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別添４ 

 
国勢調査集計事項 

 
 次の事項について，全国，都道府県，市区町村，町丁・字及びその他の地域別に集計す

る（詳細は別紙結果表表題一覧のとおり）。 
 
ア 人口及び世帯に関する総括的な事項 
イ 男女・年齢別の人口構成及び高齢者に関する事項 
ウ 配偶関係及び夫婦に関する事項 
エ 国籍及び外国人に関する事項 
オ 労働力状態に関する事項 
カ 就業時間に関する事項 
キ 従業上の地位に関する事項 
ク 産業構成に関する事項 
ケ 職業構成に関する事項 
コ 従業地・通学地による人口構成に関する事項 
サ 世帯の種類に関する事項 
シ 世帯構成及び家族構成・同居児に関する事項 
ス 住居の種類，住宅の所有の関係に関する事項 
セ 住宅の建て方・規模に関する事項 
ソ 旧市町村に関する事項 
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Ⅰ 速報集計

      （集計地域）

(1) 要計表による人口集計

第１表 男女別人口及び世帯数 全国，都道府県

第２表 男女別人口及び世帯数 都道府県，市町村

(2) 抽出速報集計（1％抽出集計）

[男女・年齢・配偶関係]

第１表 年齢（各歳），男女別人口，平均年齢及び年齢中位数（総数及び日本人） 全国

第２表 年齢（５歳階級），男女別人口，平均年齢及び年齢中位数（総数及び日本人） 都道府県，人口20万以上の市

第３表 配偶関係（４区分），年齢（各歳），男女別15歳以上人口（総数及び日本人） 全国，都道府県

[労働力状態・産業・職業・従業上の地位]

第４表 労働力状態（８区分），配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上人口

（雇用者－特掲） 全国

第５表 労働力状態（８区分），男女別15歳以上人口 都道府県

第６表 産業（大分類），従業上の地位（６区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数

（総数及び日本人） 全国

第７表 産業（小分類），従業上の地位（６区分），男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第８表 職業（大分類），従業上の地位（６区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数

（総数及び日本人） 全国

第９表 職業（小分類），従業上の地位（６区分），男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第10表 産業（大分類），職業（大分類），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数 全国

第11表 産業（大分類），職業（中分類），男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第12表 産業（小分類），職業（小分類）別15歳以上就業者数(総数及び雇用者） 全国

[就業時間]

第13表 就業時間（10区分），従業上の地位（６区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数，

平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 全国，都道府県

第14表 就業時間（10区分），産業（大分類），男女別15歳以上就業者数，

平均週間就業時間及び延べ週間就業時間（総数及び雇用者） 全国，都道府県

第15表 就業時間（10区分），職業（大分類），男女別15歳以上就業者数，

平均週間就業時間及び延べ週間就業時間（総数及び雇用者） 全国，都道府県

[家族類型・世帯人員]

第16表 世帯の家族類型（22区分）別一般世帯数，一般世帯人員及び親族人員

（３世代世帯及び６歳未満・18歳未満・65歳以上・75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯－特掲） 全国，都道府県

第17表 世帯の種類（２区分），世帯の家族類型（16区分），施設等の世帯の種類（６区分），

年齢（５歳階級），男女別世帯人員 全国

[世帯数・世帯人員]

第18表 世帯の種類（２区分），世帯人員（10区分）別一般世帯数，一般世帯人員，１世帯当たり人員，

施設等の世帯数及び施設等の世帯人員

（間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者－特掲） 全国，都道府県

[住居の状態]

第19表 住居の種類・住宅の所有の関係（７区分）別一般世帯数，一般世帯人員，１世帯当たり人員，

１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積 全国，都道府県

[従業・通学時の世帯の状況]

第20表 従業・通学時の世帯の状況（14区分），通勤・通学者数（５区分）別住宅に住む

一般世帯数及び就業・通学（４区分）別住宅に住む一般世帯人員 全国

第21表 従業・通学時の世帯の状況（14区分）別住宅に住む一般世帯数 都道府県

平成  年国勢調査結果表表題一覧別紙
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[従業地・通学地]

第22表 常住地又は従業地・通学地による男女別人口及び産業（大分類），男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第23表 常住地による従業・通学都道府県，男女別15歳以上自宅外就業者数及び

