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別紙

申 請 事 項 記 載 書
１ 調査の名称

国民生活基礎調査

２ 変更の内容

変更事項 現行事項 変更理由

１ 調査の名称 １ 調査の名称

国民生活基礎調査 国民生活基礎調査

（ （ 「 」 。） （ （ 「 」 。）３年ごとの大規模な調査 以下 大規模調査 という ３年ごとの大規模な調査 以下 大規模調査 という

及びその中間年の簡易な調査（以下「簡易調査」という ） 及びその中間年の簡易な調査（以下「簡易調査」という ）。 。

から構成される ） から構成される ）。 。

２ 調査の目的 ２ 調査の目的

本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基 本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基

礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企 礎的事項を調査し、厚生労働省の所掌事務に関する政策の企

画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調 画及び立案に必要な基礎資料を得るとともに、各種調査の調

査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とす 査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とす

る。 る。

３ 調査対象の範囲 ３ 調査対象の範囲

（１）地域的範囲 （１）地域的範囲

全国 全国

（２）属性的範囲 （２）属性的範囲

世帯及び世帯員 世帯及び世帯員

４ 報告を求める者 ４ 報告を求める者

（１）数 （１）数 平成２１年４月から岡

ア 大規模調査 ア 大規模調査 山市が指定都市となり、

① 世帯票・健康票 約27万6千世帯（約72万5千人） ① 世帯票・健康票 約27万2千世帯（約71万5千人） 平成２２年４月から相模

資料３－２
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母集団約4,956万6千世帯 約1億2,776万8千人 母集団約4,956万6千世帯 約1億2,776万8千人 原市が指定都市に移行予（ （ ） （ （ ）

② 介護票 約6千人 母集団約72万5千人 ② 介護票 約6千人 母集団約71万5千人 定であり、結果を地域別（ ） （ ）

③ 所得票・貯蓄票 約5万世帯（約13万2千人） ③ 所得票・貯蓄票 約5万世帯（約13万2千人） に表章するため。

（ （ ） （ （ ）母集団約27万6千世帯 約72万5千人 母集団約27万2千世帯 約71万5千人

イ 簡易調査 イ 簡易調査

① 世帯票 約5万4千世帯（約14万3千人） ① 世帯票 約5万4千世帯（約14万3千人）

（ （ ） （ （ ）母集団約4,956万6千世帯 約1億2,776万8千人 母集団約4,956万6千世帯 約1億2,776万8千人

② 所得票 約1万3千世帯（約3万3千人） ② 所得票 約1万3千世帯（約3万3千人）

（ （ ） （ （ ）母集団約5万4千世帯 約14万3千人 母集団約5万4千世帯 約14万3千人

（２）選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有意抽出） （２）選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有意抽出）

ア 大規模調査 ア 大規模調査

① 世帯票・健康票 平成17年国勢調査調査区から層化 ① 世帯票・健康票 平成17年国勢調査調査区から層化

無作為抽出した5,510地区内のすべ 無作為抽出した5,440地区内のすべ

ての世帯及び世帯員 ての世帯及び世帯員

② 介護票 世帯票及び健康票の対象地区から ② 介護票 世帯票及び健康票の対象地区から

層化無作為抽出した2,500地区内の 層化無作為抽出した2,500地区内の

すべての介護保険法（平成９年法律 すべての介護保険法（平成９年法律

第123号）に基づく要介護者及び要 第123号）に基づく要介護者及び要

支援者 支援者

③ 所得票・貯蓄票 世帯票及び健康票の対象地区内 ③ 所得票・貯蓄票 世帯票及び健康票の対象地区内

に、１単位区おおむね30世帯以下と に、１単位区おおむね30世帯以下と

なるよう設定した単位区から層化無 なるよう設定した単位区から層化無

作為抽出した2,000単位区内のすべ 作為抽出した2,000単位区内のすべ

ての世帯及び世帯員（ただし、介護 ての世帯及び世帯員（ただし、介護

票の対象地区は抽出の対象から除 票の対象地区は抽出の対象から除

く） く）

イ 簡易調査 イ 簡易調査

① 世帯票 平成17年国勢調査調査区から層化無作為抽 ① 世帯票 平成17年国勢調査調査区から層化無作為抽

出した1,088地区内のすべての世帯及び世帯 出した1,088地区内のすべての世帯及び世帯

員 員
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② 所得票 世帯票の対象地区内に、１単位区おおむね ② 所得票 世帯票の対象地区内に、１単位区おおむね

30世帯以下となるよう設定した単位区から層 30世帯以下となるよう設定した単位区から層

化無作為抽出した500単位区内のすべての世 化無作為抽出した500単位区内のすべての世

帯及び世帯 帯及び世帯

員 員

（３）報告義務者 （３）報告義務者 所得票における調査方

報告義務者は次のとおりである。なお、健康票、介護票 報告義務者は次のとおりである。なお、健康票、介護票 法を世帯主からの「面接

及び貯蓄票については大規模調査のみ行う。 及び貯蓄票については大規模調査のみ行う。 聞き取り方式（他計方

世帯票及び貯蓄票については世帯主（世帯主が報告でき ア 世帯票及び貯蓄票については世帯主（世帯主が報告で 式 」から世帯員ごとの）

ないときは、その他の世帯員）が、健康票及び所得票につ きないときは、その他の世帯員）が、健康票については 「自計方式」に変更する

いては世帯員が、介護票については介護保険法に基づく要 世帯員が、介護票については介護保険法に基づく要介護 ため。

介護者又は要支援者（要介護者又は要支援者が報告できな 者又は要支援者（要介護者又は要支援者が報告できない

いときは、その他の世帯員）がそれぞれ報告しなければな ときは、その他の世帯員）がそれぞれ報告しなければな

らない。 らない。

イ 所得票については、世帯主（世帯主が報告できないと

きは、調査員又は指導員が指定する世帯員）が報告しな

ければならない。

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 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 （１）報告を求める事項

厚生労働大臣が別に定める調査票（大規模調査は世帯票 厚生労働大臣が別に定める調査票（大規模調査は世帯票

別紙様式第１号 健康票 別紙様式第２号 介護票 別 別紙様式第１号 健康票 別紙様式第２号 介護票 別（ ）、 （ ）、 （ （ ）、 （ ）、 （

紙様式第３号 所得票 別紙様式第４号 及び貯蓄票 別 紙様式第３号 所得票 別紙様式第４号 及び貯蓄票 別）、 （ ） （ ）、 （ ） （

紙様式第５号 、簡易調査は世帯票及び所得票）により、 紙様式第５号 、簡易調査は世帯票及び所得票）により、） ）

次のとおり行う。 次のとおり行う。

ア 大規模調査 ア 大規模調査

① 世帯票 ① 世帯票

一 世帯に係る事項 一 世帯に係る事項

（ア） 世帯員数等 （ア） 世帯員数等

（イ） 同居していない方の状況 （イ） 同居していない方の状況

（ウ） 住居の種類 （ウ） 住居の種類

（エ） 室数及び床面積 （エ） 室数及び床面積
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（オ） ５月中の家計支出総額等 （オ） ５月中の家計支出総額等

二 世帯員に係る事項 二 世帯員に係る事項

（ア） 多所得者 （ア） 多所得者

（イ） 世帯主との続柄 （イ） 世帯主との続柄

（ウ） 性 （ウ） 性

（エ） 出生年月 （エ） 出生年月

（オ） 配偶者（夫又は妻）の有無 （オ） 配偶者（夫又は妻）の有無

（カ） 医療保険の加入状況 （カ） 医療保険の加入状況

（キ） 公的年金・恩給の受給状況 （キ） 公的年金・恩給の受給状況

（ク） 乳幼児（小学校入学前）の保育状況（小学 （ク） 乳幼児（小学校入学前）の保育状況（小学

校入学前の者のみ） 校入学前の者のみ）

（ケ） 手助けや見守りの要否等（６歳以上の者の （ケ） 手助けや見守りの要否等（６歳以上の者の

み） み）

（コ） 教育（１５歳以上の者のみ） コ 公的年金の加入状況 １５歳以上の者のみ 学歴と所得及び健康状（ ） （ ）

サ 公的年金の加入状況 １５歳以上の者のみ サ ５月中の仕事の状況 １５歳以上の者のみ 況との関係を把握するた（ ） （ ） （ ） （ ）

（シ） 別居している子の有無等（１５歳以上の者 シ １週間の就業日数等 １５歳以上の者のみ め。（ ） （ ）

のみ） （ス） 就業開始時期（１５歳以上の者のみ）

ス ５月中の仕事の状況 １５歳以上の者のみ （セ） 仕事の内容（職業分類 （１５歳以上の者（ ） （ ） ）

セ １週間の就業日数等 １５歳以上の者のみ のみ）（ ） （ ）

（ ） （ ）（ソ） 就業開始時期（１５歳以上の者のみ） ソ 勤めか自営かの別等 １５歳以上の者のみ

（タ） 仕事の内容（職業分類 （１５歳以上の者 （タ） 就業希望の有無等（１５歳以上の者のみ））

のみ） （チ） 別居している子の有無等（１５歳以上の者

チ 勤めか自営かの別等 １５歳以上の者のみ のみ）（ ） （ ）

（ツ） 就業希望の有無等（１５歳以上の者のみ）

② 健康票 ② 健康票

（ア） 性 （ア） 性

（イ） 出生年月 （イ） 出生年月

（ウ） 入院・入所の状況 （ウ） 入院・入所の状況

（エ） 自覚症状の有無、その症状及び治療状況 （エ） 自覚症状の有無、その症状及び治療状況

（オ） 通院・通所の状況・傷病名 （オ） 通院・通所の状況・傷病名

（カ） 病気やけが、予防で支払った費用 （カ） 病気やけが等で支払った費用 費用の範囲を明確にす

（キ） 日常生活への影響（６歳以上の者のみ） （キ） 日常生活への影響（６歳以上の者のみ） るため。
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（ク） 普段の活動ができなかった日数（６歳以上 （ク） 普段の活動ができなかった日数（６歳以上

