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統計情報の調べ方（山梨県）

2007.5 山梨県立図書館

インターネットで調べる

最新のデータについて調べる場合は、インターネットを利用すると便利です。

１．県全体について調べる

「やまなしの統計」（山梨県） http://www.pref.yamanashi.jp/toukei/index.html
山梨県の統計数値を知りたい場合は、ここを見ればおおむね掲載されています。統

計データをExcelファイル形式でダウンロードできるため、二次利用に便利です。国、

都道府県、他機関の統計関連サイトへのリンクがあります。

？

どんなデータがあるの ？

「やまなしの統計」では、「最近公表した調査結果」と「統計データバンク」を見る

ことができます。山梨県の統計情報を調べるときには、まずここからスタートしましょ

う！

○最近公表した調査結果

・毎月公表の統計データが掲載されています。

山梨の人口・世帯（常住人口） 甲府市消費者物価指数

山梨の賃金・労働時間及び雇用の動き（毎月勤労統計）

山梨の鉱工業の生産・出荷・在庫（山梨県鉱工業指数）

・最新の統計調査概要・統計表（過去３年間）が掲載されています。

国勢調査 人口・世帯 事業所 労働・賃金 農林業

住宅・土地 工業 商業・サービス業 経済 物価 教育

○統計データバンク

20分野の統計表をダウンロードすることができます。主に昭和中期からのデータが掲

載されています。

人口・世帯 土地 事業所・労働 経済 農業 林・水産業

鉱工業・建設 商業・観光 福祉 保健・衛生 教育

文化・スポーツ 生活 住宅 環境 交通・運輸 公安・消防

行財政 都道府県別主要統計 やまなしの概況

○その他にも・・・

・やまなしって日本で何番目？

様々な統計データから、山梨県が日本で何番目なのか見ることができます。

・統計データ所在案内

・やまなしのとうけいきっず

統計調査の話や統計結果から分かる山梨の姿を子どもにも分かりやすく説明して

います。グラフの作り方や関連サイトの紹介もあります。

http://www.pref.yamanashi.jp/toukei/index.html
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「甲府地方気象台」 http://www.tokyo-jma.go.jp/home/kofu/
「気象統計情報」として山梨県の気象に関する統計資料を掲載しています。天気出

現率、累年の極値表（気温、湿度、風、雨、雪、日照の観測値の最高・最低）、平年

値表があります。

「財団法人 山梨総合研究所」 http://www.yafo.or.jp/index.html
統計のデータベースがあり、Excelファイルでダウンロードすることができます。

山梨県の基本指標(土地、人口、行財政）、経済・産業関連指標、県民生活関連指標

（快適性、利便性、安心度、働きやすさ・住みやすさ、教育、余暇）を掲載していま

す。

２．市町村について調べる

各自治体のホームページにも統計情報の掲載があります。豊富な統計情報を提供し

ている市町村には次のような所があります。

「甲府市ホームページ」 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/
（甲府市TOP＞市政の動き＞甲府市の概要＞統計情報）

平成12年度からの土地・気象、人口、経済、福祉、教育、労働、選挙などの各種統

計を見ることができます。

「富士吉田市役所」 http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/forms/top/top.aspx
（くらしの便利帳＞生活＞統計ふじよしだ2006年度）

人口、産業、経済、福祉、教育、文化など各分野にわたる基本的な統計資料をＰＤ

Ｆ形式で見ることができます。

「都留市役所」 http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/
（都留市TOP＞各課のしごと＞産業観光課＞統計からみる都留市）

国際調査、事業所・企業統計、商業統計、工業統計、農林業センサスを見ることが

できます。

「山梨市 市民情報」 http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
（山梨市TOP＞統計やまなし）

2005年度以降の各種統計をＰＤＦ形式で見ることができます。

「大月市役所」 http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/
（大月市トップ＞データ・アンケート・その他＞平成17年度版大月市統計書）

人口、産業、市民生活、教育文化など、あらゆる分野にわたる基本的な統計資料を

ＰＤＦ形式で見ることができます。

「韮崎市役所」 http://www.city.nirasaki.lg.jp/index.htm
（トップ＞行政情報・統計＞韮崎市の統計「市勢ダイジェスト」）

気象、地勢、人口、土地、農業などの統計資料がＰＤＦ形式で見ることができます。

「南アルプス市」 http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/
（南アルプス市の紹介＞統計）