男女別15歳以上通学者数（15歳未満通学者を含む通学者数－特掲） 全国

第24表 従業地による産業（大分類），職業（大分類），男女別15歳以上就業者数 都道府県

Ⅱ 基本集計

(1) 第1次基本集計（全数集計）

[総人口・総世帯数]

第１表 人口，人口増減（平成12年～17年），面積及び人口密度 全国，都道府県，市町村

第２表 男女別人口及び世帯の種類（２区分）別世帯数 全国，都道府県

第３表 男女別人口及び世帯の種類（２区分）別世帯数 都道府県，市町村

[男女・年齢・配偶関係]

第４表 年齢（各歳），男女別人口，年齢別割合，平均年齢及び年齢中位数（総数及び日本人） 全国，都道府県，市町村

第５表 年齢（各歳），出生の月（４区分），男女別人口（総数及び日本人） 全国，都道府県，市町村

第６表 配偶関係（４区分），年齢（各歳），男女別15歳以上人口及び平均年齢（総数及び日本人） 全国，都道府県，市町村

[世帯数・世帯人員]

第７表 世帯の種類（２区分），世帯の家族類型（16区分），施設等の世帯の種類（６区分），

配偶関係（４区分），年齢（５歳階級），男女別世帯人員及び平均年齢（３世代世帯－特掲） 全国，都道府県

第８表 世帯人員（10区分）別一般世帯数，一般世帯人員及び１世帯当たり人員

（間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者－特掲） 全国，都道府県，市町村

第９表 世帯人員（２区分），配偶関係（４区分），年齢（各歳），男女別一般世帯人員（総数及び世帯主）　 全国，都道府県，市町村

[施設等の世帯の種類・世帯数・世帯人員]

第10表 施設等の世帯の種類（６区分），世帯人員（４区分）別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 全国，都道府県，市町村

第11表 配偶関係（４区分），年齢（各歳），男女別施設等の世帯人員 全国

[世帯の家族類型・世帯主との続き柄]

第12表 親族人員（７区分）別一般世帯数，一般世帯人員及び親族人員

（６歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第13表 世帯の家族類型（22区分）別一般世帯数，一般世帯人員，親族人員及び

１世帯当たり親族人員（６歳未満・18歳未満親族のいる一般世帯，

親族のみから成る一般世帯 及び３世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第14表 世帯の家族類型（16区分），親族人員（７区分）別一般世帯数

（３世代世帯並びに６歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満 

親族のいる一般世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第15表 世帯の家族類型（16区分），世帯人員（７区分），世帯主の年齢（５歳階級），

世帯主の男女別一般世帯数，一般世帯人員及び親族人員

（３世代世帯，間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者－特掲） 全国

第16表 世帯の家族類型（16区分），世帯主の配偶関係（４区分），世帯主の年齢（５歳階級），

世帯主の男女別一般世帯数，一般世帯人員及び親族人員

（３世代世帯，間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者－特掲） 全国，都道府県

第17表 世帯の家族類型（16区分），世帯主の年齢（５歳階級），世帯主の男女別一般世帯数，

一般世帯人員及び親族人員

（３世代世帯，間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者－特掲） 市町村

第18表 世帯主との続き柄（12区分），配偶関係（４区分），年齢（５歳階級），

男女別２人以上の一般世帯人員 全国，都道府県

第19表 世帯主との続き柄（12区分），年齢（５歳階級），男女別２人以上の一般世帯人員 人口20万以上の市

第20表 世帯主との続き柄（12区分），世帯の家族類型（15区分），年齢（５歳階級），

男女別２人以上の一般世帯人員（３世代世帯－特掲） 全国
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第21表 世帯の家族類型（16区分），配偶関係（３区分），年齢（各歳），男女別一般世帯人員

及び親族人員（３世代世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

[住居の状態]

