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資料紹介コーナー

「国勢調査～国を挙げての大事業～」関係文献リスト
京都府立総合資料館

<国勢調査関連>
書名 編者 発行所 発行年 請求記号 展示

国勢調査報告　大正9年全国の部 内閣統計局 東京統計協会
1928～
1929

M/358.1/N28 ☆

国勢調査報告　大正14年　全国結果表 内閣統計局 東京統計協会 1926 M/358.1/N28/2 ☆
国勢調査報告　昭和5年　1･2巻 内閣統計局 東京統計協会 1935 M/358.1/So-5/1,2 ☆
国勢調査報告　昭和10年　第1巻　全国 内閣統計局 東京統計協会 1939 M/358.1/So-10/1 ☆
国勢調査報告　昭和15年　第1巻 総理府統計局 総理府統計局 1961 M/358.1/So-15/1 ☆
国勢調査報告　昭和25年　第1巻　人口
総数

総理府統計局 印刷庁 1951 M/358.1/So-25/1 ☆

国勢調査報告　昭和30年　第1巻　人口
総数

総理府統計局 総理府統計局 1956 M/358.1/So-30/1 ☆

国勢調査報告　昭和35年　第1巻　人口
総数

総理府統計局 総理府統計局 1961 M/358.1/So-35/1 ☆

国勢調査報告　昭和40年　第1巻　人口
総数

総理府統計局 総理府統計局 1966 M/358.1/So-40/1 ☆

国勢調査報告　昭和45年　第1巻　人口
総数

総理府統計局 総理府統計局 1970 M/358.1/So-45/1 ☆

国勢調査報告　昭和50年　第1巻　人口
総数

総理府統計局 総理府統計局 1977 M/358.1/So-50/1 ☆

国勢調査報告　昭和55年　第1巻　人口
総数

総理府統計局 総理府統計局 1982 M/358.1/So-55/1 ☆

国勢調査報告　昭和60年　第1巻　人口
総数

総務庁統計局 総務庁統計局 1987.1 M/358.1/So-60/1 ☆

国勢調査報告　平成2年　第1巻　人口
総数

総務庁統計局 総務庁統計局 1992 M/358.1/So-90/1 ☆

国勢調査報告　平成7年　第1巻　人口
総数

総務庁統計局 総務庁統計局 1997 M/358.1/So-95/1 ☆

国勢調査報告　平成12年　第1巻　人口
総数

総務省統計局 総務省統計局 2002.1 M/358.1/So-00/1 ☆

国勢調査報告　平成17年　第1巻　人口
総数

総務省統計局 総務省統計局 2007.2 M/358.1/So-05/1 ☆

樺太庁国勢調査報告　第1回(大正9年) 樺太庁 樺太庁
1922～
1923

MⅠ/358.29/Ka62/'20 ☆

国勢調査結果表　昭和5年 樺太庁 1934 MⅠ/358.29/Ka62/'30
国勢調査結果報告　昭和10年 樺太庁 1937 MⅠ/358.29/Ka62/'35

臨時戸口調査記述編　大正9年
関東庁臨時戸口
調査部

1924 MⅡ/358.225/Ka59 ☆

朝鮮国勢調査報告　全鮮編第1巻(昭和
5年)

朝鮮総督府 朝鮮総督府 1934 MⅢ/358.21/C54/1 ☆

朝鮮国勢調査報告　昭和10年全鮮編 朝鮮総督府 1939 MⅢ/358.21/C54
第1回台湾国勢調査　第3次臨時台湾戸
口調査　要覧表

台湾総督官房臨
時国勢調査部

台湾総督官房臨
時国勢調査部

1922 MⅣ/358.224/Ta25/4 ☆

国勢調査結果表　大正14年
台湾総督官房臨
時国勢調査部

台湾総督官房臨
時国勢調査部

1927 MⅣ/358.224/Ta25

日本国勢調査記念録　第1,2巻
日本国勢調査記
念出版協会

1922 M/358.1/N71/1，2 ☆

朝鮮国勢調査事務概要　昭和15年 京城府 京城府 1941 TNⅢ/358.21/Ke23
統計　6巻1号～ 日本統計協会 日本統計協会 トウケ/M ☆
統計集誌　大正9年　復刻版 日本統計協会 雄松堂書店 トウケ/ ☆