の者のみ） の者のみ）

（ケ） 健康状態（６歳以上の者のみ） （ケ） 健康状態（６歳以上の者のみ）

（コ） 悩みストレスの有無・原因・相談状況 （コ） 悩みストレスの有無・原因・相談状況

（１２歳以上の者のみ） （１２歳以上の者のみ）

（サ） こころの状態（１２歳以上の者のみ） （サ） こころの状態（１２歳以上の者のみ）

（シ） 喫煙の状況（１２歳以上の者のみ） （シ） 喫煙の状況（１２歳以上の者のみ）

（ス） 健診等の受診状況（２０歳以上の者のみ） （ス） 健診等の受診状況（２０歳以上の者のみ）

（セ） がん検診の状況（２０歳以上の者のみ） （セ） がん検診の状況（２０歳以上の者のみ）

③ 介護票 ③ 介護票

（ア） 調査票の回答者 （ア） 調査票の回答者

（イ） 介護が必要な者の性と出生年月 （イ） 介護が必要な者の性と出生年月

（ウ） 要介護度の状況 （ウ） 要介護度の状況

（エ） 介護が必要となった原因 （エ） 介護が必要となった原因

（オ） 居宅サービスの利用状況 （オ） 居宅サービスの利用状況

（カ） 介護保険によるサービスを受けていない理 （カ） 介護保険によるサービスを受けていない理

由 由

（キ） 主な介護者の介護時間 （キ） 主な介護者の介護時間

（ク） 主な介護者以外の介護者の状況 （ク） 主な介護者以外の介護者の状況

（ケ） 家族・親族等と訪問介護事業者による主な （ケ） 家族・親族等と訪問介護事業者による主な

介護内容 介護内容

（コ） 居宅サービスの費用 （コ） 居宅サービスの費用

（サ） ６５歳以上の介護保険被保険者（第１号被 （サ） ６５歳以上の介護保険被保険者（第１号被

保険者）における介護保険料所得段階 保険者）における介護保険料所得段階

（シ） 介護費用の負担力 （シ） 介護費用の負担力

④ 所得票 ④ 所得票 所得票における調査方

（ア） 性 一 世帯に係る事項 法を世帯主からの「面接

（イ） 出生年月 （ア） 世帯区分 聞き取り方式（他計方

（ウ） 所得の種類別金額 （イ） 生活意識の状況 式 」から世帯員ごとの）

（エ） 課税等の状況別金額 「自計方式」に変更する

（オ） 企業年金・個人年金等の掛金 二 世帯員に係る事項 ため。

世帯区分については、
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（カ） 生活意識の状況（世帯主又は世帯を代表す （ア） 性 世帯票から代替可能であ

る者のみ） （イ） 出生年月 るため。

（ウ） 所得の種類別金額

（エ） 課税等の状況別金額

（オ） 企業年金・個人年金等の掛金

⑤ 貯蓄票 ⑤ 貯蓄票

（ア） 貯蓄現在高 （ア） 貯蓄現在高

（イ） 貯蓄現在高の増減及び減った場合の金額及 （イ） 貯蓄現在高の増減及び減った場合の金額及

び理由 び理由

（ウ） 借入金残高 （ウ） 借入金残高

イ 簡易調査 イ 簡易調査

① 世帯票 ① 世帯票

一 世帯に係る事項 一 世帯に係る事項

（ア） 世帯員数等 （ア） 世帯員数等

（イ） ５月中の家計支出総額 （イ） ５月中の家計支出総額

二 世帯員に係る事項 二 世帯員に係る事項

（ア） 多所得者 （ア） 多所得者

（イ） 世帯主との続柄 （イ） 世帯主との続柄

（ウ） 性 （ウ） 性

（エ） 出生年月 （エ） 出生年月

（オ） 配偶者（夫又は妻）の有無 （オ） 配偶者（夫又は妻）の有無

（カ） 医療保険の加入状況 （カ） 医療保険の加入状況

（キ） 傷病の状況 （キ） 傷病の状況

（ク） 公的年金・恩給の受給状況 （ク） 公的年金・恩給の受給状況

（ ） （ ） （ ） （ ）ケ 公的年金の加入状況 １５歳以上の者のみ ケ 公的年金の加入状況 １５歳以上の者のみ

（ ） （ ） （ ） （ ）コ ５月中の仕事の状況 １５歳以上の者のみ コ ５月中の仕事の状況 １５歳以上の者のみ

（ ） （ ） （ ） （ ）サ 勤めか自営かの別等 １５歳以上の者のみ サ 勤めか自営かの別等 １５歳以上の者のみ

② 所得票 ② 所得票

一 世帯に係る事項 一 世帯に係る事項

（ア） 世帯区分 （ア） 世帯区分

（イ） 生活意識の状況 （イ） 生活意識の状況
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二 世帯員に係る事項 二 世帯員に係る事項

（ア） 性 （ア） 性

（イ） 出生年月 （イ） 出生年月

（ウ） 所得の種類別金額 （ウ） 所得の種類別金額

（エ） 課税等の状況別金額 （エ） 課税等の状況別金額

（オ） 企業年金・個人年金等の掛金 （オ） 企業年金・個人年金等の掛金

（２）基準となる期日又は期間 （２）基準となる期日又は期間

基準となる主な事項の期日又は期間は次のとおりである。 基準となる主な事項の期日又は期間は次のとおりである。

ア 大規模調査 ア 大規模調査

① 世帯票・健康票・介護票 調査年の６月の第１又は ① 世帯票・健康票・介護票 調査年の６月の第１又は

第２木曜日現在 第２木曜日現在

② 所得票 調査年の前年の１月１日から１２月３１日 ② 所得票 調査年の前年の１月１日から１２月３１日

③ 貯蓄票 調査年の６月末日現在 ③ 貯蓄票 調査年の６月末日現在

イ 簡易調査 イ 簡易調査

① 世帯票 調査年の６月の第１又は第２木曜日現在 ① 世帯票 調査年の６月の第１又は第２木曜日現在

② 所得票 調査年の前年の１月１日から１２月３１日 ② 所得票 調査年の前年の１月１日から１２月３１日

６ 報告を求めるために用いる方法 ６ 報告を求めるために用いる方法

（１）調査組織 （１）調査組織

調査組織は次のとおりである。なお、健康票、介護票、 調査組織は次のとおりである。なお、健康票、介護票、

貯蓄票については大規模調査のみ行う。 貯蓄票については大規模調査のみ行う。

ア 世帯票・健康票・介護票 ア 世帯票・健康票・介護票

厚生労働省－都道府県－保健所－指導員－調査員－世 厚生労働省－都道府県－保健所－指導員－調査員－世

帯 帯

保健所設置市 保健所設置市

特 別 区 特 別 区

イ 所得票・貯蓄票 イ 所得票・貯蓄票

厚生労働省－都道府県－福祉事務所－指導員－調査員 厚生労働省－都道府県－福祉事務所－指導員－調査員

－世帯 －世帯

市・特別区及び福 市・特別区及び福

祉事務所を設置 祉事務所を設置

する町村 する町村
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（２）調査方法（■調査員調査 □郵送調査 □オンライン調 （２）調査方法（■調査員調査 □郵送調査 □オンライン調

査 □その他（ ） 査 □その他（ ）） ）

調査方法は次のとおりである。なお、健康票、介護票、 調査方法は次のとおりである。なお、健康票、介護票、

貯蓄票については大規模調査のみ行う。 貯蓄票については大規模調査のみ行う。

ア 指導員及び調査員 ア 指導員及び調査員

① 国民生活基礎調査の事務に従事させるため、統計法 ① 国民生活基礎調査の事務に従事させるため、統計法

第１４条に規定する統計調査員として、都道府県及び 第１４条に規定する統計調査員として、都道府県及び

保健所を設置する市（区）に設置される者は、次の② 保健所を設置する市（区）に設置される者は、次の②

から⑤のいずれかの事務を適正に行う能力を有する者 から⑤のいずれかの事務を適正に行う能力を有する者

（次の各号に掲げる者を除く ）とする。 （次の各号に掲げる者を除く ）とする。。 。

一 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第２条 一 国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第２条

第１１号に規定する徴収職員又は地方税法（昭和２ 第１１号に規定する徴収職員又は地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第１条第１項第３号に規定す ５年法律第２２６号）第１条第１項第３号に規定す

る徴税吏員 る徴税吏員

二 警察法（昭和２９年法律第１６２号）第３４条第 二 警察法（昭和２９年法律第１６２号）第３４条第

１項に規定する警察官又は同法第５５条第１項に規 １項に規定する警察官又は同法第５５条第１項に規

定する警察官 定する警察官

② 指導員は、保健所長の指導を受けて、調査員に対す ② 指導員は、保健所長の指導を受けて、調査員に対す

る指導、世帯票、健康票及び介護票の検査、調査世帯 る指導、世帯票、健康票及び介護票の検査、調査世帯

名簿その他の付属書類の検査並びにこれらに附帯する 名簿その他の付属書類の検査並びにこれらに附帯する

事務を行う。 事務を行う。

③ 調査員は、保健所長及び指導員の指導を受けて、世 ③ 調査員は、保健所長及び指導員の指導を受けて、世

帯票、健康票及び介護票の配布、取集、審査並びに単 帯票、健康票及び介護票の配布、取集、審査並びに単

位区の設定、調査地区要図及び厚生労働大臣が定め調 位区の設定、調査地区要図及び厚生労働大臣が定め調

査世帯名簿の作成その他本調査に関する事務を行う。 査世帯名簿の作成その他本調査に関する事務を行う。

④ 指導員は、福祉事務所長の指導を受けて、調査員に ④ 指導員は、福祉事務所長の指導を受けて、調査員に

対する指導、所得票及び貯蓄票の検査、調査世帯名簿 対する指導、所得票及び貯蓄票の検査、調査世帯名簿

その他の付属書類の検査並びにこれらに附帯する事務 その他の付属書類の検査並びにこれらに附帯する事務

を行う。 を行う。

⑤ 調査員は 福祉事務所長及び指導員の指導を受けて ⑤ 調査員は 福祉事務所長及び指導員の指導を受けて 所得票における調査方、 、 、 、

所得票及び貯蓄票の配布、取集、審査その他本調査に 所得票の作成、審査及び貯蓄票の配布、取集、審査そ 法を世帯主からの「面接

関する事務を行う。 の他本調査に関する事務を行う。 聞き取り方式（他計方
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⑥ 指導員及び調査員の設置は、次の各号に定めるとこ ⑥ 指導員及び調査員の設置は、次の各号に定めるとこ 式 」から世帯員ごとの）

