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東京都立中央図書館                                2017年 3月改訂 

 

  知っていると便利 

 

 

 

 

 都立中央図書館では、白書はテーマ別に分類し、それぞれの開架閲覧室に置いています。原則として

直近３年分が開架にあり、それ以前のものは書庫にありますので、ご請求ください。 

 ここには、当館所蔵の主要な白書を掲載しています。単発的に発行されるものを除き、年刊等継続し

て発行されるものに限定しています。 

  ＊編者が出版者（丸カッコ内に記載）と同じものは、記入を省略しています。 

  ＊［ ］内は当館での請求記号です。年鑑・年報類の請求記号の末尾には発行年または年版が 

入ります。最新版の所蔵状況は蔵書検索でご確認ください。 

    都立図書館蔵書検索 

     https://catalog.library.metro.tokyo.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja 

 

１ 経済・財政     ６ 土地・環境・人口     １１ 政治・法律 

２ 企業・広告     ７ 労働・医療・衛生     １２ 警察・消防・防衛 

３ 貿易・運輸     ８ 生活・福祉・高齢者    １３ 情報・通信 

４ 農林水産      ９ 教育・子ども・女性    １４ 白書に関する参考書 

５ 科学技術     １０ レジャー・観光・エンターテインメント 

 

１ 経済・財政 

『世界経済の潮流』半年刊 内閣府政策統括官室編（日経印刷）        ［R332.0/52/ ］２階 

『経済財政白書』年刊 内閣府編（日経印刷）               ［DR332.1/147/ ］２階 

『米国経済白書 大統領経済諮問委員会年次報告 2015』大統領経済諮問委員会[編]（蒼天社出版） 

［332.5/5146/2015］２階 

  2013年版までは、雑誌『エコノミスト』の 5月または 6月臨時増刊 （毎日新聞出版） 書庫 

『外為白書』年刊（外為どっとコム総合研究所）             ［D338.9/5593/ ］２階 

『図説日本の財政』年刊 可部哲生編著（東洋経済新報社）          ［342.1/15/ ］２階 

『地方財政白書』年刊 総務省編（日経印刷）              ［DR349.2/3007/ ］２階 

 

２ 企業・広告 

『企業戦略白書』年刊（日本ビジネス開発）            ［D335.2/5152/ ］１階 ビジネス 

『ベンチャー企業白書』年刊（日本ビジネス開発）         ［D335.2/5153/］１階 ビジネス 

「株主総会白書」 雑誌『旬刊商事法務』11月または 12月臨時増刊（商事法務研究会）    書庫 

『東京の中小企業の現状』年刊（東京都産業労働局商工部）   ［T335.3/5011/ ］１階 都市・東京 

『中小企業白書』年刊 中小企業庁編（佐伯印刷）            ［DR335.3/5030/ ］ ２階 

『新規開業白書』年刊（日本政策金融公庫総合研究所）      ［335.3/5040/ ］１階 ビジネス 

『小規模企業白書』年刊 中小企業庁編（日経印刷）           ［D335.3/5557/ ］ ２階 

『公正取引委員会年次報告 独占禁止白書』年刊（公正取引委員会）    ［DR335.5/5034/ ］２階 

『広告白書』年刊（日経広告研究所）              ［DR674.0/5015/ ］１階ビジネス 
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３ 貿易・運輸 

『ジェトロアグロトレードハンドブック 日本の農林水産物・食品貿易の現状』年刊 

（日本貿易振興機構(ジェトロ)） ［D611.4/5011/ ］２階 

『通商白書』年刊 経済産業省編（勝美印刷）               ［DR678.2/35/ ］２階 

『ジェトロ世界貿易投資報告』年刊（日本貿易振興機構(ジェトロ)） ［D678.2/36/ ］１階 ビジネス 

『国土交通白書』年刊 国土交通省編（日経印刷）            ［DR681.2/5003/ ］２階 

 

４ 農林水産  

『食料・農業・農村白書』年刊 農林水産省編（日経印刷）         ［DR610.5/16/ ］２階 

『世界食料農業白書』年刊 国際連合食糧農業機関編（国際農林業協働協会） ［DR/612.0/4/ ］２階 

『森林・林業白書』年刊 林野庁編（農林統計協会）            ［DR650.5/6/ ］２階 

『水産白書』年刊 水産庁編（農林統計協会）               ［DR660.5/3/ ］２階 

 

５ 科学技術 

『エネルギー白書』年刊 経済産業省編（経済産業調査会）        ［DR501.6/5126/ ］２階 

『科学技術白書』年刊（文部科学省）                   ［DR502.1/26/ ］２階 

『ものづくり白書』年刊 経済産業省,厚生労働省,文部科学省編（経済産業調査会） 

   ［DR509.2/5027/ ］２階 

『自動車整備白書』年刊（日本自動車整備振興会連合会）         ［D537.7/5002/ ］２階 

「化学工業白書」 雑誌『化学経済』7月または8月増刊（化学工業日報社）          書庫 

「世界化学工業白書」 雑誌『化学経済』3月増刊（化学工業日報社）             書庫 

「アジア化学工業白書」 雑誌『化学経済』12月増刊（化学工業日報社）           書庫 

 