国勢調査結果、農林業センサス、工業統計、商業統計を見ることができます。

http://www.tokyo-jma.go.jp/home/kofu/
http://www.yafo.or.jp/index.html
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/contents/
http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/forms/top/top.aspx
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/
http://www.city.nirasaki.lg.jp/index.htm
http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/
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「鰍沢町ホームページ」 http://www.town.kajikazawa.yamanashi.jp/
（鰍沢町TOP＞鰍沢町のデータ）

気象、水道、教育、人口、産業、消防、建設・住宅、行政、福祉・保健、財政の随

時更新された統計がExcel形式で見ることができます。

「道志村ホームページへようこそ」 http://www.vill.doshi.yamanashi.jp/
（道志村TOP＞村の紹介＞データ・資料）

人口、産業、教育・環境・福祉、消防・道路などの統計を見ることができます。

「増穂町役場」 http://www.town.masuho.yamanashi.jp/contents/
（トップ＞町政ガイド＞町のプロフィール＞その他のデータ）

土地、人口、農林業、工業、商業の統計資料を見ることができます。

「鳴沢村」 http://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/
（鳴沢のくらし＞村のあらまし＞鳴沢村のデータ）

地勢、面積、気象、人口の統計資料を見ることができます。

「丹波山村」 http://www.vill.tabayama.yamanashi.jp/index2.html （トップ＞統計データ）
人口と世帯、教育、産業、財政の統計情報を見ることができます。

図書・雑誌で調べる

step１ 概要を調べましょう

『山梨県統計年鑑』（山梨県 1964-）『山梨県統計書』（山梨県 1886-1962）

山梨県に関する各分野の基本統計資料を体系的に収録した統計書です。山梨県の統

計数値を知りたい場合は、これを見ればおおむね掲載されています。120年以上にわ

たって刊行されているため、数値の変遷を調べることができます。

？

どんなデータがあるの ？

『山梨県統計年鑑』では、21項目についての基本統計を見ることができます。山

梨県の統計情報を調べるときには、まずここからスタートしましょう！

土地・気象 人口・世帯 労働・賃金 事業所 農林水産業

鉄工・建設業 エネルギー 運輸・通信 商業 通貨・金融・保険

財政 物価 家計 県民所得 社会保障 保険・衛生

教育・文化・宗教 議会・選挙・公務員 司法・警察 災害・事故 観光

例えば、

土地・気象 → 山の標高・河川の長さ 平均気温 注意報・警報発令回数

労働・賃金 → 産業別平均賃金・平均労働時間 男女別労働力の状態

農林水産業 → 農林水産業従事者数 各業種別生産高 樹種別造林面積

県民所得 → 産業別県内総生産 県民支出 県内総支出

社会保障 → 国民年金・国民健康保険・雇用保険の状況 生活保護の状況

観光 → 温泉の泉質 観光客・宿泊客人数 観光消費額

などについて調べることができます。

http://www.town.kajikazawa.yamanashi.jp/
http://www.vill.doshi.yamanashi.jp/
http://www.town.masuho.yamanashi.jp/contents/
http://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/
http://www.vill.tabayama.yamanashi.jp/index2.html
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『統計からみたやまなし』（山梨県 1999-）