ろにより行うものとする。 ろにより行うものとする。 「自計方式」に変更する

一 指導員は、都道府県知事（指定都市にあっては、 一 指導員は、都道府県知事（指定都市にあっては、 ため。

市長）が設置する。 市長）が設置する。

二 保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する 二 保健所長を通じて実施する調査の事務に従事する

、 （ （ ） 、 （ （ ）調査員は 都道府県知事 保健所を設置する市 区 調査員は 都道府県知事 保健所を設置する市 区

にあっては、市（区）長）が設置する。 にあっては、市（区）長）が設置する。

三 福祉事務所長を通じて実施する調査の事務に従事 三 福祉事務所長を通じて実施する調査の事務に従事

する調査員は、都道府県知事（指定都市又は中核市 する調査員は、都道府県知事（指定都市又は中核市

にあっては、市長）が設置する。 にあっては、市長）が設置する。

イ 調査の方法 イ 調査の方法 所得票における調査方

調査員（特別の事情による場合は指導員）があらかじ 世帯票、健康票、介護票及び貯蓄票については、調査 法を世帯主からの「面接

め配布した調査票に世帯員自らが記入し、後日、調査員 員（特別の事情による場合は指導員）があらかじめ配布 聞き取り方式（他計方

（特別の事情による場合は指導員）が回収する方法によ した調査票に世帯員自らが記入し、後日、調査員（特別 式 」から世帯員ごとの）

り行う。この場合、健康票及び貯蓄票については、密封 の事情による場合は指導員 が回収する方法により行う 「自計方式」に変更する） 。

回収とする。また、所得票については、やむを得ない場 この場合、健康票及び貯蓄票については、密封回収とす ため。

合のみ密封回収とする。 る。

所得票については、調査員（特別の事情による場合は

指導員）が世帯を訪問し、面接聞き取りの上、調査票に

記入する方法により行う。

ウ 調査票等の提出 ウ 調査票等の提出

① 保健所長は、調査員及び指導員から提出された世帯 ① 保健所長は、調査員及び指導員から提出された世帯

票、健康票及び介護票、調査世帯名簿その他の付属書 票、健康票及び介護票、調査世帯名簿その他の付属書

類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限 類を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限

までに提出しなければならない。ただし、保健所を設 までに提出しなければならない。ただし保健所を設置

置する市（区）の保健所長にあっては、市（区）長に する市（区）の保健所長にあっては、市（区）長に対

対しその定める期限までに提出するものとする。 しその定める期限までに提出するものとする。

② 保健所を設置する市（区）の市（区）長は、前記① ② 保健所を設置する市（区）の市（区）長は、前記①

のただし書の規定により提出された調査票及び調査世 のただし書の規定により提出された調査票及び調査世

帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対 帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対

しその定める期限までに提出しなければならない。 しその定める期限までに提出しなければならない。
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③ 福祉事務所長は、調査員及び指導員から提出された ③ 福祉事務所長は、調査員及び指導員から提出された

所得票及び貯蓄票、調査世帯名簿その他の付属書類を 所得票及び貯蓄票、調査世帯名簿その他の付属書類を

審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限まで 審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限まで

に提出しなければならない。ただし、市（区）の福祉 に提出しなければならない。ただし、市（区）の福祉

事務所長にあっては市（区）長に、福祉事務所を設置 事務所長にあっては市（区）長に、福祉事務所を設置

する町村の福祉事務所長にあっては町村長に対しその する町村の福祉事務所長にあっては町村長に対しその

定める期限までに提出するものとする。 定める期限までに提出するものとする。

④ 市（区）長及び福祉事務所を設置する町村の町村長 ④ 市（区）長及び福祉事務所を設置する町村の町村長

は、前記③のただし書の規定により提出された調査票 は、前記③のただし書の規定により提出された調査票

及び調査世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府 及び調査世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府

県知事に対しその定める期限までに提出しなければな 県知事に対しその定める期限までに提出しなければな

らない。 らない。

⑤ 都道府県知事は、前記①から④により提出された調 ⑤ 都道府県知事は、前記①から④により提出された調

査票及び調査世帯名簿その他の付属書類を審査整理 査票及び調査世帯名簿その他の付属書類を審査整理

し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出し し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出し

なければならない。 なければならない。

７ 報告を求める期間 ７ 報告を求める期間

（１）調査の周期 （１）調査の周期

毎年（３年ごとに大規模調査を実施し、中間年に簡易調 毎年（３年ごとに大規模調査を実施し、中間年に簡易調

査を実施する 。 査を実施する 。） ）

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 （２）調査の実施期間又は調査票の提出期限

ア 大規模調査 ア 大規模調査

① 調査票の配布 ① 調査票の配布

調査員及び指導員は、調査期日までに、各世帯に調 調査員及び指導員は、調査期日までに、各世帯に調

査票を配布する。 査票を配布する。

、 、 、 、 、 、調査期日は 世帯票 健康票及び介護票については 調査期日は 世帯票 健康票及び介護票については

調査年の６月の第１又は第２木曜日とし、所得票及び 調査年の６月の第１又は第２木曜日とし、所得票及び

貯蓄票については、調査年の７月の第２又は第３木曜 貯蓄票については、調査年の７月の第２又は第３木曜

日とする（具体的な期日は、調査年ごとに厚生労働大 日とする（具体的な期日は、調査年ごとに厚生労働大

臣が定める 。 臣が定める 。。） 。）
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② 調査票の提出期限 ② 調査票の提出期限

調査員及び指導員は、各世帯から調査票を回収し、 調査員及び指導員は、各世帯から調査票を回収し、

それぞれ定められた期日までに保健所長又は福祉事務 それぞれ定められた期日までに保健所長又は福祉事務

所長に提出する（経由機関の詳細については、前記６ 所長に提出する（経由機関の詳細については、前記６

（２）ウのとおりである 。 （２）ウのとおりである 。。） 。）

なお、都道府県知事から厚生労働大臣への調査票の なお、都道府県知事から厚生労働大臣への調査票の

提出期限は、世帯票、健康票及び介護票については、 提出期限は、世帯票、健康票及び介護票については、

、 、 、 、調査年の７月中旬とし 所得票及び貯蓄票については 調査年の７月中旬とし 所得票及び貯蓄票については

調査年の８月中旬とする（具体的な期限は、調査年ご 調査年の８月中旬とする（具体的な期限は、調査年ご

とに厚生労働大臣が定める 。 とに厚生労働大臣が定める 。。） 。）

イ 簡易調査 イ 簡易調査

① 調査票の配布 ① 調査票の配布

調査員及び指導員は、調査期日までに、各世帯に調 調査員及び指導員は、調査期日までに、各世帯に調

査票を配布する。 査票を配布する。

調査期日は、世帯票については、調査年の６月の第 調査期日は、世帯票については、調査年の６月の第

１又は第２木曜日とし、所得票については、調査年の １又は第２木曜日とし、所得票については、調査年の

７月の第２又は第３木曜日とする（具体的な期日は、 ７月の第２又は第３木曜日とする（具体的な期日は、

調査年ごとに厚生労働大臣が定める 。 調査年ごとに厚生労働大臣が定める 。。） 。）

② 調査票の提出期限 ② 調査票の提出期限

調査員及び指導員は、各世帯から調査票を回収し、 調査員及び指導員は、各世帯から調査票を回収し、

それぞれ定められた期日までに保健所長又は福祉事務 それぞれ定められた期日までに保健所長又は福祉事務

所長に提出する（経由機関の詳細については、前記６ 所長に提出する（経由機関の詳細については、前記６

（２）ウのとおりである 。 （２）ウのとおりである 。。） 。）

なお、都道府県知事から厚生労働大臣への調査票の なお、都道府県知事から厚生労働大臣への調査票の

提出期限は、世帯票については、調査年の７月中旬と 提出期限は、世帯票については、調査年の７月中旬と

し、所得票ついては、調査年の８月中旬とする（具体 し、所得票ついては、調査年の８月中旬とする（具体

的な期限は、調査年ごとに厚生労働大臣が定める 。 的な期限は、調査年ごとに厚生労働大臣が定める 。。） 。）

８ 集計事項 ８ 集計事項

国民生活基礎調査結果表一覧に掲げる事項とする。 国民生活基礎調査結果表一覧に掲げる事項とする。
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９ 調査結果の公表の方法及び期日 ９ 調査結果の公表の方法及び期日

調査翌年の７月頃から順次インターネットに掲載するとと 調査翌年の７月頃から順次インターネットに掲載するとと

もに、所定の報告書を刊行する。 もに、所定の報告書を刊行する。

10 使用する統計基準 10 使用する統計基準

大規模調査の際は、集計結果の表章等において、日本標準 大規模調査の際は、集計結果の表章等において、日本標準

職業分類の大分類を使用する。 職業分類の大分類を使用する。

なお、健康票において、通院中の傷病名の報告を求めてい なお、健康票において、通院中の傷病名の報告を求めてい

るが、疾病、傷害及び死因の統計分類にのっとった分類名を るが、疾病、傷害及び死因の統計分類にのっとった分類名を

一般の世帯に対して、自計方式で報告させることは困難であ 一般の世帯に対して、自計方式で報告させることは困難であ

るため、同分類は使用しない。 るため、同分類は使用しない。

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 11 調査票情報の保存期間及び保存責任者

厚生労働省大臣官房統計情報部長及び都道府県知事は、そ 厚生労働省大臣官房統計情報部長及び都道府県知事は、そ

れぞれ、作成又は受領した調査票、調査世帯名簿等を次の表 れぞれ、作成又は受領した調査票、調査世帯名簿等を次の表

の区分により保存する。 の区分により保存する。

調査票等 保 存 期 間 保 存 責 任 者 調査票等 保 存 期 間 保 存 責 任 者

調 査 票 １年間 厚生労働省大臣官房統計 調 査 票 １年間 厚生労働省大臣官房統計

情報部長 情報部長

結果原表並 結果原表並 磁気テープ以外でも保

びに調査票 永年 厚生労働省大臣官房統計 びに調査票 永年 厚生労働省大臣官房統計 存するため。

及び結果原 情報部長 及び結果原 情報部長

表を収録し 表を収録し

た磁気媒体 た磁気テー

プ
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調査世帯名 １年間 正本 厚生労働省大臣官 調査世帯名 １年間 正本 厚生労働省大臣官

