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統計が収録されている、また統計の調べ方やガイドの図書・ＷＥＢサイトをご紹介します。 

統計は、作成した機関によって官庁統計（公的統計）と民間統計に大きく分けられます。 

 

 

図書館の利用者用検索機 (ＯＰＡＣ)やホームページの蔵書検索でキーワードを入力して検索して

みましょう。検索したら、「タイトル」「所在場所」「分類」をメモしましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
相模原市の図書館トップページ＞蔵書情報＞蔵書検索・予約 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwKensakuKani.aspx 

 

 

 

◆探している統計がどこに収録されているか調べる 
 

 ■『国際比較統計索引』     日外アソシエーツ 2010 （市立・大野・橋本） 

国際統計集 10 種類と、白書に掲載されている統計表・グラフのうち国際統計を含むものを

収録して、国ごとに検索できる資料です。事項名索引もあります。 

 ■『統計情報インデックス ２００８』 

日本統計協会／編 日本統計協会 2008 （市立・大野・橋本） 

各府省、政府関係機関および民間機関が作成している主要な統計を収録しており、「キー

ワード」「書誌情報」「統計表題」「編集機関別」から検索できます。 

 ■『白書統計索引 ２０１０』 

日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 2011 （大野・橋本） 

104 種類の白書に掲載されている表やグラフなどの統計資料を、さまざまなキーワードか

ら検索できる資料です。 

 ■『統計図表レファレンス事典』 

日外アソシエーツ 2011～2013 （市立・大野・橋本） 

 1997 年～2010 年の間に行政などが発表した統計資料の所在を調べることができます。 

   キーワードごとに、関連する統計図表のタイトル、掲載書名・年次、掲載ページ、資料番

号が載っています。 

   『医療・介護・福祉』『環境・エネルギー問題』『「食」と農業』『事故・災害』の 4 つ

のテーマに分かれています。 

   

１ ＯＰＡＣで探す 

２ 図書で探す 

うまく検索できないときは？ 
キーワードを追加すると、絞り込んで検索できる

ことがあります。 

例）統計 → 人口統計 

地域統計 など 

・市立→市立図書館 

・大野→相模大野図書館 

・橋本→橋本図書館 

＜所蔵館の表示＞ 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1657538
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1562137
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1752063
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1949633
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1955058
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1810273
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1802191
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◆日本の基本的な統計 
 

 ■『日本統計年鑑 第６２回（２０１３）』 

総務省統計局／編 総務省統計研修所／編 日本統計協会 2012 （市立・大野・橋本） 

国土、人口、経済、産業、生活、教育、文化など幅広い分野にわたって基本となる日本の

統計を収録した資料です。 

 ■『日本国勢図会 ２０１３／１４年版』 

矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2013 （市立・大野・橋本） 
さまざまな１次統計書を出典として、幅広い分野について 39 章にわたり統計から読み取れ

るその動向を解説している資料です。 

 

◆世界の統計 
 

 ■『世界の統計 ２０１３年版』 

総務省統計局・総務省統計研修所／編 日本統計協会 2013 （市立・大野・橋本） 

世界各国の人口、経済、産業、労働、生活、環境などについて、国際機関の統計書を出典

として体系的に収録した資料です。各章の冒頭に出典とその解説がつけられています。 

 ■『世界統計年鑑 ５５集（２０１０）』 

国際連合統計局／編 原書房 2012 （市立・大野） 

｢世界および地域の概括｣｢人口｣「経済活動」「国際経済関係」の４つの構成で人口、教育、

経済、労働、産業、金融などに関する統計を掲載している資料です。 

 ■『世界国勢図会 ２０１２／１３年版』 

矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2012 （市立・大野・橋本） 
『日本国勢図絵』の世界版です。公的あるいは各種業界団体が公表した基本的な統計デー

タをもとに、世界情勢を表やグラフでわかりやすく解説した資料です。 

 ■『世界統計白書 ２０１２年版』 

 木本書店 2012 （市立・大野・橋本） 

 19 分野、約 600 種類のデータで世界各国と日本の現状がわかります。各分野のはじめ に

は解説と年表があり、近年の動向を知ることができます。 

 

◆長期統計 
 
 ■『日本経済統計集』（１９６８‐１９４５・１９４６‐１９７０・１９７１‐１９８８・１９８９‐２００７） 

日外アソシエーツ／編 日外アソシエーツ 1999・2009（市立・大野・橋本） 
『日本統計年鑑』や『新版 日本長期統計総覧』などの統計 140 種類を抽出累積したもの

