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１ 分類事項一覧について 

  分類一覧は，平成27年国勢調査の結果表を構成する各分類事項について，集計に当たっ

て内容をどのように区分しているのか，その区分のしかたを一覧表にしたものです。 

一つの分類事項でも複数の分類区分がある場合があります。例えば，分類事項が年齢で

ある場合，統計表によって各歳で集計したり，５歳階級で集計したり，いくつかの種類の

分類区分のしかたがあります。分類一覧では，これら複数の分類区分を一まとめにして分

類区分数及びそれを構成する項目名を掲載しています。 

 

 ≪注意点≫ 
後に追加的な集計を行う場合には，ここに掲載した以外に新たな区分を設ける場合があ

ります。 

 

 
 

 
 
 
 

５ 配偶関係 
   （４区分【4】） 

総数 
未 婚 
有配偶 
死 別 
離 別 
配偶関係「不詳」 

   （３区分Ａ【3A】） 

総数 
未 婚 
有配偶 
死 別・離 別 
配偶関係「不詳」 

 

 母子（父子）世帯の母（父）の配偶関係 
   （３区分Ｂ【3B】） (世帯構造 11，14-1，17，20-1) 

総数 
未 婚 
死 別 
離 別 

 15～70歳未満日本人女性の配偶関係 
   （２区分【2】） (世帯構造 31～34) 

総数 
未 婚 
既 婚 
配偶関係「不詳」 

(抽出速報 2-1，15，人口基本 5-1～2，6， 
8-1～3，13-1，14-1，40，就業状態 2-1～2， 
世帯構造 30，39～41) 

(抽出速報 2-2，4，12，人口基本 16-1～2， 
就業状態 3-1，6-1，9-1，11，世帯構造 1， 
抽出詳細 2，7，従通①7，小地域 4) 

分類を構成する各項目を表します。 
 

その区分をどの統計表で用

いているかを表します。 

分類事項を表します。 

分類区分数を表しま

す。区分数の同じ分類

が二つ以上の場合，

Ａ，Ｂ…の符号で区別

しています。 
また，検索表で用いる

分類表記を，【 】内

に記載しています。 
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２ 分類事項一覧 
 

１ 男女 
   総数 

    男 

    女 

 

２ 年齢 
  （各歳Ａ）  （人口基本 3-1，4-1） 

   総数 

    0 歳 

    1 

    2 

    3 

    4 

    ↓ 

    109 

    110 歳以上 

    年齢「不詳」 

 

  （各歳Ｂ）  （抽出速報 1-1，人口基本 3-2，4-2，16-1） 

   総数 

    0 歳 

    1 

    2 

    3 

    4 

    ↓ 

    99 

    100 歳以上 

    年齢「不詳」 

 

  （各歳Ｃ）  （世帯構造 28，40，人移①1,2） 

   総数 

    0 歳 

    1 

    2 

    3 

    4 

    ↓ 

    84 

    85 歳以上 

    年齢「不詳」 

 

  （各歳Ｄ）  （人口基本 8-1～2，16-1，世帯構造 39） 

   総数 

    15 歳未満 

    15 歳 

    16 

    17 

    18 

    19 

    ↓ 

    99 

    100 歳以上 

    年齢「不詳」 

 

 

 

  （各歳Ｅ）  （世帯構造 28，40） 

   総数 

    15 歳未満 

    15 歳 

    16 

    17 

    18 

    19 

    ↓ 

    84 

    85 歳以上 

    年齢「不詳」 （世帯構造 40 を除く） 

 

  （５歳階級Ａ）  （人口基本 3-1） 

   総数 

    0～4 歳 

    5～9 

    ↓ 

    105～109 

    110 歳以上 

 

  （５歳階級Ｂ）  （抽出速報 1-2，人口基本 3-2，4-3，14-1，  

16-2，小地域 3） 

   総数 

    0～4 歳 

    5～9 

    ↓ 

    95～99 

    100 歳以上 

    年齢「不詳」 （人口基本 3-2 を除く） 

 

  （５歳階級Ｃ）  （抽出速報 12，15，24，人口基本 6， 14-2， 

15，22，23，39，世帯構造 1，29，30， 

40，41，43，人移①3，4-2，5-2，6， 

9-1） 

   総数 

    0～4 歳 

    5～9 

    ↓ 

    80～84 

    85 歳以上 

    年齢「不詳」 

 

  （５歳階級Ｄ）  （人口基本 8-3，16-2，世帯構造 39） 

   総数 

    15 歳未満 

    15～19 歳 

    ↓ 

    95～99 

    100 歳以上 

    年齢「不詳」 

 

  （５歳階級Ｅ）  （抽出速報 18，人口基本 12～13-2，20， 

25，31，就業状態 25，26，世帯構造 29， 

30，40，抽出詳細 13，従通①2， 

人移①10，13，14） 

   総数 

    15 歳未満 

    15～19 歳 

    ↓ 

    80～84 

    85 歳以上 

    年齢「不詳」 

 

  （６区分）  （人口基本 3-1） 

   15 歳未満 

   15～64 歳 

   65 歳以上 

    75 歳以上 

     85 歳以上 

      100 歳以上 

 

  （５区分）  （抽出速報 1-1～2，人口基本 3-2，小地域 3） 

   15 歳未満 

   15～64 歳 

   65 歳以上 

    75 歳以上 

     85 歳以上 
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  （平均年齢）  （抽出速報 1-1～2-2，5，7，15， 

人口基本 3-1～2， 5-1～2，6，39， 

就業状態 5-1，6-1～2，8-1，9-1～2， 

抽出詳細 4，9，12-1，13，小地域 3） 

   平均年齢 

 

  （年齢中位数）  （抽出速報 1-1～2，人口基本 3-1～2， 

39） 

   年齢中位数 

 

  （総年齢）  （小地域 3） 

   総年齢 

 

 ５歳以上年齢 

  （１区分）  （抽出速報 25，人移①1～14，人移②4,5） 

   ５歳以上 

 

 15 歳以上年齢 

  （各歳Ｆ）  （人口基本 5-1，就業状態 1-1） 

   総数 

    15 歳 

    16 

    17 

    18 

    19 

    ↓ 

    99 

    100 歳以上 

 

  （各歳Ｇ）  （抽出速報 2-1，人口基本 17，就業状態 12） 

   総数 

    15 歳 

    16 

    17 

    18 

    19 

    ↓ 

    84 

    85 歳以上 

 

  （５歳階級Ｆ）  （人口基本 5-2，就業状態 4，7， 

世帯構造 41） 

   総数 

    15～19 歳 

    ↓ 

    95～99 

    100 歳以上 

 

  （５歳階級Ｇ）  （抽出速報 2-2，3～5，7，9， 

人口基本 40，就業状態 1-2，2-1～3-1， 

5-1，6-1～2，8-1，9-1～2，10-1， 

11～15，21，22，30-1～2，抽出詳細 1， 

2，4，6，7，9，12-1，従通①7，11， 

15，16-1，従通②1-1，2-1， 

人移②3，8） 

   総数 

    15～19 歳 

    ↓ 

    80～84 

    85 歳以上 

 

  （５歳階級Ｈ）  （就業状態 16～18-2，世帯構造 8-1～2） 

   総数 

    15～19 歳 

    ↓ 

    60～64 

    65 歳以上 

 

  （４区分）  （就業状態 1-1） 

   15～64 歳 

   65 歳以上 

    75 歳以上 

     85 歳以上 

 

  （３区分）  （就業状態 1-2） 

   15～64 歳 

   65 歳以上 

    75 歳以上 

 

 65 歳以上年齢 

  （３区分）  （人口基本 5-1～2，8-1～3，14-1，16-1～2， 

就業状態 4，7） 

   65 歳以上 

    75 歳以上 

     85 歳以上 

 

  （２区分）  （抽出速報 2-2，3～5，7，12，15，18， 

人口基本 6，12～13-2，14-2，20，23，25， 

31，39，就業状態 2-1～2，3-1，5-1， 

6-1～2，8-1，9-1～2，10-1，12，30-1～2， 

世帯構造 1，抽出詳細 1，2，4，6，7，9， 

12-1，13，従通①2，7，11，15） 

   65 歳以上 

    75 歳以上 

 

 

 両親の年齢 

  （６区分）  （世帯構造 41） 

   両親とも 65 歳以上 

 70 歳以上 

 75 歳以上 

 80 歳以上 

 85 歳以上 

 90 歳以上 

 

 夫（妻）の年齢 

  （７区分）  （人口基本 35，世帯構造 10） 

   総数 

    夫（妻）が 60 歳未満 

 60～64 歳 

 65～69 

 70～74 

 75～79 

 80～84 

 85 歳以上 

 

 母子（父子）世帯の母（父）の年齢 

  （５歳階級Ｉ）  （世帯構造 11，14-1～2，15～17， 

20-1～2，21，22） 

   総数 

    15～19 歳 

    ↓ 

    50～54 

    55 歳以上 

 

 15～70 歳未満日本人女性の年齢 

  （各歳Ｈ）  （世帯構造 31～38） 

   総数 

    15 歳 

    16 

    17 

    18 

    19 

    ↓ 

    69 

 

  （５歳階級Ｊ）  （世帯構造 31～38） 

   15～19 歳 
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   ↓ 

   65～69 

 

 20 歳以下の同居児の年齢 

  （各歳Ｉ）  （世帯構造 35～38） 

   総数 

    0 歳 

    1 

    ↓ 

    19 

    20 

 

 世帯主の年齢 

  （３区分）  （人口基本 24-1，26-1～2） 

   総数 

    うち 15～64 歳 

    うち 65 歳以上 

    （再掲）60 歳以上 

 

３ 出生の月 
  （４区分）  （人口基本 4-1～3） 

   総数 

    1 月～3 月 

    4 月～6 月 

    7 月～9 月 

    10 月～12 月 

    出生の月「不詳」 

 

４ 世帯主との続き柄 
  （12 区分）  （人口基本 14-1～2，15） 

   総数 

    世帯主 

    配偶者 

    子 

    子の配偶者 

    世帯主の父母 

    世帯主の配偶者の父母 

    孫 

    祖父母 

    兄弟姉妹 

    他の親族 

    住み込みの雇人 

    その他 

    世帯主との続き柄「不詳」 

 

  （６区分）  （就業状態 11） 

   総数 

    世帯主 

    配偶者 

    子（「子の配偶者」を含む） 

    父母 1) 

    孫 

    その他 2) 

   1) 「世帯主の父母」及び「世帯主の配偶者の父母」 

   2) 「祖父母」，「兄弟姉妹」，「他の親族」及び「住み込みの雇人」を

含む。 

 

  （５区分）  （人移①13） 

   世帯主 

   世帯主以外の世帯員 

    配偶者 

    子（「子の配偶者」を含む） 

    父母 1) 

    その他 2) 