簿 房統計情報部長 簿 房統計情報部長

副本 都道府県知事 副本 都道府県知事

調査地区要 １年間 正本 厚生労働省大臣官 調査地区要 １年間 正本 厚生労働省大臣官

図 房統計情報部長 図 房統計情報部長

副本 都道府県知事 副本 都道府県知事



１　追加

（追加理由）

・他票とのクロスの充実、正規・非正規による違いによる分析等新たなニーズに対応するため。

・調査事項の追加に伴うもの。（網掛けの結果表）

【世帯票】
22年結
果表№

表題

第30表 同居の夫婦組数，夫の年齢（20歳階級）・夫の教育・妻の年齢（20歳階級）・妻の教育別
第34表 世帯数，世帯主の教育・世帯主の年齢（５歳階級）・住居の種類別
第133表 特定の転出者のいる世帯数，家計支出額（10万円階級）・特定の転出者の種類（複数回答）・特定の転

出者の数別
第134表 特定の転出者のいる世帯数，仕送りの有－仕送り額階級－無・特定の転出者の数別
第170表 世帯人員数（15歳以上），仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・同居児童の有無・年

齢（５歳階級）・教育・性別
第173表 有業人員数（15歳以上），配偶者の有無・就業状況・年齢（５歳階級）・教育・性別
第185表 無業人員数（15歳以上），配偶者の有無・非就業状況・年齢（５歳階級）・教育・性別
第203表 35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者数，教育・配偶者の有無・性・年齢（５歳

階級）別
第209表 配偶者ありの女性の者数（15歳以上），仕事の有無・同居児童の有－児童数－無・年齢（５歳階級）・教

育別
【健康票】
22年結
果表№

表題

第42表
世帯人員数（15歳以上），仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢（5歳階級）・
自覚症状の有無別

第43表
世帯人員数（15歳以上），仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢（5歳階級）・
通院の有無別

第44表 世帯人員数（15歳以上），健康意識・性・年齢（5歳階級）・教育別

第49表
世帯人員数（15歳以上），悩みやストレスの有－悩みやストレスの原因（複数回答）－無・性・年齢（5歳階
級）・教育別

第51表
世帯人員数（15歳以上），仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・性・年齢（5歳階級）・
悩みやストレスの有無別

第52表 世帯人員数（15歳以上），こころの状態（６項目）・性・年齢（5歳階級）・教育別
第65表 世帯人員数（15歳以上），喫煙の有無・性・年齢（5歳階級）・教育別
第67表 世帯人員数（20歳以上），健診等の受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・年齢（5歳階級）・教育別
第72表 世帯人員数（20歳以上），がん検診受診状況（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・教育別

第83表
有訴者数（15歳以上），最も気になる症状の治療状況（複数回答）・性・仕事の有－勤めか自営かの別－
勤め先での呼称－無別

第107表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診後の保健指導の状況・性・年齢（5歳階級）・直近の受診機会別
第108表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診後の保健指導の状況・性・年齢（5歳階級）・教育別
第110表 健診等を受けた者数（20歳以上），健診後の受診の状況・性・年齢（5歳階級）・教育別

第113表
健診等を受けなかった者数（20歳以上），健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・年齢（5歳階級）・
教育別

第139表
健診等を受けた者数（20歳以上），性・健診後の保健指導の状況・都道府県－20大都市（再掲）・直近の
受診機会別

【所得票】
22年結
果表№

表題

第27表
１世帯当たり平均所得金額－１世帯当たり平均可処分所得金額－世帯人員１人当たり平均所得金額－
世帯人員１人当たり平均可処分所得金額－有業人員１人当たり平均稼働所得金額－平均世帯人員－
平均有業人員，最多所得者の年齢（10歳階級）別

第53表 世帯数，世帯構造・可処分所得金額階級別
第56表 世帯数，世帯人員・可処分所得の総所得に占める割合別
第57表 世帯数，特定世帯・可処分所得の総所得に占める割合別
第66表 世帯数，医療費の家計支出額に占める割合・所得金額階級別
第70表 公的年金・恩給を受給している世帯人員数（15歳以上），教育・性・公的年金-恩給額階級別
第79表 世帯数，最多所得者の総所得に占める割合・所得金額階級別

第81表
世帯数，最多所得者の仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・世帯人員・所得者構成
別

追加・削除結果表一覧
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第82表
世帯数，最多所得者の仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・有業人員・稼働者構成
別

第83表 有業人員数（15歳以上），勤めか自営かの別－勤め先での呼称・所得者構成別
第84表 有業人員数（15歳以上），勤めか自営かの別－勤め先での呼称・稼働者構成別
第85表 有業人員数（15歳以上），勤めか自営かの別－勤め先での呼称・配偶者の有無・性・年齢（10歳階級）別

第88表
有業者（15歳以上）１人当たり平均所得金額，勤めか自営かの別－勤め先での呼称・性・教育・年齢（10
歳階級）別

第89表 35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者のいる世帯数，世帯人員・所得者構成別
第104表 高齢者世帯数，子との同別居状況・仕送りの有無・所得金額階級別
第105表 高齢者世帯数，医療費の家計支出に占める割合・所得金額階級別
第106表 高齢者世帯数，世帯人員・可処分所得の総所得に占める割合別
第118表 同居児童ありの女性のいる世帯数，乳幼児の有－末子の保育者等の状況－無・所得金額階級別
第120表 同居児童ありの女性の有業人員数，勤めか自営かの別－勤め先での呼称・所得者構成別
第121表 同居児童ありの女性の有業人員数，末子の年齢階級・教育・所得者構成別
第150表 世帯数，最多所得者の仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・生活意識別
第151表 35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び希望している者のいる世帯数，所得者構成・生活意識別
第152表 世帯人員数（６歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・生活意識別
第153表 世帯人員数（６歳以上），健康意識・生活意識別
第154表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（６項目）・生活意識別
第155表 有業人員数（15歳以上），健康状態・性・生活意識別
第156表 世帯数，医療費の家計支出額に占める割合・生活意識別
第158表 高齢者世帯数，公的年金受給の有－公的年金受給の種類（複数回答）－無・生活意識別

第162表
相対的貧困率－子どもの貧困率－子どもがいる現役世帯（世帯主年齢65歳未満の世帯）の貧困率（合
計－大人が一人－夫婦）

【貯蓄票】
22年結
果表№

表題

第10表 世帯数，世帯主の教育・貯蓄の有無－貯蓄額階級別
第33表 高齢者世帯数－１世帯当たり平均貯蓄額，世帯構造・貯蓄の有無－貯蓄額階級別
第34表 高齢者世帯数，世帯構造・貯蓄の増減状況－減額理由（複数回答）別
第35表 高齢者世帯数－１世帯当たり平均借入金額，世帯構造・借入金の有無－借入金額階級別

第41表
同居児童ありの女性のいる世帯数，貯蓄の有無－貯蓄額階級・末子の母の教育・仕事の有－勤めか自
営かの別－無別

第47表
世帯数，最多所得者の仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・貯蓄の有無－貯蓄額階
級別

第48表
世帯数，最多所得者の仕事の有－勤めか自営かの別－勤め先での呼称－無・借入金の有無－借入金
額階級別
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２　削除

（削除理由）

・省内政策部局からの要望がなく、行政ニーズに乏しいため。

・調査事項の削除に伴うもの。（網掛けの結果表）

【世帯票】
19年結
果表№

表題

第11表 世帯数，世帯人員・世帯業態・地域ブロック別
第13表 世帯数，有業人員・世帯種・世帯人員別
第14表 世帯数，世帯種・世帯業態・有業人員別

第23表
１世帯当たり平均室数－１世帯当たり平均床面積－世帯人員１人当たり平均室数－世帯人員１人当たり
平均床面積，世帯主の年齢（５歳階級）別

第30表 平均有業人員－平均世帯人員－有業率，世帯人員・世帯種別
第44表 準同居統合後世帯数，世帯人員・市郡別
第45表 準同居統合後世帯数，世帯人員・世帯主の年齢（５歳階級）別
第46表 準同居統合後世帯数，世帯人員・世帯類型・世帯構造別

第47表
準同居統合後手助けや見守りを要する者のいる世帯数，世帯構造・手助けや見守りを要する者の年齢
階級・家計支出階級別

第48表 準同居統合後乳幼児のいる世帯数，家計支出額階級・育児にかかった費用階級・乳幼児数別
第49表 準同居世帯数，世帯人員・世帯類型・家計支出額階級別
第50表 準同居世帯数，世帯構造・世帯主の年齢（５歳階級）・市郡別
第51表 準同居世帯数，世帯人員・世帯主の年齢（５歳階級）・市郡別
第52表 準同居世帯数，６０歳以上の者数・世帯人員・市郡別

第53表
高齢者のいる準同居世帯の１世帯当たり平均室数－１世帯当たり平均床面積－世帯人員１人当たり平
均室数－世帯人員１人当たり平均床面積，世帯構造別

第54表 手助けや見守りを要する者の数（準同居世帯において），主な介護者の続柄，世帯構造別
第55表 乳幼児のいる準同居世帯数，末子の保育の状況・世帯構造・末子の父母の就業状況別

