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資　料　提　供　元　（敬称略、順不同）

名　称 〒 所在地 電話番号 掲載している表・解説の配列番号と主要項目

(１)  国・関係機関

横浜地方法務局総務課 231-8411 横浜市中区北仲通5-57 
      横浜第２合同庁舎

045-641-7461 296　供託取扱、297　人権擁護委員、298　人権侵犯、
299　一般登記

横浜刑務所庶務課 233-8501 横浜市港南区港南4-2-2 045-842-0161 287　入出所・受刑者数

東京国税局総務部 
　企画課企画第２係

100-8102 東京都千代田区大手町 
                 1-3-3

03-3216-6811 198　国税徴収、199　申告所得税納税者、200　源泉所得・
法人・酒・消費税

横浜税関調査保税部 
　調査統計課調査分析係

231-8401 横浜市中区海岸通1-1 045-212-6103 112　輸出入額－港・年別－、113　同－港・国別－、114
　主要相手国輸出状況、115　主要相手国輸入状況、116
　主要品目輸出状況、117　主要品目輸入状況、118　船
舶入港、主要統計20年（一部）

関東農政局 
　神奈川農政事務所 
　統計部統計企画課 
　企画・分析係 
　（各課分取りまとめ）

231-0003 横浜市中区北仲通5-57 
      横浜第２合同庁舎

045-211-7172 合紙７のグラフ、63　農家数－年別－、64　農家人口－
年齢別－、65　世帯員数、66　農業従事者数、67　農業
機械所有台数、68　農家経営分析、69　農業産出額・生
産所得、70　耕地面積、71　農作物、72　畜産、85　生
産量－漁業種類別－、86　漁獲量－魚種別－、87　内水
面漁獲量－水系別－、88　水産加工品生産量、主要統計
20年（一部）

関東森林管理局 
　企画調整室

371-8508 群馬県前橋市岩神町 
            4-16-25

027-210-1151 76　森林面積・蓄積（一部）、77　造林面積（一部）、78
　伐採面積（一部）

横浜地方気象台 
　防災業務課

231-0862 横浜市中区山手町99 045-621-1999 合紙２のグラフ、10　気象概況、11　平均気温、12　降水量、
13　主要気象、14　降水量・日照時間変化図、15　平均
気温・降水量分布図、16　月別順位、17　冬日・夏日等、
18　地震表

関東運輸局 
　海事振興部港運課

231-8433 横浜市中区北仲通5-57 
      横浜第２合同庁舎

045-211-7215 172　船内揚積

同 
　海事振興部船舶産業課

同 045-211-7223 173　鋼船建造、174　F･R･P、木船建造

同 
　海上安全環境部監理課

同 045-211-7222 169　在籍船舶

同 
　神奈川運輸支局輸送担当

224-0053 横浜市都筑区池辺町3540 045-939-6801 166  自動車運送事業輸送実績－旅客－、167  同－貨物－

同 
　神奈川運輸支局登録部門 
　企画係

224-0053 横浜市都筑区池辺町3540 050-5540-2035 合紙15のグラフ、168　自動車保有車両数、主要統計20年
（一部）

第三管区海上保安本部 
　総務部総務課企画係

231-8818 横浜市中区北仲通5-57 
      横浜第２合同庁舎

045-211-1118 170　船種別入港船舶数、171　外国船舶入港数、288　海
上犯罪

横浜地方海難審判所 
　書記官室

231-0003 横浜市中区北仲通5-57 
     横浜第２合同庁舎

045-201-7501 278　海難審判

関東総合通信局 
　総務部総務課 
　企画広報室総合企画係

102-8795 東京都千代田区九段南 
                 1-2-1

03-6238-1633 175　電話加入数（一部）

神奈川労働局 
　労働基準部安全課

231-8434 横浜市中区北仲通5-57 
      横浜第２合同庁舎

045-211-7352 44　労働災害

同 
　労働基準部監督課

同 045-211-7351 56　監督実施状況

同 
職業安定部職業安定課

231-0015 横浜市中区尾上町5-77-2 
 馬車道ウエストビル３階

045-650-2800 37　労働概況（一部）、48　職業紹介、49　一般新規求人
状況、50　人材銀行、51　高齢者職業紹介、52　入・離職者、
237　雇用保険

