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≪≪労働力調査≫
完全失業者数は前年同月に比べ21万人の減少（19か月連続の減少）
完全失業率（季節調整値）は2.4％と、前月に比べ0.1ポイントの低下

≪消費者物価指数≫≫ 
・ 全国の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は、104.3（2020年(令和２年)＝100）と

前年同月に比べ4.2％の上昇

≪家計調査≫
・ 二人以上の世帯の消費支出は、30.2万円。前年同月に比べ実質0.3％の減少

全国の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は、前年同月に比べ、4.2％の上昇

前年同月比は17か月連続のプラス（上昇に寄与したのは電気代などのエネルギーや生鮮食品
を除く食料など。）

完全失業率（季節調整値）は2.4％と、前月に比べ0.1ポイントの低下

完全失業者は164万人。季節調整値でみると、前月に比べ４万人の減少
就業者は6689万人。季節調整値でみると、前月に比べ18万人の増加
正規の職員・従業員は3572万人。季節調整値でみると、前月に比べ５万人の増加
非正規の職員・従業員は2133万人。季節調整値でみると、前月に比べ27万人の増加

二人以上の世帯の消費支出は、前年同月に比べ実質0.3％の減少
宿泊料などの「教養娯楽サービス」などが増加
「魚介類」、「穀類」などが減少
季節調整値で消費支出の前月からの動きをみると、前月比は実質2.7％の増加

統計局ヘッドライン－統計局月次レポート－令和５年３月
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【【就業者数】

就業者数は、6689万人と前年同月に比べ43万人の増加　

（主な産業別の動向）  （就業者数） （１年間の増減数）
   農業，林業………………………………… 172万人と、 2万人減少　
   建設業……………………………………… 483万人と、 8万人増加　
　製造業……………………………………… 1055万人と、 2万人減少　
　情報通信業………………………………… 253万人と、 2万人増加　
　運輸業，郵便業…………………………… 354万人と、 前年と同数　
　卸売業，小売業…………………………… 1039万人と、 10万人減少　
　金融業，保険業…………………………… 161万人と、 2万人増加　
　不動産業，物品賃貸業…………………… 130万人と、 10万人減少　
　学術研究，専門・技術サービス業……… 259万人と、 前年と同数　
　宿泊業，飲食サービス業………………… 388万人と、 15万人増加　
　生活関連サービス業，娯楽業…………… 218万人と、 1万人減少　
　教育，学習支援業………………………… 341万人と、 前年と同数　
　医療，福祉………………………………… 909万人と、 17万人増加　
　サービス業（他に分類されないもの）… 462万人と、 12万人増加　

【完全失業者数】

完全失業者数は、164万人と前年同月に比べ21万人の減少　

（求職理由別の動向）             （完全失業者数） （１年間の増減数）
　非自発的な離職……………………………      41万人と、 15万人減少　
　　うち勤め先や事業の都合………………     27万人と、 9万人減少　
　自発的な離職（自己都合）……………… 66万人と、 3万人減少　
　新たに求職………………………………… 44万人と、 3万人減少　

【完全失業率（季節調整値）】

完全失業率（季節調整値）は、2.4％と前月に比べ0.1ポイントの低下　

労 働 力 調 査
－　2023年（令和５年）１月分　令和５年３月３日公表　－

主な産業別就業者数は、前年同月に比べ｢医療，福祉｣、｢宿泊業，飲食サービス業｣、
｢サービス業(他に分類されないもの)｣などが増加

統計局ヘッドライン－統計局月次レポート－令和５年３月
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【総合指数、生鮮食品を除く総合指数、生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数】

・

・

【総合指数の前年同月比に寄与した項目】

[主な内訳］
10大費目　　　　　　中分類、前年同月比(寄与度) 品目、前年同月比(寄与度)

