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基本的な情報源 

○戸田市の統計を調べる場合は、まず、戸田市から発行された年次統計資料を確認してみましょう。 

 

＜戸田市立図書館で所蔵している年次統計資料＞ 

資料名 所蔵資料の年度 請求記号 

戸田市の統計 昭和 43年度（1968）、 

昭和 45年度（1970）～昭和 51年度（1976） 

T351.3 

戸田市統計年報 昭和 52年度（1977）～昭和 55年度（1980） T351.3 

統計戸田 昭和 56年度（1981）～平成 14年度（2002） T351.3 

※掲載されている統計の項目は下記「戸田市情報ポータル」の統計データとほぼ同じです。 

 

○最近の年次統計は「戸田市情報ポータルサイト」から閲覧することができます。 

戸田市情報ポータル 

アドレス https://www.city.toda.saitama.jp/ 

利用方法 「トップページ＞戸田市の情報＞オープンデータ・統計」を選択すると、統計データ

のメニューページにアクセスできます。各ページダウンロード印刷可 

閲覧範囲 2002年から現在まで 

内容 統計とだの年次統計の大項目は以下の通りです。 

土地・気象／人口／国勢調査／労働／事業所／農業／工業／商業／建設・住居 

／水道／運輸・通信／金融・消費物資／物価・家計／市民所得／市民相談・公害 

／教育・文化／災害・事故／社会福祉／保健・衛生／財政／公務員・選挙 

／年表／官公署・諸施設 

※ポータルサイトの統計データは図書館中央図書館２階カウンターで印刷することもできます（有料）。 
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戸田市の各種統計データを調べる際にお役立てください。 
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埼玉県の統計資料から探す。 

○戸田市の統計データは埼玉県の統計資料から調べることもできます。 

＜戸田市の統計データが載っている埼玉県の統計資料（一例）＞ 

資料名／出版社 所蔵資料の年度 内容 請求記号 

埼玉県統計年鑑 

／埼玉県総務部統計課 

昭和 39年 

（1964）～ 

土地・人口・経済・社会・教育・文化など 18

の分野にわたり、埼玉県の統計数値を総合的に

収録。項目により市町村ごとのデータが収録さ

れています。 

T351.3 

統計からみた埼玉県

の地位 

／埼玉県総務部統計課 

昭和 45年版 

（1970）～ 

平成 12年版 

（2000） 

基礎的な統計をもとに全国における埼玉県の

順位を示したものです。項目ごとに県内上位の

市町村データも付記されています。 

T351.3 

統計からみた埼玉県

のすがた 

／埼玉県総務部統計課 

平成 13年版 

（2001）～ 

基礎的な統計をもとに全国における埼玉県の

順位を示したものです。項目ごとに県内上位の

市町村データも付記されています。 

T351.3 

埼玉県市町村勢概要 

／埼玉県総務部統計課 

昭和 51年版 

（1976）～ 

平成 18年版 

（2006） 

埼玉県内市町村の土地、人口、事業所、農林業、

建設、住宅、商業、工業、運輸、水道、地価、

市町村民所得、財政、公務員、選挙、衛生、福

祉、環境、教育、文化、警察、交通事故及び災

害に関する市町村別の統計表です。 

T351.3 

 

○上記資料はインターネット「彩の国統計情報館」からも閲覧できます。 

彩の国統計情報館 

アドレス https://www.pref.saitama.lg.jp/theme/tokei/ 

利用方法 「分野から探す」の「総合」を選択すると、上記資料の目次が出ます。印刷可。 

閲覧範囲 おおむね平成 12年（2000）より 

 

○上記資料より古いものは、埼玉県立図書館で閲覧することができます。 

資料名 所蔵資料の年 所蔵場所 

埼玉県統計年鑑 昭和 29（1954）年～ 県立 2館で所蔵 

統計からみた埼玉県の地位 昭和 27（1952）年～ 県立熊谷図書館所蔵（一部久喜図書館） 

埼玉県市町村勢概要 昭和 25（1950）年～ 県立熊谷図書館所蔵（一部久喜図書館） 

季刊埼玉県統計資料（雑誌） 平成 20（2008）年～ 県立熊谷図書館のみ所蔵 

※埼玉県立図書館の所蔵状況確認、及び、閲覧方法などは下記のホームページを御覧ください。 

アドレス〔https://www.lib.pref.saitama.jp/〕 

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/theme/tokei/
https://www.lib.pref.saitama.jp/
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全国の統計資料から探す。 