厚生労働省 県保健福祉局保健医療部医療保険課
扱い

234　特定健診受診人員

厚生労働省 
大臣官房統計情報部

県商工労働局労働部労政福祉課扱い 47　職種別平均年令・給与等

同 神奈川労働局扱い 52　入・離職者数

国土交通省総合政策局 県県土整備局建築住宅部建築指導課
扱い

合紙13のグラフ、135　着工建築物－用途別－、136　同
－建築主別－、137　同－構造別－、138　着工住宅－新
設・その他－、139　新設住宅－構造・建て方別－、140
　同－利用関係・種類別－、141　同－資金・利用関係別－、
142　着工建築物・新設住宅－構造・市別－、主要統計20
年（一部）

同 県県土整備局企画調整部技術管理課
扱い

143　公共工事費評価額－発注者別－、144　同－工事種
類別－
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名　称 〒 所在地 電話番号 掲載している表・解説の配列番号と主要項目

国土交通省河川局 県県土整備局河川下水道部砂防海岸
課扱い

８　海岸線延長

環境省自然環境局 県環境農政局水・緑部自然環境保全
課扱い

264　自然公園利用者数

南関東防衛局 
　労務管理官室

231-0003 横浜市中区北仲通5-57 
      横浜第２合同庁舎

045-211-7125 合紙24のグラフ、309　基地概況（一部）、312　駐留軍等
従業員、313  施設別従業員

外務省領事局旅券課 県パスポートセンター扱い 346　旅券発行状況

文部科学省生涯学習政策局 県教育局企画調整部広報情報課扱い 327　教育費

法務省 － 345　海外渡航状況

横浜地方裁判所事務局 
　資料課

231-8502 横浜市中区日本大通９ 045-201-9631 293　民事・行政事件、294　刑事事件

横浜家庭裁判所事務局 
　資料課

231-8585 横浜市中区寿町1-2 045-681-4181 289　家事・少年・成人事件、295　家事手続案内

日本年金機構南関東ブロック
本部　総合調整グループ

169-8012 東京都新宿区大久保2-12-
1

03-5155-1700 235　国民年金、236　厚生年金

全国健康保険協会 240-8515 横浜市保土ヶ谷区神戸町
134

045-339-5523 229　健康保険－全国健康保険協会管掌－、231　同法第
３条の２項給付状況

健康保険組合連合会　神奈川
連合会

231-0015 横浜市中区尾上町4-47 
リスト関内ビル６階

045-641-7370 230　健康保険適用、給付状況－組合管掌－

神奈川県国民健康保険団体連
合会

県保健福祉局保健医療部医療保健課
扱い

234　特定健診受診人員

日本銀行横浜支店総務課 231-8710 横浜市中区日本大通20-1 045-661-8111 120　預金・貸出高、主要統計20年（一部）

(２)　市町村

横浜市交通局高速鉄道本部 
　営業課

231-0017 横浜市中区港町1-1 045-671-3175 164　鉄道乗車人員（一部）

(３)　民間会社、協会、団体

東日本電信電話（株）神奈川
支店　企画部広報担当

220-0012 横浜市西区みなとみらい 
4-7-3横浜ﾒﾃﾞｨｱﾀﾜｰ16階

045-226-6011 175　電話加入数（一部）

郵便事業（株）南関東支社 
　総務部総務・経営課

220-8998 横浜市西区高島2-14-2 045-440-3217 176　支店数と郵便局数、引受郵便物数(一部）、177　切
手類販売所等

郵便局（株）南関東支社 
　企画部企画担当

231-8694 横浜市中区桜木町1-1 045-228-2512 176　支店数と郵便局数、引受郵便物数(一部）

東京電力（株）神奈川支店 
　営業部営業企画グループ

231-8694 横浜市中区弁天通1-1 045-394-1197 151　電気概況、152　発電電力量（一部）、 

電源開発（株）磯子火力発電
所　総務グループ

235-8510 横浜市磯子区新磯子町
37-2

045-761-0281 152　発電電力量（一部）

東京ガス（株） 
　財務部予算グループ

105-8527 東京都港区海岸1-5-20 03-5400-7547 154　都市ガス生産量（一部）、155　同　消費量（一部）

小田原ガス（株） 
　総合管理部総合企画課

250-0001 小田原市扇町1-30-13 0465-32-2779 154　都市ガス生産量（一部）、155　同　消費量（一部）

秦野瓦斯（株）企画課 257-0033 秦野市室町2-11 0463-81-1616 154　都市ガス生産量（一部）、155　同　消費量（一部）

湯河原瓦斯（株） 259-0303 足柄下郡湯河原町土肥 
　　　　　　 　1-13-11

0465-63-1601 154　都市ガス生産量（一部）、155　同　消費量（一部）

厚木瓦斯（株） 
　管理部企画課

243-0014 厚木市旭町4-15-33 046-230-2362 154　都市ガス生産量（一部）、155　同　消費量（一部）

（社）神奈川県エルピーガス
協会

231-0003 横浜市中区北仲通3-33 
共済ビル別館

045-201-1400 156　ＬＰガス消費世帯数（一部）

東日本旅客鉄道（株） 
　横浜支社総務部企画室

220-0023 横浜市西区平沼1-40-26 045-320-2706 164　鉄道乗車人員（一部）

東海旅客鉄道（株） 
総合企画本部経営管理部

450-6101 名古屋市中村区名駅1-1-4 
ＪＲセントラルタワーズ

050-3772-3910
（サービス相談室）

164　鉄道乗車人員（一部）

東京急行電鉄（株） 
　鉄道事業本部 
　運輸営業部計画課

150-8533 東京都渋谷区神泉町8－16 
渋谷ファーストプレイス
５階

03-3477-6219 164　鉄道乗車人員（一部）

資　　料　　提　　供　
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横浜高速鉄道（株） 
　運輸部運輸課