上昇

食料 調理食品 7.7％(0.27)・・・・・・・・ からあげ 9.9％(0.03) など

外食 5.9％(0.27)・・・・・・・・・・ ハンバーガー（外食）17.9％(0.04) など

生鮮魚介 17.2％(0.21)・・・・・・・ さけ 29.4％(0.06) など

肉類 7.6％(0.19)・・・・・・・・・・ 豚肉（国産品）10.0％(0.05) など

穀類 8.1％(0.17)・・・・・・・・・・ 食パン 11.5％(0.04) など

菓子類 7.0％(0.17)・・・・・・・・・ ポテトチップス 16.1％(0.03) など

油脂・調味料 9.8％(0.12)・・・・・・ 食用油 31.7％(0.04) など

乳卵類 9.5％(0.12)・・・・・・・・・ 牛乳 10.0％(0.04) など

住居 設備修繕・維持 8.2％(0.27)・・・・・ 火災・地震保険料 11.2％(0.09) など

光熱・水道 電気代 20.2％(0.75)

ガス代 24.3％(0.39)・・・・・・・・ 都市ガス代 35.2％(0.35) など

家具・家事用品 家庭用耐久財 11.1％(0.14)・・・・・ ルームエアコン 12.0％(0.05) など

交通・通信 通信 7.1％(0.21)・・・・・・・・・・ 携帯電話機 21.7％(0.18) など

教養娯楽 教養娯楽用品 6.0％(0.12)・・・・・・ ペットトイレ用品 20.5％(0.03) など

10大費目の前年同月比及び寄与度

電気代、ガス代、調理食品などは上昇

消費者物価指数（全国）
－　2023年（令和5年）1月分　令和5年2月24日公表　－

総合指数の前年同月比は、12月 4.0％→1月 4.3％と上昇幅は0.3ポイント拡大

生鮮食品を除く総合指数の前年同月比は、12月 4.0％→1月 4.2％と上昇幅は0.2ポイント拡大

生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数の前年同月比は、12月 3.0％→1月 3.2％と

上昇幅は0.2ポイント拡大
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【【二人以上の世帯の消費支出の内訳】

【【消費支出（季節調整済実質指数）】

二人以上の世帯の消費支出（季節調整値）は、前月に比べ実質2.7％の増加

家 計 調 査
－　2023年（令和５年）１月分　令和５年３月10日公表　－

二人以上の世帯の消費支出は30.2万円。前年同月に比べ実質0.3％の減少

統計局ヘッドライン－統計局月次レポート－令和５年３月
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・ 増加：「生活関連サービス業，娯楽業」、「運輸業，郵便業」など８産業

・ 減少：「教育，学習支援業」

・ 増加：「情報通信業」、「宿泊業，飲食サービス業」など７産業
　　

・ 減少：「運輸業，郵便業」、「不動産業、物品賃貸業」

ササービス産業動向調査
－－　2022年（令和４年）12月分（速報）　令和５年２月28日公表　－

月間売上高は、35.0兆円。前年同月比4.1％の増加

事業従事者数は、2937万人。前年同月比0.5％の増加

【【サービス産業の売上高】

【【サービス産業の事業従事者数】
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  【令和５年２月１日現在（概算値）】 

＜総人口＞　１億2463万人で、前年同月に比べ減少 ▲57万人       （▲0.45％）

 【令和４年９月１日現在（確定値）】 

＜総人口＞　１億2497万１千人で、前年同月に比べ減少 ▲58万８千人 （▲0.47％）

 ・15歳未満人口は　1452万３千人で、前年同月に比べ減少 ▲28万１千人 （▲1.90％）

 ・15～64歳人口は　7420万３千人で、前年同月に比べ減少 ▲35万２千人 （▲0.47％）

 ・65歳以上人口は　3624万５千人で、前年同月に比べ増加 ４万４千人 （　0.12％）

＜日本人人口＞  １億2210万４千人で、前年同月に比べ減少 ▲73万人       （▲0.59％）

人 口 推 計
－　2023年（令和５年）２月20日公表　－

総人口は、１億2463万人

総人口は、１億2497万１千人。日本人人口は、１億2210万４千人

統計局ヘッドライン－統計局月次レポート－令和５年３月
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【【移動者数】

