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は　　じ    め    に

　本書は、経済産業省が平成２６年７月１日現在で、卸売業・小売業を対象に実施

した商業統計調査結果の中から、本市の関係分をとりまとめたものです。

  日本経済は、長引く景気の低迷から緩やかな回復基調が続いている状況にありま

すが、本市を取り巻く商業環境は、社会環境の変化に伴う生活行動の変化、消費者

ニーズの多様化・個性化、地域間・業態間競争の激化、情報化の進展などにより大

きく変化しております。

　このような動きを把握するため、本市商業の実態と推移を地区別・時系列に、で

きるだけ詳細に集計いたしました。

　この報告書を、事業所経営や商店街の活性化を進めるうえでの基礎資料として、

ご活用いただければ幸いに存じます。また、本市といたしましても、この調査結果

を今後の商業振興策に生かしてまいりたいと考えております。

　なお、本書の数字は本市独自の集計であり、経済産業省より公表される数字とは

若干相違することがありますので、あらかじめお断りしておきます。

　おわりに、資料の調査・集計にご協力いただきました関係の皆様に対しまして、

厚くお礼を申し上げます。
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１　商業統計調査の目的

２　調査の根拠

３　調査の期日

４　調査の範囲

５　調査の方法

　　 　商業事業所の本社・本店等が傘下の商業事業所の調査票を事業所ごとに作成し、一括して

６　調査事項

７　地区別内訳

８　用語の説明

　　　 原則として一定の場所（一区画）を占めて「有体的商品を購入して販売する事業所」であ

　　 って、一般的に卸売業、小売業といわれる事業所をいう。

　　 　申告者（事業所）が自ら調査員によって配布された調査票に記入（自計方式）し、調査員

　　 地形、人口、商業集積等から市内を11地区（中央、上町、中央駅、鴨池・郡元、伊敷・草牟

　 (1) 調査員調査方式

   (1) 事業所

　 　が回収する又はオンライン提出による方法

　 (2) 本社等一括調査方式

　 　経済産業省へ郵送又はオンラインにより提出する方法

利　用　者　の　た　め　に

     平成26年商業統計調査は、平成26年７月１日現在で実施した。

　 田、谷山、吉田、桜島、喜入、松元、郡山）に区分（５ページ参照）し、集計した。

　　 調査事項は、巻末の調査票の様式のとおりである。

　 　商業統計調査は、我が国の商業の実態を明らかにすることを目的としている。

　　 商業統計調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく「基幹統計調査」であり、商業統

　 計調査規則（昭和27年通商産業省令第60号）によって実施している。

　　 商業統計調査の範囲は、日本標準産業分類（平成25年総務省告示 第405号）に掲げる「大分

　 類Ｉ－卸売業、小売業」に属する事業所を対象とした。

　 信・カタログ・インターネット販売などの事業所も調査の対象とした。

 　　なお、調査期日に休業若しくは清算中、季節営業であっても専従者がいる事業所は対象とし

 　た。

　　 調査は、民営の事業所を対象とした。例えば、商業以外の会社、官公庁、学校、工場などの

　 構内にある別経営の事業所（売店等）、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通

 　(2) 卸売業

　　　 主として次の業務を行う事業所をいう。

　　   ①　小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所

　　　 ②　産業用使用者（建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等）

　　　　 に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所

　　　 ⑥　主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所（

　　　　 代理商・仲立業）

　　　 ③　主として業務用に使用される商品｛事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン

　　　 　・ホテルなどの設備、産業用機械（農業用器具を除く）など｝を販売する事業所

　　　 ④　製造業の会社が、別の場所で経営している自己製品の卸売事業所

　　　 ⑤　商品を卸売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所

- 1 -



　 (1) 本書は、産業大分類「Ｉ－卸売業、小売業」に格付けられた本市に所在する事業所（調査

　 　対象事業所）を全て集計したものである。

10　問い合わせ先
　　 鹿児島市産業支援課　　電話（099）216‐1322

　　 ていない。

９　統計表利用上の注意