231-0861 横浜市中区元町1-11 045-664-1624 164　鉄道乗車人員（一部）

小田急電鉄（株）旅客営業部 160-8309 東京都新宿区西新宿　 
               1-8-3

03-3349-2322 164　鉄道乗車人員（一部）

京浜急行電鉄（株） 
　鉄道本部計画営業部 
  計画課

108-8625 東京都港区高輪2-20-20 03-3280-9154 164　鉄道乗車人員（一部）

京王電鉄（株） 
　鉄道事業本部計画管理部

206-8502 東京都多摩市関戸1-9-1 042-337-3207 164　鉄道乗車人員（一部）

相模鉄道（株） 
　営業部営業課

220-0004 横浜市西区北幸2-9-14 045-319-2094 164　鉄道乗車人員（一部）

箱根登山鉄道（株）鉄道部　 250-0045 小田原市城山1-15-1 0465-32-6823 164　鉄道乗車人員（一部）

江ノ島電鉄（株） 
　鉄道部営業課

251-0035 藤沢市片瀬海岸1-8-16 0466-24-2713 164　鉄道乗車人員（一部）

伊豆箱根鉄道（株） 
　総合企画部主計室会計課

411-8533 静岡県三島市大場300 055-977-1207 164　鉄道乗車人員（一部）

湘南モノレール（株） 
　運輸部運輸課

248-0022 鎌倉市常盤18 0467-45-3185 164　鉄道乗車人員（一部）

横浜新都市交通（株） 
　運輸部営業課

236-0003 横浜市金沢区幸浦2-1-1 045-787-7008 164　鉄道乗車人員（一部）

日本貨物鉄道（株） 
　関東支社営業部

104-0022 東京都品川区東五反田
1-11-15　電波ビル５階 
                3-13-1

03-5793-9082 165　鉄道貨物運輸

(社)横浜銀行協会 
　横浜手形交換所

231-0005 横浜市中区本町3-28 045-201-2065 121　預金・貸出金・有価証券・店舗数、123　手形交換
状況

(株)ゆうちょ銀行 100-8798 東京都千代田区霞が関
1-3-2

03-3504-4411 122　郵貯預金残高

（社）生命保険協会 
　企画部財務経理グループ

100-0005 東京都千代田区丸の内 
                 3-4-1

03-3286-2724 126　生命保険（一部）

（社）日本損害保険協会 
　関東支部

101-8335 東京都千代田区神田淡路
町2-9（損保会館内）

03-3255-1469 127　火災保険

神奈川県信用保証協会 
　企画部事務管理課

220-8558 横浜市西区桜木町6-35-1 045-681-7119 124　信用保証状況（一部）

横浜市信用保証協会 
　総務部企画情報課

231-8505 横浜市中区山下町22 045-662-6622 124　信用保証状況（一部）

川崎市信用保証協会 
　総務部総務課

210-0024 川崎市川崎区日進町1-66 044-211-0503 124　信用保証状況（一部）

（福）神奈川県共同募金会 221-0844 横浜市神奈川区沢渡4-2 045-312-6339 224　共同募金使途別金額

神奈川県図書館協会 220-8585 横浜市西区紅葉ヶ丘9-2 
　県立図書館協力課内

045-263-5918 340　公共図書館状況

