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　調査開始年月  年 　月 調査員氏名

この調査は、総務省統計局が＜受託者＞ 調査実施：

に委託して実施する統計調査です。 住所：

秘密の保護には万全を期していますので、ありのままをご記入ください。 電話：

月分

（ 訪問 ・ 郵送 ）

● 記入に当たっては『調査世帯のみなさまへ』などを参考にし、黒のボールペン又は鉛筆で記入してください。

● 選択肢に番号が付されている項目については、当てはまるものの番号を○で囲んでください。

◎「世帯」とは、住居と生計を共にする人の集まりをいいます。家族であっても、３か月以上、学業あるいは仕事
の関係などで自宅を不在にしている方や、入院をしている方は、この調査でいう「あなたの世帯」の世帯員には
含めないでください。

　１．「あなたの世帯について」の前月からの変更 調査開始月は、このページには何も記入しないでください

　調査開始月に調査票Ａでお答えいただいた、次の事項について、前月16日から今月15日の間に変更がありましたか。

＜調査票Ａ　「１．あなたの世帯について」でお答えいただいた事項＞

　世帯主の男女の別、世帯主の年齢、世帯主の就業・非就業の別、世帯主の勤めか自営かの別、世帯主の勤め先の企業
全体の従業者数、世帯全体の年間収入、住居の種類、住宅ローンの有無、（以下二人以上の世帯のみ）世帯主の配偶者
の有無、世帯主の配偶者の就業・非就業の別、年齢別世帯員の人数

 １　変　更　は　な　い（世帯主や世帯員の加齢による年齢の変更の場合は「１」とします）

 ２　単身世帯から二人以上の世帯となった、又は二人以上の世帯から単身世帯となった　*

 ３　世帯主や配偶者に関する事項に変更があった　*

(「４」の場合は、変更があった項目にのみ変更後の状況を記入してください）

（１）年齢別世帯員の人数

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人 人

※学業や仕事の関係、又は入院などで３か月以上自宅に不在の方は、含めないでください
※就業者には、ふだんパートタイムやアルバイト、内職をしている方も含みます
※在学者には、３歳未満の保育園児、予備校生、遊学中の学生・生徒は含めないでください
※ふだんアルバイトをしている在学者は、就業者及び在学者のそれぞれに含めます

（２）住居の種類 （３）住宅ローンの有無

　１　持ち家 　４　民営の賃貸住宅 　１　有 　２　無

　２　都道府県・市区町村営の賃貸住宅 　５　給与住宅（社宅など）

　３　都市再生機構・公社などの賃貸住宅 　６　その他

世帯員のうち
就業者の数
世帯員のうち
在学者の数

調 査 票 Ｂ

（二人以上の世帯、単身世帯共通）

 ４　次の（１）～（３）の事項についての変更があった
　（「２」・「３」の変更もあった場合は、「２」・「３」も○で囲んでください）

19歳以下 20歳～39歳 40歳～64歳 65歳以上

世帯員数

家 計 消 費 状 況 調 査

単位区符号 市町村番号 地点番号 世帯番号

「１」「２」「３」と答えた方は、
次ページへ進んでください

秘 一般統計調査

* 「２」「３」と答えた方には、
後日、確認のための問い
合わせをいたします

次ページへ進んでください
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２．特定の商品・サービスの購入金額

（１）あなたの世帯では、今月１か月間（１日～末日）に、０１から５０までの商品・サービスを

　　購入しましたか。

　１　した 　２　しなかった

（２）０１から５０までの商品・サービスを購入した際の、今月１か月間の「購入金額」（世帯全体の合計。

　　消費税込み）と「支払い方法、購入日など」を記入してください。 

　● クレジットカード、掛買い又は月賦で購入した場合は、月々の支払い金額ではなく、購入した商品･
　　サービスの総額を、購入した月に記入してください。

　● 事業を営んでいる世帯で、事業用に購入したものは購入金額には含めないでください。

（　　　　　月分）

購入金額（円）
支払い方法、
購入日　など

◇　通信、旅行関係 （０１、０２については、支払いの有無のいずれかを○で囲んでください）

有
・
無

有
・
無

０３ スマートフォン・携帯電話の本体価格

０４ 航空運賃（燃油サーチャージを含む）

０５ 宿泊料

０６ 国内

０７ 外国

◇　教育、教養娯楽

０８ 国公立

０９ 私立

１０ 補習教育費（学習塾・予備校・通信添削などにかかる費用）

１１ 自動車教習料

１２ スポーツ施設使用料

◇　衣類など

１３ 背広服（上着のみ、ズボンのみは除く）

１４ 婦人用スーツ・ワンピース（上着のみ、スカートのみは除く）

１５ 和服（着物、帯など）

１６ 腕時計

１７ 装身具（宝石、貴金属類、ネクタイピンなどを含むアクセサリー類）

◇　医療

１８ 出産入院料

１９ 出産以外の入院料

商品・サービス名

０１

０２
インターネット接続料

パック旅行費

授業料等
（幼稚園～大学、
専修学校）

（ケーブルテレビなどとセット契約している場合も含む）

入院料

スマートフォン・携帯電話などの通信、通話使用料

「２ しなかった」と答えた方は４ページ「３．

インターネットを利用した商品・サービ

スの購入金額」へ進んでください
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購入金額（円）
支払い方法、
購入日　など

