年 毎年 年度 令和3年12月
各種統計等から秋田県が日本一と
ベスト３となっているものを集めた。

データ収集 - 秋田県の日本一とベスト3 018-860-1254

19
秋田県人口の現状と将
来

県単独 4その他 冊子 調査統計課内 平成25年 - - 平成25年
秋田県の人口の現状と将来につい
て記述し、実状の認識や対策の一
助とする

データ収集 -
人口の推移、人口の現状と将
来、人口減少に伴う就業構造
や地域経済

018-860-1254

20 毎月勤労統計調査
厚生労働省

1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
県政情報資料室

令和2年 毎月 月末 -
雇用、給与及び労働時間について、
全国及び都道府県の変動を毎月明
らかにする。

抽出
・第1種 通信調査(郵
送･オンライン)
・第2種 調査員調査

・1種(常用労働者30人以
上)327事業所
・2種(同上5～29人)240事業
所

主要生産品の名称、事業内
容、常用労働者数、出勤日数、
実労働時間数、現金給与総額
の変動に関する事項

018-860-1256

21
毎月勤労統計調査（特
別調査） 厚生労働省

1基幹統計 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
県政情報資料室

令和3年(令和2
年は国直轄の
代替調査実施)

毎年 7月末 令和4年2月
雇用、給与及び労働時間について、
全国及び都道府県の変動を明らか
にする。

抽出
調査員調査

常用労働者1～4人
約410事業所

主要生産品の名称、事業内
容、常用労働者数、出勤日数、
実労働時間数、現金給与総額
の変動に関する事項

018-860-1256

22
経済センサス－基礎調
査

総務省
経済産業省

1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
総務省HP

平成元年 5年毎

平成元年6月
1日～平成2
年3月31日の
間で報告を求
められた時点
（調査票記入
日）

令和2年12月
事業所の事業活動及び企業の企業
活動を調査し、事業所及び企業に
関する基礎資料等を得る。

全数
調査員調査
本社等一括調査

農林漁業（個人経営）、家事
サービス業、外国公務に属す
る事業所を除く全ての事業所

事業の種類・業態、従業者数、
経営組織、事業所又は組織全
体の年間総売上（収入）金額等

018-860-1256

23
経済センサス－活動調
査

総務省
経済産業省

1基幹統計 リンク リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
総務省HP

令和3年 5年毎 6月1日 平成30年6月

事業所及び企業の経済活動の実態
を全国及び地域別に明らかにすると
ともに、事業所及び企業を調査対象
とする各種統計調査の精度向上に
資する母集団情報を得ることを目的
とする。

全数
調査員調査
本社等一括調査

農林漁業（個人経営）、家事
サービス業、外国公務、国及
び地方公共団体に属する事
業所を除く全ての事業所

事業の種類・業態、従業者数、
資本金額及び外国資本比率、
会社全体の常用雇用者数、電
子商取引の実施状況、売上金
額及び費用の経理項目

R3分公表予定
速報（R4.5)
確報（R4.9～）

018-860-1256

24 農林業センサス 農林水産省 1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
農林水産省HP

令和2年 5年毎 2月1日 令和3年6月
我が国農林業の生産構造、就業構
造等の実態を明らかにし、農林業に
関する基礎資料を整備する。

全数
調査員調査

農林業を営む経営体
経営形態、農林業生産の状
況、農地・森林の所有及び借入
状況等

018-860-1256

25 漁業センサス 農林水産省 1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式

調査統計課内
調査統計課HP
農林水産省HP

平成30年 5年毎 11月1日 令和2年2月
漁業の生産、就業構造等の実態を
総合的に把握し、行政諸施策の策
定に必要な基礎資料を得る。

全数
調査員調査

海面漁業を営む経営体､漁業
従事者等

漁業経営体調査(漁業の種類、
使用漁船等)､漁業従事者世帯
調査､(漁業世帯員の就業状
況、専兼業等)

018-860-1256

26
工業統計調査「秋田県
の工業」

経済産業省 1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式

調査統計課内
経済産業省HP
調査統計課HP

令和元年 毎年 6月1日 令和3年10月
工業の実態を明らかにし、工業に関
する施策の基礎資料を得る。

従業者4人以上
調査員調査
国直轄調査

・甲調査(従業者30人以上)
・乙調査(従業者4人～29人)

資本金額、従業者数、現金給
与総額、原材料・燃料・電力使
用額、製造品出荷額、在庫額、
敷地面積、工業用水使用量等

令和2年は、令和3年経
済センサス-活動調査
において把握するため
実施しない。

018-860-1256

27
秋田県鉱工業生産指数
作成調査

県単独 1基幹統計 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP

令和4年 毎月 月末 -
本県の鉱工業の生産の動向を明ら
かにする。

抽出
メール調査

約170事業所[うち県単42] 鉱工業生産高(数量・金額) 018-860-1256
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28 商業統計調査 経済産業省 1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
経済産業省HP
県政情報資料室
県立図書館

平成26年 5年毎 7月1日 平成28年3月
商業の実態を明らかにし、商業に関
する施策の基礎資料を得る。

全数
調査員調査
本社等一括調査

卸売・小売業の事業所

従業者数、年間商品販売額、
売場面積、経営組織、取扱商
品、販売方法、販売形態、営業
時間等

今後は基本的に経済セ
ンサスに溶け込んだ形
で行われる。公表方法
未定

018-860-1256

29 国勢調査 総務省 1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
県政情報資料室
県立図書館
総務省HP

令和2年 5年毎 10月1日 令和3年11月
人口・世帯の実態を把握し､各種行
政施策その他の基礎資料とする。

全数
調査員調査

調査期日に本邦内に常住し
ている者

性別、世帯主との続柄、出生の
年月、国籍、就業状態、勤め先
の事業の内容等

018-860-1258

30
秋田県年齢別人口流動
調査

県単独 3届出統計 リンク
冊子
PDF形式

調査統計課内
調査統計課HP
県政情報資料室
県立図書館

令和3年 毎年

人口：10月1
日
人口動態：10
月1日～翌年
9月30日

令和4年1月

県及び県内市町村の年齢各歳・男
女別人口や世帯の移動の状況など
を明らかにし、各種施策の基礎資料
を得る。

市町村の報告 全市町村

転入・転出者数（県内外・年齢・
男女別）、出生数・死亡者数（年
齢・男女別）、世帯の移動数な
ど

018-860-1258

31
秋田県人口移動理由実
態調査

県単独 3届出統計 リンク
冊子
PDF形式

調査統計課内
調査統計課HP
県政情報資料室
県立図書館

令和3年 毎年
10月1日～翌
年9月30日

令和4年2月
人口移動の理由等について、その
実態を把握し、各種施策の基礎資
料を得る。

調査票による任意回答
方式

住民基本台帳法に基づき、県
内市町村へ転出入届けを提
出した者

転出入区分、主な移動理由理
由など

018-860-1258

32 労働力調査 総務省 1基幹統計 リンク 冊子
調査統計課内
総務省HP

令和3年 毎月 月末7日間 -
就業及び不就業の状態を明らかに
し、国の経済政策や雇用対策など
のための基礎資料を得る。

抽出
調査員調査

毎月約400世帯の普段住んで
いる世帯員

性別、続柄、従業上の地位、仕
事の種類、就業時間、求職活
動の状況

018-860-1258

33 就業構造基本調査 総務省 1基幹統計 リンク 冊子

調査統計課内
県政情報資料室
県立図書館
総務省HP

平成29年 5年毎 10月1日 平成30年7月
就業及び不就業の状態を明らかに
し、経済政策、雇用政策等に必要な
基礎資料を得る。

抽出
調査員調査

約9,000世帯（全市町村）
性別、続柄、従業上の地位、仕
事の種類、就業時間、求職活
動の状況

018-860-1258

34 家計調査 総務省 1基幹統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
総務省HP

令和3年 毎月 毎月 -

二人以上の世帯並びに単身世帯の
家計収支の実態を月ごとに把握し、
各種経済施策等の基礎資料とす
る。

抽出
調査員調査

・二人以上の世帯:秋田市96
世帯､大館市24世帯､計120世
帯
・単身世帯:秋田市8世帯､大
館市2世帯､計10世帯

毎月の収入(種類・金額)、支出
(品名・数量・金額)、年間収入
(世帯主・家族)、貯蓄残高、負
債残高等

018-860-1258

35 小売物価統計調査 総務省 1基幹統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
総務省HP

令和2年 毎月 毎月 -

（動向編）商品小売価格、サービス
料金、家賃を調査し、消費者物価指
数等その他物価に関する基礎資料
を得る。
（構造編）物価の地域間比較の充実
などの物価構造を適時的確に明ら
かにする。

抽出
調査員調査

（動向編）・価格調査 秋田市、
横手市の約280店舗、約540
品目
・家賃調査 民営・公営約4,500
世帯
（構造編）・大仙市、大館市の
8店舗、約56品目

各種生活用品の小売価格、
サービス料金、民営及び公営
住宅の家賃等

018-860-1251

36
小売物価統計調査（構
造編）

総務省 1基幹統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
総務省HP

令和2年 毎月 毎月 -
物価の地域間比較の充実、店舗数
の形態別の価格比較などの物価構
造を適時的確に明らかにする。

抽出
調査員調査

・地域別価格差調査　大仙
市、大館市の8店舗、約56品
目
・店舗形態別価格調査　秋田
市19店舗９品目

各種生活用品の小売価格 018-860-1251

37 秋田市消費者物価指数 総務省 4その他 リンク リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
総務省HP

令和3年 毎月 毎月 -

消費者が購入する商品（財やサー
ビス）の価格の動きを総合した物価
の変動を時系列的に表すもので、
各種経済施策や年金の改定などに
利用される。

基準時加重相対法算式
を用いる。

主に小売物価統計調査により
得られた約500品目の小売価
格を用いる。

総合、10大費目、中分類等の
指数

018-860-1251

38 全国家計構造調査 総務省 1基幹統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
総務省HP

令和元年 5年毎 10～11月 令和3年2月

家計収支及び貯蓄・負債、耐久消
費財、住宅・宅地などの家計資産を
総合的に調査し、所得、消費、資産
に係る水準、構造及び分布等を明ら
かにする。

抽出
調査員調査

13市2町1,325世帯

収入及び支出、現住居、主要
耐久消費財、自動車などの資
産、住宅・宅地、年間収入、貯
蓄現在高、借入金残高等

018-860-1258

39 住宅・土地統計調査 総務省 1基幹統計 リンク リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
県政情報資料室
県立図書館
総務省HP

平成30年 5年毎 10月1日 令和2年1月

住宅及び住宅以外で人が居住する
建物、現住居以外の住宅及び土地
の保有状況等の実態を明らかにす
る。

抽出
調査員調査

全市町村約4万世帯

居住室の数・広さ､所有関係､敷
地面積､構造､床面積､建築時
期、設備に関する事項､増改築
に関する事項

018-860-1258

40 学校保健統計調査 文部科学省 1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
文部科学省HP
県政情報資料室

令和2年 毎年 年度 令和3年8月
児童・生徒及び幼児の発育、健康
状態を明らかにし、学校保健行政上
の基礎資料とする。

抽出
電子調査票収集ｼｽﾃﾑ
による調査
(一部郵送)