６ 土地・環境・人口  

『地球白書』年刊 ワールドウォッチ研究所企画編（ワールドウォッチジャパン） 

［304.0/882/ ］２階 

『少子化社会対策白書』年刊 内閣府編（日経印刷）           ［DR334.3/5068/ ］２階 

（平成24年版までのタイトルは『子ども・子育て白書』、平成21年版までのタイトルは『少子化社会白書』） 

『土地白書』年刊 国土交通省編（勝美印刷）              ［DR334.6/5014/ ］２階 

『海洋白書 「海洋立国」に向けた新たな海洋政策の推進』年刊 

（シップ・アンド・オーシャン財団海洋政策研究財団） ［D452.0/5010/ ］２階 

『公害等調整委員会年次報告』年刊（公害等調整委員会）         ［DR519.1/5062/ ］２階 

『環境ビジネス白書』年刊（日本ビジネス開発）         ［D519.1/5092/ ］１階 ビジネス 

『環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書』年刊 環境省総合環境政策局[ほか]編（日経印刷） 

［DR519.2/5016/ ］２階 

『東京都環境白書』年刊（東京都環境局総務部）        ［T519.5/5004/ ］１階 都市・東京 

『首都圏白書』年刊 国土交通省編（勝美印刷）       ［RT601.1/5014/ ］１階 都市・東京 

『過疎対策データブック』年刊 過疎対策研究会編（丸井工文社）      ［D611.9/69/ ］２階 

『東京都緑化白書』年刊（東京都造園緑化業協会）       ［T629.3/5017/ ］１階 都市・東京 

 

７ 労働・医療・衛生  

『労働経済白書』年刊 厚生労働省編（勝美印刷）             ［DR366.0/66/ ］２階 

『世界の厚生労働 海外情勢報告』年刊 厚生労働省編（音羽印刷）     ［D366.0/95/ ］２階 

『我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況』年刊 

                          （厚生労働省）  ［D366.3/5649/ ］２階 

『パートタイマー白書』年刊（アイデム人と仕事研究所）         ［D366.8/5053/ ］２階 
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『自殺対策白書』年刊（内閣府）                    ［DR368.3/5041/ ］２階 

『精神科看護白書』不定期 日本精神科看護技術協会監修（精神看護出版） 

 ［D493.7/5601/ ］１階 医療 

『厚生労働白書』年刊 厚生労働省編（日経印刷）           ［R498.0/47/ ］１階 医療 

『看護白書』年刊 日本看護協会編（日本看護協会出版会）      ［R498.1/409/ ］１階 医療 

『医療白書』年刊 ヘルスケア総合政策研究所企画・制作・編（日本医療企画） 

［498.1/3523/ ］１階 医療 

 

『ホスピス・緩和ケア白書』年刊 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団編（青海社） 

［498.1/5419/ ］１階 医療 

『医療経営白書』年刊（日本医療企画）               ［498.1/5554/ ］１階 医療 

『国民健康・栄養の現状』年刊 医薬基盤・健康・栄養研究所（第一出版） 

                                 ［DR498.5/206/ ］１階 医療 

『食育白書』年刊（内閣府）                   ［DR498.5/5598/ ］１階 医療 

 

８  生活・福祉・高齢者  

『消費者政策の実施の状況 ［消費者白書］』年刊（［消費者庁］）     ［DR/365.0/5315/ ］２階 

『高齢社会白書』年刊（内閣府） 市販本『高齢社会白書』と同内容   ［DR369.26/5085/ ］２階 

『少子化・高齢化ビジネス白書』年刊（日本ビジネス開発）   ［D369.26/5132/ ］１階 ビジネス 

『障害者白書』年刊（内閣府） 市販本『障害者白書』と同内容     ［DR369.27/5018/ ］２階 

『ボランティア白書』２年１回刊 「広がれボランティアの輪」連絡会議編（筒井書房） 

［369.7/5026/ ］２階 

『発達障害白書』年刊 日本発達障害連盟編（明石書店）           ［378.6/46/ ］２階 

『介護経営白書』年刊 多田宏編集委員代表（日本医療企画）   ［673.95/5045/ ］１階 ビジネス 

『消費社会白書』年刊 松田久一監修（JMR生活総合研究所）   ［D675.0/5256/ ］１階 ビジネス 

 

９  教育・子ども・女性 

『女性労働の分析』年刊（21世紀職業財団）                ［R366.3/54/ ］２階 

『女性白書』年刊 日本婦人団体連合会編（ほるぷ出版）           ［367.0/44/ ］２階 

『男女共同参画白書』年刊 内閣府男女共同参画局編（勝美印刷）     ［DR367.2/3257/ ］２階 

『子ども白書 「子どもを大切にする国」をめざして』年刊 日本子どもを守る会編（本の泉社） 

［369.4/71/ ］２階 

『保育白書』年刊 全国保育団体連絡会，保育研究所編（ちいさいなかま社）  ［369.4/87/ ］２階 

『世界子供白書』年刊 国際連合児童基金著（日本ユニセフ協会）      ［D369.4/290/ ］２階 

『子どものからだと心白書』年刊（子どものからだと心・連絡会議）    ［D371.4/5292/ ］２階 

『文部科学白書』年刊（[文部科学省]）                 ［DR372.1/146/ ］２階 

『子供・若者白書』年刊（内閣府）                    ［DR379.3/29/ ］２階 

 

