
ア　全国，都道府県，政令指定都市，地域別主要結果

(1) 男女 （34） 就業異動

(2) 配偶関係 (35) 過去１年以内の就業異動

(3) 年齢 (36) 雇用形態の異動区分

(4) 世帯主との続き柄 (37) 前職の有無

(5) 教育 (38) 離職理由

(6) 就業状態・仕事の主従 (39) 離職時期

(7) 従業上の地位 (40) 離職期間

(8) 雇用形態 (41) 世帯の家族類型

(9) 起業の有無 (42) 一般・単身世帯

(10) 産業 (43) 初職の有無

（11） 職業 (44) 初職と現職等との関係

(12) 従業者規模 (45) 初職に就いた時期

(13) 経営組織 (46) 初職に就いた年齢

(14) 就業の規則性 (47) 初職の従業上の地位・雇用形態

(15) 年間就業日数 (48) 職業訓練･自己啓発の有無

(16) 週間就業時間 (49) 職業訓練･自己啓発の内容

(17) 所得（主な仕事からの年間収入・収益） (50) 現在の常住地

(18) 継続就業期間 (51) １年前の常住地

(19) 就業理由 (52) 夫と妻の就業状態・有業の親の有無

(20) 就業時間希望 (53) 世帯主・世帯員の就業状態

(21) 就業開始時期 (54) 世帯の収入の種類

(22) 就業希望意識 (55) 世帯所得

(23) 転職希望理由 (56) 世帯人員・親族世帯人員・有業親族世帯人員

(24) 副業の有無 (57) ６歳未満の子供の有無

(25) 就業希望の有無 (58) 子供の数

(26) 就業希望時期 (59) 末子の年齢

(27) 就業希望理由 (60) 子供の数と在学状況

(28) 希望する仕事の種類 (61) ９月末１週間の就業状態

(29) 希望する仕事の形態 (62) 世帯主・世帯員の９月末１週間の就業状態

(30) 求職活動の有無 (63) 親族世帯人員・世帯員の９月末１週間の

(31) 非求職理由 就業・求職状況

(32) 求職期間 （64） 地域区分

(33) 非就業希望理由 （65） 調査年

 

付２　分 類 事 項 一 覧



（1）男女 （2）配偶関係  

総数 総数 総数 総数
　男 　未婚 　うち未婚 　うち配偶者あり
　女 　配偶者あり

　死別･離別

（3）年齢

総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
　15～19歳 　15～19歳 　15～24歳 　55歳 　15～24歳   15～24歳 　15～24歳
　20～24　 　20～24 　25～29 　56 　25～29   25～34 　25～34
　25～29　 　25～29 　30～34 　57 　30～34   35～44   35～44
　30～34　 　30～34 　35～39 　58 　35～39   45～54   45～54
　35～39　 　35～39 　40～44 　59 　40～44   55～64   55～64
　40～44　 　40～44 　45～49 　60 　45～49   65～74 　65歳以上
　45～49　 　45～49 　50～54 　61 　50～54   75歳以上
　50～54　 　50～54 　55～59 　62 　55歳以上

　55～59　 　55～59 　60～64 　63

　60～64　 　60～64 　65歳以上 　64
　65～69　 　65～69
　70～74　 　70～74
　75～79　 　75歳以上
　80～84　
　85歳以上

総数 総数 総数 総数 総数
　30歳未満 　60歳未満 　60歳 　60～64歳 　15～19歳 　65～69歳 　35歳未満
　30～39歳 　60～64歳 　61 　65～69 　20～24 　70～74
　40～49 　65～69 　62 　70～74 　25歳以上 　75歳以上
　50～59 　70～74 　63 　75歳以上
　60～69 　75～79 　64
　70歳以上 　80歳以上

（4）世帯主との続き柄

総数 総数
　世帯主 　うち世帯主
　世帯主の配偶者 　
　その他の親族世帯員
　非親族世帯員

（5）教育

総数 総数 総数 総数 総数
　卒業者 　卒業者 　卒業者 　卒業者 　卒業者
　　小学・中学 　　小学・中学 　　小学・中学 　　小学・中学 　　小学・中学
　　高校・旧制中 　　高校 　　高校 　　高校 　　高校・旧制中
　　専門学校 　　専門学校 　在学者 　　専門学校 　　専門学校
　　短大・高専 　　短大・高専 　　小学・中学 　　短大・高専 　　短大・高専
　　大学 　　大学 　　高校 　　大学 　　大学
　　大学院 　　大学院 　　専門学校 　　大学院 　　大学院
　在学者 　在学者 　　短大・高専 　在学者 　在学者
　　小学・中学 　　高校 　　大学
　　高校 　　専門学校
　　専門学校 　　短大・高専
　　短大・高専 　　大学
　　大学 　　大学院
　　大学院

①　５区分 ②　２区分

⑤　9A区分①　15区分 ②　14区分 ③　10区分 ④　９区分

⑥　８区分

⑧　７A区分

④　11A区分

⑨　7B区分 ⑩　５区分 ⑪　5A区分

②　14区分①　16区分

３区分 ③　2A区分

③　11区分 ⑤　９区分

⑭　１区分⑫　４区分

②　２区分①　４区分

⑦　７区分

⑬　4A区分



（5）教育（続き）

総数 総数（在学者を除く） 総数 総数 総数
　うち卒業者 　小学・中学 （うち卒業者） （うち卒業者） 　うち在学者
　　小学・中学 　高校・旧制中 　高校・旧制中 　小学・中学
　　高校・旧制中 　専門学校 　専門学校 　高校・旧制中
　　専門学校 　短大・高専 　短大・高専 　専門学校・短大・高専
　　短大・高専 　大学 　大学 　大学・大学院
　　大学 　大学院 　大学院
　　大学院

（6）就業状態・仕事の主従

総数 総数 総数 総数
　有業者 　仕事が主な者 　有業者 　有業者
　　仕事が主な者 　仕事は従な者 　　仕事が主な者 　　うち仕事が主な者
　　仕事は従な者 　　家事が主な者 　　仕事は従な者 　  うち家事が主な者
　　　家事が主な者 　　通学が主な者 　無業者 　無業者
　　　通学が主な者 　　家事・通学以外が主な者
　　　家事・通学以外が主な者
　無業者
　　家事をしている者
　　通学している者
　　その他

　無業者 総数 総数 総数 総数
　　家事をしている者 　有業者 　うち仕事が主な者 　うち有業者 　うち無業者
　　通学している者 　無業者 　うち家事が主な者
　　その他

（7）従業上の地位

有業者 有業者 有業者
　自営業主 　自営業主 　自営業主
　　雇人のある業主 　家族従業者 　家族従業者
　　雇人のない業主 　雇用者 　雇用者
　　内職者 　　会社などの役員 　　会社などの役員
　家族従業者 　　会社などの役員を除く雇用者 　（会社などの役員を除く雇用者）
　雇用者 　　　一般常雇
　　会社などの役員 　　　臨時雇
　　会社などの役員を除く雇用者 　　　日雇
　　　一般常雇
　　　臨時雇
　　　日雇 　

　

有業者 有業者 有業者 有業者
　自営業主 　自営業主 　自営業主   自営業主
　家族従業者 　　うち内職者 　家族従業者   家族従業者
　雇用者 　家族従業者 　雇用者   雇用者（会社などの役員を含まない）
　　うち会社などの役員 　雇用者 　 　　
　（会社などの役員を除く雇用者）

有業者（家族従業者を含む） 有業者 有業者（家族従業者を含む） 有業者
  うち自営業主   うち自営業主 　うち自営業主 　うち雇用者
  うち雇用者   うち雇用者   うち雇用者
    会社などの役員     うち会社などの役員
　（会社などの役員を除く雇用者） 　（会社などの役員を除く雇用者）

有業者
　うち自営業主

⑨　2A区分⑧　２区分

⑪　２区分

⑩　２区分

③　５区分 ④　5A区分

⑨　4C区分

⑦　4A区分

⑩　３区分

⑫　2A区分

③　５区分

④　5A区分 ⑤　5B区分 ⑥　４区分

⑥　８区分 ⑧　６区分 ⑨　５区分⑦　７区分

⑤　４区分

⑧　4B区分

①　12区分 ②　９区分

⑥　３区分

①　11区分 ②　６区分

⑦　3A区分



（8）雇用形態

雇用者又は 雇用者 雇用者 雇用者
　　　会社などの役員を除く雇用者 　うち正規の職員・従業員 　うち正規の職員・従業員 　正規就業者
　正規の職員・従業員 　うちパート 　うちパート 　非正規就業者
　パート 　うちアルバイト 　うちアルバイト
　アルバイト 　うち労働者派遣事業所の派遣社員
　労働者派遣事業所の派遣社員 　うち契約社員
　契約社員
　嘱託
　その他

雇用者 雇用者 雇用者 有業者
　うち会社などの役員 　うち正規の職員・従業員 　うち正規の職員・従業員 　うちパート
　うち正規の職員・従業員 　うちパート･アルバイト 　うちパート

　正規の職員・従業員 　うち正規の職員・従業員
　パート・アルバイト 　 　

（9）起業の有無

総数
　うち起業者

（10）産業

総数 総数 総数
　農業 　うち農業 　うち建設業
　林業 　うち林業 　うち製造業
　漁業 　うち漁業 　うち電気・ガス・熱供給・水道業
　鉱業 　うち鉱業 　うち情報通信業
　建設業 　うち建設業 　うち運輸業
　製造業 　うち製造業 　うち卸売・小売業
　電気・ガス・熱供給・水道業 　うち電気・ガス・熱供給・水道業 　うち金融・保険業
　情報通信業 　うち情報通信業 　うち不動産業
　運輸業 　うち運輸業 　うち飲食店，宿泊業
　卸売・小売業 　うち卸売・小売業 　うち医療，福祉
　金融・保険業 　うち金融・保険業 　うち教育，学習支援業
　不動産業 　うち不動産業 　うち複合サービス事業
　飲食店，宿泊業 　うち飲食店，宿泊業 　うちサービス業
　医療，福祉 　うち医療，福祉 　　（他に分類されないもの）
　教育，学習支援業 　うち教育，学習支援業 　うち公務（他に分類されないもの）
　複合サービス事業 　うち複合サービス事業
　サービス業 　うちサービス業
　　（他に分類されないもの） 　　（他に分類されないもの）
　公務（他に分類されないもの） 　うち公務（他に分類されないもの） 総数 総数
　分類不能の産業 　   第１次産業 　農林業