小、中、高校及び幼稚園、幼
保連携型こども園

児童等の発育状況(身長・体
重・座高)､児童等の健康状態
(視力・聴力・眼の疾病、異常
等)

018-860-1251

41 学校基本調査 文部科学省 1基幹統計 リンク リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

調査統計課内
調査統計課HP
文部科学省HP

令和3年 毎年 5月1日 令和4年3月
学校に関する基本的事項を調査し、
教育行政上の基礎資料を得る。

全数
電子調査票収集ｼｽﾃﾑ
による調査
(一部郵送)

全学校
（他に文部省直接調査、高等
教育機関）

学校数、学級数、児童・生徒
数・幼児数、教職員数、就学免
除者数、学校土地・建物面積、
卒業後の状況等

018-860-1251

42 社会生活基本調査 総務省 1基幹統計 リンク 冊子

調査統計課内
県政情報資料室
県立図書館
総務省HP

令和3年 5年毎 10月20日 平成29年9月
生活時間の配分及び自由時間にお
ける主な活動について調査する。

抽出
調査員調査

約1,500世帯

学習・研究活動の状況、ボラン
ティア活動の状況、スポーツ活
動の状況、趣味・娯楽活動の状
況、旅行・行楽の状況、生活時
間配分等

公表予定
調査票A
(R4.9)
調査票B
(R4.12)

018-860-1258

43 秋田県の国際化の現状 県単独 4その他 リンク PDF形式 国際課HP 令和2年 毎年
各項目によっ
て異なる

令和3年10月
本県の国際化に関する主要データ
を取りまとめ、紹介する。

各種データの収集、積
算、加工

庁内各部局関連課
各市町村
独立行政法人 国際協力機構
公益財団法人 秋田県国際交
流協会

県内在留外国人の状況、秋田
県による海外事業の実施状
況、在外県人会への支援、本
県からのJICA事業参加者数・
事業実績、市町村・県の国際化
関連事業実績

018-860-1218

44 秋田県の在留外国人 県単独 4その他 リンク ｴｸｾﾙ形式 国際課HP 令和3年 毎年 12月31日 令和4年1月
本県の自治体毎の在住外国人数に
関するデータを取りまとめ、紹介す
る。

市町村からの報告 各市町村
国籍別在留外国人数、市町村
別在留外国人数

018-860-1218

国際課
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1
放課後児童健全育成事
業実施状況調査

厚生労働省 4その他 リンク リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

次世代・女性活躍支援課内
次世代・女性活躍支援課HP
厚生労働省HP

令和3年度 毎年

5月1日
（※令和2年
度に限り7月1
日）

令和3年12月
市町村における放課後児童クラブ
の実態を把握し、行政上の基礎資
料を得る。

市町村の報告 全市町村
放課後児童クラブ数、利用児童
数、設置・運営主体、実施場
所、開設状況等

018-860-1553

2

放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関
する基準の参酌化に伴
う条例改正等状況調査

厚生労働省 4その他 ｴｸｾﾙ形式 次世代・女性活躍支援課内 令和3年度 毎年

7月1日
（※令和2年
度に限り9月
末）

令和3年12月

令和2年度からの厚生労働省令改
正に合わせ、市町村における放課
後児童健全育成事業の設備及び運
営に関する基準条例の制定状況を
把握し、行政上の基礎資料を得る。

市町村の報告 全市町村
市町村放課後児童健全育成事
業の設備及び運営に関する基
準条例の改正状況、内容等

018-860-1553

3
少子化・子育て施策等
に関する調査

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

次世代・女性活躍支援課内
次世代・女性活躍支援課HP

平成30年度 - 4月2日 平成31年3月

地域の実情を反映した新たな施策
の検討を行うため、結婚や子育てに
関する意識やこれまでの少子化対
策・子育て支援事業の効果につい
て調査・分析する。

抽出
県内未就学児・小学生・中学
生・高校生の保護者、大学
生、短大生、独身の従業員

理想の子ども数、予定の子ども
数、理想とする子どもの人数が
持てない理由、子育て支援制
度の利用状況、結婚に関する
意識、結婚したい年齢

018-860-1553

4
子育て支援に関するア
ンケート調査

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

次世代・女性活躍支援課内
次世代・女性活躍支援課HP

令和3年度 毎年 4月2日 令和3年9月

安心して子どもを産み育てる環境を
さらに充実させるため、子育て支援
に関する施策の満足度や課題につ
いて調査し、今後の本県における子
育て支援施策に反映させる。

抽出 県内未就学児の保護者

子育て家庭に対する経済的支
援の満足度、すこやか子育て
支援事業の認知度、新たに子
どもをもうけることについて

018-860-1553

5

地方公共団体における
男女共同参画社会の形
成又は女性に関する施
策の推進状況調査（都
道府県）

内閣府 2一般統計 リンク
冊子
PDF形式

次世代・女性活躍支援課内
内閣府HP

令和3年度 毎年 4月1日 令和4年1月

地方公共団体における男女共同参
画社会の形成又は女性に関する施
策の推進状況を把握し、今後の施
策の展開に資する

都道府県の報告 全都道府県

男女共同参画の担当課、条例・
計画の有無、管理職の女性比
率、審議会等委員への女性の
参画状況

018-860-1555

6

地方公共団体における
男女共同参画社会の形
成又は女性に関する施
策の推進状況調査（市
町村）

内閣府 2一般統計 リンク
冊子
PDF形式

次世代・女性活躍支援課内
内閣府HP

令和3年度 毎年 4月1日 令和4年1月

地方公共団体における男女共同参
画社会の形成又は女性に関する施
策の推進状況を把握し、今後の施
策の展開に資する

市町村の報告 全市町村
男女共同参画の担当課の所
属、事務所掌、条例・計画の有
無等

018-860-1555

7
年次報告「あきたの男
女共同参画」

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

次世代・女性活躍支援課内
次世代・女性活躍支援課HP

令和3年度 毎年
掲載する各資
料で異なる

令和3年12月
県内の男女共同参画社会の推進状
況を把握し、今後の施策の展開に
資する

文書による照会等
庁内関係各課、県内各市町
村、掲載資料を所管する団体
等

第４次秋田県男女共同参画推
進計画における指標に関する
データ、秋田県内の各市町村
における男女共同参画の推進
状況ほか

018-860-1555

8
秋田県男女の意識と生
活実態調査

県単独 3届出統計 リンク
冊子
PDF形式

次世代・女性活躍支援課内
次世代・女性活躍支援課HP

令和元年度 5年毎 令和2年1月 令和2年3月
男女共同参画に関する県民の意識
や生活実態等を調査し、関連施策
の参考にするため

抽出 全県

男女共同参画に関する意識や
取組について、女性の活躍推
進について、職場環境につい
て、地域活動についてほか

018-860-1555

9
若年者の県内定着・回
帰等に関する意識調査

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

次世代・女性活躍支援課内
次世代・女性活躍支援課HP

令和３年度 - 7～9月 令和4年2月
若年者の県内定着・回帰に向けた
効果的な取組等の検討に必要な情
報を収集するため

任意調査
（高校、特別支援学校
の高等部のみ悉皆）

・秋田県内の高校、特別支援
学校の高等部の３年生
・秋田県内の大学、短大、専
門学校の学生及び秋田県外
の大学、短大、専門学校の秋
田県出身の学生
・秋田県内の企業に勤務する
４０歳未満の社会人及び秋田
県外の企業に勤務する秋田
県出身の４０歳未満の社会人

職業選択に関する意識、卒業
後の進路に関する意識、秋田
県に住むことへの意識、男女共
同参画に関する意識、結婚や
子育てに関する意識等

018-860-1555

1 観光戦略課
共通基準による観光入
込客統計「秋田県観光
統計」

観光庁、県、
市町村

4その他 リンク リンク PDF形式

観光戦略課内
観光戦略課HP

(一部)
県立図書館
県政情報資料室

令和2年 毎年 暦年 令和3年8月
本県の観光地に来訪する観光客数
等を調査し、今後の観光行政を推
進する上での基礎資料とする。

①各施設等管理者又は
主催者による調査（実
数又は推計）
②調査員による抽出調
査

①観光地点等（観光施設、イ
ベント・行祭事）
②県が定める調査地点を訪
れた個人約4,000人

①観光地点等の入込客数
②個人属性（性別年齢等）、訪
問目的、県内消費額、移動状
況等

県発行の冊子では、観
光庁で実施する宿泊旅
行統計調査の結果も掲
載している。

018-860-1462

2
スポーツ
振興課

秋田県体力テスト･ス
ポーツ実態調査「全県
体力テスト･スポーツ実
態調査事業報告書」

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

スポーツ振興課内
市町村スポーツ主管課内
県内公立図書館
スポーツ振興課HP

令和3年 毎年 3月31日 令和4年4月
成人の体力やスポーツ実施状況を
調査し、今後のスポーツ推進施策や
活動の参考とする。

調査員（各市町村ス
ポーツ推進委員）による
抽出調査

県内の成人男女約3000人

文部科学省「体力･運動能力調
査」の実技に関する調査と同種
目、スポーツを「する」「みる」「さ
さえる」に関する実態等

冊子は令和3年度まで
令和4年度以降はPDF
形式のみ

018-860-1242
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目的 調査方法 調査対象 主な調査項目 備考 電話番号

1 福祉政策課
在宅における医療・介
護に関する県民意識調
査

県単独 4その他 リンク PDF形式 福祉政策課内 平成27年 - 5月～6月 平成27年9月

高齢化の進行に伴い、療養や介護
を必要とする者の増加が見込まれ
る中、県民の在宅医療・介護に係る
意識やニーズを把握することによ
り、今後の在宅における医療・介護
の推進・充実に向けた施策検討等
の基礎資料とする。

層化2段無作為抽出法
県内に居住する満20歳以上
の男女3000人

現在の健康状態、在宅医療の
認識、終末期の療養場所の希
望、認知症発症時の介護場所
の希望等

018-860-1313

2
国民生活基礎調査
（所得票）

厚生労働省 1基幹統計 リンク 冊子
地域・家庭福祉課内
厚生労働省HP

令和元年 毎年 7月 令和2年7月

保健、医療、年金、福祉、所得等国
民生活の基礎的事項を調査し、厚
生労働行政の企画及び運営に必要
な基礎資料を得ることであり、昭和
61年を初年として3年ごとに大規模
な調査を実施し、中間の各年は小
規模な調査を実施することとしてい
る。

抽出
留置自計方式

層化無作為抽出した全国の
世帯及び世帯員

①所得票
前年1年間の所得の種類別金
額・課税等の状況、生活意識の
状況等
②貯蓄票
貯蓄現在高、借入金残高等

018-860-1314

3 社会福祉施設等調査 厚生労働省 2一般統計 リンク 冊子
地域・家庭福祉課内
厚生労働省HP

令和元年 毎年 10月1日 令和2年12月

全国の社会福祉施設等の数、在所
者、従事者の状況を把握し、社会福
祉行政推進のための基礎資料を得
ること

全数
調査票送付・回収調査

全社会福祉施設
施設名、所在地、設置・経営主
体、定員、在所者数、従事者数

平成30年度調査結果に
ついて公表遅れ

018-860-1314

4
社会福祉行政業務報告
（福祉行政報告例）

厚生労働省 2一般統計 リンク 冊子
地域・家庭福祉課内
厚生労働省HP

月報：令和2年
年度報：令和
元年

毎月・毎年

月報：月初
日、
月末日、月中
合計
年度報：年度
末、年度合計

月報：令和2
年10月
年度報：令和
3年2月

社会福祉関係諸法規の施行に伴う
各都道府県・指定都市・中核市の行
政の実態を数量的に把握して、国
及び地方公共団体の社会福祉行政
運営のための基礎資料を得ること

所定の報告事項につい
て報告表を作成

都道府県・指定都市・中核市

身体障害者福祉、障害者自立
支援、特別児童扶養手当、知
的障害者福祉、老人福祉、婦
人保護、民生委員、社会福祉
法人、児童福祉、母子保健、児
童扶養手当、戦傷病者特別援
護、中国残留邦人等支援給付
金

