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島根県政策企画局統計調査課 



は じ め に           

 

 

 このたび、平成１７年島根県産業連関表をとりまとめました。 

 この産業連関表は、平成１７年(2005年)１月から１２月までの１年間に島根県内

で生産された財・サービスの産業間の取引関係や、各産業の生産と最終需要の関係

を一覧表にまとめたものです。 

 産業連関表は、県経済の構造を総合的に把握、分析することができるだけでなく、

経済波及効果の測定など産業連関分析に役立っています。 

本県の産業連関表は、昭和３５年表から５年ごとに作成しており、今回で１０回

目となります。平成１７年産業連関表は、完成までに４年の歳月を要しています。

県外への商品の流れを調べる商品流通調査や、約３６００の細部門での生産額の推

計など、地道な推計作業を積み重ねた結果です。 

今回の報告書では、統計表の見方や分析ツールの使い方を載せるなど産業連関表

を利用しやすくするための解説を充実しました。この報告書が行政のみならず、研

究機関など各方面で利用していただけるものと期待しております。 

 おわりに、本報告書の作成に当たって貴重な資料を提供していただいた各事業所、

諸団体の皆様を始め、ご指導ご協力をいただいた関係機関に対しまして、厚くお礼

申し上げます。 

 

 

  平成２２年２月 

 

 

 

                 島根県政策企画局長  今 井 康 雄 



利 用 上 の 注 意                    

 

 

１．統計表の数値で、総数と内訳が一致しないところがあるのは、単位未満を四捨

五入しているためです。 

 

２．平成１７年表では分類、概念、定義等が変更になった部門がありますので、 

 平成１２年以前の表とは単純に比較できない場合があります。 

 概念、部門分類の対照等は第５章を参照してください。 

 

３．表中の符号は、以下のとおりです。 

      「０」…表章単位に満たないもの 

   「―」…該当がないもの 

 

４．本書に関する問い合わせは、次までお願いします。 

  〒６９０－８５０１  島根県松江市殿町１番地 

     島根県 政策企画局 統計調査課 調査分析グループ 

      ＴＥＬ ０８５２－２２－５０７０ 

            ＦＡＸ ０８５２－２２－６０４４ 

 

 また本書に掲載しているデータは、下記ホームページでもご覧いただけます。 

（ダウンロード可） 

               http://pref.shimane-toukei.jp/ 
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