第22表 住居の種類・住宅の所有の関係（７区分）別一般世帯数，一般世帯人員，１世帯当たり人員，

１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積 全国，都道府県，市町村

第23表 住宅の建て方（８区分），住宅の所有の関係（６区分）別住宅に住む一般世帯数，一般世帯人員，

１世帯当たり人員，１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積

（世帯が住んでいる階－特掲） 全国，都道府県，市町村

第24表 建物全体の階数（５区分），世帯が住んでいる階（５区分），世帯主の年齢（５歳階級），

世帯主の男女別共同住宅に住む一般世帯数 全国，都道府県

第25表 延べ面積（14区分），世帯人員（７区分），住宅の所有の関係（６区分）別住宅に住む一般世帯数，

一般世帯人員，１世帯当たり人員，１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積 全国，都道府県

第26表 延べ面積（14区分），住宅の所有の関係（５区分）別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員 市町村

第27表 住居の種類・住宅の所有の関係（７区分），世帯の家族類型（16区分），年齢（５歳階級），

男女別一般世帯人員（３世代世帯－特掲） 全国

第28表 住宅の建て方（８区分），年齢（５歳階級），男女別住宅に住む一般世帯人員

（世帯が住んでいる階－特掲） 全国，都道府県

第29表 延べ面積（14区分），住宅の建て方（７区分），住宅の所有の関係（５区分）別

住宅に住む主世帯数及び主世帯人員 全国，都道府県

第30表 延べ面積（14区分），住宅の建て方（６区分）別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員 人口20万以上の市

第31表 世帯の家族類型（16区分），住宅の所有の関係（６区分），

住宅の建て方（８区分）別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員

（３世代世帯及び世帯が住んでいる階－特掲） 全国，都道府県

第32表 世帯の家族類型（16区分），住宅の所有の関係（５区分）別

住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員（３世代世帯－特掲） 市町村

第33表 世帯の家族類型（16区分），住宅の所有の関係（６区分），世帯主の年齢（５歳階級），

世帯主の男女別住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員（３世代世帯－特掲） 全国，都道府県

第34表 世帯の家族類型（16区分），延べ面積（14区分）別住宅に住む主世帯数及び主世帯人員 全国，都道府県，

（３世代世帯－特掲） 人口20万以上の市

第35表 世帯の家族類型（16区分），１人当たり延べ面積（７区分）別住宅に住む一般世帯数

（３世代世帯－特掲） 全国，都道府県

[高齢親族の有無による世帯の類型]

第36表 高齢親族の有無による世帯の類型（17区分）別一般世帯数，一般世帯人員，親族人員，

65歳以上一般世帯人員及び65歳以上親族人員 全国，都道府県

[高齢親族のいる世帯]

第37表 親族人員（７区分）別65歳以上親族のいる一般世帯数，一般世帯人員

及び65歳以上親族人員 全国，都道府県，市町村

第38表 世帯の家族類型（22区分），65歳未満親族人員の有無，65歳以上親族人員（３区分）別

65歳以上親族のいる一般世帯数，一般世帯人員及び65歳以上親族人員

（３世代世帯及び75歳以上・85歳以上親族のいる一般世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第39表 親族人員（７区分），世帯主の年齢（５歳階級），世帯主の男女別

65歳以上親族のいる一般世帯数，一般世帯人員及び65歳以上親族人員 全国，都道府県

第40表 住居の種類・住宅の所有の関係（７区分）別65歳以上親族のいる一般世帯数，一般世帯人員，

65歳以上親族人員，１世帯当たり人員，１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積 全国，都道府県，市町村

第41表 世帯人員（７区分），住宅の所有の関係（６区分）別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 全国，都道府県，市町村

第42表 世帯人員（７区分），延べ面積（14区分），住宅の所有の関係（６区分）別

住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数，一般世帯人員，１世帯当たり人員，

１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積 全国

第43表 延べ面積（14区分），住宅の所有の関係（６区分）別住宅に住む65歳以上親族のいる一般世帯数 都道府県，市町村

第44表 住宅の建て方（８区分）別住宅に住む65歳以上親族のいる主世帯数，主世帯人員，

65歳以上親族人員，１世帯当たり人員，１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積

（世帯が住んでいる階－特掲） 全国，都道府県，市町村
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[高齢単身世帯]

第45表 年齢（５歳階級），男女別高齢単身者数 （60歳以上の単身者及び高齢者1人と

未婚の18歳未満の者から成る世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第46表 延べ面積（６区分），住宅の所有の関係（６区分），高齢単身者の男女別

住宅に住む高齢単身世帯数及び１人当たり延べ面積

（住宅に住む60歳以上の単身世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第47表 住宅の建て方（８区分），高齢単身者の男女別住宅に住む高齢単身主世帯数

