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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

－ 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 
　横浜地域センター

231-0003 横浜市中区北仲通5︲5₇
横浜第2合同庁舎

045-211-₇1₇2 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　農業経営分析、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 1₇3　船内揚積

同 
　海事振興部船舶産業課

同 045-211-₇223 1₇4　鋼船建造、1₇5　F･R･P、木船建造

同 
　海上安全環境部監理課

同 045-211-₇222 1₇0　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 1₆₇  自動車運送事業輸送実績－旅客－、1₆8  同－貨物
－

同 
　神奈川運輸支局登録部門 
　企画係

同 050-5540-2035 合紙15のグラフ、1₆₉　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 1₇1　船種別入港船舶数、1₇2　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 1₇₆　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健課
扱い

234　高確法特定健診受診人員（一部）

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
同 － 21₉　社会福祉施設
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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資　料　提　供　

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管理部
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－協会管掌－、231　同法3条の2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－

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 1₆5　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

231-0023 横浜市中区山下町1₉8
NTT横浜ビル

045-22₆-₆011 1₇₆　電話加入数（一部）

郵便事業（株）南関東支社
　総務部総務課

220-8₉₉8 横浜市西区高島2︲14︲2 045-440-321₇ 1₇₇　支店数と郵便局数（一部）

郵便局（株）南関東支社
　企画部

231-8₆₉4 横浜市中区桜木町1︲1 045-228-2503 1₇₇　支店数と郵便局数（一部）

東京電力（株）神奈川支店
　営業部営業企画グループ

231-000₇ 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　企画・管理グループ

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）

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）

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）

公益社団法人
神奈川県ＬＰ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） － 1₆5　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）

1₆5　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

150-8511 東京都渋谷区桜丘町31︲2
 東急桜丘町ビル3階

03-34₇₇-₆245 1₆5　鉄道乗車人員（一部）
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　元　（敬称略、順不同）（つづき）

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

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 1₆5　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 1₆5　鉄道乗車人員（一部）

京浜急行電鉄（株）
　鉄道本部計画営業部

108-8₆25 東京都港区高輪2︲20︲20 03-3280-₉154 1₆5　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 1₆5　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 1₆5　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 1₆5　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 1₆5　鉄道乗車人員（一部）

伊豆箱根鉄道（株）
　総合企画部主計室調査課

411-8533 静岡県三島市大場300 055-₉₇₇-120₆ 1₆5　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 1₆5　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 1₆5　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

03-5₇₉3-₉082 1₆₆　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 － 122　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

（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
　企画部情報管理課

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
SSKビル

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 横浜市西区紅葉ケ丘₉︲2
県立図書館企画協力課内

045-2₆3-5₉18 340　公共図書館状況

（社）日本新聞協会 － 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 合紙11のグラフ、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）
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（5）県出先機関

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

統計センター 231-8588　横浜市中区日本大通1　045-210-1111（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・人口密度等の推移、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
齢階級別人口－配偶関係別－、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　産業別労働者数、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　産業別現金給与額、4₆　産業別労働時間数、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・サービス業概況、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　大型小売店店舗
数・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　一世帯当たり収入と支出、
130　消費者物価指数－県平均－、131　消費者物価指数前年比・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、1₆2　用水使用量－産業別－、1₆3　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

（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（一部）、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　提供施設現況、311　提供施設返還）
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（一部）、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（一部）、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　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
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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　自動車騒音、25₉　公害苦情

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、2₆₆　トラストによる緑地保全状況、2₆₇　みどり基金、2₆8
　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　伐採面積等（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
　企画調整課

238　保健・衛生概況（一部）

同　同　経理課 3₆　出生・死亡・死産・婚姻・離婚件数、合紙1₉・20のグラフ、238　保健・衛生概況（一部）、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、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

同　同　保健福祉人材課 238　保健・衛生概況（一部）、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、厚生

労働省及び県国民健康保険団体連合会分（234　高確法特定健診受診人員）

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　こども家庭課 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・者の状況、精神障害者手帳交付件数
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）、1₆1　上水

道有取水量等－市町別－（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、横浜税関分（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 1₆4　鉄道交通概況
同　同　都市公園課 2₆₉　都市公園
同　道路部道路管理課 1₆4　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、国土交通省河川局分（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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資　料　提　供　

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－）、134　建設・住宅
概況（一部）、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）、1₆1　上水道有取水量等－市町別－（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・人口密度等の推移、
31　世帯種類別世帯数・世帯人員、33　15歳以上年齢階級別人口－配偶
関係別－、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　一世帯当たり収入と支出、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 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 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）
人口動態統計年報結果表 厚生労働省

　大臣官房統計情報部
3₆　出生・死亡・死産・婚姻・離婚件数（一部）

社会福祉施設等調査 同 21₉　社会福祉施設（一部）
介護サービス施設・事業所
調査

同 21₉　社会福祉施設（一部）

雇用動向調査結果 同　 52　入・離職者
賃金構造基本統計調査報告 同　 4₇　職種別年齢・給与等
特定サービス産業実態調査
結果

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）

学校保健統計調査結果 文部科学省
　生涯学習政策局

248  児童・生徒発育状況

地方教育費調査結果 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 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）
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　元　（敬称略、順不同）（つづき）

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 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　産業別労働者数、45　現金給与額、4₆　産業別労
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 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）、合紙7のグラフ、80　林業経営体数

漁業センサス 同 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

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、1₆2　用水使用量－産業別－、1₆3　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　消費者物価指
数前年比・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）

経済センサス－基礎調査 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 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 同 104　大型小売店業態別営業実績、105　大型小売店店舗数・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

児童生徒体力・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

神奈川県後期高齢者医療事
業報告書

神奈川県後期高齢者医療広域連合 233　後期高齢者医療被保険者数・医療費

その他 県章・鳥・木・花の図（県県民局企画調整部広報課）
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《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