  第２次産業 　非農林業
  第３次産業

⑥　3B区分

②　6区分 ③　４区分

①　20区分 ②　19区分 ③　15区分

⑤　３区分④　４区分

⑧　2A区分

①　８区分

⑤　3A区分

⑨　2B区分 ⑩　１区分

④　３区分

２区分

⑦　3C区分



総数 　金融・保険業
　農業 　　預金取扱信用機関
  　農業（農業サービス業を除く） 　　非預金信用機関
　　農業サービス業 　　証券業，商品先物取引業
　林業 　　保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）
　漁業 　不動産業
　　漁業 　　不動産取引業
　　水産養殖業 　　不動産賃貸業・管理業（別掲を除く）
　鉱業 　　貸家業，貸間業
　建設業 　　駐車場業
　製造業 　飲食店，宿泊業
　　食料品製造業 　　一般飲食店
　　飲料・たばこ・飼料製造業 　　遊興飲食店
　　繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く） 　　宿泊業
　　衣服・その他の繊維製品製造業 　医療，福祉
　　木材・木製品製造業（家具を除く） 　　医療業
　　家具・装備品製造業 　　保健衛生
　　パルプ・紙・紙加工品製造業 　　社会保険・社会福祉・介護事業
　　印刷・同関連業 　　　社会保険事業団体，福祉事務所
　　化学工業 　　　児童福祉事業
　　石油製品・石炭製品製造業 　　　老人福祉・介護事業（訪問介護事業を除く）
　　プラスチック製品製造業（別掲を除く） 　　　障害者福祉事業
　　ゴム製品製造業 　　　その他の社会保険・社会福祉・介護事業
　　なめし革・同製品・毛皮製造業 　教育，学習支援業
　　窯業・土石製品製造業 　　学校教育　
　　鉄鋼業　 　　その他の教育，学習支援業
　　非鉄金属製造業 　複合サービス事業
　　金属製品製造業 　　郵便局（別掲を除く）
　　一般機械器具製造業 　　協同組合（他に分類されないもの）
　　電気機械器具製造業 　サービス業（他に分類されないもの）
　　情報通信機械器具製造業 　　専門サービス業（他に分類されないもの）
　　電子部品・デバイス製造業 　　学術・開発研究機関
　　輸送用機械器具製造業 　　洗濯・理容・美容・浴場業
　　精密機械器具製造業 　　その他の生活関連サービス業
　　その他の製造業 　　娯楽業
　電気・ガス・熱供給・水道業 　　廃棄物処理業
　　電気業 　　自動車整備業
　　ガス業 　　機械等修理業（別掲を除く）
　　熱供給業 　　物品賃貸業
　　水道業 　　広告業
　情報通信業 　　その他の事業サービス業
　　通信業 　　政治・経済・文化団体
　　放送業 　　宗教
　　情報サービス業 　　その他のサービス業
　　インターネット附随サービス業 　　外国公務
　　映像・音声・文字情報制作業 　公務（他に分類されないもの）
　運輸業 　　国家公務
　　鉄道業 　　地方公務
　　道路旅客運送業 　分類不能の産業
　　道路貨物運送業
　　水運業
　　航空運輸業
　　倉庫業
　　運輸に附帯するサービス業
　卸売・小売業
　　卸売業
　　　各種商品卸売業　　
　　　繊維・衣服等卸売業
　　　飲食料品卸売業
　　　建築材料，鉱物・金属材料等卸売業
　　　機械器具卸売業
　　　その他の卸売業
　　各種商品小売業
　　織物・衣服・身の回り品小売業
　　飲食料品小売業
　　自動車・自転車小売業
　　家具・じゅう器・機械器具小売業
　　その他の小売業

⑥　産業詳細区分



総数 　　金属製品製造業 　　織物・衣服・身の回り品小売業 　　学術・開発研究機関
　農業 　　　金属製品製造業 　　　呉服・服地・寝具小売業 　　　学術・開発研究機関
　　農業 　　一般機械器具製造業 　　　男子・婦人・子供服小売業 　　洗濯･理容･美容・浴場業
　　　農業（農業サービス業を除く） 　　　ボイラ・原動機製造業 　　　靴・履物小売業 　　　洗濯業
　　　農業サービス業 　　　農業・建設・鉱山機械製造業 　　　その他の織物・衣服・身の回り品小売業 　　　理容業
　林業 　　　金属加工機械製造業 　　飲食料品小売業 　　　美容業
　　林業 　　　産業用機械製造業 　　　各種食料品小売業 　　　浴場業
　　　林業 　　　　　　　　（他に分類されないもの） 　　　酒小売業 　　　その他の洗濯・理容・美容・浴場業
　漁業 　　　その他の一般機械器具製造業 　　　食肉小売業 　　その他の生活関連サービス業
　　漁業 　　電気機械器具製造業 　　　鮮魚小売業 　　　旅行業
　　　漁業 　　　発電用・送電用・配電用・産業用 　　　野菜・果実小売業 　　　家事サービス業
　　水産養殖業 　　　　　　　　　　　電気機械器具製造業 　　　菓子・パン小売業 　　　衣服裁縫修理業
　　　水産養殖業 　　　民生用電気機械器具製造業 　　　米穀類小売業 　　　火葬・墓地管理業，冠婚葬祭業
　鉱業 　　　電子応用装置製造業 　　　料理品小売業 　　　他に分類されない生活関連サービス業
　　鉱業 　　　電気計測器製造業 　　　その他の飲食料品小売業 　　娯楽業
　　　鉱業 　　　その他の電気機械器具製造業 　　自動車･自転車小売業 　　　興行場（別掲を除く），興行団
　建設業 　　情報通信機械器具製造業 　　　自動車小売業 　　　競輪・競馬等の競走場，競技団
　　建設業 　　　通信機械器具・同関連機械器具製造業 　　　自転車小売業 　　　スポーツ施設提供業，公園，遊園地
　　　建設業 　　　電子計算機・同附属装置製造業 　　家具・じゅう器・機械器具小売業 　　　遊戯場
　製造業 　　電子部品・デバイス製造業 　　　家具・建具・畳小売業 　　　その他の娯楽業
　　食料品製造業 　　　電子部品・デバイス製造業 　　　機械器具小売業 　　廃棄物処理業
　　　畜産食料品製造業 　　輸送用機械器具製造業 　　　その他のじゅう器小売業 　　　廃棄物処理業
　　　水産食料品製造業 　　　自動車・同附属品製造業 　　その他の小売業 　　自動車整備業
　　　野菜缶詰・果実缶詰・ 　　　鉄道車両・同部分品製造業 　　　医薬品・化粧品小売業 　　　自動車整備業
　　　　　　　　　　農産保存食料品製造業 　　　船舶製造・修理業，舶用機関製造業 　　　燃料小売業 　　機械等修理業（別掲を除く）
　　　調味料製造業 　　　航空機・同附属品製造業 　　　書籍・文房具小売業 　　　機械修理業（電気機械器具を除く）
　　　精穀・製粉業 　　　その他の輸送用機械器具製造業 　　　スポーツ用品・がん具・娯楽用品・ 　　　電気機械器具修理業
　　　パン・菓子製造業 　　精密機械器具製造業 　　　　　　　　　　　　　　　楽器小売業 　　　その他の修理業
　　　動植物油脂製造業 　　　医療用機械器具・医療用品製造業 　　　他に分類されない小売業 　　物品賃貸業
　　  めん類製造業 　　　光学機械器具・レンズ製造業 　金融・保険業 　　　物品賃貸業
　　　その他の食料品製造業 　　　時計・同部分品製造業 　　金融・保険業 　　広告業
　　飲料・たばこ・飼料製造業 　　　その他の精密機械器具製造業 　　　預金取扱信用機関 　　　広告業
　　　清涼飲料製造業 　　その他の製造業 　　　非預金信用機関 　　その他の事業サービス業
　　　酒類製造業 　　　楽器製造業 　　　証券業，商品先物取引業 　　　建物サービス業
　　　茶・コーヒー製造業 　　　がん具・運動用具製造業 　　　保険業（保険媒介代理業， 　　　警備業
　　　製氷業 　　　他に分類されない製造業 　　　　　　　　　　保険サービス業を含む） 　　　労働者派遣業
　　　たばこ製造業 　電気･ガス･熱供給･水道業 　不動産業 　　　他に分類されない事業サービス業
　　　飼料・有機質肥料製造業 　　電気･ガス･熱供給･水道業 　　不動産業 　　政治・経済・文化団体
　　繊維工業（衣服，その他の繊維製品を除く） 　　　電気業 　　　不動産取引業 　　　政治・経済・文化団体
　　　製糸業，紡績業，ねん糸製造業 　　　ガス業 　　　不動産賃貸業・管理業（別掲を除く） 　　宗教
　　　織物業 　　　熱供給業 　　　貸家業，貸間業 　　　宗教
　　　ニット生地製造業 　　　水道業 　　　駐車場業 　　その他のサービス業
　　　染色整理業 　情報通信業 　飲食店，宿泊業 　　　その他のサービス業
　　　その他の繊維工業 　　通信業 　　一般飲食店 　　外国公務
　　衣服・その他の繊維製品製造業 　　　信書送達業 　　　食堂，そば・すし店 　　　外国公務
　　　衣服・その他の繊維製品製造業 　　　電気通信業 　　　喫茶店 　公務（他に分類されないもの）
　　木材・木製品製造業（家具を除く） 　　　電気通信に附帯するサービス業 　　　その他の一般飲食店 　　国家公務
　　　製材業，木製品製造業 　　放送業 　　遊興飲食店 　　　国家公務
　　　造作材・合板･建築用組立材料製造業 　　　放送業 　　　遊興飲食店 　　地方公務
　　　木製容器製造業（竹，とうを含む） 　　情報サービス業 　　宿泊業 　　　都道府県機関
　　　その他の木製品製造業（竹，とうを含む） 　　　ソフトウェア業 　　　宿泊業 　　　市町村機関
　　家具・装備品製造業 　　　情報処理・提供サービス業 　医療，福祉 　分類不能の産業
　　　家具製造業 　　インターネット附随サービス業 　　医療業 　　分類不能の産業
　　　建具製造業 　　　インターネット附随サービス業 　　　病院 　　　分類不能の産業
　　　その他の家具・装備品製造業 　　映像・音声・文字情報制作業 　　　一般診療所
　　パルプ・紙・紙加工品製造業 　　　映像・音声情報制作業 　　　歯科診療所
　　　パルプ・紙製造業 　　　新聞業 　　　療術業
　　　紙製容器製造業 　　　出版業 　　　その他の医療業
　　　その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 　　　映像・音声・文字情報制作に 　　保健衛生
　　印刷・同関連業 　　　　　　　　　　附帯するサービス業 　　　保健所，健康相談施設
　　　印刷業 　運輸業 　　　その他の保健衛生
　　　製本業，印刷物加工業 　　鉄道業 　　社会保険・社会福祉・介護事業
　　　印刷関連サービス業 　　　鉄道業 　　　社会保険事業団体，福祉事務所
    化学工業 　　道路旅客運送業 　　　児童福祉事業
　　　化学肥料製造業 　　　道路旅客運送業 　　　老人福祉・介護事業
　　　化学工業製品製造業 　　道路貨物運送業 　　　　　　　　（訪問介護事業を除く）
　　　化学繊維製造業 　　　道路貨物運送業 　　　障害者福祉事業
　　　油脂加工製品･石けん･合成洗剤・ 　　水運業 　　　その他の社会保険・社会福祉・介護事業
　　　　　　　　　　　界面活性剤･塗料製造業 　　　水運業 　教育，学習支援業
　　　医薬品製造業 　　航空運輸業 　　学校教育
　　　化粧品･歯磨･その他の化粧用調製品製造業 　　　航空運輸業 　　　学校教育
　　　その他の化学工業 　　倉庫業 　　　　　（専修学校，各種学校を除く）
　　石油製品･石炭製品製造業 　　　倉庫業 　　　専修学校，各種学校
　　　石油精製業 　　運輸に附帯するサービス業 　　その他の教育，学習支援業
　　　その他の石油製品･石炭製品製造業 　　　運輸に附帯するサービス業 　　　社会教育
　　プラスチック製品製造業（別掲を除く） 　卸売･小売業 　　　職業・教育支援施設
　　　プラスチック製品製造業（別掲を除く） 　　卸売業 　　　学習塾
　　ゴム製品製造業 　　　各種商品卸売業 　　　教養・技能教授業
　　　タイヤ･チューブ製造業 　　　繊維品卸売業 　　　他に分類されない教育，学習支援業
　　　ゴム製･プラスチック製履物・ 　　　　　　　（衣服，身の回り品を除く） 　複合サービス事業
　　　　　　　　　　　　同附属品製造業 　　　衣服・身の回り品卸売業 　　郵便局（別掲を除く）
　　　その他のゴム製品製造業 　　　農畜産物・水産物卸売業 　　　郵便局（別掲を除く）
　　なめし革・同製品・毛皮製造業 　　　食料・飲料卸売業 　　協同組合（他に分類されないもの）
　　　革製履物･同材料･同附属品製造業 　　　建築材料卸売業 　　　協同組合（他に分類されないもの）
　　　かばん･袋物製造業 　　　化学製品卸売業 　サービス業（他に分類されないもの）
　　　その他のなめし革製品･毛皮製造業 　　　鉱物・金属材料卸売業 　　専門サービス業（他に分類されないもの）
　　窯業・土石製品製造業 　　　再生資源卸売業 　　　法律・特許・司法書士事務所，
　　　ガラス・同製品製造業 　　　自動車卸売業 　　　　　　　　　　　　　　公証人役場
　　　セメント・同製品製造業 　　　電気機械器具卸売業 　　　公認会計士事務所，税理士事務所
　　　建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く） 　　　その他の機械器具卸売業 　　　獣医業
　　　陶磁器・同関連製品製造業 　　　家具･建具・じゅう器等卸売業 　　　土木建築サービス業
　　　その他の窯業・土石製品製造業 　　　医薬品・化粧品等卸売業 　　　デザイン業
　　鉄鋼業 　　　その他の卸売業 　　　機械設計業
　　　鉄鋼業 　　各種商品小売業 　　　写真業
　　非鉄金属製造業 　　　各種商品小売業 　　　その他の専門サービス業
　　　非鉄金属製造業 　 　

