
東京都第３次産業活動指数の概要 

 

１ 目的 

東京都第３次産業活動指数は、都内の第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ている。 

２ 指数の基準年次 

  平成 17年（暦年）である。指数は基準年の平均を 100.0とした比率で表している。 

３ 作成の範囲と分類 

（１） 対象範囲 

東京都第３次産業活動指数の対象範囲は、経済産業省の作成する「第３次産業活動

指数」と同じく、原則として「日本標準産業分類」（平成 19年 11月改訂。以下「JSIC」

という。）の分類に準拠し、以下の 13大分類に属する業種としている。 

１)「Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業」  

２)「Ｇ 情報通信業」  

３)「Ｈ 運輸業,郵便業」  

４)「Ｉ 卸売業,小売業」  

５)「Ｊ 金融業,保険業」  

６)「Ｋ 不動産業,物品賃貸業」  

７)「Ｌ 学術研究,専門・技術サービス業」   

８)「Ｍ 宿泊業,飲食サービス業」  

９)「Ｎ 生活関連サービス業,娯楽業」  

10)「Ｏ 教育，学習支援業」  

（ただし、第３次産業活動指数では、名称を「学習支援業」とし、教育は「公務

等活動指数」の対象業種としている。)  

11)「Ｐ 医療，福祉」  

12)「Ｑ 複合サービス事業」  

13)「Ｒ サービス業（他に分類されないもの）」  

（ただし、第３次産業活動指数では、名称を「その他サービス業（公務等を除く)」

としている。）  

（２）分類 

    基本的に、経済産業省「第３次産業活動指数」と同じ分類を採用している。このた

め、大分類については JSIC（平成 19 年 11 月改訂）に準拠した 13 大分類であり、中

分類以下の分類については、JSICとは完全には一致していない。また、資料入手の制

約等の観点から表章する産業分類を一部統合している。 

４ ウェイト 

ウェイトは、基準年の「平成 17 年（2005 年）東京都産業連関表」による粗付加価値額

を基準として算定し、全体を 10,000.0として表示している。 

業種分類別ウェイトは別表１のとおり。また、再編集分類における採用分類は別表２の

とおり。 
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５ 業種分類ごとの採用データ 

  経済産業省「第３次産業活動指数」を基本とし、東京都で利用可能なデータの状況等に

より、他のデータを選定したものもある。採用データ及び出典一覧は別表３のとおり。 

６ 算式 

算式は個別分類の指数を基準年のウェイトで加重平均するラスパイレス算式である。  

（算式） 

総合指数 ＝ 

(
品目の比較時数量

品目の基準時数量  
  ×  品目の基準時ウェイト )の合計

基準時ウェイトの合計
 ×  100  

７ 季節調整 

米国センサス局により提供されている X-12-ARIMA(Version0.3)を使用している。 

詳細は、「東京都第３次産業活動指数の季節調整について」（東京都第３次産業活動指数 

ホームページ掲載）のとおり。 

８ データの遡及変更 

当該月の指数計算締め切り日までに当該月の基礎データの確定値が入手できない指数系

列の取扱いについては、速報値又は推計値により暫定的に指数計算を行って公表し、確定

値を入手した時点で遡及して置換を行い、指数の再計算を行う。  

９ その他 

  全国の指数は、経済産業省大臣官房調査統計グループ経済解析室の「第３次産業活動指

数」による。 

  経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/index.html 
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別表１　業種分類別ウェイト

