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は し が き 

 

 本報告書は、平成 27 年（2015 年）福島県産業連関表を取りまとめ、併せてそれを用 

いて本県経済の分析を行ったものです。 

 産業連関表は、一定の期間及び場所で行われた財・サービスの産業間取引及び産業と 

最終需要間の取引を一覧表にまとめることで経済構造を明らかにしたもので、基礎的な 

経済統計表としての利用にとどまらず、産業連関表から計算された各種計数表により、 

経済波及効果の測定など、分析ツールとして用いることもできます。本報告書には、分 

析に必要な計数表、付帯表及び分析事例等を掲載しておりますので、併せて御活用くだ 

さい。 

 本県では、昭和 35 年表（1960 年表）以来、5 年ごとに産業連関表を作成してきまし 

たが、今後ともより一層の研究を重ねて精度の向上を図り、皆様方の御期待に添えるよ 

う努めてまいりたいと考えております。 

 おわりに、本報告書の作成にあたり、貴重な資料の提供や御指導、御協力を賜りまし 

た関係機関の皆様に、厚く御礼を申し上げます。 

 

  令和 2 年 6 月 

                           福島県企画調整部長 

 
 
 
 
 
 
 
 



御利用にあたって 
 
 ・ 本県の産業連関表は、総務省、内閣府、金融庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産 
  省、経済産業省、国土交通省及び環境省の10 府省庁が共同で作成している産業連関表（全国表） 
  に準じて作成されています。 
 
 ・ 産業連関表は、作成時点によって部門分類や定義等に相違があるため、単純に他の年次のもの 
  と比較はできません。 
  
 ・ 本報告書に記載されている平成 17年及び平成 23 年の数値等については、当該年次の産業連関 
  表を今回の部門分類との対応関係を勘案して簡易に組替集計している場合があるため、平成 17

年及び平成 23年の報告書の内容とは異なる場合があります。 
   また、平成27年表で 2008ＳＮＡへの対応（研究開発の固定資本としての計上）等により、概

念・定義・範囲の変更が生じている部門がありますが、平成17 年及び平成 23年の組替集計にあ

たっては、この変更は反映していません。そのため、過去の計数との比較には注意が必要です。 
 
 ・ 統計表の記号の用法は、次のとおりです。 
   「－」、「△」：負数 
   「0」：皆無又は表章単位未満 
 
 ・ 統計表の数値は、単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の和が一致しない場合があり 
  ます。 
 
 ・ 産業連関表に関するデータは、福島県ホームページ内にある「ふくしま統計情報BOX」に掲 
  載されています。併せて御利用ください。 
   なお、紙面の都合上、本報告書に掲載されている統計表は、ひな型（13部門）及び統合大分類 
  （39 部門）の 2 種類となっておりますが、ふくしま統計情報 BOX には統合中分類（105 部門） 
  も掲載しております。 
  （※ キーワード検索で、「ふくしま統計情報ＢＯＸ」または「福島県産業連関表」で検索。） 

 

 ・ 本報告書に関するお問い合わせは、下記までお願いします。 
   〒960-8670 福島市杉妻町２－１６ （本庁舎５階） 
   福島県 企画調整部 統計課 
   TEL：024-521-7148（直通） 
   E-mail：fuku_io@pref.fukushima.lg.jp 
 
 ・ 本資料から抜粋、又は新たに資料を作成して利用する場合は、福島県統計課「平成 27年（2015 
  年）福島県産業連関表」から抜粋（又は作成）した旨を明記してください。 
 
 

mailto:fuku_io@pref.fukushima.lg.jp
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