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 この報告書は、平成26年７月１日現在で実施した平成26年経済センサス‐基礎調査

について、総務省が集計した結果のうち、静岡県に関する集計結果を「平成26年（2014）

静岡県の事業所」として取りまとめたものです。 

平成26年経済センサス‐基礎調査は、国が都道府県・市区町村を通じて事業所及び企

業の活動の状態を調査し、すべての産業分野における事業所及び企業の従業者規模等の

基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集

団情報の整備を図ることを目的として実施いたしました。 

調査結果は、我が国の社会の発展を支える基礎資料として、国の各種行政施策をはじ

め、地域の産業振興や商店街の活性化などの地方公共団体における行政施策、さらには

民間企業における経営計画の策定など、さまざまな分野で活用されております。 

 平成 26 年経済センサス‐基礎調査の結果が、各種行政施策における利活用にとどま

らず、経営の参考資料等としても広く活用していただければ幸いです。 

 本報告書を刊行するにあたり、今回の調査に多大な御協力をいただいた企業・事業所

の方々をはじめ、関係機関の皆様に対し、心から感謝申し上げます。 

 

平成28年９月 

 

               静岡県政策企画部情報統計局統計調査課長 

                              宮﨑 隆広 
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