（社）日本新聞協会 100-8543 東京都千代田区内幸町 
　　　　　　　　　2-2-1 
日本プレスセンタービル
７階

03-3591-4401 342　新聞発行部数

（株）東京商工リサーチ 
　横浜支店

231-0015 横浜市中区尾上町1-6 
住友生命横浜関内ビル２
階

045-681-6841 125　企業倒産

(４)　県警察本部

総務部総務課企画係 
（各課分取りまとめ）

231-0002 横浜市中区海岸通2-4 045-211-1212 279　交通事故の推移、280　交通事故－市区町村別（総
数）－、281　同－類型別－、282　同－違反別－、283　
同－性別・年齢別－、284　同－時間別－、合紙23のグラ
フ、285　警察概況、286　刑法犯、290　刑法犯少年補導、
291　特別法犯少年、292　福祉犯罪、300 遺失・拾得物、
301　被殺者、302　自殺者、303　特別法犯、304　財産犯、
305　道交法違反、306　運転免許人口、307　運転免許の
行政処分、308　信号機、主要統計20年（一部）

　元　　（敬称略、順不同）（つづき）
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(６)　県庁各室課 231-8588　横浜市中区日本大通1　045-210-1111(代）

名　称 掲載している表・解説の配列番号と主要項目

政策局政策総務部
　土地水資源対策課

23　基準地平均価格及び変動率、24　用途別基準地平均変動率、25　市区町村別住宅地価格・変動率図

同　政策調整部総合政策課 １　沿革（一部）

同　財政部予算調整課 合紙16のグラフ、185 財政概況、186　一般会計歳入決算、187　同　歳出決算、188　特別・企業会計決算、
189　一般会計歳入歳出予算、190　特別・企業会計歳入歳出予算、主要統計20年（一部）

同　同　資金調査課 185 財政概況（一部）、194　県債

同　同　税制企画課 195　県税等歳入予算、196　県税収入実績、197　税目別決算

総務局企画調整部
　市町村行政課

２　行政区画、３　合併等一覧、合紙18のグラフ、217　公務員数（一部） 

同　同 
　市町村財政課

22　評価地積、147　家屋棟数・床面積、192　市町村普通会計決算－歳入－、193　同－目的・性質別歳出－

同　施設財産部財産管理課 191　県有財産

同　基地対策部基地対策課 309　基地概況（一部）、南関東防衛局分（310　提供施設、311　基地返還）

安全防災局危機管理部
　災害対策課

270　災害概況（一部）、272　災害発生状況

同　同　消防課 合紙22のグラフ、270　災害概況、271　救急出場件数、　273　火災発生状況－市町村別－、274　同－原因別－、
275　死に至った経過等、276　消防本部・署等、277　危険物製造所事故

同　同　工業保安課 156　ＬＰガス消費世帯数、157　高圧ガス事業所

同　安全安心部
　くらし安全交通課

270　事故概況

県民局県民活動部 
　人権男女共同参画課

222  女性の状況

同　同　県民課 336　神奈川県知事所轄宗教法人数

同　くらし文化部国際課 343　国際化概況、344　外国人登録者数、347　県内自治体の友好交流状況

資　　料　　提　　供　

(５)　県出先機関

統計センター 231-0005　横浜市中区本町2-22　日本生命横浜本町ビル３階　045-210-1111(代)