018-860-1314

5
社会保障生計調査（家
計簿）

厚生労働省 2一般統計 リンク 冊子
地域・家庭福祉課内
厚生労働省HP

平成30年 毎年 年度 令和2年3月

被保護世帯における生活の実態を
明らかにすることによって、生活保
護基準の改善、その他生活保護制
度全般にてわたって必要な資料を
得るとともに、厚生労働行政の企画
運営に必要な基礎資料を得ること

抽出
調査員調査

全国の被保護世帯を対象とし
て全国を地域別に10ブロック
に分け、各ブロック毎に都道
府県・指定都市・中核市のう
ち1～3か所を調査対象自治
体として選定し、1,110世帯を
抽出する

実収入の状況、実支出の状
況、消費支出の対前年度比較

018-860-1314

6

被保護者調査
（被保護者全国一斉調
査(～平成23年度）よ
り、名称変更）

厚生労働省 2一般統計 リンク 冊子
地域・家庭福祉課内
厚生労働省HP

平成30年 毎年 7月31日 令和2年3月

①基礎調査
生活保護法による保護を受けてい
る世帯及び保護を受けていた世帯
の保護の受給状況を把握し、生活
保護制度及び厚生労働行政の企画
運営に必要な基礎資料を得ること
②個別調査
被保護世帯の実態、特に保護の決
定状況、世帯員の状況等を詳細に
把握し、生活保護制度及び厚生労
働行政の企画運営に必要な基礎資
料を得ること

①基礎調査
全数
福祉事務所の地区担当
員が基礎調査票に記入
②個別調査
全数
福祉事務所の地区担当
員が個別調査票に記入

①基礎調査
全被保護世帯
②個別調査
基礎調査の調査客体となった
世帯

①基礎調査
級地、世帯人員、性・年齢別世
帯人員状況、扶助の種類、加
算等の状況等
②個別調査
受給開始年月、保護歴の有
無、世帯類型、保護の決定状
況、性別、年齢等

018-860-1314

7 医療扶助実態調査 厚生労働省 2一般統計 リンク 冊子
地域・家庭福祉課内
厚生労働省HP

令和元年 毎年
6月基金審査
分

令和2年3月

生活保護法による医療扶助受給者
の診療内容を把握し、被保護階層
に対する医療対策その他厚生労働
行政の企画運営に必要な基礎資料
を得ること

抽出
診療報酬明細書の写し
を提出

福祉事務所に保管される毎
年6月基金審査分（4・5月診療
分）の診療報酬明細書

傷病名、診療実日数、診療行
為別点数等

018-860-1314

8 所得再分配調査 厚生労働省 2一般統計 リンク 冊子
地域・家庭福祉課内
厚生労働省HP

平成29年 3年毎 7月中旬 令和元年9月

社会保障制度における給付と負
担、租税制度における負担が所得
の分配に与える影響を所得階層
別、世帯及び世帯員の属性別に明
らかにし、社会保障制度の浸透状
況、影響度を把握することによって、
今後における有効な施策立案の基
礎資料を得ること

抽出
留置自計方式

国民生活基礎調査準備調査
区から無作為に抽出した500
単位区内のすべての世帯及
び世帯員

拠出金及び受給金の状況、医
療の状況、介護の給付状況、
保育所の利用状況　等

018-860-1314

9

社会保障制度企画調査
（平成30年は「高齢期に
おける社会保障に関す
る意識調査」）

厚生労働省 4その他 リンク 冊子
地域・家庭福祉課内
厚生労働省HP

平成30年 3年に2回 7月中旬 令和2年12月

社会保障制度における給付と負
担、租税制度における負担が所得
の分配に与える影響を所得階層
別、世帯及び世帯員の属性別に明
らかにし、社会保障制度の浸透状
況、影響度を把握することによって、
今後における有効な施策立案の基
礎資料を得ること

抽出
留置自計方式

国民生活基礎調査（所得票）
の調査地区に設定された単
位区から、無作為に抽出した
360単位区内のすべての世帯
の20歳以上の世帯員

その時々の行政需要に応じた
テーマに基づいた状況　等

018-860-1314

10
ひとり親世帯等の子育
てに関するアンケート

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

地域・家庭福祉課内
地域・家庭福祉課HP

平成28年 1回かぎり 6～8月
平成28年12
月

子どもの貧困対策の策定に資する
往復郵送による無記名
アンケート方式

県内の全ひとり親世帯及びひ
とり親以外の生活保護受給子
育て世帯

くらしの様子、子どもの生活に
関する事項、子育てに関する困
りごと

018-860-1342

11
秋田県子育て家庭と子
どもの未来応援アン
ケート

県単独 4その他 PDF形式 地域・家庭福祉課内 令和2年 1回かぎり 8～9月 令和2年12月
第２次秋田県子どもの貧困対策推
進計画策定の基礎資料とする

抽出
無記名アンケート方式

県内の母子父子世帯
子どもの将来に関すること、子
育てに関する困りごと、必要と
する支援

018-860-1342

12
秋田県母子世帯・父子
世帯の実態調査

県単独 4その他 PDF形式
地域・家庭福祉課内
福祉事務所等

令和元年 毎年 8月1日
令和元年10
月

母子・父子世帯の実態を把握し、福
祉施策充実のための基礎資料とす
る

母子父子世帯台帳によ
る

県内の母子父子世帯
年齢別、原因別、児童、雇用の
状況等

018-860-1344
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13 高齢者数調査 県単独 4その他 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

長寿社会課内
長寿社会課HP

令和3年 毎年 7月1日 令和3年9月
高齢者福祉関係事業の基礎資料と
するため

市町村からの報告 全市町村
65～74歳、75歳以上の男女別
人口

018-860-1361

14 高齢者世帯数調査 県単独 4その他 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

長寿社会課内
長寿社会課HP

令和3年 毎年 7月1日 令和3年9月
高齢者福祉関係事業の基礎資料と
するため

市町村からの報告 全市町村
高齢者のみの世帯数及び65～
74歳、75歳以上の男女別独居
者数

018-860-1361

15
介護支援専門員・訪問
介護員数等調査

県単独 4その他
冊子
ｴｸｾﾙ形式

長寿社会課内 令和3年度 毎年 4月1日 令和3年6月
事業所従事者の員数調査により県
内の就労者の動向を把握する

介護保険施設からの報
告

全介護保険施設
事業所で就労する介護支援専
門員、訪問介護員の員数等

018-860-1364

16
介護保険事業状況報告
（月報）

厚生労働省 2一般統計 リンク ｴｸｾﾙ形式
長寿社会課内
厚生労働省HP

令和3年 毎月 翌々月まで 毎月
介護保険制度の実施状況について
把握する

介護保険者から報告
全介護保険者
（市町村、国保中央会）

介護保険の被保険者数、要介
護者数、保険給付等

018-860-1363

17
介護保険事業状況報告
（年報）

厚生労働省 2一般統計 リンク ｴｸｾﾙ形式
長寿社会課内
厚生労働省HP

令和元年度 毎年 3月31日 令和2年8月
介護保険制度の実施状況について
把握する

介護保険者から報告
全介護保険者
（市町村等）

介護保険の被保険者数、要介
護者数、保険給付等

018-860-1363

18 国民健康保険事業状況 県単独 4その他 リンク PDF形式
長寿社会課HP
県政情報資料室

令和2年度 毎年 年度 令和4年3月 国民健康保険事業の現状分析 報告 県内全保険者
一般状況、経理状況、給付状
況

018-860-1351

19 国民健康保険疾病統計
県・県国民健
康保険団体
連合会

4その他 リンク PDF形式
長寿社会課HP
県政情報資料室

令和3年度 毎年 年度 令和4年3月 国民健康保険事業の医療分析
県内全医科・歯科から
の報告

5月度のみ抽出 国保加入率、疾病順位等 018-860-1351

20 保健所実績報告 県単独 1基幹統計 リンク ｴｸｾﾙ形式 障害福祉課内 令和3年度 毎年 年度 令和3年6月
年度毎の県内における精神保健福
祉に関する状況把握

県内各保健所からの報
告

全市町村

市町村別精神障害者数、精神
障害者保健福祉手帳の所持者
数、自立支援医療（精神通院医
療）の支給認定の状況等

018-860-1331

21 630調査 厚生労働省 1基幹統計 ｴｸｾﾙ形式 障害福祉課内 令和3年度 毎年 6月30日 令和3年12月
国の医療計画、障害福祉計画等に
活用すべく精神保健医療福祉の実
態把握

各機関からの報告の集
計

指定自立支援医療機関（精神
通院医療）、県内保健所、県
精神保健福祉センター

県内における医療保護入院・
措置入院等の状況について、
各医療機関の設備・人員体制
について等

県では公表していない 018-860-1331

22 障害福祉の概要 県単独 4その他 リンク PDF形式 障害福祉課HP 令和2年度 毎年 年度 令和3年9月
本県障害福祉に関するデータをまと
め、基礎資料とする。

関係機関からの報告等 全県 障害者数等 018-860-1331

23
秋田県身体障害者基礎
調査

県単独 4その他 リンク PDF形式
障害福祉課HP
（「障害福祉の概要」に掲載）

令和2年度 毎年 年度 令和3年9月
年度毎の県内における身体障害者
に関する状況把握

県内各市町村からの報
告

全市町村
身体障害者数、年齢、障害等
級、施設利用の状況等

018-860-1331

24
知的障害児・者現況調
査

県単独 4その他 リンク PDF形式
障害福祉課HP
（「障害福祉の概要」に掲載）

令和2年度 毎年 年度 令和3年9月
年度毎の県内における知的障害
児・者に関する状況把握

県内各市町村からの報
告

全市町村
知的障害児・者数、年齢、障害
等級、施設利用の状況等

018-860-1331

25
就労継続支援事業所に
おける工賃（賃金）の実
績額について

厚生労働省 4その他 リンク ｴｸｾﾙ形式 障害福祉課ＨＰ 令和2年度 毎年 年度 令和3年8月
県内事業所の工賃状況を把握す
る。

対象事業所からの報告 就労継続支援事業所 前年度の工賃支払い実績 018-860-1332

26
指定障害福祉サービス
事業所一覧

県単独 4その他 リンク ｴｸｾﾙ形式 障害福祉課ＨＰ 令和3年度 四半期 四半期 令和4年1月
本県に所在する指定障害福祉サー
ビス事業所等の状況を公表する。

対象事業所からの報告 障害福祉サービス事業所
法人名、事業所名、サービス種
別、住所

018-860-1332
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27 人口動態統計 厚生労働省 1基幹統計 リンク リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
健康づくり推進課HP
厚生労働省HP