で、長期のデータの移り変わりを分かりやすく調べられる資料です。 

 ■『完結昭和国勢総覧』（全４巻） 

東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 1991 （市立・大野・橋本） 

昭和元年から昭和 63 年まで（1926〜1988）の各官庁など公的な機関の調査による統計を

20 のテーマに分けて掲載している資料です。 

 ■『明治大正国勢総覧』 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 1975 （市立・大野・橋本） 

明治大正期の国勢に関する統計を可能な限り収集しているとされる資料です。1929（昭和

4）年の再販本を複製したものです。 
 ■『数字でみる日本の１００年 改訂第６版』 

矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2013 （大野・橋本） 
『日本国勢図会』の長期統計版の資料です。分野ごとに全 13 章に分けて明治以降の状況の

解説、用語の説明、トピックなどとともに図表を掲載しています。 

 ■『明治・大正期日本経済統計総観 復刻版』（上巻・下巻） 
朝日新聞社／編 並木書房 1999 （橋本） 

明治以降の経済に関する統計を収集し、組織的に配列、再構成した資料です。1930（昭和

5）年に刊行されたものの複製です。 
 
 
 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1911286
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1947376
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1948654
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1883476
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1884060
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1883826
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=434958
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=448054
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1568875
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1606048
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=493587
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=141728
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1949666
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=497392
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=497393
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◆国勢調査 
 