◇　家具、家電

２０ たんす（チェスト、ワードローブ）

２１ ベッド

２２ 布団

２３ 机・いす（事務用・学習用）

２４ 食器戸棚（サイドボード、茶だんす、カップボード）

２５ 食卓セット（単品のみを含む）

２６ 応接セット（単品のみを含む）

２７ 楽器（部品を含む）

２８ 冷蔵庫（冷凍庫を含む）

２９ 掃除機（ロボット型・スティック型・ハンディ型を含む）

３０ 洗濯機（乾燥機、脱水機を含む）

３１ エアコン

３２ パソコン（タブレット型を含む。周辺機器・ソフトは除く）

３３ テレビ

３４

３５ ゲーム機（ソフトは除く）

３６ カメラ（交換レンズのみを含む。使い捨てのカメラは除く）

３７ ビデオカメラ

◇　住宅、自動車

３８

３９

４０ 庭・植木の手入れ代（庭・植木のせん定代、造園料金など）

４１  新車 ※購入月に全額を記入

４２  中古車 ※購入月に全額を記入

４３  自賠責 ※車検・購入時に要記入

４４  任意

４５ 自動車以外の原動機付輸送機器（オートバイなど）

４６ 自動車整備費（修理代、車検などの技術料）

◇　冠婚葬祭、仕送り金

４７ 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)

４８ 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)

４９ 信仰関係費（仏壇、神棚、墓石の費用、寺・神社などへの寄付など）

５０

商品・サービス名

給排水関係工事費
（台所、浴室、トイレ、配水管の修繕維持・保守点検など）

ビデオデッキ（ＤＶＤやブルーレイのレコーダー、再生機など）

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）

自動車  

自動車保険料

仕送り金
（世帯外の人への生活費、家賃、授業料などの継続的な送金。
　家賃や授業料を直接支払った場合は除く）

次ページへ進んでください
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３．インターネットを利用した商品・サービスの購入金額

（１）あなたの世帯では、今月１か月間（１日～末日）に、インターネットを利用して何か商品・サービ

　　スを購入しましたか。（スマートフォン・携帯電話・タブレット型端末などからの利用も含みます）

（２）インターネットを利用して商品・サービスを購入した際の、今月１か月間の購入金額（消費税込み）

　　の総額を記入してください。（ポイント利用での支払い分は含めず、現金やクレジットカードなどで

　　の購入分を記入してください）

　● 購入金額の記入に当たっては、支払明細書やネット上の購入履歴を参照してください。

　● 送料は除きます。（ただし、送料を除けない場合は、送料込みの購入金額を記入してください）

　● 事業を営んでいる世帯で、事業用に購入したものは購入金額には含めないでください。

　まず、贈答用として購入したものを記入してください 　（　　　　　　月分）

５１  贈答品（お中元・お歳暮、他の世帯へのお祝い品など）

　以下は自宅用として購入したものを記入してください

５２  食料品（健康食品は61へ）

５３  飲料（酒類を含む）

５４  出前（弁当、宅配のピザなど。外食を含む）

５５  家電（ガス器具、電子楽器、周辺機器や部品、消耗品を含む）

５６  家具（一般家具、照明器具、カーテン、寝具類など）

５７  紳士用衣類（中学生以上、和服を含む）

５８  婦人用衣類（中学生以上、和服を含む。アクセサリーは72へ）

５９  履物・その他の衣類（子供用衣類、帽子、ネクタイ、靴下など）

６０  医薬品（医薬部外品を含む）

６１  健康食品（サプリメントなど）

６２  化粧品（洗顔石けん、シャンプーなどは72へ）

６３  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）

６４  書籍（新聞、雑誌、カレンダーなどの印刷物を含む。電子書籍は66へ）

６５  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

６６  電子書籍（新聞・雑誌などを含む）

６７  ダウンロード版の音楽・映像、アプリなど

６８  保険（生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険など）※掛け捨て型のみ

６９  インターネット上での決済

７０  上記以外の決済（インターネットでは予約のみ）

７１  チケット（映画、演劇、コンサート、スポーツ観戦など。商品券は72へ）

７２  上記に当てはまらない商品・サービス（アクセサリー、家事雑貨など）

自宅用(52～72)支出総額 円

ご協力ありがとうございました。記入もれがないかもう一度確認をお願いいたします。

通信欄(お気付きの点がありましたら､ご記入ください)

⑬

 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

　１　した 　２　しなかった

購入金額（円）

購入金額（円）

食料

衣類・
履物

保健・
医療

 デジタル
  コンテンツ

商品・サービス名

「２ しなかった」と答えた方は、記入は終わりです
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