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分類事項一覧 (5区分)
総数

1 男女 50歳未満
50～59歳

(3区分) 60～69歳
総数 70歳以上

男
女 (4区分)

総数
(2A区分) 15～24歳

夫 25～34歳
妻 35歳以上

(2B区分) 3 配偶関係
男
女 (4区分)

総数
2 年齢 有配偶

未婚
(11区分) 死別・離別
総数

10～14歳 4 ライフステージ
15～24歳
25～34歳 (20区分)
35～44歳 総数
45～54歳 親と同居の25歳未満の人
55～64歳 親と同居の25～44歳の人
65～74歳 18歳未満の子供のいるひとり親
75歳以上 うち6歳未満の子供あり

（再掲） 18歳未満の子供のいる夫・妻
15歳以上 6歳未満の子供あり
65歳以上 6歳未満の子供なし

45歳未満で，18歳未満の子供のいない夫・妻
(10区分) うち18歳以上の未婚の子供あり
総数 その他の45歳未満の人

10～14歳 うち18歳以上の未婚の子供あり
15～24歳 45～64歳で，18歳未満の子供のいない夫・妻
25～34歳 うち18歳以上の未婚の子供あり
35～44歳 その他の45～64歳の人
45～54歳 うち18歳以上の未婚の子供あり
55～64歳 65歳以上で，18歳未満の子供のいない夫・妻
65～74歳 うち18歳以上の未婚の子供あり
75歳以上 その他の65歳以上の人

（再掲） うち18歳以上の未婚の子供あり
65歳以上

(19区分)
(9区分) 親と同居の25歳未満の人
総数 親と同居の25～44歳の人

15～24歳 18歳未満の子供のいるひとり親
25～34歳
35～44歳 18歳未満の子供のいる夫・妻
45～54歳
55～64歳
65～74歳 45歳未満で，18歳未満の子供のいない夫・妻
75歳以上

（再掲） その他の45歳未満の人
65歳以上

45～64歳で，18歳未満の子供のいない夫・妻
(8区分)

15～24歳 その他の45～64歳の人
25～34歳
35～44歳 65歳以上で，18歳未満の子供のいない夫・妻
45～54歳
55～64歳 その他の65歳以上の人
65～74歳
75歳以上

（再掲）
65歳以上

(7区分)
総数

15～24歳
25～34歳
35～44歳
45～54歳
55～64歳
65歳以上

　その他の65歳以上の人（うち18歳以上の未婚の子供あり）

　18歳未満の子供のいるひとり親（うち6歳未満の子供あり）

　18歳未満の子供のいる夫・妻（6歳未満の子供あり）
　18歳未満の子供のいる夫・妻（6歳未満の子供なし）

　45歳未満で，18歳未満の子供のいない夫・妻（うち18歳以上の未婚の子供あり）

　その他の45歳未満の人（うち18歳以上の未婚の子供あり）

　その他の45～64歳の人（うち18歳以上の未婚の子供あり）

　45～64歳で，18歳未満の子供のいない夫・妻（うち18歳以上の未婚の子供あり）

　65歳以上で，18歳未満の子供のいない夫・妻（うち18歳以上の未婚の子供あり）
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5 教育 9 ふだんの就業状態

(6区分) (9区分)
総数 総数

小学 有業者
中学 主に仕事
高校 家事などのかたわらに仕事
短大・高専 通学のかたわらに仕事
大学・大学院 無業者

家事
(5区分) 通学
総数 その他

小学・中学
高校・旧制中 (5区分)
短大・高専 有業者
大学・大学院 主に仕事

家事などのかたわらに仕事
6 情報通信関連機器の使用の状況 通学のかたわらに仕事

通学
(6区分)
総数 (3区分)

情報通信関連機器を使用していない 総数
情報通信関連機器を使用している 有業者

携帯電話・PHSを使用している 無業者
パソコンを使用している
携帯情報端末を使用している 10 従業上の地位

(3区分) (7区分)
総数 総数

使用していない 雇用されている人
使用している 会社などの役員

雇人のある業主
7 介護の有無 雇人のない業主

家族従業者
(3区分) 家庭内の賃仕事（内職）
総数

介護をしていない 11 雇用形態
介護をしている

(6区分)
8 介護の対象 総数

正規の職員・従業員
(7区分) パート
総数 アルバイト

65歳以上の家族を介護 労働者派遣事業所の派遣社員
自宅内 その他
自宅外

その他の家族を介護 12 職業
自宅内
自宅外 (10区分)

総数
専門的･技術的職業従事者
管理的職業従事者
事務従事者
販売従事者
保安職業，サービス職業従事者
農林漁業作業者
運輸・通信従事者
生産工程・労務作業者
分類不能の職業