令和2年 毎年 暦年 令和3年9月
出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の
人口動態事象について把握し、各
種行政施策の基礎資料とする

全数
市町村が調査票を作成

全市町村
全住民

出生・死亡・婚姻・離婚年月日、
死因等

018-860-1426

28 人口動態調査特殊報告 厚生労働省 4その他 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

平成25年～平
成29年

ほぼ
毎年

テーマによる 令和2年7月
人口動態調査を基に、特定のテー
マについてとりまとめたもの

人口動態統計と同じ 018-860-1426

29
都道府県別年齢調整死
亡率(人口動態調査特
殊報告)

厚生労働省 4その他 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

平成27年 5年毎 暦年 平成29年6月
年齢構成の異なる集団での死亡の
比較ができるように、年齢構成を調
整した死亡率

人口動態統計と同じ 018-860-1426

30
人口動態保健所・市区
町村別統計(人口動態
調査特殊報告)

厚生労働省 4その他 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

平成25年～平
成29年

5年毎
平成25年1月
1日～平成29
年12月31日

令和2年7月

人口動態統計を基に、各種情報を
二次医療圏、保健所、市区町村毎
にとりまとめ、各地域における地域
保健活動の基礎資料とする

人口動態統計と同じ 018-860-1426

31
人口動態職業・産業別
統計

厚生労働省 4その他 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

平成27年度 5年毎 年度 平成30年3月
人口動態事象と社会経済的属性と
の関連を明らかにする

人口動態統計と同じ
死亡については年齢が15歳
以上。その他は人口動態統
計と同じ

出生、死産時の父母の職業、
死亡時の本人の職業、同居開
始前・別居後の父母の職業

018-860-1426

32 秋田県衛生統計年鑑 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

健康づくり推進課内
健康づくり推進課HP
県政情報資料室

令和元年 毎年 暦年・年度 令和3年3月

人口動態統計、地域保健事業報
告、衛生行政報告例等における秋
田県のデータをとりまとめ、各種施
策の基礎資料とする

人口動態統計、地域保
健・老人保健事業報
告、衛生行政報告例、
医療施設統計、病院報
告、医療関係者の届出
及びその他の関係資料
より作成

018-860-1426

33 簡易生命表 厚生労働省 1基幹統計 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

令和2年 毎年 - 令和3年7月
保健福祉水準を示す総合的指標と
して活用する

人口動態統計等を基礎
資料として作成

各都道府県、各市町村
人口動態統計等を基礎資料と
して算出

018-860-1426

34 完全生命表 厚生労働省 1基幹統計 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

平成27年 5年毎 - 平成29年3月
保健福祉水準を示す総合的指標と
して活用する

人口動態統計と国勢調
査を基礎資料として作
成

各都道府県、各市町村
人口動態統計等を基礎資料と
して算出

018-860-1426

35 都道府県別生命表 厚生労働省 1基幹統計 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

平成27年 5年毎 -
平成29年12
月

保健福祉水準を示す総合的指標と
して活用する

人口動態統計と国勢調
査を基礎資料として作
成

各都道府県
人口動態統計等を基礎資料と
して算出

018-860-1426

36 市区町村別生命表 厚生労働省 1基幹統計 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

平成27年 5年毎 - 平成30年4月
保健福祉水準を示す総合的指標と
して活用する

人口動態統計等を基礎
資料として作成

各都道府県、各市町村
人口動態統計等を基礎資料と
して算出

018-860-1426

37
国民生活基礎調査
(世帯票・健康票・介護
票）

厚生労働省 1基幹統計 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

令和元年 毎年 6月 令和2年7月
保健・医療・福祉・年金・所得等国民
生活の基礎的な事項について世帯
面から総合的に明らかにする

抽出
調査員調査

全国の世帯及び世帯員
性、出生年月、世帯主との続
柄、配偶者の有無、年金受給
状況など

令和2年調査中止 018-860-1426

38
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

2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

健康づくり推進課内
国立社会保障・人口問題研究
所HP

- 毎年 テーマによる -

５年サイクルでテーマを変えて、「全
国家庭動向調査」「生活と支え合い
に関する調査」「人口移動調査」「出
生動向基本調査」「世帯動態調査」
を実施している。

抽出
調査員が調査票を密封
回収

テーマによる テーマによる 018-860-1426

39
世帯動態調査（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

2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

健康づくり推進課内
国立社会保障・人口問題研究
所HP

令和元年 5年毎 7月 令和3年11月
世帯の変動の実態と要因を明らか
にし、行政施策立案の基礎資料とす
る

抽出
調査員調査

全国の世帯主及び世帯員
世帯の属性に関する事項、ライ
フ・コースイベントと世帯内の地
位の変化など

018-860-1426

40
全国家庭動向調査（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

2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

健康づくり推進課内
国立社会保障・人口問題研究
所HP

平成30年 5年毎 7月 令和元年9月

家庭機能の変化の動向や要因を正
確に把握するため、家庭の出産、育
児環境、老親扶養環境の現状、家
族関係の実態を明らかにする

抽出
調査員が調査票を密封
回収

全国すべての世帯の有配偶
女子（妻がいない世帯は世帯
主を対象）

世帯員の人口学的、社会学的
属性、両親・子どもに関する事
項、日常生活でのサポート資源
に関する事項など

018-860-1426

41
生活と支え合いに関す
る調査（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

2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

健康づくり推進課内
国立社会保障・人口問題研究
所HP

平成29年 5年毎 7月 平成30年8月

人々の生活、家族関係と社会経済
状態の実態、社会保障給付などの
公的な給付と、社会的ネットワーク
などの私的な支援が果たしている機
能を精査し、年金、医療・介護など
の社会保障制度の喫緊の課題のみ
ならず、その長期的なあり方、社会
保障制度の利用と密接に関わる個
人の社会参加のあり方を検討する
ための基礎資料を得る

抽出
調査員が調査票を密封
回収

全国の世帯及び世帯員

暮らし向きと生活状況の変化、
生活に困難を抱える世帯の状
況、人と人のつながり・支え合
いの状況、生活費用の担い
手、就労時間帯と生活等

018-860-1426

42
人口移動調査（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

2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

健康づくり推進課内
国立社会保障・人口問題研究
所HP

平成28年 5年毎 7月
平成29年10
月

世帯員の属性、現住所への移動時
期・理由および前住地、生涯の異動
経験等を把握する

抽出
調査員が調査票を密封
回収

全国の世帯主及び世帯員
世帯員の居住暦、将来の居住
地域、居住経験のある都道府
県、離家経験など

018-860-1426
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43
出生動向基本調査（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

2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

健康づくり推進課内
国立社会保障・人口問題研究
所HP

平成27年 5年毎 6月 平成28年9月
結婚並びに夫婦の出生力に関する
実態と背景を調査し、施策・将来推
計人口に必要な基礎資料を得る

抽出
調査員が調査票を密封
回収

全国の妻の年齢50歳未満の
夫婦、18歳～50歳未満の独
身者

性、出生年月、職業、結婚観、
結婚の障害、労働時間、学歴、
兄弟の数など

018-860-1426

44 衛生行政報告例 厚生労働省 2一般統計 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

令和2年 毎年・隔年
年度末、年度
中、年末現在

令和4年1月

各都道府県・指定都市・中核市にお
ける衛生行政の実態を把握し、国及
び地方公共団体の衛生行政運営の
ための基礎資料を得る

都道府県等の報告によ
る

都道府県、指定都市、中核市
を報告対象とする

精神保健福祉関係、栄養関
係、衛生検査関係、環境衛生
関係、食品衛生関係、医療関
係、薬事関係等

018-860-1426

45
地域保健・健康増進事
業報告

厚生労働省 2一般統計 リンク
冊子
CSV形式

健康づくり推進課内
厚生労働省HP

令和元年度 毎年
年度末、年度
中現在

令和3年6月

地域住民の健康の保持及び増進を
目的とした地域の特性に応じた保健
施策の展開等を実施主体ごとに把
握することにより、地域保健対策の
効率的・効果的な推進のための基
礎資料を得る

全国の保健所、市区町
村からの報告による

全国の保健所及び市区町村

母子保健等サービスの実施状
況、老人保健事業の実施状
況、保健所の連絡調整等の実
施状況等

018-860-1426

46
令和2年度秋田県がん
患者等就労実態調査

がん患者相談
部会（県含
む）
秋田労働局
秋田産業保
健総合支援セ
ンター

3届出統計 リンク PDF形式 健康づくり推進課HP 令和2年度 5年毎 7月～8月 令和2年12月
県内の患者・医師・法人が求めてい
るニーズを調査し、実態に沿った就
労支援の基礎資料を得る

抽出
患者900件
法人500件
医師768件

がんに罹患した従業員等の働
き方を支援する制度、がんによ
る長期休暇者の復職方針、仕
事と治療を両立についての意
識等

018-860-1428

47 県民歯科疾患実態調査 県単独 3届出統計 リンク 冊子
調査統計課内
県政情報資料室
県立図書館

平成28年 5年毎 10月～11月 平成29年6月
歯科保健に関する意識や保健行
動、歯科疾患の現状を把握する。

抽出
国民（県民）健康・栄養
調査と同時に行う。

無作為に抽出された地区の
満１歳以上の世帯員

現在歯の状況、喪失歯および
その補綴の状況、口腔清掃状
態、歯肉の状況等

018-860-1426

48 県民健康・栄養調査 県単独 3届出統計 リンク
冊子
PDF形式

健康づくり推進課内
健康づくり推進課HP

平成28年 5年毎 10月～11月 平成29年度
県民の健康寿命延伸を図るための
行政資料とする

国民健康・栄養調査に
内容、地区を上乗せし
て実施

国民健康・栄養調査に準ずる
栄養摂取状況調査、身体状況
調査、生活習慣調査、食習慣
状況調査

018-860-1426

49
健康づくりに関する調
査

県単独 3届出統計 リンク ＰＤＦ形式 健康づくり推進課ＨＰ 令和3年 3年毎 8月～9月 令和4年2月

県民の健康づくりに関する意識や行
動、要望などを把握し、今後の秋田
県における健康づくり施策を推進す
るための基礎資料とする

抽出

県内に居住する満20歳以上
の男女個人
（住民基本台帳を基にした層
化二段無作為抽出法により
3,000人を抽出）

健康状態と健康意識、栄養・食
生活、運動・喫煙・飲酒の習
慣、休養・心の健康、歯の習
慣、特定健康診査・人間ドック・
がん検診等、健康づくりに関す
る情報、社会参加、健康づくり
に関する要望

018-860-1426

50
子供と働き盛り世代の
食習慣状況調査

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

健康づくり推進課内
健康づくり推進課HP

令和2年 - 10月～12月 令和4年1月

将来を担う子供とその保護者である
働き盛り世代の食習慣及び意識や
環境を調査し、健康づくり及び生活
習慣病予防を進める施策の企画立
案に関する基礎資料と評価指標の
ベースラインを得る

学校単位での抽出によ
るアンケート調査

県内全市町村から抽出された
小学校71校の第6学年に在籍
している児童及び保護者

子供：食の現状とヘルシリテラ
シー
調理担当保護者：子供の食に
対する問題意識、ヘルスリテラ
シー
調理を担当しない保護者：ヘル
シリテラシー、行動変容を促し
持続させる環境