第56表
１世帯当たり育児にかかった平均費用（乳幼児のいる準同居世帯），乳幼児数・末子の母の仕事の有無・
世帯構造別

第57表
１世帯当たり育児にかかった平均費用（乳幼児のいる準同居世帯），末子の保育の状況・末子の乳幼児
の年齢（各歳）・末子の父母の就業状況別

第58表
１世帯当たり育児にかかった平均費用（乳幼児のいる準同居世帯），家計支出額階級・乳幼児数・末子
の乳幼児の年齢（各歳）別

第75表 １世帯当たり平均家計支出額，世帯人員・世帯種別
第80表 １世帯当たり平均家計支出額，同居していない者の有無－同居していない者の種類別

第103表
同居していない者のいる世帯数，同居していない者の種類・世帯構造・世帯主の年齢(10歳階級）・家計
支出額階級別

第105表 60歳以上の者のいる世帯数，世帯構造・公的年金－恩給受給の有無・有業人員別
第106表 60歳以上の者の数，家族形態・性・年齢（５歳階級）別
第107表 60歳以上の者の数，子との同別居状況－別居の子の数・性・年齢（５歳階級）別
第108表 60歳以上の者の数，世帯構造・性・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無別
第109表 60歳以上の者の数，家族形態・都道府県－１８大都市（再掲）・年齢（５歳階級）別
第110表 60歳以上の者の数，子との同別居状況－別居の子の数・都道府県－１８大都市（再掲）・年齢（５歳階級）
第117表 65歳以上の者のいる世帯数，世帯構造・住居の種類・住宅の床面積階級別

第118表
65歳以上の者のいる世帯の１世帯当たり平均室数・１世帯当たり平均床面積・世帯人員１人当たり平均
室数・世帯人員１人当たり平均床面積，世帯構造別

第124表 65歳以上の者の数，子との同別居状況－別居の子の数・性・世帯構造別
第125表 65歳以上の者の数，経済上の地位・家族形態別

第128表
有業最多所得者が65歳以上である世帯数，世帯構造・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称
－無別

第129表 70歳以上の者のいる世帯数，世帯構造・公的年金－恩給受給の有無・有業人員別
第130表 70歳以上の者の数，性・配偶者の有無・市郡・家族形態別
第131表 70歳以上の者の数，子との同別居状況－別居の子の数・性・配偶者の有無別
第134表 乳幼児のいる世帯数，世帯人員・世帯主の年齢（５歳階級）・育児にかかった費用階級別

第137表
１世帯当たり育児にかかった平均費用（乳幼児のいる世帯），乳幼児数・世帯構造・世帯主の年齢（５歳
階級）別

第142表 １世帯当たり平均家計支出額（乳幼児のいる世帯），乳幼児数・世帯構造・世帯主の年齢（５歳階級）別

第144表
乳幼児のいる世帯数，家計支出額に占める育児にかかった費用の割合階級・乳幼児数・世帯主の年齢
（５歳階級）別

第153表 手助けや見守りを要する者の数，介護保険受給状況・性・年齢階級別
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第154表 手助けや見守りを要する者の数，性・介護保険受給状況・都道府県－１８大都市（再掲）別
第156表 手助けや見守りを要する者の数，主な介護者の続柄・主な介護者の年齢（10歳階級)別
第167表 65歳以上の手助けや見守りを要する者の数，主な介護者との続柄・主な介護者の性別

第172表
世帯数，仕送りの有－仕送り額階級－平均仕送り額－無・仕送りの種類（複数回答）・同居していない者
の有－同居していない者の種類－無・別居の子の有－別居の子の数－無別

第173表
世帯数，仕送りの有－仕送り額階級－平均仕送り額－無・仕送りの種類（複数回答）・手助けや見守りを
要する者の有無・別居の子の有－別居の子の数－無別

第175表
世帯数，仕送りの有－仕送り額階級－平均仕送り額－無・仕送りの種類（複数回答）・世帯類型・別居の
子の有－別居の子の数－無別

第177表 世帯数，家計支出額階級・仕送り額階級・仕送りの種類（複数回答）・世帯業態別
第178表 世帯数，家計支出額階級・仕送り額階級・仕送りの種類（複数回答）・世帯主の年齢（10歳階級）別
第179表 世帯数，家計支出額に占める仕送りの割合階級・仕送りの種類（複数回答）・世帯構造別

第180表
世帯数，家計支出額に占める仕送りの割合階級・仕送りの種類（複数回答）・世帯主の年齢（10歳階級）
別

第181表
世帯数，家計支出額に占める仕送りの割合階級・仕送りの種類（複数回答）・同居していない者の有－同
居していない者の種類－無別

第182表
世帯数，家計支出額に占める仕送りの割合階級・仕送りの種類（複数回答）・別居の子の有－別居の子
の数－無別

第186表
15歳以上の世帯人員数，性・年齢（５歳階級）・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・同
居児の有－児童数－無・家計支出額階級別

第188表
15歳以上の世帯人員数，性・年齢（５歳階級）・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・公
的年金加入状況別

第189表
15歳以上の世帯人員数，性・年齢（５歳階級）・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・医
療保険加入状況別

第190表 15歳以上の世帯人員数，性・年齢（５歳階級）・仕事の有無・健康状態別

第191表
同居の夫婦組数，夫の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・夫の公的年金加入状況・
妻の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・妻の公的年金加入状況別

第193表
第３号被保険者の数，１日の平均就業時間，仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・性・
年齢（５歳階級）・週間就業日数別

第198表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，仕事の有無・性・年齢（５歳階級）・配偶
者の有無・同居児の有無別

第199表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，仕事の有無・性・年齢（５歳階級）・配偶
者の有無・健康状態別

第200表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・仕事の有無・手助
けや見守りを要する者の有無・家計支出額階級別

第201表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，１日の平均就業時間，配偶者の有無・仕事あり
の者の状況・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・性・年齢（５歳階級）・週間就業日数別

第202表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自
営かの別・勤め先での呼称・性・年齢（５歳階級）・就業期間別

第203表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，仕事ありの者の状況・勤めか自営かの別・勤め
先での呼称・性・年齢（５歳階級）・公的年金加入状況別

第204表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，仕事ありの者の状況・勤めか自営かの別・勤め
先での呼称・性・年齢（５歳階級）・医療保険加入状況別

第205表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，仕事ありの者の状況・勤めか自営かの別・勤め
先での呼称・性・年齢（５歳階級）・親との同別居の状況別

第206表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，仕事ありの者の状況・勤めか自営かの別・勤め
先での呼称・性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・同居児の有無別

第208表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・住
居の種類別

第209表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・家
計支出額階級別

第210表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・乳
幼児の有－末子の保育の状況－無別

第211表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・乳
幼児の有－育児にかかった費用階級－無別

第214表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・手
助けや見守りを要する者の有無別

第216表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・健
康状態別

第217表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・健
康意識別

第218表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・健
診受診の有－健診実施主体（複数回答）－無別

第219表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・職業分類
別
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第220表 35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・就業期間

第222表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・片道通勤
時間階級別

第223表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・勤めか自
営かの別・勤め先での呼称・医療保険加入状況別

第224表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・勤めか自
営かの別・勤め先での呼称・公的年金加入状況別

第225表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・勤めか自
営かの別・勤め先での呼称・健康状態別

第226表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・勤めか自
営かの別・勤め先での呼称・健康意識別

第227表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・勤めか自
営かの別・勤め先での呼称・健診受診の有－健診実施主体（複数回答）－無別

第228表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業
時間階級・医療保険加入状況別

第229表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業
時間階級・公的年金加入状況別

第230表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業
時間階級・健康状態別

第231表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業
時間階級・健康意識別

第232表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業
時間階級・健診受診の有－健診実施主体（複数回答）－無別

第238表
配偶者ありの女性の者数，同居児の有無・年齢（５歳階級）・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での
呼称－無・健康状態別

第240表
配偶者ありの女性の就業者数，妻の平均片道通勤時間，夫の平均片道通勤時間，夫の仕事の有無・夫
の片道通勤時間階級・妻の片道通勤時間階級・同居児の有無別

第241表
配偶者あり・同居児ありの女性の就業者数，妻の平均片道通勤時間，夫の平均片道通勤時間，夫の仕
事の有無・夫の片道通勤時間階級・妻の片道通勤時間階級・末子の年齢階級別

第243表
女性就業者の１日の平均就業時間，配偶者の有無・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・乳幼児の有
無・末子の保育の状況・１日の就業通勤時間階級別

第245表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・住居の種類別
第246表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・家計支出額階級別
第247表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・乳幼児の有－末子の保育の状況－無別
第248表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・乳幼児の有－育児にかかった費用階級－
第249表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・医療保険加入状況別
第250表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・公的年金加入状況別
第254表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・健康意識別
第257表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・住居の種類別

第258表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・家計支出額階級別

第260表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・乳幼児の有－育児にかかった費用階級－無別

第261表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・医療保険加入状況別

第262表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・公的年金加入状況別

第264表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・職業分類別
第265表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・就業期間階級別
第268表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・片道通勤時間階

第270表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・健康意識別

第271表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・健診受診の有－健診実施主体（複数回答）－無別

第273表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・片道通勤時間階
級・世帯構造別

第274表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・週間就業時間階
級・家計支出額階級別

第275表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・片道通勤時間階
級・家計支出額階級別

第276表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・週間就業時間階
級・乳幼児の有－末子の保育の状況－無別

第277表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・片道通勤時間階
級・乳幼児の有－末子の保育の状況－無別
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第278表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・週間就業時間階
級・乳幼児の有－育児にかかった費用階級－無別

第279表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・片道通勤時間階
級・乳幼児の有－育児にかかった費用階級－無別

第280表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・週間就業時間階
級・医療保険加入状況別

第281表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・週間就業時間階
級・公的年金加入状況別

第283表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・片道通勤時間階
級・手助けや見守りを要する者の有無別

第285表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・週間就業時間階
級・健康意識別

第288表 同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・住居の種類別
第289表 同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・家計支出額階

第291表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・乳幼児の有－
育児にかかった費用階級－無別

第292表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・医療保険加入
状況別

第293表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・公的年金加入
状況別

第295表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有
無・すぐに仕事に就ける－就けない－すぐには就けない理由（複数回答）・仕事を探している－希望する
仕事の形－探していない別

第299表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・世帯構造別
第300表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・住居の種類別
第301表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・家計支出額階級別
第302表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・乳幼児の有－末子の保育の状況－無別
第303表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・乳幼児の有－育児にかかった費用階級－無別
第308表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・健康状態別
第312表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・住居の種類別
第313表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・家計支出額階級別