⑦　産業小分類



総数 　　うち化学諸工業 　不動産業
　（第１次産業） 　　うち金属工業 　　飲食店，宿泊業
　農業 　　うち機械工業 　　　うち飲食店
　林業 　（第３次産業） 　　医療，福祉
　漁業 　電気・ガス・熱供給・水道業 　　教育，学習支援業
　（第２次産業） 　情報通信業 　　複合サービス事業
　鉱業 　運輸業 　　サービス業（他に分類されないもの）
　建設業 　卸売・小売業  　　　うち生活関連サービス業
　製造業 　　卸売業 　　　うち事業サービス業
　　うち食料品・飲料・たばこ製造業 　　小売業 　　公務（他に分類されないもの）
　　うち繊維工業・繊維製品製造業 　金融・保険業 　分類不能の産業
  
 
（11）職業

総数 総数
　専門的・技術的職業従事者 　うち専門的・技術的職業従事者
　管理的職業従事者 　うち管理的職業従事者
　事務従事者 　うち事務従事者
　販売従事者 　うち販売従事者
　サービス職業従事者 　うちサービス職業従事者
　保安職業従事者 　うち保安職業従事者
　農林漁業作業者 　うち農林漁業作業者
　運輸・通信従事者 　うち運輸・通信従事者
　生産工程・労務作業者 　うち生産工程・労務作業者
　分類不能の職業

総数 　保安職業従事者
　専門的・技術的職業従事者 　農林漁業作業者
　　科学研究者 　　農業作業者
　　技術者 　　林業作業者
　　　情報処理技術者 　　漁業作業者
　　　その他の技術者 　運輸・通信従事者
　　保健医療従事者 　　鉄道運転従事者
　　　医師（歯科医師,獣医師は含まない） 　　自動車運転者
　　　看護師 　　船舶・航空機運転従事者
　　　その他の保健医療従事者 　　その他の運輸従事者
　　社会福祉専門職業従事者 　　通信従事者
　　法務従事者 　生産工程・労務作業者
　　経営専門職業従事者 　　製造・制作作業者
　　教員 　　　金属材料製造作業者
　　宗教家 　　　化学製品製造作業者
　　文芸家，記者，編集者 　　　窯業・土石製品製造作業者
　　美術家，写真家，デザイナー 　　　金属加工作業者
　　音楽家，舞台芸術家 　　　一般機械器具組立・修理作業者
　　その他の専門的・技術的職業従事者 　　　電気機械器具組立・修理作業者
　管理的職業従事者 　　　輸送機械組立・修理作業者
　　管理的公務員 　　　計量計測機器・光学機械器具組立・修理作業者
　　会社・団体等役員 　　　食料品製造作業者
　　その他の管理的職業従事者 　　　飲料・たばこ製造作業者
　事務従事者 　　　紡織作業者
　　一般事務従事者 　　　衣服・繊維製品製造作業者
　　　一般事務員 　　　木・竹・草・つる製品製造作業者
　　　会計事務員 　　　パルプ・紙・紙製品製造作業者
　　外勤事務従事者 　　　印刷・製本作業者
　　運輸・通信事務従事者 　　　ゴム・プラスチック製品製造作業者
　　事務用機器操作員 　　　革・革製品製造作業者
　販売従事者 　　　その他の製造・制作作業者
　　商品販売従事者 　　定置機関運転・建設機械運転・電気作業者
　　販売類似職業従事者 　　　定置機関・機械及び建設機械運転作業者
　サービス職業従事者 　　　電気作業者
　　家庭生活支援サービス職業従事者 　　採掘・建設・労務作業者
　　生活衛生サービス職業従事者 　　　採掘作業者
　　飲食物調理従事者 　　　建設作業者
　　接客・給仕職業従事者 　　　運搬労務作業者
　　居住施設・ビル等管理人 　　　その他の労務作業者
　　その他のサービス職業従事者 　分類不能の職業
 