記号 ウェイト 記号 ウェイト

T000000I 第３次産業総合 10000.0 TKBA000I 　リース業 363.2

TF00000I 電気・ガス・熱供給・水道業 161.9 TKBA100I 産業用機械リース 210.5

TG00000I 情報通信業 1457.4 TKBA200I 事務用機械リース 144.5

TGA0000I 通信業 251.8 TKBA300I その他のリース 8.2

TGAA000I 固定電気通信業 134.6 TKBB000I 　レンタル業 122.6

TGAA100I   地域・長距離電気通信業 113.9 TKC0000I 自動車賃貸業 49.0

TGAA200I   ＩＳＰ業 20.7 TKCA000I 自動車リース業 36.6

TGAB000I 移動電気通信業 117.2 TKCB000I 自動車レンタル業 12.4

TGB0000I 放送業 64.9 TKX1000I ＜物品賃貸業（自動車賃貸業を含む）＞ 534.8

TGBA000I 公共放送業 6.6 TL00000I 学術研究，専門・技術サービス業 763.0

TGBB000I 民間放送業 58.3 TLA0000I 学術・開発研究機関 5.0

TGC0000I 情報サービス業 826.1 TLAA000I 学術・開発研究機関 5.0

TGD0000I インターネット附随サービス業 36.0 TLB0000I 専門サービス業 248.2

TGE0000I 映像・音声・文字情報制作業 278.6 TLBA000I 法律事務所、特許事務所 89.8

TH00000I 運輸業，郵便業 618.3 TLBA100I 法律事務所 68.9

THA0000I ＜運輸業＞ 551.9 TLBA200I 特許事務所 20.8

THAA000I 鉄道業 246.3 TLBB000I 公証人役場、司法書士事務所 32.8

THAA100I 鉄道旅客運送業 245.4 TLBC000I 公認会計士事務所、税理士事務所 125.7

THAA110I 鉄道旅客運送業（JR） 134.1 TLBC100I 税理士事務所 125.7

THAA120I 鉄道旅客運送業（ＪＲを除く） 111.3 TLC0000I 広告業 265.0

THAA200I 鉄道貨物運送業 0.9 TLD0000I 技術サービス業（他に分類されないもの） 244.8

THAA210I 鉄道貨物運送業 0.9 TM00000I 宿泊業，飲食サービス業 462.7

THAB000I 道路旅客運送業 98.3 TMA0000I 宿泊業 68.9

THAB100I バス業 21.7 TMB0000I 飲食店，飲食サービス業 393.8

THAB200I タクシー業 76.6 TN00000I 生活関連サービス業，娯楽業 405.7

THAC000I 道路貨物運送業 80.8 TNA0000I 洗濯・理容・美容・浴場業 117.8

THAC100I 一般貨物自動車運送業 70.6 TNAA000I 洗濯業 43.6

THAC200I 宅配貨物運送業 10.2 TNAB000I 理容業 15.1

THAD000I 水運業 5.2 TNAC000I 美容業 49.0

THAD100I 水運旅客運送業 0.6 TNAD000I 浴場業 10.1

THAD110I 水運旅客運送業 0.6 TNB0000I その他の生活関連サービス業 95.1

THAD200I 水運貨物運送業 4.5 TNBA000I 旅行業 26.6

THAD210I 外航貨物水運業 2.8 TNBA100I 国内旅行 15.0

THAD220I 内航貨物水運業 1.8 TNBA200I 海外旅行 11.5

THAE000I 航空運輸業 28.7 TNBA300I 外人旅行 0.2

THAE100I 航空旅客運送業 26.7 TNBC000I 冠婚葬祭業 47.4

THAE110I 国際航空旅客運送業 2.1 TNBC100I 葬儀業 24.4

THAE120I 国内航空旅客運送業 24.6 TNBC200I 結婚式場業 23.0

THAE200I 航空貨物運送業 2.0 TNBD000I 写真業 21.0

THAE210I 国際航空貨物運送業 0.8 TNC0000I 娯楽業 192.8

THAE220I 国内航空貨物運送業 1.2 TNCA000I 映画館 3.6

THAF000I 倉庫業 30.1 TNCB000I 興行場、興行団 73.6

THAF100I 普通倉庫業 24.0 TNCB100I 劇場・興行場 16.4

THAF200I 冷蔵倉庫業 6.1 TNCB200I 興行団 57.2

THAG000I 運輸に附帯するサービス業 62.6 TNCB210I 相撲 1.1

