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平成 27 年 7 月 16 日 
総 務 省 統 計 局 

 

第１回目の部会を踏まえての宿題対応 
 
（１）調査品目の見直し 

 
  （回答） 

    平成 26 年７月に追加が承認され、平成 27 年１月から調査を開始している品目は、

下表のとおり。 

     

    表           平成 27 年１月から追加した品目（31 品目） 
しらぬひ【注】 ロールケーキ 調理ピザパイ 
焼豚 コーヒー飲料（セルフ式） 乳酸菌飲料（配達） 
豆乳 日本そば しょうが焼き 
やきとり（外食） カーポート 塗装工事費 
駐車場工事費 壁紙工事費 空気清浄機 
水筒 物干し用ハンガー マスク 
補聴器 サポーター ロードサービス料 
はさみ 競技用靴 鉢植え 

ペットトイレ用品 クリーム（カウンセリング） 化粧水（カウンセリング）

ファンデーション（カウンセリング） 口紅（カウンセリング） 乳液（カウンセリング）

警備料  

【注】かんきつ類の一種 
  

平成 26 年７月に軽微承認で追加された品目を一覧にして提出していただきたい。 

資料１ 
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（２）調査計画における調査品目の名称整理 

 
 

（回答） 
   別添１のとおり。 
 
 

 
  （回答） 

今回、小売物価統計調査における家計消費の網羅性を示すために、同調査の調査

品目について、家計調査の設定品目に準じて整理したい旨の変更案を申請したとこ

ろである。 
しかしながら、部会審議における御指摘を踏まえて、①家計調査の設定品目に準

じたものを上位品目として設けるとともに、②現行の調査計画に掲載している調査

品目がこの上位品目よりも詳細な場合には、その内容を調査品目として引き続き調

査計画に掲載することとしたい。 
これにより、調査品目の変更の際には、常に変更手続をとり、事前に変更内容を

明らかにすることとしたい。 
その上で、調査品目の選定基準を、別紙のように整理したい。 

     
  

② 今回の変更によれば、今後「その他の○○」の範囲内では、調査実施者の自由

裁量により品目が変更可能となる。 
品目変更に当たっては、品目の代替性等の検証が必要と考えるが、これらの説

明が事前になされないままに、安易に品目を変更することは避けるべきではない

か。 

① 動向編の品目一覧に集計項目一覧を追加したものを提出していただきたい。 
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別紙 
小売物価統計調査（動向編）の品目の選定基準（案） 

 
１ 上位品目の選定基準 

家計消費を網羅するため、家計調査の設定品目に準じて上位品目を設定する。各上位

品目について、少なくとも１つの財又はサービスを、当該上位品目内に含まれる財又は

サービスの中における代表性を判断し、調査品目として選定する。（注） 

（注）上位品目の中の全ての財・サービスが、以下の「調査品目の選定基準」に該当しなくなり、上

位品目として調査品目が選定できなくなった場合には、他の上位品目と統合又は廃止することと

する。 
 
２ 調査品目の選定基準 

調査品目の選定については、以下のⅰ～ⅲに掲げる基準により判断することとし、原

則として、全ての基準に該当する品目を調査品目とする。 

ただし、いずれかの基準を満たさない品目であっても、当該品目を調査しないことに

より中分類の代表性を損なうと判断される品目については調査品目とする。 

ⅰ）家計消費支出上、重要度が高い品目 
ⅱ）中分類指数の精度の向上及び代表性の確保に資する品目 
ⅲ）円滑な価格取集が可能で、かつ、価格変化を的確に把握できる品目 

 
ⅰ）の説明 
  「重要度が高い」とは、直近の家計調査の家計簿の記載内容を分析して特別集計を行

った結果、家計消費支出に占める割合が、原則として１万分の１以上である場合をいう。

ただし、直近１年において、経済的又は社会的な特殊要因により、当該品目の消費量

が著しく変化（増加又は減少）している場合などは、１万分の１以上又は未満であって

も、当該特殊要因や社会情勢等を考慮した上で、ⅰの基準への該当性を判断する。 
 
ⅱ）の説明 
  家計消費支出上、重要度が高い品目を追加する場合は、情報量がより充実するため、

基本的に中分類指数の精度向上及び代表性の確保に資すると考えられることから、原

則、ⅱの基準に該当するものとする。 
一方で、中分類のうち、以下の①から③に該当するものについては、ⅱ）に該当しな

いものとして品目を把握しないこととする。 
 ① 当該中分類において、より代表性の高い品目が他に存在し、それとの入替えを行う

場合 
 ② 当該中分類において、同一とみなせる同じ値動きの品目がある場合 
 ③ 当該品目を廃止後も、当該中分類指数の動きの傾向が変わらない場合 
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ⅲ）の説明 
  「円滑な価格取集が可能」とは、当該品目を取り扱っている店舗が全国的に存在して

おり、調査員が当該品目の価格を安定的に調査することが可能な状態をいう。 
「価格変化を的確に把握できる」とは、前段の状態に加え、当該品目について、全国

的に同品質のものの価格変化を把握できることをいう。 
  ⅲの基準の該当性については、小売物価統計調査の結果又は次の①及び②の方法で確

認する。 
 
 ① 総務省統計局における確認 

総務省統計局が、業界統計等の情報収集や関係団体へのヒアリング等を実施するこ

とにより、当該品目が全国的に普及しており、実査において調査可能かどうかを判断

する。 

 

② 調査員等による出回り調査での確認 

上記①の方法で基準の該当性を判断できなかった場合は、調査員等が当該品目の調

査可能性について実地に確認（出回りを調査）し、その結果を踏まえて、総務省統計

局が判断する。 
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（３）調査計画における調査品目の表記方法の変更 

   構造編における調査品目の表記方法については、前回部会において総務大臣が包括

的に規定する記述に改めたい旨、説明したところである。 
しかしながら、上記（２）の動向編における対応の見直しも勘案しつつ、動向編と

の品目表示のバランスも含め、事務局と相談して再検討した結果、従来どおり、個別

に調査品目を掲載する方式を継続することとしたい。 
なお、構造編における各調査の調査品目の選定基準は、下表のように整理すること

とし、銘柄別価格調査では、品目「液体調味料」の変更が早期に求められていること

から同品目を廃止する一方、当該基準に基づき、「ルームエアコン」を追加することと

する。 
 

小売物価統計調査（構造編）の選定基準（案） 
 
１ 地域別価格差調査 

動向編の調査品目のうち、次のⅰ）からⅵ）に掲げる全ての基準を満たすもの

を、調査品目とする。 

〔選定基準〕 
ⅰ）動向編において通年調査をしている品目 
ⅱ）特定地域の天候等によって大きく価格変動が生じない品目 
ⅲ）地域差の把握を目的としていることから、消費実態との乖離を生じさせな

いようにするため、買い回りの範囲が小さい品目 
ⅳ）消費生活上の重要度が比較的高い品目 
ⅴ）直近の消費者物価地域差指数において、地域間の価格差があると判断され

る品目 
ⅵ）総務省が指定する具体の銘柄（以下、「基本銘柄」という。）が全国的に把

握可能であること、調査対象市に調査店舗が存在すること等、継続的に円滑

な価格取集が可能な品目 
 
ⅰ）の説明 

地域別価格を経常的に比較するためには、通年で価格把握が可能である必要が

あり、特定の季節しか出回らない商品は除く。 
ⅱ）の説明 

この基準により生鮮食品（生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物）が除外される。 
ⅲ）の説明 

以下の動向編の調査品目区分（注１）及び調査区分（注２）に合致しない品目を、「買

い回りの範囲が小さい」品目とする。 
【調査品目区分】 
  Ｃ：地区間又は店舗間での価格差が比較的小さい品目 （例：チューインガ

ム、ボールペンなど） 
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  Ｄ：都道府県又は市町村内で価格・料金が均一か又はこれに近い品目 （例：

新聞代（地方、ブロック紙など） 
  Ｅ：全国又は地方的に価格・料金が均一又はこれに近い品目 （例： たば

こなど） 
  Ｓ：調査地区を設けないで市町村内全域から調査する品目 （例：システム

バスなど） 
【調査区分】 
  ②：人口 15 万以上の調査市※において調査する品目・銘柄 
   （※中都市以上の市） 
  ③：都道府県庁所在市において調査する品目・銘柄 
  ④：都道府県全域において調査する品目・銘柄 

