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家族類型の変更等について 

 

１ 目的 

平成 17 年までの世帯の家族類型は，２人以上の世帯員から成る世帯について，非

親族の同居・非同居の区別なく世帯主と親族関係にある世帯員との関係のみで分類

していたため，非親族が同居している世帯も「Ａ 親族世帯」に含まれている場合

があり，利用上，特に注意を必要としていた。また，母子・父子世帯については，

未婚，死別又は離別の女親・男親と子供のみから成る世帯を分類していたが，自立

支援施策の対象として，他の世帯員（例えば祖父母など）と同居している場合も含

まれることがあるため，他の世帯員と同居する母子・父子世帯数を区分して把握す

る必要性が生じている。 

このような事情を受けて平成 22 年国勢調査では，以下のとおり新たな定義で集計

することとした。 

  

２ 定義の変更等の内容 

  (1) 世帯の家族類型  

      従来の「Ａ 親族世帯」は「Ａ 親族のみの世帯」に変更し，非親族が同居して

いる世帯を含めないこととした。非親族が同居している世帯は，従来の「Ｂ 非親

族世帯」を拡張した「Ｂ 非親族を含む世帯」に含めることとした。（新旧定義の比

較は参考を参照） 

世帯の家族類型（16 区分）の新旧対応表 

新分類 旧分類 

Ａ 親族のみの世帯 Ａ 親族世帯 

Ⅰ 核家族世帯 Ⅰ 核家族世帯 

  (1) 夫婦のみの世帯   (1) 夫婦のみの世帯 

  (2) 夫婦と子供から成る世帯   (2) 夫婦と子供から成る世帯 

  (3) 男親と子供から成る世帯   (3) 男親と子供から成る世帯 

  (4) 女親と子供から成る世帯   (4) 女親と子供から成る世帯 

 Ⅱ 核家族以外の世帯  Ⅱ その他の親族世帯 

  (5) 夫婦と両親から成る世帯   (5) 夫婦と両親から成る世帯 

…
…

 

  (14)他に分類されない世帯   (14)他に分類されない世帯 

Ｂ 非親族を含む世帯 Ｂ 非親族世帯 

Ｃ 単独世帯 Ｃ 単独世帯 

 

  (2) 母子・父子世帯 

      従来から，母子・父子世帯は，「未婚，死別又は離別の女親・男親と，その未婚の

20 歳未満の子供のみから成る一般世帯(他の世帯員がいないもの)」と定義し集計を

行っていた。今般これに加え，他の世帯員がいるものについても新たに集計するこ

ととした。 



参考
世帯の家族類型（新分類・旧分類）別世帯数（平成17年国勢調査）

差 率（％）

① ② ①－② （①－②）／②
49,062,530 49,062,530 0 0.00

Ａ 34,245,761  34,337,386 -91,625 -0.27

Ⅰ 28,327,091  28,393,707 -66,616 -0.23
(1) 9,625,318  9,636,533 -11,215 -0.12
(2) 14,631,459  14,645,655 -14,196 -0.10
(3) 605,257  620,562 -15,305 -2.47
(4) 3,465,057  3,490,957 -25,900 -0.74

Ⅱ 5,918,670  5,943,679 -25,009 -0.42
(5) 246,264  246,725 -461 -0.19

① 夫婦と夫の親から成る世帯 200,933  201,305 -372 -0.18

② 夫婦と妻の親から成る世帯 45,331  45,420 -89 -0.20
(6) 736,760  738,489 -1,729 -0.23

① 夫婦と夫の親から成る世帯 549,040  550,237 -1,197 -0.22

② 夫婦と妻の親から成る世帯 187,720  188,252 -532 -0.28
(7) 1,177,498  1,180,033 -2,535 -0.21

① 夫婦，子供と夫の親から成る世帯  989,767  991,879 -2,112 -0.21

② 夫婦，子供と妻の親から成る世帯 187,645  188,068 -423 -0.22
(8) 1,819,088  1,823,570 -4,482 -0.25

① 夫婦，子供と夫の親から成る世帯 1,407,989  1,411,178 -3,189 -0.23

② 夫婦，子供と妻の親から成る世帯 409,345  410,624 -1,279 -0.31
(9) 124,496  125,465 -969 -0.77
(10) 410,698  412,758 -2,060 -0.50
(11) 112,616  113,320 -704 -0.62

① 夫婦，夫の親と他の親族から成る世帯    67,836  68,178 -342 -0.50

② 夫婦，妻の親と他の親族から成る世帯    18,143  18,231 -88 -0.48
(12) 413,786  415,695 -1,909 -0.46

① 夫婦 子供 夫の親と他の親族から成る世帯 331 538 333 004 1 466 0 44

一般世帯

新分類 旧分類
定義の違いによる

女親と子供から成る世帯
核家族以外の世帯（旧分類ではその他の親族世帯）

夫婦，子供とひとり親から成る世帯

夫婦，子供と両親から成る世帯

夫婦と両親から成る世帯

夫婦とひとり親から成る世帯

親族のみの世帯（旧分類では親族世帯）
核家族世帯

夫婦のみの世帯
夫婦と子供から成る世帯
男親と子供から成る世帯 

夫婦と他の親族（親，子供を含まない）から成る世帯
夫婦，子供と他の親族（親を含まない）から成る世帯

夫婦，子供，親と他の親族から成る世帯 

夫婦，親と他の親族（子供を含まない）から成る世帯

① 夫婦，子供，夫の親と他の親族から成る世帯  331,538  333,004 -1,466 -0.44

② 夫婦，子供，妻の親と他の親族から成る世帯 76,612  77,018 -406 -0.53
(13) 306,522  309,858 -3,336 -1.08
(14) 570,942  577,766 -6,824 -1.18

Ｂ 359,686  268,061 91,625 34.18

Ｃ 14,457,083  14,457,083 0 0.00

世帯の家族類型のイメージ

非親族を含む世帯（旧分類では非親族世帯）
単独世帯

兄弟姉妹のみから成る世帯
他に分類されない親族世帯

住み込みの雇人

上の世帯を分類すると，

旧分類では「夫婦と子供から成る世帯」，

新分類では「非親族を含む世帯」となる。

その他

世帯主 世帯主の配偶者

子

親族

非親族

世帯