    世帯主との続き柄「不詳」 

   1) 「世帯主の父母」及び「世帯主の配偶者の父母」 

   2) 「孫」，「祖父母」，「兄弟姉妹」，「他の親族」及び「住み込みの雇

人」を含む。 

 

５ 配偶関係 
 

 配偶関係 

  （４区分）  （抽出速報 2-1，15，人口基本 5-1～2，6， 

8-1～3，13-1，14-1，40，就業状態 2-1～2， 

世帯構造 30，39～41） 

   総数 

    未婚 

    有配偶 

    死別 

    離別 

    配偶関係「不詳」 

 

  （３区分Ａ）  （抽出速報 2-2，4，12，人口基本 16-1～2， 

就業状態 3-1，6-1，9-1，11，世帯構造 1， 

抽出詳細 2，7，従通①7，小地域 4） 

   総数 

    未婚 

    有配偶 

    死別・離別 

    配偶関係「不詳」 

 

 母子（父子）世帯の母（父）の配偶関係 

  （３区分Ｂ）  （世帯構造 11，14-1，17，20-1） 

   総数 

    未婚 

    死別 

    離別 

 

 15～70 歳未満日本人女性の配偶関係 

  （２区分）  （世帯構造 31～34） 

   総数 

    未婚 

    既婚 1) 

    配偶関係「不詳」 

   1) 「有配偶」，「死別」及び「離別」 

 

６ 国籍 
  （詳細区分（日本承認国に基づく国籍区分）） （世帯構造 42） 

   ［国籍分類表参照］ 

 

  （中区分（平成 22 年国勢調査結果においてその国籍を有す 

るものが 2,000 人以上いる国籍区分））  （世帯構造 43） 

   アジア州 

イラン 

インド 

インドネシア 

韓国，朝鮮 

スリランカ 

タイ 

中国 

ネパール 

パキスタン 

バングラデシュ 

フィリピン 

ベトナム 

マレーシア 

ミャンマー 

モンゴル 

ラオス 

その他 

 

北アメリカ州 

アメリカ 

カナダ 

その他 

       

南アメリカ州 

アルゼンチン 



- 74 - 

 

ブラジル 

ペルー 

ボリビア 

その他 

 

ヨーロッパ州 

イギリス 

ドイツ 

フランス 

ロシア 

その他 

 

アフリカ州 

       

オセアニア州 

オーストラリア 

ニュージーランド 

その他 

    無国籍・国名「不詳」 

   注) その国籍を有するものが 2,000 人に満たない国籍区分は， 

州別に「その他」としてまとめる。 

 

  （13 区分）  （人口基本 41，43） 

   総数 

    日本 

    韓国，朝鮮 

    中国 

    フィリピン 

    タイ 

    インドネシア 

    ベトナム 

    インド 

    イギリス 

    アメリカ 

    ブラジル 

    ペルー 

    その他 1) 

    日本人・外国人の別「不詳」 

   1) 無国籍及び国名「不詳」を含む。 

 

  （12 区分）  （人口基本 38～40，就業状態 30-1， 

30-3～31-2， 32-1～2，人移①9-1～2） 

   総数 

    韓国，朝鮮 

    中国 

    フィリピン 

    タイ 

    インドネシア 

    ベトナム 

    インド 

    イギリス 

    アメリカ 

    ブラジル 

    ペルー 

    その他 1) 

   1) 無国籍及び国名「不詳」を含む。 

 

７ 世帯の種類 
 

 世帯の種類 

  （２区分）  （抽出速報 13，15，人口基本 2，6～8-3， 

就業状態 12，27-1～2，小地域 5） 

   総数 

    一般世帯 

    施設等の世帯 

 

 施設等の世帯の種類 

  （６区分）  （抽出速報 15，人口基本 6，7） 

   総数 

    寮・寄宿舎の学生・生徒 

    病院・療養所の入院者 

    社会施設の入所者 

    自衛隊営舎内居住者 

    矯正施設の入所者 

    その他 

 

  （４区分）  （人移①14） 

   総数 

    寮・寄宿舎の学生・生徒 

    病院・療養所の入院者 

    社会施設の入所者 

    その他 1) 

   1) 「自衛隊営舎内居住者」及び「矯正施設の入所者」を含む。 

 

８ 世帯の家族類型 
 

 世帯の家族類型 

  （22 区分）  （抽出速報 14-1，人口基本 10，30-1～2） 

   総数 

    Ａ 親族のみの世帯 

     1 核家族世帯 

 （1） 夫婦のみの世帯 

 （2） 夫婦と子供から成る世帯 

 （3） 男親と子供から成る世帯 

 （4） 女親と子供から成る世帯 

     2 核家族以外の世帯 

 （5） 夫婦と両親から成る世帯 

  ［1］ 夫婦と夫の親から成る世帯 

  ［2］ 夫婦と妻の親から成る世帯 

 （6） 夫婦とひとり親から成る世帯 

  ［1］ 夫婦と夫の親から成る世帯 

  ［2］ 夫婦と妻の親から成る世帯 

 （7） 夫婦，子供と両親から成る世帯 1) 

  ［1］ 夫婦，子供と夫の親から成る世帯 

  ［2］ 夫婦，子供と妻の親から成る世帯 

 （8） 夫婦，子供とひとり親から成る世帯 1) 

  ［1］ 夫婦，子供と夫の親から成る世帯 

  ［2］ 夫婦，子供と妻の親から成る世帯 

 （9） 夫婦と他の親族（親，子供を含まない）から 

成る世帯 

 （10） 夫婦，子供と他の親族（親を含まない）から 

成る世帯 

 （11） 夫婦，親と他の親族（子供を含まない）から 

成る世帯 1) 

  ［1］ 夫婦，夫の親と他の親族から成る世帯 

  ［2］ 夫婦，妻の親と他の親族から成る世帯 

 （12） 夫婦，子供，親と他の親族から成る世帯 1) 

  ［1］ 夫婦，子供，夫の親と他の親族から 

成る世帯 

  ［2］ 夫婦，子供，妻の親と他の親族から 

成る世帯 

 （13） 兄弟姉妹のみから成る世帯 

 （14） 他に分類されない世帯 

    Ｂ 非親族を含む世帯 

    Ｃ 単独世帯 

    世帯の家族類型「不詳」 

    （再掲）３世代世帯（人口基本 10 を除く） 

   1) 夫の親か妻の親か特定できない場合を含む。 

 

  （16 区分）  （抽出速報 14-2，15，人口基本 6，11，12， 

13-1～2，15～16-2，22，24-1～2，25，27， 

就業状態 12，世帯構造 3，24，27，29） 

   総数 

    Ａ 親族のみの世帯 

     1 核家族世帯 

 （1） 夫婦のみの世帯 

 （2） 夫婦と子供から成る世帯 

 （3） 男親と子供から成る世帯 
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 （4） 女親と子供から成る世帯 

     2 核家族以外の世帯 

 （5） 夫婦と両親から成る世帯 

 （6） 夫婦とひとり親から成る世帯 

 （7） 夫婦，子供と両親から成る世帯 

 （8） 夫婦，子供とひとり親から成る世帯 

 （9） 夫婦と他の親族（親，子供を含まない）から 

成る世帯 

 （10） 夫婦，子供と他の親族（親を含まない）から 

成る世帯 

 （11） 夫婦，親と他の親族（子供を含まない）から 

成る世帯 

 （12） 夫婦，子供，親と他の親族から成る世帯 

 （13） 兄弟姉妹のみから成る世帯 

 （14） 他に分類されない世帯 

    Ｂ 非親族を含む世帯 

    Ｃ 単独世帯 

    世帯の家族類型「不詳」 

    （再掲）３世代世帯 （抽出速報 14-2 を除く） 

 

  （６区分）  （小地域 6） 

   総数 

    親族のみの世帯 

     核家族世帯 

      うち夫婦のみの世帯 

      うち夫婦と子供から成る世帯 

     核家族以外の世帯 

    非親族を含む世帯 

    単独世帯 

    世帯の家族類型「不詳」 

    （再掲）３世代世帯 

 

  （５区分）  （人口基本 26-1～2，41，就業状態 13～15） 

   総数 

    親族のみの世帯 

     核家族世帯 

      うち夫婦のみの世帯 

     核家族以外の世帯 

    非親族を含む世帯 

    単独世帯 

    世帯の家族類型「不詳」 

 

  （４区分）  （人移①10～12） 

   総数 

    親族のみの世帯 

     核家族世帯 

     核家族以外の世帯 

    非親族を含む世帯 

    単独世帯 

    世帯の家族類型「不詳」 

 

 夫婦の種類 

  （２区分）  （人口基本 36-1～2，37） 

   夫婦のみの世帯 

    うち高齢夫婦世帯 

 

 夫婦のいる一般世帯の家族類型 

  （３区分）  （就業状態 19，世帯構造 8-1～3） 

   夫婦のいる一般世帯 

    夫婦のいる核家族世帯 

    夫婦のいるその他の世帯（同居の親あり） 

    夫婦のいるその他の世帯（同居の親なし） 

    （再掲）夫婦のいる３世代世帯 

 

 高齢世帯員の有無による世帯の類型 

  （17 区分）  （人口基本 28） 

   総数 

    65 歳以上世帯員がいない世帯 

    65 歳以上世帯員がいる世帯 

     うち 75 歳以上世帯員がいる世帯 

     うち 85 歳以上世帯員がいる世帯 

     65 歳以上世帯員のみの世帯 

      １人世帯 

      ２人世帯 

       夫婦のみの世帯 

       その他の世帯 

      ３人以上世帯 

       夫婦とその親の世帯 

       その他の世帯 

     65 歳未満世帯員がいる世帯 

      ２人世帯 

       夫婦のみの世帯 

       その他の世帯 

      ３人以上世帯 

       息子夫婦のいる世帯 

       娘夫婦のいる世帯 

       単身の子供のみがいる世帯 

        うち息子がいる世帯 

        うち娘がいる世帯 

       その他の世帯 1) 

    世帯員が全員年齢「不詳」の世帯 

   1) 息子夫婦，娘夫婦の判断がつかない１世代下の夫婦及び息子夫婦，

娘夫婦が共にいる場合を含む。 

 

 親との同居・非同居 

  （４区分）  （世帯構造 9，41） 

   総数 

    両親と同居 

    男親と同居 

    女親と同居 

    親と同居していない 

    同居しているか否か判定できない者 

 

  （３区分）  （世帯構造 40） 

   総数 

    同居していない 

    同居している 

     核家族世帯で同居 

     その他の世帯で同居 

    同居しているか否か判定できない者 

 

 子との同居・非同居 

  （３区分）  （世帯構造 39） 

   総数 

    同居していない 

    同居している 

     核家族世帯で同居 

     その他の世帯で同居 

    同居しているか否か判定できない者 

 子供のいる世帯の家族類型 

  （４区分）  （就業状態 20） 

   総数 

    夫婦と子供から成る核家族世帯 

    男親と子供から成る核家族世帯 

    女親と子供から成る核家族世帯 

    その他の世帯 

 

