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は し が き      

　今回は北方資料室所蔵資料の統計書から、社会科学の資料を紹介します。
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凡 例     

1 収録範囲

（1） 平成 15 年 10月末現在、当館北方資料室で所蔵する統計書の中から、社会科学分野の図書 408点

を収録。

2 排列

（1） 分類番号順とした。なお、同一請求記号の中は、書名のアルファベット順にした。

3 記載形式

（1） 記述

　　 次の例を基本とし、必要に応じて付加、削除がある。今回、編著者と出版者が同じ場合は編著者

の記述を省略している。また、継続的な刊行物の出版年については所蔵状況によるものとし、出版

年およびページ数と大きさを省略している。

　　　　　　　　　　　　　請求記号

　書名　副書名　巻次・年次　著編者　出版地　出版者　出版年　ページ数　大きさ　叢書名

　

（2）解題および所蔵状況

　必要に応じ解題を付け、継続的な刊行物は北方資料室の所蔵状況についても記した。所蔵状況は

次の例のように表わす。

　　　例　年次の表記形＜出版年＞+

　　　　　　　　　　　　　　　　　+は、それ以降の継続受入予定を表わす。
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≪310 政治・320 法律≫

H314.8/Ho
選挙結果調　札幌　北海道選挙管理委員会

　昭和 27 年からの書名:地方選挙結果調、昭和 28 年の書名:衆議院議員参議院議員選挙記録

　昭和 35 年の書名:衆議院議員選挙等結果調

昭和 27-62,平成 1-12 年;13 年度＜1952-2002＞+

H314.8/Sa
北海道選挙大観　戦後総集版　札幌　札幌ペンクラブ出版部　1960　1076p　27cm

　昭和 21 年の第 22 回衆議院議員総選挙から昭和 34 年の衆議院議員第１区補欠選挙までの選挙結

果をまとめたもの。付録に各種選挙実施一覧、投票率一覧、党派別投票数及び比率一覧表、党派別

当選者数一覧などを掲載。

H314.8/Y
北海道選挙大観　山本紘照著　改訂増補版　北海道選挙管理委員会監修　長野　第一法規出版　639p

1950　21cm
　昭和 21 年から 25 年の第２回参議院議員選挙までの各種補欠選挙を含め、選挙結果をまとめたも

の。各選挙の結果ごとに概説と統計を掲載。

H317.34/Ho
北海道職員給与実態調査報告書　札幌　北海道人事委員会　1968　26cm
昭和 38,42-60 年＜1963-1985＞

H318.211/Ho
宗谷支庁管内町村行財政概要　稚内　北海道宗谷支庁

昭和 42,43,50,52,57,59,63,平成 14,15 年＜1968-2003＞+

H318.215/Ho
〔網走支庁管内〕町村行財政概要　昭和４９年版　北海道網走支庁管内町村会編集　網走　北海道網走

支庁　1974　183p　26cm

H318.215/Ho
〔網走支庁管内〕町村行財政概要　網走　北海道網走支庁

　昭和 47 年の書名：管内市町村行財政の概要、昭和 50 年からの書名：網走支庁管内市町村行財政

概要

昭和 46,47 年,49-51 年版,平成 1,2 年度＜1971-1991＞

H318.221/Ho
町村行財政概要　根室　北海道根室支庁

　昭和 48 年及び 50 年の書名：市町村行財政概要、昭和 53 年からの書名:根室支庁管内市町村行財

政概要

昭和 41,43,48,50,53-55,58-63,平成 1 年,2,4-14 年度＜1965-2003＞+

H318.225/Ho
釧路支庁管内市町村行財政概要　釧路　北海道釧路支庁

昭和 53-56,58 年,58 年度,59-61,平成 1-4 年版,5-12 年度版＜1978-2001＞+
H318.231/Ho
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十勝支庁管内市町村行財政概要　帯広　北海道十勝支庁

昭和 51-59,61-63,平成 6,8-15 年＜1976-2003＞+

H318.241/Ho
管内町村行財政の概要　旭川　北海道上川支庁

　昭和 49 年からの書名：市町村行財政の概要

昭和 42,49,50,53-57,59-63,平成 2-10 年度＜1967-1998＞

H318.245/Ho
留萌支庁管内市町村行財政概況　留萌　北海道留萌支庁

昭和 47,50 年,53,60-63,平成 1-7 年度,10-15 年＜1972-2003＞+

H318.251/Ho
空知支庁管内町村行財政概況　岩見沢　北海道空知支庁

　昭和 49 年度からの書名：市町村行財政概況

昭和 35,39-41 年,43,49,52,54,56-58,61 年度＜1960-1983＞

H318.255/Ho
石狩支庁管内町村行財政概要　札幌　北海道石狩支庁

昭和 47,52,56,56,58,59,62,63,平成 2,4,5-15 年＜1972-2003＞+

H318.261/Ho
町村行財政概要　浦河町（日高）　北海道日高支庁

昭和 49,50,52-57,59,63,平成 2-10 年度＜1975-1999＞

H318.265/Ho
〔胆振支庁〕管内市町村行財政の概要　室蘭　北海道胆振支庁

　平成元年度の書名：市町村行財政概要、平成 7 年度からの書名：胆振支庁管内市町村行財政概要

〔昭和 50 年〕,平成 1,7-14 年度＜1975-2003＞+

H318.271/Ho
管内町村行財政の概要　昭和４４年（昭和３６年版追補４）　倶知安町（後志）〔北海道後志支庁〕

〔1969〕 241p　26cm

H318.271/Ho
管内町村行財政の概要　倶知安町（後志）　北海道後志支庁

　昭和 48 年の書名：管内市町村行財政の概要、50 年からの書名：管内市町村行財政概要

昭和 44,46,48,50,52,54,56,58,60,平成 3,7,9,11,13 年度＜1973-2002＞＋

H318.281/Ho
町村行財政概要　江差町（桧山）　北海道桧山支庁

　平成 10 年からの書名：桧山支庁管内町村行財政概要

昭和 49-52,54,55 年,60,61,平成 1-3,7,8,10-14 年度＜1974-2003＞+

H318.286/Ho
市町村行財政概要　函館　北海道渡島支庁

　平成９年からの書名：渡島支庁管内市町村行財政概要

昭和 55,平成 1-4 年度,9-15 年＜1980-2002＞+
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H318.4/C
町村議会実態調査集計表　〔札幌〕　北海道町村議会議長会

第 41,45,47 回＜1995-2001＞

H318.4561/Sa
札幌市選挙のあゆみ　札幌　札幌市選挙管理委員会

昭和 22～62,平成 1～2-7～8,10～11,12～13＜1975-2002＞

H318.461/Ho
日高支庁管内各種選挙結果調　浦河町（日高）　北海道選挙管理委員会事務局日高支所

昭和 50,53,55 年＜1975-1980＞

H318.461/Ho
日高支庁管内選挙概要　浦河町（日高）　北海道選挙管理委員会事務局日高支所

平成 5,7,9 年＜1993-1997＞

H318.471/Ho
後志支庁管内選挙概要　倶知安町（後志）　北海道選挙管理委員会事務局後志支所

昭和 52,52 追補,56,61 追補, 8,11 年＜1977-2000＞

H318.481/Ho
檜山支庁管内選挙概要　〔江差町（桧山）〕　北海道選挙管理委員会事務局檜山支所　1986　22p　26cm

H318.481/Ho
各種選挙結果調　江差（桧山）　北海道選挙管理委員会事務局桧山支所　1980　188p　26cm

　昭和 21 年４月から昭和 55 年 6 月までの衆議院議員選挙、参議院議員選挙、北海道知事選挙、北

海議会議員選挙、町村長選挙をまとめたもの。

H318.485/Ho
渡島支庁管内選挙概要　〔函館〕　北海道選挙管理委員会事務局渡島支所　1981　362p　26cm

H318.486/Ha
選挙結果調　函館　函館市選挙管理委員会

平成 7,8,10 年＜1995-1988＞

H318.5/Ho
市町村公共施設状況調　札幌　北海道総務部地方課

　昭和 44 年度からの書名：市町村公共施設調

昭和 43-46 年度＜1970-1973＞

H326.39/Ho
犯罪統計書　〔札幌〕　北海道警察本部総務部総務課

　昭和 41 年から昭和 58 年まで２分冊。

昭和 32,33,36,37,41,42,44-55 年＜1958-1981＞

H326.52/Ho
北海道集治監統計書　第１～３回（明治２４～２６年）　札幌　北海道集治監　1892-1894　１冊

22cm
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≪330　経済≫

H330.59/Ho
道民経済計算年報　北海道総合企画部経済調査課編集　札幌　北海道

昭和 58-63,平成 1-12 年度＜1985-2003＞+

H330.59/Ho
北海道経済統計　札幌　北海道拓殖銀行調査部

昭和 26,29,33,35,37,39,41 年＜1951-1966＞

H330.59/Ho
北海道及樺太経済統計要覧　札幌　北海道拓殖銀行調査部

大正 13,15,昭和 3-6,11,13 年＜1924-1938＞

H330.59/Ho
北海道札幌経済統計年報　札幌　札幌商工会議所

　昭和 53 年からの書名：経済統計年報、1988 の書名：札幌経済統計年報

昭和 46,47,50,51,53-60 年度,1988＜1971-1988＞

H330.59/Na
上川北部市町村の事業所統計に関する資料　名寄　名寄女子短期大学道北地域研究所　1989　140p

26cm （道北地域研究所資料第 2 集）

　上川北部 10 市町村について、昭和 29 年度から 61 年度まで総務庁統計局で発刊された事業所統

計調査から各市町村ごとに年度別、業種別に整理し直したもの。

H330.59/Sa
札幌経済統計書　札幌　札幌商工会議所

　昭和 46 年版から『北海道統計年報』と合併し、『北海道札幌経済統計年報』となる。

昭和 38-41,44 年＜1963-1969＞

H330.5926/Ku
釧路経済統計年報　平成２年版　釧路　釧路商工会議所　1990　65p　26cm

H330.5926/Ku
釧路商工会議所統計年報　釧路　釧路商工会議所

第２,3 回＜1929-1930＞

H330.5956/C
千歳経済統計書　千歳　千歳市商工会議所

昭和 55,57,平成 4 年＜1980-1992＞

H330.5956/Sa
札幌商工会議所統計年報　札幌　札幌商工会議所

第 16,19-22,24 回＜1932-1941＞

H330.5966/Mu
室蘭商工会議所統計年報　第４号　室蘭　室蘭商工会議所　1930　63,13p　26cm
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H330.5972/O
小樽経済統計年報　昭和 41 年　小樽　小樽商工会議所　1966　89p　26cm