日本人移動者の市区町村間移動者数は、28万6639人

・ 移動者の市区町村間移動者数は、32万4958人で前年同月に比べ         1402人（    0.4％） の減少

・ 移動者の都道府県間移動者数は、15万463人で前年同月に比べ          2418人（    1.6％） の増加

・ 移動者の都道府県内移動者数は、17万4495人で前年同月に比べ         3820人（    2.1％） の減少

・ 日本人移動者の市区町村間移動者数は、28万6639人で前年同月に比べ    1万1772人（    3.9％） の減少

・ 日本人移動者の都道府県間移動者数は、12万8783人で前年同月に比べ      3780人（    2.9％） の減少

・ 日本人移動者の都道府県内移動者数は、15万7856人で前年同月に比べ      7992人（    4.8％） の減少

・ 外国人移動者の市区町村間移動者数は、3万8319人で前年同月に比べ       1万370人（  37.1％） の増加

・ 外国人移動者の都道府県間移動者数は、2万1680人で前年同月に比べ        6198人（  40.0％） の増加

・ 外国人移動者の都道府県内移動者数は、1万6639人で前年同月に比べ        4172人（  33.5％） の増加

【【３大都市圏】

    住民基本台帳人口移動報告
     －－　2023年（令和５年）１月分分　令和５年２月28日公表表　－

移動者の市区町村間移動者数は、32万4958人

外国人移動者の市区町村間移動者数は、3万8319人

統計局ヘッドライン－統計局月次レポート－令和５年３月
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時　期 概　　要 時　期 概　　要

3月3日 労働力調査（基本集計）2023年１月分公表 4月7日 家計調査（家計収支編：2023年２月分）公表

〃 〃

〃 〃 消費動向指数（CTI）2023年２月分公表

〃
〃 2022年（令和４年）個人企業経済調査結果公表

〃 日本の統計 2023刊行 中旬

〃 世界の統計 2023刊行

10日 家計調査（家計収支編：2023年１月分）公表 20日

〃
21日

〃 消費動向指数（CTI）2023年１月分公表
〃

〃

27日
〃

28日

17日
〃

20日 〃

24日 消費者物価指数（全国：2023年２月分）公表 〃

〃 小売物価統計調査（全国：2023年２月分）公表

28日

〃

〃

31日 労働力調査（基本集計）2023年２月分公表

〃

〃

〃

〃 経済構造実態調査（2022年一次集計結果）公表

労働力調査（基本集計）2023年３月分、2023
年１～３月期平均及び2022年度平均公表

サービス産業動向調査（2023年２月分速報及び
2022年11月分確報）公表

消費者物価指数（東京都区部：2023年４月分
（中旬速報値））公表

小売物価統計調査（東京都区部：2023年４月
分）公表

住民基本台帳人口移動報告（2023年３月分）公
表

家計消費状況調査（支出関連項目：2023年２月
分）公表

人口推計（2022年11月１日現在確定値及び
2023年４月１日現在概算値）公表

消費者物価指数（全国：2023年３月分及び
2022年度平均）公表

小売物価統計調査（全国：2023年３月分及び
2022年平均）公表

小売物価統計調査（ガソリン）2023年３月分公
表

人口推計（全国：年齢（各歳）、男女別人口・都
道府県：年齢（５歳階級）、男女別人口）－
2022年10月１日現在－公表

サービス産業動向調査（2023年１月分速報及び
2022年10月分確報）公表

消費者物価指数（東京都区部：2023年３月分
（中旬速報値）及び2022年度平均）公表

小売物価統計調査（東京都区部：2023年３月
分）公表

令和３年経済センサス‐活動調査　産業別集計
「卸売業，小売業」、「サービス関連産業」公表

≪≪調査結果の公表関係≫

令和３年経済センサス‐活動調査　産業横断的集
計「建設・サービス収入の内訳（二次集計）」公
表

消費者物価指数（東京都区部：2023年２月分
（中旬速報値））公表

小売物価統計調査（東京都区部：2023年２月
分）公表

家計消費状況調査（支出関連項目：2023年１月
分）公表

小売物価統計調査（ガソリン）2023年２月分公
表

2019年全国家計構造調査：平成16年全国消費実
態調査 2019年調査の集計方法による遡及集計
（所得に関する結果、家計資産、負債に関する結
果） 公表

2019年全国家計構造調査：平成16年全国消費実
態調査 2019年調査の集計方法による遡及集計
（年間収入・資産分布等に関する結果） 公表

人口推計（2022年10月１日現在確定値及び
2023年３月１日現在概算値）公表

住民基本台帳人口移動報告（2023年２月分）公
表

統計局ヘッドライン－統計局月次レポート－令和５年３月
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・国勢調査　（国内の人口及び世帯の実態を把握する）
（トップ） https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html （調査の結果） https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka.html