 外国人のいる世帯の類型 

  （４区分）  （人口基本 41，42） 

   総数 

    外国人のみ 

    外国人と日本人がいる世帯 

     日本人の親族がいる世帯 

      外国人の親族がいる世帯 

      外国人の親族がいない世帯 

     日本人の親族がいない世帯 

     親族の状況「不詳」 

    外国人のいる世帯の類型「不詳」 
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９ 世帯人員 
 

 世帯人員 

  （10 区分）  （抽出速報 13，人口基本 7） 

   総数 

    1 人 

    2 

    ↓ 

    9 

    10 人以上 

    １世帯当たり人員 

 

  （７区分）  （人口基本 9，11，12，21，29，31，33-1～2， 

小地域 5） 

   総数 

    1 人 

    2 

    ↓ 

    6 

    7 人以上 

    １世帯当たり人員 （人口基本 21，小地域 5） 

 

  （２区分）  （人口基本 8-1～3，14-1～2，就業状態 11） 

   総数 

    2 人以上 

    1 人（単独世帯） 

 

 施設等の世帯人員 

  （４区分）  （人口基本 7） 

   総数 

    1～4 人 

    5～29 

    30～49 

    50 人以上 

 

 65 歳以上世帯員の有無 

  （２区分Ａ）  （人口基本 29，30-1～2，31～34-2） 

   総数 

    うち 65 歳以上世帯員がいる世帯 

 

  （２区分Ｂ）  （人口基本 30-1） 

   総数 

    65 歳以上世帯員のみの世帯 

    65 歳未満世帯員がいる世帯 

 

 65 歳以上世帯人員 

  （３区分）  （人口基本 30-1） 

   総数 

    65 歳以上世帯人員 1 人 

 2 

 3 人以上 

 

10 子供の有無，数，年齢 
 
 子供の有無・数・年齢 

  （121 区分）  （抽出速報 16，就業状態 16，17， 

世帯構造 8-1～2） 

   総数 

    子供なし 

    子供あり 

     最年少の子供が 0 歳 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 ↓ 

 17 

 18 歳以上 

     子供が１人 

      子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

     子供が２人 

      最年少の子供が 0 歳 

       最年長の子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12 歳以上 

      最年少の子供が 1～2 歳 

       最年長の子供が 1～2 歳 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12 歳以上 

      最年少の子供が 3～5 歳 

       最年長の子供が 3～5 歳 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15 歳以上 

      最年少の子供が 6～8 歳 

       最年長の子供が 6～8 歳 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

      最年少の子供が 9～11 歳 

       最年長の子供が 9～11 歳 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

      最年少の子供が 12～14 歳 

       最年長の子供が 12～14 歳 

 15～17 

 18 歳以上 

      最年少の子供が 15～17 歳 

       最年長の子供が 15～17 歳 

 18 歳以上 

      最年少の子供が 18 歳以上 

     子供が 3 人 

     （「子供が 2 人」に同じ） 

     子供が 4 人以上 

     （「子供が 2 人」に同じ） 

 

  （52 区分）  （世帯構造 8-3） 

   総数 

    子供なし 

    子供あり 

     最年少の子供が 0 歳 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 ↓ 

 17 

 18 歳以上 

     子供が１人 

      子供が 0 歳 

 1～2 
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 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

     子供が２人 

      最年少の子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

     子供が３人 

     （「子供が２人」に同じ） 

     子供が４人以上 

     （「子供が２人」に同じ） 

 

  （49 区分）  （就業状態 19） 

   総数 

    子供なし 

    子供あり 

     最年少の子供が 0 歳 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 ↓ 

 19 

 20 歳以上 

     子供が１人 

      子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18～19 

 20 歳以上 

     子供が２人 

      最年少の子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18～19 

 20 歳以上 

     子供が３人以上 

     （「子供が２人」に同じ） 

 

 子供の数・年齢 

  （58 区分）  （就業状態 18-1） 

   総数 

    最年少の子供が 0 歳 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 ↓ 

 17 

 18 歳以上 

    子供が１人 

     子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

    子供が２人以上 

     最年少の子供が 0 歳 

      最年長の子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12 歳以上 

     最年少の子供が 1～2 歳 

      最年長の子供が 1～2 歳 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12 歳以上 

     最年少の子供が 3～5 歳 

      最年長の子供が 3～5 歳 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15 歳以上 

     最年少の子供が 6～8 歳 

      最年長の子供が 6～8 歳 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

     最年少の子供が 9～11 歳 

      最年長の子供が 9～11 歳 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

     最年少の子供が 12～14 歳 

      最年長の子供が 12～14 歳 

 15～17 

 18 歳以上 

     最年少の子供が 15～17 歳 

      最年長の子供が 15～17 歳 

 18 歳以上 

     最年少の子供が 18 歳以上 

 

  （35 区分）  （就業状態 18-2） 

   総数 

    最年少の子供が 0 歳 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 ↓ 

 17 

 18 歳以上 

    子供が１人 

     子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

    子供が２人以上 
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     最年少の子供が 0 歳 

 1～2 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18 歳以上 

 

 子供の数 

  （３区分）  （世帯構造 11，12，17，18） 

   総数 

    子供が 1 人 

  2 

  3 人以上 

   1 世帯当たり子供の数 

 

 子供の年齢 

  （各歳Ｊ）  （就業状態 20） 

   総数 

    0 歳 

    1 

    ↓ 

    18 

    19 

    20 歳以上 

 

  （各歳Ｋ）  （世帯構造 9） 

   総数 

    0 歳 

    1 

    ↓ 

    23 

    24 

    25～29 

    30～34 

    35～39 

    40～44 

    45～49 

    50～54 

    55～59 

    60 歳以上 

 

 最年少の子供の年齢 

  （８区分）  （世帯構造 11，17） 

   総数 

    最年少の子供が 0 歳 

 1～2 歳 

 3～5 

 6～8 

 9～11 

 12～14 

 15～17 

 18～19 

   （再掲） 

    最年長の子供が 6 歳未満 

 

 20 歳以下同居児数 

  （５区分）  （世帯構造 31～34） 

   総数 

    0 人 

    1 

    ↓ 

    4 人以上 

 

11 住居の種類，住宅の所有の関係，住宅の建て方 
 

 住居の種類 

  （２区分）  （抽出速報 22，23，世帯構造 25，27） 

   総数 

    うち住宅に住む一般世帯 

 

 住居の種類・住宅の所有の関係 

  （８区分）  （就業状態 28-1） 

   総数 

    住宅に住む一般世帯 

     主世帯 

      持ち家 

      公営の借家 

      都市再生機構・公社の借家 

      民営の借家 

      給与住宅 

     間借り 

      うち 1 人世帯 

    住宅以外に住む一般世帯 

    住居の種類「不詳」 

 

  （７区分Ａ）  （抽出速報 17，人口基本 18-1，22，32-1， 

42，世帯構造 2，13，19） 

   総数 

    住宅に住む一般世帯 

     主世帯 

      持ち家 

      公営の借家 

      都市再生機構・公社の借家 

      民営の借家 

      給与住宅 

     間借り 

    住宅以外に住む一般世帯 

    住居の種類「不詳」 

  （６区分Ａ）  （人口基本 18-2，32-2，就業状態 28-2， 

小地域 7） 

   総数 

    住宅に住む一般世帯 

     主世帯 

      持ち家 

      公営・都市再生機構・公社の借家 

      民営の借家 

      給与住宅 

     間借り 

    住宅以外に住む一般世帯 

    住居の種類「不詳」 

 

  （７区分Ｂ）  （人口基本 19-1，21，24-1，25，26-1，33-1， 

36-1，世帯構造 34，38） 

   総数 

    うち住宅に住む一般世帯 

     主世帯 

      持ち家 

      公営の借家 

      都市再生機構・公社の借家 

      民営の借家 

      給与住宅 

     間借り 

 

  （６区分Ｂ）  （人口基本 19-2，24-2，26-2，33-2，36-2） 

   総数 

    うち住宅に住む一般世帯 

     主世帯 

      持ち家 

      公営・都市再生機構・公社の借家 

      民営の借家 

      給与住宅 

     間借り 

 

  （３区分）  （人口基本 27，34-1～2，37，就業状態 29） 

   総数 

    うち住宅に住む一般世帯 
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     うち住宅に住む主世帯 

 

 住宅の建て方 

  （８区分）  （人口基本 19-1～2，24-1，34-1，37） 

   総数 

    一戸建 

    長屋建 

    共同住宅 

     建物全体の階数 

      1・2 階建 

      3～5 

      6～10 

      11～14 

      15 階建以上 

    その他 

    

  （７区分）  （小地域 8） 

   総数 

    一戸建 

    長屋建 

    共同住宅 

     建物全体の階数 

      1・2 階建 

      3～5 

      6～10 

      11 階建以上 

    その他 

 

  （６区分）  （人口基本 34-2，就業状態 29） 

   総数 

    一戸建 

    長屋建 

    共同住宅 

     建物全体の階数 

      1・2 階建 

      3～5 

      6 階建以上 

    その他 

 

 建物全体の階数 

  （５区分）  （人口基本 20） 

   建物全体の階数 

    1・2 階建 

    3～5 

    6～10 

    11～14 

    15 階建以上 

 

 世帯が住んでいる階 

  （５区分）  （人口基本 19-1～2，20，23，24-1，34-1， 

37，就業構造 25，26，世帯構造 26-1） 

   世帯が住んでいる階 

    1・2 階 

    3～5 

    6～10 

    11～14 

    15 階以上 

 

  （３区分）  （人口基本 34-2，世帯構造 26-2） 

   世帯が住んでいる階 

    1・2 階 

    3～5 

    6 階以上 

 

 住居の種類・住宅の建て方 

  （９区分）  （人口基本 23，就業状態 25，26， 

世帯構造 26-1） 

   総数 

    うち住宅に住む一般世帯 

     一戸建 

     長屋建 

     共同住宅 

      建物全体の階数 

       1・2 階建 

       3～5 

       6～10 

       11～14 

       15 階建以上 

      その他 

 

  （７区分）  （世帯構造 26-2） 

   総数 

    うち住宅に住む一般世帯 

     一戸建 

     長屋建 

     共同住宅 

      建物全体の階数 

       1・2 階建 

       3～5 

       6 階建以上 

     その他 

 

12 居住期間 
  （６区分）  （抽出速報 12，世帯構造 1～7，人移①8， 

小地域 13） 

   総数 

    出生時から 

    1 年未満 

    1 年以上 5 年未満 

    5 年以上 10 年未満 

    10 年以上 20 年未満 

    20 年以上 

    居住期間「不詳」 

 

  （２区分）  （人移①7） 

   総数 1) 

    うち 1 年未満 

    うち 1 年以上 5 年未満 

   1) 居住期間「不詳」を含む。 

 