(8区分)
専門的･技術的職業従事者
管理的職業従事者
事務従事者
販売従事者
保安職業，サービス職業従事者
農林漁業作業者
運輸・通信従事者
生産工程・労務作業者
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13 週間就業時間 17 共働きか否か

(11区分) (6区分)
総数 総数

35時間未満 夫が有業で妻も有業（共働き）
15時間未満 うち夫も妻も雇用されている人
15～29時間 夫が有業で妻が無業
30～34時間 夫が無業で妻が有業

35時間以上 夫が無業で妻も無業
35～39時間
40～48時間 (5区分)
49～59時間 総数
60時間以上 夫が有業で妻も有業（共働き）

きまっていない 夫が有業で妻が無業
夫が無業で妻が有業

(4区分) 夫が無業で妻も無業
総数

うち 15時間未満 (4区分)
15～34時間 総数
35時間以上 うち夫が有業で妻も有業（共働き）

うち夫も妻も雇用されている人
14 世帯の家族類型 うち夫が有業で妻が無業

(5A区分) (3区分)
総数 総数

うち夫婦のみの世帯 うち夫が有業で妻も有業（共働き）
うち夫婦と子供の世帯 うち夫も妻も雇用されている人
うち夫婦，子供と親の世帯

（再掲） (2区分)
高齢者夫婦世帯 総数

うち夫が有業で妻も有業（共働き）
(5B区分)
総数 18 住居の種類

夫婦と両親の世帯
夫婦とひとり親の世帯 (6区分)
夫婦，子供と両親の世帯 総数
夫婦，子供とひとり親の世帯 持ち家

民営の賃貸住宅
(4区分) 都市再生機構・公営などの賃貸住宅
総数 給与住宅

うち夫婦のみの世帯 住宅に間借り・寄宿舎・その他
うち夫婦と子供の世帯
うち夫婦，子供と親の世帯 19 居住室数

(3区分) (7区分)
総数 総数

夫婦と子供の世帯 1～3室
夫婦，子供と親の世帯 4室

5室
15 単身世帯の区分 6室

7室
(3区分) 8室以上
総数

単身赴任 (4区分)
その他 総数

1室
2室

16 世帯人員 3室以上

(6区分) 20 自家用車の有無
総数

2人 (3区分)
3人 総数
4人 自家用車あり
5人 自家用車なし
6人以上
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21 世帯の年間収入 26 末子の年齢

(13区分) (14区分)
総数 総数

100万円未満 0歳
100～199万円 1～2歳
200～299万円 3～5歳
300～399万円 6～8歳
400～499万円 9～11歳
500～599万円 12～14歳
600～699万円 15～17歳
700～799万円 18歳以上
800～899万円 （再掲）
900～999万円 3歳未満
1000～1499万円 6歳未満
1500万円以上 6～9歳

10～14歳
(10区分) 15歳以上
総数

300万円未満 (3区分)
100万円未満 総数
100～199万円 末子が6歳未満
200～299万円 末子が6～9歳

300～499万円
300～399万円 27 曜日
400～499万円

500～699万円 (8区分)
700万円以上 週全体

平日
(6区分) うち平日（仕事のある日）
総数 土曜日

300万円未満 うち土曜日（仕事のある日）
300～499万円 うち土曜日（仕事のない日）
500～699万円 日曜日
700～999万円 うち日曜日（仕事のない日）
1000万円以上

(4区分)
22 介護支援の利用の状況 週全体

平日
(8区分) 土曜日
総数 日曜日

利用していない
利用している (3区分)

月に1日以内 平日
月に2～3日 土曜日
週に1日 日曜日
週に2～3日
週に4日以上 (2A区分)

平日
23 6歳未満の子供の人数 土曜日

(3区分) (2B区分)
総数 土曜日

6歳未満の子供が1人いる 日曜日
6歳未満の子供が2人以上いる

(1A区分)
24 6歳未満の子供の保育の状況 週全体

(5区分) (1B区分)
総数 平日

28 その日の行動の種類

(3区分)
総数

25 6～9歳の子供の保育の状況 うちふだんの日
　休みの日

(5区分)
総数 29 インターネットの利用

小学校に在学する子供はいない
小学校に在学する子供がいる (1区分)

学童保育を利用している インターネットを利用した
学童保育を利用していない

保育所（園）又は幼稚園に在園する子供はいない
保育所（園）又は幼稚園に在園する子供がいる

延長保育又は預かり保育を利用している
延長保育又は預かり保育を利用していない
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30 行動の場所 36 妻の育児時間階級（主行動・同時行動）

(4区分) (7区分)
自宅 総数
学校・職場 なし
移動中 1時間未満
その他 1～2時間未満

2～3時間未満
31 一緒にいた人 3～4時間未満

4時間以上
(8区分)

