
承認：令和４年１月２６日 
 

調査計画全文 
 

１ 調査の名称 

石油製品需給動態統計調査 

 

２ 調査の目的 

石油製品の需給の実態について明らかにする石油製品需給動態統計（統計法（平成１９年法律第５３号）

第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成することを目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 ■事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

別表第１に掲げる石油製品（以下「石油製品」という。）の製造業者（注１）、輸入業者（注２）若しくは特

定石油販売業者（注３）又は原油受入業者（注４）に属する事業所であって、石油製品を輸入若しくは販売する

もの又は輸入された原油若しくは国内で生産された原油を直接受け入れるもの。ただし、国家石油備蓄基

地に係る事業所を除く。 

（注１）「製造業者」とは、石油製品の製造を業とするものをいう。 

（注２）「輸入業者」とは、製造業者以外の者であって、石油製品の輸入を業とするものをいう。 

（注３）「特定石油販売業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律（昭和５０年法律第９６号。以下「法律」という。）第２条第７項

に定める者をいう。 

（注４）「原油受入業者」とは、製造業者、輸入業者及び特定石油販売業者以外の者であって、輸入された原油又は国内で生産された原油

を直接受け入れることを業とするものをいう。 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

約３００事業所 

（２）報告者の選定方法（■全数 □無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

① 燃料用石油製品にあっては、法律第１８条により石油輸入業者登録簿に登録された事業所の名簿及

び法律第２６条から第２８条に基づき届出を行った事業所の名簿に記載された事業所の全数を報告者

とする。 

② 上記①から脱漏する燃料用以外の石油製品（潤滑油、アスファルト、グリース、パラフィン、液化

石油ガス（ＬＰＧ））を生産する事業者にあっては、業界団体名簿に記載された事業者に属する事業

所のうち、生産部門から受け入れた石油製品を他者に販売する事業所の全数を報告者とする。 

（３）報告義務者 

前記「３（２）属性的範囲」に規定する事業所の管理責任者 

 



５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票を参照） 

石油製品及び原油に関し、次に掲げる事項について報告を求める。 

①月間受入量 

②月間出荷量 

③月間消費量 

④月末在庫量 

〔集計しない事項の有無〕 無■ 有□ 

（２）基準となる期日又は期間 

毎月末日現在 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

調査票の配布：（新規の調査対象事業所）経済産業省－報告者 

（新規の調査対象事業所以外）経済産業省－民間事業者－報告者 

調査票の回収：報告者－経済産業省 

（２）調査方法 

■郵送調査  ■オンライン調査（□政府統計共同利用システム □独自のシステム ■電子メール）  

□調査員調査 □その他（         ） 

〔調査方法の概要〕 

１）郵送調査 

経済産業省又は民間事業者から郵送により報告者に調査票を配布し、報告者は、調査票に所定の事

項を記入した上、郵送により経済産業省に報告する方法により行う。 

２）オンライン調査 

報告者が経済産業省ホームページから調査票をダウンロードし、所定の事項を入力の上、電子メー

ル又は電子政府の総合窓口（ｅ－Ｇｏｖ）により報告する方法により行う。 

なお、電子メールの送受信に当たっては、調査票情報が保存されているファイルに対して、報告者

ごとに異なるパスワードを設定するなどのセキュリティ対策を講ずることとする。 

民間事業者の業務委託の内容は、調査票の配布（新規の調査対象事業所に対するものを除く。）、

調査票の督促、疑義照会に関する事務、とする。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り ■毎月 □四半期 □１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

調査票の提出期限は、調査月の翌月１２日（１２日が土休日に当たる場合には、直近の営業日）  

 



８ 集計事項  

調査対象品目別の在庫量及び受払量に関する集計。 

（集計事項一覧については、別表第２参照） 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物  □閲覧） 

   ただし、速報は経済産業省ホームページのみの公表とする。 

（２）公表の期日 

原則として、速報は、調査月の翌月の末日。確報は調査月の翌々月末日まで。年報は調査年の翌年６月

末日まで。（末日が土休日に当たる場合には、その直前又は直後の営業日） 

 