及び１人当たり延べ面積 全国，都道府県，

（世帯が住んでいる階及び住宅に住む60歳以上の単身世帯－特掲） 人口20万以上の市

[高齢夫婦世帯]

第48表 夫の年齢（５歳階級），妻の年齢（５歳階級）別高齢夫婦世帯数

（妻が60歳未満及び高齢夫婦と未婚の18歳未満の者から成る世帯並びに夫が65歳未満－特掲） 全国，都道府県，市町村

第49表 延べ面積（６区分），住宅の所有の関係（６区分）別住宅に住む高齢夫婦世帯数 

及び１人当たり延べ面積（住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯，

住宅に住むいずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び住宅に住む

いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第50表 住宅の建て方（８区分）別住宅に住む高齢夫婦主世帯数及び１人当たり延べ面積

（住宅に住む夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯， 住宅に住むいずれかが65歳以上の  

夫婦のみの世帯及び住宅に住むいずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯 全国，都道府県，

並びに世帯が住んでいる階－特掲） 人口20万以上の市

[外国人]

第51表 国籍（11区分），男女別外国人数 全国，都道府県，市町村

第52表 国籍（11区分），年齢（５歳階級），男女別外国人数 全国，都道府県，人口20万以上の市

第53表 国籍（11区分），配偶関係（４区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上外国人数 全国

第54表 外国人のいる世帯の類型（４区分），世帯の家族類型（５区分），世帯主の国籍（12区分）別

外国人のいる一般世帯数，一般世帯人員，外国人人員及び外国人親族人員 全国

第55表 外国人のいる世帯の類型（４区分）・世帯主の国籍（12区分），世帯の家族類型（５区分）別

外国人のいる一般世帯数，一般世帯人員，外国人人員及び外国人親族人員 都道府県

第56表 外国人のいる世帯の類型（４区分），住居の種類・住宅の所有の関係（７区分）別

外国人のいる一般世帯数，一般世帯人員，１世帯当たり人員，１世帯当たり延べ面積

及び１人当たり延べ面積 全国，都道府県

第57表 夫の国籍（12区分），妻の国籍（12区分）別夫婦数 全国

(2)第２次基本集計（全数集計）

[労働力状態・産業・従業上の地位]

第１表 労働力状態（８区分），年齢（各歳），男女別15歳以上人口 全国，都道府県

第２表 労働力状態（８区分），配偶関係（４区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上人口

(総数及び日本人）（雇用者－特掲） 全国，都道府県，市町村

第３表 従業上の地位（７区分），就業の状態（４区分），配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），

男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第４表 産業（大分類），就業の状態（４区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第５表 産業（大分類），従業上の地位（７区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数

及び平均年齢（総数及び単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者） 全国，都道府県，市町村

第６表 産業（大分類），配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数及び平均年齢

(総数及び日本人）（雇用者－特掲） 全国，都道府県，市町村

[就業時間]

第７表 就業時間（14区分），就業の状態（４区分），配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），

男女別15歳以上就業者数，平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 全国，都道府県

第８表 就業時間（14区分），従業上の地位（７区分），産業（大分類），男女別15歳以上就業者数，

平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 全国，都道府県，市町村
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第９表 就業時間（14区分），従業上の地位（７区分），配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），

男女別15歳以上就業者数，平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 全国，都道府県

[世帯主との続き柄・労働力状態]

第10表 世帯人員（２区分），労働力状態（５区分）・従業上の地位（３区分），世帯主との続き柄（６区分），

配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上一般世帯人員 全国，都道府県

[世帯の家族類型・労働力状態]

第11表 世帯の種類（２区分），世帯の家族類型（16区分），就業・非就業，年齢（各歳），

男女別15歳以上世帯人員（高齢夫婦世帯及び３世代世帯－特掲） 全国，都道府県

[世帯の家族類型・子供]

第12表 世帯の家族類型（３区分），夫の年齢（５歳階級），子供の有無・数・年齢（121区分）別

夫婦のいる一般世帯数，一般世帯人員及び親族人員（３世代世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第13表 世帯の家族類型（３区分），妻の年齢（５歳階級），子供の有無・数・年齢（121区分）別