018-860-1426

51
医師・歯科医師・薬剤師
統計

厚生労働省 4その他 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

医務薬事課内
厚生労働省HP

令和2年 隔年 12月31日 令和4年3月
従業場所、診療科等による分布を
明らかにし、厚生労働行政の基礎
資料を得る

全数
全ての医師、歯科医師、薬剤
師

氏名・性別、生年月、国籍、従
事内容等

018-860-1411

52 患者調査 厚生労働省 1基幹統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

医務薬事課内
厚生労働省HP

令和2年 3年毎

病院：10月21
日～23日のう
ち1日
診療所：10月
21、22、24日
のうち1日

令和4年6月
下旬(予定)

患者の疾病状況等の実態を明らか
にし、医療行政の基礎資料を作る

抽出 医療施設を利用する患者 性別、生年月日、住所地等 018-860-1411

53
医療施設調査・病院報
告

厚生労働省 1基幹統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

医務薬事課内
厚生労働省HP

令和2年

医療施設調
査：3年毎
病院報告：
毎月

医療施設調
査：10月1日
病院報告：毎
月末

令和4年4月
下旬(予定)

全国の医療施設の分布等を明らか
にし、医療行政の基礎資料を得る

全数
全国の病院、診療所及び歯
科診療所

施設名、診療所の所在地、診
療科目、許可病床数等

018-860-1411

54 受療行動調査 厚生労働省 2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

医務薬事課内
厚生労働省HP

令和2年 3年毎
10月21日～
23日のうち1
日

令和4年7月
(予定)

患者の医療に対する認識や行動を
明らかにし、今後の医療行政の基
礎資料を得る

抽出
全国の一般病院を利用する
患者

診察前の待ち時間、病院を選
ぶ際の情報等

018-860-1411

55 無医地区等調査 厚生労働省 2一般統計 リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

厚生労働省ＨＰ 令和元年 5年毎 10月31日 令和２年５月

全国の無医地区等の実態及び医療
確保体制の実態を調査し、へき地
保健医療体制の確立を図るための
基礎資料を得る

全数
（市町村が調査票を作
成）

全国の無医地区等を有する
市町村

無医地区等の状況、最寄医療
機関までの交通事情及び無医
地区等の内情等

018-860-1406

56 無歯科医地区等調査 厚生労働省 2一般統計 リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

厚生労働省ＨＰ 令和元年 5年毎 10月31日 令和２年５月

全国の無歯科医地区等の実態及び
医療確保体制の実態を調査し、へ
き地保健医療体制の確立を図るた
めの基礎資料を得る

全数
（市町村が調査票を作
成）

全国の無歯科医地区等を有
する市町村

無歯科医地区等の状況、最寄
医療機関までの交通事情及び
無歯科医地区等の内情等

018-860-1406

医務薬事課

健

康

福

祉

部

健康づくり
推進課
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部

局
番
号

所属 調査名 実施主体
統計の
種類

URL（県以外）
※除 e-Stat

URL（県） 状態・形式 閲覧場所 直近年 周期
時点また
は期間

直近版
公表時期

目的 調査方法 調査対象 主な調査項目 備考 電話番号

1 県民生活課 旅券統計
外務省及び県
単独

4その他 リンク リンク
冊子
PDF形式

県政情報資料室
県民生活課HP

令和2年 毎年 暦年 令和3年3月
旅券取得の実態を把握し、各種行
政事務の参考資料とする

全数
外務省調査

全県
発行件数、申請件数、交付件
数等

018-860-1112

2 環境管理課 環境白書 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

環境管理課内
環境管理課HP
県政情報資料室

令和3年版
（令和2年度実
績）

毎年 3月31日 令和3年12月

環境基本条例第11条の規定に基づ
き、県内の環境の状況と施策につ
いて公表するとともに、各種行政施
策の基礎資料とする。

関係各課への照会
市町村報告等

県内全域
環境関連及び自然保護関連等
データ

掲載データ等問い合わ
せ先：各担当課

018-860-1571

3
温暖化
対策課

秋田県内の温室効果ガ
ス排出量について

県単独 4その他 リンク PDF形式 温暖化対策課HP 平成29年度 毎年 年度 令和3年3月
秋田県地球温暖化対策地域推進計
画の進行管理に係る資料とする。

データ収集 県内全域
温室効果ガス種別ごとの排出
量

018-860-1573

4
秋田県の一般廃棄物の
現状「秋田県の一般廃
棄物の現状について」

環境省 2一般統計 リンク PDF形式
環境整備課内
環境整備課HP
各保健所

令和3年度（令
和2年度実績）

毎年 3月31日
令和4年5月
（予定）

市町村の一般廃棄物の実態を把握
し、各種行政施策その他の基礎資
料とする。

市町村報告 全市町村及び一部事務組合 ごみの排出量、ごみの処理量 018-860-1622

5

産業廃棄物実態調査
「秋田県産業廃棄物実
態調査フォローアップ等
調査報告書」

県単独 3届出統計 リンク
冊子
PDF形式

環境整備課内
環境整備課HP
県立図書館

令和3年度（令
和2年度）実
績）

毎年 3月31日
令和4年3月
（予定）

排出事業者の産業廃棄物の実態を
把握し、各種行政施策その他の基
礎資料とする

抽出調査 産業廃棄物の排出事業者
産業廃棄物の排出量、処理状
況

018-860-1624

6 海岸漂着ごみ組成調査 県単独 4その他 リンク PDF形式
環境整備課内
環境整備課HP

令和3年度 毎年 3月31日
令和4年3月
（予定）

長期的に、継続して漂着ごみの組
成や存在量を調査し、それらの経年
変化を把握することで、効果的な海
岸漂着物対策を推進する。

現場調査 県内の海岸
海岸漂着物の内訳、個数、重
量、容積

018-860-1622

7 生活衛生課業務概要 県単独 3届出統計 リンク PDF形式
生活衛生課内
生活衛生課HP

令和3年（令和
2年度実績）

毎年 3月31日 令和3年6月
各種施設数及び指導状況等を把握
し、施策の基礎資料とする

保健所報告
権限委譲市町村報告

・全市町村 各種施設数及び指導状況等 018-860-1592

8
水道統計（施設・業務
編）

厚生労働省 4その他
冊子

生活衛生課内 令和元年度 毎年 3月31日 令和3年10月
水道事業等の業務、施設概況等を
把握し、施策の基礎資料とする

市町村報告
・水道事業
・専用水道
・飲料水供給施設

事業計画と普及状況
施設の概要
取水・給水・財務状況等

018-860-1592

9 全国簡易水道統計 厚生労働省 4その他
冊子

生活衛生課内 令和元年度 毎年 3月31日 令和3年6月
簡易水道事業の業務、施設概況等
を把握し、施策の基礎資料とする

市町村報告 ・簡易水道事業
事業計画と普及状況
施設の概要
取水・給水状況等

018-860-1592

10
水道統計（施設・業務
編）
【耐震化編】

厚生労働省 4その他 PDF形式 生活衛生課内 令和元年度 毎年 3月31日 令和3年2月
水道施設の耐震化状況を把握し、
施策の基礎資料とする

市町村報告 ・水道事業
管路・浄水場等水道施設の耐
震化状況等

018-860-1592

11 水道統計（水質編） 厚生労働省 4その他 CD-ROM 生活衛生課内 令和元年度 毎年 3月31日 令和3年10月
水道事業等の水質検査結果等を把
握し、施策の基礎資料とする

市町村報告 上水道事業体 原水及び浄水の水質検査結果 018-860-1592

12
秋田県水道施設現況調
査

県・厚生労働
省

4その他 リンク PDF形式

生活衛生課内
生活衛生課HP
各保健所
県政情報資料室

令和元年度 毎年 3月31日 令和3年5月
水道事業等の業務、施設概況等を
把握し、施策の基礎資料とする

市町村報告

・水道事業
・専用水道
・小規模水道
・簡易専用水道

事業計画と普及状況
施設の概要
取水・給水状況等

018-860-1592

13 温泉利用状況報告書 環境省 4その他 リンク リンク
ＰDF形式
ｴｸｾﾙ形式

自然保護課内
環境管理課HP
（環境白書内）
環境省HP（一部）

令和3年度
（令和2年度実
績）

毎年 3月31日 令和4年3月
温泉の数、利用状況を把握し、行政
施策の基礎資料とする。

全数
保健所より報告

全温泉
利用・未利用、自噴・動力、宿
泊施設数等

018-860-1614

14 鳥獣関係統計 環境省 4その他 リンク 冊子 環境省ＨＰ
令和3年度
（令和2年度実
績）

毎年 3月31日 -

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律に基づく法定
報告。鳥獣の捕獲状況等を把握し、
行政施策の基礎資料とする。

各地域振興局からの報
告

・狩猟免許交付状況
・狩猟者登録状況
・野生鳥獣の捕獲数量

・許可及び狩猟による鳥獣の捕
獲数
・狩猟免許状、狩猟者登録証交
付状況　等

018-860-1613

15 自然公園等利用者数調 環境省 2一般統計 リンク
冊子
ＰＤＦ形式
ｴｸｾﾙ形式

環境省ＨＰ
令和3年度
(令和2年実績)

毎年 暦年
令和3年9月
（令和元年実
績の公表）

自然公園等の利用者数を把握し、
公園計画の策定及び施設整備等、
自然公園行政の推進に必要な基礎
資料を得る。

県観光統計の数値及び
関係市町村等への照会

・自然公園等の利用者数

・自然公園別利用者数
・集団施設地区等利用者数
・ビジターセンター利用者数
・長距離自然歩道利用者数

018-860-1612

生

活

環

境

部

環境整備課

生活衛生課

自然保護課
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局
番
号

所属 調査名 実施主体
統計の
種類

URL（県以外）
※除 e-Stat

URL（県） 状態・形式 閲覧場所 直近年 周期
時点また
は期間

直近版
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目的 調査方法 調査対象 主な調査項目 備考 電話番号

1
農林水産業及び農山漁
村に関する年次報告

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

農林政策課内
農林政策課HP

令和2年度 毎年 年度 令和3年6月
農林水産業及び農山漁村の動向
や、それらの振興に関し県が講じた
施策を明らかにする

部内各課室の報告 全市町村
農林水産業の概況、流通の動
き、農家経営の動き、水産業の
動き、森林・林業の動き

018-860-1723

2
秋田県農林水産業累年
統計表

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

農林政策課内
農林政策課HP

令和元年度 隔年
項目ごとに基
準日を設定

令和2年3月
農林水産業に関する統計をまとめ、
県のデータブックとする

既存統計資料の収集 全市町村
農家数・農家人口・面積・収量・
農業産出額・木材需給量・漁業
経営体数

令和3年度版は令和4年
3月末に公表予定

018-860-1723

3

農地の権利移動・借賃
等調査
(土地管理情報収集分
析調査)

農林水産省 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

農林水産省HP 平成30年 毎年 暦年 令和3年3月
農地等についての権利移動及び転
用状況を把握する

市町村の報告 全市町村
農地の権利移動の面積、転用
面積

018-860-1728

4 農業経済課 総合農協統計表 農林水産省 4その他 冊子 農業経済課内 平成30年 毎年 3月31日 令和2年6月
総合農協に関する組織、財務等の
基礎資料を収集する。