第314表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・医療保険加入状況別

第316表
中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・手助けや見守りを要
する者の有無別

第317表
中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの別・勤
め先での呼称別

第318表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・職業分類別
第319表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・就業期間階級別
第320表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・週間就業日数別
第321表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・週間就業時間階級別
第322表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・片道通勤時間階級別
第323表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・健康状態別
第327表 中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・住居の種類別
第328表 中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・家計支出額階級別

第346表
15歳以上の就業者数，１日の平均就業時間階級・片道通勤時間階級・性・同居児の有－末子の年齢階
級－無別

第347表
15歳以上の就業者数，１日の平均就業時間階級・片道通勤時間階級・性・配偶者の有無・同居児の有
無・健康状態別

第348表
15歳以上の就業者数，平均片道通勤時間，片道通勤時間階級・性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・同
居児の有無別

第349表
15歳以上の就業者数，平均片道通勤時間，片道通勤時間階級・性・年齢（５歳階級）・手助けや見守りを
要する者の有無別

第350表
15歳以上の就業者の平均片道通勤時間，週間就業日数・性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・同居児
の有無別

第351表 夫婦ともに仕事ありの夫婦組数，世帯構造・夫の年齢（５歳階級）・妻の年齢（５歳階級）別
第352表 夫婦ともに仕事ありの夫婦組数，世帯構造・同居児の有－児童数－無・末子の年齢階級別

第353表
15歳以上の非就業者数，仕事なしの者の状況・就業希望の有無・希望する仕事の形・配偶者の有無・同
居児の有－児童数－無・性・年齢（５歳階級）別

第356表
15歳以上の非就業者数，仕事なしの者の状況・就業希望の有無・希望する仕事の形・同居児の有－児
童数－無・性・年齢（５歳階級）・家計支出額階級別

第357表
15歳以上の非就業者数，仕事なしの者の状況・就業希望の有無・希望する仕事の形・同居児の有－末
子の年齢階級－無・公的年金加入状況・性・年齢（５歳階級）別

第364表
同居児ありの女性（就業希望はあるがすぐには仕事に就けない）者数，仕事なしの者の状況・すぐには就
けない理由（複数回答）・世帯構造・末子の年齢階級別
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【健康票】
19年結
果表№

表題

第５表 世帯数，病気やけが等で支払った費用（世帯）階級・世帯業態・家計支出階級別

第15表
世帯人員数（6歳以上），日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・普段の活動
ができなかった日数別

第30表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（６項目）・性・健康状態別
第31表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（５段階の選択数）・性・健康状態別
第64表 世帯人員数（20歳以上），健診受診の有－受診機会（複数回答）－無・性・年齢階級別
第69表 世帯人員数（20歳以上），健診受診の有－受診機会（複数回答）－無・世帯構造別
第70表 世帯人員数（20歳以上），健診受診の有－受診機会（複数回答）－無・世帯類型別
第72表 世帯人員数（20歳以上），がん検診受診状況・性・健康意識別
第79表 有訴者数，症状数・性・年齢（5歳階級）別
第90表 通院者数，傷病数・性・年齢（5歳階級）別
第111表 健診等を受けなかった者数（20歳以上），健診等を受けなかった理由（複数回答）・性・年齢（5歳階級）別
第131表 有訴者の平均症状数，性・年齢（5歳階級）・都道府県－18大都市（再掲）別
第135表 通院者の平均傷病数，性・年齢（5歳階級）・都道府県－18大都市（再掲）別

第142表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，健康意識・配偶の有無・性・年齢（5歳
階級）別

【介護票】
19年結
果表№

表題

第6表 介護を要する者のいる世帯数，世帯人員・住居の種類・現在の要介護度の状況別
第23表 介護を要する者数，日常生活への影響の有－日常生活影響の事柄（複数回答）－無・性・年齢階級別
第26表 介護を要する者数，健康状態・現在の要介護度別
第46表 介護を要する者数，住居の種類・利用した居宅サービスの種類（複数回答）別
第53表 介護を要する者数，日常生活の自立の状況・居宅サービスの費用の有－居宅サービスの費用額階級－

第54表
介護を要する者数，日常生活の自立の状況の期間・居宅サービスの費用の有－居宅サービスの費用額
階級－無別

第84表 介護を要する者数，日常生活の自立の状況・主な介護内容（複数回答）・介護者の組合せ別
【所得票】
19年結
果表№

表題

第6表 世帯数，世帯業態・世帯構造・所得金額階級別
第12表 世帯数，世帯主の年齢（５歳階級）・所得五分位階級・有業人員別
第14表 世帯数，住居の種類・所得金額階級別
第15表 世帯数，世帯主の年齢（10歳階級）・手助けや見守りを要する者の有無・所得金額階級別
第16表 世帯数，世帯業態・通院者の有無・所得五分位階級別
第17表 世帯数，世帯構造・通院者の有無・所得五分位階級別
第18表 世帯数，基礎的所得の種類・世帯業態・基礎的所得の割合別
第19表 世帯数，基礎的所得の種類・所得五分位階級・基礎的所得の割合別
第27表 世帯数，稼働者構成・世帯主の年齢（10歳階級）別
第28表 世帯数，世帯業態・所得者構成・所得五分位階級別
第29表 世帯数，世帯種・所得五分位階級・稼働者構成別
第32表 世帯数，世帯構造・所得五分位階級・所得種構成別
第34表 世帯数，世帯人員・世帯主の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・所得金額階級別
第35表 世帯数，入院者－通院者のいる世帯・所得金額階級別
第38表 世帯数，最多所得者の職業分類・世帯人員・可処分所得金額階級別
第41表 世帯数，世帯業態・市郡・可処分所得金額階級別
第45表 １世帯当たり平均所得金額，世帯人員・所得五分位階級別
第46表 １世帯当たり平均所得金額，世帯人員・地域ブロック別
第47表 １世帯当たり平均所得金額，市郡・所得五分位階級別
第48表 １世帯当たり平均所得金額，地域ブロック・所得五分位階級別
第49表 １世帯当たり平均所得金額，世帯業態・所得五分位階級別
第50表 １世帯当たり平均所得金額，世帯主の年齢（10歳階級）・世帯構造別
第51表 １世帯当たり平均所得金額，世帯主の年齢（10歳階級）・所得五分位階級別

第57表
１世帯当たり平均所得金額，手助けや見守りを要する者の有－日常生活の自立の状況－無・世帯構造
別

第64表 １世帯当たり平均可処分所得金額,  世帯主の年齢（10歳階級）・児童の有－児童数－無別
第65表 １世帯当たり平均可処分所得金額,  児童の有－児童数－無・世帯業態・世帯構造別
第66表 １世帯当たり平均可処分所得金額,  児童の有－末子の年齢階級－無別

第67表
１世帯当たり平均可処分所得金額，手助けや見守りを要する者の有－日常生活の自立の状況－無・世
帯構造別

第68表 世帯人員１人当たり平均所得金額,  世帯主の年齢（10歳階級）・世帯構造別
第69表 世帯人員１人当たり平均所得金額,  世帯主の年齢（10歳階級）・所得五分位階級別
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第71表 有業人員１人当たり平均稼働所得金額,  世帯主の年齢（10歳階級）・児童の有－児童数－無別
第73表 有業人員１人当たり平均稼働所得金額,  児童の有－末子の年齢階級－無別
第75表 有業人員１人当たり平均稼働所得金額,  市郡・地域ブロック別
第76表 有業人員１人当たり平均稼働所得金額， 手助けや見守りを要する者の有－日常生活の自立の状況－
第81表 世帯人員数，日常生活への影響の有無・世帯の所得金額階級別
第84表 世帯人員数，健康意識・世帯の所得金額階級別
第85表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（６項目）・世帯の所得金額階級別
第86表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（５段階の選択数）・世帯の所得金額階級別
第87表 有業人員数（15歳以上），健康状態・性・所得金額階級別
第88表 60歳以上の者のいる世帯数，世帯業態・所得金額階級別
第89表 60歳以上の者のいる世帯数，世帯構造・所得金額階級別
第90表 60歳以上の者のいる世帯の１世帯当たり平均所得金額，世帯業態・世帯構造別
第94表 65歳以上の者のいる世帯数,  世帯構造・世帯業態・所得五分位階級別
第109表 世帯数，同居していない者のいる世帯・所得金額階級別
第110表 世帯数，世帯種・所得五分位階級・所得種構成別
第111表 世帯数，世帯主の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・有業人員・所得金額階級別
第112表 世帯数，世帯主の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・世帯構造・所得金額階級別
第113表 世帯数，世帯主の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・世帯類型・所得金額階級別
第114表 世帯数，世帯主の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・市郡・所得金額階級別
第115表 世帯数，世帯主の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・地域ブロック・所得金額階級別
第117表 世帯数，入院者－通院者のいる世帯・可処分所得金額階級別

第118表
世帯人員数（15歳以上），年齢（10歳階級）・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・所得
金額階級別

第119表 世帯人員数，年齢（５歳階級）・性・所得金額階級別
第120表 世帯人員数（6歳以上）,手助けや見守りを要する者か否か・所得金額階級別
第121表 60歳以上の者のいる世帯数,  世帯構造・世帯業態・所得五分位階級別
第122表 60歳以上の者のいる世帯数,  世帯人員・有業人員・所得五分位階級別
第123表 60歳以上の者のいる世帯の１世帯当たり平均所得金額,  世帯業態・所得五分位階級別
第124表 60歳以上の者のいる世帯の１世帯当たり平均所得金額,  世帯構造・所得五分位階級別
第125表 60歳以上の者のいる世帯の１世帯当たり平均所得金額,  所得の種類・世帯構造別
第126表 60歳以上の者のいる世帯の１世帯当たり平均所得金額,  最多所得者の職業・所得五分位階級別

第127表
60歳以上の者のいる世帯の世帯人員１人当たり平均所得金額－１世帯当たり平均可処分所得金額－世
帯人員１人当たり平均可処分所得金額－有業人員１人当たり平均稼働所得金額,  世帯業態・世帯構造
別