夫婦のいる一般世帯数，一般世帯人員及び親族人員（３世代世帯－特掲） 全国，都道府県

第14表 親の年齢（５歳階級），親の男女，子供の数・年齢（58区分）別

男親又は女親と子供の核家族世帯数，世帯人員及び親族人員 全国，都道府県

第15表 親との同居・非同居（４区分）,子供の年齢（各歳），子供の男女別子供の数

（母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる親族世帯数－特掲） 全国，都道府県

[夫婦の労働力状態・子供]

第16表 世帯の家族類型（３区分），子供の有無・年齢（22区分），夫婦の就業・非就業（４区分）別

夫婦のいる一般世帯数及び親族人員（雇用者及び夫婦のいる３世代世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第17表 世帯の家族類型（４区分），親の就業・非就業（４区分），子供の年齢（各歳），子供の男女別

子供の数（母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる親族世帯数－特掲） 全国，都道府県

[夫婦の年齢・労働力状態]

第18表 夫の年齢（各歳），妻の年齢（各歳）別夫婦数（総数及び日本人） 全国，都道府県，人口20万以上の市

第19表 夫の労働力状態（８区分），妻の労働力状態（８区分），夫の年齢（５歳階級）・

妻の年齢（５歳階級）別夫婦数（6歳未満の子供あり－特掲） 全国，都道府県

第20表 夫の労働力状態（５区分），夫の従業上の地位（７区分），妻の労働力状態（５区分），

妻の従業上の地位（７区分），夫の年齢（５歳階級）・妻の年齢（５歳階級）別夫婦数

（6歳未満の子供あり－特掲） 全国，都道府県

第21表 夫の労働力状態（３区分），夫の産業（大分類），妻の労働力状態（３区分），  

妻の産業（大分類）別夫婦数 全国，都道府県

[高齢単身世帯]

第22表 労働力状態（３区分），産業（大分類），年齢（５歳階級），男女別高齢単身者数

（60歳以上の単身者－特掲） 全国，都道府県

第23表 労働力状態（３区分），年齢（５歳階級），男女別高齢単身者数（60歳以上の単身者－特掲） 市町村

[高齢夫婦世帯]

第24表 夫婦の就業・非就業（４区分），夫の年齢（５歳階級），妻の年齢（５歳階級）別高齢夫婦世帯数

（いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

[住居の状態・労働力状態]

第25表 住宅の建て方（８区分），世帯主の男女，世帯主の年齢（５歳階級），世帯主の就業・非就業，

世帯主の従業上の地位（２区分）別住宅に住む一般世帯数（65歳以上親族のいる世帯，

高齢単身世帯，高齢夫婦世帯－特掲）及び住宅の建て方（８区分），就業・非就業，

従業上の地位（２区分），年齢（５歳階級），男女別住宅に住む一般世帯人員 全国，都道府県

[外国人の労働力状態・産業]

第26表 国籍（11区分），労働力状態（８区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上外国人数 全国，都道府県

第27表 労働力状態（８区分），国籍（11区分），男女別15歳以上外国人数 都道府県，人口20万以上の市

第28表 国籍（11区分），産業（大分類），従業上の地位（６区分），男女別15歳以上外国人就業者数 全国

第29表 産業（大分類），従業上の地位（６区分），男女別15歳以上外国人就業者数 都道府県

第30表 国籍（11区分），産業（大分類），男女別15歳以上外国人就業者数 都道府県
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(3)第３次基本集計（全数集計）

[産業・職業・従業上の地位]

第１表 職業（大分類），就業の状態（４区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第２表 職業（大分類），従業上の地位（７区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数

（総数及び単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者） 全国，都道府県，市町村

第３表 職業（大分類），配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数

及び平均年齢(総数及び日本人）（雇用者－特掲） 全国，都道府県，市町村

第４表 産業（大分類），職業（大分類），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数

（雇用者－特掲） 全国，都道府県，市町村

[就業時間]

第５表 就業時間（14区分），従業上の地位（７区分），職業（大分類），男女別15歳以上就業者数，

平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 全国，都道府県，市町村

第６表 就業時間（10区分），従業上の地位（４区分），産業（大分類），職業（大分類），男女別

15歳以上就業者数，平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 全国

[夫婦の労働力状態]

