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○ 産業連関表のSUTを経由した作成への移行をはじめとし
た「生産面を中心に見直したGDP統計への整備」の実施に
当たり、関連する調査の実施当局の状況を把握する必要
があるとの指摘に応えるために御説明するもの。
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今回の説明⽬的

○ 具体の調査デザインが詳らかになっていない以上、予
断をもった説明は誤解を生ずることから、特に関連する
と考えられる調査（産業連関表作成のための調査及びサービス産業（ｻｰﾋﾞｽ業

及び商業）を対象とした構造統計調査）の現在の実施状況を説明させて
頂くことと致したい。
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１．現⾏の産業連関表作成について
１０府省庁共同で作成する産業連関表のために必要な以下の調査を実施。

産業連関構造調査⼀覧（2011年表作成⽤）
NO 府省名 調 査 名 実施時期

1 内閣府 地⽅公共団体投⼊調査 H24. 8-12
2 総務省 ｻｰﾋﾞｽ産業・⾮営利団体等投⼊調査 H24. 6- 7
3 企業の管理活動等に関する実態調査 H24. 8- 9
4 通信業・放送業・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ附随ｻｰﾋﾞｽ業投⼊調査 H24. 8- 9
5 財務省 酒類製造業投⼊調査 H24.10-11
6 厚労省 医療業・社会福祉事業等投⼊調査 H24. 6- 7※

7 農⽔省 農業ｻｰﾋﾞｽ業投⼊調査 H24.10-11
8 種苗業（農業）投⼊調査
9 花き・花⽊⽣産業投⼊調査

10 ⺠有林事業投⼊調査
11 海⾯・内⽔⾯養殖業投⼊調査
12 ⾷品⼯業投⼊調査
13 飼料・有機質肥料製造業投⼊調査
14 ⽊材加⼯業投⼊調査
15 農業⼟⽊事業投⼊調査
16 林野公共事業投⼊調査

NO 府省名 調 査 名 実施時期
17 経産省 鉱⼯業投⼊調査 H23. 7-8
18 資本財販売先調査 H24. 9-10
19 商業ﾏｰｼﾞﾝ調査 H25. 8-10
20 輸⼊品需要先調査
21 国交省 内航船舶品⽬別運賃収⼊調査 H23. 10
22 有料駐⾞場に関する投⼊調査 H24. 5-7
23 こん包業に関する投⼊調査
24 地⽅公共団体運輸関連施設投⼊調査
25 運輸関連事業投⼊調査 H24. 10-11
26 公共事業⼯事費投⼊調査における予備調査 H24. 4- 5
27 公共事業⼯事費投⼊調査 H24. 8-11
28 ⼟⽊⼯事間接⼯事費投⼊調査 H24. 9-11
29 ⼟⽊⼯事費投⼊調査 H24.12-H25.1

30 独⽴⾏政法⼈等⼟⽊⼯事費投⼊調査 H24. 8-10
31 建築⼯事費投⼊調査 H25. 1- 2
32 不動産業投⼊調査

※ 医療業以外の
実施時期。医療
業の実施時期は、
H25.9‐11.

＜参考＞産業連関表・取引基本表
（2011年表）の部⾨別（基

本部⾨分類）にみた当省の
担当割合
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経済産業省が実施する「産業連関構造調査」(2011年表では32本中４本)
調査名 鉱⼯業投⼊調査 資本財販売先調査 商業マージン調査 輸⼊品需要先調査

⽬的

鉱⼯業部⾨の投⼊構造（主として
主要⼯業製品の原価構成）を明ら
かにし、IO表作成（投⼊構造推
計）の基礎資料とすることを⽬的とす
る。

資本財の国内設備投資向け販
売⾼の産業別内訳等を明らかにし、
IO表及び同表の付帯表である
「固定資本マトリックス」作成の基
礎資料とすることを⽬的とする。

各産業部⾨間の「財」の取引に
伴う商業マージンの推計に関する
基礎資料を得ることを⽬的とする。

各セルの輸⼊品取引額を特掲
するため、輸⼊品の品⽬別需要
先の推計に関する基礎資料を得
ることを⽬的とする。

開始年 1965年 1975年 2013年 2013年

沿⾰ 1970年表から鉱⼯業全般にわたり
調査

「国富調査」の廃⽌に伴い開始 IO表の更なる精度向上を図るた
めに開始

IO表の更なる精度向上を図るた
めに開始

調査単位 事業所 企業 企業 企業

属性

⼯業統計調査、⽣産動態統計調
査の対象事業所のうち、経産省が所
管する製品を⽣産する事業所⼜は
IO表の再⽣資源回収・加⼯処理部
⾨に該当する活動を⾏う事業所

⽣産動態統計調査、⼯業統計
調査⼜は商業統計調査の対象事
業所を保有する企業のうち、資本
財を製造⼜は販売している企業

卸売業・⼩売業のうち、経産省
が指定する商品を卸売、⼩売して
いる企業

卸売業のうち、経産省が指定
する商品を卸売している企業

対象数 14,934事業所 1,637企業 536企業 512企業
回収率 ５５．３％ ６４．１％ ５６．０％ ５４．３％
選定 有意抽出 有意抽出 有意抽出 有意抽出
⺟集団数 約４４万事業所 約０．６万企業 約４３万企業 約１７万企業

