
  

 

1 

 

http://www.etisa.or.jp/ 

第 128号 
平成 28年 3月 31日 

一般社団法人 経済産業統計協会 
電話 03(3561)2974 

FAX  03(3561)5212 

～～～～～  目  次  ～～～～～ 

◎統計ニュース 

・平成27年10～12月期・平成27年の産業活動の概要・・・・・・・・・・・・・・・1 

・鉱工業指数等の公表予定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

・ゲーム・ビジネス・インデックス（GBI）（経産省ミニ経済分析より抜粋） ・・・6 

・産業集積の活動を可視化する（経産省ミニ経済分析より抜粋）・・・・・・・・・7 

◎協会の動き 

・月例研究会の開催予定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

・経済統計セミナー開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

・平成28年度役務請負業務に係る入札状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 

◎刊行物案内 

・一般社団法人経済産業統計協会刊行物一覧（近刊・新刊情報）・・・・・・・・・9 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

          

 

｢平成 27年 10～12月期・平成 27年の産業活動の概要｣について 
経済産業省では、「鉱工業指数と第3次産業活動指数からみた 平成27年10～12月期・平成27年

の産業活動」を3月4日に公表しました。 

その要旨の一部を抜粋して掲載します。（担当：経済産業省調査統計グループ経済解析室） 

  ミニ経済分析URL： 
http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/pdf/h2amini040j.pdf 

（１）第４四半期の全産業活動 

・平成27年10～12月期の全産業活動指数は、１０２.４(前期比▲０.１％)と２期振りの低下。 

  ・鉱工業生産が上昇したものの、建設業活動が低下。第３次産業活動は横ばい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）シャドー部分は景気後退局面。（資料）経済産業省「全産業活動指数」より作成。 
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（２）鉱工業生産への業種別寄与度分解 

・平成 27年 10～12月期の鉱工業生産指数(前期比、季節調整済)は、はん用・生産用・ 

業務用機械工業などが低下したものの、輸送機械工業などが上昇したため、前期比 

０．５％の上昇となった。 

(注)その他には、非鉄金属工業、金属製品工業、窯業・土石製品工業、石油・石炭製品工業、プラスチック製品工業、 

パルプ・紙・紙加工品工業、繊維工業、食料品・たばこ工業、その他工業、鉱業が含まれる。 

(資料) 経済産業省「鉱工業指数」より作成。 

 

 

（３）主要業種別・国内向け出荷の動向 

・平成 27年 10～12月期の鉱工業・国内向け出荷を、主要業種別にみると、はん用・生 

産用・業務用機械工業などが低下したものの、輸送機械工業などが上昇。  
 

 

（注）主要業種とは、鉱工業・国内向け出荷(ウエイト 8028.51)のうち、ウエイトが大きい５業種を選定。 

具体的には、輸送機械工業(国内向け、ウエイト 1658.38)、化学工業(同、同 860.84)、はん用・生産用・業務用機械 

工業(同、同 796.12)、石油・石炭製品工業(同、同 574.89)、電子部品・デバイス工業(同、同 457.59)。 

（資料）経済産業省「鉱工業出荷内訳表」より作成。 
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（４）第３次産業活動指数業種別前期比寄与度分解 

・平成27年10～12月期の第３次産業活動指数（前期比、季節調整済）は、金融業,保険業な

どが低下したものの、卸売業などが上昇したため、前期比０.０％の横ばいとなった。 

（資料）経済産業省「第３次産業活動指数」より作成。 

 

 

 

（５）平成27年の全産業活動 

・平成27年の全産業活動指数は、１０２.５(前年比０.５％)と４年連続の上昇。 

  ・鉱工業生産、建設業活動が低下したものの、第３次産業活動が上昇。 

 

（資料）経済産業省「全産業活動指数」より作成。 

 

 



  

 

4 

 

 

（６）平成 27年鉱工業生産への業種別 前年比寄与度分解 

・平成 27年の鉱工業生産指数(原指数)は、電子部品・デバイス工業などが上昇した 

ものの、輸送機械工業などが低下したため、前年比▲０．９％の低下となった。 

(注)その他には、非鉄金属工業、金属製品工業、窯業・土石製品工業、石油・石炭製品工業、プラスチック製品工業、 

パルプ・紙・紙加工品工業、繊維工業、食料品・たばこ工業、その他工業、鉱業が含まれる。 

(資料)経済産業省「鉱工業指数」より作成。 

 

 

 

（７）平成 27年主要業種別・国内向け出荷の動向 

・平成 27年の鉱工業・国内向け出荷を、主要業種別にみると、電子部品・デバイス 

工業などが上昇したものの、輸送機械工業などで低下。  
 

 

（注）主要業種とは、鉱工業・国内向け出荷(ウエイト 8028.51)のうち、ウエイトが大きい５業種を選定。 

具体的には、輸送機械工業(国内向け、ウエイト 1658.38)、化学工業(同、同 860.84)、はん用・生産用・業務用機械 

工業(同、同 796.12)、石油・石炭製品工業(同、同 574.89)、電子部品・デバイス工業(同、同 457.59)。 

（資料）経済産業省「鉱工業出荷内訳表」より作成。 
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（８）平成 27年第３次産業活動指数業種別前年比寄与度分解 

・平成 27年の第３次産業活動指数（前年比、原指数）は、小売業などが低下したものの、 

医療，福祉，金融業，保険業などが上昇したため、前年比０．９％の上昇となった。 

（資料）経済産業省「第３次産業活動指数」より作成。 

 

 

 

 