③　職業詳細区分

⑧　産業詳細Ａ区分

②　10区分①　11区分



（11）職業（続き）

総数 　　　その他の外勤事務従事者 　　その他の運輸従事者 　　　製綱・製網作業者（繊維製）
　専門的・技術的職業従事者 　　運輸・通信事務従事者 　　　車掌 　　　その他の紡織作業者
　　科学研究者 　　　運輸事務員 　　　甲板員，船舶技士・機関員 　　衣服・繊維製品製造作業者
　　　自然科学系研究者 　　　郵便・通信事務員 　　　フォークリフト運転者 　　　成人女子・子供服仕立作業者
　　　人文・社会科学系研究者 　　事務用機器操作員 　　　他に分類されない運輸従事者 　　　成人男子服仕立作業者
　　技術者 　　　速記者，タイピスト， 　　通信従事者 　　　和服仕立作業者
　　　農林水産業・食品技術者 　　　　　　　　ワードプロセッサ操作員 　　　通信技術従事者 　　　刺しゅう作業者
　　　金属製錬技術者 　　　キーパンチャー 　　　電話交換手 　　　ミシン縫製作業者
　　　機械・航空機・造船技術者 　　　電子計算機等オペレーター 　　　郵便・電報外務員 　　　裁断作業者
　　　電気・電子技術者 　販売従事者 　　　その他の通信従事者 　　　その他の衣服・繊維製品製造作業者
　　　化学技術者 　　商品販売従事者 　生産工程・労務作業者 　　木・竹・草・つる製品製造作業者
　　　建築技術者 　　　小売店主 　 製造・制作作業者 　　　製材・チップ製造作業者
　　　土木・測量技術者 　　　卸売店主 　　金属材料製造作業者 　　　合板作業者
　　　システムエンジニア 　　　飲食店主 　　　製銑・製鋼作業者 　　　木工
　　　プログラマー 　　　販売店員 　　　非鉄金属製錬作業者 　　　木製家具・建具製造作業者
　　　その他の技術者 　　　商品訪問・移動販売従事者 　　　鋳物製造作業者 　　　竹・草・つる製品製造作業者
　　保健医療従事者 　　　再生資源卸売・回収従事者 　　　鍛造作業者 　　　その他の木・竹・草・つる製品製造作業者
　　　医師 　　　商品販売外交員 　　　金属熱処理作業者 　　パルプ・紙・紙製品製造作業者
　　　歯科医師 　　　商品仲立人 　　　圧延作業者 　　　パルプ・紙料製造作業者
　　　獣医師 　　販売類似職業従事者 　　　伸線作業者 　　　紙すき作業者
　　　薬剤師 　　　不動産仲介・売買人 　　　その他の金属材料製造作業者 　　　紙器製造作業者
　　　保健師 　　　保険代理人・外交員 　　化学製品製造作業者 　　　紙製品製造作業者
　　　助産師 　　　外交員（商品，保険，不動産を除く） 　　　化学工 　　　その他のパルプ・紙・紙製品製造作業者
　　　看護師 　　　その他の販売類似職業従事者 　　　その他の化学製品製造作業者 　　印刷・製本作業者
　　　診療放射線・エックス線技師 　サービス職業従事者 　　窯業・土石製品製造作業者 　　　文字組版作業者
　　　臨床・衛生検査技師 　　家庭生活支援サービス職業従事者 　　　ガラス製品成形作業者 　　　製版作業者
　　　歯科衛生士 　　　家政婦（夫），家事手伝い 　　　れんが・かわら・土管製造作業者 　　　印刷作業者
　　　歯科技工士 　　　ホームヘルパー 　　　陶磁器製造作業者 　　　製本作業者
　　　栄養士 　　　その他の家庭生活 　　　窯業絵付作業者 　　　その他の印刷・製本作業者
　　　あん摩マッサージ指圧師， 　　　　　　　　支援サービス職業従事者 　　　セメント製造作業者 　　ゴム・プラスチック製品製造作業者
　　　　　はり師，きゅう師，柔道整復師 　　生活衛生サービス職業従事者 　　　セメント製品製造作業者 　　　ゴム製品成形作業者
　　　その他の保健医療従事者 　　　理容師（助手を含む） 　　　石工 　　　プラスチック製品成形・加工・
　　社会福祉専門職業従事者 　　　美容師（助手を含む） 　　　その他の窯業・土石製品製造作業者 　　　　　　　　　　　　　　　　仕上作業者
　　　保育士 　　　浴場従事者 　　金属加工作業者 　　　その他のゴム・プラスチック製品
　　　その他の社会福祉専門職業従事者 　　　クリーニング職，洗張職 　　　金属工作機械作業者 　　　　　　　　　　　　　　　　製造作業者
　　法務従事者 　　飲食物調理従事者 　　　金属プレス作業者 　　革・革製品製造作業者
　　　裁判官，検察官，弁護士 　　　調理人 　　　金属溶接・溶断作業者 　　　製革作業者
　　　弁理士，司法書士 　　　バーテンダー 　　　鉄工，製缶作業者 　　　靴製造・修理作業者
　　　その他の法務従事者 　　接客・給仕職業従事者 　　　板金作業者 　　　その他の革・革製品製造作業者
　　経営専門職業従事者 　　　飲食物給仕・身の回り世話従事者 　　　めっき作業者 　　その他の製造・制作作業者
　　　公認会計士，税理士 　　　接客社交従事者 　　　その他の金属加工作業者 　　　かばん・袋物製造作業者
　　　社会保険労務士 　　　芸者，ダンサー 　　一般機械器具組立・修理作業者 　　　がん具製造作業者
　　　その他の経営専門職業従事者 　　　娯楽場等接客員 　　　一般機械器具組立作業者 　　　漆塗師，まき絵師
　　教員 　　　旅館主・支配人・番頭 　　　一般機械器具修理作業者 　　　貴金属・宝石・甲・角等細工作業者
　　　幼稚園教員 　　居住施設・ビル等管理人 　　電気機械器具組立・修理作業者 　　　印判師
　　　小学校教員 　　　マンション・アパート・下宿・ 　　　電気機械器具組立作業者 　　　内張作業者
　　　中学校教員 　　　　　　　　　　　寄宿舎・寮管理人 　　　電気機械器具修理作業者 　　　表具師
　　　高等学校教員 　　　ビル管理人 　　　電球・電子管組立作業者 　　　塗装作業者，画工，看板制作作業者
　　　大学教員 　　　駐車場管理人 　　　被覆電線製造作業者 　　　写真現像・焼付・引伸し作業者
　　　盲学校・ろう（聾）学校・ 　　その他のサービス職業従事者 　　　半導体製品製造作業者 　　　製図・写図・現図作業者
　　　　　　　　　　　　　養護学校教員 　　　旅行・観光案内人 　　　その他の電気機械器具組立・ 　　　包装作業者
　　　その他の教員 　　　物品一時預り人 　　　　　　　　　　　　　　　修理作業者 　　　他に分類されない製造・制作作業者
　　宗教家 　　　物品賃貸人 　　輸送機械組立・修理作業者 　 定置機関運転・建設機械運転・電気作業者
　 　 宗教家 　　　広告宣伝員 　　　自動車組立作業者 　　定置機関・機械及び建設機械運転作業者
　　文芸家，記者，編集者 　　　葬儀師，火葬作業員 　　　自動車整備作業者 　　　ボイラーオペレーター
　　　文芸家，著述家 　　　介護職員（治療施設，福祉施設） 　　　航空機組立・整備作業者 　　　クレーン・ウインチ運転作業者 　
　　　記者，編集者 　　　他に分類されないサービス職業従事者 　　　鉄道車両組立・修理作業者 　　　建設機械運転作業者
　　美術家，写真家，デザイナー 　保安職業従事者 　　　自転車組立・修理作業者 　　　その他の定置機関・機械及び
　　　彫刻家，画家，工芸美術家 　　保安職業従事者 　　　船舶ぎ装作業者 　　　　　　　　　　　　建設機械運転作業者
　　　デザイナー 　　　自衛官 　　　　　　　　（他に分類されないもの） 　　電気作業者
　　　写真家 　　　警察官，海上保安官 　　　その他の輸送機械組立・修理作業者 　　　発電員，変電員
　　音楽家，舞台芸術家 　　　看守，その他の司法警察職員 　　計量計測機器・光学機械器具組立・ 　　　電線架線・敷設作業者
　　　音楽家（個人に教授するものを除く） 　　　消防員 　　　　　　　　　　　　　　　修理作業者 　　　電気通信設備工事作業者
　　　音楽家（個人に教授するもの） 　　　警備員 　　　計量計測機器組立・修理作業者 　　　電気工事作業者
　　　俳優，舞踊家，演芸家 　　　その他の保安職業従事者 　　　時計組立・修理作業者 　 　　　その他の電気作業者
　　　　　　（個人に教授するものを除く） 　農林漁業作業者 　　　光学機械器具組立・修理作業者 　 採掘・建設・労務作業者
　　　俳優，舞踊家，演芸家 　　農業作業者 　　　レンズ研磨・調整作業者 　　採掘作業者
　　　　　　　　　（個人に教授するもの） 　　　農耕・養蚕作業者 　　　その他の計量計測機器・ 　　　砂利・砂・粘土採取作業者
　　その他の専門的・技術的職業従事者 　　　養畜作業者 　　　　　　光学機械器具組立・修理作業者 　　　その他の採掘作業者
　　　個人教師（学習指導） 　　　植木職，造園師 　　食料品製造作業者 　　建設作業者
　　　個人教師（他に分類されないもの） 　　　その他の農業作業者 　　　精穀・製粉作業者 　　　大工
　　　職業スポーツ従事者 　　林業作業者 　　　味そ・しょう油製造作業者 　　　とび職
　　　　　　（個人に教授するものを除く） 　　　育林作業者 　　　めん類製造作業者 　　　ブロック積・タイル張作業者
　　　職業スポーツ従事者 　　　伐木・造材・運材作業者 　　　パン・菓子製造作業者 　　　屋根ふき作業者
　　　　　　　　　（個人に教授するもの） 　　　その他の林業作業者 　　　豆腐・こんにゃく・ふ製造作業者 　　　左官
　　　他に分類されない専門的・ 　　漁業作業者 　　　缶詰・瓶詰・レトルト食品製造作業者 　　　配管作業者
　　　　　　　　　　　技術的職業従事者 　　　漁労作業者 　　　乳・乳製品製造作業者 　　　畳職
　管理的職業従事者 　　　船長・航海士・機関長・ 　　　水産物加工作業者 　　　土木作業者
　　管理的公務員 　　　　　　　　　　　　機関士（漁労船） 　　　その他の食料品製造作業者 　　　鉄道線路工事作業者
　　　管理的公務員 　　　海草・貝採取作業者 　　飲料・たばこ製造作業者 　　　その他の建設作業者
　　会社・団体等役員 　　　水産養殖作業者 　　　製茶作業者 　　運搬労務作業者
　　　会社役員 　　　その他の漁業作業者 　　　酒類製造作業者 　　　船内・沿岸荷役作業者
　　　その他の法人・団体役員 　運輸・通信従事者 　　　清涼飲料製造作業者 　　　陸上荷役・運搬作業者
　　その他の管理的職業従事者 　　鉄道運転従事者 　　　たばこ製造作業者 　　　倉庫作業者
　　　会社・団体等管理的職業従事者 　　　鉄道運転従事者 　　　その他の飲料・たばこ製造作業者 　　　配達員
　　　他に分類されない管理的職業従事者 　　自動車運転者 　　紡織作業者 　　　荷造作業者
　事務従事者 　　　自動車運転者 　　　粗紡・精紡作業者 　　その他の労務作業者
　　一般事務従事者 　　船舶・航空機運転従事者 　　　合糸・ねん糸・加工糸作業者 　　　清掃員
　　　一般事務員 　　　船長・航海士・運航士 　　　織機準備作業者 　　　他に分類されない労務作業者
　　　会計事務員 　　　　　　（漁労船を除く），水先人 　　　織布作業者 　分類不能の職業
　　外勤事務従事者 　　　船舶機関長・機関士（漁労船を除く） 　　　精練・漂白・染色作業者 　　分類不能の職業
　　　集金人 　　　航空機操縦士，航空機関士 　　　編物・編立作業者 　　　分類不能の職業

④　職業小分類



（11）職業（続き）

総数 　　うち接客・給仕職業従事者
　専門的・技術的職業従事者 　保安職業従事者
　　うち技術者 　農林漁業作業者
　　うち保健医療従事者 　運輸・通信従事者
　　うち社会福祉専門職業従事者 　生産工程・労務作業者
　　うち教員 　　うち金属材料・化学製品・窯業・土石製品製造作業者
　管理的職業従事者 　　うち金属製品・機械製造作業者
　事務従事者 　　うち食料品，繊維・木・紙・ゴム・革製品等製造
　販売従事者 　　　　　　　　　　　　　　　作業者及び印刷・製本作業者
　　商品販売従事者 　　うちその他の技能工・生産工程作業者
　　販売類似職業従事者 　　うち定置機関運転・建設機械運転・電気作業者
　サービス職業従事者 　　うち建設作業者
　　うち生活関連サービス職業従事者 　　うち労務作業者
　　うち飲食物調理従事者 　分類不能の職業
　
　
（12）従業者規模

総数 総数 総数 総数 総数
　 1～29人 　 1　　人 　 1　　人 　 1　　人 　 1～ 9人
　　 1　　人 　 2～ 4 　 2～ 4 　 2～ 4 　10～29

　　 2～ 4 　 5～ 9 　 5～ 9 　 5～ 9 　30～99

　　 5～ 9 　10～19 　10～19 　10～19 　100～299
　　10～19 　20～29 　20～29 　20～29 　300～999
　　20～29 　30～49 　30～49 　30～49 　1000人以上
　30～99人 　50～99 　50～99 　50～99 　官公庁など
　　30～49人 　100～299 　100～299 　100～299 　その他の法人・団体
　　50～99 　300～499 　300～499 　300人以上
　100～299人 　500～999 　500～999
　300～999 　1000人以上 　1000人以上
　　300～499人 　官公庁など 　官公庁など
　　500～999 　その他の法人・団体 総数 総数
　1000人以上 　 1～ 9人 　 1　　人
　官公庁など 　10～29 　 2～ 4
　その他の法人・団体 　30～99 　 5～ 9

　100～299 　10人以上
　300～999
　1000人以上
　官公庁など  

（13）経営組織

総数 　　 総数
　個人 　 　個人
　会社 　 　会社
　　合名会社・合資会社・合同会社 　官公庁など
　　株式会社・相互会社（有限会社を含む） 　その他の法人・団体
　官公庁など 　
　その他の法人・団体