　 (4) 町別の結果は、平成26年７月１日現在の区画による。

　　 に関する数値であっても、前後の関係から秘匿の数値が判明する箇所も同様に秘匿している。

　　 と個々の報告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所であるが、事業所数が３以上

　 (5) 統計表中の「-」は該当数値なし、「0.0」は四捨五入による単位未満、「△」はマイナス

　　 の数値を表している。「X」は事業所数が１又は２に関する数値で、これをそのまま掲げる

　　　　 　官公庁、会社、工場、団体、遊園地などの中にある売店等で他の事業者によって経営

　　 関係で必ずしも一致しない。

　　 必ずしも一致しない。

　 (7) 本文中及び統計表中の「構成比」については、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の

　　 売額をいう。したがって、土地・建物などの不動産及び株券、商品券、プリペイドカード、

　　　 平成26年７月１日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している売場の延床

　　 面積（食堂・喫茶、屋外展示場、配送所、階段、連絡通路、エレベーター、エスカレーター、

 　　休憩室、洗面所、事務室、倉庫等、また、他に貸している店舗（テナント）分は除く）をい

　 (2) 日本標準産業分類の改定に伴い、今回から新分類による公表となる。

　　 う。ただし、牛乳小売業（宅配専門）、自動車（新車・中古）小売業、建具小売業、畳小売

　 (6) 「年間商品販売額」の数値については、積み上げた数値とその合計値は四捨五入の関係で

　　 宝くじ、切手などの有価証券の販売額は含めない。

　 (3) 小売業

　　　 主として次の業務を行う事業所をいう。

　　 　平成25年１月１日から平成25年12月31日までの１年間の当該事業所における有体商品の販

 　(6) 売場面積

 　(5) 年間商品販売額

　　　 ①　個人（個人経営の農林漁家への販売を含む）又は家庭用消費者のために商品を販売す

　　　　 る事業所

　　　 ②　産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所

　　　 ③　商品を販売し、かつ、同種商品の修理を行う事業所

　　　 ④　製造小売事業所（自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する

　　　　 事業所）

　　　 ⑦　別経営の事業所

　 (3) 前回調査以前のデータは、分かる範囲内で新分類に再集計したものである。

 　　業、ガソリンスタンド、新聞小売業（宅配専門）の事業所については売場面積の調査を行っ

　　　 ⑤　ガソリンスタンド

　　　 ⑥　主として無店舗販売を行う事業所（販売する場所そのものは無店舗であっても、商品

　　　　 の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ・イ

　　　　 ンターネット販売の事業所）で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所

　　　　 されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類する。

　 (4) 従業者

　　　 平成26年７月１日現在で、当該事業所の業務に従事している者で、「個人業主」、「無給

　　 家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」をいう。
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【大分類：I‐卸売業､小売業】 〔平成25年10月改定(第13回改定)〕

50 各種商品卸売業 500 管理､補助的経済活動を行う事業所(50 各種商品卸売業) 

501 各種商品卸売業 

51 繊維･衣服等卸売業 510 管理､補助的経済活動を行う事業所(51 繊維･衣服等卸売業) 

511 繊維品卸売業(衣服､身の回り品を除く) 

512 衣服卸売業 

513 身の回り品卸売業 

52 飲食料品卸売業 520 管理､補助的経済活動を行う事業所(52 飲食料品卸売業) 

521 農畜産物･水産物卸売業 

522 食料･飲料卸売業 

53 建築材料､鉱物･金属材料等卸売業 530 管理､補助的経済活動を行う事業所(53 建築材料､鉱物･金属材料等卸売業) 

531 建築材料卸売業 

532 化学製品卸売業 

533 石油･鉱物卸売業 

534 鉄鋼製品卸売業 

535 非鉄金属卸売業 

536 再生資源卸売業 

54 機械器具卸売業 540 管理､補助的経済活動を行う事業所(54 機械器具卸売業) 

541 産業機械器具卸売業 

542 自動車卸売業 

543 電気機械器具卸売業 

549 その他の機械器具卸売業 

55 その他の卸売業 550 管理､補助的経済活動を行う事業所(55 その他の卸売業) 