H330.5972/O
小樽商工業統計一班　小樽商業会議所編　小樽　小樽商業会議所　1904－1911　　１冊（合冊）　23cm

　小樽商工業統計一班第 7 回補遺（明治 37 年）,第 10 回（39 年）、11 回（41 年）、13 回（42 年）、

14 回（43 年）の 5 冊を合本したもの。『小樽商工業統計書』と改題。

H330.5972/O
小樽商工業統計書　自明治４４年至大正２年　小樽　小樽商業会議所　1914　　134,131,166p　26cm

　第 15 回（明治 44 年分），第 16 回（大正元年分），第 17 回（大正２年分）の合綴。『小樽商工

業統計一班』の改題。

H330.5972/O
小樽商工業統計書　小樽　小樽商業会議所　1918　183p　26cm
第 7,13,21 回＜1904-1918＞

H330.5972/O
小樽商工会議所統計年報　小樽　小樽商工会議所

第 38-41,45 回＜1935-1942＞

H330.5986/Ha
函館経済統計年表　函館　函館商工会議所

昭和 30,31,33-46 年;47-52 年度＜1955-1977＞

H332.1/Ho
北海道市町村活性化指標　札幌　北海道未来総合研究所

平成 9,14 年度＜1997-2002＞

H332.1/Ho
経済白書　北海道経済実相報告書　北海道総合企画部経済調査課編集　札幌　北海道

　平成 14 年度の書名：北海道経済白書

昭和 27,29-63,平成 1-14 年＜1952-2003＞＋

H332.1/Ho
冬期経済開発調査資料　冬期物資輸送冬期気象条件除雪事業調　札幌　北海道開発局官房開発調査課

1969　164p　25×35cm

H332.1/Ho
資本形成調査報告　札幌　北海道開発庁（北海道開発計画調査）

昭和 26 年度～34 年度,35 年度～38 年度＜1963-1965＞

H332.1/Ho
資本形成調査資料　資本形成調査結果　札幌　北海道開発局長官房開発計画課

　平成元年度版からの書名：資本形成調査

　平成 12 年度の発行者:国土交通省北海道開発局開発監理部開発計画課

昭和 52-63,平成 1-12 年度＜1979-2003＞

H334.2/A
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北海道民力測定基礎統計　市町村別　札幌　朝日新聞北海道支社広告課　1967　202p　26cm

H334.2/Ho
道内市町村別等人口就業人口等　札幌　北海道企画部　1968　135p　26cm

H334.2/Ho
北海道千島の人口　鎌田博編　夕張　鎌田博　1992　220p　27cm　未定稿

　明治 20 年から平成 2 年まで、管内別に各市町村の人口を一覧にまとめたもの。

H334.2/Ho
北海道庁人口動態統計　大正９年　札幌　北海道　1924　19p　23cm　複写本

H334.2/Ho
北海道庁戸口統計　札幌　北海道

大正 10,11,13 年＜1922-1925＞

H334.2/Ho
北海道人口推計及び雇用基礎資料　札幌　北海道総合開発委員会事務局　1950　63p　26cm

H334.2/Ho
北海道北見千島国戸口表　明治２０年１２月３１日調　〔北海道〕　〔出版者不明〕　〔出版年不明〕

41p　26cm

H334.2/Ho
北海道戸口表　札幌　北海道

明治 20～21-39～45,大正 2～6＜1888-1913＞

H334.2/Ho
北海道における人口と労働　統計資料　札幌　北海道開発局長官房開発計画課　1966　79p　25cm

H334.2/Ho
北海道の人口動態　人口動態からみた人口問題　札幌　北海道衛生部　1973　235p　22cm

H334.2/Ho
北海道将來人口の推計　札幌　北海道

昭和 28,36,43 年＜1953-1968＞

H334.2/Ka
開拓使札幌本廳管内村別戸口表　明治１３年　〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　1880　15p　27cm

H334.2151/O
雄武町常住人口調査報告書　平成４年　雄武町（網走）　雄武町　1993　40p　30cm

H334.2121/A
旭川市条丁目別世帯・人口　旭川　旭川市

昭和 60-63,平成 1-13 年＜1985-2001＞

H334.2121/A
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人口動態統計　旭川　旭川保健所

昭和 41,42,43 年＜1966-1968＞

H334.226/Ku
人口統計　釧路　釧路市　1952　22p　22cm

H334.251/Mo
明治初年以降の空知管内人口推移　森口誠著　改訂　岩見沢　1977　１冊　26×36cm

　明治 20 年から昭和 50 年までの空知管内各市町村の人口を年度ごとにまとめ、一覧にしたもの。

戸数、人口、男女別の 4 項目からなる。

H334.2527/B
美唄市の人口動態と人口移動分析　第１回（平成５年度）　美唄　美唄市総務部企画広報課　1994

39p　26cm

H334.2554/I
石狩町の人口と産業　石狩町（石狩）　石狩町　1983　58p　26cm

H334.2561/Sa
札幌市の人口移動　内外・市内間別にみた人口のうごき　札幌　札幌市

　昭和 54 年からの副書名：転入転出人口および通勤・通学人口のうごき

昭和 47,54,58 年,第 4,5 回,平成 8 年度＜1972-1998＞+

H334.2561/Sa
統計区、男女別人口、世帯数　住民基本台帳人口　札幌市　札幌市企画調整局企画部統計課

　平成 2 年からの書名：札幌市の町名・条丁目別世帯数及び人口、平成 6 年からの書名：札幌市の

地域別人口

昭和 64,平成 3-15 年＜1989-2003＞+

H334.291/Ka
人口統計　昭和６年末現在　豊原町（樺太）　樺太庁長官官房調査課　1932　15p　22cm

H334.291/Ka
樺太庁国勢調査報告　東京　文生書院　2000　9 冊　27cm（外地国勢調査報告　第１輯）

　第 1 冊：大正９年第１回国勢調査結果概報（樺太廳大正１０年刊）大正９年第１回国勢調査要

覧表（樺太廳大正１１年刊）大正９年第１回国勢調査報告（樺太廳大正１２年刊）

　第 2 冊：大正９年第１回国勢調査結果表　前半（樺太廳大正１１年刊）

　第 3 冊：大正９年第１回国勢調査結果表　後半（樺太廳大正１１年刊）

　第 4 冊：大正１４年国勢調査速報―世帯及人口（樺太廳昭和２年刊）大正１４年国勢調査結果

報告（樺太廳昭和２年刊）

　第 5 冊：昭和５年国勢調査結果概報―世帯及人口（樺太廳昭和６年刊）昭和５年国勢調査要覧

（樺太廳昭和７年刊）昭和５年国勢調査報告（樺太廳昭和９年刊）

　第 6 冊：昭和５年国勢調査結果表　前半（樺太廳昭和９年刊）

　第 7 冊：昭和５年国勢調査結果表　後半（樺太廳昭和９年刊）

　第 8 冊：昭和１０年国勢調査速報―世帯及人口（樺太廳昭和１０年刊）昭和１０年国勢調査中

間報―世帯及人口（樺太廳昭和１１年刊）昭和１０年国勢調査結果報告（樺太廳昭和

１２年刊）

　第 9 冊：昭和１４年臨時国勢調査結果表（樺太廳昭和１６年刊）

H334.5/Ho
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北海道庁来往住者戸口統計　札幌　北海道

大正 11,13,15,昭和 3,5 年＜1923-1931＞

H334.5/Ho
北海道移住者戸口表　札幌　北海道拓殖部

大正 11,13～昭和 6,7～12 年＜1922-1937＞

H334.5/Ho
北海道廳許可移民事業成積調　札幌　北海道拓殖部殖民課

昭和 4,5,8-12,14 年＜1929-1940＞

H335.35/Ho
北海道における中小企業の経営指標　札幌　北海道商工指導センター

　平成 12 年版からの発行者：北海道中小企業総合支援センター

　昭和 57 年版から「商業・サービス業編」と「工業編」を交互に刊行。『北海道における中小企業

の経営指標』（北海道商工部発行）と補完しあう。平成 12 年版から両編とも毎年刊行。

昭和 41,43,44,46,48,51,54,56,59-63,平成 1,5-14 年版＜1966-2003＞+

H335.35/Ho
北海道における中小企業の経営指標　札幌　北海道商工部

　昭和 57 年度版から「商業・サービス業編」と「工業編」を交互に刊行。『北海道における中小企

業の経営指標』（北海道商工指導センター発行）と補完しあう。平成 11 年度をもって刊行中止。

昭和 37,39,41,46,47,50,51,53,55,58,59,61,平成 1,5-11 年度版＜1962-2000＞

H335.35/Sa
札幌市中小企業の経営指標・原価指標　札幌市中小企支援センター編　札幌　さっぽろ産業振興財団

　平成 12 年度より工業編と商業・サービス業編に分かれる。

昭和 57,60,平成 5,10,11 年度＜1982-2000＞
工業編：平成 12,14 年度＜2001-2003＞+
商業・サービス業編：平成 13 年度＜2002＞+

H337.8/Ho
物価モニター価格動向調査結果報告書　〔札幌〕　北海道生活環境部消費生活課

　平成 8 年度からの発行者:北海道

昭和 56,59,60-63,平成 1-3,5,6,8-11 年度＜1982-2000＞

H337.8/Ho
生活圏別価格動向調査結果報告書　〔札幌〕　北海道生活環境部消費生活課

昭和 48-55 年度＜1974-1981＞

H337.85/Ho
北海道物価統計調査結果報告　昭和４３年　札幌　北海道企画部統計課　1969　87p　26cm

H337.85/Ho
北海道物価統計調査結果及び北海道消費者物価指数報告書　〔札幌〕　北海道　（北海道統計別冊）

昭和 51,53 年＜1977-1979＞

H337.85/Ho
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北海道小賣物価統計調査報告　消費者物価指数・主要品目の都市別小売価格　札幌　北海道総務部統