    ⑤：全国全域において調査する品目・銘柄 
（注１）動向編の調査品目は、消費者の購入行動、店舗間の価格差等を考慮して、事務要領等において

以下の６区分の調査品目区分を設定している。 
 A：主として消費者が居住地区近辺で購入する品目で、地区間で価格差がみられる品目 
 B：主として消費者が各市町村の代表的な商業集積地、大型店舗等で購入する品目で、 

店舗間で価格差がみられる品目 
      C：地区間又は店舗間での価格差が比較的小さい品目 
      D：都道府県又は市町村内で価格・料金が均一か又はこれに近い品目 
      E：全国又は地方的に価格・料金が均一又はこれに近い品目 
      S：調査区域を設けないで市町村内全域から調査する品目 

（注２）動向編において、調査品目の一部には、調査市町村に出回りがないものや継続的に価格が 
得られないものがあるため、調査市町村の人口規模等に応じた品目の出回り状況を考慮して、 
事務要領等において以下の６区分の調査区分を設定している。 
無印：全調査市町村（東京都区部を含む。）において調査する品目・銘柄 

  ①：人口５万以上の調査市において調査する品目・銘柄 
  ②：人口 15 万以上の調査市において調査する品目・銘柄 
  ③：都道府県庁所在市において調査する品目・銘柄 
  ④：都道府県全域において調査する品目・銘柄 
  ⑤：全国全域において調査する品目・銘柄 

ⅳ）の説明 
「消費生活上の重要度が比較的高い」とは、調査の効率上、ウエイト５以上（万

分比）を目安とする。 
ⅴ）の説明 

品目別に、都道府県別及び市町村別の変動係数等により地域間の価格差を確認

し、価格差が大きい順に選定する。 
 
２ 銘柄別価格調査 

動向編の調査品目のうち、次の基準を満たすものを、調査品目とする。 

〔選定基準〕 
 同一品目の中に基本銘柄と同等の売れ筋の銘柄が存在し、それが、動向編調

査品目の基本銘柄となる可能性があると考えられる品目 
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（上記の説明） 
本調査では、専ら、消費者物価指数に直結する動向編調査品目の基本銘柄の決定

や品目改廃に資する情報を得る観点から品目を選定する。 
「同等の売れ筋の銘柄」とは、例えば、基本銘柄と同等の売上状況を有し、販売

形態が基本銘柄と異なる銘柄などをいう。 
 

３ 店舗形態別価格調査 

動向編の調査品目のうち、次のⅰ）からⅴ）に掲げる全ての基準を満たすもの

を、調査品目とする。 

〔選定基準〕 
ⅰ）動向編において通年調査をしている品目 
ⅱ）天候等によって大きく価格変動が生じない品目 
ⅲ）消費生活上の重要度が比較的高い品目 
ⅳ）店舗間の価格差があると判断される品目 
ⅴ）基本銘柄が全国的に把握可能であること、スーパー以外の店舗形態で取集

可能であること等、継続的に円滑な価格取集が可能な品目 
 
ⅰ）の説明 
店舗形態別価格調査は隔月調査であり、２ヶ月ごとの価格推移を集計・公表し

ていることから、通年調査を行っていない季節品目は除外する。 
ⅱ）の説明 
この基準により生鮮食品（生鮮魚介、生鮮野菜、生鮮果物）が除外される。 

ⅲ）の説明 
「消費生活上の重要度が比較的高い」とは、調査の効率上、ウエイト５以上（万

分比）を目安とする。 
ⅳ）の説明 
動向編結果等で店舗形態別の価格差を確認し、価格差が大きい順に品目を選定

する。 
 

 
以 上 
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※  CPI集計項目については、CPIの利用上の利便性の観点から、CPIの結果表章の際に、
小売物価統計調査の品目名称の表記と異なる表記を用いる場合がある。

家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

米 米 うるち米
米（うるち米（単一原料米，「コシ
ヒカリ」））

うるち米Ａ

米 米 うるち米
米（うるち米（単一原料米，「コシ
ヒカリ」以外））

うるち米Ｂ

米 米 もち米 米（もち米） もち米

他のパン その他のパン あんパン その他のパン（あんパン） あんパン

他のパン その他のパン カレーパン その他のパン（カレーパン） カレーパン

生うどん・そば 生うどん・そば ゆでうどん 生うどん・そば（ゆでうどん） ゆでうどん

乾うどん・そば 乾うどん・そば 干しうどん 乾うどん・そば（干しうどん） 干しうどん

中華麺 中華麺 生中華めん 中華麺 生中華めん

即席麺 即席麺・カップ麺 即席めん 即席麺・カップ麺（カップ麺） 即席めん

カップ麺 - 【該当なし】 【該当なし】

あさり あさり・しじみ あさり あさり・しじみ（あさり） あさり

しじみ - 【該当なし】 【該当なし】

他の塩干魚介 その他の塩干魚介 煮干し その他の塩干魚介（煮干し） 煮干し

他の塩干魚介 その他の塩干魚介 ししゃも その他の塩干魚介（ししゃも） ししゃも

他の塩干魚介 その他の塩干魚介 いくら その他の塩干魚介（いくら） いくら

揚げかまぼこ 揚げかまぼこ さつま揚げ 揚げかまぼこ（さつま揚げ） さつま揚げ

かつお節・削り
節

かつお節・削り節 かつお節 かつお節・削り節（かつお節） かつお節

魚介の漬物 魚介の漬物 魚みそ漬 魚介の漬物（魚みそ漬） 魚みそ漬

魚介のつくだ煮 魚介のつくだ煮 魚介つくだ煮 魚介のつくだ煮 魚介つくだ煮

魚介の缶詰 魚介の缶詰 まぐろ缶詰 魚介の缶詰（まぐろ缶詰） まぐろ缶詰

他の魚介加工品
のその他

その他の魚介加工品 塩辛 その他の魚介加工品（塩辛） 塩辛

卵 卵 鶏卵 卵（鶏卵） 鶏卵

他の葉茎菜 その他の葉茎菜 アスパラガス その他の葉茎菜（アスパラガス） アスパラガス

他の根菜 その他の根菜 ながいも その他の根菜（ながいも） ながいも

他の根菜 その他の根菜 しょうが その他の根菜（しょうが） しょうが

さやまめ さやまめ えだまめ さやまめ（えだまめ） えだまめ

さやまめ さやまめ さやいんげん さやまめ（さやいんげん） さやいんげん

えのきたけ えのきたけ えのきだけ えのきたけ えのきだけ

他の野菜のその
他

その他の野菜 にがうり その他の野菜（にがうり） にがうり

小売物価統計調査の集計項目について(案)