551 家具･建具･じゅう器等卸売業 

552 医薬品･化粧品等卸売業 

553 紙･紙製品卸売業 

559 他に分類されない卸売業 

56 各種商品小売業 560 管理､補助的経済活動を行う事業所(56 各種商品小売業) 

561 百貨店､総合スーパー 

569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 

57 織物･衣服･身の回り品小売業 570 管理､補助的経済活動を行う事業所(57 織物･衣服･身の回り品小売業) 

571 呉服･服地･寝具小売業 

572 男子服小売業 

573 婦人･子供服小売業 

574 靴･履物小売業 

579 その他の織物･衣服･身の回り品小売業 

58 飲食料品小売業 580 管理､補助的経済活動を行う事業所(58 飲食料品小売業) 

581 各種食料品小売業 

582 野菜･果実小売業 

583 食肉小売業 

584 鮮魚小売業 

585 酒小売業 

586 菓子･パン小売業 

589 その他の飲食料品小売業 

59 機械器具小売業 590 管理､補助的経済活動を行う事業所(59 機械器具小売業) 

591 自動車小売業 

592 自転車小売業 

593 機械器具小売業(自動車､自転車を除く) 

60 その他の小売業 600 管理､補助的経済活動を行う事業所(60 その他の小売業) 

601 家具･建具･畳小売業 

602 じゅう器小売業 

603 医薬品･化粧品小売業 

604 農耕用品小売業 

605 燃料小売業 

606 書籍･文房具小売業 

607 スポーツ用品･がん具･娯楽用品･楽器小売業 

608 写真機･時計･眼鏡小売業 

609 他に分類されない小売業 

61 無店舗小売業 610 管理､補助的経済活動を行う事業所(61 無店舗小売業) 

611 通信販売･訪問販売小売業 

612 自動販売機による小売業 

619 その他の無店舗小売業 

日本標準産業分類（抄）

中　分　類 小　　分　　類
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【大分類：J‐卸売業､小売業】 〔平成14年3月改定(第11回改定)〕

49 各種商品卸売業 491 各種商品卸売業

50 繊維･衣服等卸売業 501 繊維品卸売業(衣服､身の回り品を除く)

502 衣服･身の回り品卸売業

51 飲食料品卸売業 511 農畜産物･水産物卸売業

512 食料･飲料卸売業

52 建築材料､鉱物･金属材料等卸売業 521 建築材料卸売業

522 化学製品卸売業

523 鉱物･金属材料卸売業

524 再生資源卸売業

53 機械器具卸売業 531 一般機械器具卸売業

532 自動車卸売業

533 電気機械器具卸売業

539 その他の機械器具卸売業

54 その他の卸売業 541 家具･建具･じゅう器等卸売業

542 医薬品･化粧品等卸売業

549 他に分類されない卸売業

55 各種商品小売業 551 百貨店､総合スーパー

559 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)

56 織物･衣服･身の回り品小売業 561 呉服･服地･寝具小売業

562 男子服小売業

563 婦人･子供服小売業

564 靴･履物小売業

569 その他の織物･衣服･身の回り品小売業

57 飲食料品小売業 571 各種食料品小売業

572 酒小売業

573 食肉小売業

574 鮮魚小売業

575 野菜･果実小売業

576 菓子･パン小売業

577 米穀類小売業

579 その他の飲食料品小売業

58 自動車･自転車小売業 581 自動車小売業

582 自転車小売業

59 家具･じゅう器･機械器具小売業 591 家具･建具･畳小売業

592 機械器具小売業

599 その他のじゅう器小売業

60 その他の小売業 601 医薬品･化粧品小売業

602 農耕用品小売業

603 燃料小売業

604 書籍･文房具小売業

605 スポーツ用品･がん具･娯楽用品･楽器小売業

606 写真機･写真材料小売業

607 時計･眼鏡･光学機械小売業

609 他に分類されない小売業

中　分　類 小　　分　　類

※(参考)前回調査までの分類
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地区別世帯数・人口　　　　 (単位：世帯、人、％)