第128表 乳幼児のいる世帯数，地域ブロック・所得金額階級別
第129表 児童のいる世帯の１世帯当たり平均所得金額,  所得の種類・所得五分位階級別
第130表 所得五分位値，世帯類型－児童のいる世帯－65歳以上の者のいる世帯別
第131表 世帯数，世帯種・世帯類型・所得五分位階級別
第132表 世帯数，世帯主の年齢（5歳階級）・所得五分位階級・世帯人員別
第133表 当該所得のある１世帯当たり平均所得金額，所得の種類・所得五分位階級別
第139表 世帯数，家計支出額階級・世帯構造・所得金額階級別
第140表 世帯数，家計支出額階級・世帯類型・所得金額階級別
第141表 世帯数，家計支出額階級・世帯種・所得金額階級別
第142表 世帯数，家計支出額階級・市郡・所得金額階級別
第143表 世帯数，家計支出額階級・入院者－通院者のいる世帯・所得金額階級別
第144表 世帯数，仕送り額階級（（再掲）仕送りの種類）・市郡・所得金額階級別
第145表 世帯数，仕送り額階級（（再掲）仕送りの種類）・入院者－通院者のいる世帯・所得金額階級別
第146表 世帯数，仕送り額階級（（再掲）仕送りの種類）・同居していない者の種類・所得金額階級別
第147表 乳幼児のいる世帯数，育児にかかった費用階級・世帯構造・所得金額階級別
第148表 乳幼児のいる世帯数，育児にかかった費用階級・世帯主の年齢（10歳階級）・所得金額階級別
第149表 乳幼児のいる世帯数，育児にかかった費用階級・市郡・所得金額階級別
第150表 世帯数，病気やけが等で支払った費用階級・世帯類型・所得金額階級別
第151表 世帯数，病気やけが等で支払った費用階級・世帯種・所得金額階級別
第152表 世帯数，病気やけが等で支払った費用階級・市郡・所得金額階級別
第153表 世帯数，病気やけが等で支払った費用階級・入院者－通院者のいる世帯・所得金額階級別
第154表 世帯人員数,病気やけが等で支払った費用階級・入院者－通院者の有無・所得金額階級別
第159表 世帯人員数（15歳以上）,　年齢（5歳階級）・性・公的年金加入状況・所得金額階級別

第160表
就業者数（15歳以上）－１日の平均勤務時間，性・公的年金加入状況・勤めか自営かの別・勤め先での
呼称・所得金額階級別

第161表 世帯数，課税の状況・所得五分位階級別
第171表 世帯数，拠出金の種類・所得五分位階級別
第172表 世帯数，所得の種類（重複計上）･世帯業態･社会保険料の種類（重複計上）別
第173表 世帯数，所得の種類（重複計上）･世帯主の年齢（10歳階級）･社会保険料の種類（重複計上）別
第178表 １世帯当たり平均金額,  拠出金の種類・所得五分位階級・地域ブロック別
第183表 １世帯当たり社会保険料の総所得に占める割合,  社会保険料の種類・所得金額階級別
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第184表 世帯数，課税の状況・世帯種・所得金額階級別
第185表 世帯数，世帯種・所得五分位階級・拠出金額階級別
第186表 世帯数，世帯種・所得五分位階級・社会保険料額階級別

第187表
世帯人員数（15歳以上），所得の種類（重複計上）･勤めか自営かの別･勤め先での呼称･社会保険料の
種類（重複計上）別

第188表
１人当たり平均金額,  性・拠出金の種類・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・年齢（５
歳階級）・１日の平均勤務時間別

第189表
１人当たり平均金額,  性・拠出金の種類・仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・ 年齢
（５歳階級）・所得金額階級別

第190表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者１人当たり平均金額,  拠出金の種類・性・年
齢（５歳階級）・所得金額階級別

第191表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，社会保険料の種類（重複計上）･所得金
額階級別

第192表
世帯人員数（15歳以上），社会保険料支払い有－社会保険料額階級－無・性・年齢（５歳階級）・所得金
額階級別

第193表 世帯数，所得五分位階級・医療保険料額階級別
第194表 世帯数，世帯業態・医療保険料額階級別
第195表 世帯数，世帯類型・医療保険料額階級別
第196表 世帯数，世帯主の年齢（10歳階級）・医療保険料額階級別
第197表 世帯数，所得五分位階級・年金保険料額階級別
第198表 世帯数，世帯業態・年金保険料額階級別
第199表 世帯数，世帯類型・年金保険料額階級別
第200表 世帯数，世帯主の年齢（10歳階級）・年金保険料額階級別
第201表 世帯数，所得五分位階級・介護保険料額階級別
第202表 世帯数，世帯業態・介護保険料額階級別
第203表 世帯数，世帯類型・介護保険料額階級別
第204表 世帯数，世帯主の年齢（10歳階級）・介護保険料額階級別
第205表 世帯数，所得五分位階級・その他（雇用保険等）保険料額階級別
第206表 世帯数，世帯業態・その他（雇用保険等）保険料額階級別
第207表 世帯数，世帯類型・その他（雇用保険等）保険料額階級別
第208表 世帯数，世帯主の年齢（10歳階級）・その他（雇用保険等）保険料額階級別
第209表 世帯数,  生活意識・所得金額階級別
第210表 世帯数,  生活意識・世帯人員・所得五分位階級別
第211表 世帯数,  生活意識・世帯業態・所得五分位階級別
第212表 世帯数,  生活意識・最多所得者の職業・所得五分位階級別
第213表 世帯数,  生活意識・世帯構造・所得五分位階級別
第214表 世帯数,  生活意識・世帯類型・所得五分位階級別
第215表 世帯数,  生活意識・世帯主の年齢（10歳階級）・所得五分位階級別
第216表 世帯数,  生活意識・市郡・所得五分位階級別
第217表 世帯数,  生活意識・地域ブロック・所得五分位階級別
第219表 世帯数,  生活意識・世帯主の年齢（10歳階級）・住居の種類別
第220表 世帯数,  支出額に占める仕送り割合･世帯構造･生活意識別
第221表 世帯数,  生活意識・所得五分位階級・固定資産税額階級別
第222表 乳幼児のいる世帯数，生活意識・所得金額階級別

第225表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者のいる世帯数，生活意識･家計支出額階
級･所得金額階級別

第226表 世帯数,  同居していない者のいる世帯・所得五分位階級・生活意識別
第227表 １世帯当たり平均所得金額，世帯主の年齢（10歳階級）・生活意識別
第228表 世帯人員１人当たり平均所得金額,  世帯主の年齢（10歳階級）・生活意識別
第229表 世帯数,  生活意識・世帯種・所得五分位階級別
第230表 60歳以上の者のいる世帯数，生活意識・世帯構造別
第231表 要介護認定者のいる世帯数，生活意識･世帯構造･所得金額階級別
第232表 乳幼児のいる準同居世帯数，生活意識・所得金額階級別
第233表 高齢者のいる準同居世帯数，生活意識・所得金額階級別
第234表 世帯数，世帯業態・世帯主の年齢（10歳階級）・企業年金･個人年金等掛金額階級別
第235表 １世帯当たり企業年金･個人年金等掛金額，世帯業態・所得五分位階級別
第236表 １世帯当たり企業年金･個人年金等掛金額，世帯主の年齢（10歳階級）・世帯構造別
第237表 世帯数，所得五分位階級・企業年金･個人年金等掛金額階級別
第238表 世帯数，世帯主の年齢（10歳階級）・所得五分位階級・企業年金･個人年金等掛金額階級別
第239表 世帯数，地域ブロック・所得五分位階級・企業年金･個人年金等掛金額階級別
第240表 １世帯当たり企業年金･個人年金等掛金額，地域ブロック・所得五分位階級別

第241表
同居児ありの女性がいる世帯数，育児にかかった費用階級・日中の保育の状況・世帯構造・仕事の有
無・所得金額階級別

第244表
配偶者ありの女性の者数，妻の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・夫の公的年金加
入状況・所得金額階級別
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第245表
配偶者ありの女性の者数，妻の公的年金加入状況・妻の所得金額階級・夫の公的年金加入状況・夫の
所得金額階級別

第246表 配偶者ありの女性の年金保険料掛金額，妻の公的年金加入状況・夫の所得金額階級別
第247表 就業者数（15歳以上）－１人当たり平均所得金額，公的年金加入状況・１日の平均勤務時間階級別

第248表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，勤め先での呼称・就業時間・社会保険
加入状況・所得金額階級別

第249表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・公的年金加入状
況・所得金額階級別

第250表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・所
得金額階級別

第251表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・雇
用者所得金額階級別

第252表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・公
的年金－恩給額階級別

第253表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・雇
用者所得・公的年金－恩給以外の所得金額階級別

第254表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・拠
出金額階級別

第255表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・生
活意識別

第257表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・雇用者所得金額階級別

第258表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・公的年金－恩給額階級別

第259表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・雇用者所得・公的年金－恩給以外の所得金額階級別

第260表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・拠出金額階級別

第261表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・生活意識別

第262表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・週間就業時間階級・所得金額階級別

第263表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・週間就業時間階級・雇用者所得金額階級別

第264表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・週間就業時間階級・公的年金－恩給額階級別

第265表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・週間就業時間階級・雇用者所得・公的年金－恩給以外の所得金額階級別

第266表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・週間就業時間階級・拠出金額階級別

第267表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・週間就業時間階級・生活意識別

第268表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数－１人当たり平均所得金額，性・年齢（５
歳階級）・就業希望の有無・所得金額階級別

第269表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，所得の種類（重複計上）・当該所得の
総所得に占める割合別

第270表
同居児ありの女性の者数，仕事の有無・社会保険加入状況・勤め先での呼称・就業時間・所得金額階級
別

第271表 同居児ありの女性の者数，仕事の有無・就業希望の有無・健康状態・健康意識・世帯構造・所得金額階
第272表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・所得金額階級別
第273表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・雇用者所得金額階級別
第274表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・公的年金－恩給額階級別

第275表
同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・雇用者所得・公的年金－恩給以外の所得
金額階級別

第276表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・拠出金額階級別
第277表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・生活意識別

第278表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・雇用者所得金額階級別

第279表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・公的年金－恩給額階級別

第280表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・雇用者所得・公的年金－恩給以外の所得金額階級別

第281表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・拠出金額階級別
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第282表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・生活意識別

第283表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業時間階級・所得金額階級別
第284表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業時間階級・雇用者所得金額