第７表 夫の労働力状態（３区分），夫の職業（大分類），妻の労働力状態（３区分），

妻の職業（大分類）別夫婦数 全国，都道府県

[高齢単身世帯]

第８表 職業（大分類），年齢（５歳階級），男女別就業している高齢単身者数（60歳以上の単身者－特掲） 全国，都道府県 

[母子世帯]

第９表 母の年齢（５歳階級），母の配偶関係（２区分），子供の数（３区分），

最年少の子供の年齢（８区分）別母子世帯数，母子世帯人員及び１世帯当たり子供の数

（最年長の子供が６歳未満－特掲） 全国，都道府県

第10表 子供の数（３区分）別母子世帯数，母子世帯人員及び１世帯当たり子供の数

（６歳未満の子供のいる世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第11表 延べ面積（６区分），住居の種類・住宅の所有の関係（７区分）別母子世帯数，

母子世帯人員，１世帯当たり人員，１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積 全国，都道府県

第12表 母の労働力状態（３区分），母の従業上の地位（６区分），母の年齢（５歳階級），

母の配偶関係（２区分）別母子世帯数及び母子世帯人員 全国，都道府県

第13表 母の年齢（５歳階級），母の職業（大分類）別母が就業している母子世帯数及び母子世帯人員 全国，都道府県

[父子世帯]

第14表 父の年齢（５歳階級），父の配偶関係（２区分），子供の数（３区分），

最年少の子供の年齢（８区分）別父子世帯数，父子世帯人員及び１世帯当たり子供の数

（最年長の子供が６歳未満－特掲） 全国，都道府県

第15表 子供の数（３区分）別父子世帯数，父子世帯人員及び１世帯当たり子供の数

（６歳未満の子供のいる世帯－特掲） 全国，都道府県，市町村

第16表 住居の種類・住宅の所有の関係（７区分）別父子世帯数，父子世帯人員，１世帯当たり人員，

１世帯当たり延べ面積及び１人当たり延べ面積 全国，都道府県

第17表 父の労働力状態（３区分），父の従業上の地位（６区分），父の年齢（５歳階級），

父の配偶関係（２区分）別父子世帯数及び父子世帯人員 全国，都道府県

[世帯の経済構成]

第18表 世帯の経済構成（12区分）別一般世帯数，一般世帯人員，親族人員，親族就業者数

及び１世帯当たり親族人員 全国，都道府県，市町村

第19表 世帯の経済構成（12区分），世帯の家族類型（16区分）別一般世帯数，一般世帯人員

及び親族人員（３世代世帯－特掲） 全国，都道府県

[外国人の職業]

第20表 国籍（11区分），職業（大分類），従業上の地位（６区分），男女別15歳以上外国人就業者数 全国

第21表 職業（大分類），従業上の地位（６区分），男女別15歳以上外国人就業者数 都道府県

第22表 国籍（11区分），職業（大分類），男女別15歳以上外国人就業者数 都道府県
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[従業・通学時の世帯の状況]

第23表 従業・通学時の世帯の状況（14区分），通勤・通学者数（５区分）別住宅に住む一般世帯数

及び就業・通学（４区分）別住宅に住む一般世帯人員 全国，都道府県，市町村

第24表 従業・通学時の世帯の状況（14区分），住宅の建て方（８区分）別住宅に住む一般世帯数

（世帯が住んでいる階－特掲） 全国，都道府県，市町村

第25表 従業・通学時の世帯の状況（14区分），世帯の家族類型（16区分）別住宅に住む一般世帯数

（３世代世帯－特掲） 全国，都道府県

[都市計画の地域区分]

第26表 都市計画の地域区分（25区分），男女別人口並びに世帯の種類（２区分）別世帯数及び世帯人員 全国，都道府県，市町村

第27表 都市計画の地域区分（25区分），住居の種類・住宅の所有の関係（８区分）別一般世帯数，

一般世帯人員及び１世帯当たり延べ面積 全国，都道府県，人口20万以上の市

第28表 都市計画の地域区分（25区分），住宅の建て方（６区分）別住宅に住む主世帯数 全国，都道府県，人口20万以上の市

 

[母とその同居児]