合紙１・４～６・８・９・12・17・25・27の各図表、６　地勢図、19　土地概況（一部）、20　土地面積、26　
人口概況、27　世帯数・男女別人口・人口密度の推移、28　人口増減の推移、29　市区町村別人口、30　市区
町村別世帯数・人口密度等、31　世帯種類別世帯数・世帯人員、32　年齢別人口、33　15歳以上年齢階級別・
配偶関係別人口、34　年齢３区分別人口の推移、35　就業・通学者数、37　労働概況（一部）、38　労働者数、
39　就業者数－産業別－、40　同－職業別－、41　同－市町村別－、42　有業者数－産業別－、43　同－職業
別－、45　現金給与額、46　労働時間数、57　事業所概況、58　事業所・従業者数－市区町村・産業別－、59
　同－産業・従業者規模別－、60　同－産業・経営組織別－、61　会社企業数、80　林業経営体数、81　海面
漁業・養殖業経営体数－市町村別－、82　同－階層別－、83　漁業就業者、84　漁船隻数、89　工業概況、90
　事業所・従業者・出荷額等－産業別－、91　同－市区町村別－、92　同－従業者規模別－、93　有形固定資産・
減価償却等－従業者規模別－、94　同－産業別－、95　敷地・建築等面積、96　工業生産指数、97　生産者出
荷指数、98　生産者製品在庫指数、99　生産者製品在庫率指数、100　商業概況、101　事業所・従業者・販売
額等－産業小（細）分類別－、102　同－市区町村別－、103　繁華街地域事業所数等、104　大型小売店業態別
営業実績、105　大型小売店年間販売額等、106　大型小売店業態別営業実績の推移、107　特定サービス産業事
業所数等、108　特定サービス産業種別概要、119　金融概況（一部）、　128　家計・物価概況、129　収入と支出、
130　消費者物価指数－県平均－、131　消費者物価前年比・寄与度－県平均－、132　分類指数と前年比、133
　主要耐久消費財、146　住宅状況、161　用水使用量－産業別－、162　同－地域別－、201　県民経済計算概況、
202　県内総生産（生産側、名目）、203　同（生産側、実質）、204　県民所得（分配）、205　県内総生産（支出側、
名目）、206　同（支出側、実質）、207　関連指標、208　産業連関表、209　産業連関表主要数値、210　雇用表、
248　児童・生徒発育状況、314　教育概況、315　学校状況、316 幼稚園、317　小学校、318　中学校、319　高校、
320　高卒後、321　高卒の就職－産業別・職業別－、322　中卒後、323　中等教育学校、324　特別支援学校、
325　専修学校、326　各種学校、328　大学、329　大学院、330　大卒後、331　短大、332　短大卒後、337　
行動平均時間、338　スポーツ行動者、339　趣味行動者、主要統計20年（一部）、都道府県統計、統計調査目的
等一覧

公文書館管理企画課 241-0815 横浜市旭区中尾1-6-1 045-364-4456 １　沿革（一部）

パスポートセンター 
　パスポート課

231-0023 横浜市中区山下町2 
産業貿易センタービル２階

045-671-7205 外務省旅券課分（346　旅券発行状況）

生命の星・地球博物館 250-0031 小田原市入生田499 0465-21-1515 ４　地形・地質、５　地形区分図

名　称 〒 所在地 電話番号 掲載している表・解説の配列番号と主要項目
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　元　　（敬称略、順不同）（つづき）

名　称 掲載している表・解説の配列番号と主要項目

環境農政局環境部大気水質課 合紙21のグラフ、250　環境概況（一部）、251　一般環境大気測定局の環境基準、252　自動車排出ガス測定局
の環境基準、253　公害被害者、254　光化学スモッグ、255　地下水質測定、256　公共用水域の水質測定、257
　地盤沈下、258　公害苦情

同　同　交通環境課 259　自動車騒音

同　同　資源循環課 250　環境概況（一部）、260　ごみ処理、261　し尿処理

同　水・緑部　 
　自然環境保全課

250　環境概況（一部）、262　自然環境保全、263　自然公園指定、264　自然公園利用者数、265　風致地区・
歴史的風土保存・近郊緑地・特別緑地保全等、267　トラストによる緑地保全状況、268　みどり基金、269　み
どり財団会員状況