 ■『国勢調査報告 平成２２年』 

総務省統計局／編 総務省統計局 2012 （市立・大野・橋本） 

 日本の人口・世帯調査を報告した資料です。調査時に日本に住んでいる人すべてを対象と

 して、10 年ごとに大規模調査と、その中間年に簡易調査が行なわれます。 
 

◆地域統計 
 
 ■『統計でみる都道府県のすがた ２０１３』『統計でみる市区町村のすがた ２０１３』 

総務省統計局／編 日本統計協会 2013 （市立・大野・橋本） 

約 4,200 の地域別統計データを収集、加工して体系的に編成した資料です。「社会生活統

計指標」「社会・人口統計体系」から指標を一覧できるよう再編成されています。 

 ■『全国市町村要覧 平成２４年版』 

市町村要覧編集委員会／編 第一法規 2012 （市立・大野・橋本） 

 市町村のデータブックを集積した資料です。人口、世帯数、面積、産業別就業人口、合併

 および境界変更などの状況について、最新の情報を収録しています。 

 ■『データでみる県勢 ２０１３年版』 

矢野恒太記念会／編 矢野恒太記念会 2012 （市立・大野・橋本） 
 『日本国勢図会』をもとに地域統計を大幅に補充した姉妹資料です。府県別統計とあわせ

 て全国市町村別の主な統計も掲載しています。 

 ■『地域経済総覧 ２０１３』     東洋経済新報社 2012 （市立・大野・橋本） 

  47 都道府県、986 市区、931 町村について経済・社会の最新データを総覧できる資料で

す。2013 年版は「2010 年国勢調査」を特集しています。 

 ■『民力 ２０１２（２０１１‐２０１２）』     

 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 2012 （市立・大野） 

「民力とは生産・消費・文化・暮らしなどの分野にわたって国民がもっているエネルギー

である」として、民力の指数を各種統計とあわせてまとめている資料です。 
 

◆神奈川県の統計 
 
 ■『県勢要覧 平成２４年度版』  神奈川県統計センター 2013 （市立・大野・橋本） 

 ■『神奈川県人口統計調査報告 平成２３年１月～１２月』 

神奈川県統計センター／編 神奈川県統計センター 2012 （市立・大野・橋本） 

 ■『グラフでみるかながわ ２０１２』 

神奈川県統計センター統計管理課／編 神奈川県統計協会／編 神奈川県統計センター統計管理課 2012 （市立・大野・橋本） 

 ■『ランキングかながわ』 

神奈川県総務部統計課／編 神奈川県総務部統計課 2012 （市立・大野・橋本） 
 

◆相模原市の統計 
 
 ■『統計書 平成２４年版』 

企画市民局企画部情報政策課／編 相模原市 2013 （市立・大野・橋本） 

 ■『月報 統計さがみはら』 

相模原市企画財政局企画部情報政策課統計班／編 相模原市 （市立・大野・橋本） 
 

◆ビジネス関係の統計を検索するためのツール 
 
 ■『ビジネスデータ検索事典 改訂第６版』 

日本能率協会総合研究所マーケティング・データ・バンク／編 日本能率協会総合研究所 2006 （大野・橋本） 

 人口・世帯、家計・消費、就業・賃金、生活者実態、マクロデータ、企業実態、業界統計

 など幅広い分野にわたって、Ｑ＆Ａ方式で情報源を紹介した事典です。 

■『ビジネス調査資料総覧 ２０１０』 

日本能率協会総合研究所マーケティング・データ・バンク／編 日本能率協会総合研究所 2009 （大野・橋本） 

官公庁による公的な統計のほか、各種団体、民間企業、専門調査機関などの年鑑類、調査

報告、アンケート調査などもあわせて、分野ごとに構成して紹介している資料です。 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1860665
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1948670
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1960558
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1899166
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1905861
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1898689
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1875770
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1943380
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1843200
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1847453
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1835016
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1935828
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1914713
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1343250
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1660529
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◆各種の統計データ集 
 

 ■『少子高齢社会総合統計年報 ２０１３年版』   三冬社 2012 （市立・大野・橋本） 

 

 ■『食生活データ総合統計年報 ２０１３』 三冬社 2013 （市立・大野・橋本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ｅ‐Ｓｔａｔ 政府統計の総合窓口 http://www.e-stat.go.jp/ 

政府による各種統計の入り口となるホームページです。各府省等の統計データ、公表予定、新着

情報、調査票項目情報などの各種統計情報を閲覧できます。下記の 3つの機能で検索、閲覧、調

査ができるほか、統計制度を知る、学ぶためのリンク集や新着情報、その公表予定なども調べら

れます。 

・「統計データを探す」…統計分野、統計名、作成機関から検索、閲覧できます。 

・「地図や図表で見る」…指標や国勢調査の統計データを図表やグラフで表示したり、地図上に 

 表示するなど視覚的に統計データを見ることができます。 

・「調査項目を調べる」…統計分類や統計用語などを調べることができます。 

 

■総務省統計局 ホームページ http://www.stat.go.jp/data/ 

総務省統計局で実施している国勢調査、経済センサス、人口推計、労働力調査、家計調査、消 

費者物価指数などの統計調査・加工統計情報を閲覧できます。また『日本統計年鑑』『総合統計

データ月報』『日本の統計』『世界の統計』などの総合統計書の分野別一覧を表示 国勢調査、

事業所・企業統計調査など代表的な調査の結果や、『日本統計年鑑』、『日本統計月報』など総

合統計書のデータを得ることができます。地方自治体、民間機関、国際機関、諸外国の統計機関

へのリンク集もあります。統計図書館所蔵資料の検索も可能です。 

 

■神奈川県統計センター（神奈川県ホームページ） http://www.pref.kanagawa.jp/div/1169/ 

 神奈川県ホームページのなかの統計センターのページです。各種統計調査の速報や、上記の

「神奈川県の統計」の項目で紹介した各種統計をホームページ上で調べることができます。 

 

３ Ｗｅｂで調べる 

発行   相模原市の図書館   http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/ 
（市立図書館 ℡042-754-3604◆相模大野図書館 ℡042-749-2244◆橋本図書館 ℡042-770-6600） 

 

★図書館にない本を入手するには？ 
リクエスト（購入希望、または所蔵している図書館からの取り寄せ）ができます。 
詳しくは調べものカウンターまたはリクエストカウンターへご相談ください。 

★図書館にない雑誌記事を入手するには？ 
県内の図書館からは雑誌を、国会図書館等からは雑誌記事の複写（有料）を、それぞれ取

り寄せることができます。調べものカウンターでご相談ください。 
★調べ方がわからなかったら？ 

図書館では、みなさまの調べもののお手伝いをする「レファレンスサービス」を行っていま

す。お気軽に調べものカウンターでご相談ください。 

◆そのほかにも各種の統計データ集があります。こちらもあわせてご利用ください。 

『社会生活統計指標』 『介護・看護サービス統計データ集』 

『男女共同参画統計データブック』 『余暇・レジャー＆観光統計年報』 

『災害と防災・防犯統計データ集』 『女性の暮らしと生活意識データ集』 

『地球温暖化統計データ集』  『医療・医療経営統計データ集』など 

 

http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1908602
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/asp/WwShousaiKenKani.aspx?FCode=1949636
http://www.e-stat.go.jp/
http://www.stat.go.jp/data/
http://www.pref.kanagawa.jp/div/1169/
http://www.lib.sagamihara.kanagawa.jp/