計課

No.1-7＜1954-1956＞

H337.85/Ho
北海道小売物価統計調査年報　札幌　北海道企画部統計課

昭和 40-43 年＜1966-1969＞

H337.85/Ho
北海道消費者物価指数　札幌　北海道開発調整部

昭和 38 年分,39 年平均＜1963-1965＞

H337.85/Ho
北海道消費者物価指数　昭和５５年分　昭和５０年基準　札幌　北海道開発調整部　1980　１冊

26cm×36cm
　昭和 51 年から 55 年までをまとめたもの。

H337.85/Ho
北海道消費者物価指数　都市別（全系列）昭和３５年基準　札幌　北海道総務部統計課　1963　36p

26cm
　昭和 35 年を基準に昭和 28 年から 37 年までの都市別各月の物価指数をまとめたもの。

H337.85/Ho/S60
北海道消費者物価指数結果報告書　昭和６０年基準　札幌　北海道　1987　97p　26cm　（北海道統

計　ｎｏ．４７４　別冊）

H338.059/Ho
北海道組合金融統計録　札幌　北海道信用農業協同組合連合会

第１-3 輯＜1959-1972＞

≪340　財政≫

H340.59/Ho
北海道財政経済統計年報　札幌  北海道財務局財政経済研究会

　昭和 49 年版からの発行者：北海道財務局理財部、平成 13 年版からの発行者：北海道財務局総務

部

昭和 47,49,51-63,平成 1-14 年版＜1973-2003＞+

H345.059/Sa
〔札幌税務監督局〕税務統計書　札幌  札幌税務監督局

　昭和 27 年度からの書名:〔札幌国税局〕税務統計書、昭和 41 年度からの書名：札幌国税局統計書

　昭和 27 年度からの発行者：札幌国税局

明治 39,大正 10,昭和 3,11-14,27-36,39-63,平成 1-13 年度＜1908-2003＞+
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H345.059/Sa
札幌国税局統計書  国税庁開庁３０周年記念　札幌  札幌国税局  1979　278p  26cm

　昭和 24 年から 52 年における北海道の税務統計のうち主要計数について、時系列統計として収録

したもの。

H349/Ho
北海道財務局統計年報　〔札幌〕 北海道財務局

〔昭和 36-39,41,43 年〕＜1961-1968＞

H349.059/Ho
北海道庁財務統計書　〔札幌〕  北海道庁  〔1890〕  1 冊  26cm

　簿冊。明治 2～23 年度の統計書。

H349.059/Ho
財政統計　札幌  北海道都市財政協議会

　道内外の地方財政を比較分析できる資料。

所蔵：第 12,25 輯,45,47-50,53-58 集＜1956-1970＞

H349.2/Ho
北海道町村類型別財政指数表　札幌  北海道総務部

　昭和 58 年度からの書名：北海道町村類型別・都市別財政指数表

　昭和 50 年度からの発行者：北海道行政協会

〔昭和 38〕-48,50,54-56, 58-61 年度＜1965-1988＞

H349.3/Ho
市町村財政概要　札幌  北海道内務部

　昭和 43 年度の書名：市町村財政の概要、昭和 44 年度からの書名：市町村の財政概要

　昭和 10 年度からの発行者：北海道総務部、昭和 24 年度からの発行者：北海道自治協会

　昭和 37 年からの発行者：北海道総務部、昭和 49 年度からの発行者：北海道行政協会

　平成 2 年度からの発行者：北海道市町村振興協会

昭和 5,6,9,10,13,24 年度,27,28,34,35,37-41 年,43-50,52,55,56,59-63,平成 1-13 年度＜1930-2003＞+

H349.4/Sa
指定都市基本施策比較検討調べ  決算編　札幌  札幌市議会事務局

平成 2,5-10 年度＜1990-1999＞

H349.5/Ho
市町村の地方交付税概要　北海道企画振興部監修  札幌  北海道市町村振興協会

　平成 8 年度からの監修：北海道総合企画部

平成 3-13 年度＜1992-2002＞+

H349.5/Ho
北海道税概要　札幌 北海道総務部

　道税に関して、〔第 1 輯〕は明治期から昭和 25 年までを、第 2 輯は昭和 25 年以降の概況を収録。

〔第 1〕,2 輯＜1951-1953＞
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H349.5/Ho
北海道税務概要　札幌  北海道税務部　1953　71p　26cm

　『北海道税概要』〔第 1 輯〕の追録として、昭和 26 年の計数を収録。

H349.5/Ho
北海道税務統計　〔札幌〕  北海道税務部

昭和 29-55,57-63,平成 1-14 年＜1954-2003＞+

H349.5/Sa
札幌市税務統計　札幌  札幌市

No.14-27,31,32,36,38-45＜1971-2001＞

H349.8/C
地方公営企業決算状況調　札幌  北海道市町村振興協会

　平成 2 年度からの発行者：北海道行政協会

昭和 61,63,平成 1-13 年度＜1987-2003＞+

≪350　統計≫

H350/Ho
地域指標ハンドブック　東京　北海道東北開発公庫調査情報部

〔1984〕,〔1986〕,〔1988〕,〔1989〕,〔1990〕,〔1992〕, 1993-1998＜1984-1998＞

H351/D
大都市比較統計年表　昭和 60 年　福岡　大都市統計協議会　1987　257p　26cm

H351/Hi
実用北海道郡区町村案内　附里程表　廣瀬清澄編　11 版　函館区　小島大盛堂　1910　156p　15cm

H351/Ho
庁治一班　第 3 回　札幌区　北海道第一部　1889　155p　17cm　複写本

H351/Ho
道民手帳　昭和 37 年　札幌　北海道統計協会　1962　81p　27cm

H351/Ho
道統計要覧　札幌　北海道企画部統計課

　昭和 42 年からの書名:北海道統計要覧、昭和 46 年からの書名：北海道勢要覧

　昭和 46 年の発行者：北海道企画部、昭和 47 年度からの発行者：北海道

　平成元年からの発行者:北海道統計協会

昭和 38-45 年; 46-48 年度,50-63,平成 1-15 年＜1963-2003＞+

H351/Ho
北海道庁統計書　札幌　北海道

　第 51 回からの書名:北海道統計書
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　第 16 回から 66 回までは分冊刊行。一部欠号あり。

1-110 回＜1886-2003＞+

H351/Ho
北海道庁統計綜覧　〔札幌〕　北海道　1896　1084,138p　25cm

H351/Ho
HOKKAIDO データブック　札幌　北海道商工労働観光部　〔1990〕　206p　26cm

H351/Ho
北海道概観　統計図表　札幌　北海道長官々房統計課　1929　1 冊　22×27cm

H351/Ho
北海道早わかり（統計図表）　札幌　北海道長官官房統計課　1926　1 冊　20×27cm

H351/Ho
北海道の圏域別地域指標　札幌　北海道東北開発公庫北海道支店開発調査課　1998　30cm

H351/Ho
北海道道勢一班　札幌　北海道

明治 36,37,39,41-43,大正 1-4,6,7,9-14,昭和 1-8 年＜1905-1935＞

H351/Ho
北海道勢一班　昭和 22 年　札幌　北海道総務部　1948　26cm　83p

H351/Ho
北海道一覧　昭和 21 年　札幌　北海道総務部　1947　19cm　謄写印刷

H351/Ho
北海道市町村勢便覧　昭和 35 年版　札幌　産経協会　1960　583p　25cm

H351/Ho
北海道統計一覧　昭和 10 年　札幌　北海道　〔1935〕　1 枚　55×79cm（折りたたみ 19×11cm）

H351/Ho
北海道統計資料　北海道　札幌　北海道開発調整部調査統計課　（北海道統計　別冊）

第 1,2 編＜1973-1974＞

H351/Ho
北海道統計１１０年の歩み　札幌　北海道統計協会　1995　327p　27cm

　『北海道統計百年の歩み』を引き継いで発行されたもの。前述の資料に 7 項目と 32 項目のカラー

グラフを追加する。

H351/Ho
北海道統計百年の歩み　北海道開発調整部統計課編　札幌　北海道統計協会　1985　264p　26cm

　『北海道（庁）統計書』の他、国、道等の各種統計書等の主な統計を各項目ごとに時系列でまと

めたもの。収録期間は項目ごとに異なり、100 年以上を収録した統計もある。それぞれに使用した

資料を明示している。
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H351/Ho
明治十八年統計摘要　〔札幌〕　北海道　1887　144p　23cm

H351/Ho
統計でみる北海道のすがた　札幌　北海道総合企画部統計課

昭和 61-63,平成 1-11,2001,2002 年＜1986-2002＞+

H351/Ho
統計上より観たる北海道の地位　札幌　北海道長官々房統計課　1932　129p　19cm

H351/J
都道府県最新データブック　１９８８　東京　自由国民社　1988　64p　26cm「現代用語の基礎知識」

1988 別冊附録

H351/Ky
９市統計年報　第 5 回　〔札幌〕　9市統計協議会　1969　96p　26cm

H351/Me
明治前期全国府県別統計集成　1　北海道の統計　藤井隆至編　東京　東洋書林　1997　16,661p　22cm
（近代日本歴史統計資料　10）　復刻原本:『北海道庁統計書』(北海道庁 明治 22 年刊)

H351/Ni
日本アルマナック　〔東村山〕　教育社

1985,1987-1990,1993 上巻,下巻＜1985-1992＞

H351/Sa
北海道統計年報　札幌　札幌商工会議所

　昭和 46 年版から『札幌経済統計書』と合併し『北海道札幌経済統計年報』となる。

昭和 30-44 年版＜1955-1969＞

H351/Sa
札幌縣統計書　明治 16 年　全　札幌県　札幌県　1884　303p　25cm　複写本

（宗谷・網走）

H351.11/Ho
宗谷支庁拓殖状況一班　稚内　北海道宗谷支庁　1913　40p　19cm

H351.11/Ho
統計要覧　稚内　北海道宗谷支庁　1967　56p　21cm

H351.11/Ho
宗谷の統計　稚内　北海道宗谷支庁

昭和 62,63,平成 1,2,4-14 年度＜1988-2003＞+
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H351.11/Ho
宗谷支庁管内拓殖要覧　〔稚内〕　北海道宗谷支庁