同　同　森林再生課 62　森林・林業概況、76　森林面積・蓄積（一部）、77　造林面積（一部）、78　伐採面積（一部）、79　林産物

同　同　水産課 ７　漁港、62　水産業概況

同　農政部農政課 62　農業概況（一部）、74　農地転用、75　農業協同組合数

同　同　農業振興課 73　養蚕

同　同　農地保全課 62　農業概況（一部）

保健福祉局企画調整部経理課 36　出生・死亡・死産・婚姻・離婚件数、合紙19・20のグラフ、219　社会福祉施設の状況、238　保健・衛生概況、
239　主要死因、240　生活習慣病、242　年齢階級別死因、243　病院・診療所数（一部）、244　医療関係者（一部）

同　地域保健福祉部 
　地域保健福祉課

218　福祉概況（一部）、220　民生（児童）委員、238　保健・衛生概況（一部）　

同　同　保健福祉人材課 244　医療関係者（一部）

同　同　生活援護課 227　生活保護

同　保健医療部
　健康危機管理課

241　感染症・結核患者数

同　同　保健予防課 222  精神障害者の状況

同　同　医療保険課 228　国民健康保険、232　老人医療費受給者証と医療費、233　後期高齢者医療被保険者数と医療費、234　特
定健診

同　福祉･次世代育成部 
　次世代育成課

218　福祉概況（一部）、221　保育所

同　同　子ども家庭課 218　福祉概況（一部）、222　母子の状況、223　児童相談、225　資金貸付、226　児童扶養手当

同　同　障害福祉課 218　福祉概況（一部）、222　知的障害児・者、身体障害児・者、精神障害者の状況

同　同　高齢福祉課 218　福祉概況（一部）

同　生活衛生部環境衛生課 合紙14のグラフ、151　水道概況、159　水道普及状況等（一部）、160　上水道取水量等（一部）、246　各種施設、
335　温泉利用

同　同　食品衛生課 245　食品関係施設

同　同　薬務課 243　薬局数、249　献血

商工労働局企画調整部金融課 119　金融概況（一部）

同　産業部産業立地課 109　貿易概況、110　３港の輸出入額－地域別－、111　同－商品別－

同　同　観光課 合紙26のグラフ、333　観光概況、334　観光客数

同　労働部労政福祉課 37　労働概況（一部）、厚生労働省分（47　職種別年齢・給与等）、53　労働争議、54　労働組合－法規別－、
55　同－産業別－

県土整備局企画調整部 
　技術管理課

国土交通省総合政策局分（143　公共工事費評価額－発注者別－、144　同－工事種類別－）

同　環境共生都市部 
　都市計画課

合紙３のグラフ、19　土地概況（一部）、21　都市計画区域・用途面積、179　都市計画道路

同　同　交通企画課 163　鉄道交通概況

同　同　都市公園課 266　都市公園

同　道路部道路管理課 163　道路交通概況、178　自動車・歩行者交通量、180　道路延長、181　橋りょう、182　立体交差、183　隧道、
184　横断歩道橋、主要統計20年（一部）

同　河川下水道部 
　流域海岸企画課

９　河川

同　同　砂防海岸課 ７　港湾、８　海岸線延長

同　同　下水道課 158　公共下水道普及率

同　建築住宅部住宅計画課 134　住宅概況、148　公共賃貸住宅、149　公営住宅建設戸数
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名　称 掲載している表・解説の配列番号と主要項目

県土整備局建築住宅部
　建築指導課

国土交通省総合政策局分（合紙13のグラフ、135　着工建築物－用途別－、136　同－建築主別－、137　同－構
造別－、138　着工住宅－新設・その他－、139　新設住宅－構造・建て方別－、140　同－利用関係・種類別－、
141　同－資金・利用関係別－、142　着工建築物・新設住宅－構造・市別－）、145　建築許可、150　開発許可、
主要統計20年（一部）

企業局事業計画部経営課 159　水道普及状況等（一部）、160　上水道取水量等（一部）

同　水道電気部発電課 152　発電電力量（一部）、153　同－県営発電所別－

議会局総務部総務課 213　県議会議員数

教育局企画調整部広報情報課 文部科学省分（327　教育費）

同　教育指導部保健体育課 247　体力・運動能力

同　生涯学習部文化遺産課 341　文化財

人事委員会事務局給与公平課 合紙18のグラフ、217　公務員数（一部）

選挙管理委員会 211　知事・県議会議員・市町村議会議員等、212　県会議員選挙、214　県内選出国会議員数、215　衆議院議
員小選挙区別登録者数、216　選挙人名簿登録者数