小売物価統計調査

別添１
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

干しのり 干しのり のり 干しのり のり

他の乾物・海藻 その他の乾物・海藻 ひじき その他の乾物・海藻（ひじき） ひじき

油揚げ・がんも
どき

油揚げ・がんもどき 油揚げ 油揚げ・がんもどき（油揚げ） 油揚げ

だいこん漬 だいこん漬 たくあん漬 だいこん漬（たくあん漬） たくあん漬

他の野菜の漬物 その他の野菜の漬物 キムチ その他の野菜の漬物（キムチ） キムチ

他の野菜・海藻
加工品のその他

その他の野菜・海藻加工品 スイートコーン缶詰
その他の野菜・海藻加工品（野菜缶
詰，スイートコーン）

スイートコーン缶詰

他の柑きつ類 その他の柑きつ類 しらぬひ その他の柑きつ類（しらぬひ） しらぬひ

梨 梨 なし 梨 なし

柿 柿 かき（果物） 柿 かき（果物）

桃 桃 もも 桃 もも

他の果物 その他の果物 さくらんぼ その他の果物（さくらんぼ） さくらんぼ

果物加工品 果物加工品 みかん缶詰 果物加工物（果物缶詰，みかん） みかん缶詰

ケチャップ ケチャップ トマトケチャップ ケチャップ トマトケチャップ

マヨネーズ・マヨネーズ
風調味料 マヨネーズ・マヨネーズ風調味料 マヨネーズ

マヨネーズ・マヨネーズ風調味料
（マヨネーズ）

マヨネーズ

乾燥スープ 乾燥スープ 即席スープ 乾燥スープ 即席スープ

つゆ・たれ つゆ・たれ 液体調味料 つゆ・たれ（焼肉のたれ） たれ

つゆ・たれ つゆ・たれ 液体調味料 つゆ・たれ（めんつゆ） つゆ

他の調味料 その他の調味料 中華合わせ調味料
その他の調味料（中華合わせ調味
料）

中華合わせ調味料

他の調味料 その他の調味料 パスタソース その他の調味料（パスタソース） パスタソース

他の和生菓子 その他の和生菓子 だいふく餅 その他の和生菓子（だいふく餅） だいふく餅

他の洋生菓子 その他の洋生菓子 シュークリーム
その他の洋生菓子（シュークリー
ム）

シュークリーム

他の洋生菓子 その他の洋生菓子 ロールケーキ その他の洋生菓子（ロールケーキ） ロールケーキ

スナック菓子 スナック菓子 ポテトチップス スナック菓子（ポテトチップス） ポテトチップス

キャンデー キャンデー あめ キャンデー あめ

チョコレート チョコレート・チョコレート菓子 チョコレート
チョコレート・チョコレート菓子
（チョコレート）

チョコレート

チョコレート菓
子

- 【該当なし】 【該当なし】

アイスクリーム・シャー
ベット アイスクリーム類・氷菓 アイスクリーム

アイスクリーム類・氷菓（アイスク
リーム）

アイスクリーム

他の菓子 その他の菓子 落花生 その他の菓子（落花生） 落花生

他の菓子 その他の菓子 チューインガム その他の菓子（チューインガム） チューインガム

他の主食的調理
食品

その他の主食的調理食品 調理パスタ
その他の主食的調理食品（調理パス
タ）

調理パスタ

他の主食的調理
食品

その他の主食的調理食品 冷凍調理ピラフ
その他の主食的調理食品（冷凍調理
ピラフ）

冷凍調理ピラフ

他の主食的調理
食品

その他の主食的調理食品 調理ピザパイ
その他の主食的調理食品（調理ピザ
パイ）

調理ピザパイ
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

うなぎのかば焼
き

うなぎのかば焼き うなぎかば焼き うなぎのかば焼き うなぎかば焼き

天ぷら・フライ 天ぷら・フライ からあげ 天ぷら・フライ（からあげ） からあげ

ぎょうざ ぎょうざ・しゅうまい ぎょうざ ぎょうざ・しゅうまい（ぎょうざ） ぎょうざ

しゅうまい - 【該当なし】 【該当なし】

冷凍調理食品 冷凍調理食品 冷凍調理コロッケ 冷凍調理食品（冷凍調理コロッケ） 冷凍調理コロッケ

冷凍調理食品 冷凍調理食品 冷凍調理ハンバーグ
冷凍調理食品（冷凍調理ハンバー
グ）

冷凍調理ハンバーグ

他の調理食品の
その他

その他の調理食品 調理カレー その他の調理食品（調理カレー） 調理カレー

他の調理食品の
その他

その他の調理食品 混ぜごはんのもと
その他の調理食品（混ぜごはんのも
と）

混ぜごはんのもと

他の調理食品の
その他

その他の調理食品 焼き魚 その他の調理食品（焼き魚） 焼き魚

他の調理食品の
その他

その他の調理食品 煮豆 その他の調理食品（煮豆） 煮豆

他の調理食品の
その他

その他の調理食品 きんぴら その他の調理食品（きんぴら） きんぴら

他の調理食品の
その他

その他の調理食品 焼豚 その他の調理食品（焼豚） 焼豚

コーヒー コーヒー インスタントコーヒー コーヒー（インスタントコーヒー）
インスタントコー
ヒー

コーヒー コーヒー コーヒー豆 コーヒー（コーヒー豆） コーヒー豆

コーヒー飲料 コーヒー飲料・ココア・ココア飲料 コーヒー飲料
コーヒー飲料・ココア・ココア飲料
（コーヒー飲料）

コーヒー飲料

コーヒー飲料 コーヒー飲料・ココア・ココア飲料 コーヒー飲料（セルフ式）
コーヒー飲料・ココア・ココア飲料
（コーヒー飲料（セルフ式））

コーヒー飲料（セル
フ式）

ココア・ココア
飲料

- 【該当なし】 【該当なし】

果実・野菜
ジュース

果実・野菜飲料 果実飲料
果実・野菜飲料（果実ジュース，濃
縮還元）

果実ジュース

果実・野菜
ジュース

果実・野菜飲料 果実飲料
果実・野菜飲料（果汁入り飲料，果
汁20～50％）

果汁入り飲料

果実・野菜
ジュース

果実・野菜飲料 野菜ジュース 果実・野菜飲料（野菜ジュース） 野菜ジュース

炭酸飲料 炭酸飲料 コーラ 炭酸飲料（コーラ） コーラ

他の飲料のその
他

その他の飲料 豆乳 その他の飲料（豆乳） 豆乳

焼酎 焼酎 焼ちゅう 焼酎 焼ちゅう

発泡酒・ビール風アル
コール飲料 発泡酒・ビール風アルコール飲料 発泡酒

発泡酒・ビール風アルコール飲料
（発泡酒）

発泡酒

発泡酒・ビール風アル
コール飲料 発泡酒・ビール風アルコール飲料 ビール風アルコール飲料

発泡酒・ビール風アルコール飲料
（ビール風アルコール飲料）

ビール風アルコール
飲料

チューハイ・カ
クテル

チューハイ・カクテル チューハイ
チューハイ・カクテル（チューハ
イ）

チューハイ

日本そば・うど
ん

日本そば・うどん（外食） うどん
日本そば・うどん（外食）（うど
ん）

うどん

日本そば・うど
ん

日本そば・うどん（外食） 日本そば
日本そば・うどん（外食）（日本そ
ば）

日本そば

中華そば 中華そば（外食） 中華そば 中華そば（外食） 中華そば

他の麺類外食 その他の麺類（外食） スパゲッティ（外食）
その他の麺類（外食）（スパゲッ
ティ）

スパゲッティ（外
食）
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

和食 和食（外食） 天どん 和食（外食）（天丼） 天どん

和食 和食（外食） カレーライス 和食（外食）（カレーライス） カレーライス

和食 和食（外食） 牛どん 和食（外食）（牛丼） 牛どん

和食 和食（外食） フライ 和食（外食）（豚カツ定食） フライ

和食 和食（外食） しょうが焼き 和食（外食）（しょうが焼き） しょうが焼き

和食 フライドチキン（外食） フライドチキン フライドチキン（外食） フライドチキン

中華食 中華食（外食） ぎょうざ（外食） 中華食（外食）（ぎょうざ） ぎょうざ（外食）

洋食 洋食（外食） ハンバーグ 洋食（外食）（ハンバーグ） ハンバーグ

焼肉 焼肉（外食） 焼肉 焼肉（外食） 焼肉

ハンバーガー ハンバーガー（外食） ハンバーガー ハンバーガー（外食） ハンバーガー

他の主食的外食
その他の主食的外食(ドーナツを除
く。）

ピザパイ（配達）
その他の主食的外食(ピザパイ（配
達）

ピザパイ（配達）

他の主食的外食
その他の主食的外食(ドーナツを除
く。）

サンドイッチ（外食）
その他の主食的外食(サンドイッ
チ）

サンドイッチ（外
食）

他の主食的外食 その他の主食的外食（ドーナツ） ドーナツ その他の主食的外食（ドーナツ） ドーナツ

喫茶代 喫茶代 コーヒー 喫茶代（コーヒー） コーヒー（外食）Ａ

喫茶代 喫茶代 コーヒー 喫茶代（コーヒー（セルフ式）） コーヒー（外食）Ｂ

飲酒代 飲酒飲食代 ビール（外食） 飲酒飲食代（ビール） ビール（外食）

飲酒代 飲酒飲食代 やきとり（外食） 飲酒飲食代（やきとり） やきとり（外食）

学校給食 学校給食 学校給食費 学校給食（小学校） 学校給食（小学校）

学校給食 学校給食 学校給食費 学校給食（中学校） 学校給食（中学校）

民営家賃 民営家賃 家賃（民営借家） 民営家賃 家賃（民営借家）

公営家賃 公営家賃（公的住宅） 家賃（公的住宅）
公営家賃（公的住宅）（都道府県営
住宅家賃）

家賃（公的住宅）

公営家賃（公的住宅） 家賃（公的住宅）
公営家賃（公的住宅）（市町村営住
宅家賃）

公営家賃（公的住宅）（都道府県住
宅供給公社住宅家賃）

家賃(独立行政法人都
市再生機構)

公営家賃（公的住宅）（市住宅供給
公社，一般社団法人又は一般財団法
人が管理している住宅）

公営家賃
公営家賃(独立行政法人都市再生機
構)

