
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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