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福井県電源三法交付金制度等の手引き
（平成27年度版）

電源地域振興課 年刊 A4 116 600

北陸新幹線パンフレット 新幹線建設推進課 随時 A4 8 7,000 http://www.pref.fukui.jp/doc/
shinkansen/index.html

並行在来線の開業に向けて 随時 A4 4 5,000 残部なし

平成26年（第62回）福井県統計年鑑 政策統計・情報課 年刊 A4 339 110 http://www.pref.fukui.jp/doc/
toukei-
jouhou/nenkanh26.html

平成23年福井県産業連関表 随時 A4 115 100 http://www.pref.fukui.jp/doc/
toukei-jouhou/sanren.html

平成26年福井県の工業
(平成26年工業統計調査結果報告書）

年刊 A4 133 150 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-
jouhou/kougyou/kougyou.htm
l

平成26年 福井県の商業(卸売業･小売業)
- 平成26年 商業統計調査結果報告書 -

2年ごと A4 164 75 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-
jouhou/shougyou/shougyou.h
tml

早わかり福井 平成28年度版 年刊 A4 39 8,200 http://www.pref.fukui.jp/doc/
toukei-
jouhou/hayawakari/haya.html

平成27年版　一目でわかる福井のすがた 年刊 A5 140 800 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-
jouhou/hitome/hitome.html

平成27年　学校基本調査報告書 年刊 A4 127 130 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-
jouhou/gakkoukihon/gakkou.h
tml

平成28年版 福井県勢要覧 年刊 155×
225mm

1枚
16P折

7,000 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-
jouhou/youran/kensei.html
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平成25年度福井県民経済計算 政策統計・情報課 年刊 A4 134 100 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-jouhou/kenmin.html

平成27年  家計調査概要　福井市の家計 年刊 A4 45 50 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-
jouhou/kakei/kakei.html

給与と労働時間と雇用　毎月勤労統計調査
地方調査結果　平成26年版（年報）

年刊 A4 114 125 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-
jouhou/maikin/maikin.html

福井県の人口と世帯（福井県の推計人口
年報）　平成27年10月1日現在

年刊 A4 74 60 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/toukei-
jouhou/zinnkou/jinkou.html

福井県移住促進ハンドブック 随時 A5 16 10,000

東京発福井Uターン物語 随時 B5 8 3,000 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/wakatei/uturn/uturn-
story.html

ふくい暮らしライフデザイン設計書 随時 A4 1枚
3ツ折

20,000 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/wakatei/uturn/lifedesign.ht
ml

ふくい県民活動・ボランティアセンター情
報誌「NaVi」

女性活躍推進課 年4回
№60～
63

A4 8 1,000×4 http://info.pref.fukui.jp/danke
n/npo/020_useful/navi.php

子ども向け男女共同参画パンフレット
わたしがキラリ！みんながキラリ！！

随時 A4 8 8,750

男女共同参画ハンドブック
主役でいこう！

随時 A4 17 9,200

もっとパートナーシップ（地域編） 随時 A4 8 3,900

配偶者やパートナーからの暴力に悩んでい
ませんか？

随時 A4 1枚
3ツ折

15,000

デートDV防止パンフレット 随時 A4 12 10,000 内閣府作成の
ものを増し刷り

若者・定住支援課
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配偶者等からの暴力に悩む方を支援するた
めに（医療関係者向けDV発見・通報の手引
き）

女性活躍推進課 随時 A4 6 15,000

ふくい女性ネットレポート 年4回 A4 2 1,000 http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/joseikatuyaku/ladygo/f-
netreport.html

ふくい女性活躍net広報用パンフレット 年刊 A4 4 10,000

ふくいグッドジョブ女性表彰PRリーフレッ
ト

年刊 A4 6 3,000

生活学習館　要覧2015 生活学習館 年刊 A4 62 600 http://www.manabi.pref.fukui.j
p/you-i/
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