第29表 就業・非就業，産業（大分類），配偶関係（２区分），20歳以下同居児数（５区分），年齢（各歳）別

15歳以上70歳未満日本人女性人口（休業者及び完全失業者－特掲） 全国，都道府県

第30表 職業（大分類），配偶関係（２区分），20歳以下同居児数（５区分），年齢（各歳）別

15歳以上70歳未満日本人女性就業者数 全国，都道府県

第31表 世帯の経済構成（12区分），配偶関係（２区分），20歳以下同居児数（５区分），年齢（各歳）別

一般世帯の15歳以上70歳未満日本人女性人口 全国，都道府県

第32表 住宅の所有の関係（６区分），配偶関係（２区分），20歳以下同居児数（５区分），年齢（各歳）別

住宅に住む一般世帯の15歳以上70歳未満日本人女性人口 全国，都道府県

第33表 15歳以上70歳未満日本人女性の就業・非就業，産業(大分類）及び年齢（各歳）並びに

同居児の年齢（各歳）別20歳以下同居児数（休業者及び完全失業者並びに非同居児－特掲） 全国，都道府県

第34表 15歳以上70歳未満日本人女性就業者の職業（大分類）及び年齢（各歳）

並びに同居児の年齢（各歳）別20歳以下同居児数 全国，都道府県

第35表 15歳以上70歳未満日本人女性の世帯の経済構成（12区分）及び年齢（各歳）

並びに同居児の年齢（各歳）別一般世帯の20歳以下同居児数 全国，都道府県

第36表 15歳以上70歳未満日本人女性の住宅の所有の関係（６区分）及び年齢（各歳）

並びに同居児の年齢（各歳）別住宅に住む一般世帯の20歳以下同居児数 全国，都道府県

[親子の同居]

第37表 子との同居・非同居（３区分），配偶関係（４区分），就業・非就業，年齢(各歳），男女別人口 全国，都道府県

第38表 親との同居・非同居（３区分），配偶関係（４区分），就業・非就業，年齢（各歳），男女別人口 全国，都道府県

第39表 親との同居・非同居（４区分），親の年齢（５歳階級），配偶関係（４区分），年齢（５歳階級），

男女別人口（うち両親とも65･70･75･80･85･90歳以上－特掲） 全国，都道府県
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Ⅲ  抽出詳細集計

[労働力状態・産業・職業・従業上の地位]

第１表 産業（中分類），就業の状態（４区分），年齢（５歳階級)，男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 全国

第２表 産業（中分類），従業上の地位（６区分），配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），

男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第３表 産業（中分類），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 人口10万以上の市

第４表 産業（小分類），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数及び平均年齢

（総数及び雇用者）（単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者－特掲） 全国

第５表 産業（小分類），従業上の地位（７区分），男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第６表 職業（中分類），就業の状態（４区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 全国

第７表 職業（中分類），従業上の地位（６区分），配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），

男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第８表 職業（中分類），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 人口10万以上の市

第９表 職業（小分類），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数及び平均年齢

（総数及び雇用者）（単独世帯・自衛隊営舎内居住者の単独有配偶者－特掲） 全国

第10表 職業（小分類），従業上の地位（７区分），男女別15歳以上就業者数 全国，都道府県

第11表 産業（小分類），職業（小分類），男女別15歳以上就業者数（総数及び雇用者） 全国，都道府県

[就業時間]

第12表 就業時間（10区分），従業上の地位（4区分），産業（小分類），男女別15歳以上就業者数，

平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 全国，都道府県

第13表 就業時間（10区分），従業上の地位（４区分），職業（小分類），男女別15歳以上就業者数，

平均週間就業時間及び延べ週間就業時間 全国，都道府県

[社会経済分類]

第14表 社会経済分類（21区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上人口及び平均年齢 全国，都道府県

第15表 社会経済分類（21区分），男女別15歳以上人口 市町村

[世帯主の社会経済分類]

第16表 世帯主の社会経済分類（22区分），世帯主の年齢（５歳階級），世帯主の男女別一般世帯数，

一般世帯人員及び世帯主の平均年齢 全国，都道府県



 23

Ⅳ 従業地・通学地集計

(1)その１（全数集計）

[従業地・通学地による人口]

第１表 常住地又は従業地・通学地による年齢（５歳階級），男女別人口及び15歳以上就業者数

(有配偶の女性就業者－特掲） 全国，都道府県，市町村

[従業地・通学地と常住地]

