
北海道立図書館パスファインダーＮｏ.２２  H31.3作成  

 
 

パスファインダー（Pathfinder）とは、あるテーマ・主題を調べるときに役立つ資料やアプローチの方法を分かりやすく

紹介したものです。調べものをする際に、ぜひご活用ください。 
 

 
 

少子化 高齢化 超高齢化 出生率 年金 社会保障 子育て支援 育児 移民 人口オーナス 人口急減  

人口移動 将来推計 人口比率  地方再生 格差社会 労働力人口 生産性 平均寿命 健康寿命 次世代育成 

 
 
 

 

 

                 本 の 情 報   請求記号 並んでいる場所 

国勢調査報告 総務省統計局  358.1/SO 1書庫3層（閉架） 

人口動態統計 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）編 厚生労働協会 
※ 3分冊 

358.1/KO 参考図書 

人口統計資料集 国立社会保障・人口問題研究所  358/J 参考図書 

国際連合世界人口年鑑 国際連合経済社会局編集 原書房 358/SE 参考図書 

国際連合・世界人口予測 1960→2060 国際連合経済社会情報・政策分析局
人口部編 原書房 

358/KO 参考図書 

高齢社会白書 内閣府編集 日経印刷  369.26/KO ビジネス 

厚生労働白書 厚生労働省編 日経印刷 369.1/KO ビジネス 

地域人口減少白書 2014-2018 全国1800市区町村地域戦略策定の基礎データ 

北海道総合研究調査会編著 生産性出版 2014.9 33431/C ビジネス 

簡易生命表 厚生労働省政策統括官（統計・情報政策 政策評価担当）編 厚生
労働統計協会  

498.059/KO 参考図書 

                 本 の 情 報   請求記号 並んでいる場所 

超高齢社会の移動手段の確保・開発戦略 福祉と交通が連携した外出支援サービスとまち

づくり ウルトラ高齢・労働人口減少時代のバス・タクシー活用と市民参加の方策 溝端光雄
〔ほか〕執筆 地域科学研究会 2018.7（〈地域科学〉まちづくり資料シリーズ31 

コミュニティ交通編 巻８） 

681.1/C 閲覧室 

「地域力」で立ち向かう人口減少社会 小さな自治体の地域再生策 熊谷文枝著 ミ

ネルヴァ書房 2018.6 
318.6/C 閲覧室 

人口減少を乗り越える 縦割りを脱し、市民と共に地域で挑む 藤本健太郎著 法律文
化社 2018.4 

334.31/J 閲覧室 

人口減少社会の未来学 内田樹編 文藝春秋 2018.4 334.31/J 閲覧室 

人口減少時代の都市 成熟型のまちづくりへ 諸富徹著 中央公論新社 2018.2

（中公新書） 
S318.7/J 文庫・新書コーナー 

人口減少時代の土地問題 「所有者不明化」と相続、空き家、制度のゆくえ 吉原祥子著 

中央公論新社 2017.7（中公新書） S334.6/J 文庫・新書コーナー 

超高齢・人口減少時代に立ち向かう 新たな公共私の連携と原動力としての自治体 地域

経済財政システム研究会WG報告書 日本都市センター 2017.3 
318.04/C 開架書庫 

未来の年表〔1〕 人口減少日本でこれから起きること 河合雅司著 講談社 2017.6

（講談社現代新書） 
S334.31/MI 文庫・新書コーナー 

未来の年表２ 人口減少日本であなたに起きること 河合雅司著 講談社 2018.5
（講談社現代新書） 

S334.31/MI/2 文庫・新書コーナー 

人口減少社会 

検索のためのキーワード 

本を探す 

統計、白書、関連分野の事典などで調べる 



● 総務省統計局 http://www.stat.go.jp/index.html 

● 国立社会保障・人口問題研究所 http://www.ipss.go.jp/ 

● 厚生労働統計協会 https://www.hws-kyokai.or.jp/ 

● 少子化対策（内閣府） https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/index.html 

● 高齢社会対策（内閣府） https://www8.cao.go.jp/kourei/index.html 

● 白書、年次報告等 

 ・内閣府 https://www.cao.go.jp/whitepaper/ 

 ・総務省 http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusho/ 

  ・厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/ 

  ● 北海道開発協会 調査研究 http://www.hkk.or.jp/kenkyusho/chosa.html 

● 北海道の人口減少問題対策について http://www/pref/hokkaido.lg.jp/ss/csr/jinkou/index.htm 

● HAGUKUMU 北海道 結婚・妊娠・出産・育児 総合ポータルサイト「ハグクム」 

                               http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/hagukumu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/index.html 

   東京都千代田区霞が関1丁目2番2号  ☎  03-5253-1111（代表）  
 

■ 国立社会保障・人口問題研究所 http://www.ipss.go.jp/ 
   東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル６F ☎ 03-3595-2984 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

関係の専門機関などもたずねてみましょう。利用にあたっては、対応してくれる時間や手続きなどを事前に確認します。 

 

 

 

 

 
 
■ 北海道総合政策部地域創生局 地域戦略課  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/csr/index.htm 

        札幌市中央区北3条西6丁目  ☎ 011-204-5148 
 
■ 北海道総合政策部地域振興局 地域政策課 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/index.htm 

    札幌市中央区北3条西6丁目  ☎ 011-206-6404 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで紹介した資料や情報は、ほんの一例です。さらに調査をすすめるために、わからないこと
があれば、図書館の職員におたずねください。  

 

北海道立図書館 〒０６９－０８３４ 江別市文京台東町４１番地   

TEL０１１-３８６-８５２２  FAX０１１-３８６-６９０６  E-mail  houshi3@library.pref.hokkaido.jp 

                 本 の 情 報   請求記号 並んでいる場所 

人口減少下の制度改革と地域政策 塩見英治、山崎朗編著 中央大学出版部 
2011.12（中央大学経済研究所研究叢書） 

364.1/J 開架書庫 

『地域開発』 日本地域開発センター 1964- 雑誌 閲覧室・2書庫2層 

『人口問題研究』 国立社会保障・人口問題研究所 1940.4－ 雑誌 閲覧室・2書庫2層 

インターネットを使って調べる 

関係機関・団体 

  

  ・閲覧室      ・参考図書     ・開架書庫     ・子どもの本コーナー 

  ・書誌       ・雑誌索引      ・医療健康情報コーナー  

  ・ビジネスコーナー ・旅の本コーナー  ・一般展示中    ・窓辺の本棚 

  ・文庫・新書コーナー・県史・市町村史コーナー        ・大活字本コーナー 

  ・社史コーナー   ・漫画コーナー   ・えほんコーナー  ・えほんコーナー展示 

  ・読書案内コーナー ・学校図書館支援コーナー        ・図書館学資料室 

  ・図書館学雑誌 

 

【資料を自由に手に取れる場所】 

http://www.stat.go.jp/index.html
http://www.ipss.go.jp/
https://www.hws-kyokai.or.jp/
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https://www8.cao.go.jp/kourei/index.html
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http://www/pref/hokkaido.lg.jp/ss/csr/jinkou/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/hagukumu.html
http://www.mhlw.go.jp/index.html
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