・住民基本台帳人口移動報告　（住民基本台帳に基づき、月々の国内の都道府県、大都市間の転入・転出の状況を明らかにする）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/idou/index.html (結果の概要) https://www.stat.go.jp/data/idou/4.html

・人口推計　（国勢調査による人口を基に、各月の人口の動きを他の人口関連資料から得て、毎月１日現在の人口を算出する）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.html  (結果の概要) https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2.html

・住宅・土地統計調査　（住宅及び世帯の居住状況等の実態を把握する）
（トップ） https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.html

・労働力調査　（完全失業率など雇用・失業の実態を毎月明らかにする）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html (結果の概要) https://www.stat.go.jp/data/roudou/2.html

・就業構造基本調査　（就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する状況を明らかにする）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index.html

・社会生活基本調査　（国民の生活時間の配分及び自由時間等における主な活動について調査し、国民の社会生活の実態を明らかに

する）
（トップ）https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/index.html

・経済センサス　（我が国全体の産業構造を明らかにするとともに、事業所・企業の母集団情報を整備する）
（トップ） https://www.stat.go.jp/data/e-census/index.html

・経済構造実態調査　（幅広い産業における生産・投入構造を毎年明らかにする）

(トップ) https://www.stat.go.jp/data/kkj/index.html

・個人企業経済調査　（個人経営の事業所（個人企業）の経営実態を明らかにする）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/kojinke/index.html  (結果の概要) https://www.stat.go.jp/data/kojinke/kekka.html

・サービス産業動向調査　（サービス産業全体の生産と雇用の動向を把握する）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/mssi/index.html (結果の概要) https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html

・科学技術研究調査　（科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に関する状況を明らかにする）
（トップ） https://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html

・家計調査　（世帯における家計収支の実態を毎月把握する）

（結果の概要） ①（家計収支編） https://www.stat.go.jp/data/kakei/2.html#new

②（貯蓄・負債編） https://www.stat.go.jp/data/sav/1.html

・家計消費状況調査　（家計調査を補完し、購入頻度が少ない高額商品・サービスなどへの消費や、ICT関連の消費などの実態を安定的

に捉える）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/joukyou/index.html (統計表一覧) https://www.stat.go.jp/data/joukyou/12.html

・全国家計構造調査　（家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、
　構造等を全国的及び地域別に明らかにする）

(トップ) https://www.stat.go.jp/data/zenkokukakei/2019/index.html

・小売物価統計調査　（国民の消費生活上重要な商品の小売価格、サービスの料金及び家賃を調査し、消費者物価指数その他物価に

関する状況を明らかにする）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/kouri/index.html  (統計表一覧) https://www.stat.go.jp/data/kouri/doukou/3.html

・消費者物価指数　（世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定する）
(トップ) https://www.stat.go.jp/data/cpi/index.html (結果の概要) https://www.stat.go.jp/data/cpi/1.html

所管統計の利用案内

　人口に関する統計

　住宅・土地に関する統計

　家計に関する統計

（トップ） https://www.stat.go.jp/data/kakei/index.html

　物価に関する統計

　労働に関する統計

　社会生活に関する統計

　科学技術に関する統計

　事業所・企業に関する統計
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刊行物の御案内 

社会生活統計指標 －都道府県の指標－ 2023

「社会生活統計指標 －都道府県の指標－ 」は、社

会・人口統計体系において整備した基礎データを用い

て作成している統計指標の中から、都道府県別の主要

なデータを、報告書に取りまとめたものです。

2023年版は、579指標、549基礎データを掲載し

ています。

本書のほか「統計でみる都道府県のすがた」及び

「統計でみる市区町村のすがた」も刊行しています。

https://www.stat.go.jp/info/headline/index.html

y-teikyou1@soumu.go.jp

詳しくは、こちらを御覧ください。 
https://www.stat.go.jp/data/shihyou/index.html 