抽出⽅法

属性に記載の調査票情報から、
調査品⽬毎に出荷規模の⼤きい事
業所順に出荷額の約70％をカバー
する事業所

調査品⽬毎に⽣産額規模の⼤
きい順位に約80％をカバーする事
業所を選定し、企業単位で名寄
せした企業

商業統計調査票情報から、調
査対象商品を卸売、⼩売している
事業所について企業単位に名寄
せし、商品毎に販売額の⼤きい順
に抽出。属性に記載の調査対象
の販売額規模の約7％をカバーす
る企業

商業統計調査票情報から、輸
⼊品を直接仕⼊れ、かつ、調査
対象商品を卸売販売している事
業所について企業単位に名寄せ
し、商品毎に販売額の⼤きい順
に抽出。属性に記載の調査対象
の販売額規模の約13％をカバー
する企業
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調査名 鉱⼯業投⼊調査 資本財販売先調査 商業マージン調査 輸⼊品需要先調査

調査事項

1.売上実績（「売上」、「売上原
価」及び「うち直接材料費））

2.直接材料費内訳
3.売上原価、販管費内訳
4.包装材料費内訳
5.消耗品・備品内訳
6.屑・副産物の⾃社内再利⽤・

売却実績
7.製造⼯程

1.個別商品名
2.次の販売⾼
ｱ 国内設備投資向け

・⺠間向け
・官公庁及び公的企業 向け

ｲ 建設投資向け ｳ 原材料向け
ｴ 消費者向け ｵ 輸出向け
3.国内設備投資向け販売⾼の販売
先産業別内訳

1.品⽬別販売額
2.商業ﾏｰｼﾞﾝ
3.主要販売先

1.品⽬別輸⼊額(C.I.F)
2.販売先業種内訳

最新実施期間 2015.10〜12 2016.10〜12 2013. 9〜10 2013. 9〜10
調査経路 省－⺠間事業者－報告者 省－⺠間事業者－報告者 省－⺠間事業者－報告者 省－⺠間事業者－報告者
配布⽅法 郵送 郵送 郵送 郵送
収集⽅法 郵送 郵送 郵送、調査員（※１） 郵送、調査員（※１）

担 当 者 数
（※２）

２名 ２名 ２名 ２名

課題
商業統計調査の商品分類での選定
から、IO表⾏部⾨単位での選定⽅
法への転換

商業統計調査の商品分類での選定
から、IO表⾏部⾨単位での選定⽅
法への転換

予算（※３） 2,993万円 482万円 999万円 886万円
（※１）調査員（⺠間調査員）は、⼀都三県（東京都・埼⽟県・千葉県・神奈川県）に所在する企業のみ。
（※２）四調査の業務の担当は同⼀であり、純計では常勤職員２名。
（※３）全て、総務省計上予算である。

統計名 延⻑産業連関表

⽬的 可能な限り最新時点の産業構造を反映させた産業連関表を作成し、直近の産業構造を踏まえた分析の⽤に供することを⽬的とする。その結果として、
総務省をはじめとする10府省庁の共同作業による5年ごとの「産業連関表（基本表）」を補完する役割をも果たしている。

開始年 1973年表
対象年次 毎年（2000年表から2003年表については休⽌） 最新対象年次は2013年
公表年次 原則対象年次の翌々年度
担当者数 2016年度1.5⼈（2015度までは2.5⼈）〔0.5⼈は他の業務と兼務の⾮常勤職員〕
予算 2016年度予算 9,146千円
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２．経産省の実施するサービス業及び商業に係る構造統計調査の概要
調査名 特定サービス産業実態調査 商業統計調査

