
Ⅱ 用語の説明 

 

総世帯 

二人以上の世帯と単身世帯を合わせたもの。 

 

地方 

北海道 

北海道 

東北 

青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県 

関東 

茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，

神奈川県，山梨県，長野県 

北陸 

新潟県，富山県，石川県，福井県 

東海 

岐阜県，静岡県，愛知県，三重県 

近畿 

滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県 

中国 

鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山口県 

四国 

徳島県，香川県，愛媛県，高知県 

九州・沖縄 

福岡県，佐賀県，長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，

鹿児島県，沖縄県 

 

都市階級 

全国の市町村及び東京都区部を人口規模により，四つ

の階級に分けて集計。（人口は，平成27年国勢調査によ

る。） 

大都市（政令指定都市及び東京都区部） 

中都市（大都市を除く人口15万以上の市） 

小都市Ａ（人口５万以上15万未満の市） 

小都市Ｂ・町村（人口５万未満の市及び町村） 

 

（支出関連項目①） 

 
インターネットを利用して購入した財（商品）・サービス  

インターネット上で財（商品）・サービスの注文や予

約をした場合をいう。 

店頭で直接注文や予約をした場合は含めない。 

 

 

【贈答品】 

自分の世帯（住居と生計を共にする人）以外の他

の世帯へ贈与する品物。 

 

【自宅用】 

［ 食料 ］ 

食料品（健康食品は除く） 

飲料・出前以外の食用のもの。 

 

飲料（酒類を含む） 

薬用品以外の飲み物。粉末など形状は問わない。

また，缶・瓶・パック・ペットボトル入りも含む。 

 

出前（弁当，宅配のピザなど） 

飲食店から提供されるもの。インターネット予約

による外食も含む。 

 

 

［ 家電 ］ 

家電（周辺機器や部品，消耗品を含む） 

電子レンジなどの家事用耐久財，冷暖房用器具，

パソコンなどの教養娯楽用耐久財，ゲーム機本体な

どの教養娯楽用品，携帯電話などの通信機器。 

 

 

［ 家具 ］ 

家具（一般家具，室内装備・装飾品，寝具類など） 

食卓セット，照明器具，ベッド，布団など。 

 

 

［ 衣類・履物 ］ 

紳士用衣類 

中学生以上の男性用の衣類。和服も含む。 

 

婦人用衣類 

中学生以上の女性用の衣類。和服も含む。 

 

履物・その他の衣類（子供用衣類，帽子，ネクタイ，

靴下など） 

履物類，紳士用及び婦人用の衣類以外の身に着け

るもの。乳児から小学生までを対象とした子供用衣

類（和服も含む）。 

 

 

［ 保健・医療 ］ 

医薬品（医薬部外品を含む） 

医薬品及び医薬部外品。錠剤，ドリンク剤など形

状は問わない。 

  

健康食品（サプリメントなど） 

栄養成分の補給など保健・健康増進のために用い

る食品であって，錠剤，カプセル，か粒状，粉末状，

粒状，液（エキス）状など通常の医薬品に類似する

形態をとるもの。 

 

 

［ 化粧品 ］ 

化粧品 

化粧クリーム，化粧水，ファンデーション，口紅，

香水，白髪染めなど。 

 

 

［ 自動車等関係用品 ］ 

自動車等関係用品（自動車，オートバイ，自転車など

の本体や部品を含む） 

自動車，オートバイ，自転車などの輸送機器（中



古品も含む）。それらの維持，使用のために必要な

商品及びサービスに関する支出を含む。 

 

 

［ 書籍 ］ 

書籍（雑誌などの印刷物を含む。電子書籍は除く） 

新聞，雑誌，カレンダーなどの印刷物や書籍。古

本も含む。 

 

 

［ 音楽・映像ソフトなど ］ 

音楽・映像ソフト（ＣＤ，ＤＶＤなど），パソコン用

ソフト，ゲームソフト 

録音・録画されている各種記録媒体。レンタルし

たものも含む。 

 

 

［ デジタルコンテンツ ］ 

電子書籍（新聞・雑誌などを含む） 

パソコンや携帯電話，タブレット型端末などで読

むタイプの書籍。印刷物になっているものは除く。 

 

ダウンロード版の音楽・映像，アプリなど 

ダウンロードした音楽・映像，ソフト・アプリ。

レンタルしたものも含む。 

 

 

［ 保険 ］ 

保険（生命保険，医療保険，自動車保険，火災保険な

ど） 

インターネットで購入又は手続きした各種保険

（コンビニエンスストアなどでの支払いも含む）。 

 

 