13 労働力状態，就業状態 
 

 労働力状態 

  （８区分）  （抽出速報 3，4，就業状態 1-1～2-2，21， 

30-1～3） 

   総数 

    労働力人口 

     就業者 

      主に仕事 

      家事のほか仕事 

      通学のかたわら仕事 

      休業者 

     完全失業者 

    非労働力人口 

     家事 

     通学 

     その他 

    労働力状態「不詳」 

   （別掲）労働力率 （抽出速報 3，就業状態 1-1～3 のみ） 

 

  （５区分）  （就業状態 11，22，人移②1～3） 

   総数 

    労働力人口 

     就業者 

     完全失業者 

    非労働力人口 

     家事 

     通学 
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     その他 

    労働力状態「不詳」 

 

  （３区分）  （就業状態 13～15，23，24， 

世帯構造 14-1～2，20-1～2） 

   総数 

    労働力人口 

     就業者 

     完全失業者 

    非労働力人口 

    労働力状態「不詳」 

 

  （２区分）  （小地域 9） 

  総数 

   労働力人口 

   非労働力人口 

   労働力状態「不詳」 

 

 就業の状態 

  （４区分）  （就業状態 3-1，4，7，抽出詳細 1，6） 

   総数 

    主に仕事 

    家事のほか仕事 

    通学のかたわら仕事 

    休業者 

 

 就業・非就業 

  （２区分）  （就業状態 12，25，26，世帯構造 5，7，31， 

35，39，40） 

   総数 

    就業者 

    非就業者 1) 

    労働力状態「不詳」 

   （再掲） （世帯構造 31，35 のみ） 

    休業者 

    完全失業者 

   1) 「完全失業者」及び「非労働力人口」 

 

 夫婦の就業・非就業 

  （４区分）  （抽出速報 16，就業状態 16，17，19， 

世帯構造 10） 

   総数 

    夫が就業者 

     妻が就業者 

     妻が非就業者 1) 

     妻の労働力状態「不詳」 

    夫が非就業者 

     妻が就業者 

     妻が非就業者 1) 

     妻の労働力状態「不詳」 

    夫の労働力状態「不詳」 

     妻が就業者 

     妻が非就業者 1) 

     妻の労働力状態「不詳」 

   1) 「完全失業者」及び「非労働力人口」 

 

 親の就業・非就業 

  （４区分）  （就業状態 20） 

   総数 

    両親とも就業者 

    男親のみ就業者 

    女親のみ就業者 

    両親とも非就業者 1) 

    親の労働力状態「不詳」 

   1) 「完全失業者」及び「非労働力人口」 

 

  （２区分）  （就業状態 18-1～2） 

   総数 

    親が就業者 

    親が非就業者 1) 

    親の労働力状態「不詳」 

   1) 「完全失業者」及び「非労働力人口」 

 

 有配偶の女性の就業状態 

  （２区分）  （従通①2） 

   有配偶の女性就業者 

    うち主に仕事 

    うち家事のほか仕事 

 

14 従業上の地位 
  （８区分）  （就業状態 3-1～2，5-1～2，8-1～2，22， 

抽出詳細 5，10，従通②1-3，2-3） 

   総数 

    雇用者 

     正規の職員・従業員 

     労働者派遣事業所の派遣社員 

     パート・アルバイト・その他 

    役員 

    雇人のある業主 

    雇人のない業主 

    家族従業者 

    家庭内職者 

    従業上の地位「不詳」 

 

  （７区分Ａ）  （抽出速報 5，6-1，7，8-1，就業状態 31-1， 

31-3，32-1，32-3，世帯構造 4～7， 

抽出詳細 2，7） 

   総数 

    雇用者 

     正規の職員・従業員 

     労働者派遣事業所の派遣社員 

     パート・アルバイト・その他 

    役員 

    雇人のある業主 

    雇人のない業主（家庭内職者を含む） 

    家族従業者 

    従業上の地位「不詳」 

 

  （７区分Ｂ）  （世帯構造 14-1～2，20-1～2） 

   総数 

    雇用者（役員を含む） 

     正規の職員・従業員 

     労働者派遣事業所の派遣社員 

     パート・アルバイト・その他 

    雇人のある業主 

    雇人のない業主 

    家族従業者 

    家庭内職者 

    従業上の地位「不詳」 

 

  （５区分）  （人移②6～8） 

   総数 

    雇用者 

     正規の職員・従業員 

     労働者派遣事業所の派遣社員 

     パート・アルバイト・その他 

    役員 

    自営業主 1)（家庭内職者を含む）・家族従業者 

    従業上の地位「不詳」 

   1) 「雇人のある業主」及び「雇人のない業主」 

 

  （４区分）  （就業状態 11） 

   総数 

    雇用者（役員を含む） 

     正規の職員・従業員 

     労働者派遣事業所の派遣社員 

     パート・アルバイト・その他 

    自営業主 1) （家庭内職者を含む）・家族従業者 
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    従業上の地位「不詳」 

   1) 「雇人のある業主」及び「雇人のない業主」 

 

  （３区分）  （抽出速報 6-2，8-2，小地域 10） 

   総数 

    雇用者（役員を含む） 

    自営業主 1)（家庭内職者を含む） 

    家族従業者 

    従業上の地位「不詳」 

   1) 「雇人のある業主」及び「雇人のない業主」 

 

  （２区分）  （就業状態 25，26） 

   総数 

    雇用者（役員を含む） 

    自営業主 1)（家庭内職者を含む）・家族従業者 

    従業上の地位「不詳」 

   1) 「雇人のある業主」及び「雇人のない業主」 

 

 雇用者の従業上の地位 

  （３区分）  （抽出速報 19，従通①7，8，12） 

   雇用者 

    正規の職員・従業員 

    労働者派遣事業所の派遣社員 

    パート・アルバイト・その他 

 

15 産業，職業 
 

 産業 

  ［産業分類表参照］ 

   （大分類）  （抽出速報 5，9，10-2，19，21， 

就業状態 4～6-3，10-1～2，14，23， 

31-1～3，世帯構造 4，5，15，21，31， 

35，従通①8～11，16-1～2，人移②1～3， 

小地域 11） 

 

   （中分類）  （抽出速報 6-2，10-1，抽出詳細 1～3， 

従通②1-1～3） 

 

   （小分類）  （抽出速報 6-1，11，抽出詳細 4，5，11） 

 

   （３区分）  （抽出速報 5，就業状態 5-1～2，6-3） 

    第１次産業 

    第２次産業 

    第３次産業  

 

 職業 

  ［職業分類表参照］ 

   （大分類）  （抽出速報 7，9，10-2，21， 

就業状態 7～10-2，15，24，32-1～3， 

世帯構造 6，7，16，22，32，36， 

従通①12～16-2，人移②6～8，小地域 12） 

 

   （中分類）  （抽出速報 8-2，10-1，抽出詳細 6～8， 

従通②2-1～3） 

 

   （小分類）  （抽出速報 8-1，11，抽出詳細 9～11） 

 

16 社会経済分類 
 （23 区分）  （抽出詳細 13） 

   総数 

    農林漁業者 

    農林漁業雇用者 

    会社団体役員 

    商店主 

    工場主 

    サービス・その他の事業主 

    専門職業者 

    技術者 

    教員・宗教家 

    文筆家・芸術家・芸能家 

    管理職 

    事務職 

    販売人 

    技能者 

    労務作業者 

    個人サービス人 

    保安職 

    内職者 

    学生生徒 

    家事従事者 

    その他の 15 歳以上非就業者 

    15 歳未満の者 

    分類不能 

 

  （22 区分）  （抽出詳細 12-1～2） 

   総数 

    農林漁業者 

    農林漁業雇用者 

    会社団体役員 

    商店主 

    工場主 

    サービス・その他の事業主 

    専門職業者 

    技術者 

    教員・宗教家 

    文筆家・芸術家・芸能家 

    管理職 

    事務職 

    販売人 

    技能者 

    労務作業者 

    個人サービス人 

    保安職 

    内職者 

    学生生徒 

    家事従事者 

    その他の 15 歳以上非就業者 

    分類不能 

   注) 上記 23 区分から「15 歳未満の者」を除いたもの 

 

17 世帯の経済構成 
  （12 区分）  （世帯構造 23，24，33，37，小地域 14） 

   総数 

    農林漁業就業者世帯 

     農林漁業・業主世帯 

     農林漁業・雇用者世帯 

    農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 

     農林漁業・業主混合世帯 

     農林漁業・雇用者混合世帯 

     非農林漁業・業主混合世帯 

     非農林漁業・雇用者混合世帯 

    非農林漁業就業者世帯 

     非農林漁業・業主世帯 

     非農林漁業・雇用者世帯 

     非農林漁業・業主・雇用者世帯 

（世帯の主な就業者が業主） 

     非農林漁業・業主・雇用者世帯 

（世帯の主な就業者が雇用者） 

    非就業者世帯 

    分類不能の世帯 

 

18 従業・通学時の世帯の状況 
  （14 区分）  （抽出速報 22，23，世帯構造 25～27） 

   総数 

    通勤・通学者のみの世帯 

     通勤者のみ 

     通学者のみ 

     通勤者と通学者のいる世帯 
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      うち 12 歳未満通学者あり 

    その他の世帯（通勤・通学者以外の世帯員の構成） 

     高齢者のみ 

      うち 1 人 

     高齢者と幼児のみ 

      うち高齢者 1 人 

     高齢者と幼児と女性のみ 

     高齢者と女性のみ 

     幼児のみ 

     幼児と女性のみ 

     女性のみ 

     その他 

 

19 通勤・通学者数 
 

 就業・通学 

  （４区分）  （抽出速報 22，世帯構造 25） 

   総数 

    自宅就業者 

    通勤者 

    通学者 

    その他 

 

 通勤・通学者数 

  （５区分）  （抽出速報 22，世帯構造 25） 

   総数 

    0 人 

    1 

    2 

    3 

    4 人以上 

 

20 都市計画の地域区分 
  （47 区分）  （就業状態 27-1，28-1，29） 

   総数 

    Ａ 都市計画区域 

     a 市街化区域 1) 

      1 工業区域 

       （1） 工業Ａ区域 

         ［1］ 工業専用地域 

         ［2］ 工業専用地域とその他 

         ［3］ 工業地域 

         ［4］ 工業地域とその他 

       （2） 工業Ｂ区域 

         ［5］ 準工業地域 

         ［6］ 準工業地域とその他 

      2 商業区域 

       （1） 商業Ａ区域 

         ［7］ 商業地域 

         ［8］ 商業地域とその他 

       （2） 商業Ｂ区域 

         ［9］ 近隣商業地域 

         ［10］ 近隣商業地域とその他 

      3 住居区域 

       （1） 住居地域 

         ［11］ 準住居地域 

         ［12］ 第二種住居地域 

         ［13］ 第一種住居地域 

         ［14］ 住居地域混合 

         ［15］ 住居地域とその他 

       （2） 中高層住居専用地域 

         ［16］ 第二種中高層住居専用地域 

         ［17］ 第一種中高層住居専用地域 

         ［18］ 中高層住居専用地域混合 

         ［19］ 中高層住居専用地域とその他 

       （3） 低層住居専用地域 

         ［20］ 第二種低層住居専用地域 

         ［21］ 第一種低層住居専用地域 

         ［22］ 低層住居専用地域混合 

     b 市街化調整区域 

     c 非線引きの区域 1)       