家賃(独立行政法人都市再生機構)
公営家賃(独立行政法人都市再生機
構)

家賃(独立行政法人都
市再生機構)

設備器具 設備器具 システムバス 設備器具（システムバス） システムバス

設備器具 設備器具 温水洗浄便座 設備器具（温水洗浄便座） 温水洗浄便座

設備器具 設備器具 給湯機 設備器具（給湯機） 給湯機

設備器具 設備器具 システムキッチン 設備器具（システムキッチン） システムキッチン

設備器具 設備器具 カーポート 設備器具（カーポート） カーポート

修繕材料 修繕材料 板材 修繕材料（板材） 板材
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

畳替え 畳替え 畳表取替費 畳替え 畳表取替費

給排水関係工事
費

給排水関係工事費 水道工事費 給排水関係工事費（水道工事費） 水道工事費

外壁・塀等工事
費

外壁・塀等工事費 塀工事費 外壁・塀等工事費（塀工事費） 塀工事費

外壁・塀等工事
費

外壁・塀等工事費 塗装工事費 外壁・塀等工事費（外壁塗装費） 塗装工事費

植木・庭手入れ
代

植木・庭手入れ代 植木職手間代 植木・庭手入れ代（植木職手間代） 植木職手間代

他の工事費 その他の工事費 ふすま張替費 その他の工事費（ふすま張替費） ふすま張替費

他の工事費 その他の工事費 大工手間代 その他の工事費（大工手間代） 大工手間代

他の工事費 その他の工事費 駐車場工事費 その他の工事費（駐車場工事費） 駐車場工事費

他の工事費 その他の工事費 壁紙工事費 その他の工事費（壁紙張替費） 壁紙工事費

都市ガス 都市ガス ガス代 都市ガス ガス代

上下水道料 上下水道料 水道料 上下水道料（水道料） 水道料

上下水道料 上下水道料 下水道料金 上下水道料（下水道料金） 下水道料金

炊事用電気器具 炊事用電気器具 自動炊飯器 炊事用電気器具（電気炊飯器） 自動炊飯器

炊事用ガス器具 炊事用ガス器具 ガステーブル 炊事用ガス器具（ガステーブル） ガステーブル

エアコンディ
ショナ

エアコンディショナ ルームエアコン
エアコンディショナ（ルームエアコ
ン）

ルームエアコン

ストーブ・温風
ヒーター

ストーブ・温風ヒーター 石油暖房器具
ストーブ・温風ヒーター（石油暖房
器具）

石油暖房器具

他の冷暖房用器
具

その他の冷暖房用器具 空気清浄機
その他の冷暖房用器具（空気清浄
機）

空気清浄機

たんす たんす 整理だんす たんす（整理だんす） 整理だんす

食卓セット 食卓セット 食堂セット 食卓セット（食堂セット） 食堂セット

敷物 敷物 カーペット 敷物（カーペット） カーペット

他の室内装備品 その他の室内装備品 目覚まし時計
その他の室内装備品（室内時計（目
覚まし時計））

目覚まし時計

他の寝具類 その他の寝具類 布団カバー その他の寝具類（布団カバー） 布団カバー

茶わん・皿・鉢 茶わん・皿・鉢 飯茶わん 茶わん・皿・鉢（茶わん） 飯茶わん

茶わん・皿・鉢 茶わん・皿・鉢 皿 茶わん・皿・鉢（皿） 皿

他の食卓用品 その他の食卓用品 水筒 その他の食卓用品（水筒） 水筒

他の食卓用品 その他の食卓用品 台所用密閉容器
その他の食卓用品（台所用密閉容
器）

台所用密閉容器

鍋・やかん 鍋・やかん なべ 鍋・やかん（鍋） なべ

鍋・やかん 鍋・やかん フライパン 鍋・やかん（フライパン） フライパン

他の台所用品 その他の台所用品 たわし
その他の台所用品（スポンジたわ
し）

たわし

電球・ランプ 電球・ランプ 照明ランプ 電球・ランプ（照明ランプ） 照明ランプ

他の家事雑貨 その他の家事雑貨 マット その他の家事雑貨（マット） マット

他の家事雑貨 その他の家事雑貨 物干し用ハンガー
その他の家事雑貨（物干し用ハン
ガー）

物干し用ハンガー
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

台所・住居用洗
剤

台所・住居用洗剤 台所用洗剤 台所・住居用洗剤（台所用洗剤） 台所用洗剤

ポリ袋・ラップ ポリ袋・ラップ ラップ ポリ袋・ラップ（ラップ） ラップ

ポリ袋・ラップ ポリ袋・ラップ ポリ袋 ポリ袋・ラップ（ポリ袋） ポリ袋

殺虫・防虫剤 殺虫・防虫剤 殺虫剤 殺虫・防虫剤（殺虫剤） 殺虫剤

殺虫・防虫剤 殺虫・防虫剤 防虫剤 殺虫・防虫剤（防虫剤） 防虫剤

芳香・消臭剤 芳香・消臭剤 芳香消臭剤 芳香・消臭剤（芳香消臭剤） 芳香消臭剤

他の家事用消耗
品

その他の家事用消耗品 キッチンペーパー
その他の家事用消耗品（キッチン
ペーパー）

キッチンペーパー

清掃代 清掃代（リサイクル料金を除く。） 清掃代 清掃代（浄化槽清掃代） 清掃代

清掃代 清掃代（リサイクル料金） リサイクル料金 清掃代（リサイクル料金） リサイクル料金

家具・家事用品
関連サービス

家具・家事用品関連サービス モップレンタル料
家具・家事用品関連サービス（モッ
プレンタル料）

モップレンタル料

婦人用着物 婦人用着物 振袖 婦人用着物（振袖） 振袖

婦人用帯 婦人用帯 袋帯 婦人用帯（袋帯） 袋帯

男子用上着 男子用上着 男子上着 男子用上着 男子上着

男子用ズボン 男子用ズボン 男子ズボン 男子用ズボン（夏物）
男子用ズボン（春夏
物）

男子用ズボン 男子用ズボン 男子ズボン 男子用ズボン（秋冬物）
男子用ズボン（秋冬
物）

男子用ズボン 男子用ズボン 男子ズボン 男子用ズボン（ブルージーンズ）
男子用ズボン（ジー
ンズ）

男子用コート 男子用コート 男子コート 男子用コート 男子コート

男子用学校制服 男子用学校制服 男子学生服 男子用学校制服 男子学生服

婦人服 婦人服 ワンピース 婦人服（ワンピース(春夏物)）
ワンピース（春夏
物）

婦人服 婦人服 ワンピース 婦人服（ワンピース(秋冬物)）
ワンピース（秋冬
物）

婦人服 婦人服 婦人スーツ
婦人服（婦人スーツ(春夏物,普
通)）

婦人用スーツ（春夏
物，普通品）

婦人服 婦人服 婦人スーツ
婦人服（婦人スーツ(秋冬物,普
通)）

婦人用スーツ（秋冬
物，普通品）

婦人服 婦人服 婦人スーツ
婦人服（婦人スーツ(春夏物,中
級)）

婦人用スーツ（春夏
物，中級品）

婦人服 婦人服 婦人スーツ
婦人服（婦人スーツ(秋冬物,中
級)）

婦人用スーツ（秋冬
物，中級品）

婦人用スラック
ス

婦人用スラックス 婦人スラックス 婦人用スラックス(秋冬物)
婦人用スラックス
（秋冬物）

婦人用スラック
ス

婦人用スラックス 婦人スラックス
婦人用スラックス（ブルージーン
ズ）

婦人用スラックス
（ジーンズ）

婦人用コート 婦人用コート 婦人オーバー 婦人用コート（婦人オーバー） 婦人オーバー

婦人用上着 婦人用上着 婦人ブレザー 婦人用上着（婦人ブレザー） 婦人ブレザー

女子用学校制服 女子用学校制服 女子学生服 女子用学校制服 女子学生服

子供服 子供服 男児ズボン 子供服（男児ズボン） 男児ズボン

子供服 子供服 女児スカート 子供服（女児スカート） 女児スカート
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