〔1917〕,〔1918〕＜1917-1918＞

H351.11/Ho
宗谷支庁管内概況　〔稚内〕　北海道宗谷支庁　1918　130p　19cm

H351.11/Ho
宗谷支庁管内拓殖概観　稚内　北海道宗谷支庁　1918　1 枚（折りたたみ）　22×11cm

H351.11/Ho
宗谷支庁要覧　昭和 52 年度　稚内　北海道宗谷支庁　1978　153p　26cm

H351.12/W
稚内市統計書　稚内　稚内市

昭和 52,57-63,平成 1-4,6-14 年版＜1977-2002＞+

H351.113/Ha
〔浜頓別町〕統計資料　〔浜頓別町（宗谷）〕浜頓別町

昭和 54,60,62,63,平成 1, 5-7,9-13 年版＜1979-2001＞+

H351.15 /A
あばしり　1972　網走　網走支庁　1972　161ｐ　19×26ｃｍ

H351.15/Ho
網走支庁管内概況　昭和２８年版　浜谷徳四郎編　網走　北見統計協会　1953　191ｐ　19ｃｍ

H351.15/Ho
〔網走支庁〕管内の統計　昭和４４年刊　北海道網走支庁総務課編　網走　北海道網走支庁　1969
106p　26cm

H351.15/Ho
網走支庁管内拓殖状勢一班　網走　北海道網走支庁　1915　84ｐ　22ｃｍ

H351.15/Ho
〔網走支庁〕管内統計要覧　昭和３９年版　網走　北海道網走支庁　1964　55ｐ　22ｃｍ

H351.15/Ho
管内概要　網走　北海道網走支庁

昭和 53-55 年＜1978-1980＞

H351.15/O
オホーツク圏　網走　北海道網走支庁

　2001 年からの書名:オホーツク

1985-2003＜1985-2003＞+
H351.15/O

統計オホーツク圏　網走　北海道網走支庁

〔平成 10〕-〔13 年〕＜1998-2001＞+
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H351.151/O
雄武町の統計　昭和５１年版　雄武町（網走）　雄武町　1977　146ｐ　26ｃｍ

H351.155/Sa
佐呂間町統計書　佐呂間町（網走）　佐呂間町企画調査室

第 2,3 次＜1990-2000＞+

H351.156/C
町勢統計　くんねっぷ　昭和６２年版　訓子府町（網走）　訓子府町　1987　88ｐ　26×37ｃｍ

H351.156/O
置戸町統計書　平成元年版　置戸町（網走）　置戸町　1990　112ｐ　26ｃｍ

H351.158/Ts
津別町統計書　津別町（網走）　津別町

昭和 57, 62,平成 4 年＜1982-1992＞

H351.159/Ki
統計書　清里町（網走）　清里町

1990,1991 年＜1990-1991＞

H351.159/Ki
清里町統計書　清里町（網走）　〔清里町〕

1997,1999 年＜1997-1999＞

H351.159/Sh
斜里町統計要覧　1969　斜里町（網走）　斜里町　1969　61ｐ　22ｃｍ

H351.161/A
網走町統計一班　網走町（網走）　網走町　1923　71ｐ　17×10ｃｍ

H351.161/A
網走市統計書　網走　網走市

昭和 63,平成 3,6,9 年＜1988-1997＞

H351.161/A
市政年鑑　網走　網走市

昭和 31,33,37,39 年＜1956-1964＞

H351.162/Ki
北見市の統計　北見　北見市

　昭和 52 年からの書名：北見市統計書

昭和 46,50-54,56-63,平成 1,6,7- 14 年度＜1971-2002＞+

H351.163/Mo
紋別市の推移と現況　1969　紋別　紋別市　1969　1 冊（項目別頁付）　26ｃｍ

H351.163/Mo
紋別市統計書　紋別　紋別市

昭和 59,61-63,平成 1-14 年＜1984-2003＞+
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H351.163/Mo
統計もんべつ　紋別　紋別市

平成 10,11,15＜1998-2003＞+

（根室・釧路）
H351.21/Ho

根室の統計　根室　北海道根室支庁

平成 2,3 年＜1990-1991＞

H351.21/Ho
根室支庁管内概況　根室　北海道根室支庁

　大正 15 年の発行者:根室公論社

大正 12,13,15 年＜1923-1926＞

H351.21/Ho
統計調査結果　〔根室〕　根室支庁地方部振興課　1990　76ｐ　26ｃｍ

H351.21/Ho
統計調査結果表　根室　北海道根室支庁

昭和 48-57 年度＜1973-1983＞

H351.21/Ne
根室統計書　〔根室〕　北海道根室支庁

平成 5,7 年度,1997,1998,1999,平成 12-14 年度＜1993-2002＞+

H351.212/Sh
統計表　標津町（根室）　標津町

昭和 39,52,55 年度＜1964-1980＞

H351.213/Na
〔中標津町〕統計表　中標津町（根室）　中標津町

昭和 39,40,42 年度,’71＜1964-1971＞

H351.214/B
統計表　創刊号　別海町（根室）　別海町　1972　121ｐ　19×26ｃｍ

H351.22/Ne
根室市統計書　根室　根室市　1986-
昭和 60,平成 1-6,8,10,12 年度版＜1985-2000＞+

H351.22/Ne
根室要覧　根室　根室町

大正 13,15,昭和 4,8 年＜1914-1933＞

H351.23/Sh
紗那振別択捉蕊取群役所統計概表　出版地不明　北海道紗那振別択捉蕊取郡役所　1893-1895　1 冊

26ｃｍ
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　明治 24 年～26 年合本　複写本　25 年,26 年の出版者表示は千島国紗那郡紗那外三郡役所

H351.25/Ho
釧路国勢一覧　昭和 3 年版　釧路　北海道釧路支庁　1928　64ｐ　19ｃｍ

H351.25/Ho
釧路の統計　釧路　北海道釧路支庁

1970,1973,平成 5-14 年度＜1970-2002＞+

H351.25/Ho
釧路支庁管内要覧　釧路　北海道釧路支庁

大正 6,昭和 3,9 年＜1917-1934＞

H351.25/Ho
釧路支庁拓殖要覧　釧路　北海道釧路支庁　1914　68ｐ　19ｃｍ

H351.25/J
釧路国勢一班　神憲編　釧路　釧路奉迎準備会　1911　176ｐ　23ｃｍ

H351.25/Mi
最近くしろ案内　三好陣太郎編　釧路　小林隆盛堂書房　1910　58,116ｐ　22ｃｍ

H351.252/Sh
標茶町統計書　標茶町（釧路）　標茶町

1986,1991＜1986-1991＞

H351.256/A
厚岸町統計書　厚岸町（釧路）　厚岸町

平成 7,11＜1995-2000＞+

H351.258/Sh
白糠村沿革概要・白糠村管内要覧　白糠村（釧路）　白糠村　1933　56ｐ　25ｃｍ

H351.26/Ku
釧路町勢一班　釧路　釧路町

　大正 14 年からの書名:釧路市勢一班

明治 40,大正 6,14,15,昭和 7,8,9 年＜1907-1934＞

H351.26/Ku
釧路市勢要覧　釧路　釧路市

昭和 5,6,10 年＜1930-1935＞

H351.26/Ku
釧路市統計書　釧路　釧路市

昭和 27,28 年度,1956,1957,1959,1962-1971,昭和 48,49,52,53,56,58,62,63,平成 1,2,4-13 年＜1952-
2001＞+

H351.26/Ku
新興の釧路　釧路　釧路市

昭和 8,9 年＜1933-1934＞
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H351.26/To
統計調査報告書　釧路　釧路市

平成 8,9,11,12 年度＜1996-2000＞

（十勝）

H351.31/Ho
十勝概観　帯広　北海道十勝支庁

昭和 9,11 年＜1934-1936＞

H351.31 /Ho
十勝概要　帯広　北海道十勝支庁

昭和 25 年版,1956,1959＜1950-1959＞

H351.31/Ho
十勝国勢一班　〔帯広町（十勝）〕　北海道河西支庁　1926
明治 43,44,大正元年＜1910-1912＞

H351.31/Ho
十勝国勢一覧　帯広　北海道河西支庁

大正 13,15 年＜1924-1926＞

H351.31/Ho
十勝国勢要覧　帯広　北海道河西支庁

　昭和 7 年の発行者：北海道十勝支庁

大正 14,15,昭和 3,4,7 年版＜1924-1932＞

H351.31/Ho
十勝国拓殖要覧　帯広　北海道河西支庁

大正 4,6 年＜1915-1917＞

H351.31/Ho
十勝国統計一覧　帯広　北海道河西支庁

昭和 4,5 年＜1929-1930＞

H351.31/Ho
とかちの統計　帯広　北海道十勝支庁

　昭和 53 年にそれまでの総括編を発行したのにはじまり、それ以降は人口編、事業所編、農業編、

林業編、漁業編、工業編、商業編、学校編の各編に分冊して刊行。

総括編：その 1＜1978＞
人口編：昭和 50 年国勢調査, 〔昭和 52 年〕住民基本台帳, 昭和 55 年国勢調査,平成 2 年国勢調査,〔平

成 6 年〕住民基本台帳,昭和 50 年～平成 2 年国勢調査,平成 7 年国勢調査＜1978-1997＞
事業所編：その 1-3,5,7,8＜1978-1998＞
農業編：その 1-6,10,15-23＜1978-2000＞
林業編：その 1＜1981＞
漁業編：その 1,2,5＜1978-1995＞
工業編：その 1-4,6,15-23＜1978-2000＞
商業編：その 1-4,6-8＜1978-1999＞
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学校編：その 1-4,6,15-23＜1978-2000＞