      1 工業区域 

       （1） 工業Ａ区域 

         ［1］ 工業専用地域 

         ［2］ 工業専用地域とその他 

         ［3］ 工業地域 

         ［4］ 工業地域とその他 

       （2） 工業Ｂ区域 

         ［5］ 準工業地域 

         ［6］ 準工業地域とその他 

      2 商業区域 

       （1） 商業Ａ区域 

         ［7］ 商業地域 

         ［8］ 商業地域とその他 

       （2） 商業Ｂ区域 

         ［9］ 近隣商業地域 

         ［10］ 近隣商業地域とその他 

      3 住居区域 

       （1） 住居地域 

         ［11］ 準住居地域 

         ［12］ 第二種住居地域 

         ［13］ 第一種住居地域 

         ［14］ 住居地域混合 

         ［15］ 住居地域とその他 

       （2） 中高層住居専用地域 

         ［16］ 第二種中高層住居専用地域 

         ［17］ 第一種中高層住居専用地域 

         ［18］ 中高層住居専用地域混合 

         ［19］ 中高層住居専用地域とその他 

       （3） 低層住居専用地域 

         ［20］ 第二種低層住居専用地域 

         ［21］ 第一種低層住居専用地域 

         ［22］ 低層住居専用地域混合 

    Ｂ 都市計画区域以外の区域 

   1) 用途地域未設定の地域を含む。 

 

  （９区分）  （就業状態 27-2，28-2） 

   総数 

    Ａ 都市計画区域 

     a 市街化区域 1) 

      1 工業区域 

      2 商業区域 

      3 住居区域 

     b 市街化調整区域 

     c 非線引きの区域 1)       

      1 工業区域 

      2 商業区域 

      3 住居区域 

    Ｂ 都市計画区域以外の区域 

   1) 用途地域未設定の地域を含む。 

 

21 従業地・通学地，常住地 
 

 従業地・通学地Ａ  （従通①3） 

  （全国） 

   当地に常住する就業者・通学者 

    自市区町村で従業・通学 

     自宅 

     自宅外 

    他市区町村で従業・通学 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

     従業・通学市区町村「不詳・外国」 

    従業地・通学地「不詳」 

 

  （都道府県） 

   当地に常住する就業者・通学者 
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    自市区町村で従業・通学 

     自宅 

     自宅外 

    他市区町村で従業・通学 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

      ○○県 

       ： 

     従業・通学市区町村「不詳・外国」 

    従業地・通学地「不詳」 

 

  （市町村） 

   当地に常住する就業者・通学者 

    自市町村で従業・通学 

     自区で従業・通学 

      自宅 

      自宅外 

     自市内他区で従業・通学 

      ○○区 

       ： 

    他市区町村で従業・通学 

     県内 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

     従業・通学市区町村「不詳・外国」 

    従業地・通学地「不詳」 

 

  （21 大都市の区） 

   当地に常住する就業者・通学者 

    自区で従業・通学 

     自宅 

     自宅外 

    自市内他区で従業・通学 

     ○○区 

      ： 

    他市区町村で従業・通学 

     県内 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

     従業・通学市区町村「不詳・外国」 

    従業地・通学地「不詳」 

 

 従業地Ｂ  （従通①9，13） 

  （都道府県） 

   当地に常住する就業者 

    自市区町村で従業 

     自宅 

     自宅外 

    他市区町村で従業 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

      ○○県 

       ： 

     従業市区町村「不詳・外国」 

    従業地「不詳」 

 

  （21 大都市，県庁所在市，人口 20 万以上の市） 

   当地に常住する就業者 

    自市で従業 

     自区で従業 

      自宅 

      自宅外 

     自市内他区で従業 

      ○○区 

       ： 

    他市区町村で従業 

     県内 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

     従業市区町村「不詳・外国」 

    従業地「不詳」 

 

  （21 大都市の区） 

   当地に常住する就業者 

    自区で従業 

     自宅 

     自宅外 

    自市内他区で従業 

     ○○区 

      ： 

    他市区町村で従業 

     県内 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

     従業市区町村「不詳・外国」 

    従業地「不詳」 

 

 常住地Ａ  （従通①4） 

  （都道府県） 

   当地で従業・通学する者 

    自市区町村に常住 

     自宅 

     自宅外 

    他市区町村に常住 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

      ○○県 

       ： 

    従業地・通学地「不詳・外国」で当地に常住している者 

 

  （市町村） 

   当地で従業・通学する者 

    自市町村に常住 

     自区に常住 

      自宅 

      自宅外 

     自市内他区に常住 

      ○○区 

       ： 

    他市区町村に常住 

     県内 
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      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

    従業地・通学地「不詳・外国」で当地に常住している者 

 

  （21 大都市の区） 

   当地で従業・通学する者 

    自区に常住 

     自宅 

     自宅外 

    自市内他区に常住 

     ○○区 

      ： 

    他市区町村に常住 

     県内 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

    従業地・通学地「不詳・外国」で当地に常住している者 

 

 常住地Ｂ  （従通①10，14） 

  （都道府県） 

   当地で従業する就業者 

    自市区町村に常住 

     自宅 

     自宅外 

    他市区町村に常住 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

      ○○県 

       ： 

    従業地「不詳・外国」で当地に常住している者 

 

  （21 大都市，県庁所在市，人口 20 万以上の市） 

   当地で従業する就業者 

    自市に常住 

     自区に常住 

      自宅 

      自宅外 

     自市内他区に常住 

      ○○区 

       ： 

    他市区町村に常住 

     県内 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

    従業地「不詳・外国」で当地に常住している者 

 

  （21 大都市の区） 

   当地で従業する就業者 

    自区に常住 

     自宅 

     自宅外 

    自市内他区に常住 

     ○○区 

      ： 

    他市区町村に常住 

     県内 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

    従業地「不詳・外国」で当地に常住している者 

 

 常住地又は従業地・通学地 

  （27 区分）  （従通①1，2） 

   常住地による人口（夜間人口） 

    従業も通学もしていない 1) 

    自宅で従業 

    自宅外の自市区町村で従業・通学 

    他市区町村で従業・通学 

     自市内他区で従業・通学 

     県内他市区町村で従業・通学 

     他県で従業・通学 

     従業・通学市区町村「不詳・外国」 

    従業地・通学地「不詳」（労働力状態「不詳」を含む） 

   従業地・通学地による人口（昼間人口）2) 3) 

    うち自市内他区に常住 

    うち県内他市区町村に常住 

    うち他県に常住 

   （再掲） 

流出人口 

    流入人口 

   （別掲）  

昼夜間人口比率 

   常住地による就業者数 

    自宅で従業 

    自宅外の自市区町村で従業 

    他市区町村で従業 

     自市内他区で従業 

     県内他市区町村で従業 

     他県で従業 

     従業市区町村「不詳・外国」 

    従業地「不詳」    

従業地による就業者数 3) 

    うち自市内他区に常住 

    うち県内他市区町村に常住 

    うち他県に常住 

   常住地による通学者数 

    自市区町村で通学 

    他市区町村で通学 

     自市内他区で通学 

     県内他市区町村で通学 

     他県で通学 

     通学市区町村「不詳」 

    通学地「不詳」 

   通学地による通学者数 3) 

    うち自市内他区に常住 

    うち県内他市区町村に常住 

    うち他県に常住 

   1) 労働力状態「完全失業者」，「家事」及び「その他」 

2) 労働力状態「不詳」を含む。 

   3) 従業地・通学地「不詳・外国」で，当地に常住している者を含む。 

 

  （10 区分）  （抽出速報 18） 

   常住地による人口（夜間人口） 

    従業も通学もしていない 1) 
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    自宅で従業 

    自宅外の自市区町村で従業・通学 

    他市区町村で従業・通学 

     自市内他区で従業・通学 

     県内他市区町村で従業・通学 

     他県で従業・通学 

     従業・通学先市区町村「不詳・外国」 

    従業地・通学地「不詳」（労働力状態「不詳」を含む） 

   従業地・通学地による人口（昼間人口）2) 3) 

    うち自市内他区に常住 

    うち県内他市区町村に常住 

    うち他県に常住 

   （再掲） 

    流出人口 

    流入人口 

   （別掲）   

    昼夜間人口比率 

   1) 労働力状態「完全失業者」，「家事」及び「その他」 

2) 労働力状態「不詳」を含む。 

   3) 従業地・通学地「不詳・外国」で，当地に常住している者を含む。 

 

 （９区分）  （抽出速報 19，従通①7，8，12） 

   常住地による 15 歳以上就業者数 

    自宅で従業 

    自宅外の自市区町村で従業 

    他市区町村で従業 

     自市内他区で従業 

     県内他市区町村で従業 

     他県で従業 

     従業市区町村「不詳・外国」 

    従業地「不詳」 

   従業地による 15 歳以上就業者数 1) 

    うち自市内他区に常住 

    うち県内他市区町村に常住 

    うち他県に常住 

   1) 従業地「不詳・外国」で，当地に常住している者を含む。 

 

 

 常住地による従業地・通学地 

  （９区分）  （小地域 15） 

   総数 

    常住地による 15 歳以上就業者数 

     自宅で従業 

     自宅外の自市区町村で従業 

     他市区町村で従業 

      自市内他区で従業 

      県内他市区町村で従業 

      他県で従業 

      従業市区町村「不詳・外国」 

     従業地「不詳」 

    常住地による 15 歳以上通学者数 

     自市区町村へ通学 

     他市区町村へ通学 

      自市内他区へ通学 

      県内他市区町村へ通学 

      他県へ通学 

      通学市区町村「不詳」 

     通学地「不詳」 

 

22 ５年前の常住地，現住地 
 

 ５年前の常住地Ａ  （人移①1，11，人移②1，6） 

 （現住地による５年前の常住地） 

 

  （全国） 

   常住者 

    現住所 

    国内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

    転入（国外から） 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

  （都道府県） 

   常住者 

    現住所 

    自県内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

    転入 

     他県から 

      ○○県 

       ： 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

   （再掲） 

     ○○市 

      ： 

    （21 大都市，人口 50 万以上の市区） 

      ： 

  （21 大都市，人口 50 万以上の市） 

   常住者 

    現住所 

    自市内 

     自区内 

     自市内他区 

    転入 

     県内他市区町村から 

     他県から 

      ○○県 

       ： 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

   （再掲） 

     ○○市 

      ： 

    （21 大都市，人口 50 万以上の市区） 

      ： 

 

  （特別区） 

   常住者 

    現住所 

    自区内 

    転入 

     都内他区から 

     都内他市町村から 

     他県から 

      ○○県 

       ： 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

   （再掲） 

     ○○市 

      ： 

    （21 大都市，人口 50 万以上の市区） 

      ： 

 