他の男子用シャ
ツ

その他の男子用シャツ スポーツシャツ
その他の男子用シャツ（スポーツ
シャツ（長袖））

男子用スポーツシャ
ツ（長袖）

他の男子用シャ
ツ

その他の男子用シャツ スポーツシャツ
その他の男子用シャツ（スポーツ
シャツ（半袖））

男子用スポーツシャ
ツ（半袖）

男子用セーター 男子用セーター 男子セーター 男子用セーター 男子セーター

ブラウス ブラウス 婦人ブラウス ブラウス（長袖） ブラウス（長袖）

ブラウス ブラウス 婦人ブラウス ブラウス（半袖） ブラウス（半袖）

他の婦人用シャ
ツ

その他の婦人用シャツ 婦人Ｔシャツ
その他の婦人用シャツ（婦人Ｔシャ
ツ（長袖又は七分袖））

婦人用Ｔシャツ（長
袖）

他の婦人用シャ
ツ

その他の婦人用シャツ 婦人Ｔシャツ
その他の婦人用シャツ（婦人Ｔシャ
ツ（半袖））

婦人用Ｔシャツ（半
袖）

婦人用セーター 婦人用セーター 婦人セーター 婦人用セーター（長袖又は七分袖）
婦人用セーター（長
袖）

婦人用セーター 婦人用セーター 婦人セーター 婦人用セーター（半袖）
婦人用セーター（半
袖）

子供用シャツ 子供用シャツ・セーター 子供Ｔシャツ
子供用シャツ・セーター（子供Ｔ
シャツ(長袖)）

子供用Ｔシャツ（長
袖）

子供用シャツ 子供用シャツ・セーター 子供Ｔシャツ
子供用シャツ・セーター（子供Ｔ
シャツ(半袖)）

子供用Ｔシャツ（半
袖）

子供用セーター - 【該当なし】 【該当なし】

男子用下着 男子用下着 男子シャツ 男子用下着（男子シャツ(半袖)） 男子シャツ

男子用下着 男子用下着 男子パンツ 男子用下着（男子パンツ） 男子パンツ

男子用寝巻き 男子用寝巻き 男子パジャマ 男子用寝巻き（男子パジャマ） 男子パジャマ

婦人用ファン
デーション

婦人用ファンデーション ブラジャー
婦人用ファンデーション（ブラ
ジャー）

ブラジャー

他の婦人用下着 その他の婦人用下着 婦人ショーツ
その他の婦人用下着（婦人ショー
ツ）

婦人ショーツ

他の婦人用下着 その他の婦人用下着 ランジェリー
その他の婦人用下着（ランジェ
リー）

ランジェリー

子供用下着 子供用下着・寝巻き 子供シャツ 子供用下着・寝巻き（子供シャツ） 子供シャツ

子供用寝巻き - 【該当なし】 【該当なし】

マフラー・ス
カーフ

マフラー・スカーフ マフラー マフラー・スカーフ（マフラー） マフラー

男子用靴下 男子用靴下 男子靴下 男子用靴下 男子靴下

婦人用ストッキ
ング

婦人用ストッキング パンティストッキング
婦人用ストッキング（パンティス
トッキング）

パンティストッキン
グ

婦人用ソックス 婦人用ソックス 婦人ソックス 婦人用ソックス 婦人ソックス

他の被服のその
他

その他の被服 ベルト その他の被服（ベルト） ベルト

サンダル サンダル 婦人サンダル サンダル 婦人サンダル

他の履物 その他の履物 スリッパ その他の履物（スリッパ） スリッパ

他の被服関連
サービス

被服・履物修理代 靴修理代 被服・履物修理代（靴修理代） 靴修理代

栄養剤 栄養剤 ビタミン剤
栄養剤（医薬品，ビタミン剤（ビタ
ミン含有保健剤））

ビタミン剤Ａ

栄養剤 栄養剤 ビタミン剤
栄養剤（医薬品，ビタミン剤（ビタ
ミン主薬製剤））

ビタミン剤Ｂ

栄養剤 栄養剤 ドリンク剤 栄養剤（医薬部外品，ドリンク剤） ドリンク剤

外傷・皮膚病薬 外傷・皮膚病薬 皮膚病薬 外傷・皮膚病薬（皮膚病薬） 皮膚病薬
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

他の外用薬 その他の外用薬 はり薬 その他の外用薬（はり薬） はり薬

他の外用薬 その他の外用薬 目薬 その他の外用薬（目薬） 目薬

他の医薬品 その他の医薬品 鼻炎薬 その他の医薬品（鼻炎薬） 鼻炎薬

他の医薬品 その他の医薬品 漢方薬 その他の医薬品（漢方薬） 漢方薬

健康保持用摂取
品

健康保持用摂取品 サプリメント
健康保持用摂取品（サプリメント
（マルチビタミン））

健康保持用摂取品Ａ

健康保持用摂取
品

健康保持用摂取品 サプリメント
健康保持用摂取品（サプリメント
（青汁））

健康保持用摂取品Ｂ

保健用消耗品 保健用消耗品 浴用剤 保健用消耗品（入浴剤） 浴用剤

保健用消耗品 保健用消耗品 生理用ナプキン 保健用消耗品（生理用ナプキン） 生理用ナプキン

保健用消耗品 保健用消耗品 コンタクトレンズ用剤
保健用消耗品（コンタクトレンズ用
剤）

コンタクトレンズ用
剤

保健用消耗品 保健用消耗品 マスク 保健用消耗品（マスク） マスク

他の保健医療用
品・器具

その他の保健医療用品・器具 血圧計
その他の保健医療用品・器具（血圧
計）

血圧計

他の保健医療用
品・器具

その他の保健医療用品・器具 補聴器
その他の保健医療用品・器具（補聴
器）

補聴器

他の保健医療用
品・器具

その他の保健医療用品・器具 サポーター
その他の保健医療用品・器具（サ
ポーター）

サポーター

医科診療代 診療代（国民健康保険） 診察料（国民健康保険） 診療代（国民健康保険） 診療代

診療代（国民健康保険によるものを
除く。）

診察料（国民健康保険によるものを
除く。）

診療代（健康保健）

医科診療代
診療代（国民健康保険によるものを
除く。）

診察料（国民健康保険によるものを除く。） 診療代（後期高齢医療制度）

マッサージ料金
等(診療外)