全数総合農協からの回
答

全総合農協
組合員数、役職員数、財務諸
表等

018-860-1768

5 水産漁港課
秋田県水産関係施策の
概要

県単独 4その他
冊子 水産漁港課内

県政情報資料室
令和3年 毎年

各資料によっ
て異なる

令和3年9月
本県水産業の動向や主要事業につ
いてまとめ、基礎資料とする

既存統計資料の収集、
関係者への調査等

全県
重点施策、事業の概要、県内
水産業の概況等

018-860-1885

6 木材情報あきた 県単独 4その他
冊子
PDF形式

林業木材産業課内
各森づくり推進課

令和3年 毎月 毎月 毎月末

原木及び製品の需給・価格の実態
と動向、住宅建築・金融状況を把握
し、その結果を整理分析し、関係業
界に情報を提供し木材需給及び価
格の安定かつ適正化を図る。

抽出
関係者への調査等

木材産業関係者（企業・団体）
等

原木及び製品の需給・価格の
実態と動向、住宅建築・金融状
況

018-860-1914

7
秋田県林業統計（時系
列版）

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

林業木材産業課内
林業木材産業課HP
県立図書館等
各森づくり推進課
県政情報資料室

令和2年度 5年毎 年末・年度末 令和3年3月

森林・林業並びに木材産業の時系
列によるデータを把握し、林務行政
施策をはじめ、各種活動における基
礎資料とする。

抽出
関係者への調査等

森林・林業・木材産業関係者
（企業・団体）等

森林資源、整備、林業生産、木
材需給、価格等

018-860-1914

8 秋田県林業統計 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

林業木材産業課内
林業木材産業課HP
県立図書館等
各森づくり推進課
県政情報資料室

令和2年度（令
和元年度実
績）

毎年 年末・年度末 令和3年10月
森林・林業並びに木材産業のデータ
を把握し、林務行政施策をはじめ、
各種活動における基礎資料とする。

抽出
関係者への調査等

森林・林業・木材産業関係者
（企業・団体）等

森林資源、整備、林業生産、木
材需給、価格等

018-860-1914

9
木材需給と木材・木工
業

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

林業木材産業課内
林業木材産業課HP
県立図書館等
各森づくり推進課
県政情報資料室

令和2年度（令
和元年度実
績）

毎年 年末・年度末 令和3年2月
主として木材産業のデータを把握
し、林務行政施策をはじめ、各種活
動における基礎資料とする。

抽出
関係者への調査等

森林・林業・木材産業関係者
（企業・団体）等

木材需給、価格、流通、木材輸
入、住宅着工動向等

018-860-1914

10 森林組合の概況 県単独 4その他
冊子
PDF形式

林業木材産業課内
各森づくり推進課

令和2年度（令
和元年度実
績）

毎年 3月31日 令和3年2月
県内森林組合連合会及び森林組合
に関するデータを把握し、林務行政
施策等の基礎資料とするため。

全数
関係者への調査等

秋田県森林組合連合会、森
林組合、生産森林組合

森林組合の組織体制・財務状
況・事業実績等

018-860-1914

11
秋田県森林・林業の概
要

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

林業木材産業課内
各森づくり推進課

令和3年度（令
和元年度実
績）

毎年 3月31日 令和3年4月
森林・林業並びに木材産業のデータ
を把握し、林務行政施策をはじめ、
各種活動における基礎資料とする。

抽出
関係者への調査等

森林・林業・木材産業関係者
（企業・団体）等

森林組合の組織体制・財務状
況・事業実績等

018-860-1914

12
木質バイオマスエネル
ギー利用動向調査

林野庁 2一般統計 リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

林野庁HP
令和2年次実
績

毎年 年末 令和3年8月

木質バイオマスをエネルギー利用し
ている事業所等に調査を行い、木
質バイオマスエネルギ―利用動向
を把握する。

抽出
関係者への調査等

木質バイオマス(チップ、ペ
レット等)をエネルギー利用し
ている者

利用した設備の動向、公的補
助の活用状況、利用した木質
バイオマス量等

018-860-1916

13
特用林産物生産統計調
査

林野庁 2一般統計 リンク ｴｸｾﾙ形式 林野庁HP
令和2年次実
績

毎年 年末 令和3年6月

都道府県の特用林産物の生産等の
変動の実態を継続的に把握し、そ
の調査結果を分析して需給の安定
等に関する施策を推進することを目
的とする。

抽出
関係者への調査等

木質粒状燃料（ペレット）を生
産している者

木炭等の生産量、生産者数等 018-860-1916

14
地域特産野菜生産状況
調査

農林水産省 2一般統計 ｴｸｾﾙ形式 農林水産省HP
令和2年次実
績

隔年 暦年 令和2年12月

産地の育成、消費ニーズを踏まえた
野菜の安定供給と、産地の状況に
応じたきめ細かな野菜行政を推進
するための基礎資料とする。

市町村の報告 全市町村
地域特産野菜の作付面積・出
荷量等

018-860-1803

15 特産果樹生産動態調査 農林水産省 4その他 ｴｸｾﾙ形式 農林水産省HP
令和元年次実
績

毎年 8月 令和4年3月

産地の状況に応じたきめ細かな果
樹行政の遂行に資するため、都道
府県において生産される多様な果
樹の生産状況等を把握

市町村の報告 全市町村
品種別の栽培面積、収穫量、
出荷量等

018-860-1804

16
特用林産物生産統計調
査

農林水産省 2一般統計
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

農林水産省HP
令和2年次実
績

毎年 暦年 令和3年8月

都道府県の特用林産物の生産等の
変動の実態を継続的に把握し、そ
の調査結果を分析して需給の安定
等に関する施策を推進するととも
に、生産者や消費者に情報提供を
図っていく上で必要な基礎資料を得
ることを目的として実施。

市町村の報告 全市町村

しいたけ生産量、同生産者数、
その他きのこの生産量、同生
産者数、きのこの出荷先内訳
等

018-860-1803

17
地域特産作物に関する
調査

公益財団法
人日本特産
農産物協会

4その他 ＰDＦ形式
公益財団法人日本特産農産
物協会

令和2年調査
報告書（令和
元年産）

毎年 暦年 令和3年３月

地域特産作物は、中山間地域を含
む地域活性化・農業振興にとっては
重要な地位を占めていることから、
その栽培状況や生産体制、流通状
況、さらには地域振興に向けた取り
組み状況等の情報を収集して基礎
データとして整備し、関係者に幅広く
提供することによって地域特産作物
の産地育成等を支援する。

市町村の報告 全市町村
工芸農作物、薬用作物、薬用
人参、和紙原料の生産状況等

018-860-1803

農

林

水

産

部

農林政策課

林業木材
産業課

園芸振興課
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1 産業政策課 県内経済動向調査 県単独 4その他 リンク PDF形式
産業政策課内
産業政策課HP
各地域振興局内

令和3年 毎月 月末 毎月

県内経済動向を迅速かつ正確に把
握し、分析することで、産業労働政
策を機動的に運用し、もって企業の
経営安定と労働者の雇用の安定に
資する

調査票と面接による聞
き取り調査

約144社 生産額、景況感、資金繰り 018-860-2214

2

産業政策課
デジタルイノ
ベーション
戦略室

県内事業者のICT活用
に関する事態調査

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

デジタルイノベーション戦略室
内
デジタルイノベーション戦略室
ＨＰ

令和2年 -
調査の都度、
基準日を設定

令和2年3月

地域産業の情報化推進と県内ＩＣＴ
関連産業の強化に向け、県内事業
者におけるICTの活用実態等を把握
し、今後の施策方針や具体手法の
検討に活用する。

抽出
郵送調査と面談による
聞き取り調査

県内に本社を有する中小企
業・小規模事業者
約1,778社

事業所の基本情報、売上高、
経営課題、ICT活用の現状、今
後のＩＣＴ活用の意向・課題等

018-860-2245

3 知的財産活動調査 特許庁 2一般統計 リンク PDF形式 特許庁HP 令和2年 毎年 9月 令和2年7月

我が国の知的財産政策を企画立案
するにあたっての基礎資料を整備
するため、我が国の個人、法人、大
学等公的研究機関の知的財産活動
の実態を把握する

抽出調査

2018年中に特許出願、実用
新案登録出願、意匠登録出
願、商標登録出願のいずれ
かについて出願実績のある
国内の個人、法人、大学等公
的研究機関約6300者

知的財産部門の活動状況、産
業財産権制度の利用状況、産
業財産権の実施状況

018-860-2247

4

都道府県等及び政令指
定都市における科学技
術に関連する予算の調
査

文部科学省 4その他
冊子
PDF形式

文部科学省ＨＰ
地域産業振興課内

令和3年度 毎年 10月 令和4年2月
科学技術に関連する予算を把握す
る

都道府県及び政令指定
都市の報告

全都道府県及び全政令指定
都市

科学技術に関連する予算（当
該年度当初予算及び前年度最
終予算）

018-860-2247

5 商業貿易課 秋田県の貿易 県単独 4その他 リンク PDF形式
商業貿易課内
商業貿易課内HP

令和2年 毎年 暦年 令和4年2月
県内の貿易に関する実態を把握す
る

各機関で発行している
統計資料からの数値抜
粋

函館税関
港湾空港課
秋田空港管理事務所

県内の貿易額及び秋田港国際
コンテナ取扱の実績

018-860-2218

6 労働組合基礎調査
県・厚生労働
省

2一般統計 リンク リンク
PDF形式(一
部)

雇用労働政策課内
雇用労働政策課HP

令和3年 毎年 6月30日 令和4年1月
労働組合数・労働組合員数・加盟組
織系統等を明らかにする

調査票郵送・持参等 県内全労働組合 組合員数・組織系統等 018-860-2334

7
労働条件等実態調査
「労働条件等実態調査
報告書」

県単独 3届出統計 リンク
冊子
PDF形式(一
部)

雇用労働政策課内
雇用労働政策課HP
県政情報資料室

令和3年 毎年 9月30日 令和4年3月
県内民間事業所における労働条件
等基本的事項を把握し、労働条件
等の基礎資料とする

抽出
調査票郵送

約1,700事業所
労働時間、休日休暇、育児・介
護休業制度実施状況等

018-860-2334

8
秋田県出稼労働者推計
調査

県単独 4その他 リンク PDF形式
雇用労働政策課内
雇用労働政策課HP

令和3年 隔年 11月20日 令和4年1月
出稼労働者数を把握し、各種行政
施策その他の基礎資料とする

市町村の報告 全市町村
農家・非農家、年齢、出稼期
間、就労先、就労業種等

018-860-2334

9
職業能力開発に関する
アンケート調査

県単独 4その他 冊子 雇用労働政策課内 令和2年 5年毎 6月30日 令和3年10月

職業能力開発に対する事業所や求
職者等の意識や考え方などを把握
し、職業能力開発事業に関する方
針を策定するために必要な基礎資
料を得る

抽出
調査票郵送

県内事業所、求職者、県内９
高等学校等の２年生、県立技
術専門校の修了生

属性、職業能力開発の実施状
況、技能労働者の雇用状況、
職業能力開発施設の認知度、
職業能力開発施策への意見等

018-860-2301

産

業

労

働

部

地域産業
振興課

雇用労働
政策課
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部

局
番
号

所属 調査名 実施主体
統計の
種類

URL（県以外）
※除 e-Stat

URL（県） 状態・形式 閲覧場所 直近年 周期
時点また
は期間

直近版
公表時期

目的 調査方法 調査対象 主な調査項目 備考 電話番号

1
建設工事受注動態統計
調査

国土交通省 1基幹統計 リンク

冊子
CD-R
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

建設政策課
国土交通省HP

令和2年度 毎月 年度
令和3年5月
（年度報）

建設工事受注動向及び公共機関 ・
民間等からの受注工事の詳細を把
握することにより、各種の経済・社会
施策のための基礎資料を得るととも
に、企業の経営方針策定時におけ
る参考資料を提供する