（14）就業の規則性

（200日未満就業者） （200日未満就業者）
規則的就業 　うち規則的就業
不規則的就業
季節的就業

①　７区分 ②　５区分

①　４区分 ②　２区分

⑦　５区分

①　17区分

⑤　職業詳細Ａ区分

②　14区分 ③　13区分 ④　10区分 ⑤　９区分

⑥　８区分



（15）年間就業日数

総数 総数 総数 総数 総数

　200日未満就業者 　50日未満就業者 　200日未満就業者 　50日未満 　200日未満就業者

　　50日未満 　50～99日就業者 　200日以上就業者 　50～99日 　200～249日就業者
　　50～99日 　100～149 　　200～249日 　100～149 　250～299
　　100～149 　150～199 　　250～299 　150～199 　300日以上就業者
　　150～199 　200～249 　　300日以上
　200日以上就業者 　250～299
　　200～249日 　300日以上就業者
　　250～299 総数
　　300日以上 　200日未満就業者

　200日以上就業者

（16）週間就業時間

総数 総数 総数 総数 総数
　15時間未満 　15時間未満 　35時間未満 　35時間未満 　35時間未満
　15～19時間 　15～21時間 　35～42時間 　35～48時間 　35時間以上
　20～21 　22～34 　43～45 　49～59
　22～29 　35～42 　46～48 　60時間以上
　30～34 　43～45 　49～59
　35～42 　46～48 　60～64
　43～45 　49～59 　65時間以上
　46～48 　60～64
　49～59 　65時間以上
　60～64
　65時間以上

 
（17）所得（主な仕事からの年間収入・収益）

総数 総数又は総数 総数 総数
　50万円未満 　（家族従業者を含む） 　50万円未満 　100万円未満
　50～99万円 　50万円未満 　50～99万円 　100～199万円
　100～149 　50～99万円 　100～149 　200～299
　150～199 　100～149 　150～199 　300～399
　200～249 　150～199 　200～249 　400～499
　250～299 　200～249 　250～299 　500～599
　300～399 　250～299 　300～399 　600～699
　400～499 　300～399 　400～499   700～799
　500～599 　400～499   500～699 　800～899
　600～699 　500～599 　700～999 　900～999
　700～799 　600～699 　1000～1499 　1000～1499
　800～899 　700～799 　1500万円以上 　1500万円以上
　900～999 　800～899 　家族従業者
　1000～1499 　900～999
　1500万円以上 　1000～1499
　家族従業者 　1500万円以上

総数 総数
　50万円未満 　100万円未満
　50～99万円 　100～199万円
　100～149 　200～299
　150～199 　300～399
　200～249 　400～499
　250～299 　500～599
　300～399 　600～699
　400～499 　700～999
　500万円以上 　1000万円以上

⑤　5A区分

⑥　３区分

①　17区分 ②　16区分 ③　14区分 ④　13区分

②　８区分

⑤　10区分 ⑥　10A区分

⑤　３区分

④　５区分

①　12区分 ②　10区分 ③　８区分 ④　５区分

③　６区分①　10区分



（18）継続就業期間

総数 　　８か月 総数 　　８か月 　５～９年
　１年未満 　　９か月 　１年未満 　　９か月 　10～14
　　１か月未満 　　10か月 　　１か月未満 　　10か月 　15～19
    １か月 　　11か月 　　１か月 　　11か月 　20～24
　　２か月 　１～２年 　　２か月 　１～２年11か月 　25～29
　　３か月 　３～４ 　　３か月 　３～４年11か月 　30年以上
    ４か月 　５～９ 　　４か月 　５年以上
    ５か月 　10～19 　　５か月
    ６か月 　20～29 　　６か月
    ７か月 　30年以上 　　７か月

総数 　５～６年 　５～９年 　５～９年 　５～９年
　１年未満 　７～８ 　10～14 　10～19 　10～14
　１～２年 　９～10 　15～19 　20～29 　15～19
　３～４ 　11～14 　20～29 　30年以上 　20年以上
　５年以上 　15年以上 　30年以上

（19）就業理由 （20）就業時間希望

総数 総数 総数
　失業していた 　今のままでよい 　うち増やしたい
　学校を卒業した 　増やしたい 　うち減らしたい
　収入を得る必要が生じた 　減らしたい
　知識や技能を生かしたかった
　社会に出たかった
　時間に余裕ができた
　健康を維持したい
　よりよい条件の仕事が見つかった
　その他

（21）就業開始時期

総数 　　平成17年11月 　　平成15年11月 総数
　平成19年 　　平成17年10月 　　平成15年10月 　平成19年
　　平成19年９月以降 　　平成17年９月 　　平成15年９月 　　平成19年７月以降
　　平成19年８月 　　平成17年８月 　　平成15年８月 　　平成19年４月～６月
　　平成19年７月 　　平成17年７月 　　平成15年７月 　　平成19年１月～３月
　　平成19年６月 　　平成17年６月 　　平成15年６月 　平成18年
　　平成19年５月 　　平成17年５月 　　平成15年５月 　　平成18年10月～12月
　　平成19年４月 　　平成17年４月 　　平成15年４月 　　平成18年７月～９月
　　平成19年３月 　　平成17年３月 　　平成15年３月 　　平成18年４月～６月
　　平成19年２月 　　平成17年２月 　　平成15年２月 　　平成18年１月～３月
　　平成19年１月 　　平成17年１月 　　平成15年１月 　平成17年
　平成18年 　平成16年 　平成14年 　　平成17年10月～12月
　　平成18年12月 　　平成16年12月 　　平成14年12月 　　平成17年７月～９月
　　平成18年11月 　　平成16年11月 　　平成14年11月 　　平成17年４月～６月
　　平成18年10月 　　平成16年10月 　　平成14年10月 　　平成17年１月～３月
　　平成18年９月 　　平成16年９月 　　平成14年９月 　平成16年
　　平成18年８月 　　平成16年８月 　　平成14年８月 　　平成16年10月～12月
　　平成18年７月 　　平成16年７月 　　平成14年７月 　　平成16年７月～９月
　　平成18年６月 　　平成16年６月 　　平成14年６月 　　平成16年４月～６月
　　平成18年５月 　　平成16年５月 　　平成14年５月 　　平成16年１月～３月
　　平成18年４月 　　平成16年４月 　　平成14年４月 　平成15年
　　平成18年３月 　　平成16年３月 　　平成14年３月 　　平成15年10月～12月
　　平成18年２月 　　平成16年２月 　　平成14年２月 　　平成15年７月～９月
　　平成18年１月 　　平成16年１月 　　平成14年１月 　　平成15年４月～６月
　平成17年 　平成15年 　平成13年以前 　　平成15年１月～３月
　　平成17年12月 　　平成15年12月 　平成14年

　　平成14年10月～12月

④　５区分

①　77区分 ②　27区分

①　20区分 ②　17区分 ③　６区分

②　３区分①　４区分10区分

⑤　5A区分 ⑥　5B区分 ⑧　4A区分⑦　４区分



（21）就業開始時期（続き）

総数 総数 総数 総数
　平成18年10月以降   平成19年 　平成14年以降 　平成18年10月以降
　　平成19年   平成18年     平成19年 　平成17年10月～18年９月
   　 平成19年９月以降   平成17年     平成18年 　平成16年10月～17年９月
   　 平成19年８月   平成16年     平成17年 　平成15年10月～16年９月
    　平成19年７月   平成15年     平成16年 　平成14年10月～15年９月
    　平成19年６月   平成14年     平成15年
    　平成19年５月   平成13年     平成14年
    　平成19年４月   平成12年 　（平成13年以前）
    　平成19年３月   平成11年     平成９年～13年
    　平成19年２月   平成10年     平成４年～８年
    　平成19年１月   平成９年     昭和62年～平成３年
　　平成18年   平成８年     昭和57年～61年
  　  平成18年12月   平成７年     昭和52年～56年
  　  平成18年11月   平成６年     昭和51年以前
  　  平成18年10月   平成５年
　　平成18年９月以前   平成４年
   　 平成17年10月～18年９月   平成３年
   　 平成16年10月～17年９月   平成２年
   　 平成15年10月～16年９月   平成元年以前
   　 平成14年10月～15年９月

（22）就業希望意識 （23）転職希望理由 （24）副業の有無

総数 総数 総数
　継続就業希望者 　一時的についた仕事だから 　副業あり
　追加就業希望者 　収入が少ない 　副業なし
　転職希望者 　事業不振や先行き不安
　就業休止希望者 　定年又は雇用契約の満了に備えて

　時間的・肉体的に負担が大きい
　知識や技能を生かしたい
　余暇を増やしたい
　家事の都合
　その他
  

　
（25）就業希望の有無 （26）就業希望時期

総数 総数 総数 総数
　就業希望者 　うち就業希望者 　すぐつくつもり 　うちすぐつくつもり
　非就業希望者 　すぐではないがつくつもり

　つくかどうかわからない

（27）就業希望理由 （28）希望する仕事の種類

総数 総数 総数
　失業している 　うち学校を卒業した 　製造・生産工程
　学校を卒業した 　うち収入を得る必要が生じた 　建設・労務
　収入を得る必要が生じた 　うち知識や技能を生かしたい 　運輸・通信職
　知識や技能を生かしたい 　うち社会に出たい 　営業・販売職
　社会に出たい 　サービス職業
　時間に余裕ができた 　専門的・技術的職業
　健康を維持したい 　管理的職業
　その他 　事務職

　その他（保安職など）
　仕事の種類にこだわっていない

①　９区分 ②　５区分 11区分

①　３区分 ②　２区分 ①　４区分 ②　２区分

⑥　６区分⑤　14区分

10区分５区分 ３区分

④　20区分③　21区分



（29）希望する仕事の形態 （30）求職活動の有無 　　　

総数 総数 総数
　正規の職員・従業員 　求職者 　うち求職者
　パート・アルバイト 　非求職者 　
　労働者派遣事業所の派遣社員
　契約社員 　
　自分で事業を起こしたい
　家業を継ぎたい
　内職
　その他

（31）非求職理由

総数 総数
　探したが見つからなかった 　うち育児や通学などのため仕事が続けられそうにない
　希望する仕事がありそうにない 　うち家族の介護・看護のため
　知識・能力に自信がない
　病気・けがのため
　高齢のため
　育児や通学などのため仕事が続けられそうにない
　家族の介護・看護のため
　急いで仕事につく必要がない
　学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている
　その他

（32）求職期間
 

総数 　１年３か月 　２年７か月 総数 総数
　１か月未満 　１年４か月 　２年８か月 　１年未満 　１年未満
　１か月 　１年５か月 　２年９か月 　　１か月未満 　　１か月未満
　２か月 　１年６か月 　２年10か月 　　１か月 　　１か月
　３か月 　１年７か月 　２年11か月 　　２か月 　　２か月
　４か月 　１年８か月 　３年以上 　　３か月 　　３か月
　５か月 　１年９か月 　　４か月 　　４か月
　６か月 　１年10か月 　　５か月 　　５か月
　７か月 　１年11か月  　　６か月 　　６か月
　８か月 　２年  　　７か月 　　７か月
　９か月 　２年１か月  　　８か月 　　８か月
　10か月 　２年２か月  　　９か月 　　９か月
　11か月 　２年３か月 　　10か月 　　10か月
　１年 　２年４か月 　　11か月 　　11か月
　１年１か月 　２年５か月 　 １～１年11か月 　１年以上
　１年２か月 　２年６か月    ２年以上