マッサージ料金等 マッサージ料金
マッサージ料金等（マッサージ料
金）

マッサージ料金

出産入院料 出産入院料 入院費 出産入院料 入院費

人間ドック等受
診料

人間ドック等受診料 人間ドック受診料
人間ドック等受診料（人間ドック受
診料）

人間ドック受診料

他の保健医療
サービス

その他の保健医療サービス 予防接種料
その他の保健医療サービス（予防接
種料）

予防接種料
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

鉄道通学定期代 鉄道通学定期代 鉄道運賃
鉄道通学定期代（JR北海道,幹線,大
学,20km）

通学定期（ＪＲ）

鉄道通学定期代 鉄道通学定期代 鉄道運賃
鉄道通学定期代（JR東日本,幹線,大
学,20km）

鉄道通学定期代 鉄道通学定期代 鉄道運賃
鉄道通学定期代（JR東日本,特定区
間,大学,20km）

鉄道通学定期代 鉄道通学定期代 鉄道運賃
鉄道通学定期代（JR東海,幹線,大
学,20km）

鉄道通学定期代 鉄道通学定期代 鉄道運賃
鉄道通学定期代（JR西日本,幹線,大
学,20km）

鉄道通学定期代 鉄道通学定期代 鉄道運賃
鉄道通学定期代（JR西日本,特定区
間,大学,20km）

鉄道通学定期代（JR四国,幹線,大
学,20km）

鉄道通学定期代（JR九州,幹線,大
学,20km）

鉄道通学定期代（JR北海道,幹線,高
校,20km）

鉄道通学定期代（JR東日本,幹線,高
校,20km）

鉄道通学定期代（JR東日本,特定区
間,高校,20km）

鉄道通学定期代（JR東海,幹線,高
校,20km）

鉄道通学定期代（JR西日本,幹線,高
校,20km）

鉄道通学定期代（JR西日本,特定区
間,高校,20km）

鉄道通学定期代（JR四国,幹線,高
校,20km）

鉄道通学定期代（JR九州,幹線,高
校,20km）

鉄道通学定期代 鉄道通学定期代 鉄道運賃 鉄道通学定期代（JR以外,11km）
通学定期（ＪＲ以
外）

鉄道通勤定期代 鉄道通勤定期代 鉄道運賃
鉄道通勤定期代（JR北海道,幹
線,20km）

通勤定期（ＪＲ）

鉄道通勤定期代 鉄道通勤定期代 鉄道運賃
鉄道通勤定期代（JR東日本,幹
線,20km）

鉄道通勤定期代 鉄道通勤定期代 鉄道運賃
鉄道通勤定期代（JR東日本,特定区
間,20km）

鉄道通勤定期代（JR東海,幹
線,20km）

鉄道通勤定期代（JR西日本,幹
線,20km）

鉄道通勤定期代（JR西日本,特定区
間,20km）

鉄道通勤定期代（JR四国,幹
線,20km）

鉄道通勤定期代（JR九州,幹
線,20km）

鉄道通勤定期代 鉄道通勤定期代 鉄道運賃
鉄道通勤定期代（JR以外,通勤定
期,11km）

通勤定期（ＪＲ以
外）
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

有料道路料 有料道路料 高速自動車道路料金
有料道路料（高速自動車道路料金
（札幌南～三笠））

高速自動車国道料金

有料道路料（高速自動車道路料金
（小樽～江別西））

有料道路料（高速自動車道路料金
（調布～上野原））

有料道路料（高速自動車道路料金
（大泉～三郷南））

有料道路料（高速自動車道路料金
（松河戸～桑名））

有料道路料（高速自動車道路料金
（天理～堺））

有料道路料（高速自動車道路料金
（松原～宝塚））

有料道路料 有料道路料 高速自動車道路料金
有料道路料（高速自動車道路料金
（長原～泉南））

有料道路料 有料道路料 高速自動車道路料金
有料道路料（高速自動車道路料金
（高井戸～三郷））

都市高速道路料金

有料道路料 有料道路料 高速自動車道路料金
有料道路料（高速自動車道路料金
（四日市東～高針））

高速自動車道路料金

有料道路料（高速自動車道路料金
（一宮～東海））

有料道路料（高速自動車道路料金
（長田～妙法寺））

有料道路料（高速自動車道路料金
（東雲～河内））

有料道路料 有料道路料 高速自動車道路料金
有料道路料（高速自動車道路料金
（福岡～福重））

高速自動車道路料金

有料道路料 有料道路料 高速自動車道路料金
有料道路料（高速自動車道路料金
（春日～若宮））

高速自動車道路料金

自動車購入 自動車等 乗用車 自動車等（軽乗用車） 軽乗用車

自動車購入 自動車等 乗用車
自動車等（小型乗用車，1.50L以
下）

小型乗用車Ａ

自動車購入  自動車等  乗用車 自動車等（小型乗用車，1.50L超） -

自動車購入 自動車等 乗用車 自動車等（小型乗用車，輸入品） 小型乗用車Ｂ

自動車購入 自動車等 乗用車 自動車等（普通乗用車） 普通乗用車Ａ

自動車購入 自動車等 乗用車 自動車等（普通乗用車，輸入品） 普通乗用車Ｂ

ガソリン 自動車燃料 自動車ガソリン 自動車燃料（レギュラーガソリン） 自動車ガソリン

自動車等部品 自動車等部品 自動車タイヤ 自動車等部品（自動車タイヤ） 自動車タイヤ

自動車等部品 自動車等部品 自動車バッテリー 自動車等部品（自動車バッテリー） 自動車バッテリー

自動車等関連用
品

自動車等関連用品 カーナビゲーション
自動車等関連用品（カーナビゲー
ション）

カーナビゲーション

自動車整備費 自動車等整備費 自動車整備費 自動車等整備費（定期点検）
自動車整備費（定期
点検）

自動車整備費 自動車等整備費 自動車整備費 自動車等整備費（パンク修理）
自動車整備費（パン
ク修理）

自動車整備費 自動車等整備費 自動車オイル交換料
自動車等整備費（自動車オイル交換
料）

自動車オイル交換料

年極・月極駐車
場借料

年極・月極駐車場借料 車庫借料
年極・月極駐車場借料（月極駐車
場）

車庫借料

他の駐車場借料 その他の駐車場借料 駐車料金
その他の駐車場借料（時間貸し駐車
場）

駐車料金
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

レンタカー・
カーシェアリン
グ料金

レンタカー・カーシェアリング料金 レンタカー料金
レンタカー・カーシェアリング料金
（レンタカー料金（本州，四国，九
州））

レンタカー料金

レンタカー・カーシェア
リング料金 レンタカー・カーシェアリング料金 レンタカー料金

レンタカー・カーシェアリング料金
（レンタカー料金（北海道））

レンタカー料金

レンタカー・カーシェアリング料金 レンタカー料金
レンタカー・カーシェアリング料金
（レンタカー料金（沖縄））

他の自動車等関
連サービス

その他の自動車等関連サービス（自
動車免許手数料及びロードサービス
を除く。）

洗車代
その他の自動車等関連サービス（洗
車代）

洗車代

他の自動車等関
連サービス

その他の自動車等関連サービス（自
動車免許手数料）

自動車免許手数料
その他の自動車等関連サービス（自
動車免許手数料）

自動車免許手数料

他の自動車等関
連サービス

その他の自動車等関連サービス
（ロードサービス）

ロードサービス料
その他の自動車等関連サービス
（ロードサービス（バッテリートラ
ブル））

ロードサービス料

その他の自動車等関連サービス
（ロードサービス）

ロードサービス料
その他の自動車等関連サービス
（ロードサービス（パンク交換））

郵便料 郵便料 信書送達料 郵便料（はがき） はがき

郵便料 郵便料 信書送達料 郵便料（封書） 封書

固定電話通信料 通信料 通話料 通信料（固定，区域内通話料） 通信料（固定電話）

固定電話通信料 通信料 通話料 通信料（固定，回線使用料）

固定電話通信料 通信料 通話料 通信料（固定，配線使用料）

固定電話通信料 通信料 通話料 通信料（IP電話料，月額基本料）

固定電話通信料 通信料 通話料 通信料（IP電話料，通話料）

移動電話通信料 通信料 通話料 通信料（携帯，基本料金） 通信料（携帯電話）

移動電話通信料 通信料 通話料 通信料（携帯，通話料） 通話料

移動電話通信料 通信料 通話料 通信料（携帯，パケット通信料） 通話料

他の通信機器 その他の通信機器 電話機 その他の通信機器（固定電話機） 電話機
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

国公立小学校 授業料等 ＰＴＡ会費 授業料等（ＰＴＡ会費(小学校)）
ＰＴＡ会費（小学
校）

国公立中学校 授業料等 ＰＴＡ会費 授業料等（ＰＴＡ会費(中学校)）
ＰＴＡ会費（中学
校）

私立中学校 授業料等 中学校授業料
授業料等（中学校授業料(私立,授業
料)）

中学校授業料

私立中学校 授業料等 中学校授業料
授業料等（中学校授業料(私立,入学
金)）

中学校授業料

国公立高校 授業料等 高等学校授業料
授業料等（高等学校授業料(公立,普
通,授業料)）

高等学校授業料（公
立）

国公立高校 授業料等 高等学校授業料
授業料等（高等学校授業料(公立,普
通,入学金)）

私立高校 授業料等 高等学校授業料
授業料等（高等学校授業料(私立,普
通,授業料)）

高等学校授業料（私
立）

私立高校 授業料等 高等学校授業料
授業料等（高等学校授業料(私立,普
通,入学金)）

私立高校 授業料等 高等学校授業料
授業料等（高等学校授業料(私立,商
業,授業料)）

私立高校 授業料等 高等学校授業料
授業料等（高等学校授業料(私立,商
業,入学金)）

私立高校 授業料等 高等学校授業料
授業料等（高等学校授業料(私立,工
業,授業料)）

私立高校 授業料等 高等学校授業料
授業料等（高等学校授業料(私立,工
業,入学金)）

国公立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(国立,法文経
系,授業料)）

大学授業料（国立）

国公立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(国立,法文経
系,入学金)）

国公立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(国立,理工
系,授業料)）

国公立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(国立,理工
系,入学金)）

国公立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(公立,法文経
系,授業料)）

国公立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(公立,法文経
系,入学金)）

国公立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(公立,理工
系,授業料)）

国公立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(公立,理工
系,入学金)）

私立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(私立,法文経
系,授業料)）

大学授業料（私立）

私立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(私立,法文経
系,入学金)）

私立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(私立,理工
系,授業料)）

私立大学 授業料等 大学授業料
授業料等（大学授業料(私立,理工
系,入学金)）

私立大学 授業料等 短期大学授業料
授業料等（短期大学授業料(私立,法
文経系,授業料)）

短期大学授業料（私
立）

私立大学 授業料等 短期大学授業料
授業料等（短期大学授業料(私立,法
文経系,入学金)）

私立大学 授業料等 短期大学授業料
授業料等（短期大学授業料(私立,家
政系,授業料)）

私立大学 授業料等 短期大学授業料
授業料等（短期大学授業料(私立,家
政系,入学金)）

専修学校 授業料等 専門学校授業料
授業料等（専修学校授業料(私立,授
業料)）

専門学校授業料

専修学校 授業料等 専門学校授業料
授業料等（専修学校授業料(私立,入
学金)）

専門学校授業料
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家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