H351.31/To
とかち　北海道　帯広　北海道十勝支庁

　2001 年と 2002 年は資料編あり。

‘90,’93-2003＜1990-2003＞+
H351.311/A

足寄町統計書　足寄町（十勝）　足寄町

昭和 52 年,第 3,4 巻＜1977-1993＞

H351.311/R
陸別町統計資料　平成 3 年度　陸別町（十勝）　陸別町　1991　24ｐ　26ｃｍ

H351.312/U
統計便覧　〔浦幌町（十勝）〕　浦幌町

昭和 56 年,平成 3,8 年度＜1981-1996＞

H351.313/I
池田町統計書　池田町（十勝）　池田町

平成 4,6 年度＜1992-1994＞

H351.313/Ma
幕別町勢要覧資料編　昭和 52 年度　幕別町（十勝）　幕別町　1977　1 冊　26ｃｍ

H351.313/Ma
ＤＡＴＡ　ＦＩＬＥ　まくべつ　幕別町（十勝）　幕別町

1993,1999＜1993-1999＞

H351.314/Ka
〔上士幌町〕町勢の現況　上士幌町（十勝）上士幌町

第 23,27-29,32-35 号＜1986-1998＞

H351.316/Sh
しみずの統計　清水町（十勝）　清水町

平成元,4 年＜1989-1992＞

H351.317/Na
統計なかさつない　中札内村（十勝）　中札内村

昭和 51,59,平成 6 年＜1976-1994＞

H351.318/Ta
統計たいきの姿　大樹町（十勝）　大樹町　1974　54ｐ　21ｃｍ

H351.32/O
帯広案内　附・十勝国勢一覧　帯広町（十勝）　帯広町　19ｃｍ

大正 8,10 年＜1933-1935＞

H351.32/O
帯広町勢　帯広町（十勝）　帯広町

昭和 3,5,6,7 年度＜1928-1932＞
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H351.32/O
帯広市統計書　帯広　帯広市

第 1,4,5,8,14,18,22,24,26-28,31-37 巻＜1963-2000＞+

H351.32/O
帯広市勢要覧　帯広　帯広市　〔1936〕　38ｐ　22ｃｍ

（上川・留萌）
H351.41/Ho

上川一班　地　〔旭川〕　北海道上川支庁　1928　1 冊　19cm

H351.41/Ho
かみかわの統計　旭川　北海道上川支庁

平成 4-12,14,15 年＜1992-2003＞+

H351.41/Ho
上川支庁管内概況　〔札幌〕〔北海道〕

〔昭和 11〕,25 年＜1936-1951＞

H351.41/Ho
上川支庁管内一班　旭川　北海道上川支庁

明治 43,44,大正 1,7 年＜1910-1918＞

H351.41/Ho
上川支廳統計書　１９５１年版　旭川　北海道上川支庁総務課　1951　1049ｐ　26cm

H351.41/Ka
上川地域概況ポケットブック　１９９８　改訂版　旭川　旭川開発建設部地域振興対策室　1998　108

ｐ　21cm

H351.4112/B
美深町の統計　美深町（上川）　美深町

平成 5-7,10 年＜1993-1998＞

H351.418/Ka
〔上富良野町〕統計要覧　昭和５２年度　上富良野町（上川）　上富良野町　1977　41ｐ　26cm

H351.421/A
旭川町勢一班　旭川町（上川）　旭川町

　大正３年度より『旭川区勢一班』と改題

明治 43,44,大正 1 年＜1911-1913＞

H351.421/A
旭川区勢一班　旭川　旭川区

　『旭川町勢一班』の改題

大正 2,8 年＜1914-1920＞
H351.421/A

旭川市統計書　旭川市資料センター編　旭川　旭川市

昭和 45,46,48-50,52-62 年度,平成 1-14 年度版＜1971-2002＞+
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H351.422/Na
名寄市の現勢　名寄　名寄市

昭和 43,45,47,49 年度,51 年＜1968-1976＞

H351.422/Na
名寄市の統計　名寄　名寄市

昭和 57,61,63,平成 2 年度,4,6,8,10,12 年＜1982-2001＞

H351.423/Sh
士別市統計書　士別　士別市

1,5,6,8-11 号＜1979-1997＞

H351.424/F
富良野市統計書　富良野　富良野市

昭和 47,48,54,63,平成 1-13 年度＜1973-2002＞+

H351.45/Ho
留萌管内の統計　留萌　北海道留萌支庁　1967　79ｐ　26cm

H351.45/Ho
留萌の姿　留萌　北海道留萌支庁

昭和 47-50,52-59 年＜1973-1984＞

H351.45/Ho
留萌の統計　留萌　北海道留萌支庁

平成 10-15 年＜1998-2003＞+

H351.45/R
天塩国要覧　留萠町（増毛）　留萠実業青年会　1910　132,264ｐ　20 cm

H351.46/R
〔留萌市〕現勢　留萌　留萌市

昭和 37,43,44,46-57 年度＜1962-1982＞

H351.46/R
留萌市統計書　留萌　留萌市

昭和 58-63,平成 1-15 年度版＜1983-2003＞+

（空知）
H351.51/Ho

国勢調査報告書　岩見沢　北海道空知支庁

昭和 45,50,55 年＜1972-1983＞

H351.51/Ho
空知のあらまし　岩見沢　北海道空知支庁

昭和 48,50-53,55,57-59,61-63 年＜1974-1988＞

H351.51/Ho
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空知のあらまし　資料編 　岩見沢　北海道空知支庁

昭和 63,平成 1 年＜1988-1989＞

　H351.51/Ho
空知の統計　岩見沢　北海道空知支庁

昭和 30-50 年度,52-59,61,平成 1-13,15 年＜1971-2003＞+

H351.51/Ho
空知支庁管内拓殖一班　岩見沢　北海道空知支庁　1918  175ｐ　19cm

H351.51/Ho
空知支庁拓殖概観　岩見沢町（空知）　北海道空知支庁　1915　168ｐ　19cm

H351.51/Ho
空知支廳統計書　岩見沢　北海道空知支庁　1912　260ｐ　20cm

H351.513/U
雨竜町統計書　雨竜町（空知）　雨竜町

平成 1,5,9 年度版＜1990-1998＞+

Ｈ351.515/Sh
新十津川村勢一班　新十津川村（空知）　新十津川村

大正 10,14,昭和 6,8 年＜1921-1933＞

Ｈ351.515/U
浦臼の統計　浦臼町（空知）　浦臼町　〔1984〕　26ｐ　26×37cm

Ｈ351.516/Ts
月形の統計　月形町（空知） 月形町

平成 7,8,10-12,14,15 年版＜1995-2003＞＋

Ｈ351.517/Na/S35-42
奈井江町統計要覧　昭和 35～42 年　奈井江町（空知）　奈井江町　1968　113ｐ　26cm

Ｈ351.518/Ku
栗山の統計　栗山町（空知）　栗山町

〔昭和 60〕,62,63,平成 1-12 年度版＜1987-2001＞+

Ｈ351.518/Y
由仁町統計書　由仁町（空知）　由仁町

平成 6,8-14 年版＜1994-2002＞+

Ｈ351.52/I/T3
岩見沢町勢一班　岩見沢町（空知）　岩見沢町　1915　140ｐ　17cm

Ｈ351.52/I
岩見沢市統計書　岩見沢　岩見沢市

昭和 55,56,58,60-63,平成 1-15 年版＜1980-2003＞+
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Ｈ351.521/F
国勢調査報告書　〔深川〕　深川市

平成 2,7 年＜1991-1997＞

Ｈ351.522/A
〔芦別市〕統計書　芦別　芦別市

　1995 年からの書名:芦別市統計書

昭和 45,47,54-58,60,62,63,1990,1992,1994-2000,2002 年版＜1970-2003＞+

Ｈ351.523/A
赤平市統計書　赤平　赤平市

5-7,9-15,18-20 回＜1987-2003＞+

Ｈ351.525/Ta
滝川市江部乙町の市・町勢概況調　滝川市,江部乙町編　滝川　滝川市　1970　26cm　2 冊

昭和 45 年 6 月,12 月＜1970＞

Ｈ351.525/Ta
滝川市の統計　滝川　滝川市

4,5,9-28 号＜1976-2003＞+

H351.527/B
美唄市統計書　美唄　美唄市

昭和 40,60,63,平成 3,6,9,12 年版＜1986-2001＞+

Ｈ351.528/Mi
三笠市統計書　三笠　三笠市

昭和 50,58,62,63,平成 2-14 年版＜1975-2003＞+

Ｈ351.529/Y
夕張市の統計　夕張　夕張市

4-8 号＜1985-2002＞+

（石狩）

Ｈ351.55/Ho
石狩の統計　札幌　北海道石狩支庁

昭和 49,53 年＜1974-1978＞

　　　　　Ｈ351.554/I
石狩町統計書　石狩町（石狩）　石狩町

昭和 61,平成 1,3,5 年版＜1987-1994＞

Ｈ351.554/I
石狩市統計書　石狩　石狩市

平成 8,11 年版＜1997-2000＞+
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Ｈ351.555/Sh
〔新篠津村〕統計書　新篠津村（石狩）　新篠津村

1986 年版の書名：統計しんしのつ

1971,’79,1986 年版＜1971-1986＞

H351.556/Hi
広島町統計書　広島町（石狩）　広島町

昭和 49,51,53,57,59,62,平成 1,3,5 年版＜1974-1993＞

Ｈ351.556/Hi
北広島市統計書　北広島　北広島市

平成 8,10,12 年版＜1996-2001＞+

Ｈ351.557/E
恵庭市統計書　恵庭　恵庭市

昭和 61-63,平成 1-14 年版＜1987-2003＞+

Ｈ351.561/Sa
札幌区統計一班　札幌　札幌区

　明治 44 年は大正３年と合本複写。大正 2 年は複写本。

明治 44,大正 1-4,6-9 年＜1912-1921＞

Ｈ351.561/Sa
札幌区統計　札幌　札幌区

　明治 43 年からの書名：札幌区統計書

明治 42,43,44 年＜1910-1912＞

Ｈ351.561/Sa
札幌市の地域構造　札幌　札幌市企画調整局企画部企画調査課

昭和 52,57,62,平成 6,11 年＜1977-1999＞

H351.561/Sa
札幌市のいきおい　札幌　札幌市

昭和 28,29 年＜1953-1954＞

Ｈ351.561/Sa
札幌市勢年鑑　札幌　札幌市役所

昭和 30,31 年版＜1955-1956＞

Ｈ351.561/Sa
札幌市統計一班　札幌　札幌市

大正 10-15,昭和 1-12 年＜1922-1939＞

Ｈ351.561/Sa
札幌市統計書　札幌　札幌市

昭和 32,36,41,46,47,49-63,平成 1-14 年版＜1957-2003＞+

Ｈ351.562/E
江別市統計書　江別　江別市
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№1-38＜1964-2003＞+