 ５年前の常住地Ｂ  （抽出速報 24，人移②3，8） 

 （現住地による５年前の常住地） 

 

  （全国） 
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   常住者 

    現住所 

    国内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

    転入（国外から） 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

  （都道府県） 

   常住者 

    現住所 

    自県内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

    転入 

     他県から 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

   （別掲） 

    転出（他県へ） 

 

  （21 大都市，県庁所在市，人口 50 万以上の市， 

人口 20 万以上の市） 

   常住者 

    現住所 

    自市内 

     自区内 

     自市内他区 

    転入 

     県内他市区町村から 

     他県から 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

   （別掲） 

    転出 

     県内他市区町村へ 

     他県へ 

 

  （21 大都市の区，人口 50 万以上の区） 

   常住者 

    現住所 

    自区内 

    転入 

     自市内他区から 

     県内他市区町村から 

     他県から 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

   （別掲） 

    転出 

     自市内他区へ 

     県内他市区町村へ 

     他県へ 

 

 ５年前の常住地Ｃ  （人移①4-1～2，人移②4） 

 （現住市区町村による５年前の常住市区町村） 

 

  （市町村） 

   常住者 

    現住所 

    自市町村内 

     自区内 

     自市内他区 

      ○○区 

       ： 

    転入 

     県内他市区町村から 

      ○○市 

       ○○区 

        ：       

     他県から 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

   ： 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

  （区） 

   常住者 

    現住所 

    自区内 

    転入 

     自市内他区から 

      ○○区 

       ： 

     県内他市区町村から 

      ○○市 

       ○○区 

        ：       

     他県から 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ：  

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

 現住地又は５年前の常住地   

  （10 区分）  （人移①3） 

 （現住地による人口） 

   総数（常住者） 

    現住所 

    国内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

    国外     

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 （５年前の常住地による人口） 

   総数（５年前の常住者） 

     うち自市内他区 

     うち県内他市区町村 

     うち他県 

  （再掲） 

   転入 

   転出 

 

 ５年前の常住地（６区分Ａ）  （人移①8，小地域 16） 

   常住者 

    現住所 

    国内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

    国外 



- 87 - 

 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

 ５年前の常住地（６区分Ｂ）  （人移①9-1～2，10，13， 

14） 

  （全国） 

   常住者 

    現住所 

    国内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

     他県 

    転入（国外から） 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

  （都道府県） 

   常住者 

    現住所 

    自県内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

    転入 

     他県から 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

  （21 大都市，人口 50 万以上の市） 

   常住者 

    現住所 

    自市内 

     自区内 

     自市内他区 

    転入 

     県内他市区町村から 

     他県から 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

  （特別区） 

   常住者 

    現住所 

    自区内 

    転入 

     都内他区から 

     都内他市町村から 

     他県から 

     国外から 

    ５年前の常住市区町村「不詳」 

    移動状況「不詳」 

 

 ５年前の常住地（３区分）  （人移①13） 

  総数 

   現住所 

   現住所以外 世帯主と同じ市区町村 

         世帯主と異なる市区町村 

 

 現住地Ａ  （人移①2，12，人移②2，7） 

  （５年前の常住地による現住地） 

 

  （全国） 

   総数 

    ５年前の常住者（国内） 

     現住所 

     国内 

      自市区町村内 

      自市内他区 

      県内他市区町村 

      他県      

     ５年前の常住市区町村「不詳」 

    ５年前国外にいた者 

    移動状況「不詳」 

 

  （都道府県） 

   ５年前の常住者 

    現住所 

    自県内 

     自市区町村内 

     自市内他区 

     県内他市区町村 

    転出 

     他県へ 

      ○○県 

       ： 

   （再掲） 

     ○○市 

      ： 

    （21 大都市，人口 50 万以上の市区） 

      ： 

 

  （21 大都市，人口 50 万以上の市） 

   ５年前の常住者 

    現住所 

    自市内 

     自区内 

     自市内他区 

    転出 

     県内他市区町村へ 

     他県へ 

      ○○県 

       ： 

   （再掲） 

     ○○市 

      ： 

    （21 大都市，人口 50 万以上の市区） 

      ： 

 

 

  （特別区） 

   ５年前の常住者 

    現住所 

    自区内 

    転出 

     都内他区へ 

     都内他市町村へ 

     他県へ 

      ○○県 

       ： 

   （再掲） 

     ○○市 

      ： 

    （21 大都市，人口 50 万以上の市区） 

      ： 

 

 現住地Ｂ  （人移①5-1～2，人移②5） 

 （５年前の常住市区町村による現住市区町村） 

 

  （市町村） 

   ５年前の常住者 

    現住所 

    自市町村内 

     自区内 

     自市内他区 

      ○○区 
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       ： 

    転出 

     県内他市区町村へ 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県へ 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

 

  （区） 

   ５年前の常住者 

    現住所 

    自区内 

    転出 

     自市内他区へ 

      ○○区 

       ： 

     県内他市区町村へ 

      ○○市 

       ○○区 

        ： 

     他県へ 

      ○○県 

       ○○市 

        ○○区 

         ： 

 

23 世帯の移動類型 
  （４区分）  （人移①10～12） 

   総数 

    全世帯員が移動の世帯 

     全世帯員の５年前の常住市区町村が同一の世帯 

     一部世帯員の５年前の常住市区町村が異なる世帯 

    一部世帯員が移動の世帯 

    世帯員の移動がない世帯 
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国 籍 分 類 表 ※ 
 

総数 

 アジア州 

  アゼルバイジャン 

  アフガニスタン 

  アラブ首長国連邦 

  アルメニア 

  イエメン 

  イスラエル 

  イラク 

  イラン 

  インド 

  インドネシア 

  ウズベキスタン 

  オマーン 

  カザフスタン 

  カタール 

  韓国，朝鮮 

  カンボジア 

  キプロス 

  キルギス 

  クウェート 

  サウジアラビア 

  ジョージア 

  シリア 

  シンガポール 

  スリランカ 

  タイ 

  タジキスタン 

  中国 

  トルクメニスタン 

  トルコ 

  ネパール 

  バーレーン 

  パキスタン 

  バングラデシュ 

  東ティモール 

  フィリピン 

  ブータン 

  ブルネイ 

  ベトナム 

  マレーシア 

  ミャンマー 

  モルディブ 

  モンゴル 

  ヨルダン 

  ラオス 

  レバノン 

 

 北アメリカ州 

  アメリカ 

  アンティグア・バーブーダ 

  エルサルバドル 

  カナダ 

  キューバ 

  グアテマラ 

  グレナダ 

  コスタリカ 

  ジャマイカ 

  セントクリストファー・ネーヴィス 

  セントビンセント・グレナディーン諸島 

  セントルシア 

  ドミニカ国 

  ドミニカ共和国 

  トリニダード・トバゴ 

  ニカラグア 

  ハイチ 

  パナマ 

  バハマ 

  バルバドス 

  ベリーズ 

  ホンジュラス 

  メキシコ 

 

 南アメリカ州 

  アルゼンチン 

  ウルグアイ 

  エクアドル 

  ガイアナ 

  コロンビア 

  スリナム 

  チリ 

  パラグアイ 

  ブラジル 

  ベネズエラ 

  ペルー 

  ボリビア 

 

 ヨーロッパ州 

  アイスランド 

  アイルランド 

  アルバニア 

  アンドラ 

  イギリス 

  イタリア 

  ウクライナ 

  エストニア 

  オーストリア 

  オランダ 

  ギリシャ 

  クロアチア 

  コソボ 

  サンマリノ 

  スイス 

  スウェーデン 

  スペイン 

  スロバキア 

  スロベニア 

  セルビア 

  チェコ 

  デンマーク 

  ドイツ 

  ノルウェー 

  バチカン 

  ハンガリー 

  フィンランド 

  フランス 

  ブルガリア 

  ベラルーシ 

  ベルギー 

  ポーランド 

  ボスニア・ヘルツェゴビナ 

  ポルトガル 

  マケドニア 

  マルタ 

  モナコ 

  モルドバ 

  モンテネグロ 

  ラトビア 

  リトアニア 

  リヒテンシュタイン 

  ルーマニア 

  ルクセンブルク 

  ロシア 
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 アフリカ州 

  アルジェリア 

  アンゴラ 

  ウガンダ 

  エジプト 

  エチオピア 

  エリトリア 

  ガーナ 

  カーボヴェルデ 

  ガボン 

  カメルーン 

  ガンビア 

  ギニア 

  ギニアビサウ 

  ケニア 

  コートジボワール 

  コモロ 

  コンゴ共和国 

  コンゴ民主共和国 

  サントメ・プリンシペ 

  ザンビア 

  シエラレオネ 

  ジブチ 

  ジンバブエ 

  スーダン 

  スワジランド 

  セーシェル 

  赤道ギニア 

  セネガル 

  ソマリア 

  タンザニア 

  チャド 

  中央アフリカ 

  チュニジア 

  トーゴ 

  ナイジェリア 

  ナミビア 

  ニジェール 

  ブルキナファソ 

  ブルンジ 

  ベナン 

  ボツワナ 

  マダガスカル 

  マラウイ 

  マリ 

  南アフリカ 

  南スーダン 

  モーリシャス 

  モーリタニア 

  モザンビーク 

  モロッコ 

  リビア 

  リベリア 

  ルワンダ 

  レソト 

 

 オセアニア州 

  オーストラリア 

  キリバス 

  クック諸島 

  サモア 

  ソロモン諸島 

  ツバル 

  トンガ 

  ナウル 

  ニウエ 

  ニュージーランド 

  バヌアツ 

  パプアニューギニア 

  パラオ 

  フィジー 

  マーシャル諸島 

  ミクロネシア 

 

 無国籍・国名「不詳」 

 

 

※平成 27 年 10 月１日現在の日本承認国に基づく。 
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産 業 分 類 表 
 

Ａ 農業，林業 

01 農業 

01a 農業（農業サービス業を除く） 

01c 農業サービス業 

02 林業 

02a 林業 

 

Ｂ 漁業 

03 漁業（水産養殖業を除く） 

03a 漁業（水産養殖業を除く） 

04 水産養殖業 

04a 水産養殖業 

 

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 

05 鉱業，採石業，砂利採取業 

05a 鉱業，採石業，砂利採取業 

 

Ｄ 建設業 

06 建設業 

06a 建設業 

 