総数 総数 総数 総数
　１か月未満 　１か月未満 　１か月未満   １か月未満
　１か月 　１か月 　１～５か月   １～３か月未満
　２か月 　２か月 　６～11か月   ３～６か月未満

　３～５か月 　３～５か月 　１～１年11か月   ６か月～１年未満

　６～８か月 　６～８か月 　２～２年11か月   １～２年未満
　９～11か月 　９～11か月 　３年以上   ２年以上
　１～１年11か月 　１年以上
　２年以上

⑦　7A区分

②　16区分 ③　15区分

④　９区分 ⑤　８区分 ⑥　７区分

②　３区分①　11区分

①　38区分

②　２区分①　３区分９区分



（33）非就業希望理由 （34）就業異動

総数 総数 総数 総数
　育児のため 　有業者 　入職就業者 　うち転職就業者
　家族の介護・看護のため 　　入職就業者 　転職就業者  
　家事（育児･介護･看護以外）のため 　　転職就業者 　離職非就業者
　通学のため 　無業者 　就業未経験者
　病気・けがのため 　　離職非就業者
　高齢のため 　　就業未経験者
　学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている
　ボランティア活動に従事している
　仕事をする自信がない
　その他
　特に理由はない

（35）過去１年以内の就業異動

総数 有業者 無業者 総数
　継続就業者 　継続就業者 　離職者 　うち継続就業者
　転職者 　転職者 　継続非就業者
　離職者 　新規就業者
　新規就業者
　継続非就業者

（36）雇用形態の異動区分 （37）前職の有無

総数 総数 総数
　正規（前職），正規の職員・従業員（希望する仕事） 　正規（前職），正規（現職） 　前職あり
　正規（前職），パート・アルバイト（希望する仕事） 　正規（前職），非正規（現職） 　前職なし
　正規（前職），労働者派遣事業所の派遣社員(希望する仕事） 　非正規（前職），正規（現職）
　正規（前職），契約社員（希望する仕事） 　非正規（前職），非正規（現職）
　正規（前職），自分で事業を起こしたい（希望する仕事） 　　うちパート・アルバイト（前職），
　正規（前職），家業を継ぎたい（希望する仕事） 　　　　うちパート・アルバイト（現職）
　正規（前職），内職（希望する仕事）
　正規（前職），その他（希望する仕事）
　非正規（前職），正規の職員・従業員（希望する仕事）
　非正規（前職），パート・アルバイト（希望する仕事）
　　うちパート・アルバイト（前職），
　　　　うちパート・アルバイト（希望する仕事）
　非正規（前職），労働者派遣事業所の派遣社員(希望する仕事）
　非正規（前職），契約社員（希望する仕事）
　非正規（前職），自分で事業を起こしたい（希望する仕事）
　非正規（前職），家業を継ぎたい（希望する仕事）
　非正規（前職），内職（希望する仕事）
　非正規（前職），その他（希望する仕事）

（38）離職理由

総数 総数 総数
　人員整理・勧奨退職のため 　人員整理・勧奨退職のため 　事業不振や先行き不安
　会社倒産・事業所閉鎖のため 　会社倒産・事業所閉鎖のため 　一時的についた仕事だから
　事業不振や先行き不安 　事業不振や先行き不安 　収入が少なかった
　一時的についた仕事だから 　一時的についた仕事だから 　労働条件が悪かった
　収入が少なかった 　収入が少なかった 　自分に向かない仕事だった
　労働条件が悪かった 　労働条件が悪かった
　自分に向かない仕事だった 　自分に向かない仕事だった
　家族の転職・転勤又は
　　　　　　　　事業所の移転のため
　定年のため
　雇用契約の満了のため 総数 総数 総数
　病気・高齢のため 　うち事業不振や先行き不安 　うち結婚のため 　うち定年のため
　結婚のため 　うち一時的についた仕事だから 　うち育児のため
　育児のため 　うち収入が少なかった
　家族の介護・看護のため 　うち労働条件が悪かった
　その他 　うち自分に向かない仕事だった

①　16区分

③　２区分12区分

④　２区分

①　７区分 ②　５区分

②　４区分

⑤　３区分

③　６区分②　８区分

④　6A区分 ⑥　２区分

①　６区分

②　６区分 ３区分①　18区分

③　３区分



（39）離職時期

総数 　　平成16年11月 総数 　　平成16年11月 総数
　平成19年 　　平成16年10月 　平成19年 　　平成16年10月 　平成19年
　　平成19年９月以降 　　平成16年９月 　　平成19年９月以降 　　平成16年９月 　　平成19年９月以降
　　平成19年８月 　　平成16年８月 　　平成19年８月 　　平成16年８月 　　平成19年７月～８月
　　平成19年７月 　　平成16年７月 　　平成19年７月 　　平成16年７月 　　平成19年４月～６月
　　平成19年６月 　　平成16年６月 　　平成19年６月 　　平成16年６月 　　平成19年１月～３月
　　平成19年５月 　　平成16年５月 　　平成19年５月 　　平成16年５月 　平成18年
　　平成19年４月 　　平成16年４月 　　平成19年４月 　　平成16年４月 　　平成18年10月～12月
　　平成19年３月 　　平成16年３月 　　平成19年３月 　　平成16年３月 　　平成18年７月～９月
　　平成19年２月 　　平成16年２月 　　平成19年２月 　　平成16年２月 　　平成18年４月～６月
　　平成19年１月 　　平成16年１月 　　平成19年１月 　　平成16年１月 　　平成18年１月～３月
　平成18年 　平成15年 　平成18年 　平成15年 　平成17年
　　平成18年12月 　　平成15年12月 　　平成18年12月 　　平成15年12月 　　平成17年10月～12月
　　平成18年11月 　　平成15年11月 　　平成18年11月 　　平成15年11月 　　平成17年７月～９月
    平成18年10月 　　平成15年10月     平成18年10月 　　平成15年10月 　　平成17年４月～６月
    平成18年９月 　　平成15年９月     平成18年９月 　　平成15年９月 　　平成17年１月～３月
    平成18年８月 　　平成15年８月     平成18年８月 　　平成15年８月 　平成16年
    平成18年７月 　　平成15年７月     平成18年７月 　　平成15年７月 　　平成16年10月～12月
    平成18年６月 　　平成15年６月     平成18年６月 　　平成15年６月 　　平成16年７月～９月
    平成18年５月 　　平成15年５月     平成18年５月 　　平成15年５月 　　平成16年４月～６月
    平成18年４月 　　平成15年４月     平成18年４月 　　平成15年４月 　　平成16年１月～３月
    平成18年３月 　　平成15年３月     平成18年３月 　　平成15年３月 　平成15年
    平成18年２月 　　平成15年２月     平成18年２月 　　平成15年２月 　　平成15年10月～12月
    平成18年１月 　　平成15年１月     平成18年１月 　　平成15年１月 　　平成15年７月～９月
　平成17年 　平成14年 　平成17年 　平成14年 　　平成15年４月～６月
    平成17年12月 　　平成14年12月     平成17年12月 　　平成14年12月 　　平成15年１月～３月
    平成17年11月 　　平成14年11月     平成17年11月 　　平成14年11月 　平成14年
    平成17年10月 　　平成14年10月     平成17年10月 　　平成14年10月 　　平成14年10月～12月
    平成17年９月 　　平成14年９月     平成17年９月 　　平成14年９月 　　平成14年７月～９月
    平成17年８月 　　平成14年８月     平成17年８月 　　平成14年８月 　　平成14年４月～６月
    平成17年７月 　　平成14年７月     平成17年７月 　　平成14年７月 　　平成14年１月～３月
    平成17年６月 　　平成14年６月     平成17年６月 　　平成14年６月
    平成17年５月 　　平成14年５月     平成17年５月 　　平成14年５月
    平成17年４月 　　平成14年４月     平成17年４月 　　平成14年４月
    平成17年３月 　　平成14年３月     平成17年３月 　　平成14年３月
    平成17年２月 　　平成14年２月     平成17年２月 　　平成14年２月
    平成17年１月 　　平成14年１月     平成17年１月 　　平成14年１月
  平成16年 　平成13年以前   平成16年
    平成16年12月     平成16年12月

総数 　　平成19年６月 　　平成19年１月 総数
　平成19年 　　平成19年５月 　平成18年 　平成18年10月以降
　　平成19年９月以降 　　平成19年４月 　　平成18年12月 　平成17年10月～18年９月
　　平成19年８月 　　平成19年３月 　　平成18年11月 　平成16年10月～17年９月
　　平成19年７月 　　平成19年２月 　　平成18年10月 　平成15年10月～16年９月

　平成14年10月～15年９月

（40）離職期間

総数 うち離職期間が１年未満 総数 総数
　１年未満 　１か月未満 　１年未満 　１年未満
　　１か月未満 　１か月 　　１か月未満 　　１か月未満
　　１か月 　２か月 　　１か月 　　１～２か月
　　２か月 　３か月 　　２か月 　　３～５か月
　　３か月 　４か月 　　３～５か月 　　６～８か月
　　４か月 　５か月 　　６～８か月 　　９～11か月
　　５か月 　６か月 　　９～11か月 　１～２年11か月
　　６か月 　７か月 　１～１年11か月 　３～４年11か月
　　７か月 　８か月 　２年以上 　５年以上
　　８か月 　９か月
　　９か月 　10か月
　　10か月 　11か月
    11か月
　１～１年11か月
  ２年以上

③　31区分

⑤　６区分

④　10A区分②　13区分①　16区分 ③　10区分

④　15区分

①　77区分 ②　76区分



（40）離職期間（続き）

総数 総数 総数 ５～６年
  １年未満 　１年未満 　１年未満 ７～９
    １か月未満 　１～３年 　１～２年11か月 10～14
    １か月 　４～６ 　３～４年11か月 15～19
    ２か月 　７～９ 　５年以上 20年以上
    ３～５か月 　10～14
    ６～８か月 　15～19
    ９～11か月 　20年以上
  １年以上

