
Ⅰ 家計収支の概要  

１ 総世帯の家計 1
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(5) 平均消費性向は上昇 19

(6) 黒字率は低下 20

Ⅱ 世帯属性別の家計収支

１ 世帯主の年齢階級別 21

(1) 二人以上の世帯 21

ア 消費支出は30歳未満，30～39歳及び60～69歳の世帯で実質減少 21

イ エンゲル係数は30歳未満，30～39歳及び60～69歳の世帯で上昇 21

ウ 交際費は40～49歳の世帯を除く各階級で実質減少 21

( ) 二人以上 世帯 うち勤労者世帯
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