［ 宿泊料（ホテル，旅館など），運賃（鉄道，航空運賃

など），パック旅行費 ］ 

インターネット上での決済 

宿泊料，運賃，パック旅行費（インターネットで

決済まで済ませた場合）。 

   

上記以外の決済（インターネットでは予約のみ） 

宿泊料，運賃，パック旅行費（インターネットで

決済を行わなかった場合）。 

 

 

［ チケット ］ 

チケット（映画，演劇，コンサート，スポーツ観戦な

ど。商品券などは除く） 

入場チケット料金や，観覧チケット料金。 

 

 

［ その他 ］ 

上記に当てはまらない商品・サービス 

上記の贈答品からチケットまでに該当しない全

てのもの。ただし，財産の購入・移動・投資・寄付

に当たるものは除く。 

 

 

 

 

（ICT 関連項目） 

 
電子マネー 

この調査での「電子マネーの利用」とは，事前に

現金と引換えに金銭的価値が発行された IC カード

やプリペイドカード等（次の例を参照）の利用をい

う。 

例）Suica，ICOCA，PASMO，nanaco，WAON，楽天 Edy，

WebMoney，BitCash，クオカードなど 

としての利用だけで，他の利用がなかった場合は 

電子マネーの利用に含まない。 

 

[ 電子マネーの利用金額のうち鉄道及びバスでの

１世帯当たり平均利用金額 ] 

定期券の購入金額を除く。

電子マネーをチャージ（入金）しただけ又は定期券 

 

（支出関連項目②）

特定の財（商品）・サービス  

[ 通信 ] 

スマートフォンなどの通信・通話使用料（携帯電

話・ＰＨＳなどを含む） 

スマートフォン・携帯電話・ＰＨＳや自動車

電話などの基本使用料及び通話料，オプション

サービスの利用料。パケット料金を含む。 

 

インターネット接続料（ケーブルテレビなどとセッ

ト契約している場合も含む） 

インターネット接続料（ＡＤＳＬ，ＩＳＤＮ，

光ファイバーなど）の利用料や，プロバイダー

料金（加入料及びプロバイダーの契約が通信料 

        込みも含む。）。 

 

スマートフォン・携帯電話・ＰＨＳの本体価格 

プリペイド携帯，機種変更に関する費用を含

む。 

なお，レンタル・リースは除く。 

 

 

[ 旅行関係 ] 

航空運賃（燃料サーチャージを含む） 



 

  

航空機利用に係る各種料金。回数券も含む。 

なお，出張のために支払った費用は除く。 

 

宿泊料 

宿泊に係る各種料金。 

なお，出張のために支払った費用は除く。 

 

パック旅行費（国内・外国） 

交通費，宿泊費など一括のもの。 

なお，出張のために支払った費用は除く。 

 

 

[ 教養，教養娯楽 ] 

国公立授業料等（幼稚園～大学，専修学校） 

私立授業料等（幼稚園～大学，専修学校） 

幼稚園・保育園（３歳以上），小学校，中学校，

高校，大学（短期大学，高等専門学校，大学院

を含む），専修学校（高等専修学校，専門学校）

が対象。 

 

補習教育費 

学習塾月謝，補習のための通信添削の費用，

家庭教師への月謝，模擬テスト代。 

 

自動車教習料 

自動車学校や自動車教習所の入学金，入所料

及び合宿料。 

 

スポーツ施設使用料 

スポーツクラブの入会金・会員権・会費，フ

ィットネスクラブ使用料など。 

 

 

[ 衣類等 ] 

背広服（上着のみ，ズボンのみは除く） 

中学生以上の男性用のスーツ，礼服。 

制服や単品（上着のみ，ズボンのみ）などは除

く。 

 

婦人用スーツ・ワンピース（上着のみ，スカートの

みは除く） 

中学生以上の女性用のスーツ，ワンピース，

ドレス。 

制服や単品（上着のみ，スカートのみ，スラ

ックスのみ）は除く。 

 

和服（男子用・婦人用）（着物，帯など） 

中学生以上の男性・女性用の和服。祭り用，

和服用下着，帯地を含む。 

 

腕時計 

懐中時計，ペンダント時計，指輪時計など。 

 

装身具（アクセサリー類） 

指輪，ネックレス，イヤリング，ブローチ，

宝石，貴金属類，ネクタイピン，装身具用造花

など。 

 

[ 医療 ]  

出産入院料 

出産に伴う入院に係る一切の費用。 

 

出産以外の入院料 

出産以外の入院に係る一切の費用，長期入院

（３か月以上）している世帯員以外の親族など

への入院費を直接支払っている場合を含む。 

なお，人間ドックなどの健康診断のための入

院は除く。 

 

 

[ 家具等 ] 

たんす 

チェスト，ワードローブ，ドレッサーなど。 

 