『グラフでみる山梨』（山梨県 1993-1998）

山梨県に関する主要統計をフルカラーのグラフでわかりやすく表しています。

『国勢調査報告』（総務省統計局）

大正９年以来、ほぼ５年おきに行われている国勢調査の報告書です。人口・世帯の

状況、労働力の状況、従業・通学人口、人口移動状況についてまとめています。

「統計情報やまなし」（山梨県 隔月刊）

常住人口や賃金・雇用状況、鉱工業指数、物価指数の推移など、毎月行われる統計

調査の結果速報を掲載しています。

step２ 各分野の専門的な統計書を調べましょう

（１）政治・財政について調べる

『山梨県税務統計書』（山梨県 1957-）

税務に関する統計書です。財政・県税状況、徴税費、税率などの項目があります。

『類似団体別市町村財政指数表』（山梨県 1973-）

県内市町村の財政状況をまとめた資料です。各自治体の決算カードと同じ内容です。

『選挙結果調』（山梨県選挙管理委員会）

県内で行われた選挙についての詳細な統計。他都道府県との比較、関連公報付き。

（２）福祉・保健について調べる

『厚生行政ダイジェスト』（山梨県 1990-）

社会福祉および医療に関する主要統計をコンパクトにまとめた統計書です。

『社会保険事業年報』（山梨社会保険事務局 1982-）

政府管掌健康保険、厚生年金保険、国民年金に関する各種統計書です。

『健康保険・日雇労働者健康保険・厚生年金保険事業年報』（山梨県 1966-1981）

県内における健康保険・厚生年金保険・国民年金の状況をまとめたものです。

『国民健康保険疾病分類統計表』（山梨県 1977-）

国民健康保険の被保険者数、疾病の種類、件数・点数などをまとめた統計表です。

『山梨県衛生統計年報』（山梨県 1962-）

人口動態と医療・保健に関する統計書です。出生、死因、婚姻、平均寿命、医療施

設数、医療従事者数、食品衛生などの項目があります。県内病院一覧付きです。

『県民栄養の現状』（山梨県 1981-）

栄養素摂取、BMI、外食、飲酒・喫煙状況など、生活習慣についての調査結果です。

（３）商工業・労働について調べる

『工業統計調査結果報告』（山梨県 1957-）

製造業に関する統計書です。事業所規模、給与、製造品目などを掲載しています。
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『商業統計調査結果報告：山梨の商業』（山梨県 1967-）

商業に関する詳細な統計書です。事業種別の事業所数･従業者･販売額があります。

『中小企業の賃金事情』（山梨県 1972-）

中小企業労働者の賃金状況とパートタイム労働者の労働実態の統計書です。

（４）教育について調べる

『教育統計調査結果報告』（山梨県 1973-）

学校基本調査（学校数、児童・生徒数、卒業後進路など）と学校保健統計調査（発

育状況、健康状況、身長・体重の平均など）の結果についてまとめた資料です。

『地方教育行財政調査報告書』（山梨県教育委員会 1993-）

県内各自治体の教育費支出状況と教育行政組織についての統計書です。

（５）農林水産業について調べる

『山梨農林水産統計年報』（関東農政局 1958-）

農林水産業に関する詳細な統計書です。農林水産業従事者数、耕地面積、収穫量、

気象、生産費、流通などについてまとめています。

『世界農林業センサス：山梨県統計書』（農林水産省 1961-）

10年毎に世界規模で実施している農林業調査結果です。農業・林業編があります。

『山梨県林業統計書』（山梨県 1962-）

林業に関する詳細な統計書です。森林の現況、木材産業、林道、治山、森林被害な

どの項目があります。名勝・天然記念物一覧、やまなしの森林100選付きです。

（６）交通について調べる

『交通年鑑』（山梨県交通対策推進協議会 1964-）

県内で発生した交通違反・事故に関する詳細な統計書です。

『交通事故のあらまし』（山梨県交通対策推進協議会 1973-）

県内で発生した交通事故に関する詳細な統計書です。

（７）観光について調べる

『山梨県観光客動態調査報告書』（山梨県 1999-2002）

『山梨県観光客動態調査結果』（山梨県 2003-）

観光客数、宿泊者数、観光消費額、観光動態に関する統計書です。
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＊こんな統計書もあります＊

『県民意識調査報告書』（山梨県ほか 1982-）

ほぼ３年おきに行われている意識調査です。生活満足度、日常行動

域、主要施策の選好度などについて調査し、その結果と分析を掲載し

ています。

『山梨県常住人口調査結果報告』（山梨県 1965-）

山梨県在住人口の月ごとの変遷をまとめた統計書です。

『山梨県男女共同参画年次報告書』（山梨県 2004-）

家族形態・労働状況の全国比較など、女性をとりまく社会状況が一

目でわかります。

『やまなしの環境』（山梨県 1987-）

巻末の資料編に、大気・水質など県内の環境に関するモニタリング

検査結果を掲載しています。


