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資　料　名 概　　　　要 頻　度 範　囲 所　管

国勢調査

国内の人口・世帯の実数を把握し、各種行政施
策その他の基礎資料を得ることを目的とする
最も基本的な統計調査（大規模調査と簡易調
査を交互に実施、全数調査）

５年周期 全国・東京
総務省 

東京都総務局

国民経済計算（GDP統計）

国連の定める国際基準（SNA）に準拠しつつ、
統計法 に基づく基幹統計として作成される。

「四半期別ＧＤＰ速報」は、ＧＤＰをはじめと
する支出側系列等に関して作成し、「国民経済
計算年次推計」は、生産・分配・支出・資本蓄
積といったフロー面や、資産・負債といったス
トック面も含めて、作成している。

四半期別速
報：年８回 
年次推計：

年１回

全国 内閣府

都民経済計算

内閣府の「県民経済計算標準方式」に準拠し
て推計。東京都の経済の循環と構造を、生産・
分配・支出の三面にわたり計量把握することに
より、都経済の実態を包括的に明らかにし、
総合的な都経済の指標として示す。

毎年 東京 東京都総務局

景気動向指数

生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ
景気に敏感に反応する指標の動きを統合する
ことによって、景気の現状把握及び将来予測
に資するために作成された統合的な景気指標

毎月 全国 内閣府

法人企業統計

営利法人等の企業活動の実態（売上高、資産・
負債等）を把握することを目的とした調査。
その年度における確定決算の計数を調査する

「年次別調査」と、四半期ごとに仮決算計数を
調査する「四半期別調査」がある。

年次別調
査：年１回 
四半期別調
査：四半期

ごと

全国 財務省

消費者物価指数
世帯が購入する財及びサービスの価格変動を
総合的に測定し、物価の変動を時系列的に測
定するもの

毎月 全国・都区部 総務省

企業物価指数

企業間で取引される商品（財）全般に関する
価格の変動を測定するもの（ただし、土地・建
物など取引額が推計できないものや、中古品
などは対象から除く）

毎月 全国 日本銀行

企業向けサービス価格指数
企業間で取引されるサービスの価格変動を測
定するもの

毎月 全国 日本銀行

産業連関表
国内経済において一定期間（通常１年間）に
行われた財・サービスの産業間取引を一つの行
列（マトリックス）に示した統計表

５年周期 全国 総務省

東京都産業連関表

東京都及びその他地域（46道府県）における1
年間の経済取引をまとめた統計表。東京都の
経済の特徴である本社活動、昼間流入人口の
経済活動等も明示

５年周期 東京 東京都総務局

主な統計調査の概要
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経済センサス

事業所及び企業の経済活動の状態を明らかに
することを目的とした調査。事業所・企業の基
本的構造を明らかにする「経済センサス－基
礎調査」と事業所・企業の経済活動の状況を明
らかにする「経済センサス－活動調査」の二
つから成る。（全数調査）

５年周期 全国・東京
総務省 

経済産業省
（活動調査のみ）

工業統計調査
（東京の工業）

国内（都内）の工業の実態を明らかにするこ
とを目的とした調査（平成20年調査以前は、
西暦末尾が０、３、５、８の年について全数
調査）

毎年 
（「経済セン
サス－活動調
査」を実施す
る年を除く）

全国・東京
経済産業省

東京都総務局

鉱工業指数
鉱工業製品を生産する国内の事業所における
生産、出荷、在庫等の動向の把握を目的とし
た指数

毎月 全国 経済産業省

東京都工業指数

都内の工業生産活動の動向を総合的かつ迅速
に把握することを目的とした指数（都は、「鉱
業，採石業，砂利採取業」及び「石油製品・石炭
製品製造業」はウエイトが小さいため採用し
ていない。）

毎月 東京 東京都総務局

商業統計調査

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、国内商業の実態を明らかにするこ
とを目的とした統計調査（全数調査）
※2019年より経済構造実態調査に統合・再編

５年周期 
（「経済セン
サス－活動調
査」の実施の

２年後）

全国 
東京

経済産業省

商業動態統計調査
全国の商業を営む事業所及び企業の販売活動
などの動向を明らかにすることを目的とした
調査

毎月 全国・都区部 経済産業省

家計調査 家計の収入・支出、貯蓄・負債などを調査 毎月 全国・都区部 総務省

都民のくらしむき 
（東京都生計分析調査報告）

都内世帯（農林漁家及び単身者等の世帯を除
く。）の家計における収支の調査を行い、収入
階層、生計支出階層、世帯類型、世帯人員別
などの属性を基に集計

毎月 東京 東京都総務局

設備投資計画調査

金融保険業を除く資本金10億円以上（首都圏
は１億円以上）の民間法人企業を調査対象と
して、設備投資の基本的動向を把握すること
を目的とした調査

年１回 全国・首都圏
（株）日本政策

投資銀行

機械受注統計調査
機械等製造業の主要企業（280社ベース）の受
注実績を調査することにより、設備投資の動
向を早期に把握することを目的とした調査

毎月 全国 内閣府

主な統計調査の概要
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建築物着工統計
建築物の着工状況（建築物の数、床面積の合計、
工事費予定額）に関する調査