抽出
約1万2千業者
（秋田県　毎年約160社）

月間受注高、公共機関からの
受注工事、民間等からの受注
工事

018-860-2910

2 建設工事施工統計調査 国土交通省 1基幹統計 リンク

冊子
CD-R
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

建設政策課
国土交通省HP

令和元年度 毎年

令和元年度
（ただし、決算
日が令和2年
3月31日以外
の調査対象
者にあって
は、以前の直
近決算日か
ら，さかのぼ
ること1年間）

令和3年3月

建設工事の完成工事高等を調査
し、建設業の実態・建設活動の内容
を明らかにすることによって、経済
活動、建設行政等に資する

抽出
約11万業者
（秋田県　毎年約1,300社）

経営組織、資本金又は出資
金、有形固定資産、業態別工
事種類、就業者数、年間完成
工事高、兼業売上高、年間受
注高等

018-860-2910

3 地価調査結果 県単独 4その他 リンク PDF形式
建設政策課
建設政策課HP
国土交通省HP

令和3年 毎年 7月1日 令和3年9月

基準地の正常な価格を調査し、地
価公示を補完しつつ、一般の土地
取引の指標となる調査価格を公表
する

抽出
324地点
(R2)

住宅地、商業地、工業地等の
基準地価格他

018-860-2421

4
秋田県の土地利用
（土地利用に関する現
況）

県単独 4その他 リンク PDF形式 建設政策課HP 令和3年 毎年 令和元年度 令和3年3月
各種統計資料から土地に関連する
情報を集約し、土地対策等の基礎
資料とする

各種統計公表資料の引
用
庁内関係課に対する事
業実績等調査

全市町村
土地利用現況、土地所有状
況、土地取引状況、開発許可
等の件数・面積、地価動向等

018-860-2421

5 土地利用動向調査 県単独 4その他 リンク PDF形式 建設政策課HP 平成25年 毎年 平成24年度 平成25年9月
秋田県土地利用基本計画の管理の
ため、土地利用の現況と動向を把
握する

庁内関係課に対する事
業実績等調査

全市町村
開発許可等の件数・面積、主要
施設の整備・開発状況等

調査終了 018-860-2421

6
法人土地･建物基本調
査

国土交通省 1基幹統計 リンク 冊子 建設政策課 平成30年 5年毎 1月1日 令和2年9月

全国の土地・建物の所有・利用状況
等に関する実態を明らかにし、土地
の有効利用を的確に進めるうえで
必要となる基礎的な統計データを収
集・整備するため

抽出 約49万法人

法人について、土地の所有状
況、所有する土地について、建
物の所有状況、所有する建物
について等

018-
860-
2421

7 都市計画課
都市計画現況調査
（都市計画年報）

国土交通省 4その他 リンク
冊子
PDF形式

都市計画課内
国土交通省HP

令和2年度 毎年 3月31日 令和3年4月
都市計画に関する種々の現況を把
握するとともに広範な利用に供する
ため

都市計画現況調査（都
道府県報告）

都道府県
政令市
市町村

都市計画区域、市街化区域、
地域地区、都市計画施設、市
街地開発事業、地区計画等

018-860-2441

8 下水道統計 国土交通省 4その他
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

下水道マネジメント推進課内 令和3年度 毎年 3月31日 令和3年12月
下水道の計画、施設及び維持管理
状況を把握し下水道行政の適正化
を図るため

下水道施設等実態調査
下水道事業を実施している
都道府県、政令市、市町村

計画、普及状況、現有施設、各
種作業、水質試験成績、財政
関連、負担金・使用料、執行体
制

018-860-2461

9
あきたの下水道【資料
編】

県単独 4その他 リンク PDF形式
下水道マネジメント推進課内
下水道マネジメント推進課HP

令和3年度 毎年 3月31日 令和3年10月

生活排水処理施設（公共下水道、
農業集落排水等、合併処理浄化
槽）の普及状況を把握し、公表する
ため

市町村の報告 全市町村及び県
住基人口に対する施設整備の
フレーム、整備人口、普及率等

018-860-2461

10 道路現況調書 県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

道路課HP
県政情報資料室

令和2年度 毎年
令和3年3月
31日

-
道路の現況を明らかにし、道路整備
計画の立案・策定及び管理等に関
する基礎資料とする

道路施設現況調査
県
県内市町村

道路の延長・舗装率、改良率等 018-860-2483

11 道路統計年報 国土交通省 4その他 リンク
ｴｸｾﾙ形式
(.xlsx)

国土交通省HP 令和元年度 毎年
令和2年3月
31日

-
道路の現況を明らかにし、道路整備
計画の立案・策定及び管理等に関
する基礎資料とする

道路施設現況調査
（データ引用・再集計）

国土交通省
都道府県
政令市
市町村

道路の延長・舗装率、改良率等 018-860-2483

12 一般交通量調査 国土交通省 4その他 リンク リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式
(.xlsx)

道路課HP
県政情報資料室

平成27年度 5年毎 - -

道路の交通量、道路現状を調査し、
道路整備計画立案のため、道路の
計画、建設、管理などについての基
礎資料とする

対象路線から調査区間
を抽出し、観測員、調査
員による観測・調査

一般都道府県道以上の全路
線

道路状況、交通量、旅行速度 018-860-2483

13 港湾空港課 港湾調査 国土交通省 1基幹統計 リンク リンク

【県】
冊子
【国土交通
省】
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

港湾空港課
港湾事務所
国土交通省HP

令和2年 毎年 暦年 令和4年1月
港湾の実態を明らかにし、港湾の開
発、利用及び管理に資するため

調査員調査 県内5港湾 入港船舶、海上出入貨物等 018-860-2541

14 建築住宅課 建築着工統計調査 国土交通省 1基幹統計 リンク リンク
冊子(年度版)
PDF形式

建築住宅課内
建築住宅課HP（秋田県分の
み）
国土交通省HP

年報は
令和3年
月報は
前前月分

毎月

月末
（前前月分
一ヶ月分を集
計）

令和4年2月
全国における建築物の建設の着工
動態を明らかにし、建築及び住宅に
関する基礎資料を得る

建築工事届から必要事
項を転記

全市町村

着工予定期日及び完了予定期
日、工事の予定期間、敷地の
位置、建築主の種別、工事種
別、建築物の構造・用途・床面
積、工事費予定額等

018-860-2565

15 河川砂防課 水害統計調査 国土交通省 2一般統計 リンク
冊子(年度版)
PDF形式

国土交通省HP 令和3年 毎年 暦年 令和3年8月

洪水、内水、高潮、土石流等の水害
により、個人・法人が所有する資
産、河川・道路等の公共土木施設、
及び運輸・通信等の公益事業等施
設に発生した被害の実態を把握し、
治水に係る各種行政施策の実施に
必要な基礎資料を得るため

市町村・公益事業者の
報告

全市町村
公益事業者

一般資産水害統計調査、公共
土木施設水害統計調査、公益
事業等水害統計調査

018-860-2514

建

設

部

建設政策課

下水道
マネジメント
推進課

道路課
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部

局
番
号

所属 調査名 実施主体
統計の
種類

URL（県以外）
※除 e-Stat

URL（県） 状態・形式 閲覧場所 直近年 周期
時点また
は期間

直近版
公表時期

目的 調査方法 調査対象 主な調査項目 備考 電話番号

1 職員給与実態調査 県・人事院 4その他 リンク
冊子(年度版)
PDF形式

人事委員会事務局ＨＰ 令和3年 毎年 4月1日 令和3年10月
職員の給与の実態を把握し、給与
行政の基礎資料を得るため

データ集計

４月１日時点で次の条例の適
用を受ける職員（休職等の職
員除く）
・一般の職員の給与に関する
条例
・市町村立学校職員の給与等
に関する条例

「部局別、給料表別調査人
員」、「給料表別平均給与月額
等」等

018-860-3255

2
職種別民間給与実態調
査

県・人事院 2一般統計 リンク
冊子(年度版)
PDF形式

人事委員会事務局ＨＰ 令和３年 毎年 4月 令和3年10月 職員の給与を検討するため 抽出（無作為）
全産業の企業規模５０人以上
で、かつ、事業所規模５０人
以上の県内の民間事業所

「産業別、企業規模別調査事業
所数」、「民間における給与改
定の状況」等

018-860-3255

職員課

人

事

委

員

会

事

務

局
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部

局
番
号

所属 調査名 実施主体
統計の
種類

URL（県以外）
※除 e-Stat

URL（県） 状態・形式 閲覧場所 直近年 周期
時点また
は期間

直近版
公表時期

目的 調査方法 調査対象 主な調査項目 備考 電話番号

1 地方教育費調査 文部科学省 2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

教育庁総務課内
文部科学省HP

地方教育費調
査：令和3年
教育行政調
査：令和3年

地方教育費
調査：毎年
教育行政調
査：隔年

地方教育費
調査：調査実
施前会計年
度
教育行政調
査：5月1日

地方教育費
調査：令和3
年12月
教育行政調
査：令和3年
12月

学校教育、社会教育、生涯学習関
連及び教育行政のために地方公共
団体から支出された経費並びに授
業料等の収入の実態及び地方教育
行政機関の組織等の実態を明らか
にして、国・地方を通じた教育諸施
策を検討・立案するための基礎資料
を得る

全数調査
都道府県・市町村教育委員
会、公立学校（大学及び短期
大学を除く）

支出項目別・財源別教育費（学
校教育・社会教育・教育行政）、
知事部局における生涯学習関
連費等
教育委員会教育委員・教育長
の性別、年齢、職業、履歴等

018-860-5112

2 社会教育調査 文部科学省 1基幹統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

教育庁総務課内
文部科学省HP

令和3年 3年毎 10月1日
令和5年3月
(予定)

社会教育に関する基本的事項を調
査し、社会教育行政上の基礎資料
を得る

全数調査

教育委員会、都道府県知事
部局、市町村長部局、公民
館、図書館、博物館、博物館
類似施設、青少年教育施設、
女性教育施設、社会体育施
設、民間体育施設、文化会館

社会教育関係職員に関する事
項、社会教育委員に関する事
項、社会教育事業の実施状
況、公民館等の施設・設備・事
業実施・利用・ボランティア活動
の各状況等

018-860-5112

3 学校教員統計調査 文部科学省 1基幹統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

教育庁総務課内
文部科学省HP

令和元年 3年毎 10月1日 令和3年3月

学校の教員構成、教員の個人属
性、職務態様及び異動状況等を調
査し、教員に関する諸施策の検討・
立案のための基礎資料を得る

全数調査（一部抽出の
項目あり）

幼稚園、幼保連携認定こども
園、小学校、中学校、義務教
育学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、大学、
高等専門学校、専修学校、各
種学校の教員