一人で
睡眠，うたたねを除く

父
母
子
配偶者
その他の家族
学校・職場・その他の人

(7区分)
一人で
父
母
子
配偶者
その他の家族
学校・職場・その他の人

32 この日の天気

(4区分)
総数

一日中雨
一時雨
降雨なし

33 夫の家事時間階級（主行動・同時行動）

(7区分)
総数

なし
30分未満
30～45分未満
45分～1時間未満
1～2時間未満
2時間以上

34 妻の家事時間階級（主行動・同時行動）

(9区分)
総数

なし
1時間未満
1～2時間未満
2～3時間未満
3～4時間未満
4～5時間未満
5～6時間未満
6時間以上

35 夫の育児時間階級（主行動・同時行動）

(7区分)
総数

なし
30分未満
30～45分未満
45分～1時間未満
1～2時間未満
2時間以上
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37 行動の種類 交際
冠婚葬祭

（小分類114区分） 人と会って行う交際・付き合い
家族とのコミュニケーション

有償労働 電話による交際・付き合い
主な仕事関連 電子メールによる交際・付き合い

主な仕事 手紙等による交際・付き合い
主な仕事中の移動 教養・趣味・娯楽

副業関連 教養・娯楽
副業 創作
副業中の移動 趣味としての菓子作り

通勤 成果物を得る趣味・娯楽
通勤 趣味としての園芸

その他の仕事関連 ペットの世話
仕事中の休憩 犬の散歩等
求職活動 趣味としての衣類等の作製

無償労働 趣味
家事 ゲーム

食事の管理 ドライブ
　 菓子作り 他に分類されない趣味・娯楽

園芸 スポーツ
住まいの手入れ・整理 エアロビクス系スポーツ
衣類等の手入れ 球技
衣類等の作製 ウォーター系スポーツ
建築・修繕 成果物を得るスポーツ
乗り物の手入れ 他に分類されないスポーツ
世帯管理 マスメディア利用
乳幼児以外の家族の介護・看護 読書
家族の身の回りの世話 新聞・雑誌
その他の家事 テレビ

育児 ビデオ・ＤＶＤ
乳幼児の介護・看護 ラジオ
乳幼児の身体の世話と監督 ＣＤ・カセットテープ
乳幼児と遊ぶ 休養・くつろぎ
子供の付き添い等 休養・くつろぎ
子供の教育 その他
子供の送迎移動 移動

買い物・サービスの利用 家事的趣味に伴う移動
買い物 その他の移動

　 公的サービスの利用 調査・その他
商業的サービスの利用 社会生活基本調査に関連する行動

家事関連に伴う移動 他に分類されない行動
家事関連に伴う移動 （再掲）

ボランティア活動関連 無償労働（国際比較）
ボランティア活動
ボランティア活動に伴う移動 （中分類29区分）

学業，学習・研究
学業 有償労働

学校での授業・その他学校での行動 主な仕事関連
学校の宿題 副業関連

通勤
学校での学習（学業）中の休憩 その他の仕事関連
通学 無償労働

学習・研究（学業以外） 家事
学習・研究（学業以外） 育児

個人的ケア 買い物・サービスの利用
睡眠関連 家事関連に伴う移動

睡眠 ボランティア活動関連
うたたね 学業，学習・研究
療養 学業

身体的ケア 学習・研究（学業以外）
受診 個人的ケア
入浴（自分自身や家族等が行うもの） 睡眠関連

身体的ケア
身の回りの用事（個人サービスの利用） 食事

食事 自由時間
朝食 社会参加・宗教活動
昼食 交際
夕食 教養・趣味・娯楽
夜食 スポーツ
軽飲食 マスメディア利用

自由時間 休養・くつろぎ
社会参加・宗教活動 その他

社会参加活動 移動
礼拝・読経 調査・その他

（再掲）
無償労働（国際比較）

家庭教師による勉強，学習塾・予備校での勉強等

身の回りの用事（自分自身や家族等が行うもの）
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（大分類8区分） （中分類40区分）

総数 有償労働
有償労働 主な仕事関連
無償労働 副業関連
学業，学習・研究 通勤
個人的ケア その他の仕事関連
自由時間 無償労働
その他 家事
（再掲） 食事の管理
無償労働（国際比較） 菓子作り

園芸
（中分類47区分）　 住まいの手入れ・整理

衣類等の手入れ
有償労働 衣類等の作製

主な仕事関連 建築・修繕
副業関連 乗り物の手入れ
通勤 世帯管理
その他の仕事関連 乳幼児以外の家族の介護・看護

無償労働 家族の身の回りの世話
家事 その他の家事

食事の管理 育児
菓子作り 買い物・サービスの利用
園芸 家事関連に伴う移動
住まいの手入れ・整理 ボランティア活動関連
衣類等の手入れ 学業，学習・研究
衣類等の作製 学業
建築・修繕 学習・研究（学業以外）
乗り物の手入れ 個人的ケア
世帯管理 睡眠関連
乳幼児以外の家族の介護・看護 身体的ケア
家族の身の回りの世話 食事
その他の家事 自由時間