10 使用する統計基準等 

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（            ） 

■使用しない  

本調査は、法律第１８条により石油輸入業者登録簿に登録された事業所及び法律第２６条から第２８条

に基づき届出を行った事業所に対象を限定した調査であり、調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示に、

統計基準を用いる余地がないことから、いずれの統計基準も使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

関 係 書 類 保 存 責 任 者 保 存 期 間 

記入済調査票 経済産業大臣 １    年 

調査票の内容を記録した磁気媒体 経済産業大臣 永    年 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

  前記「５（１）報告を求める事項」に掲げる事項 

 

 

別表第１  

１．ガソリン   ２．ナフサ      ３．ジェット燃料油   ４．灯油  

５．軽油     ６．重油       ７．潤滑油       ８．パラフィン 

９．グリース  １０．アスファルト  １１．液化石油ガス 

 



別表第２

速報

統 計 表 集 計 事 項

受入、処理、月末在庫（いずれも輸入・国産の内訳を含む）

出荷

輸入原油一日当り処理量

精製業者の処理量

基地・油槽所の原油在庫

原油出荷内訳（非精製用） 出荷量（用途別）

需給概要 石油製品別 月初在庫、生産、輸入、国内向販売、輸出、月末在庫

確報

統 計 表 集 計 事 項 製品月表 時系列表

原油受払 輸入・国産別、業態別 受入、消費（原油処理）、出荷（非精製用）、転送、月末在庫 ○ ○

石油製品別 月初在庫 （合計、製油所在庫、製造・輸入業者在庫） ○ ○

石油製品別 受入 （合計、生産（製油所）、輸入、品種振替による増量、石油化学よりの返還、その他） ○ ○

石油製品別 払出 （合計、国内向販売、輸出、品種振替による減量、自家消費、その他） ○ ○

石油製品別 月末在庫 （合計、製油所在庫、製造・輸入業者在庫） ○ ○

石油製品別 月初在庫 ○ ○

石油製品別 受入 （合計、生産部門よりの受入、輸入、製造業者・輸入業者よりの購入・融通、販売業者よりの購入、
品種振替による増量、石油化学よりの返還、その他）

○ ○

石油製品別 払出 （合計、消費者・販売業者向販売、製造業者・輸入業者への販売・融通、輸出、
品種振替による減量、自家消費、その他）

○ ○

石油製品別 月末在庫 ○ ○

石油製品国・地域別輸入 石油製品別、国地域別 輸入量 ○ ○

石油製品国・地域別輸出 石油製品別、国地域別 輸出量 ○ ○

製造業者・輸入業者の消費者・
販売業者向販売、在庫内訳

ガソリン、ナフサ、潤滑油の細目別 消費者・販売業者向販売、在庫 ○ ○

非精製用出荷内訳 出荷量（用途別） ○

原油のうち生産、在庫 生産量、在庫総量、採油業者国産原油在庫量 ○

年報

統 計 表 集 計 事 項

１．原油
（３）非精製用出荷内訳

用途別、国地域別、油種別 出荷量

１．原油
（４）原油処理及び原油在庫
①原油処理

輸入・国産別、業態別 原油処理量

１．原油
（４）原油処理及び原油在庫
②原油在庫

輸入・国産別、業態別 原油在庫量

石油製品別 年初在庫 （合計、製油所在庫、製造・輸入業者在庫）

石油製品別 受入 （合計、生産（製油所）、輸入、品種振替による増量、石油化学よりの返還、その他）

石油製品別 払出 （合計、国内向販売、輸出、品種振替による減量、自家消費、その他）

石油製品別 年末（年度末）在庫 （合計、製油所在庫、製造・輸入業者在庫）

石油製品別 年初在庫

石油製品別 受入 （合計、生産部門よりの受入、輸入、製造業者・輸入業者よりの購入・融通、販売業者よりの購入、
品種振替による増量、石油化学よりの返還、その他）

石油製品別 払出 （合計、消費者・販売業者向販売、製造業者・輸入業者への販売・融通、輸出、
品種振替による減量、自家消費、その他）