（41）世帯の家族類型

総数 　　妻の年齢が30歳未満 　　親が60歳以上
　夫婦のみの世帯 　　妻の年齢が30～59歳 　うち母子世帯
　　夫の年齢が30歳未満 　　妻の年齢が60歳以上 　　うち母親が30歳未満
　　夫の年齢が30～59歳 　夫婦と親から成る世帯 　　うち母親が30～39歳
　　夫の年齢が60歳以上 　　妻の年齢が30歳未満 　　うち母親が40～49歳
　夫婦と親から成る世帯 　　妻の年齢が30～59歳 　　うち父子世帯
　　夫の年齢が30歳未満 　　妻の年齢が60歳以上 　　うち父親が30歳未満
　　夫の年齢が30～59歳 　夫婦と子供から成る世帯 　　うち父親が30～39歳
　　夫の年齢が60歳以上 　　妻の年齢が30歳未満 　　うち父親が40～49歳
　夫婦と子供から成る世帯 　　妻の年齢が30～59歳 　兄弟姉妹のみから成る世帯
　　夫の年齢が30歳未満 　　妻の年齢が60歳以上 　　最年長者が30歳未満
　　夫の年齢が30～59歳 　夫婦，子供と親から成る世帯 　　最年長者が30～59歳
　　夫の年齢が60歳以上 　　妻の年齢が30歳未満 　　最年長者が60歳以上
　夫婦，子供と親から成る世帯 　　妻の年齢が30～59歳 　単身世帯
　　夫の年齢が30歳未満 　　妻の年齢が60歳以上 　　年齢が30歳未満
　　夫の年齢が30～59歳 　ひとり親と子供から成る世帯 　　年齢が30～39歳世帯
　　夫の年齢が60歳以上 　　親が30歳未満 　　年齢が40～49歳世帯
　夫婦のみの世帯 　　親が30～59歳 　　年齢が50歳以上世帯

総数 総数 総数
　うち夫婦のみの世帯 　うち夫婦のみの世帯 　夫婦のみの世帯
　うち夫婦と両親から成る世帯 　うち夫婦と親から成る世帯 　夫婦と両親から成る世帯
　うち夫婦とひとり親から成る世帯 　うち夫婦と子供から成る世帯 　夫婦とひとり親から成る世帯
　うち夫婦と子供から成る世帯 　うち夫婦，子供と親から成る世帯 　夫婦と子供から成る世帯
　うち夫婦，子供と両親から成る世帯 　うちひとり親と子供から成る世帯 　夫婦，子供と両親から成る世帯
　うち夫婦，子供とひとり親から成る世帯 　うち兄弟姉妹のみから成る世帯 　夫婦，子供とひとり親から成る世帯
　うちひとり親と子供から成る世帯 　うち単身世帯
　うち兄弟姉妹のみから成る世帯
　うち単身世帯

総数 総数 総数
　うち夫婦と子供から成る世帯 　夫婦のみの世帯 　夫婦のみの世帯
　うち夫婦，子供と両親から成る世帯 　夫婦と親から成る世帯 　夫婦と親から成る世帯
　うち夫婦，子供とひとり親から成る世帯 　夫婦と子供から成る世帯 　夫婦と子供から成る世帯
　うちひとり親と子供から成る世帯 　夫婦，子供と親から成る世帯 　夫婦，子供と親から成る世帯
　うち兄弟姉妹のみから成る世帯 　ひとり親と子供から成る世帯
　うち単身世帯

総数 総数 総数
　うち夫婦のみの世帯 　夫婦と親から成る世帯 　うち夫婦のみの世帯
　うち夫婦と親から成る世帯 　夫婦，子供と親から成る世帯
　うち夫婦と子供から成る世帯
　うち夫婦，子供と親から成る世帯

総数
　うち夫婦と子供から成る世帯

⑤　7A区分 ⑥　６区分

②　10区分

⑦　５区分 ⑧　5A区分

⑩　２区分

⑦　５区分

①　54区分

⑤　９区分

③　８区分

⑪　2A区分

④　７区分

⑥　８区分

⑧　5A区分 ⑨　３区分



（42）一般・単身世帯

総数 総数 総数 総数
　一般世帯 　一般世帯 　うち一般世帯 　うち単身者
　男子単身世帯 　単身世帯
　女子単身世帯

（43）初職の有無 （44）初職と現職等との関係

総数 総数
　初職なし 　現職が初職
　初職あり 　前職が初職

　その他が初職

（45）初職に就いた時期 （46）初職に就いた年齢

総数 総数 総数 総数
　平成18年10月以降 　平成18年10月以降 　平成14年10月以降 　15歳未満
　平成17年10月～18年９月 　平成17年10月～18年９月 　平成９年10月～14年９月 　15歳
　平成16年10月～17年９月 　平成16年10月～17年９月 　平成４年10月～９年９月 　16
　平成15年10月～16年９月 　平成15年10月～16年９月 　昭和62年10月～平成４年９月 　17
　平成14年10月～15年９月 　平成14年10月～15年９月 　昭和57年10月～62年９月 　18

　平成13年10月～14年９月 　平成９年10月～14年９月 　昭和57年９月以前 　19

　平成12年10月～13年９月 　平成４年10月～９年９月 　20
　平成11年10月～12年９月 　昭和62年10月～平成４年９月 　21
　平成10年10月～11年９月 　昭和57年10月～62年９月 　22
　平成９年10月～10年９月 　昭和57年９月以前 　23
　平成４年10月～９年９月 　24
　昭和62年10月～平成４年９月 　25
　昭和57年10月～62年９月 　26
　昭和57年９月以前 　27

　28
　29
　30歳以上

（47）初職の従業上の地位・雇用形態

総数 総数 総数
　自営業主 　自営業主 　自営業主
　　雇人のある業主 　家族従業者 　家族従業者
　　雇人のない業主 　雇用者 　雇用者
　　内職者 　　会社などの役員 　　正規就業者
　家族従業者 　　正規の職員･従業員 　　非正規就業者
　雇用者 　　パート・アルバイト
　　会社などの役員 　　労働者派遣事業所の派遣社員
　　正規の職員･従業員 　　契約社員
　　パート 　　嘱託・その他
　　アルバイト 総数
　　労働者派遣事業所の派遣社員 　うち雇用者
　　契約社員 　　正規就業者
　　嘱託 　　非正規就業者
　　その他

（48）職業訓練･自己啓発の有無

総数 総数
　職業訓練･自己啓発をした 　うち職業訓練･自己啓発をした
　職業訓練･自己啓発をしなかった

　

３区分 　４区分

③　２区分①　４区分 ②　３区分 ④　2A区分

①　３区分

 18区分③　7区分

②　２区分

②　11区分

① 15区分 ② 10区分

④ ４区分

③ ６区分

①　15区分



 

（49）職業訓練･自己啓発の内容  

総数 　　　講習会･セミナーの傍聴 総数
　勤め先が実施したもの 　　　勉強会･研修会への参加 　勤め先が実施したもの
　　勤め先での研修 　　　通信教育の受講 　自発的に行ったもの
　　大学･大学院の講座の受講 　　　自学・自習 　　うち自学・自習
　　専修学校･各種学校の講座の受講 　　　その他 　　うち公的助成を受けたもの
　　公共職業能力開発施設の講座の受講 　　うち公的助成を受けたもの
　　講習会･セミナーの傍聴 　　　大学･大学院の講座の受講
　　勉強会･研修会への参加  　　　専修学校･各種学校の講座の受講
　　通信教育の受講 　　　公共職業能力開発施設の講座の受講
　　その他 　　　講習会･セミナーの傍聴
　自発的に行ったもの 　　　勉強会･研修会への参加
　　　大学･大学院の講座の受講 　　　通信教育の受講
　　　専修学校･各種学校の講座の受講 　　　その他
　　　公共職業能力開発施設の講座の受講

（50）現在の常住地 （51）１年前の常住地

総数 　三重県 総数 　　　岐阜県 総数
　北海道 　滋賀県 　現在と同じ住居 　　　静岡県 　現在と同じ住居
　青森県 　京都府 　現在と異なる住居 　　　愛知県 　現在と異なる住居
　岩手県 　大阪府 　　同一都道府県内 　　　三重県 　　同一都道府県内
　宮城県 　兵庫県 　　　同一市区町村 　　　滋賀県 　　　同一市区町村
　秋田県 　奈良県 　　　同一都道府県内の他の市区町村 　　　京都府 　　　同一都道府県内の他の市区町村
　山形県 　和歌山県 　　他都道府県 　　　大阪府 　　他都道府県
　福島県 　鳥取県 　　　北海道 　　　兵庫県 　　外国
　茨城県 　島根県 　　　青森県 　　　奈良県
　栃木県 　岡山県 　　　岩手県 　　　和歌山県
　群馬県 　広島県 　　　宮城県 　　　鳥取県
　埼玉県 　山口県 　　　秋田県 　　　島根県
　千葉県 　徳島県 　　　山形県 　　　岡山県
　東京都 　香川県 　　　福島県 　　　広島県
　神奈川県 　愛媛県 　　　茨城県 　　　山口県
　新潟県 　高知県 　　　栃木県 　　　徳島県
　富山県 　福岡県 　　　群馬県 　　　香川県
　石川県 　佐賀県 　　　埼玉県 　　　愛媛県
　福井県 　長崎県 　　　千葉県 　　　高知県
　山梨県 　熊本県 　　　東京都 　　　福岡県
　長野県 　大分県 　　　神奈川県 　　　佐賀県
　岐阜県 　宮崎県 　　　新潟県 　　　長崎県
　静岡県 　鹿児島県 　　　富山県 　　　熊本県
　愛知県 　沖縄県 　　　石川県 　　　大分県

　　　福井県 　　　宮崎県
　　　山梨県 　　　鹿児島県
　　　長野県 　　　沖縄県
 　　外国

（52）夫と妻の就業状態・有業の親の有無 （53）世帯主・世帯員の就業状態

夫婦ともに有業 夫婦ともに有業 総数
　うち有業の親あり 夫が有業で妻が無業 　世帯主が有業者
夫が有業で妻が無業 夫が無業で妻が有業 　　　うち世帯主が雇用者
　うち有業の親あり 夫婦ともに無業 　　世帯主のみ有業者
夫が無業で妻が有業 　　世帯主以外に有業者あり
　うち有業の親あり  　世帯主が無業者
夫婦ともに無業 　　うち世帯主以外に有業者あり
　うち有業の親あり

①　８区分 ②　４区分 ７区分

②　５区分①　27区分

48区分 ①　55区分 ②　８区分



 

（54）世帯の収入の種類

総数 　　賃金・給料が主な世帯 　　その他の収入が主な世帯
　　賃金・給料が主な世帯 　　農業収入が主な世帯 　年金・恩給がない世帯
　　農業収入が主な世帯 　　農業収入以外の事業収入が主な世帯 　　賃金・給料が主な世帯
　　農業収入以外の事業収入が主な世帯 　　内職収入が主な世帯 　　農業収入が主な世帯
　　内職収入が主な世帯 　　家賃・地代が主な世帯 　　農業収入以外の事業収入が主な世帯
　　家賃・地代が主な世帯 　　利子・配当が主な世帯 　　内職収入が主な世帯
　　利子・配当が主な世帯 　　年金・恩給が主な世帯 　　家賃・地代が主な世帯
　　年金・恩給が主な世帯 　　　年金・恩給のみの世帯 　　利子・配当が主な世帯
　　雇用保険が主な世帯 　　　年金・恩給以外の収入がある世帯 　　雇用保険が主な世帯
　　仕送りが主な世帯 　　雇用保険が主な世帯 　　仕送りが主な世帯
　　その他の収入が主な世帯 　　仕送りが主な世帯 　　その他の収入が主な世帯
　年金・恩給がある世帯   
  