( ７)　その他関係統計

名　称 編　集 掲載している表・解説の配列番号と主要項目

国勢調査結果 総務省統計局 20　土地面積（一部）、27　世帯数・男女別人口・人口密度の推移（一部）、
31　世帯種類別世帯数・世帯人員、33　15 歳以上年齢階級別・配偶関係別
人口、34　年齢３区分別人口の推移（一部）、 
35　就業・通学者数、39　就業者数－産業別－、40　同－職業別－、41　同
－市町村別－、都道府県統計（一部）

就業構造基本調査報告書 同 42　有業者数－産業別－、43　同－職業別－

家計調査年報 同 129　収入と支出、主要統計 20年（一部）、都道府県統計（一部）

住宅・土地統計調査結果報告 同 146　住宅状況、都道府県統計（一部）

出入国管理統計年報 法務省 345　海外渡航状況

消費動向調査結果報告 内閣府 
　経済社会総合研究所

133　主要耐久消費財

国民経済計算年報 同　 207　関連指標（一部）

賃金構造基本統計調査報告 厚生労働省 
　大臣官房統計情報部

47　職種別年齢・給与等

雇用動向調査結果 同　 52　入・離職者

特定サービス産業実態調査報告 経済産業省 
経済産業政策局調査統計部

107　特定サービス産業の事業所数等、108　特定サービス産業の業種別の概
要

建築統計年報 国土交通省 
  総合政策局

合紙 13のグラフ、135　着工建築物－用途別－、136　同－建築主別－、137
　同－構造別－、138　着工住宅－新設・その他－、139　新設住宅－構造別・
建て方別－、140　同－利用関係別・種類別－、141　同－資金・利用関係別－、
142　着工建築物・新設住宅－構造・市別－、主要統計 20年（一部）

建設工事受注動態統計調査報告 同　 143　公共工事費評価額－発注者別－、144　同－工事種類別－

海岸統計 同 
　河川局

８　海岸線延長

全国都道府県市区町村別面積調 同 
　国土地理院

20　土地面積（一部）、都道府県統計（一部）

学校保健統計調査報告書 文部科学省 
　生涯学習政策局

248  児童・生徒発育状況

地方教育費調査報告書 同 327　教育費

自然公園等利用者数調 環境省 
　自然環境局

264　自然公園利用者数

外国貿易年表 横浜税関 合紙 10のグラフ、110　３港の輸出入額－地域別－、111　同－商品別－、
112　輸出入額－港・年別－、113　同－港・国別－、114　主要相手国輸出状況、
115　同　輸入状況、116　主要品目輸出状況、117　同　輸入状況、118　船
舶入港、主要統計 20年（一部）

人口統計調査結果報告 県統計センター 27　世帯数・男女別人口・人口密度の推移（一部）、28　人口増減の推移、
29　市区町村別人口、30　市区町村別世帯数・人口密度等、主要統計 20年（一
部）

資　　料　　提　　供　
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名　称 編　集 掲載している表・解説の配列番号と主要項目

年齢別人口統計調査結果報告 県統計センター 32　年齢別人口、34　年齢３区分別人口の推移（一部）

毎月勤労統計調査結果報告 同 合紙５のグラフ、38　労働者数、45　現金給与額、46　労働時間数、主要統
計 20年（一部）、都道府県統計 (一部 )

県民経済計算 同 合紙 17のグラフ、202　県内総生産（生産側、名目）、203　同（生産側、実
質）、204　県民所得（分配）、205　県内総生産（支出側、名目）、206　同（支
出側、実質）、207　関連指標（一部）、主要統計 20年（一部）、都道府県統
計 (一部 )

産業連関表 同 208　産業連関表、209　産業連関表主要数値

雇用表 同 210　雇用表

学校基本調査結果報告 同 合紙 25のグラフ、315　学校状況、316　幼稚園、317　小学校、318　中学
校、319　高校、320　高卒後、321　高卒の就職－産業別・職業別－、322　
中卒後、323　中等教育学校、324　特別支援学校、325　専修学校、326　各
種学校、328　大学、329　大学院、330　大卒後、331　短大、332　短大卒後、
主要統計 20年（一部）、都道府県統計 (一部 )

