
Ⅰ 家計収支の概要  

１ 総世帯の家計 1

(1) 消費支出は実質で0.3％の増加 1

(2) 教養娯楽のほか，住居，家具・家事用品などが実質増加 5

(3) 食料，住居，被服及び履物，教育などの費目で支出金額は減少傾向 8

(4) 財は実質増加，サービスは実質減少 9

２ 総世帯のうち勤労者世帯の家計 11

(1) 実収入は名目1.5％の増加，実質2.3％の増加 11

(2) 非消費支出は増加 13

(3) 可処分所得は実質増加 16

(4) 消費支出は実質増加 17

(5) 平均消費性向は低下 18

(6) 黒字率は上昇 19

Ⅱ 世帯属性別の家計収支

１ 世帯主の年齢階級別 20

(1) 二人以上の世帯 20

ア 消費支出は30歳未満，30～39歳及び60～69歳の世帯で実質増加 20

イ エンゲル係数は30歳未満及び40～49歳の世帯を除く各階級で低下 20

ウ 基礎的支出の割合は30歳未満，60～69歳及び70歳以上の世帯で高い 20

(2) 二人以上の世帯のうち勤労者世帯 23

ア 可処分所得は50～59歳の世帯を除く各階級で実質増加 23

イ 消費支出は40～49歳の世帯を除く各階級で実質増加 23
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イ 消費支出は40～49歳の世帯を除く各階級で実質増加 23

ウ 平均消費性向は30～39歳及び40～49歳の世帯で低下 24

(3) 単身世帯 25

消費支出は35～59歳及び60歳以上の世帯で実質増加 25

２ 年間収入五分位階級別（総世帯のうち勤労者世帯） 27

(1) 実収入は全ての階級で実質増加 27

(2) 非消費支出は第Ⅲ階級を除く各階級で増加 29

(3) 可処分所得は全ての階級で実質増加 29

(4) 消費支出は第Ⅰ階級，第Ⅲ階級及び第Ⅴ階級で実質増加 29

(5) 平均消費性向は第Ⅰ階級を除く各階級で低下 29

３ 世帯人員別（総世帯） 30

(1) 単身世帯の消費支出は４人世帯１人当たりの消費支出の約２倍 30

(2) 消費支出は４人世帯を除く各区分で実質増加 30

４ 世帯主の職業別（総世帯） 32

(1) 勤労者世帯では労務作業者の世帯で消費支出が実質増加 32

(2) 勤労者以外の世帯では法人経営者及び無職の世帯で消費支出が実質増加 32

５ 世帯主が高齢無職の世帯 34

(1) 高齢無職世帯 34

ア 可処分所得は実質増加 34

イ 消費支出は実質増加 34

ウ 平均消費性向は上昇 35



(2) 60歳以上の単身無職世帯 37

可処分所得及び消費支出は実質増加，平均消費性向は低下 37

(3) 高齢夫婦無職世帯 37

可処分所得及び消費支出は実質増加，平均消費性向は低下 37

 ６  住宅ローン返済世帯（二人以上の世帯のうち勤労者世帯） 39

(1) 住宅ローン返済世帯の割合は上昇 39

(2) 可処分所得に対する住宅ローン返済額の割合は上昇 40

Ⅲ 最近の家計収支の特徴（二人以上の世帯）

１ 今年の出来事と家計収支 42

(1) 勤め先収入（名目）の下げ止まり 42

(2) 子ども手当の支給 43

(3) 高校授業料の無償化等の開始 44

(4) 家電エコポイント制度の影響 45

(5) エコカー補助金制度の終了 47

(6) たばこの値上げの影響 48

２ 記録的な天候不順と家計消費 49

(1) 生鮮野菜 49

(2) 生鮮果物 50

(3) 光熱費 51

(4) 洗濯代 52

(5) 猛暑により影響を受けた品目等 53

３ 注目された品目の動き 54

(1) パーソナルコンピュータ 54

(2) ビデオデッキ 54

平成22年の家計をめぐる事象 4

所得税・個人住民税と社会保険料の改定 15

世帯主が60歳以上の世帯 35

世帯主の年齢階級別にみたビール系のアルコール飲料への支出の状況 55

世帯主の年齢階級別にみたスポーツ施設の利用状況 56

平成22年の家計収支の状況 57
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世帯主が60歳以上の世帯
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世帯主の年齢階級別にみたスポーツ施設の利用状況

図１ ゴルフプレー料金，スポーツクラブ使用料及び「他のスポーツ施設使用料」の世帯主

の年齢階級別年間支出金額（二人以上の世帯） 56
［二人以上の世帯：第４－６表］

図２ ゴルフプレー料金，スポーツクラブ使用料及び「他のスポーツ施設使用料」の世帯主

の年齢階級別年間購入頻度（二人以上の世帯） 56
［二人以上の世帯：第４－６表］

平成22年の家計収支の状況

図 家計収支の状況（総世帯のうち勤労者世帯） 57
［総世帯：第１表］

ビール及び発泡酒・ビール風アルコール飲料の世帯主の年齢階級別年間支出金額（二

ビール及び発泡酒・ビール風アルコール飲料の世帯主の年齢階級別年間購入数量合計
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