Ｈ351.563/C
要覧ちとせ　千歳　千歳市

1961-1964,昭和 40,42-44,46,47,1973,1974,昭和 50,52,54-63,平成 1-15 年版＜1961-2003＞+

（日高・胆振）
H351.61/Ho

北海道浦河沙流新冠静内三石様似幌泉郡役所統計概表　〔出版地不明〕　北海道浦河沙流新冠静内三

石様似幌泉郡役所　1893　22cm　複写本

明治 23,24 年＜1892-1893＞

H351.61/Ho
北海道庁浦河支庁管内統計資料　浦河町（日高） 北海道浦河支庁 1909　60p

H351.61/Ho
北海道庁浦河支庁管内統計一班　浦河町（日高）　北海道浦河支庁

明治 43,44,大正 4,11,12 年＜1910-1923＞

H351.61/Ho
統計要覧　日高の姿　浦河町（日高）　北海道日高支庁

　5 年おきの刊行

1967,1962,1977,1982,1997＜1967-1998＞

H351.612/Ｂ
びらとり統計便覧　‘８３　平取町（日高）　平取町　1983　99p　26cm

H351.62/Ｕ
統計要覧浦河の歩み　平成 3 年度版　浦河（日高） 浦河町　1991　19×26cm

H351.65/Ho
北海道庁・室蘭支庁管内統計要覧　室蘭　北海道庁室蘭支庁　1922　37p　23cm

H351.65/Ho
胆振の現状　室蘭　北海道胆振支庁

　昭和 62 年版からの書名：胆振の統計

昭和 48-63,平成 1-5,7-11,13,14 年版＜1973-2002＞+

H351.65/Ho
管内町村統計集覧　昭和 27 年版　統計より見たる町村の実態　〔室蘭〕　北海道胆振支庁　1952　187p

14×18cm

H351.65/Ho
胆振支庁管内概況　室蘭　北海道庁胆振支庁　1925　94p　19cm
　大正元年、5 年、10 年、12 年の概況を掲載
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H51.65/Ho
各統計調査結果　胆振支庁管内市町村別　室蘭　北海道胆振支庁 25×36cm
昭和 45,55,56,58 年＜1970-1984＞

H351.65/Ho/
室蘭支庁管内一班　大正 5 年　室蘭町（胆振）　北海道室蘭支庁　1916　1 枚（37×45cm）

H351.65/Ｉ
最近胆振国勢一斑　尾沢嘉久馬編　室蘭　協賛会　1909　123p　図版　19ｍ
　室蘭支庁管内殖産奨励のための管内物産品評会を開催し、管内の実情を紹介し、品評会観覧者のた

めの栞とするため発行されたもの。

H351.6521/Mu
鵡川町ミニ統計書　　鵡川町（胆振）〔鵡川町〕

平成 6,8,10 年＜1994-19989＞

H351.654/Sh
白老町統計書　白老町（胆振） 白老町

第 4,5,6 回＜1985-1992＞

H351.655/Ｎo
統計のぼりべつ　登別　登別市

　昭和 57 年版からの書名：登別市統計書

‘78,昭和 57,59,61,平成 2,3,5,6,10,12-14 年版＜1979-2003＞+

H351.657/So
壮瞥村勢一覧　昭和 11 年　壮瞥村（胆振）　壮瞥村　1936　1 冊　11×19cm

H351.657/So
壮瞥村勢要覧　壮瞥村（胆振）　壮瞥村　1937　18p　12×19cm

H351.657/To
洞爺村統計書　洞爺村（胆振）　洞爺村

1975,1982,昭和 62,平成 5 年度,11 年版＜1975-2000＞

H351.658/Ａ
虻田町の概要　虻田町（胆振）　虻田町

平成 7,9 年版＜1995-1997＞

H351.658/Ｄ
〔伊達市〕統計書　昭和５１年度版　 伊達　伊達市 1976　70p　26cm

H351.658/Ｄ
伊達市統計書　　伊達　伊達市

1982,1986,1989,1992,1994,2000＜1992-2001＞
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H351.659/To
豊浦町統計書　豊浦町（胆振）　豊浦町

自昭和 58 年至昭和 62 年,自昭和 62 年至平成 3 年＜1988-1992＞

H351.661/Mu
室蘭町勢一斑　室蘭町（胆振） 室蘭町　1917　82,5p　16×10cm

H351.661/Mu
室蘭町統計　室蘭町（胆振）　室蘭町　謄写印刷

明治 41,43 年＜1908-1910＞

  
H351.661/Mu

室蘭町統計年表　室蘭町（胆振）　室蘭町

第 3,4 回＜1911-1912＞

H351.661/Mu
室蘭町統計書　室蘭町（胆振） 　室蘭町

大正 3,4 年＜1915-1916＞

H351.661/Mu
室蘭區勢一斑　室蘭区

大正 7-10 年＜1919-1922＞

H351.661/Mu
室蘭市勢一斑　室蘭　室蘭市

大正 11-14,昭和 1-3,11 年＜1923-1936＞

H351.661/Mu
室蘭市の統計　第 2 号　室蘭市企画部企画調査課　1969　108p　26cm

H351.661/Mu
室蘭市統計書　室蘭　室蘭市

自昭和 46 年至 50 年,自 48 至 49 年-自 55 至 59 年,61-63,平成 1-14 年版＜1977-2003＞＋

H351.661/Mu
室蘭統計年報　室蘭　室蘭商工会議所

昭和 41-48 年版＜1966-1973＞

H351.662/To
〔苫小牧市〕市勢統計　苫小牧　苫小牧市

　昭和 57 年版からの書名：苫小牧市統計書

昭和 46,48.51,57-63,平成 1-14 年版＜1971-2002＞
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（後志）

H351.71/Ho
北海道庁岩内支庁管内状況一班　明治４１年　 岩内町（後志） 北海道岩内支庁 　1909　111p　22cm

H351.71/Ho
後志支庁管内概況　小樽　北海道後志支庁

〔明治 44〕,〔大正 6〕,〔7 年〕＜1910-1918＞

H351.71/Ho/
後志支庁管内一班　大正7年　開道五十年記念北海道博覧会後志出品協会　北海道庁後志支庁編　〔出

版地不明〕　開道五十年記念北海道博覧会後志出品協会 1918　1 枚（55cm×80cm）

H351.71/Ho
後志の統計　倶知安町（後志）北海道後志支庁

昭和 43-53,55-63,平成 1-11 年＜1968-1999＞

H351.712/Y
〔余市町〕統計概要　余市町（後志）　余市町総務課統計係　1961　64p　19×27cm　昭和３５年国

勢調査　１９６０年世界農林業センサス

H351.713/Ｎi
仁木町の統計　仁木町（後志）　仁木町

昭和 58,平成 1 年＜1983-1989＞

H351.719/Ku
くろまつないの統計　黒松内町（後志）黒松内町

〔1984〕,〔2000〕＜1984-2000＞

H351.718/R
蘭越町の統計　蘭越町（後志） 蘭越町　1987　252p　26cm

H351.722/Ｏ
小樽区勢一班　小樽  小樽区

第〔1〕-8,11,13,15 回＜1904-1920＞

H351.722/O
小樽市の統計　小樽  小樽市

昭和 48,53-56 年版＜1974-1982＞

H351.722/Ｏ
小樽市勢統計年鑑　昭和 34 年版　上,下　小樽　小樽市　1959　2 冊　26cm

　明治 37 年以来毎年刊行されていた「小樽市統計書」は、昭和 14 年第 34 回で刊行中止だったが,
戦後市勢の基礎資料の総合集成としてこの年度のみ刊行されたもの。

H351.722/Ｏ
〔小樽市〕統計　 昭和４０年　小樽  小樽市　1965　69p　25cm　（時報ＮＯ．５５）
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H351.722/Ｏ
小樽市統計書　小樽　小樽市

　『小樽区勢一班』（明治 37 年第１回）の改題

第 17,18,20,21,25-27,29,31-33 回＜1923-1938＞

H351.722/Ｏ
小樽市統計書　小樽  小樽市

昭和 57-59,61-63,平成 1-3,5-13 年版＜1983-2002＞+

351.76/Ho
北海道庁壽都支庁管内概要　〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　〔1907〕　62p　22cm

（桧山・渡島）

         H351.8/Ha
函館縣統計表　明治１５年　 函館　函館県　1885　170p　24cm

H351.8/Ho
凾館縣統計書　明治１６年　北海道函館支庁,函館県編　函館區　北海道函館支庁　1886　369p　24cm

H351.81/Ho
桧山の統計　　江差町（桧山）　北海道桧山支庁

　1996 年からの書名:ひやまの統計

昭和 61-63,平成 1-7 年;1996-2003＜1986-2003＞+
H351.81/Ho

〔桧山支庁〕管内概況　統計編　江差町（桧山） 北海道桧山支庁　1961　26cm

H351.85/Ho
渡島の現況　函館　北海道渡島支庁

昭和 47.55,57,59-63;平成 1 年度-3;4-7;1996-2003＜1972-2003＞+

H351.85/Ho
渡島の統計　函館　北海道渡島支庁

昭和 61-63,平成 1-12,14,15 年＜1986-2003＞+

H351.85/Me
明治二十五年北海道亀田上磯茅部山越郡統計概表　七飯村（渡島）　北海道亀田上磯茅部山越郡役所

1894　114p　25cm

H351.852/Ｙ
統計八雲　八雲町（渡島）八雲町

平成 4,5,8,10,10,12 年＜1992-2000＞
H351.853/Mo

〔森町〕現勢　　森町（渡島）　森町

昭和 39-63,平成 1-8,11 年版＜1964-1999＞

H351.856/Na
七飯町の統計　七飯町　（渡島）七飯町
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昭和 61,平成 8 年＜1986-1996＞