THAG100I 港湾運送業 12.4 TNCB220I ボクシング 0.7

THAG200I こん包業 10.4 TNCB230I プロ野球 30.6

THAG300I 運輸施設提供業 39.7 TNCB240I プロサッカー 7.9

THAG310I 道路施設提供業 28.4 TNCB250I プロゴルフ 1.8

THAG320I 飛行場業 11.3 TNCB260I 音楽系興行団 15.1

THB0000I 郵便業（信書便事業を含む） 66.5 TNCC000I 競輪・競馬等の競走場、競技団 27.7

THX1000I ＜旅客運送業＞ 371.0 TNCC100I 競輪場 4.8

THX2000I ＜貨物運送業＞ 88.3 TNCC200I 競馬場 17.6

TI00000I 卸売業，小売業 2293.0 TNCC400I 競艇場 5.2

TIA0000I 卸売業 1721.2 TNCD000I スポーツ施設提供業 29.6

TIB0000I 小売業 571.7 TNCE000I 公園、遊園地 4.8

TJ00000I 金融業，保険業 1489.9 TNCF000I 遊戯場 53.3

TJA0000I ＜金融業＞ 1255.3 TO00000I 学習支援業 131.1

TJAA000I 銀行業・協同組織金融業 943.6 TP00000I 医療，福祉 477.2

TJAA100I 銀行・協同組織金融業 943.6 TPA0000I 医療業 402.5

TJAA110I 金融仲介業務 736.3 TPAA000I 病院・一般診療所 365.0

TJAA120I 金融決済業務 207.3 TPAB000I 歯科診療所 37.4

TJAA121I 手形交換高 20.5 TPB0000I 介護事業 74.7

TJAA122I 日銀当座預金決済高 1.8 TPBA000I 居宅介護サービス 37.7

TJAA123I 全銀システム取扱高 184.1 TPBB000I 施設介護サービス 37.0

TJAA124I 外国為替円決済交換高 0.9 TQ00000I 複合サービス事業 1.2

TJAB000I 貸金業、クレジットカード業 124.4 TR00000I その他サービス業（公務等を除く）　 532.5

TJAD000I 金融商品取引業、商品先物取引業 187.3 TRA0000I 廃棄物処理業 45.3

TJAD100I 金融商品取引業 187.3 TRAA000I 廃棄物処理業 45.3

TJAD110I 発行業務 59.7 TRB0000I 自動車整備業 36.8

TJAD120I 流通業務 127.6 TRBA000I 自動車整備業 36.8

TJB0000I 保険業 234.6 TRC0000I 職業紹介・労働者派遣業 376.3

TJBA000I 生命保険業 206.8 TRCA000I 労働者派遣業 376.3

TJBB000I 損害保険業 27.8 TRD0000I その他の事業サービス業 74.0

TK00000I 不動産業，物品賃貸業 1206.1 TRDA000I 警備業 74.0

TKA0000I ＜不動産業＞ 671.3 TTXA000I ＜サービス業＞ 1701.2

TKAA000I 不動産取引業 68.2 TTXA100I ＜対個人サービス業＞ 418.4

TKAA100I 建物売買業、土地売買業 63.9 TTXA200I ＜対事業所サービス業＞ 1282.8

TKAA110I 戸建住宅売買業 27.2 TTXE000I ＜観光関連産業＞ 512.2

TKAA120I マンション分譲業 30.8 TS00000I 公務等活動指数 1280.7

TKAA130I 土地売買業 5.9 TSA0000I 公務等活動指数 1280.7

TKAA200I 不動産仲介業 4.2 TSAA000I 公務等活動指数 1280.7

TKAA210I 賃貸仲介業 4.2 TSAA500I 学術・開発研究機関（国公立等） 24.6

TKAB000I 不動産賃貸業 603.2 TSAA510I 学術・開発研究機関（国公立等） 24.6

TKAB100I 貸事務所業 209.3 TSAA600I 廃棄物処理 23.5

TKAB200I 住宅賃貸業 381.5 TSAA610I 廃棄物処理 23.5

TKAB300I 駐車場業 12.3 UA00000I 第３次産業及び公務等活動指数 11280.7

TKB0000I 物品賃貸業 485.8 UB00000I 第３次産業総合（電気・ガス・熱供給・水道業を除く） 9838.1

分類名 分類名
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別表２　再編集分類（特掲）における採用分類 注）　色つきセルは業種大分類を表す。