【その他】

【調査結果(旧植民地等)】

【調査結果】

＊国勢調査は何冊かに分かれて刊行されており、リストにはそのうち第1巻のみ掲載しています。

＊上記調査は何冊かに分かれて刊行されており、当館所蔵分は一部欠号があります。



<臨時調査>
書名 編者 発行所 発行年 請求記号 展示

臨時国勢調査　昭和14年 横浜市役所 1940.3 M37/358.1/Y75
臨時国勢調査誌　昭和14年 大阪市役所 大阪市役所 1940 TNⅢ/358.163/O73 ☆

臨時国勢調査速報　康徳七年(1940)
[満州国]国務院
総務庁臨時国勢
調査事務局

[満州国]国務院
総務庁臨時国勢
調査事務局

1940 TNⅢ/358.225/Ma47

臨時国勢調査結果報告　昭和22年　其
の7

総理府統計局 総理府統計局 1949 M/358.1/SO22/7 ☆

臨時国勢調査結果報告　昭和22年　其
の3

総理庁統計局 総理庁統計局 1948.4 M/358.1/So-22/3

全国都道府県郡市区町村別人口概数
昭和22年臨時国勢調査

総理府統計局 [1947] M/358.1/So-22

臨時国勢調査結果報告　昭和22年
京都市総務局統
計課

京都市総務局統
計課

1947 TNⅢ/358.162/Ky6

<国勢調査以前>
書名 編者 発行所 発行年 請求記号 展示

甲斐国現在人別調  明治十二年十二月
三十一日

統計院 芳文閣 1988 M/358.151/To29

日本全国戸籍表　明治5年-9年　日本全
国戸口表　明治10年-11年

内務省 日本統計協会 1965 M/358.1/N28

日本全国戸口表日本帝国民籍戸口表
明治14年-明治20年

内務省 内務省
1882～
1888

M/358.1/N28

日本帝国民籍戸口表  明治21年～明治
30年

内務省 内務省
1889～
1898

M/358.1/N28

日本帝国人口統計　明治31年 内閣統計局 内閣統計局 1901 M/358.1/N28 ☆
日本帝国人口静態統計　明治36年 内閣統計局 内閣統計局 1906 M/358.1/N28
日本帝国人口静態統計　明治41年 内閣統計局 内閣統計局 1911 M/358.1/N28
日本帝国人口静態統計　大正2年12月
31日原表

内閣統計局 内閣統計局 1916 M/358.1/N28

日本帝国人口静態統計　大正7年12月
31日原表

国勢院第一部 国勢院第一部 1920.1 M/358.1/N28/T7

臨時台湾戸口調査結果表　明治３８年
臨時台湾戸口調
査部

1908.2 MⅣ/358.224/Ta25 ☆

臨時台湾戸口調査結果表　第2次(大正
4年)

台湾総督官房臨
時台湾戸口調査
部

1918 MⅣ/358.224/Ta25

台湾現住人口統計　大正8年12月31日
台湾総督官房調
査課

台湾総督官房調
査課

1921 MⅣ/358.224/Ta25

<その他>
書名 編者 発行所 発行年 請求記号 展示

関東局管内現住人口統計　昭和10年 関東局 関東局 1936 MⅡ/358.225/Ka59
朝鮮総督府施政年報　大正12年～昭和
3年、昭和11年～13年

朝鮮総督府
1925～
1940

MⅢ/302.21/C54

台湾総督府統計書　第14(明治43年)～
第37(昭和８年)

台湾総督 台湾総督
1912～
1935

MⅣ/358.224/Ta25/14
～37

台湾総督府統計書　第43(昭和14年) 台湾総督企画部 台湾総督企画部 1941 MⅣ/358.224/Ta25/43
南洋庁統計年報　第1回 南洋庁 南洋庁 1933.6 MⅤ/357.4/N48/1

南洋庁統計年鑑　第2回～第７回 南洋庁 南洋庁
1934～
1939

MⅤ/357.4/N48/2～７

南洋群島島勢調査書　第１,2巻(昭和10
年)

南洋庁長官官房
文書課

南洋庁長官官房
文書課

1937 MⅤ/358.7/N48/1、2 ☆

在外本邦人国勢調査報告 外務省調査部 1931 M/334.4/G15
在外本邦人調査報告　昭和10年 外務省調査部 1936 M/334.4/G15 ☆
関東州並満州在留本邦人及外国人人
口統計表  第12～14回（大正8年～10
年）

外務省東亜局 外務省東亜局
1920～
1921

M/334.421/G15

在支那本邦人進勢概覧 外務省通商局 1915 M/334.422/G15
満州国及中華民国在留本邦人及外国
人人口統計表　第27～29回(昭和9～11
年)

外務省東亜局 外務省東亜局
1935～
1937

M/334.422/G15

【旧植民地等】