幼児教育費用 幼児教育費用 幼稚園保育料
幼児教育費用（幼稚園保育料(公立,
保育料,４歳児)）

幼稚園保育料（公
立）

幼児教育費用（幼稚園保育料(公立,
保育料,５歳児)）

幼児教育費用 幼児教育費用 幼稚園保育料
幼児教育費用（幼稚園保育料(公立,
入園料)）

幼児教育費用 幼児教育費用 幼稚園保育料
幼児教育費用（幼稚園保育料(私立,
保育料,３歳児)）

幼稚園保育料（私
立）

幼児教育費用（幼稚園保育料(私立,
保育料,４歳児)）

幼児教育費用（幼稚園保育料(私立,
保育料,５歳児)）

幼児教育費用 幼児教育費用 幼稚園保育料
幼児教育費用（幼稚園保育料(私立,
入園料)）

幼稚園保育料

学習参考教材 学習参考教材 学習参考書 学習参考教材（学習参考書(英語)） 学習参考書

学習参考教材 学習参考教材 学習参考書 学習参考教材（学習参考書(国語)） 学習参考書

学習参考教材 学習参考教材 学習参考書 学習参考教材（学習参考書(数学)） 学習参考書

幼児・小学校補
習教育

幼児・小学校補習教育 月謝（学習塾） 幼児・小学校補習教育（小学校） 補習教育（小学校）

中学校補習教育 中学校補習教育 月謝（学習塾） 中学校補習教育（中学校） 補習教育（中学校）

高校補習教育・
予備校

高校補習教育・予備校 予備校授業料 高校補習教育・予備校（予備校） 予備校授業料

携帯型音楽・映
像用機器

携帯型音楽・映像用機器 携帯型オーディオプレーヤー
携帯型音楽・映像用機器（携帯型
オーディオプレーヤー）

携帯型オーディオプ
レーヤー

ビデオレコーダー・プ
レーヤー ビデオレコーダー・プレーヤー ビデオレコーダー

ビデオレコーダー・プレーヤー（ビ
デオレコーダー）

ビデオレコーダー

楽器 楽器 ピアノ 楽器（ピアノ） ピアノ

書斎・学習用
机・椅子

書斎・学習用机・椅子 学習机 書斎・学習用机・椅子（学習机） 学習机

他の教養娯楽用
耐久財

その他の教養娯楽用耐久財 電子辞書
その他の教養娯楽用耐久財（電子辞
書）

電子辞書

筆記・絵画用具 筆記・絵画用具 ボールペン 筆記・絵画用具（ボールペン） ボールペン

ノート・紙製品 ノート・紙製品 ノートブック ノート・紙製品（ノートブック） ノートブック

他の学習用文房
具

その他の文房具 はさみ その他の文房具（はさみ） はさみ

ゴルフ用具 ゴルフ用具 ゴルフクラブ ゴルフ用具（ゴルフクラブ） ゴルフクラブ

他の運動用具 その他の運動用具 グローブ その他の運動用具（グローブ） グローブ

他の運動用具 その他の運動用具 テニスラケット
その他の運動用具（テニスラケッ
ト）

テニスラケット

他の運動用具 その他の運動用具 釣ざお その他の運動用具（釣ざお） 釣ざお

他の運動用具 その他の運動用具 競技用靴 その他の運動用具（競技用靴） 競技用靴

スポーツ用品 スポーツ用品 トレーニングパンツ
スポーツ用品（トレーニングパン
ツ）

トレーニングパンツ

スポーツ用品 スポーツ用品 水着 スポーツ用品（水着） 水着

ゲームソフト等 ゲームソフト等 ゲームソフト ゲームソフト等（ゲームソフト） ゲームソフト

他の玩具 その他の玩具 人形 その他の玩具（人形） 人形

他の玩具 その他の玩具 がん具自動車 その他の玩具（玩具自動車） がん具自動車

他の玩具 その他の玩具 組立がん具 その他の玩具（組立玩具） 組立がん具
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家計品目
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（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