H351.859/Ma
〔松前町〕統計概要　松前町（渡島）松前町

1985,平成 1-8,10 年度＜1958-1998＞

H351.859/Ko
松前町主要統計資料　小林真人,桑原真人編　〔出版地不明〕　〔出版者不明〕　 1980　p775～946　21cm
「松前町史」史料編第 4 巻抜刷

H351.86/Ha
函館区統計　函館　函館区

明治 40,42,45 年;12 回,15 回＜1908-1922＞

H351.86/Ha
函館区統計表　 明治２５年　函館区　函館区　1893　67p　24cm

H351.86/Ha
函館市統計書　 函館　函館市

昭和 51-57,59,60,62,63,平成 1-14 年版＜1977-2003＞+

H351.86/Ka
〔亀田市〕統計年報　昭和 47 年版　亀田　亀田市　1973　504p　25cm

（樺太・その他）

H351.9/Ｒ
ロシア極東データブック　札幌　北海道地域総合研究所　共同刊行：ロシア東欧貿易会北海道連絡事

務所

〔1993〕-〔1995〕,1997 年

H351.91/Ka
樺太庁統計書　豊原町（樺太）　樺太庁

復刻版。原本は昭和 3 年から 11 年までを所蔵。

昭和 3-16 年＜1929-1941＞

H351.91/Ka
樺太庁治要覧　豊原町（樺太）樺太庁

大正 9,昭和 3,4,9-11 年＜1930-1936＞

H351.91/Ka
樺太庁治一班　豊原町（樺太）　樺太庁

第 1,3,7,10,11-13,15,16,20 回＜1909-1928＞
H351.91/Ka

樺太要覧　豊原町（樺太）　樺太庁

明治 41,大正 3,14,15,昭和 3-11,13,14,16 年＜1908-1942＞
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≪360　社会学・社会問題≫

H364/Ho
〔北海道民生部〕事業年報　北海道民生部編  札幌　北海道

　『社会保険事業年報』と改題

昭和 40,53-57 年度＜1967-1983＞

H364/Ho
社会保険事業年報　札幌  北海道民生部

　平成元年度からの発行者：北海道生活福祉部、平成 8 年度からの発行者：北海道保健福祉部

　平成 11 年度からの発行者：北海道社会保険事務局

　『〔北海道民生部〕事業年報』の改題

昭和 58,59,平成 1,2,4-13 年度＜1984-2002＞+

H364.4/Ho
国保特別対策基金事業調査研究報告書  医療費の現状と住民の意識  〔札幌〕  北海道国民健康保険

団体連合会　〔1996〕　251p　30cm
　昭和 63 年から 5 年間の数字を基にし、市町村レベルでの医療費実態と、住民の保健医療について

の意識を分析したもの。

H364.4/Ho
国民健康保険診療施設事業状況　昭和３６年度  北海道民生部保険課編　札幌  北海道国民健康保険

団体連合会  1961  139p  26cm

H364.4/Ho
国民健康保険事業状況　北海道民生部編集  札幌  北海道国民健康保険団体連合会

　昭和 62 年度からの編者：北海道生活福祉部、平成 8 年度からの編者：北海道保健福祉部

　昭和 41 年度版までは「事業勘定」「直営診療施設勘定」の 2 分冊。昭和 39 年度は 2 冊とも所蔵、

それ以外は「事業勘定」のみ所蔵。

昭和 37-41,49-63,平成 1-13 年度＜1963-2003＞+

H364.6/Ho
国民年金事業年報　札幌  北海道生活福祉部

昭和 47-52,54-62,平成 1-5 年度＜1973-1994＞

H364.6/Ho
国民年金３０年のあゆみ　北海道生活福祉部編  〔札幌〕  北海道  1990　506p  26cm

　国民年金に関する昭和 36 年から 63 年の計数を収録。

　なお、『国民年金１０年のあゆみ』（北海道民生部　1970）には昭和 43 年までの、『国民年金

２０年のあゆみ』（北海道民生部　1980）には昭和 53 年までの計数を収録している。

H364.7/Ho
失業保険業務の概況　札幌  北海道労働部

　『失業保険業務概況』と改題

昭和 36-39 年度版＜1962-1965＞
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H364.7/Ho
失業保険業務概況　札幌  北海道労働部

　『失業保険業務の概況』の改題。『〔北海道商工労働観光部〕業務概況』と改題。

昭和 41-43,46 年度版＜1967-1972＞

H364.7/Ho
〔北海道商工労働観光部〕業務概況　札幌  北海道商工労働観光部

　平成 8 年度からの書名：〔北海道経済部〕業務概況

　平成 8 年度からの発行者：北海道経済部

平成 7-10 年度＜1996-1999＞

H365/Ho
国民生活実態調査報告書  昭和２７年度　札幌  北海道  1953  44，表 15，7，表 29p

　第 1 篇「道内主要市町村の小売物価調査報告－生活保護費基準額の地域差を中心にして」、第 2
編「道内被保護世帯の住宅調査報告」からなる。

H365.3/Ho
北海道住宅年鑑  札幌  住宅流通研究所

平成 1-15 年度版＜1989-2003＞+

H365.3/Ho
住宅需要実態調査結果報告 統計表編　 〔札幌〕  北海道住宅都市部

　建設省が実施した住宅需要実態調査の集計結果のうち、北海道についての結果を収録したもの。

昭和 63,平成 5 年＜1989-1995＞

H365.3/Ho
住宅統計調査結果報告  昭和２８年　 札幌  北海道総務部  1955　359p  26cm

　住宅の不足の現況を把握し、住宅建設計画及び生活改善の諸施策の基本資料とする目的で、道内

市町村の住宅の内容、設備及び腐朽・破損の程度を調査したもの。

H365.3/So
住宅統計調査報告 第３巻都道府県編 その１北海道　東京  総理府統計局

　平成 5 年の発行者：総務庁統計局

昭和 48,53,平成 5 年＜1974-1995＞

H365.3/So
住宅・土地統計調査報告  平成１０年 第５巻都道府県編 その１北海道　総務庁統計局編集  東京

日本統計協会　2000　62,502,63p　26cm

H365.4/Ho
北海道家計調査結果　札幌  北海道

　昭和 40 年からは「主要耐久消費財調査結果」を付す。

昭和 39-42 年＜1965-1968＞

H365.4/Ho
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北海道家計調査の結果報告　北海道開発調整部編  札幌  北海道（北海道統計別冊）

昭和 51 年の書名：家計調査の結果報告書、昭和 53 年：北海道の家計

昭和 54 年の書名：北海道家計調査結果報告書、昭和 55 年の書名:家計調査の結果報告書

　51 年からの副書名 : 総理府統計局所管北海道分

　53 年の副書名：家計調査の結果報告書・総理府統計局所管北海道分

　55 年からの副書名：総務庁統計局所管・北海道分

　昭和 62 年からの編者：北海道企画振興部

昭和 48-63＜1975-1989＞

H365.5/Ho
道民生活白書　札幌  北海道

　隔年刊行

昭和 34 年版,36,38 年度,40-62,平成 1-13 年度版＜1960-2002＞+

H365.5/Ho
道民の生活に関する世論調査　札幌  北海道総務部 1954  102p  26cm（世論調査報告書 4）

H365.5/Ho
道民生活に関する世論調査　札幌  北海道総務部

昭和 52,54,56,58,59,61 年度＜1977-1986＞

H365.5/Ho
北海道生活指標（ＨＳＩ）〔札幌〕 北海道生活環境部

　平成 2 年からの発行者：北海道生活福祉部

〔昭和 48,56,平成 2 年〕＜1973-1990＞

H365.5/Ho
暮らしと北海道　世帯手持商品銘柄調査　札幌  北海道新聞社

　道内 4 都市（札幌・函館・旭川・釧路）を対象に、持ち物の調査を行うことからはじまった。そ

の後、住宅・土地、余暇、マスコミ意識等へと調査の幅を広げてきた。

'64-'68,'71-'77,昭和 54-61,63,平成 1-11 年版＜1973-1999＞

H365.6/Ho
消費生活モニター結果報告書　〔札幌〕  北海道商工部

　第 78 回からの書名：消費生活モニターアンケート調査結果報告書

　第 50 回からの発行者：北海道生活環境部、第 78 回からの発行者：北海道生活福祉部

　第 91 回からの発行者：北海道環境生活部

第 20,31,37,38,50-62,64,66,75-88,90-92 回＜1967-2001＞

H366/Ha
働くことの意識調査報告書　 札幌  北海道生産性本部

平成 11-13 年度＜1999-2001＞

H366/Ho
北海道の労働経済　札幌  北海道労働部

　平成元年からの発行者：北海道商工労働観光部

昭和 52-63 年版＜1977-1988＞
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H366.059/R
労働福祉実態調査　統計資料　札幌  北海道経済部