Ｅ 製造業 

09 食料品製造業 

091 畜産食料品製造業 

092 水産食料品製造業 

093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 

094 調味料製造業 

095 糖類製造業 

096 精穀・製粉業 

097 パン・菓子製造業 

098 動植物油脂製造業 

09n めん類製造業 

09p その他の食料品製造業 

10 飲料・たばこ・飼料製造業 

101 清涼飲料製造業 

102 酒類製造業 

103 茶・コーヒー製造業（清涼飲料を除く） 

104 製氷業 

105 たばこ製造業 

106 飼料・有機質肥料製造業 

11 繊維工業 

111 製糸業，紡績業，化学繊維・ねん糸等製造業 

112 織物業 

113 ニット生地製造業 

114 染色整理業 

115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 

11a 衣服・繊維製身の回り品製造業 

119 その他の繊維製品製造業 

12 木材・木製品製造業（家具を除く） 

121 製材業，木製品製造業 

122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 

123 木製容器製造業（竹，とうを含む） 

129 その他の木製品製造業（竹，とうを含む） 

13 家具・装備品製造業 

131 家具製造業 

133 建具製造業 

13a その他の家具・装備品製造業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

14a パルプ・紙製造業 

145 紙製容器製造業 

14c その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 

15 印刷・同関連業 

151 印刷業 

153 製本業，印刷物加工業 

15a 印刷関連サービス業 

16 化学工業 

161 化学肥料製造業 

16a 化学工業製品製造業 

164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・ 

塗料製造業 

165 医薬品製造業 

166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 

169 その他の化学工業 

17 石油製品・石炭製品製造業 

171 石油精製業 

17a その他の石油製品・石炭製品製造業 

18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

18a プラスチック製品製造業（別掲を除く） 

19 ゴム製品製造業 

191 タイヤ・チューブ製造業 

192 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 

19a その他のゴム製品製造業 

20 なめし革・同製品・毛皮製造業 

20a 革製履物・同材料・同附属品製造業 

20c かばん・袋物製造業 

20d その他のなめし革製品・毛皮製造業 

21 窯業・土石製品製造業 

211 ガラス・同製品製造業 

212 セメント・同製品製造業 

213 建設用粘土製品製造業（陶磁器製を除く） 

214 陶磁器・同関連製品製造業 

21a その他の窯業・土石製品製造業 

22 鉄鋼業 

22a 鉄鋼業 

23 非鉄金属製造業 

23a 非鉄金属製造業 

24 金属製品製造業 

24a 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業 

251 ボイラ・原動機製造業 

252 ポンプ・圧縮機器製造業 

253 一般産業用機械・装置製造業 

259 その他のはん用機械・同部分品製造業 

26 生産用機械器具製造業 

26a 農業・建設・鉱山機械製造業 

264 生活関連産業用機械製造業 

265 基礎素材産業用機械製造業 

266 金属加工機械製造業 

267 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 

26c その他の生産用機械・同部分品製造業 

27 業務用機械器具製造業 

27a 事務用・サービス用・娯楽用機械器具製造業 

274 医療用機械器具・医療用品製造業 

275 光学機械器具・レンズ製造業 

27c その他の業務用機械器具製造業 

28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

28a 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

29 電気機械器具製造業 

29a 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 

293 民生用電気機械器具製造業 

296 電子応用装置製造業 

297 電気計測器製造業 

29c その他の電気機械器具製造業 

30 情報通信機械器具製造業 

301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 

302 映像・音響機械器具製造業 

303 電子計算機・同附属装置製造業 

31 輸送用機械器具製造業 

311 自動車・同附属品製造業 

312 鉄道車両・同部分品製造業 

313 船舶製造・修理業，舶用機関製造業 

314 航空機・同附属品製造業 

31a その他の輸送用機械器具製造業 

32 その他の製造業 

32a 装身具・装飾品等製造業（貴金属・宝石製を含む） 

323 時計・同部分品製造業 

324 楽器製造業 

325 がん具・運動用具製造業 

32c 他に分類されない製造業 

 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

33 電気・ガス・熱供給・水道業 
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331 電気業 

341 ガス業 

351 熱供給業 

36a 水道業 

 

Ｇ 情報通信業 

37 通信業 

37a 電気通信業 

373 電気通信に附帯するサービス業 

38 放送業 

38a 放送業 

39 情報サービス業 

391 ソフトウェア業 

392 情報処理・提供サービス業 

40 インターネット附随サービス業 

401 インターネット附随サービス業 

41 映像・音声・文字情報制作業 

41a 映像・音声情報制作業 

413 新聞業 

414 出版業 

415 広告制作業 

416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 

 

Ｈ 運輸業，郵便業 

42 鉄道業 

421 鉄道業 

43 道路旅客運送業  

43a 道路旅客運送業 

44 道路貨物運送業  

44a 道路貨物運送業 

45 水運業 

45a 水運業 

46 航空運輸業 

46a 航空運輸業 

47 倉庫業 

47a 倉庫業 

48 運輸に附帯するサービス業 

48a 運輸に附帯するサービス業 

49 郵便業（信書便事業を含む） 

491 郵便業（信書便事業を含む） 

 

Ｉ 卸売業，小売業 

50 卸売業 

501 各種商品卸売業 

511 繊維品卸売業（衣服，身の回り品を除く） 

512 衣服卸売業 

513 身の回り品卸売業 

521 農畜産物・水産物卸売業 

522 食料・飲料卸売業 

531 建築材料卸売業 

532 化学製品卸売業 

533 石油・鉱物卸売業 

53a 金属材料卸売業 

536 再生資源卸売業 

542 自動車卸売業 

543 電気機械器具卸売業 

54a その他の機械器具卸売業 

551 家具・建具・じゅう器等卸売業 

552 医薬品・化粧品等卸売業 

553 紙・紙製品卸売業 

559 その他の卸売業 

56 各種商品小売業 

56a 各種商品小売業 

57 織物・衣服・身の回り品小売業 

571 呉服・服地・寝具小売業 

57a 男子・婦人・子供服小売業 

574 靴・履物小売業 

579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 

58 飲食料品小売業 

581 各種食料品小売業 

582 野菜・果実小売業 

583 食肉小売業 

584 鮮魚小売業 

585 酒小売業 

586 菓子・パン小売業 

58n 料理品小売業 

58p その他の飲食料品小売業 

59 機械器具小売業 

591 自動車小売業 

592 自転車小売業 

593 機械器具小売業（自動車，自転車を除く） 

60 その他の小売業 

601 家具・建具・畳小売業 

602 じゅう器小売業 

603 医薬品・化粧品小売業 

605 燃料小売業 

606 書籍・文房具小売業 

607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 

608 写真機・時計・眼鏡小売業 

60a 他に分類されない小売業 

 

Ｊ 金融業，保険業 

62 金融業，保険業 

62a 銀行業 

63a 協同組織金融業 

64a 非預金信用機関 

65a 金融商品取引業，商品先物取引業 

67a 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 

 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 

68 不動産業 

68a 不動産取引業 

69a 不動産賃貸業・管理業（別掲を除く） 

692 貸家業，貸間業 

693 駐車場業 

70 物品賃貸業 

70a 物品賃貸業 

 

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

71 学術・開発研究機関 

71a 学術・開発研究機関 

72 専門サービス業（他に分類されないもの） 

721 法律事務所，特許事務所 

722 公証人役場，司法書士事務所，土地家屋調査士事務所 

723 行政書士事務所 

724 公認会計士事務所，税理士事務所 

725 社会保険労務士事務所 

726 デザイン業 

728 経営コンサルタント業，純粋持株会社 

72a その他の専門サービス業 

73 広告業 

731 広告業 

74 技術サービス業（他に分類されないもの） 

741 獣医業 

742 土木建築サービス業 

743 機械設計業 

744 商品・非破壊検査業 

746 写真業 

74a その他の技術サービス業 

 

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 

75 宿泊業 

75a 宿泊業 

76 飲食店 

76a 食堂，そば・すし店 

76c 酒場，ビヤホール，バー，キャバレー，ナイトクラブ 

767 喫茶店 

769 その他の飲食店 

77 持ち帰り・配達飲食サービス業 

771 持ち帰り飲食サービス業 

772 配達飲食サービス業 

 

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 

78 洗濯・理容・美容・浴場業 

781 洗濯業 

782 理容業 
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783 美容業 

78a 浴場業 

789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 

79 その他の生活関連サービス業 

791 旅行業 

792 家事サービス業 

793 衣服裁縫修理業 

79a 火葬・墓地管理業，冠婚葬祭業 

79c 他に分類されない生活関連サービス業 

80 娯楽業 

80a 興行場（別掲を除く），興行団 

803 競輪・競馬等の競走場，競技団 

80c スポーツ施設提供業，公園，遊園地 

806 遊戯場 

809 その他の娯楽業 

 

Ｏ 教育，学習支援業 

81 学校教育 

81a 学校教育（専修学校，各種学校を除く） 

817 専修学校，各種学校 

818 学校教育支援機関 

82 その他の教育，学習支援業 

821 社会教育 

822 職業・教育支援施設 

823 学習塾 

824 教養・技能教授業 

829 他に分類されない教育，学習支援業 

 

Ｐ 医療，福祉 

83 医療業 

831 病院 

832 一般診療所 

833 歯科診療所 

835 療術業 

83a その他の医療業 

84 保健衛生 

84a 保健所，健康相談施設 

849 その他の保健衛生 

85 社会保険・社会福祉・介護事業 

85a 社会保険事業団体，福祉事務所 

853 児童福祉事業 

85n 老人福祉・介護事業（訪問介護事業を除く） 

855 障害者福祉事業 

85p 訪問介護事業 

859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 

 

Ｑ 複合サービス事業 

86 郵便局 

86a 郵便局 

87 協同組合（他に分類されないもの） 

87a 協同組合（他に分類されないもの） 

 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

88 廃棄物処理業 

88a 廃棄物処理業 

89 自動車整備業 

891 自動車整備業 

90 機械等修理業（別掲を除く） 

901 機械修理業（電気機械器具を除く） 

902 電気機械器具修理業 

90a その他の修理業 

91 職業紹介・労働者派遣業 

911 職業紹介業 

912 労働者派遣業 

92 その他の事業サービス業 

922 建物サービス業 

923 警備業 

92a 他に分類されない事業サービス業 

93 政治・経済・文化団体 

93a 政治・経済・文化団体 

94 宗教 

94a 宗教 

95 その他のサービス業 

95a その他のサービス業 

96 外国公務 

96a 外国公務 

 

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 

97 国家公務 

97a 国家公務 

98 地方公務 

981 都道府県機関 

982 市町村機関 

 

Ｔ 分類不能の産業 

99 分類不能の産業 

999 分類不能の産業 

 

※ 大分類 アルファベット（Ａ，Ｂ，Ｃ，……） 

  中分類 二桁（01，02，……） 

  小分類 三桁（01a，01c，……） 

 

※ 第１次産業 

Ａ 農業，林業 

Ｂ 漁業 

  第２次産業 

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業 

  第３次産業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業，郵便業 

Ｉ 卸売業，小売業 

Ｊ 金融業，保険業 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 

Ｏ 教育，学習支援業 

Ｐ 医療，福祉 

Ｑ 複合サービス事業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 

 