農林業センサス 同 20　土地面積（一部）、80　林業経営体数

工業統計調査結果報告 同 20　土地面積（一部）、合紙８のグラフ、90　事業所・従業者・出荷額等－
産業別－、91　同－市区町村別－、92　同－従業者規模別－、93　有形固定
資産・減価償却等－従業者規模別－、94　同－産業別－、95　敷地・建築等
面積、161　用水使用量－産業別－、162　同－地域別－、主要統計 20年（一
部）、都道府県統計 (一部 )

消費者物価統計調査結果報告 同 合紙 12のグラフ、130　消費者物価指数－県平均－、131　消費者物価前年比・
寄与度－県平均－、132　分類指数と前年比、主要統計 20年（一部）、都道
府県統計 (一部 )

事業所・企業統計調査結果報告 同 合紙６のグラフ、58　事業所・従業者数－市区町村・産業別－、59　同－産
業・従業者規模別－、60　同－産業・経営組織別－、61　会社企業数、主要
統計 20年（一部）、都道府県統計 (一部 )

工業生産指数年報 同 96　工業生産指数、97　生産者出荷指数、98　生産者製品在庫指数、99　生
産者製品在庫率指数

商業統計調査結果報告 同 合紙９のグラフ、101　事業所・従業者・販売額等－産業小（細）分類別－、
102　同－市区町村別－、103　繁華街地域事業所数等、主要統計 20年（一部）、
都道府県統計 (一部 )

大型小売店統計調査結果報告 同 104　大型小売店業態別営業実績、105　大型小売店年間販売額等、106　大
型小売店業態別営業実績の推移

社会生活基本調査結果 同 337　行動平均時間、338　スポーツ行動者数、339　趣味行動者数

体力・運動能力調査結果 県教育局教育指導部保健体育課 247　体力・運動能力

その他 県章・鳥・木・花の図（県県民局企画調整部広報課）

　元　　（敬称略、順不同）（つづき）



500

《神奈川県民歌》

1.	 光あらたに　雲染
そ

めて

	 七つの汐
しおじ

路　真
まむか

向いに

	 国のあしたの　窓ひらく

	 ああ神奈川は　おおらかに

	 希望の虹
にじ

の　立つところ

2.	 風もかがやき　富士映
は

えて

	 ながめもはるか　湘
しょうなん

南は

	 永
と わ

遠にこころの　ふるさとよ

	 ああ神奈川は　あたたかい

	 理
りそう

想の友の　寄るところ

3.	 緑はてなく　野
の

に燃
も

えて

	 実りの夢
ゆめ

の　わく朝は

	 つづく海辺に　海の幸
さち

	 ああ神奈川は　なつかしい

	 平和の花の　咲くところ

村瀬輝光　　作詞

勝　承夫　　補作

飯田信夫　　作曲



◆統計資料の閲覧と入手方法◆

【閲覧場所】

　県庁県政情報センター、地域県政総合センター・かながわ県民センター・川崎県民セン

ター（各県政情報コーナー）、公文書館、国・公立図書館、県・市町村統計主管課

【販売場所】

１　県庁県政情報センター売店（県庁第二分庁舎１階）

２　一般書店 （ご注文に応じます。）

有隣堂（本店書籍館、横浜駅西口ザ・ダイヤモンド店、戸塚モディ店、藤沢店、厚木

店、川崎ＢＥ店）、伊勢治書店小田原本店（小田原市栄町）、ＢＯＯＫＳアミ南口店（小

田急相模大野駅南口）、山本書店（相模原市緑区中野）、平坂書房（京浜急行横須賀中

央駅モアーズシティ７階）、サクラ書店平塚駅ビル店（ＪＲ平塚駅ラスカ５階）

■　上記以外に、インターネットでも統計資料はご覧いただけます。

　　ホームページアドレス：http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6764/
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（平成22年度版）

－統計でみる神奈川のすがた－

平成23年３月発行

■監修・発行　　　神奈川県統計センター

■印　刷　所　　　有限会社アトリエいちのへ