サービス業 対個人サービス業 対事業所サービス業 観光関連産業

TTXA000I TTXA100I TTXA200I TTXE000I
1701.2 418.4 1282.8 512.2

T000000I 第３次産業総合 10000.0

TF00000I 電気・ガス・熱供給・水道業 161.9

TG00000I 情報通信業 1457.4

TH00000I 運輸業，郵便業 618.3

THAA110I 鉄道旅客運送業（ＪＲ） 134.1 〇

THAA120I 鉄道旅客運送業（ＪＲを除く） 111.3 〇

THAB100I バス業 21.7 〇

THAB200I タクシー業 76.6 〇

THAD110I 水運旅客運送業 0.6 〇

THAE110I 国際航空旅客運送業 2.1 〇

THAE120I 国内航空旅客運送業 24.6 〇

THAG310I 道路施設提供業 28.4 〇

TI00000I 卸売業，小売業 2293.0

TJ00000I 金融業，保険業 1489.9

TK00000I 不動産業，物品賃貸業 1206.1

TKCB000I 自動車レンタル業 12.4 〇

TL00000I 学術研究，専門・技術サービス業 763.0

TLAA000I 学術・開発研究機関 5.0 〇 〇

TLBA000I 法律事務所、特許事務所 89.8 〇 〇

TLBB000I 公証人役場、司法書士事務所 32.8 〇 〇

TLBC100I 税理士事務所 125.7 〇 〇

TLCA100I 新聞広告 38.3 〇 〇

TLCA200I 雑誌広告 20.6 〇 〇

TLCA300I テレビ広告 67.6 〇 〇

TLCA400I ラジオ広告 5.1 〇 〇

TLCB100I 交通広告 9.0 〇 〇

TLCB200I 屋外広告 3.8 〇 〇

TLCB300I 折込み・ダイレクトメール 26.3 〇 〇

TLCB400I 他に分類されない広告 94.1 〇 〇

TLDA100I 建設コンサルタント 84.7 〇 〇

TLDA200I 測量 16.1 〇 〇

TLDA300I 地質調査 17.7 〇 〇

TLDB000I 機械設計業 49.8 〇 〇

TLDC000I エンジニアリング業 76.7 〇 〇

TM00000I 宿泊業，飲食サービス業 462.7

TMA0000I 宿泊業 68.9 〇

TN00000I 生活関連サービス業，娯楽業 405.7

TNAA000I 洗濯業 43.6 〇

普通洗濯業 〇

リネンサプライ業 〇

TNAB000I 理容業 15.1 〇 〇

TNAC000I 美容業 49.0 〇 〇

TNAD000I 浴場業 10.1 〇 〇

TNBA100I 国内旅行 15.0 〇 〇 〇

TNBA200I 海外旅行 11.5 〇 〇 〇

TNBA300I 外人旅行 0.2 〇 〇 〇

TNBC100I 葬儀業 24.4 〇 〇

TNBC200I 結婚式場業 23.0 〇 〇

TNBD000I 写真業 21.0 〇 〇

TNCA000I 映画館 3.6 〇 〇

TNCB100I 劇場・興行場 16.4 〇 〇

TNCB210I 相撲 1.1 〇 〇

TNCB220I ボクシング 0.7 〇 〇

TNCB230I プロ野球 30.6 〇 〇

TNCB240I プロサッカー 7.9 〇 〇

TNCB250I プロゴルフ 1.8 〇 〇

TNCB260I 音楽系興行団 15.1 〇 〇

TNCC100I 競輪場 4.8 〇 〇

TNCC200I 競馬場 17.6 〇 〇

TNCC400I 競艇場 5.2 〇 〇

TNCD100I ゴルフ場 11.7 〇 〇

TNCD200I ゴルフ練習場 2.4 〇 〇

TNCD300I ボウリング場 2.4 〇 〇

TNCD400I フィットネスクラブ 13.1 〇 〇

TNCE100I 公園、遊園地 4.8 〇 〇 〇

TNCF100I 遊戯場 53.3 〇 〇

TO00000I 学習支援業 131.1

TP00000I 医療，福祉 477.2

TQ00000I 複合サービス事業 1.2

TR00000I その他サービス業（公務等を除く） 532.5

TRAA000I 廃棄物処理業 45.3 〇 〇

TRBA000I 自動車整備業 36.8 〇

自動車整備業（対個人） 〇

自動車整備業（対事業） 〇

TRCA000I 労働者派遣業 376.3 〇 〇

TRDA000I 警備業 74.0 〇 〇

記号 分類名 ウェイト

再編集分類　（表頭下段はウェイト）
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別表３　採用データ及び出典一覧