※結果表章用（大分類のみ） 

Ａ 農業，林業 

（うち農業） 

Ｂ 漁業 

Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

Ｇ 情報通信業 

Ｈ 運輸業，郵便業 

Ｉ 卸売業，小売業 

Ｊ 金融業，保険業 

Ｋ 不動産業，物品賃貸業 

Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 

Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 

Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 

Ｏ 教育，学習支援業 

Ｐ 医療，福祉 

Ｑ 複合サービス事業 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 

Ｔ 分類不能の産業 
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職 業 分 類 表 
 

Ａ 管理的職業従事者 

01 管理的公務員 

01a 管理的公務員 

02 法人・団体役員 

021 会社役員 

02a その他の法人・団体役員 

03 その他の管理的職業従事者 

03a 法人・団体管理的職業従事者 

049 他に分類されない管理的職業従事者 

 

Ｂ 専門的・技術的職業従事者 

05 研究者 

051 自然科学系研究者 

052 人文・社会科学系等研究者 

06 技術者 

06a 農林水産・食品技術者 

07a 電気・電子・電気通信技術者（通信ネットワーク技術者 

を除く） 

07c 機械技術者 

07d 輸送用機器技術者 

07e 金属技術者 

07f 化学技術者 

091 建築技術者 

09a 土木・測量技術者 

10a システムコンサルタント・設計者 

104 ソフトウェア作成者 

10c その他の情報処理・通信技術者 

11a その他の技術者 

12 保健医療従事者 

121 医師 

122 歯科医師 

123 獣医師 

124 薬剤師 

131 保健師 

132 助産師 

133 看護師（准看護師を含む） 

141 診療放射線技師 

143 臨床検査技師 

144 理学療法士，作業療法士 

145 視能訓練士，言語聴覚士 

146 歯科衛生士 

147 歯科技工士 

151 栄養士 

152 あん摩マッサージ指圧師，はり師，きゅう師， 

柔道整復師 

15a その他の保健医療従事者 

16 社会福祉専門職業従事者 

163 保育士 

16a その他の社会福祉専門職業従事者 

17 法務従事者 

17a 裁判官，検察官，弁護士 

17c 弁理士，司法書士 

179 その他の法務従事者 

18 経営・金融・保険専門職業従事者 

181 公認会計士 

182 税理士 

183 社会保険労務士 

18a その他の経営・金融・保険専門職業従事者 

19 教員 

191 幼稚園教員 

192 小学校教員 

193 中学校教員 

19a 高等学校教員 

196 特別支援学校教員 

19c 大学教員 

199 その他の教員 

20 宗教家 

201 宗教家 

21 著述家，記者，編集者 

211 著述家 

212 記者，編集者 

22 美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者 

22a 彫刻家，画家，工芸美術家 

224 デザイナー 

225 写真家，映像撮影者 

23 音楽家，舞台芸術家 

231 音楽家 

23a 舞踊家，俳優，演出家，演芸家 

24 その他の専門的職業従事者 

24a 図書館司書，学芸員 

24n 個人教師（音楽） 

24p 個人教師（舞踊，俳優，演出，演芸） 

24r 個人教師（スポーツ） 

24s 個人教師（学習指導） 

24t 個人教師（他に分類されないもの） 

245 職業スポーツ従事者 

246 通信機器操作従事者 

24c 他に分類されない専門的職業従事者 

 

Ｃ 事務従事者 

25 一般事務従事者 

25a 庶務・人事事務員 

254 受付・案内事務員 

256 電話応接事務員 

257 総合事務員 

25c その他の一般事務従事者 

26 会計事務従事者 

26a 会計事務従事者 

27 生産関連事務従事者 

27a 生産関連事務従事者 

28 営業・販売事務従事者 

28a 営業・販売事務従事者 

29 外勤事務従事者 

291 集金人 

292 調査員 

299 その他の外勤事務従事者 

30 運輸・郵便事務従事者 

30a 運輸事務員 

303 郵便事務員 

31 事務用機器操作員 

311 パーソナルコンピュータ操作員 

312 データ・エントリー装置操作員 

31a その他の事務用機器操作員 

 

Ｄ 販売従事者 

32 商品販売従事者 

321 小売店主・店長 

322 卸売店主・店長 

323 販売店員 

324 商品訪問・移動販売従事者 

325 再生資源回収・卸売従事者 

326 商品仕入外交員 

33 販売類似職業従事者 

331 不動産仲介・売買人 

332 保険代理・仲立人（ブローカー） 

33a その他の販売類似職業従事者 

34 営業職業従事者 

343 医薬品営業職業従事者 

34a 機械器具・通信・システム営業職業従事者 

346 金融・保険営業職業従事者 

347 不動産営業職業従事者 

34c その他の営業職業従事者 

 

Ｅ サービス職業従事者 

35 家庭生活支援サービス職業従事者 

351 家政婦（夫），家事手伝い 

359 その他の家庭生活支援サービス職業従事者 

36 介護サービス職業従事者 

361 介護職員（医療・福祉施設等） 

362 訪問介護従事者 

37 保健医療サービス職業従事者 

371 看護助手 
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37a その他の保健医療サービス職業従事者 

38 生活衛生サービス職業従事者 

381 理容師 

382 美容師 

383 美容サービス従事者（美容師を除く） 

384 浴場従事者 

38a クリーニング職，洗張職 

39 飲食物調理従事者 

391 調理人 

392 バーテンダー 

40 接客・給仕職業従事者 

401 飲食店主・店長 

402 旅館主・支配人 

40a 飲食物給仕・身の回り世話従事者 

40c 接客社交従事者 

407 娯楽場等接客員 

41 居住施設・ビル等管理人 

41a マンション・アパート・下宿・寄宿舎・寮管理人 

413 ビル管理人 

414 駐車場管理人 

42 その他のサービス職業従事者 

421 旅行・観光案内人 

422 物品一時預り人 

423 物品賃貸人 

424 広告宣伝員 

425 葬儀師，火葬作業員 

429 他に分類されないサービス職業従事者 

 

Ｆ 保安職業従事者 

43 保安職業従事者 

43a 自衛官 

44a 警察官，海上保安官 

44c 看守，その他の司法警察職員 

452 消防員 

453 警備員 

459 他に分類されない保安職業従事者 

 

Ｇ 農林漁業従事者 

46 農業従事者 

461 農耕従事者 

462 養畜従事者 

463 植木職，造園師 

469 その他の農業従事者 

47 林業従事者 

471 育林従事者 

472 伐木・造材・集材従事者 

479 その他の林業従事者 

48 漁業従事者 

481 漁労従事者 

482 船長・航海士・機関長・機関士（漁労船） 

483 海藻・貝採取従事者 

484 水産養殖従事者 

489 その他の漁業従事者 

 

Ｈ 生産工程従事者 

49 製品製造・加工処理従事者（金属製品） 

49a 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 

49c 鋳物製造・鍛造従事者 

49d 金属工作機械作業従事者 

49e 金属プレス従事者 

49f 鉄工，製缶従事者 

49g 板金従事者 

49h 金属彫刻・表面処理従事者 

49i 金属溶接・溶断従事者 

49j その他の製品製造・加工処理従事者（金属製品） 

50 製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） 

50a 化学製品製造従事者 

50c 窯業・土石製品製造従事者 

50d 食料品製造従事者 

50e 飲料・たばこ製造従事者 

50f 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 

50g 木・紙製品製造従事者 

50h 印刷・製本従事者 

50i ゴム・プラスチック製品製造従事者 

50j その他の製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く） 

51 機械組立従事者 

51a はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 

51c 電気機械器具組立従事者 

51d 自動車組立従事者 

51e 輸送機械組立従事者（自動車を除く） 

51f 計量計測機器・光学機械器具組立従事者 

55 機械整備・修理従事者 

551 はん用・生産用・業務用機械器具整備・修理従事者 

552 電気機械器具整備・修理従事者 

553 自動車整備・修理従事者 

554 輸送機械整備・修理従事者（自動車を除く） 

555 計量計測機器・光学機械器具整備・修理従事者 

56 製品検査従事者 

56a 金属製品検査従事者 

571 化学製品検査従事者 

572 窯業・土石製品検査従事者 

573 食料品検査従事者 

574 飲料・たばこ検査従事者 

575 紡織・衣服・繊維製品検査従事者 

576 木・紙製品検査従事者 

577 印刷・製本検査従事者 

578 ゴム・プラスチック製品検査従事者 

579 その他の製品検査従事者 

58 機械検査従事者 

581 はん用・生産用・業務用機械器具検査従事者 

582 電気機械器具検査従事者 

583 自動車検査従事者 

584 輸送機械検査従事者（自動車を除く） 

585 計量計測機器・光学機械器具検査従事者 

59 生産関連・生産類似作業従事者 

59n 画工，塗装・看板制作従事者 

59p 生産関連作業従事者（画工，塗装・看板制作を除く） 

592 生産類似作業従事者 

 

Ｉ 輸送・機械運転従事者 

60 鉄道運転従事者 

60a 鉄道運転従事者 

61 自動車運転従事者 

61a 自動車運転従事者 

62 船舶・航空機運転従事者 

62a 船長・航海士・運航士（漁労船を除く），水先人 

623 船舶機関長・機関士（漁労船を除く） 

624 航空機操縦士 

63 その他の輸送従事者 

631 車掌 

63a 甲板員，船舶技士・機関員 

63c 他に分類されない輸送従事者 

64 定置・建設機械運転従事者 

641 発電員，変電員 

642 ボイラー・オペレーター 

643 クレーン・ウインチ運転従事者 

645 建設・さく井機械運転従事者 

64a その他の定置・建設機械運転従事者 

 

Ｊ 建設・採掘従事者 

65 建設・土木作業従事者 

651 型枠大工 

652 とび職 

653 鉄筋作業従事者 

661 大工 

662 ブロック積・タイル張従事者 

663 屋根ふき従事者 

664 左官 

665 畳職 

666 配管従事者 

681 土木従事者 

682 鉄道線路工事従事者 

68a その他の建設・土木作業従事者 

67 電気工事従事者 

67a 電線架線・敷設従事者 

674 電気通信設備工事従事者 
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679 その他の電気工事従事者 

69 採掘従事者 

693 砂利・砂・粘土採取従事者 

69a その他の採掘従事者 

 

Ｋ 運搬・清掃・包装等従事者 

70 運搬従事者 

701 郵便・電報外務員 

702 船内・沿岸荷役従事者 

703 陸上荷役・運搬従事者 

704 倉庫作業従事者 

705 配達員 

706 荷造従事者 

71 清掃従事者 

711 ビル・建物清掃員 

71a 廃棄物処理従事者 

712 ハウスクリーニング職 

71c その他の清掃従事者 

72 包装従事者 

721 包装従事者 

73 その他の運搬・清掃・包装等従事者 

739 その他の運搬・清掃・包装等従事者 

 

Ｌ 分類不能の職業 

99 分類不能の職業 

999 分類不能の職業 

 

 

※ 大分類 アルファベット（Ａ，Ｂ，Ｃ，……） 

  中分類 二桁（01，02，……） 

  小分類 三桁（01a，021，……） 

 