　平成 10 年度からの副書名：調査結果の概要、平成 13 年度からの副書名：調査結果

平成 9-14 年度＜1998-2003＞

H366.2/Ho
林業労働実態調査報告書　札幌  北海道林務部

　平成 9 年度実績からの発行者：北海道水産林務部

昭和 43,48,49,51,平成 5,9,11,13 年度実績＜1970-2002＞+

H366.21/Ho
北海道における職業別労働力調査結果報告　 札幌  北海道労働部  1953　表 1 冊  26cm

　昭和 25 年 10 月 1 日現在国勢調査基礎資料による。

H366.21/Ho
雇用動向実態調査報告書　札幌  札幌北海道商工労働観光部

　平成元年度からの書名：雇用動向実態調査結果報告書

昭和 63,平成 1,3-6 年度＜1989-1995＞

H366.21/Ho
労働市場年報　札幌  北海道労働部

　昭和 62 年度からの発行者：北海道商工労働観光部、平成 8 年度からの発行者：北海道経済部

　平成 11 年度からの発行者：北海道労働局職業安定部

1949,1951-1955；昭和 31-41,43-63,平成 1-13 年度＜1950-2003＞+

H366.4/Ho
中小企業賃金実態調査結果報告書　〔札幌〕 北海道労働部

昭和 32-34 年＜1958-1960＞

H366.4/Ho
中小企業賃金実態調査結果書　札幌  北海道労働部

　昭和 39 年の書名：中小企業賃金調査結果書、昭和 40 年からの書名：中小企業賃金実態調査報告

書

　昭和 63 年からの発行者：北海道商工労働観光部、平成 9 年からの発行者：北海道経済部

昭和 38-63,平成 1-10 年＜1966-1999＞

H366.42/Sa
賃金白書  札幌版　 札幌  札幌商工会議所

昭和 44-47,50,52-56,59,61,平成 1-3,5-14 年＜1969-2002＞+

H366.47/Ho
労働時間制度の実態調査結果報告書 〔昭和 61 年度〕　札幌  北海道開発問題研究会  1987  63p

26cm

H366.47/Ho
労働時間制度に関する実態調査結果の概要　札幌  北海道商工労働観光部

　平成 6 年度の書名：労働時間制度等に関する実態調査結果報告書
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　平成 7 年度からの書名：労働時間制度等に関する実態調査結果の概要

〔平成 1〕-3,6-8 年度＜1990-1996＞

H366.8/Ho
季節労働者の現況と対策　札幌  北海道労働部  1972  25p  26cm

　季節労働者に関して、昭和 38 年から 46 年の主な計数を収録。

H366.8/Ho
季節労働者の推移と現況　札幌  北海道労働部

　昭和 62 年度からの発行者：北海道商工労働観光部、平成 8 年度からの発行者：北海道経済部

　平成 11 年度からの発行者：北海道労働局職業安定部

〔昭和 51〕,55,57,58,60-62,平成 1-13 年度＜1977-2002＞+

H369.26/Ka
介護サービス利用者等実態調査報告書　札幌　北海道保険福祉部　2001　232,13,8p  30cm

H366.47/R
労働時間及び休日・休暇制度に関する調査結果報告　平成 10 年度　〔札幌〕　北海道食品産業協議会

1999　27p　30cm

H367/Ho
北海道の女性　北海道環境生活部女性室編　札幌　北海道

平成 5 年度,1999＜1994-1999＞

H367.2/J
「女性に対する暴力」実態調査報告書　札幌　北海道　2001　30cm

H367.9/Ho
高齢社会展望調査報告書　札幌　北海道開発問題研究調査会　1990　26cm
〔本編〕,資料（全体集計と解説）

H367.9/Ho
「老人のいる家庭の生活実態調査」報告書　北海道　〔札幌〕北海道民生部　1972　26cm

　調査期間：昭和 48 年 2 月 21 日～同年 3 月 5 日

H367.9/Ho
高齢者の生活と健康に関する実態調査報告書　１次調査,２次調査　札幌　北海道高齢者問題研究協会

1986　２冊　26cm

H367.9/Ko
高齢化対策企画調査報告書　札幌　北海道

平成 2 年度〔本編〕,2 年度統計表編,3,4 年度＜1991-1993＞

H368.7/Ho
少年非行の現況とその対策　札幌　北海道警察本部防犯部少年課

　昭和 38 年からの書名:少年非行の現況

〔昭和 36〕-〔61〕,〔63〕,〔平成 1〕-〔9 年〕;10 年度,12-14 年＜1962-2003＞+
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H369.1/Ho
社会福祉概要　北海道〔 〕支庁総務部編

網走支庁：昭和 51-53,55,平成 1-13 年度＜1976-2001＞
　平成元年度～4 年度の書名：網走支庁管内社会福祉概要

日高支庁：昭和 54,57,58,63,平成 1-3,5-7,9-13 年＜1979-2003＞+
　昭和 57 年からの書名：日高支庁管内社会福祉概況

桧山支庁：昭和 39,50,54,55,58,平成 1 年,4-12 年度＜1964-2001＞
　昭和 39 年の書名：桧山支庁管内社会福祉概況、昭和 50 年からの書名：社会福祉概況

胆振支庁：昭和 46,47,51-54,平成 6-11 年度＜1971-2000＞
石狩支庁：平成 2-４年;５-12 年度＜1990-2001＞
上川支庁：昭和 38 年度,1967,1975-1982,1989,1993-1997；9,10,12,13 年度＜1964-2003＞+

　昭和 38 年度の書名：社会福祉概況、1967 以降の書名：上川の社会福祉

釧路支庁：昭和 38,52,54,平成 3,5 年,6,9-14 年度＜1963-2003＞+
　昭和 38 年からの書名:釧路支庁管内社会福祉概況,平成 5 年の書名：釧路支庁管内社会福祉概要、

　平成 6 年度の書名：釧路支庁管内の社会福祉概況

根室支庁：昭和 50-52,55,60-62,平成 1-11 年＜1975-2000＞
渡島支庁：昭和 54,57-59,61-63,平成 1-3,6-8;9-13 年度＜1979-2001＞
留萌支庁：〔昭和 36〕,55,56 年,60,62,63 年度;1992-1994,1996,1997,平成 10-14 年度＜1961-2002＞+

　〔昭和 36 年〕の書名：留萌支庁管内社会福祉概況

　昭和 55 年,56 年の書名：〔留萌支庁管内〕社会福祉概況

　昭和 60 年度からの書名：留萌の社会福祉

後志支庁：昭和 55-62,平成 1-3,8-12 年度＜1980-2001＞
空知支庁：平成 6,7,9-14 年度＜1994-2003＞+
宗谷支庁：昭和 47,53-56 年,58-63,平成 1-5,9-11,13,14 年度＜1972-2003＞+

　昭和 53 年からの書名：そうやのふくし、昭和 56 年の書名：宗谷の福祉

　昭和 60 年度からの書名：宗谷の社会福祉

十勝支庁：昭和 38,42,49,51,55,60-63,平成 1-3,5-13 年＜1963-2002＞+
　昭和 38 年からの書名：社会福祉業務概況、昭和 60 年からの書名：十勝の社会福祉

H369.2/Ho
生活保護実施概況　札幌　北海道

　昭和 54 年度版からの書名：生活保護実施概要

　昭和 63 年度版からの発行者:北海道保健福祉部保護課

昭和 49-63,平成 1-14 年度＜1975-2002＞+

H369.26/Ho
北海道老人医療事業年報　札幌　北海道保健福祉部

平成 11,12 年度＜2001-2002＞

≪370　教育≫

H370.3/A
旭川市の教育　旭川　旭川市教育委員会
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〔1962〕,〔1965〕,〔1967〕, 1970, 1974, 1975, 1977-1983, 1985-1992,1994-1997,1999,2001 年度＜

1962-2001＞

H370.3/E
江別市の教育　〔江別〕江別市教育委員会

昭和 62,63,平成 1-14 年度＜1987-2002＞

H370.3/Ha
函館の教育　函館　函館市教育委員会

1970-1972,1974,1976,〔1977〕-〔1980〕,〔1983〕-〔1986〕,1994-2000,2002,2003＜1970-2003＞+

H370.3/Sa
札幌市の教育　札幌　札幌市教育委員会

昭和 33 年度,1969-1989 ,'91-'99,2000-2001＜1958-2001＞

H370.59/Ho
教育調査報告書　〔札幌〕　北海道教育庁企画総務部教育政策課

　昭和 63 年度は 2 分冊刊行。

昭和 34-63,平成 1-14 年度＜1959-2002＞+

教育調査報告書　特集号　数字でみる本道教育の推移（昭２５－４１）　札幌　北海道教育委員会
1967　126p　26cm
　北海道学校一覧と日本の教育統計をもとに、昭和 25 年からの学校数,学級数、教員数、児童・生

徒数および卒業後の状況について、北海道と全国の推移を表にまとめたもの。

H370.59/Ho
北海道教育委員会年報　〔札幌〕　北海道教育委員会

第 24-54 年報＜1973-2003＞+

H373/Ho
公立高等学校入学者選抜状況報告書　札幌　北海道教育委員会

昭和 33, 39-44,46-62,平成 1-15 年＜1958-2003＞+

H374.94/Ho
北海道の学校給食　札幌　北海道教育庁学校教育部

昭和 59-63,平成 1-12 年度＜1984-2001＞
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北海道立図書館

北方資料参考図書解説目録 6
《統計書－社会科学－》

索 引   

　見出しとして収録した書名と、解説の中でゴシック体で紹介した書名を五十音順に排列し、その所

在をページ番号で示した。また、書名が同じものや判断がつきにくいものは出版者を括弧書きし、補

足している。

《 あ行・か行 》
赤平市統計書 ･････････････････････････････････････････････････････････   27
旭川区勢一班 ･････････････････････････････････････････････････････････   24
旭川市条丁目別世帯・人口 ･････････････････････････････････････････････   10
旭川市統計書 ･････････････････････････････････････････････････････････   25
旭川市の教育 ･････････････････････････････････････････････････････････   41
旭川町勢一班 ･････････････････････････････････････････････････････････   24
芦別市統計書 ･････････････････････････････････････････････････････････   27
足寄町統計書 ･････････････････････････････････････････････････････････   23
厚岸町統計書 ･････････････････････････････････････････････････････････   21
あばしり ･････････････････････････････････････････････････････････････   18
網走支庁管内概況 ･････････････････････････････････････････････････････   18
網走支庁管内市町村行財政概要 ･････････････････････････････････････････    5
網走支庁管内社会福祉概要 ･････････････････････････････････････････････   40
網走支庁管内拓殖状勢一班 ･････････････････････････････････････････････   18
〔網走支庁管内〕町村行財政概要 ････････････････････････････････････････    5
〔網走支庁〕管内統計要覧 ･･････････････････････････････････････････････   18
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