石油製品別 年末（年度末）在庫

２．石油製品
（３）石油製品月別国内向販売

石油製品別、月別 国内向販売量

２．石油製品
（４）石油製品の輸出入
①月別輸入

石油製品別、月別 輸入量、ボンド輸入量

２．石油製品
（４）石油製品の輸出入
②国・地域別月別輸入

石油製品別 月別、国地域別 輸入量

２．石油製品
（４）石油製品の輸出入
③月別輸出

石油製品別、月別 輸出量

２．石油製品
（４）石油製品の輸出入
④国・地域別月別輸出

石油製品別、月別、国地域別 輸出量

２．石油製品
（５）石油製品月別業態別在庫

石油製品別、月別、業態別 在庫（合計、製油所在庫、製造・輸入業者在庫）

２．石油製品
（６）石油製品製造業者・輸入業者
月別消費者・販売業者向販売

石油製品別、月別 消費者・販売業者向販売

２．石油製品
（７）製造業者･輸入業者品種別、
月別消費者・販売業者向販売及び
在庫内訳

ガソリン、ナフサ、潤滑油の細目別、月別 消費者・販売業者向販売、在庫

原油受払

需給概要

石油製品製造業者・輸入業者
販売部門受払

２．石油製品
（１）石油製品需給総括
①暦年
②年度

２．石油製品
（２）石油製品製造業者・輸入業者受払
①暦年
②年度

※ 「生産」及び「製油所」に係るデータは、経済産業省生産動態統計調査の集計値を引用して集計している。











  

 

石油製品需給動態統計調査の実施の必要性 

 

資源エネルギー庁資源・燃料部政策課 

 

１． 調査の目的・必要性 

石油製品需給動態統計調査は、石油製品の需給の実態を明らかにすることを目的に、石油製

品の月間の受払量、国別輸出入量、在庫量及び原油の油種別の受入量、消費量、出荷量、在庫量

等をその品目を取り扱う製造業者、輸入業者等に対して報告を求める統計調査である。 

石油は、我が国のエネルギー供給源の約５割を担っており、国民生活及び経済活動を支え

る社会基盤構築に不可欠であることから、その安定供給の確保や国内需給動向の把握は、我

が国のエネルギー政策の推進にとって重要な課題となっている。 

石油の供給構造は極めて脆弱で、そのほぼ全量を海外からの輸入に頼っている中、特に地

政学的なリスクをもつ中東地域からの輸入依存度が約90％ を占めるなど、石油供給途絶の危

険性が常に内在していることから、緊急時対応に向けた石油備蓄政策の構築・実施に資する

本統計調査の実施は必須である。さらに、近年においては、新興国の経済発展に伴う資源需

要の高まりや地球環境対策への配慮など、石油を巡る情勢は大きく変化しており、石油製品

の需給動向の常時把握は、極めて重要となっている。 

本統計調査の結果から得られた資料は、我が国における石油の安定供給の確保や

環境への適合というエネルギー政策の立案や、その効率的な実施のための重要な基

礎的データとなっており、本統計調査の実施が不可欠である。 

 

２． 他の統計調査との重複 

国内に精製、輸入された石油製品の供給や販売という需給動向の把握を目的とす

る本調査と類似する他の統計調査は存在せず、重複はない。 

 

３． 行政記録情報等の利活用 

石油製品の輸入、備蓄に係る行政記録情報としては、石油の備蓄の確保等に関す

る法律第16条の石油輸入業者登録、第26条に基づく石油精製業、第27条に基づく石

油販売業、第28条に基づく石油ガス輸入業の各届出があるが、これらは、石油の備

蓄の確保及び備蓄に係る石油の適切な供給を図るために届出等を求めているもので

あり、石油製品需給動態等統計調査はこうした届出等を行った事業所に対して的確

な調査の実施を行い、調査目的達成に向けて精度の確保を図っている。 

 

４． 事業所母集団データベースを利用した重複是正等 

本調査は全数調査であるため、重複是正措置の対象とはならない。 

なお、履歴登録については、年間をまとめた公表は、暦年及び年度での結果表を

公表していることから、年度が終了する３月分の調査票の回収及び公表が完了する

毎年５月末までに、別紙１のとおり調査結果名簿データを提出する。 



企業コード 事業所コード 企業＋事業所 事業所番号 企業名 事業所名 所在地 法人番号 共通事業所コード 調査1回目 ～ 調査12回目

別紙１ 調査結果名簿