平成27年12月15日　一部訂正
（金融仲介業務、生命保険業、美容業、
プロ野球、自動車整備業）

※実数データ中、国指数とあるのは、経産省「第３次産業活動指数」の同一分類の指数で代用しているものである。

　【　第３次産業活動指数　】

実数データ デフレータ
Ｆ 大手事業者の販売量を加重平均 －

G （集計項目） －

（集計項目） －

（集計項目） －

国指数 －

四半期別加入数（東京都）
総務省関東総合通信局HP「ブロードバンド・インターネットの加入数」

－

推計売上高　＝　①×②　の各社合計
①携帯電話四半期別加入数（東京）
総務省関東総合通信局HP「移動電気通信事業の加入数（携帯電話）」
※事業者別契約数は（社）電気通信事業者協会資料により推計
②１契約当たりの月間平均収入（携帯電話）
大手企業各社「投資家向け情報」等より推計

携帯電話・ＰＨＳ
日本銀行「企業向けサービス価格指数」

（集計項目） －

放送受信契約の契約合計数（東京、全国）
NHK「放送受信契約数統計要覧」

－

国指数 －

国指数を加重平均して算出 －

国指数 －

国指数を加重平均して算出 －

H （集計項目） －

（集計項目） －

（集計項目） －

JR東日本輸送人員（関東）
国土交通省関東運輸局「関東輸送動向」

－

主要私鉄各社輸送人員（各社投資家向け情報）、私鉄の運輸成績（東
京都総務局「統計年鑑」）、及び都営交通高速電車乗車人員（東京都
交通局「運輸成績月報」）から都内分を推計

－

（集計項目） －

管内発貨物合計値（関東）
国土交通省関東運輸局「関東輸送動向」

－

（集計項目） －

バス旅客数（東京）
国土交通省「国土交通月例経済」

－

タクシー旅客数（東京）
国土交通省「国土交通月例経済」

－

（集計項目） －

輸送トン数（営業用合計、東京都）
国土交通省「自動車輸送統計月報」

－

宅配貨物取扱個数（関東）
国土交通省関東運輸局「関東輸送動向」

－

（集計項目） －

（集計項目） －

航路別乗降船人員（東京港）
東京都港湾局「東京港港勢」

－

（集計項目） －

「港別国籍別船舶入港表」の日本国籍＋外国籍の純トン数（東京港）
財務省「貿易統計」

－

内航船舶取扱量(移出入）（東京港）
国土交通省関東運輸局「関東輸送動向」

－

（集計項目） －

（集計項目） －

国際線旅客数（東京（羽田））
国土交通省東京航空局「管内空港の利用概況集計表」

－

国内線旅客数（東京（羽田））
国土交通省東京航空局「管内空港の利用概況集計表」

－

（集計項目） －

国際線貨物量（東京（羽田））
国土交通省東京航空局「管内空港の利用概況集計表」

－

国内線貨物量（東京（羽田））
国土交通省東京航空局「管内空港の利用概況集計表」

－

（集計項目） －

普通倉庫の当月中入庫高及び当月末保管残高（屯数、東京都全域）
東京倉庫協会資料「保管貨物10品目別残高表」

－

入庫量及び月末在庫量（東京）
日本冷蔵倉庫協会「主要12都市受寄物庫腹利用状況」

－

（集計項目） －

推計運送量　＝　①＋②
①「港別国籍別船舶入港表」の日本国籍＋外国籍の純トン数（東京港）
財務省「貿易統計」
②内航船舶取扱量(移出入）（東京港）
国土交通省関東運輸局「関東輸送動向」

－

倉庫業
普通倉庫業

冷蔵倉庫業

運輸に附帯するサービス業
港湾運送業

航空旅客運送業

国際航空旅客運送業

国内航空旅客運送業

航空貨物運送業

国際航空貨物運送業

国内航空貨物運送業

水運旅客運送業
水運旅客運送業

水運貨物運送業

外航貨物水運業

内航貨物水運業

航空運輸業

バス業

タクシー業

道路貨物運送業
一般貨物自動車運送業

宅配貨物運送業

水運業

鉄道旅客運送業（ＪＲを除く）

鉄道貨物運送業
鉄道貨物運送業

道路旅客運送業

運輸業，郵便業
鉄道業

鉄道旅客運送業
鉄道旅客運送業（JR）

映像・音声・文字情報制作業
インターネット附随サービス業

移動電気通信業

放送業
公共放送業

民間放送業
情報サービス業

情報通信業
通信業

固定電気通信業
  地域・長距離電気通信業
  ＩＳＰ業

分類名
採用データ等

電気・ガス・熱供給・水道業
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　【　第３次産業活動指数　】