毎月 全国・東京 国土交通省

住宅着工統計
着工建築物のうち、住宅の着工状況（戸数、
床面積の合計）に関する調査

毎月 全国・東京 国土交通省

第３次産業活動指数

第３次産業に属する業種の生産活動を総合的
に捉えることを目的とした指数。第３次産業
の各活動を統一的尺度でみることができ、サー
ビス部門の活動動向をみることができる。

毎月 全国 経済産業省

東京都第３次産業活動指数
東京都の第３次産業に属する業種の生産活動
を総合的に捉えることを目的とした指数

毎月 東京 東京都総務局

サービス産業動向調査
サービス産業全体の生産・雇用等の動向を把握
することを目的とした調査
※2019年より経済構造実態調査に統合・再編

毎月 全国 総務省

特定サービス産業実態調査

経済産業省が所掌するサービス業のうち28業
種を対象に、サービス産業の実態を明らかに
することを目的とした調査
※2019年より経済構造実態調査に統合・再編

毎年 全国 経済産業省

情報通信業基本調査
情報通信業に属する企業の活動実態（従業者
数、事業内容、取引状況等）を明らかにする
ことを目的とした調査

毎年 全国
総務省 

経済産業省

農林業センサス
農林業の生産構造、就業構造、農山村の実態
を把握することを目的とした調査（全数調査）

５年周期 全国・東京 農林水産省

漁業センサス
漁業の生産構造、就業構造、漁村、水産物流
通・加工業等の実態を明らかにすることを目的
とした調査（全数調査）

５年周期 全国・東京 農林水産省

訪日外客数・出国日本人数
日本を訪れた外国人旅行者の数および海外に
渡航した日本人の数

毎月 全国
日本政府観光局 
（JNTO）

貿易統計
日本から外国への輸出及び外国から日本への
輸入について、税関に提出された輸出入の申
告を集計した統計

毎月 全国 財務省

国際収支状況（統計）

一定の期間における居住者と非居住者の間で
行われたあらゆる対外経済取引（財貨、サー
ビス、証券等の各種経済金融取引、それらに
伴って生じる決済資金の流れ等）を体系的に
記録した統計

毎月 全国
財務省 

日本銀行

就業構造基本調査
15歳以上人口の就業・不就業の状態を調査し、
就業構造や訓練・自己啓発、育児・介護の状況
などを把握することを目的とした調査

５年周期 全国・東京
総務省 

東京都総務局
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労働力調査
15歳以上人口の月々の就業・失業の状態を把握
することにより、就業者数、完全失業者数、
完全失業率などの結果を提供する調査

毎月 
（東京は
四半期毎）

全国・東京
総務省 

東京都総務局

毎月勤労統計調査
雇用、給与、及び労働時間について、毎月の
変動を明らかにすることを目的とした調査（規
模５人以上の事業所）

毎月 全国・東京
厚生労働省 

東京都総務局

賃金構造基本統計調査

賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、
職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数
別に明らかにする調査（規模５人以上の民営
事業所及び10人以上の公営事業所とその労働
者）

毎年 全国・東京 厚生労働省

雇用動向調査

入職・離職に関する事情を調査し、産業、規模、
職業、地域間の労働移動の実態を明らかにす
ることを目的とした調査（規模５人以上の事
業所とその常用労働者）

年２回 全国・東京 厚生労働省

一般職業紹介状況（職業安
定業務統計）

公共職業安定所における求人、求職、就職の
状況（新規学卒者を除く。）を取りまとめ、求
人倍率等の指標を作成することを目的とした
統計

毎月 全国・東京 厚生労働省

中小企業の賃金・退職金事情

都内中小企業の賃金、賞与、諸手当、初任給、
モデル賃金等の実態を明らかにすることを目
的とした調査（退職金と労働時間は隔年で交
互に実施）

毎年 東京
東京都 

産業労働局

短観（全国企業短期経済観
測調査）

全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の
適切な運営に資することを目的とした調査。
企業が自社の業況や経済環境の現状・先行きに
ついてどうみているか、といった項目に加え、
売上高や収益、設備投資額といった事業計画
の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項
目について調査している。（全国の約１万社の
企業が対象）

四半期毎 全国 日本銀行

東京都中小企業の景況調査
都内の中小企業を対象にした景気動向（業況、
生産額・売上高、在庫等）に関する調査

毎月 東京
東京都 

産業労働局

経済構造実態調査
製造業及びサービス産業における企業等の経
済活動の状況を明らかにすることを目的とし
た、2019年に新しく始める基幹統計

毎年（「経
済センサス
－活動調査」
を実施する
年を除く）

全国
総務省

経済産業省