育児 社会参加・宗教活動
乳幼児の介護・看護 交際
乳幼児の身体の世話と監督 教養・趣味・娯楽
乳幼児と遊ぶ スポーツ
子供の付き添い等 マスメディア利用
子供の教育 休養・くつろぎ
子供の送迎移動 その他

買い物・サービスの利用 移動
家事関連に伴う移動 調査・その他
ボランティア活動関連

学業，学習・研究 （中分類33区分）
学業
学習・研究（学業以外） 有償労働

個人的ケア 主な仕事関連
睡眠関連 副業関連
身体的ケア 通勤
食事 その他の仕事関連

自由時間 無償労働
社会参加・宗教活動 家事
交際 育児
教養・趣味・娯楽 買い物・サービスの利用
スポーツ 家事関連に伴う移動
マスメディア利用 ボランティア活動関連
休養・くつろぎ 学業，学習・研究

その他 学業
移動 学校での授業・その他学校での行動
調査・その他 学校の宿題

（再掲）
無償労働（国際比較） 学校での学習（学業）中の休憩

通学
学習・研究（学業以外）

個人的ケア
睡眠関連
身体的ケア
食事

自由時間
社会参加・宗教活動
交際
教養・趣味・娯楽
スポーツ
マスメディア利用
休養・くつろぎ

その他
移動
調査・その他

家庭教師による勉強、学習塾・予備校での勉強等
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（大分類30区分） （調査票Aによる区分）

有償労働 睡眠
無償労働 身の回りの用事

家事 食事
食事の管理 通勤・通学
菓子作り 仕事
園芸 学業
住まいの手入れ・整理 家事
衣類等の手入れ 介護・看護
衣類等の作製 育児
建築・修繕 買い物
乗り物の手入れ 移動（通勤・通学を除く）
世帯管理 テレビ・ラジオ・新聞・雑誌
乳幼児以外の家族の介護・看護 休養・くつろぎ
家族の身の回りの世話 学習・研究（学業以外）
その他の家事 趣味・娯楽

育児 スポーツ
乳幼児の介護・看護 ボランティア活動・社会参加活動
乳幼児の身体の世話と監督 交際・付き合い
乳幼児と遊ぶ 受診・療養
子供の付き添い等 その他
子供の教育
子供の送迎移動 １次活動

買い物・サービスの利用 ２次活動
家事関連に伴う移動 ３次活動
ボランティア活動関連

学業，学習・研究 （EUによる区分）
個人的ケア
自由時間 睡眠
その他 身の回りの用事と食事
（再掲） 仕事と仕事中の移動
無償労働（国際比較） 学習

家事と家族のケア
（大分類39区分） ボランティア活動

参加活動，交際，教養･娯楽
有償労働 休養，ｽﾎﾟｰﾂ，趣味･ｹﾞｰﾑ
無償労働 テレビ

家事 マスメディア(テレビを除く）
育児 移動
買い物・サービスの利用 うち通勤
家事関連に伴う移動 その他
ボランティア活動関連

学業，学習・研究
学業

学校での授業・その他学校での行動
学校の宿題

学校での学習（学業）中の休憩
通学

学習・研究（学業以外）
個人的ケア

睡眠関連
身体的ケア
食事

自由時間
社会参加・宗教活動
交際
うち 家族とのコミュニケーション
電話による交際・付き合い
電子メールによる交際・付き合い

教養・趣味・娯楽
うち ゲーム
スポーツ
マスメディア利用

読書
新聞・雑誌
テレビ
ビデオ・ＤＶＤ
ラジオ
ＣＤ・カセットテープ

休養・くつろぎ
その他

移動
調査・その他

家庭教師による勉強、学習塾・予備校での勉強等
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38 主行動と同時行動の主な組み合わせ

（17区分）

学校の宿題と他行動
通学と他行動
食事と他行動
新聞・雑誌と他行動
テレビと他行動
CD・カセットテープと他行動
（再掲）

学校の宿題とテレビ
学校の宿題とラジオ
学校の宿題とCD・カセットテープ
通学と電子メールによる交際・付き合い
通学とゲーム
通学と読書
通学と新聞・雑誌
通学とCD・カセットテープ
食事と新聞・雑誌
食事とテレビ
テレビと家族とのコミュニケーション

（15区分）

通勤と他行動
食事と他行動
新聞・雑誌と他行動
テレビと他行動
ラジオと他行動
CD・カセットテープと他行動
（再掲）

通勤と電子メールによる交際・付き合い
通勤とゲーム
通勤と読書
通勤と新聞・雑誌
通勤とラジオ
通勤とCD・カセットテープ
食事と新聞・雑誌
食事とテレビ
テレビと家族とのコミュニケーション
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