音楽・映像用未
使用メディア

音楽・映像用未使用メディア 記録型ディスク
音楽・映像用未使用メディア（記録
型ディスク）

記録型ディスク

音楽・映像用未
使用メディア

音楽・映像用未使用メディア メモリーカード
音楽・映像用未使用メディア（メモ
リーカード）

メモリーカード

音楽・映像収録
済メディア

音楽・映像収録済メディア（音楽） コンパクトディスク
音楽・映像収録済メディア（音楽）
（コンパクトディスク）

コンパクトディスク

音楽・映像収録
済メディア

音楽・映像収録済メディア（音楽を
除く。）

ビデオソフト
音楽・映像収録済メディア（ビデオ
ソフト）

ビデオソフト

他の愛玩動物・
同用品

その他の愛玩動物・同用品 ペットトイレ用品
その他の愛玩動物・同用品（ペット
トイレ用品）

ペットトイレ用品

園芸用植物 園芸用植物 鉢植え 園芸用植物（鉢植え） 鉢植え

園芸用品 園芸用品 園芸用肥料 園芸用品（園芸用肥料） 園芸用肥料

園芸用品 園芸用品 園芸用土 園芸用品（園芸用土） 園芸用土

電池 電池 乾電池 電池（乾電池） 乾電池

他の教養娯楽用
品のその他

その他の教養娯楽用品 プリンタ用インク
その他の教養娯楽用品（プリンタ用
インク）

プリンタ用インク

動物病院代 動物病院代 獣医代 動物病院代（獣医代） 獣医代

他の愛玩動物関
連サービス

その他の愛玩動物関連サービス ペット美容院代
その他の愛玩動物関連サービス
（ペット美容院代）

ペット美容院代

雑誌（週刊誌を
含む）

雑誌・週刊誌 月刊誌 雑誌・週刊誌（月刊誌） 月刊誌

雑誌（週刊誌を
含む）

雑誌・週刊誌 週刊誌 雑誌・週刊誌（週刊誌） 週刊誌

書籍 書籍 辞書 書籍（辞書） 辞書

書籍 書籍 単行本 書籍（単行本(岩波新書)） 単行本Ａ

書籍 書籍 単行本 書籍（単行本(新潮文庫)） 単行本Ｂ

外国パック旅行
費

パック旅行費 外国パック旅行費
パック旅行費（外国パック旅行費
(ソウル)）

外国パック旅行費

パック旅行費（外国パック旅行費
(北京)）

外国パック旅行
費

パック旅行費 外国パック旅行費
パック旅行費（外国パック旅行費
(ロサンゼルス)）

外国パック旅行費

外国パック旅行
費

パック旅行費 外国パック旅行費
パック旅行費（外国パック旅行費
(ホノルル)）

外国パック旅行費

外国パック旅行
費

パック旅行費 外国パック旅行費
パック旅行費（外国パック旅行費
(パリ)）

外国パック旅行費

外国パック旅行
費

パック旅行費 外国パック旅行費
パック旅行費（外国パック旅行費
(シドニー)）

外国パック旅行費

語学月謝 語学講習料 月謝（学習塾に係るものを除く。） 語学講習料（英会話） 講習料（英会話）

他の教育的月謝 その他の教育的講習料 月謝（学習塾に係るものを除く。） その他の教育的講習料（書道） 講習料（書道）

音楽月謝 音楽講習料 月謝（学習塾に係るものを除く。） 音楽講習料（ピアノ） 講習料（音楽）

他の教養的月謝 その他の教養的講習料 月謝（学習塾に係るものを除く。） その他の教養的講習料（ダンス） 講習料（ダンス）

スポーツ月謝 スポーツ講習料 月謝（学習塾に係るものを除く。） スポーツ講習料（水泳） 講習料（水泳）

家事月謝 家事講習料 月謝（学習塾に係るものを除く。） 家事講習料（料理） 講習料（料理）

ＮＨＫ放送受信
料

ＮＨＫ放送受信料 放送受信料 ＮＨＫ放送受信料（口座振替等） 放送受信料

ＮＨＫ放送受信
料

ＮＨＫ放送受信料 放送受信料
ＮＨＫ放送受信料（口座振替等，沖
縄）

放送受信料

ＮＨＫ放送受信
料

ＮＨＫ放送受信料 放送受信料
ＮＨＫ放送受信料（BS放送，口座振
替等）

放送受信料

ＮＨＫ放送受信
料

ＮＨＫ放送受信料 放送受信料
ＮＨＫ放送受信料（BS放送，口座振
替等，沖縄）

放送受信料
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ケーブルテレビ
放送受信料

ケーブルテレビ受信料 ケーブルテレビ利用料 ケーブルテレビ受信料
ケーブルテレビ利用
料

他の放送受信料 その他の受信料 放送受信料
その他の受信料（CS及びBS放送，基
本料金）

放送受信料

他の受信料 その他の受信料 放送受信料
その他の受信料（CS及びBS放送，
パック料金）

放送受信料

映画・演劇等入
場料

映画・演劇等入場料 映画観覧料 映画・演劇等入場料（映画観覧料） 映画観覧料

映画・演劇等入
場料

映画・演劇等入場料 演劇観覧料 映画・演劇等入場料（演劇観覧料） 演劇観覧料

スポーツ観覧料 スポーツ観覧料 サッカー観覧料 スポーツ観覧料（サッカー観覧料） サッカー観覧料

スポーツ観覧料 スポーツ観覧料 プロ野球観覧料 スポーツ観覧料（プロ野球観覧料） プロ野球観覧料

スポーツクラブ
使用料

スポーツクラブ使用料 フィットネスクラブ使用料
スポーツクラブ使用料（フィットネ
スクラブ使用料）

フィットネスクラブ
使用料

他のスポーツ施
設使用料

その他のスポーツ施設使用料（ゴル
フを除く。）

プール使用料
その他のスポーツ施設使用料（プー
ル使用料）

プール使用料

他のスポーツ施
設使用料

その他のスポーツ施設使用料（ゴル
フを除く。）

ボウリングゲーム代
その他のスポーツ施設使用料（ボウ
リングゲーム代）

ボウリングゲーム代

他のスポーツ施
設使用料

その他のスポーツ施設使用料（ゴル
フ）

ゴルフ練習料金
その他のスポーツ施設使用料（ゴル
フ練習料金，150個）

ゴルフ練習料金

文化施設入場料 文化施設入場料（公立） 美術館入館料（公立）
文化施設入場料（美術館入館料(公
立,常設展)）

美術館入館料

文化施設入場料 文化施設入場料（独立行政法人） 美術館入館料（独立行政法人）
文化施設入場料（美術館入館料(独
法,常設展)）

遊園地入場・乗
物代

遊園地入場・乗物代 遊園地入園料
遊園地入場・乗物代（遊園地入園料
（大人））

遊園地入園料

他の入場・ゲー
ム代

その他の入場・ゲーム代（特殊法人
を除く。）

カラオケルーム使用料
その他の入場・ゲーム代（カラオケ
ルーム使用料）

カラオケルーム使用
料

写真撮影・プリ
ント代

写真撮影・プリント代 写真プリント代
写真撮影・プリント代（写真プリン
ト代）

写真プリント代

教養娯楽賃借料 教養娯楽賃借料 ビデオソフトレンタル料
教養娯楽賃借料（ビデオソフトレン
タル料）

ビデオソフトレンタ
ル料

他の教養娯楽サービスの
その他 その他の教養娯楽サービス コンテンツ利用料

その他の教養娯楽サービス（ウェブ
コンテンツ利用料）

コンテンツ利用料

温泉・銭湯入浴
料

温泉・銭湯入浴料 入浴料
温泉・銭湯入浴料（入浴料（物価統
制令適用外））

入浴料

カット代 カット代 ヘアーカット代 カット代（ヘアーカット代） ヘアーカット代

他の理美容代 その他の理美容代 ヘアカラーリング代
その他の理美容代（ヘアカラーリン
グ代）

ヘアカラーリング代

他の理美容代 その他の理美容代 エステティック料金
その他の理美容代（エステティック
料金）

エステティック料金

理美容用電気器
具

理美容用電気器具 電気かみそり 理美容用電気器具（電気かみそり） 電気かみそり

浴用・洗顔石け
ん

浴用・洗顔石けん 化粧石けん 浴用・洗顔石けん（化粧石けん） 化粧石けん

浴用・洗顔石け
ん

浴用・洗顔石けん ボディーソープ
浴用・洗顔石けん（ボディーソー
プ）

ボディーソープ

浴用・洗顔石け
ん

浴用・洗顔石けん 洗顔料 浴用・洗顔石けん（洗顔料） 洗顔料

ヘアリンス・ヘ
アトリートメン
ト

ヘアコンディショナー・ヘアトリー
トメント

ヘアコンディショナー
ヘアコンディショナー・ヘアトリー
トメント（ヘアコンディショナー）

ヘアコンディショ
ナー

整髪・養毛剤 整髪・養毛剤 整髪料 整髪・養毛剤（整髪料） 整髪料

整髪・養毛剤 整髪・養毛剤 ヘアートニック 整髪・養毛剤（ヘアートニック） ヘアートニック

化粧クリーム 化粧クリーム（カウンセリング） クリーム（カウンセリング） 化粧クリーム（カウンセリング）
クリーム（カウンセ
リング）

化粧クリーム
化粧クリーム（カウンセリングを除
く。）

クリーム 化粧クリーム（セルフ） クリーム
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家計調査

家計品目
品目名の変更案

（今回提示している変更案）
現行の調査計画上の品目 価格の集計項目 CPIの集計項目※

小売物価統計調査

化粧水 化粧水（カウンセリング） 化粧水（カウンセリング） 化粧水（カウンセリング）
化粧水（カウンセリ
ング）

化粧水 化粧水（カウンセリングを除く。） 化粧水 化粧水（セルフ） 化粧水

乳液 乳液（カウンセリング） 乳液（カウンセリング） 乳液（カウンセリング）
乳液（カウンセリン
グ）

乳液 乳液（カウンセリングを除く。） 乳液 乳液（セルフ） 乳液

ファンデーショ
ン

ファンデーション（カウンセリン
グ）

ファンデーション（カウンセリン
グ）

ファンデーション（カウンセリン
グ）

ファンデーション
（カウンセリング）

ファンデーショ
ン

ファンデーション（カウンセリング
を除く。）

ファンデーション ファンデーション（セルフ） ファンデーション

口紅 口紅（カウンセリング） 口紅（カウンセリング） 口紅（カウンセリング）
口紅（カウンセリン
グ）

口紅 口紅（カウンセリングを除く。） 口紅 口紅（セルフ） 口紅

ヘアカラーリン
グ剤

ヘアカラーリング剤 ヘアカラー ヘアカラーリング剤 ヘアカラー

傘 傘 男子洋傘 傘（男子洋傘） 男子洋傘

ハンドバッグ バッグ（輸入ブランド品を除く。） ハンドバッグ（輸入品を除く。） バッグ（輸入ブランド品を除く）
ハンドバッグ（輸入
品を除く。）

ハンドバッグ バッグ(輸入ブランド品) ハンドバッグ(輸入品) バッグ(輸入ブランド品)
ハンドバッグ(輸入
品)

装身具 装身具 指輪 装身具（指輪） 指輪

他の身の回り用
品

その他の身の回り用品 ハンカチーフ
その他の身の回り用品（ハンカチー
フ）

ハンカチーフ

他の非貯蓄型保
険料

非貯蓄型保険料 傷害保険料 非貯蓄型保険料（傷害保険料） 傷害保険料

保育費用 保育費用 保育所保育料 保育費用（保育所保育料） 保育所保育料

介護サービス 介護サービス 介護料 介護サービス（介護料） 介護料

他の諸雑費のそ
の他

その他の諸雑費（公的手数料） 印鑑証明手数料 その他の諸雑費（印鑑証明手数料） 印鑑証明手数料

他の諸雑費のそ
の他

その他の諸雑費（公的手数料） パスポート取得料
その他の諸雑費（パスポート取得
料）

パスポート取得料

他の諸雑費のそ
の他

その他の諸雑費（公的手数料を除
く。）

振込手数料 その他の諸雑費（振込手数料） 振込手数料

他の諸雑費のそ
の他

その他の諸雑費（公的手数料を除
く。）

警備料 その他の諸雑費（警備料） 警備料
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