総数 　　その他の収入が主な世帯 総数
　雇用保険を受給している世帯 　雇用保険を受給していない世帯 　賃金・給料が主な世帯
　　賃金・給料が主な世帯 　　賃金・給料が主な世帯 　農業収入が主な世帯
　　農業収入が主な世帯 　　農業収入が主な世帯 　農業収入以外の事業収入が主な世帯
　　農業収入以外の事業収入が主な世帯 　　農業収入以外の事業収入が主な世帯 　内職収入が主な世帯
　　内職収入が主な世帯 　　内職収入が主な世帯 　家賃・地代が主な世帯

　　家賃・地代が主な世帯 　　家賃・地代が主な世帯 　利子・配当が主な世帯

　　利子・配当が主な世帯 　　利子・配当が主な世帯 　年金・恩給が主な世帯
　　年金・恩給が主な世帯 　　年金・恩給が主な世帯 　雇用保険が主な世帯
　　雇用保険が主な世帯 　　仕送りが主な世帯 　仕送りが主な世帯
　　　うち雇用保険のみの世帯 　　その他の収入が主な世帯 　その他の収入が主な世帯
　　仕送りが主な世帯  

総数 総数 総数
  賃金・給料が主な世帯 　賃金・給料が主な世帯 　うち年金・恩給を主な収入とする世帯
    賃金・給料のみの世帯 　賃金・給料以外が主な世帯
    賃金・給料以外の収入もある世帯
　賃金・給料以外が主な世帯
    うち賃金・給料の収入もある世帯

（55）世帯所得 （56）世帯人員・親族世帯人員・有業親族世帯人員

総数 総数 総数 総数 総数 総数
　 100万円未満 　１人 　０人 　１人 　０人 　１人
   100～199万円 　２ 　１ 　２ 　１ 　２人以上
   200～299 　３ 　２ 　３ 　２人以上
   300～399 　４ 　３ 　４人以上
   400～499 　５人以上 　４人以上
   500～599
   600～699
   700～799
　 800～899
　 900～999
　1000～1249
　1250～1499
　1500～1999
　2000万円以上

（57）６歳未満の子供の有無 （58）子供の数

総数 総数 (有業の子供の人数）
　うち６歳未満の子供あり 　子供が１人 　０人
　 　子供が２人 　１人

　子供が３人以上 　２人以上

④　６区分

①　34区分

③　11区分②　23区分

⑤　３区分 ⑥　２区分

２区分 ②　３区分①　４区分

15区分 ①　６区分 ②　6A区分 ③　５区分 ⑤　３区分④　４区分



 

（59）末子の年齢  

総数 　８ 　17 総数 総数（母子世帯，父子世帯） 総数
　０歳 　９ 　18歳以上 　３歳未満 　３歳未満 　６歳未満
　１ 　10 　　うち在学者 　３～５歳 　３～５歳 　６～14歳
　２ 　11 　６～８ 　６～８ 　15歳以上
　３ 　12 　９～11 　９～11
　４ 　13  　12～14 　12～14
　５ 　14  　15～17 　15～17
　６ 　15 　18歳以上
　７ 　16 　　うち在学者

（60）子供の数と在学状況

総数 　　　　うち大学又は大学院が１人
　子供が１人 　　　うち15歳以上の在学者が２人
　　15歳未満の子供のみ 　　　　うち高校が２人
　　15歳以上の子供が１人 　　　　うち高校が１人，専門学校，短大・高専，
　　　うち在学者が１人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学，大学院が１人
　　　うち高校が１人 　　　　うち専門学校又は短大・高専が２人
　　　うち専門学校又は短大・高専が１人 　　　　うち大学又は大学院が２人
　　　うち大学又は大学院が１人 　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人，
　子供が２人 　　　　　　　　　　　　　　　　　大学又は大学院が１人
　　15歳未満の子供のみ 　　15歳以上の子供が３人以上
　　15歳以上の子供が１人 　　　うち15歳以上の在学者が１人
　　　うち15歳以上の在学者が１人 　　　　うち高校が１人
　　　　うち高校が１人 　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人
　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人 　　　　うち大学又は大学院が１人
　　　　うち大学又は大学院が１人 　　　うち15歳以上の在学者が２人
　　15歳以上の子供が２人 　　　　うち高校が２人
　　　うち15歳以上の在学者が１人 　　　　うち高校が１人，専門学校，短大・高専，
　　　　うち高校が１人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学，大学院が１人
　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人 　　　　うち専門学校又は短大・高専が２人
　　　　うち大学又は大学院が１人 　　　　うち大学又は大学院が２人
　　　うち15歳以上の在学者が２人 　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人，
　　　　うち高校が２人 　　　　　　　　　　　　　　　　　大学又は大学院が１人　
　　　　うち高校が１人，専門学校，短大・高専， 　　　うち15歳以上の在学者が３人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学，大学院が１人 　　　　うち高校が３人
　　　　うち専門学校又は短大・高専が２人 　　　　うち高校が２人，専門学校，短大・高専，　
　　　　うち大学又は大学院が２人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学，大学院が１人
　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人， 　　　　うち高校が１人，専門学校，短大・高専，
　　　　　　　　　　　　　　　　　大学又は大学院が１人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学，大学院が２人　
　子供が３人以上 　　　　うち高校，専門学校又は短大・高専，
　　15歳未満の子供のみ 　　　　　　　　　　　　　　　　大学又は大学院が各１人
　　15歳以上の子供が１人 　　　　うち高校，専門学校，短大・高専が各１人
　　　うち15歳以上の在学者が１人 　　　　うち高校，大学，大学院が各１人
　　　　うち高校が１人 　　　　うち専門学校又は短大・高専が３人
　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人 　　　　うち専門学校又は短大・高専が２人，
　　　　うち大学又は大学院が１人 　　　　　　　　　　　　　　　　　大学又は大学院が１人
　　15歳以上の子供が２人 　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人，
　　　うち15歳以上の在学者が１人 　　　　　　　　　　　　　　　　　大学又は大学院が２人
　　　　うち高校が１人 　　　　うち大学又は大学院が３人
　　　　うち専門学校又は短大・高専が１人 　　　うち15歳以上の在学者が４人以上

　

（61）９月末１週間の就業状態  

総数（９月末１週間） 　　その他 総数（９月末１週間）
　主に仕事 　仕事を探していた 　主に仕事
　通学のかたわらに仕事 　通学 　通学のかたわらに仕事
　家事などのかたわらに仕事 　家事 　家事などのかたわらに仕事
　仕事を休んでいた 　　育児 　仕事を休んでいた
　　病気･けがのため 　　家族の介護･看護 　仕事を探していた
　　育児のため 　　育児･介護･看護以外 　通学
　　家族の介護･看護のため 　その他 　家事
　　休暇のため 　その他

④　４区分

67区分

①　17区分 ②　9区分

②　９区分①　21区分 ③　７区分



総数 総数
　世帯内に仕事を探している親族世帯員がいる世帯 　うち世帯内に仕事を探している親族世帯員がいる世帯
　　うち世帯主が仕事を探している世帯 　  うち世帯主が仕事を探している世帯
　世帯内に仕事を探している親族世帯員がいない世帯

（63）親族世帯人員・世帯員の９月末１週間の就業・求職状況

総数 　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人以上
　親族世帯人員１人（仕事を探していた者） 　親族世帯人員４人 　　仕事をした者が１人
　親族世帯人員２人 　　仕事をした者が０人 　　　仕事を探していた者が１人
　　仕事をした者が０人 　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人以上
　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人以上 　　仕事をした者が２人
　　　仕事を探していた者が２人 　　仕事をした者が１人 　　　仕事を探していた者が１人
　　仕事をした者が１人 　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人以上
　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人以上 　　仕事をした者が３人
　親族世帯人員３人 　　仕事をした者が２人 　　　仕事を探していた者が１人
　　仕事をした者が０人 　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人以上
　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人 　　仕事をした者が４人
　　　仕事を探していた者が２人以上 　　仕事をした者が３人 　　　仕事を探していた者が１人
　　仕事をした者が１人 　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人以上
　　　仕事を探していた者が１人 　親族世帯人員５人以上 　　仕事をした者が５人以上
　　　仕事を探していた者が２人 　　仕事をした者が０人 　　　仕事を探していた者が１人
　　仕事をした者が２人 　　　仕事を探していた者が１人 　　　仕事を探していた者が２人以上

（64）地域区分

（地域編欄外） 全国 　茨城県   富山県   三重県   島根県   福岡県
  北海道   栃木県   石川県   滋賀県   岡山県   佐賀県

（全国）   青森県   群馬県   福井県   京都府   広島県   長崎県
（全国市部）   岩手県   埼玉県   山梨県   大阪府   山口県   熊本県
（都道府県）   宮城県   千葉県   長野県   兵庫県   徳島県   大分県
（市部）   秋田県   東京都   岐阜県   奈良県   香川県   宮崎県
(政令指定都市）   山形県   神奈川県   静岡県   和歌山県   愛媛県   鹿児島県
   福島県   新潟県   愛知県   鳥取県   高知県   沖縄県
  

北海道 栃木県 　八王子市 　長野市 大阪府 島根県 福岡県
　札幌市 　宇都宮市 　町田市 岐阜県 　大阪市 　松江市 　北九州市
　旭川市 群馬県 神奈川県 　岐阜市 　堺市 岡山県 　福岡市
青森県 　前橋市 　横浜市 静岡県 　豊中市 　岡山市 　久留米市
　青森市 　高崎市 　川崎市 　静岡市 　吹田市 　倉敷市 佐賀県
岩手県 埼玉県 　横須賀市 　浜松市 　高槻市 広島県 　佐賀市
　盛岡市 　さいたま市 　藤沢市 愛知県   枚方市 　広島市 長崎県
宮城県 　川越市 　相模原市 　名古屋市 　東大阪市 　福山市 　長崎市
　仙台市 　川口市 新潟県 　豊橋市 兵庫県 山口県 熊本県
秋田県 　所沢市 　新潟市 　岡崎市 　神戸市 　山口市 　熊本市
　秋田市 　越谷市 富山県 　一宮市 　姫路市 徳島県 大分県
山形県 千葉県 　富山市 　豊田市 　尼崎市 　徳島市 　大分市
　山形市 　千葉市 石川県 三重県 　西宮市 香川県 宮崎県
福島県 　市川市 　金沢市 　津市 奈良県 　高松市 　宮崎市
　福島市 　船橋市 福井県 　四日市市 　奈良市 愛媛県 鹿児島県
　郡山市 　松戸市 　福井市 滋賀県 和歌山県 　松山市 　鹿児島市
　いわき市 　柏市 山梨県 　大津市 　和歌山市 高知県 沖縄県
茨城県 東京都 　甲府市 京都府 鳥取県 　高知市 　那覇市
　水戸市 　特別区部 長野県 　京都市 　鳥取市  

（65）調査年

平成19年
平成14年

２区分

①　４区分 ②　３区分

48区分

③　84区分（都道府県を除く）

②　48区分①　６区分
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