実数データ デフレータ
分類名

採用データ等

貨物運送業原指数で代用 －

（集計項目） －

都内有料道路自動車利用台数　＝　①＋②
①首都高速道路資料より推計した都内月間通行台数
②東日本高速道路及び中日本高速道路の都内IC等出入交通量

－

着陸回数（東京国際）
国土交通省「空港管理状況調書」

－

内国引受郵便物数（通常、小包)及び年賀郵便物元旦配達物数（東
京）
日本郵便の資料より

－

I （集計項目） －

卸売業販売額（東京都）
経済産業省「商業動態統計」
※都内の卸売業に該当する事業所分を独自集計

卸売業の各中・小分類のデフレータ（日本銀
行「企業物価指数」より作成）を、「平成１９年
商業統計」（経済産業省）卸売業販売額によ
り加重平均

商品別販売額（大規模小売店＋スーパー）（東京都）
経済産業省「商業動態統計」

小売業の中・小分類デフレータ（総務省「消
費者物価指数（東京都区部）」により作成）
を、同指数のウェイトで加重平均

J （集計項目） －

（集計項目） －

（集計項目） －

要求払預金－切手手形＋定期性預金＋譲渡性預金（東京）
日本銀行「都道府県別預金・現金・貸出金（国内銀行）」

食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

（集計項目） －

手形交換高（東京）
全国銀行協会「全国手形交換高・不渡手形実数・取引停止処分数調」

－

日本銀行当座預金決済件数
日本銀行「金融経済統計月報」

－

国指数 －

国指数 －

国指数を加重平均して算出 －

（集計項目） －

（集計項目） －

公社債発行額
日本証券業協会HP「公社債発行額・償還額」

証券委託手数料、証券引受手数料、証券募
集取扱手数料、証券事務委託手数料の加
重平均指数
日本銀行「企業向けサービス価格指数」

上場株式売買代金（東証一部)
東京証券取引所「東証統計月報」

証券委託手数料、証券引受手数料、証券募
集取扱手数料、証券事務委託手数料の加
重平均指数
日本銀行「企業向けサービス価格指数」

（集計項目） －

収入保険料
生命保険協会HP「生命保険事業概況（全43社合計）」

食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

国指数 －

K （集計項目） －

（集計項目） －

（集計項目） －

中古戸建住宅及び新築戸建住宅の成約件数（東京都）
東日本不動産流通機構「月例マーケットウオッチ」

－

新規発売戸数に対する契約戸数（都区部、都下）
不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」

－

土地（面積100～200㎡）の成約件数（東京都）
東日本不動産流通機構「月例マーケットウオッチ」

－

（集計項目） －

居住用賃貸物件成約数（東京23区、東京都下）
アットホーム「市場動向」

－

（集計項目） －

実質貸室面積（東京ビジネス地区）
三鬼商事「オフィスデータ（東京）」

－

推計貸家床面積　＝　①＋（②－Σ（③×④×⑤））
①＝借家戸数×１住宅あたり延面積（東京都）
総務省「住宅・土地統計調査」
②新設着工床面積（貸家、東京都）
③「新設住宅着工」の利用関係別戸数（東京都）
国土交通省「住宅着工統計月報」
④直前の住宅の種類割合（注文、分譲、賃貸）
国土交通省「住宅市場動向調査」
⑤１住宅あたり延面積（「給与住宅」を除く借家）
総務省「住宅・土地統計調査」