○戸田市の統計データは全国の統計資料から調べることもできます。 

＜戸田市の統計データが載っている全国の統計資料（一例）＞ 

資料名／出版社 所蔵資料の年 内容 請求記号 

国 勢 調 査 報

告・埼玉県 

／総務省統計局 

昭和 45年（1970）～ 

平成 22年（2010） 

５年に１度行なわれる国勢調査の集計結果報

告書です。当館では埼玉県のもののみ所蔵し

ています。主に人口や職業に関する統計です。 

T358.1 

日本都市年鑑

／全国市長会 

昭和 50年版（1975）～ 

※一部欠号あり 

（県立図書館ではこれ

より以前のものも所蔵

あり） 

市域・人口、市政、財政、都市計画・住宅・

土地、生活環境、社会福祉・社会保険、教育・

文化、公営企業、交通、災害・事故、産業・

経済の各項目統計を都市別に掲載した年鑑で

す。 

R318.7 

民力／朝日新

聞出版 

1983年～2002年は一部

欠号あり 

2005年～2015年 

独自の算出方法で市町村のもつエネルギー力

を数字化したものです。その指標となる各種

統計データも掲載されています。 

R351 

データでみる

県勢／矢野恒

太郎記念会 

1996年版、 

1997年版、 

2002年版～ 

県別の統計書です。巻末に市区町村別のデー

タもあります。面積・人口、労働・産業、商

業・財政、行政・生活の４項目が掲載されて

います。 

R351 

○国が発表した統計データはインターネット「総務省統計局」からも確認できます。 

総務省統計局「統計ダッシュボード」 

アドレス https://dashboard.e-stat.go.jp/ 

利用方法 画面上部「データで見る」から各種絞り込みで閲覧・ダウンロードができます。 

閲覧範囲 データによって異なりますが、1975年以降を検索できます。 

 

古い統計データを調べるには 

○古いデータは『戸田市史』などの歴史資料や過去の広報、地誌を確認してみましょう。 

＜古いデータが掲載されている戸田市立図書館の資料（一例）＞ 

資料名／出版社／版年 内容 請求記号 

戸田市史 通史編 

上・下／戸田市 

／1986年、1987年 

文中に関係する統計データが随所に掲載されています。 T213.4 

埼玉県北足立郡事一

班／埼玉県北足立郡

農会／1983 

明治 40年（1907）の人口統計や産業別統計が記載されています。 T318.2 

新編埼玉県史 別編

５／埼玉県／1981年 

不定期ながら大正 9年（1920）からの人口統計や産業別人口統計

が記載されています。 

T213.4 

https://dashboard.e-stat.go.jp/
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戸田市史年表 

／戸田市／1991年 

大正 14年（1925）～昭和 33年（1958）までの人口数や戸数が掲

載されています。 

T213.4 

広報戸田復刻版 

／戸田市／1983年 

昭和 29年（1954）から昭和 44年（1969）までの広報を合冊製本

したものです。人口、戸数など広報誌上に掲載された統計データ

を見ることができます。 

T318.2 

埼玉県市町村誌 

第３巻／埼玉県教育

委員会／1973年 

昭和 45 年（1970）当時の各種統計データが収録されています。

人口など基本データは大正期から掲載されています。そのほか

10年前との比較データもあります。 

T291.3 

 

分野ごとの統計データを調べる。 

○戸田市から発行された年次統計資料よりも更に細かい数字が知りたいときは、各分野の要覧や記

念誌などに載っている場合があります。 

●例えば、教育に関するデータを調べる場合 

＜戸田の教育に関する戸田市立図書館の資料（一例）＞ 

資料名／出版社／出版年 内容 請求記号 

戸田教育今昔誌 

／戸田市教育委員会 

／1983年 

江戸末期の寺子屋時代から戸田の教育の歴史をつづったも

のです。文中随所に統計データが掲載されています。 

例）p.114「明治 8 年の笹目小学校の生徒数、男 75 人、女

25人」 

T372.1 

戸田市の教育（教育要覧） 

／戸田市教育委員会 

／昭和 42年～ 

学校ごと、学年ごとの児童生徒数、教員数、学級数、進路

状況、平均身長・体重などの統計データが掲載されていま

す。 

T372.1 

●例えば、医療に関するデータを調べる場合 

＜戸田の医療に関する図書館の資料（一例）＞ 

資料名／出版年 内容 請求記号 

戸田市立健康管理センター年報 第 1号～20号 

／昭和 49年度～平成 5年度 

医療・健康に関する統計デ

ータは『統計戸田』より細

分化されたものを掲載し

ています。 

T498.8 

戸田市健康管理センター年報 第 21号～26号 

／平成 6年度～平成 11年度 
T498.8 

戸田市立医療保健センター年報 第 27号～36号 

／平成 12年度～平成 21年度 
T498.8 

戸田市立市民医療センター年報 第 37号～44号 

／平成 22年度～平成 29年度 
T498.8 

 