鉱工業指数等の公表予定 

 

  鉱工業生産・出荷・在庫指数速報   ２８年 ２月分    ３月３０日公表 

                        ３月分    ４月２８日公表予定 

                        ４月分    ５月３１日公表予定 

  商業動態統計速報          ２８年 ２月分    ３月２９日公表 

                        ３月分    ４月２８日公表予定 

                        ４月分    ５月３０日公表予定 

  経済産業省生産動態統計速報     ２８年 ２月分    ３月３０日公表 

                         ３月分    ４月２８日公表予定 

                        ４月分    ５月３１日公表予定 

  第３次産業活動指数         ２８年 １月分    ３月１５日公表 

                        ２月分    ４月２２日公表予定 

                        ３月分    ５月１３日公表予定 

 

経済産業省調査統計グループが公表する、統計調査の結果及び分析結果は、経済産業省 

ホームページの「統計」に掲載されていますので、以下のアドレスを検索することに 

よりご覧いただけます。 

http://www.meti.go.jp/statistics/index.html  

http://www.meti.go.jp/statistics/index.html
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ゲーム・ビジネス・インデックス（GBI）について 

 

「経済産業省のミニ経済分析」より内容を一部抜粋し、ご紹介します。 

詳細はこちらのURLをご参照ください。 

  ミニ経済分析URL：経済産業省－統計－ミニ経済分析 
http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20160317minikeizai.html 

  

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20160317minikeizai.html
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産業集積の活動を可視化する ～愛知県西三河周辺（トヨタ自動車生産地）を例として～ 

 

「経済産業省のミニ経済分析」より内容を一部抜粋し、ご紹介します。 

詳細はこちらのURLをご参照ください。 
  ミニ経済分析URL：経済産業省－統計－ミニ経済分析 

   http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20160307minikeizai.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20160307minikeizai.html
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○月例研究会の開催予定（正会員のみ） 

日時                場所 

 平成28年 ２月分  ３月３１日（木）12：00～13：20        商工会館７Ｆ 

      ３月分  休会 

      ４月分  ６月 １日（水）12：00～13：10（決算総会開催） 商工会館７Ｆ 

      ５月分  ７月 １日（金）12：00～13：20        商工会館７Ｆ 

 

 

〇経済統計セミナーの開催 

平成28年3月4日（金）に一般財団法人産業人材研修センター様と共催、一般財団法人経済産

業調査会様の後援で、下記により経済統計セミナーを開催し、多くの方にご参加をいただき

ました。 

 

日 時：平成２８年３月４日（金） １４：００～１５：３０ 

会 場：産業人材研修センター（霞会館） １Ｆサロン 

東京都港区麻布３－２－３２ TEL 03-3403-9577 

テーマ：「2015 年を振り返る～2 年ぶりの前年水準を下回った鉱工業生産、前年水準を

維持したサービス産業～」 

講 師：経済産業省大臣官房調査統計グループ経済解析室 

                    室長 石塚 康志 氏 

 

★セミナーで使用しましたレポートは当協会ホームページにて閲覧いただけます。 

 

経済統計セミナーは今後も定期的に開催していく予定です。 

次回につきましては詳細決定次第、お知らせいたします。 

 

 

○平成28年度役務請負業務に係る入札状況 

 ・平成28年3月に平成28年度 石油等消費動態統計調査委託の入札に参加し、落札致しました。 

 ・平成28年3月に平成28年度 砕石等動態統計調査役務請負の入札に参加し、落札致しました。 

 ・平成28年3月に平成28年度 繊維流通統計調査役務請負の入札に参加し、落札致しました。 

  

協会の動き 
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一般社団法人経済産業統計協会刊行物（近刊・新刊情報） 

 
＜近 刊＞ 
 
 平成26年商業統計表 第１巻～第４巻          平成28年5月発行予定 
  
 平成26年企業活動基本調査報告書 第１巻～第３巻    平成28年5～6月発行予定 
 
 
＜新 刊＞ 
 
第４８回外資系企業の動向（平成28年3月9日発行）     本体  7,600円＋税 

 
平成２７年 特定サービス産業実態調査報告書（平成 27年 12月 18日発行） 
・ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編 

本体 10,400円＋税 

・映像情報制作･配給業､音声情報制作業､映像･音声･文字情報制作に附帯するサービス業編  

本体  8,700円＋税 

・新聞業、出版業編                     本体  7,300円＋税 

・クレジットカード業、割賦金融業編             本体  6,900円＋税 

・デザイン業、機械設計業編                 本体  8,700円＋税 

・各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 

本体 13,500円＋税 

・自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 

本体 13,300円＋税 

・広告業編                         本体  6,200円＋税 

・計量証明業編                       本体  7,000円＋税 

・機械修理業、電気機械器具修理業編             本体 10,000円＋税 

・冠婚葬祭業編                       本体  7,100円＋税 

・映画館編                         本体  7,000円＋税 

・興行場、興行団編                     本体  7,600円＋税 

・スポーツ施設提供業編                   本体  6,900円＋税 

・公園，遊園地・テーマパーク編               本体  6,000円＋税 

・学習塾編                         本体  8,800円＋税 

・教養・技能教授業編                    本体  7,800円＋税 

 
 
 

正会員・賛助会員は、特別割引(１割引)で承ります。 

刊行物のお買い求めは一般社団法人経済産業統計協会へ 
TEL 03(3561)2974  FAX  03(3561)5212 

                         E-mail : kojima@etisa.or.jp 

              http://www.etisa.or.jp/

刊行物案内 



  