第２表 常住地による従業・通学市区町村，男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数

（15歳未満通学者を含む通学者－特掲） 全国，都道府県，市町村

第３表 従業地・通学地による常住市区町村，男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数

（15歳未満通学者を含む通学者－特掲） 都道府県，市町村

第４表 従業・通学都道府県，常住都道府県，男女別15歳以上自宅外就業者・通学者数 全国

第５表 従業・通学市区町村，常住市区町村，男女別15歳以上自宅外就業者・通学者数 都道府県

第６表 常住地又は従業地による配偶関係（３区分），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数

（雇用者－特掲） 全国，都道府県，人口10万以上の市

[産業]

第７表 常住地又は従業地による産業（大分類），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 全国，都道府県，市町村

第８表 常住地による従業市区町村，産業（大分類）別15歳以上就業者数 人口20万以上の市

第９表 従業地による常住市区町村，産業（大分類）別15歳以上就業者数 人口20万以上の市

第10表 従業地による産業(大分類），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数  （総数及び雇用者） 全国，都道府県，市町村

(2)その２（全数集計） 

[職業]

第１表 常住地又は従業地による職業（大分類），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 全国，都道府県，市町村

第２表 常住地による従業市区町村，職業（大分類）別15歳以上就業者数 人口20万以上の市

第３表 従業地による常住市区町村，職業（大分類）別15歳以上就業者数 人口20万以上の市

第４表 従業地による職業（大分類），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数 （総数及び雇用者） 全国，都道府県，市町村

第５表 従業地による産業（大分類），職業（大分類），年齢（５歳階級)，男女別15歳以上就業者数

（雇用者－特掲） 全国，都道府県

第６表 従業地による産業（大分類），職業（大分類），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 市町村

(3)その３（抽出詳細集計）

[従業地による産業・職業・従業上の地位]

第１表 従業地による産業（中分類），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 全国，都道府県

第２表 従業地による産業（中分類），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 人口10万以上の市

第３表 従業地による職業（中分類），年齢（５歳階級），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 全国，都道府県

第４表 従業地による職業（中分類），男女別15歳以上就業者数（雇用者－特掲） 人口10万以上の市
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Ⅵ 小地域集計（全数集計）

[第１次基本集計に関する集計]

【基本単位区別結果】

第１表 男女別人口及び世帯数 基本単位区

【町丁・字等別結果】

第２表 男女別人口及び世帯数 町丁・字等

第３表 年齢（５歳階級），男女別人口(外国人，総年齢及び平均年齢－特掲) 町丁・字等

第４表 配偶関係（３区分），男女別15歳以上人口 町丁・字等

第５表 世帯の種類（２区分），世帯人員（７区分）別一般世帯数，一般世帯人員，１世帯当たり人員，

施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 町丁・字等

第６表 世帯の家族類型（６区分）別一般世帯数，一般世帯人員，親族人員及び１世帯当たり親族人員

（６歳未満・18歳未満・65歳以上親族のいる一般世帯数，65歳以上親族のみの一般世帯数

及び３世代世帯－特掲） 町丁・字等

第７表 住居の種類・住宅の所有の関係（６区分）別一般世帯数，一般世帯人員，１世帯当たり人員，

１世帯当たり延べ面積，１人当たり延べ面積及び総延べ面積 町丁・字等

第８表 住宅の建て方（７区分）別住宅に住む主世帯数，主世帯人員，１世帯当たり人員，

１世帯当たり延べ面積，１人当たり延べ面積及び総延べ面積 町丁・字等

[第2次基本集計に関する集計]

第９表 労働力状態（２区分），男女別15歳以上人口 町丁・字等

第10表 従業上の地位（３区分），男女別15歳以上就業者数 町丁・字等

第11表 産業（大分類），男女別15歳以上就業者数 町丁・字等

第12表 就業時間（３区分），男女別15歳以上就業者数及び延べ週間就業時間 町丁・字等

第13表 世帯の経済構成（12区分）別一般世帯数 町丁・字等

[第3次基本集計に関する集計]

第14表 職業（大分類），男女別15歳以上就業者数 町丁・字等

[従業地・通学地集計その１に関する集計]

第15表 常住地による従業地・通学地（５区分），男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 町丁・字等
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