平成19年 平成26年 
（６月１日現在） （７月１日現在）

世帯数 14,819 17,399 17.4

人　口 25,635 28,783 12.3

世帯数 31,009 32,479 4.7

人　口 74,936 76,157 1.6

世帯数 35,461 36,521 3.0

人　口 79,698 77,377 △2.9

世帯数 56,382 60,071 6.5

人　口 113,542 118,423 4.3

世帯数 40,971 40,630 △0.8

人　口 102,310 96,341 △5.8

世帯数 61,542 65,273 6.1

人　口 157,173 159,965 1.8

世帯数 4,281 4,335 1.3

人　口 11,522 10,784 △6.4

世帯数 2,420 2,122 △12.3

人　口 5,784 4,617 △20.2

世帯数 4,915 4,857 △1.2

人　口 12,131 11,445 △5.7

世帯数 4,815 5,683 18.0

人　口 13,040 15,130 16.0

世帯数 3,119 3,065 △1.7

人　口 8,080 7,454 △7.7

世帯数 259,734 272,435 4.9

人　口 603,851 606,476 0.4

地区別町(丁)名 (平成26年7月1日現在)

地 区 名

中 央

上 町

中 央 駅

鴨 池 ・ 郡 元

伊敷 ・草 牟田

谷 山

吉 田

桜 島

喜 入

松 元

郡 山

桜 島

喜 入

松 元

郡 山

合　　計

区 分地 区 名

中 央

上 町

中 央 駅

鴨 池 ・ 郡 元

伊敷 ・草 牟田

谷 山

吉 田

　喜入瀬々串、喜入中名、喜入生見、喜入前之浜、喜入、喜入一倉

　五ヶ別府、星ヶ峯１～６、皇徳寺台１～５、山田、中山、中山１～２、
　自由ヶ丘１～２、桜ヶ丘１～６、小原、魚見、東谷山１～７、西谷山１～２、
　清和１～２、上福元、希望ヶ丘、谷山中央１～８、下福元、慈眼寺、
　小松原１～２、和田１～３、平川、東開、卸本、南栄１～６、七ッ島１～２、
　谷山港１～３、錦江台１～３、坂之上１～８、光山１～２

　上荒田、荒田１～２、与次郎１～２、下荒田１～４、天保山、鴨池新、
　鴨池１～２、唐湊１～４、郡元、郡元１～３、南郡元、東郡元、真砂、真砂本、
　三和、南新、日之出、紫原１～７、西紫原、桜ヶ丘７～８、宇宿１～９、
　中央港新、新栄、向陽１～２、広木１～３

増 減 率

　坂元、西坂元、東坂元１～４、清水、祇園之洲、皷川、池之上、稲荷、春日、
　柳、浜、上竜尾、下竜尾、冷水、長田、大竜、上本、小川、本港新、易居、
　山下、城山、川上、下田、吉野、大明丘１～３

　西佐多、東佐多、本城、本名、宮之浦、牟礼岡１～３

町(丁)　　名

　石谷、入佐、上谷口、直木、春山、福山、松陽台、四元、平田

　花尾、有屋田、川田、郡山、郡山岳、西俣、東俣、油須木

　野尻、持木、東桜島、古里、有村、黒神、高免、桜島赤水、桜島赤生原、
　桜島小池、桜島西道、桜島白浜、桜島武、桜島藤野、桜島二俣、桜島松浦、
　桜島横山、新島

　薬師１～２、城西１～３、鷹師１～２、常盤、常盤１～２、西田１～３、
　武１～３、中央、高麗、上之園、田上、田上１～８、田上台１～４、西別府、
　武岡１～６、西陵１～８

  名山、平之、東千石、西千石、中、金生、照国、泉、住吉、堀江、大黒、呉服、
　新、船津、城南、松原、南林寺、甲突、錦江、新屋敷、樋之口、山之口、千日、
　加治屋

　城山１～２、新照院、草牟田、草牟田１～２、玉里、玉里団地１～３、若葉、
　永吉１～３、明和１～５、原良、原良１～７、伊敷、伊敷１～８、
　伊敷台１～７、西伊敷１～７、千年１～２、花野光ヶ丘１～２、下伊敷、
　下伊敷１～３、小野、小野１～４、犬迫、小山田、皆与志、岡之原、緑ヶ丘
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