⽬的
我が国のサービス産業の実態を明らかにし、サービス産業に関する施策の基

礎資料を得るため。
商業を営む事業所について、産業別、従業者規模別、地域別等に従業者

数、商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関す
る施策の基礎資料を得るため。

開始年、頻度 1973年。 年次調査。 1952年。 周期調査。

主な沿⾰

・2006年から、⺟集団名簿の変更とともに調査業種分類を⽇本標準産業
分類⼩分類に統⼀。
・対象業種を、順次拡⼤。
7業種→11業種(2007年）→21業種(2008年）→ 28業種（2009年）
・2009年から、２８業種中21業種について標本調査を導⼊。
・2014年から、国直轄調査に変更。

・実施頻度：1952年〜1976年：２年に１回
1979年から：３年に１回
1985年から：卸・⼩売業と飲⾷業が２年にわたり分離実

施（1992年調査を最後に飲⾷業は廃⽌）
・経済センサス-活動調査の創設に伴い、商業統計調査の実施時期を活
動調査実施の２年後に変更し、2014年調査は経済センサス-基礎調
査と同時実施。

調査単位 事業所⼜は企業 事業所
対象数 約48,000対象 約140万事業所
回収率 ８２．５％（2014年調査） ９５．３％（2007年調査）

調査事項

1.事業形態
2.事業従事者
3.年間売上⾼
4.専業割合
5.契約先産業
6.雇⽤形態
7.年間営業費⽤及び年間営業⽤固定資産取得額 等

1.経営組織及び資本⾦額
2.従業者数
3.年間商品販売額
4.年間商品販売額の販売⽅法別割合
5.商品⼿持額
6.セルフサービス⽅式の採⽤の有無
7.売場⾯積
8.営業時間
9.年間商品仕⼊額 等

最新実施期⽇ 2015.7.1 2014.7.1

調査経路 省－⺠間事業者－報告者 省－⺠間事業者－報告者
省－都道府県－市区町村－調査員－報告者

配布・収集⽅法 郵送、オンライン（収集のみ） 調査員、郵送、オンライン（収集のみ）
担当者数 １０名 １３名

課題
前回諮問時（2013年）、2012年経済センサス-活動調査の結果を踏ま
え、関係府省との連携を図りつつ、サービス産業分野における統計の体系的
整備の中で、本調査の今後の在り⽅について、引き続き抜本的な検討を⾏う
必要があるとの指摘も踏まえ、サービス統計の統合に向け総務省と協議中。

ＳＯＨＯ等外観からでは捕捉が困難な事業所の増加などにより商業事業
所を必ずしも的確に把握できない状況が⽣じていること等調査環境の変化に
応じた的確な対応の検討。

予算 約3億円 約３０億円（実施年経費）



GDP精度向上に資する当省所管の主要統計
（サービス関連統計、商業統計）の抜本的⾒直し

(1)サービス関連統計の⾒直し（既に「統計改⾰の基本⽅針(2016.12.21)」に明記）

〇産業横断的に付加価値、⽣産性を把握でき、GDP精度向上に資する
新たなサービス統計を整備。

〇具体的には、総務省と協⼒・連携し、①「特定サービス産業実態調査」
（経産省）と②「サービス産業動向調査」（総務省）を発展的に統合。

(2)商業統計の⾒直し（今回の新たな提案）

〇毎年⽣産性が把握できるよう、商業マージンの把握等を⾏い、調査項⽬を
重点化した上で、現⾏の実質５年に２回調査から毎年実施に変更。

2017年２⽉３⽇ 第１回統計改⾰推進会議 配付資料より抜粋（参考１）
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商 業 第３次産業（商業を除く） 製 造 業

経済全体に占める
付加価値の割合 １４％ ５９％ ２１％

⽣
産
性
把
握
状
況

現 在 ５年に２回
（商業統計調査等）

毎年把握
対象は当省の「特定ｻｰﾋﾞｽ産業実態調査」のみ
（経済全体の６％ 分）

毎年把握
（⼯業統計調査等）

⾒直し後 毎年 総務省の「サービス産業動向調査」と統合して、
毎年調査（３３％ に拡⼤）

―

⾒直し時期 平成３１年〜 平成３１年〜

今回の新たな提案 ※１（２０１５暦年値。平成27年度国⺠経済計算年次推計(平成23年基準改定値)（フロー編）より）
※２（２０１１暦年値。平成24年経済センサス‐活動調査より）

※1

※2

※2

当省のサービス関連統計、商業統計の⾒直しを⾏うことにより、
我が国経済の７割に相当する産業の⽣産性の把握を毎年⾏うこと
が可能となり、GDP等の精度向上に資する。
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（参考２）統計職員数の推移

（注１）地⽅⽀部局を含む定員ベース。
（注２）経済産業省の統計職員数は、調査統計グループ及び各経済産業局調査課の定員数。

その他の部局の統計従事職員は含まれていない。

政府全体（農林⽔産省及び経済産業省除く）
経済産業省
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