－

自動車保有車両数（「二輪車」、「特殊車」、「特種用途」を除く）
国土交通省関東運輸局東京運輸支局「月別自動車保有車両数一覧
表」

－

（集計項目） －

（集計項目） －

国指数を加重平均して算出 －

国指数を加重平均して算出 －

国指数 －

国指数を加重平均して算出 －

（集計項目） －自動車賃貸業

事務用機械リース
その他のリース

　レンタル業

物品賃貸業
　リース業

産業用機械リース

不動産仲介業
賃貸仲介業

不動産賃貸業
貸事務所業

住宅賃貸業

駐車場業

不動産業，物品賃貸業
不動産取引業

建物売買業、土地売買業

戸建住宅売買業

マンション分譲業

土地売買業

金融商品取引業

発行業務

流通業務

保険業

生命保険業

損害保険業

金融商品取引業、商品先物取引業

金融決済業務

手形交換高

日銀当座預金決済高

全銀システム取扱高
外国為替円決済交換高

貸金業、クレジットカード業

金融業，保険業
銀行業・協同組織金融業

銀行・協同組織金融業

金融仲介業務

小売業

卸売業，小売業
卸売業

運輸施設提供業

道路施設提供業

飛行場業

郵便業（信書便事業を含む）

こん包業
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　【　第３次産業活動指数　】

実数データ デフレータ
分類名

採用データ等

国指数 －

国指数 －

L （集計項目） －

（集計項目） －

国指数 －

（集計項目） －

（集計項目） －

法律事務所活動量　＝　①＋②
①被疑事件の受理人数、②訟務事件の実施件数（いずれも最高裁、
東京高裁、東京地裁（管内）、東京家裁）
最高裁判所「司法統計」

－

国指数 －

登記事務取扱数（不動産登記＋商業・法人等の登記、いずれも東京法
務局）
法務省「登記統計」

－

（集計項目） －

税理士事務所活動量　＝　①×②
①税理士登録者数（東京）
日本税理士会連合会HP
②総実労働時間指数（特掲産業２）
東京都総務局「東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き」

－

国指数を加重平均して算出 －

国指数を加重平均して算出 －

M 宿泊業，飲食サービス業 （集計項目） －

延べ宿泊者数（東京都）
観光庁「宿泊旅行統計」

－

推計飲食店売上高　＝　①×②
①１世帯当たり１か月間の品目別生計支出（全世帯）「一般外食（除飲
酒代）」
東京都総務局「都民のくらしむき」
②世帯数
東京都総務局「東京都の人口（推計）」

一般外食（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

N 生活関連サービス業，娯楽業 （集計項目） －

（集計項目） －

推計洗濯金額　＝　①×②
①１世帯当たり１か月間の品目別生計支出(全世帯)「洗濯代」
東京都総務局「都民のくらしむき」
②世帯数
東京都総務局「東京都の人口（推計）」

洗濯代（ワイシャツ、背広服上下）（東京都区
部）
総務省「消費者物価指数」

推計理髪金額　＝　①×②
①１世帯当たり１か月間の品目別生計支出(全世帯)「理髪料」
東京都総務局「都民のくらしむき」
②世帯数
東京都総務局「東京都の人口（推計）」

理髪料（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

推計美容関係費　＝　①×②
①１世帯当たり１か月間の品目別生計支出(全世帯)「パーマネント代」+
「カット代」
東京都総務局「都民のくらしむき」
②世帯数
東京都総務局「東京都の人口（推計）」

パーマネント代、ヘアーカット代（東京都区
部）
総務省「消費者物価指数」

推計入湯料　＝　①×②
①１世帯当たり１か月間の品目別生計支出(全世帯)「温泉・銭湯入浴
料」
東京都総務局「都民のくらしむき」
②世帯数
東京都総務局「東京都の人口（推計）」

入浴料（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

（集計項目） －

（集計項目） －

国内旅行取扱額（関東）
国土交通省関東運輸局「関東輸送動向」

普通運賃（ＪＲ）、普通運賃（ＪＲ以外）、航空運
賃、宿泊料の加重平均指数（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

海外旅行取扱額（関東）
国土交通省関東運輸局「関東輸送動向」

外国パック旅行（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

国指数 －

（集計項目） －

死亡数（東京都）
厚生労働省「人口動態統計」

－

国指数 －

推計現像焼付金額　＝　①×②
①１世帯当たり１か月間の品目別生計支出(全世帯)「現像焼付代」
東京都総務局「都民のくらしむき」
②世帯数
東京都総務局「東京都の人口（推計）」