１０  レジャー・観光・エンターテインメント 

『レジャー白書』年刊（日本生産性本部）             ［D365.7/64/ ］１階 ビジネス 

『ホビー白書』年刊 メディア開発綜研編（日本ホビー協会）        ［D365.7/5033/ ］２階 

『ゲーム産業白書』年刊（メディアクリエイト）         ［D589.7/5012/ ］１階 ビジネス 

『CESAゲーム白書』年刊（コンピュータエンターテインメント協会）［D589.7/5013/ ］１階 ビジネス 

『カラオケ白書』年刊（全国カラオケ事業者協会）       ［D673.94/ 5008/ ］１階 ビジネス 

『観光白書』年刊 国土交通省観光庁編 （昭和情報プロセス）      ［DR689.0/5011/ ］２階 

『観光ビジネス未来白書』加藤弘治編著（同友館）        ［689.2/5107/ ］１階 ビジネス 
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『ORICONエンタメ・マーケット白書』年刊（オリコン・リサーチ）     ［D760.9/5049/ ］３階 

『オートキャンプ白書』年刊（日本オートキャンプ協会）         ［D786.3/5007/ ］３階 

『ファミ通ゲーム白書』年刊（カドカワ）           ［DR798.5/5019/ ］１階 ビジネス 

 

１１  政治・法律 

『著作権白書』不定期（著作権情報センター）              ［D021.2/5028/ ］３階 

『人権教育・啓発白書』年刊 法務省，文部科学省編（勝美印刷）     ［DR316.1/5084/ ］２階 

『公務員白書』年刊 人事院編（日経印刷）                ［DR317.3/51/ ］２階 

『外交青書』年刊 外務省編（日経印刷）                 ［R319.1/125/ ］２階 

『弁護士白書』年刊（日本弁護士連合会）              ［D327.1/5118/ ］１階 法律 

『開発協力白書 日本の国際協力』 年刊（外務省）           ［DR333.8/185/ ］２階 

（2014年版までのタイトルは『政府開発援助(ODA)白書 日本の国際協力』） 

 

１２  警察・消防・防衛 

『警察白書』年刊 警察庁, 国家公安委員会編（日経印刷）         ［DR317.7/46/ ］２階 

『消防白書』年刊 消防庁編（日経印刷）                 ［DR317.7/57/ ］２階 

『犯罪白書』年刊 法務省法務総合研究所編（日経印刷）       ［DR326.3/24/ ］１階 法律 

『犯罪被害者白書』年刊 警察庁，国家公安委員会編（国家公安委員会[ほか]） 

                                ［DR326.3/5098/ ］１階 法律 

『防災白書』年刊 内閣府編（日経印刷）                 ［DR369.3/48/ ］２階 

『日本の防衛 防衛白書』年刊（日経印刷）               ［DR390.5/3004/ ］２階 

『海上保安レポート』年刊（海上保安庁）                ［DR557.8/5012/ ］２階 

『交通安全白書』年刊（内閣府）                    ［DR681.3/5014/ ］２階 
 

１３  情報・通信  

『ＩＴ白書』年刊（日本ビジネス開発）             ［D007.3/5024/ ］１階 ビジネス 

『情報サービス産業白書』年刊 情報サービス産業協会編（日経BP社） 

［007.3/5046/ ］１階 ビジネス 

『情報メディア白書』年刊 電通総研編（ダイヤモンド社）    ［D007.3/5101/ ］１階 ビジネス 

『デジタルコンテンツ白書』年刊 経済産業省商務情報政策局監修 （デジタルコンテンツ協会） 

                               ［D007.3/5131/ ］１階 ビジネス 

『ソフトウェア開発データ白書』２年１回刊 情報処理推進機構技術本部ソフトウェア高信頼化センタ

ー監修（情報処理推進機構）                      ［D007.6/6123/ ］２階 

『インターネット白書』年刊 インターネット協会監修 インプレスR&Dインターネットメディア総合

研究所編（インプレスジャパン）                ［D547.4/3349/ ］１階 ビジネス 

『情報通信白書 ICT白書』年刊 総務省編（日経印刷）      ［DR692.1/2/ ］１階 ビジネス 

『印刷白書』年刊（日本印刷技術協会）                 ［D749.0/5089/ ］３階 

 

１４  白書に関する参考書 

『白書の白書』（木本書店）                       ［R302.1/3073/ ］２階 

『白書統計索引 2016』（日外アソシエーツ）              ［R350.3/5010/    ］２階 

 