教員の性別、年齢、職名、学
歴、勤務年数、教員免許状の
種類、週担当授業時数、給料
月額、異動状況（採用・転入・離
職）等

018-860-5112

4 福祉行政報告例 厚生労働省 2一般統計 リンク
冊子
ｴｸｾﾙ形式

厚生労働省HP 令和3年 毎年 月末
各月約2か月
半後

保育所及び幼保連携型認定こども
園入所・退所児童数の把握

市町村報告 全市町村（秋田市を除く） 年齢別入所児童数等 018-860-5127

5
保育所等利用待機児童
数調査
（児童福祉関係）

厚生労働省 4その他 リンク
冊子
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

厚生労働省HP 令和3年 毎年 4月1日 約半年後 待機児童数の把握 市町村報告 全市町村（秋田市を除く） 年齢別待機児童数等 018-860-5127

6
地域児童福祉事業等調
査
（児童福祉関係）

厚生労働省 2一般統計 リンク 冊子 厚生労働省HP 令和3年 毎年 10月1日 令和2年 児童福祉行政施策推進の基礎資料 抽出等 全市町村等 児童福祉に関する事業内容等 018-860-5127

7 義務教育課 学習状況調査 県単独 4その他 リンク PDF形式
義務教育課内
義務教育課HP

令和3年 毎年 12月
令和4年
3月

児童生徒の学習状況の把握
ペーパーテスト及び質
問紙

小4から中2までの全児童生
徒

各設問ごとの通過率等 018-860-5144

8 高校教育課
秋田県高等学校卒業者
の進路状況調査

県単独 4その他 リンク
冊子
PDF形式

高校教育課内
教育委員会HP

令和3年 毎年 3月31日 令和3年7月
高等学校卒業者の進路状況を把握
し、教育行政の基礎資料とする

各高等学校の報告によ
る

全高等学校
進学者数、就職者数、学部学
科別、分野別、業種別、地域別
等

018-860-5165

9 新体力テスト調査 県単独 4その他 冊子 保健体育課内 令和3年 毎年 4月～9月 令和4年2月
本県の児童生徒等の実態を把握
し、体育・健康教育の基礎資料とす
る

抽出ほか 児童・生徒等（小･中･高） 運動能力に関する実技 R2調査なし 018-860-5202

10
全国体力・運動能力、
運動習慣等調査

スポーツ庁 2一般統計 リンク PDF形式 スポーツ庁HP 令和3年 毎年 4月～7月 令和3年12月
児童生徒等の実態を把握し、体育・
健康教育の基礎資料とする

悉皆
教育委員会、学校、児童・生
徒等（小5・中2）

運動能力・運動習慣等 R2調査なし 018-860-5202

11
児童生徒のライフスタイ
ル調査

県単独 2一般統計 冊子 保健体育課内 令和3年 毎年 5月～6月 令和4年3月
児童生徒等の実態を把握し、体育・
健康教育の基礎資料とする

抽出ほか 児童・生徒等（小･中･高） 生活習慣及び運動習慣等 R2調査なし 018-860-5202

12 学校体育調査 県単独 2一般統計 冊子 保健体育課内 令和3年 毎年
7月～9月
（R3のみ9～
10月）

令和4年3月

県内の小・中・高等学校、特別支援
学校を対象に学校体育調査を実施
し、その結果を　分析・活用すること
により児童生徒の体育・健康の現状
を把握し、諸課題の改善を図る

全学校 学校
体育的行事の実施状況、運動
部活動の実施状況

R2調査なし 018-860-5202

13 学校保健調査 県単独 2一般統計 冊子 保健体育課内 令和3年 毎年 3月～4月 令和4年3月
本県の学校保健の実態を把握し、
健康教育の充実を図る

全学校 学校 学校保健の実態 018-860-5203

14
学校給食実施状況等調
査

文部科学省 2一般統計 リンク 冊子 保健体育課内 令和3年 隔年 5月1日 令和4年2月
学校給食の現状と課題を把握し、そ
の改善充実に資することを目的とす
る

悉皆
小学校、中学校、特別支援学
校、夜間定時制高等学校、幼
稚園、共同調理場

学校給食実施状況、学校給食
費、米飯給食実施状況、学校
給食における食堂・食器具使
用状況調査等

R2調査なし 018-860-5203

15 学校給食物資使用調査 県単独 2一般統計 冊子 保健体育課内 令和3年 毎年 年度 令和3年9月
学校給食における地場産物活用状
況の把握

悉皆 市町村調理場
学校給食における地場産物活
用状況

018-860-5203

16
学校給食における地場
産活用状況調査

県単独 4その他 - 保健体育課内 令和3年 毎年 年度 令和3年9月
学校給食における地場産物活用状
況の把握

悉皆 県立学校
学校給食における地場産物活
用状況

018-860-5203

17 学校給食栄養報告調査 文部科学省 2一般統計 リンク PDF形式 文部科学省HP 令和3年
栄養：隔年
食材：毎年

6月・11月 令和4年3月
学校給食の栄養素等摂取状況、地
場産物・国産食材使用割合の実情
把握

抽出 学校、共同調理場
学校給食の栄養素摂取状況、
地場産物等の使用割合

018-860-5203

18
学校安全の推進に関す
る計画に係る取組状況
調査

文部科学省、
県

2一般統計 冊子 保健体育課内 令和2年
国：隔年
県：毎年

4月～6月 令和4年3月
学校における安全管理の取組の一
層の推進を図るため

悉皆 学校、市町村教育委員会 学校安全管理の取組状況等 018-860-5204

19
教育庁
総務課
施設整備室

公立学校施設実態調査 文部科学省 4その他
冊子
PDF形式

文部科学省ＨＰ 令和3年 毎年 5月1日 令和3年3月
国庫補助金の執行に関する資料を
得るとともに、公立学校の施設の実
態を把握する

県立学校及び
市町村の報告

公立の小学校、中学校、義務
教育学校、高等学校、特別支
援学校、幼稚園及び幼保連
携型認定こども園、学校給食
共同調理場等

学校数・学級数・児童生徒数・
学校種別、建物区分毎の面積

018-860-5118

教

育

庁

教育庁
総務課

幼保推進課

保健体育課
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部

局
番
号

所属 調査名 実施主体
統計の
種類

URL（県以外）
※除 e-Stat

URL（県） 状態・形式 閲覧場所 直近年 周期
時点また
は期間

直近版
公表時期

目的 調査方法 調査対象 主な調査項目 備考 電話番号

1
警察本部
広報広聴課

警察安全相談受理状況 警察本部 4その他 リンク HTML形式 警察本部HP 令和3年 毎月 月末 毎月 相談受理件数についての統計 警察署報告 全県 相談受理件数 018-863-1111

2
警察本部
生活安全
企画課

自殺者数の状況 警察本部 4その他 リンク
PDF形式
HTML形式

警察本部HP 令和3年 毎月 月末 毎月 自殺者数についての統計 警察署報告 全県 自殺者数(男女別) 018-863-1111

3 水難事故発生状況 警察本部 4その他 リンク PDF形式 警察本部HP 令和2年 毎年 6月30日 令和3年7月 水難事故防止のための基礎資料
年末
（警察庁の年間統計発
表後）

全県
過去５年の死者、負傷者、不
明、救出別発生件数、人数

018-863-1111

4 山岳遭難発生状況 警察本部 4その他 リンク PDF形式 警察本部HP 令和2年 毎年 6月30日 令和3年7月
山岳遭難事故防止のための基礎資
料

年末
（警察庁の年間統計発
表後）

全県
過去５年の死者、負傷者、不
明、救出別発生件数、人数

018-863-1111

5
レジャー・スポーツ事故
発生状況

警察本部 4その他 リンク PDF形式 警察本部HP 令和2年 毎年 6月30日 令和3年7月
レジャー・スポーツ事故についての
統計

年末
（警察署報告）

全県
過去５年の死者、負傷者、不
明、救出別発生件数、人数

018-863-1111

6
クマによる人身被害状
況

警察本部 4その他 リンク PDF形式 警察本部HP 令和2年 毎年 6月30日 令和3年7月
クマの目撃、人身被害についての
統計

年末
（警察署報告）

全県

過去５年のクマの目撃件数、頭
数
過去５年のクマによる被害別発
生件数、人数

018-863-1111

7
警察本部
通信指令課

110番受理状況 警察本部 4その他 リンク HTML形式 警察本部HP 令和3年 毎月 月末 毎月 110番通報の受理状況を把握する
110番受理システム集
計

全県

総受理件数（うち数で交通関係
受理件数）
前年の受理件数内訳
過去5年の受理件数

018-863-1111

8
行方不明者の届出受理
状況

警察本部 4その他 リンク HTML形式 警察本部HP 令和元年 毎年 12月31日 令和3年7月
行方不明者の届出受理についての
統計

警察署報告 全県
行方不明者届受理数
所在確認数

018-863-1111

9 声掛け事案等統計 警察本部 4その他 リンク PDF形式 警察本部HP 令和3年 毎月 月末 毎月
子供や生徒に対する声かけ事案等
の不審者に関する統計

警察署報告 全県
声かけ事案の学職別
時間帯別
場所別被害状況等

018-863-1111

10 非行少年等の概要 警察本部 4その他 リンク PDF形式 警察本部HP 令和3年 毎月 月末 毎月 県内の少年非行の現状 警察署報告 全県
非行少年の検挙
補導人員等

018-863-1111

11
ストーカー及び配偶者
暴力事案の取扱状況

警察本部 4その他 リンク PDF形式 警察本部HP 令和2年 毎年 12月31日 令和3年3月
県内におけるストーカー及び
配偶者暴力事案の取扱状況

警察署報告 全県
認知件数
対応状況等

018-863-1111

12
警察本部
刑事企画課

犯罪統計
警察庁
（警察本部）

4その他 リンク リンク
PDF形式
ｴｸｾﾙ形式

警察庁HP
警察本部HP

令和2年 毎日 月末 令和4年1月
犯罪の発生・検挙状況等～治安指
標

警察署報告 全国（秋田県）
刑法犯認知件数、刑法犯検挙
件数、特別法犯検挙件数

018-863-1111

13
警察本部
捜査第二課

県内の特殊詐欺被害認
知状況

警察本部 4その他 リンク PDF形式 警察本部HP 令和3年 毎月 月末 毎月
特殊詐欺被害状況の把握等基礎資
料

警察署報告 全県 認知件数
被害額

018-863-1111

14 交通統計 警察本部 4その他 冊子
警察本部広報広聴課情報公
開センター
県政情報資料室

令和3年 毎年 12月31日
令和4年4月
(予定)

県内の交通事故発生状況を集計し
交通安全資料その他の基礎資料と
する

警察署報告 全県 交通事故発生状況等 018-863-1111

15
交通事故統計（ミニ統
計）

警察本部 4その他 リンク
冊子
PDF形式

警察本部広報広聴課情報公
開センター
警察本部HP(一部)

令和3年 毎年 12月31日
令和4年4月
(予定)

県内の交通事故発生状況を集計し
交通安全資料その他の基礎資料と
する

警察署報告 全県 交通事故発生状況等 018-863-1111

16
運転免許
センター

秋田県の運転免許人口 警察本部 4その他 リンク HTML形式 警察本部HP 令和3年 毎月 月末 毎月
運転免許人口の実態を把握し、各
種行政施策その他の基礎資料とす
る

運転免許管理システム
集計

全県 免許人口の男女別等 018-863-1111

警

察

本

部

警察本部
地域課

警察本部
人身安全
対策課

警察本部
交通企画課
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