写真プリント代（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

（集計項目） －
国指数 －

（集計項目） －

国指数 －
（集計項目） －

国指数から都内開催月のみを抜粋 －

国指数 －

映画館
興行場、興行団

劇場・興行場
興行団

相撲
ボクシング

外人旅行

冠婚葬祭業
葬儀業

結婚式場業
写真業

娯楽業

美容業

浴場業

その他の生活関連サービス業
旅行業

国内旅行

海外旅行

洗濯・理容・美容・浴場業
洗濯業

理容業

飲食店，飲食サービス業

宿泊業

技術サービス業（他に分類されないもの）

法律事務所

特許事務所

公証人役場、司法書士事務所

公認会計士事務所、税理士事務所

税理士事務所

広告業

自動車レンタル業
学術研究，専門・技術サービス業
学術・開発研究機関

学術・開発研究機関
専門サービス業

法律事務所、特許事務所

自動車リース業
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　【　第３次産業活動指数　】

実数データ デフレータ
分類名

採用データ等

都内球場の観衆数
（社）日本野球機構「日本野球機構オフィシャルサイト・公式戦試合結
果」より

－

都内スタジアムのＪリーグ入場者数
（社）日本プロサッカーリーグ「Jリーグデータサイト・入場者数一覧」より

－

男子プロゴルフ及び女子プロゴルフの公式トーナメントギャラリー数（都
内開催分）
（社）日本ゴルフトーナメント振興協会資料

－

国指数 －
（集計項目） －
車券売上額（京王閣、立川）
JKA広報資料

競馬場入場料（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

都内競馬売上額　＝　①＋②
①勝馬投票券売得金（東京競馬）
日本中央競馬会資料
②地方競馬総売得金（大井）
地方競馬全国協会資料

競馬場入場料（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

国指数 －

国指数を加重平均して算出 －

国指数 －

国指数 －

O 国指数 －

P （集計項目） －

（集計項目） －

医科診療点数　＝　①＋②
①医科診療報酬点数（国保一般、退職者、後期高齢者）
東京都国民健康保険団体連合会「東京の国保」
②医科診療点数（東京都）
社会保険診療報酬支払基金「統計月報」

－

歯科診療点数　＝　①＋②
①歯科診療報酬点数（国保一般、退職者、後期高齢者）
東京都国民健康保険団体連合会「東京の国保」
②歯科診療点数（東京都）
社会保険診療報酬支払基金「統計月報」

－

（集計項目） －

居宅介護サービス受給者数（東京都）
厚生労働省「介護給付費実態調査」

－

施設介護サービス受給者数（東京都）
厚生労働省「介護給付費実態調査」

－

Q 農協の職員数合計（東京）
農林水産省「総合農協統計表」

－

R （集計項目） －

（集計項目） －

月別ごみ収集量
東京二十三区清掃一部事務組合「清掃事業年報」
※未公表分は、都内の一部の区のごみ収集資料より推計

－

（集計項目） －

推計自動車整備金額　＝　①×②
①１世帯当たり１か月間の品目別生計支出（全世帯）「自動車整備費」
東京都総務局「都民のくらしむき」
②世帯数
東京都総務局「東京都の人口（推計）」

自動車整備費（定期点検）、自動車オイル交
換料（東京都区部）
総務省「消費者物価指数」

（集計項目） －

派遣社員実稼動者数（南関東地域）
（社）日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計調査表」

－

（集計項目） －

就業者数（サービス職業従事者＋保安職業従事者、南関東）
総務省「労働力調査」

－

　【　公務等活動指数　】

実数データ デフレータ
S －

（集計項目） －

国指数を使用して算出 －

（集計項目） －

学術・開発研究機関（民間）の指数を代用 －

（集計項目） －

廃棄物処理業（民間）の指数を代用 －廃棄物処理

公務等活動指数
公務等活動指数

学術・開発研究機関（国公立等）
学術・開発研究機関（国公立等）

廃棄物処理

労働者派遣業

その他の事業サービス業
警備業

分類名
採用データ等

公務等活動指数

その他サービス業（公務等を除く）
廃棄物処理業

廃棄物処理業

自動車整備業
自動車整備業

職業紹介・労働者派遣業

施設介護サービス

複合サービス事業

医療，福祉
医療業

病院・一般診療所

歯科診療所

介護事業
居宅介護サービス

学習支援業

公園、遊園地
遊戯場

競馬場

競艇場
スポーツ施設提供業

プロ野球

プロサッカー

プロゴルフ

音楽系興行団
競輪・競馬等の競走場、競技団

競輪場
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