第285表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業時間階級・公的年金－恩給
額階級別

第286表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業時間階級・雇用者所得・公的
年金－恩給以外の所得金額階級別

第287表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業時間階級・拠出金額階級別
第288表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業時間階級・生活意識別

第289表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・所得金額階級
別

第290表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・雇用者所得金
額階級別

第291表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・公的年金－恩
給額階級別

第292表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・雇用者所得・
公的年金－恩給以外の所得金額階級別

第293表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・拠出金額階級
別

第294表 同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・生活意識別
第295表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・所得金額階級別
第296表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・雇用者所得金額階級別
第297表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・公的年金－恩給額階級別
第298表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・雇用者所得・公的年金－恩給以外の所得金額階
第299表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・拠出金額階級別
第300表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・生活意識別
第301表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・所得金額階級別

第302表
中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・雇用者所得金額階級
別

第303表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・公的年金－恩給額階

第304表
中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・雇用者所得・公的年
金－恩給以外の所得金額階級別

第305表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・拠出金額階級別
第306表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・生活意識別

第307表
中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有無・
すぐに仕事に就ける－就けない・仕事を探している－探していない・所得金額階級別

第308表
中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有無・
すぐに仕事に就ける－就けない・仕事を探している－探していない・雇用者所得金額階級別

第309表
中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有無・
すぐに仕事に就ける－就けない・仕事を探している－探していない・公的年金－恩給額階級別

第310表
中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有無・
すぐに仕事に就ける－就けない・仕事を探している－探していない・雇用者所得・公的年金－恩給以外
の所得金額階級別

第311表
中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有無・
すぐに仕事に就ける－就けない・仕事を探している－探していない・拠出金額階級別

第312表
中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有無・
すぐに仕事に就ける－就けない・仕事を探している－探していない・生活意識別

第313表 母子世帯数－平均所得金額，母の仕事の有－勤めか自営かの別・勤め先での呼称－無・所得金額階
第314表 準同居統合後世帯数，家計支出額階級・世帯構造・所得金額階級別
第315表 準同居統合後世帯数，家計支出額階級・世帯類型・所得金額階級別
第316表 準同居統合後世帯数，家計支出額階級・世帯主の年齢（10歳階級）・所得金額階級別
第317表 準同居統合後乳幼児のいる世帯数，末子の保育の状況・父母の就業状況・所得金額階級別
第318表 準同居統合後乳幼児のいる世帯数，家計支出額階級・所得金額階級別
第319表 高齢者のいる準同居世帯数，家計支出額階級・所得金額階級別
第320表 乳幼児のいる準同居世帯数，家計支出額階級・所得金額階級別
第321表 世帯主が仕事を探している世帯数，世帯主の年齢（10歳階級）・所得金額階級別
第322表 世帯主が仕事を探している世帯数，世帯主の年齢（10歳階級）・生活意識別
【貯蓄票】
19年結
果表№

表題

第4表 世帯数,　貯蓄額階級・世帯主の年齢（10歳階級）・所得五分位階級別
第10表 65歳以上の者のいる世帯数,　貯蓄額階級・世帯構造・借入金額階級別
第11表 世帯数,　貯蓄額階級・所得五分位階級・貯蓄の増減状況別
第17表 世帯数,　貯蓄額階級・手助けや見守りを要する者の有－日常生活の自立の状況－無・貯蓄の増減状況
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第18表 世帯数,　貯蓄額階級・住居の種類・貯蓄の増減状況別
第19表 世帯数,　支出額に占める仕送り割合･世帯構造･貯蓄額階級別

第20表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探ししている者のいる世帯数，貯蓄額階級･所得五分位
階級･家計支出額階級別

第21表 貯蓄の減った世帯数，貯蓄の減額階級・世帯業態・所得金額階級別
第22表 貯蓄の減った世帯数，貯蓄の減額階級・世帯構造・所得金額階級別
第23表 貯蓄の減った世帯数，貯蓄の減額階級・世帯類型・所得金額階級別
第24表 貯蓄の減った世帯数，貯蓄の減額階級・世帯主の年齢（10歳階級）・所得金額階級別
第28表 貯蓄の減った世帯数，貯蓄の減額階級・児童の有－児童数－無・貯蓄の減額理由（複数回答）別
第29表 貯蓄の減った世帯数，貯蓄の減額階級・世帯類型・貯蓄の減額理由（複数回答）別
第33表 貯蓄の減った世帯数，貯蓄額階級・貯蓄の減額階級別
第35表 １世帯当たり平均貯蓄額,　世帯主の年齢（10歳階級）・所得金額階級別
第36表 １世帯当たり平均貯蓄額,　世帯業態・世帯構造別
第37表 １世帯当たり平均貯蓄額,　世帯類型・所得金額階級別
第38表 １世帯当たり平均貯蓄額,　児童の有－児童数－無・所得金額階級別
第42表 世帯数,　借入金額階級・世帯類型・所得金額階級別

第46表
世帯数， 借入金額階級・世帯業態・所得五分位階級別
（40表と重複）

第47表
世帯数， 借入金額階級・世帯構造・所得五分位階級別
（41表と重複）

第48表 世帯数， 借入金額階級・世帯主の年齢（10歳階級）・貯蓄の増減状況別
第50表 65歳以上の者のいる世帯数,　貯蓄額階級・世帯構造・固定資産税額階級別
第51表 65歳以上の者のいる世帯数,　貯蓄額階級・世帯業態・借入金額階級別
第57表 世帯数,　借入金額階級・入院者－通院者の有無別
第59表 貯蓄の減った世帯数，貯蓄の減額階級・入院者－通院者の有無・貯蓄の減額理由（複数回答）別
第60表 世帯数,　貯蓄額階級・世帯構造・手助けや見守りを要する者の有無別
第61表 世帯数,　世帯構造・貯蓄の増減状況・手助けや見守りを要する者の有無別
第62表 世帯数,　借入金額階級・世帯構造・手助けや見守りを要する者の有無別
第64表 同居していない者のいる世帯数,　貯蓄額階級・同居していない者の種類別
第65表 同居していない者のいる世帯数,　借入金額階級・同居していない者の種類別
第66表 同居していない者のいる世帯数,　貯蓄の増減状況・同居していない者の種類別
第67表 貯蓄も借入もある世帯数,　貯蓄額階級・借入金額階級別
第69表 １世帯当たり平均借入金額,　世帯業態・世帯構造別
第70表 １世帯当たり平均借入金額,　世帯類型・所得金額階級別
第71表 １世帯当たり平均借入金額,　児童の有－児童数－無・所得金額階級別
第72表 １世帯当たり平均借入金額,　手助けや見守りを要する者の有－日常の生活の自立の状況－無別
第74表 世帯数,　貯蓄額階級・児童の有－児童数－無・有業人員別
第75表 世帯数,　貯蓄額階級・有業人員・世帯構造別
第76表 世帯人員数，病気やけが等で支払った費用階級･貯蓄額階級別
第77表 １世帯当たり平均貯蓄額,　世帯構造・所得五分位階級別
第78表 １世帯当たり平均貯蓄額,　児童の有－児童数－無・有業人員別
第79表 １世帯当たり平均貯蓄額,　有業人員・世帯構造別
第80表 世帯数， 借入金額階級・手助けや見守りを要する者の有－日常生活の自立の状況－無別
第81表 60歳以上の者のいる世帯数,　貯蓄額階級・世帯業態・借入金額階級別
第82表 60歳以上の者のいる世帯数,　貯蓄額階級・世帯構造・固定資産税額階級別
第83表 60歳以上の者のいる世帯数,　貯蓄額階級・世帯構造・借入金額階級別
第84表 60歳以上の者のいる世帯数,　世帯構造・貯蓄の増減状況・所得金額階級別

第85表
60歳以上の者のいる貯蓄の減った世帯数,　貯蓄の減額階級・世帯構造・貯蓄の減額理由（複数回答）
別

第86表 60歳以上の者のいる世帯の１世帯当たり平均貯蓄額,　世帯構造・所得金額階級別
第87表 60歳以上の者のいる世帯の１世帯当たり平均借入金額,　世帯構造・所得金額階級別
第88表 要介護認定者のいる世帯数，貯蓄額階級･世帯構造･所得金額階級別
第89表 要介護認定者のいる世帯数，借入金額階級･世帯構造･所得金額階級別
第90表 世帯数,  生活意識・貯蓄の増減状況・貯蓄の減額階級別
第92表 １世帯当たり平均貯蓄額，世帯主の年齢（10歳階級）・生活意識別
第93表 １世帯当たり平均借入金額，世帯主の年齢（10歳階級）・生活意識別

第94表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・貯
蓄額階級別

第95表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・借
入金額階級別

第96表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・貯蓄額階級別

第97表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・勤めか自営かの別・勤め先での呼称・借入金額階級別
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第98表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・週間就業時間階級・貯蓄額階級別

第99表
35歳未満のパート・アルバイトをしている者及び探している者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者
の有無・週間就業時間階級・借入金額階級別

第101表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・貯蓄額階級別
第102表 同居児ありの女性の者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・借入金額階級別

第103表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・貯蓄額階級別

第104表
同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・勤めか自営かの
別・勤め先での呼称・借入金額階級別

第105表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業時間階級・貯蓄額階級別
第106表 同居児ありの女性の就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・週間就業時間階級・借入金額階級別
第107表 同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・貯蓄額階級別

第108表
同居児ありの女性の非就業者数，年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・借入金額階級
別

第109表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・貯蓄額階級別
第110表 中高年者の数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・借入金額階級別
第111表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・貯蓄額階級別
第112表 中高年者の就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事ありの者の状況・借入金額階級別

第113表
中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有無・
すぐに仕事に就ける－就けない・仕事を探している－探していない・貯蓄額階級別

第114表
中高年者の非就業者数，性・年齢（５歳階級）・配偶者の有無・仕事なしの者の状況・就業希望の有無・
すぐに仕事に就ける－就けない・仕事を探している－探していない・借入金額階級別

第115表 同居の夫婦のいる世帯数－１世帯当たり平均貯蓄額，貯蓄額階級・夫婦の就業状況別
第116表 同居の夫婦のいる世帯数－１世帯当たり平均貯蓄額，貯蓄額階級・基礎的所得の割合別
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