ベッド 

ウォーターベッド，パイプベッド，子供用ベ

ッドなど。 

 

布団 

組ふとん，かいまき，肌掛ふとんなど。 

乳児用寝具は除く。 

 

机・いす（事務用・学習用） 

事務用机，学習用机，事務用いす，学習用い 

すなど。 

食卓及び座卓などは除く。 

 

食器戸棚 

サイドボード，茶だんす，ダイニングボード，

リビングボード，カップボードなど。 

 

食卓セット 

主に，食卓用として利用するもの。単品（食

卓のみ，食卓用いすのみ）を含む。 

 

応接セット 

主に応接用として利用するもの。単品（ソフ

ァーのみ，テーブルのみ）を含む。 

 

楽器（部品を含む） 

アップライトピアノ，オルガン，電子楽器，

バイオリン，トランペット，ハーモニカ，ドラ

ム，琴，三味線など。 

 

 

[ 家電等 ] 

冷蔵庫（冷凍庫を含む） 

冷蔵冷凍庫，低温貯蔵庫（米蔵，ワインセラ

ー）など。 

 

掃除機 

充電式も含む。 

 

洗濯機（乾燥機，脱水機を含む） 

乾燥機付き洗濯機，ガス乾燥機など。 

 

エアコン 

冷房，暖房機能を備えたもの，冷房専用を含



 

  

む。 

取付代は除く。 

 

パソコン（タブレット型を含む。周辺機器・ソフト

は除く） 

本体を購入した際にセットで購入したディス

プレイやキーボード，バッテリーなどを含む。 

その他の周辺機器・パソコン用ソフト・消耗

品を別に購入した場合は除く。 

 

テレビ 

携帯型は除く。 

 

ビデオデッキ（ＤＶＤやブルーレイのレコーダー，

再生機など） 

テレビに接続して映像の録画・再生に使用す

るもの。携帯型は除く。オーディオ系機器との

一体に型及びスピーカー付きなどのセットは除

く。 

 

ゲーム機（ソフトは除く） 

テレビゲーム機本体。携帯型を含む。また，

ソフトや付属品（コントローラーなど）とのセ

ット販売のものも含む。ゲームソフトは除く。 

 

カメラ（交換レンズのみを含む。使い捨てのカメラ

は除く） 

交換レンズのみを含む。 

周辺機器及び修理代は除く。 

 

ビデオカメラ 

周辺機器及び修理代は除く。 

 

 

[ 住宅関係 ] 

家屋に関する設備費・工事費・修理費（内装・外装，

門・塀・柵など。増改築は除く） 

家屋の内装・外装に関する設備，器具類及び

設備工事費，修理のための費用。 

なお，修繕材料費は除く。 

 

給排水関係工事費 

台所，浴室，洗面所，トイレ，水道，排水管

などの水回り設備に関する工事費，修繕維持費，

保守点検費。 

 

庭・植木の手入れ代 

植木や庭の維持，管理に必要なサービスに関

するもの。 

 

 

[ 自動車等関係 ] 

自動車（新車・中古車） 

購入時の標準装備品を含めた本体価格（自動

車取得税を含む）。なお，買い替えによる下取り

がある場合は，下取り額を差し引いた金額。 

新古車は中古車に含む。 

 

自動車保険料（自賠責） 

自動車損害賠償責任保険（自賠責）の保険料。

購入時及び車検時にかかる自動車保険料。 

 

自動車保険料（任意） 

自賠責以外の任意加入保険の保険料。 

 

自動車以外の原動機付輸送機器（オートバイなど） 

自動車以外の原動付きの乗り物で，購入時の

標準装備品を含めた本体価格（取得税を含む）。

中古購入を含む。 

 

自動車整備費（修理代，車検などの技術料） 

自動車本体の整備，修理に必要なサービスに

関するもの。 

自動車関連用品の取付代・修理代や自動車部品

代は除く。 

 

[ その他 ] 

挙式・披露宴などの婚礼費用（宿泊費，交通費，お

祝い金は除く） 

新郎・新婦にかかる婚礼費用。世帯員以外の

新郎又は新婦のために，直接式場などに支払っ

た場合を含む。 

 

葬儀・法事費用（施主にかかる費用。宿泊費，交通

費，香典料は除く） 

葬儀・法事の施主として行った費用。 

 

信仰関係費（寺・神社などへの寄付，仏壇，神棚，

墓石など） 

信仰関係にかかる一切の費用。祭具，墓石等

も含む。 

 

仕送り金 

世帯員以外の方に対し，生活費，家賃，授業料 

などのために継続的に送金したお金。 

家賃や授業料などを直接支払った場合は除く。 


