
この報告書に掲載した統計表のほかに，以下の結果表を集計している。
これらについては，総務省統計図書館で閲覧又はインターネット等で入手が可能である。
（巻末の「労働力調査の報告書等の利用について」参照）

＜基本集計＞

結 果 表

番    号

（全国結果） 〔月別，四半期平均，年平均及び年度平均〕
第Ⅰ-1表 就業状態・従業上の地位・雇用形態（雇用者については従業者規模）・農林業・非農林業

別15歳以上人口

第Ⅰ-2表 就業状態・従業上の地位・雇用形態（非農林業雇用者については従業者規模）・主な活動
状態・農林業・非農林業・世帯の種類・世帯の家族類型，年齢階級別15歳以上人口

第Ⅰ-3表 就業状態・従業上の地位・雇用形態（非農林業雇用者については従業者規模）・農林業・
非農林業，世帯の種類・世帯主との続き柄別15歳以上人口

第Ⅰ-4表 就業状態・従業上の地位・雇用形態（非農林業雇用者については従業者規模）・農林業・
非農林業，配偶関係・年齢階級別15歳以上人口

第Ⅰ-5表 就業状態・農林業・非農林業・従業上の地位・雇用形態（非農林業雇用者については従業
者規模），世帯の種類・世帯主の農林業・非農林業別15歳以上人口

第Ⅰ-6表 就業状態・従業上の地位・雇用形態（非農林業雇用者については従業者規模）・農林業・
非農林業，世帯の種類・世帯の家族類型別15歳以上人口

第Ⅰ-7表 今月及び前月の就業状態・農林業・非農林業・従業上の地位・雇用形態（非農林業雇用者
については従業者規模），年齢階級別15歳以上人口

第Ⅰ-8表 今月及び前月の就業状態・産業，年齢階級別15歳以上人口

第Ⅱ-1表 産業，従業上の地位・雇用形態（雇用者については従業者規模）別就業者数

第Ⅱ-2-1表 年齢階級，産業別就業者数

第Ⅱ-2-2表 年齢階級，産業別雇用者数

第Ⅱ-3表 産業，月末1週間の就業時間，従業上の地位別就業者数

第Ⅱ-4表 世帯の種類・世帯主との続き柄・年齢階級・従業上の地位・雇用形態・従業者規模・産
業・職業，月末1週間の就業日数・月間就業日数・月間就業時間別就業者数

第Ⅱ-5表 産業，職業別就業者数

第Ⅱ-6表 産業，経営組織別雇用者数

第Ⅱ-7表 世帯の種類・世帯主との続き柄・配偶関係・年齢階級・従業者規模・産業・職業・月末1
週間の就業時間，雇用形態，従業上の地位別役員を除く雇用者数

第Ⅱ-8表 産業・従業上の地位・雇用形態（非農林業雇用者については従業者規模），月末1週間の
就業時間別就業者数

第Ⅱ-9表 農林業・非農林業・年齢階級，月末1週間の就業時間別就業者数

第Ⅱ-10表 従業上の地位・雇用形態，職業別就業者数

第Ⅱ-11-1表 産業，職業別平均週間就業時間

第Ⅱ-11-2表 産業，職業別平均月間就業日数

第Ⅱ-11-3表 産業，職業別平均月間就業時間

第Ⅲ-1表 世帯の種類・世帯主との続き柄・探している仕事の主従別完全失業者数

第Ⅲ-2表 求職理由・探している仕事の主従，年齢階級別完全失業者数

第Ⅲ-3表 求職理由・探している仕事の主従，世帯主との続き柄・世帯の種類・年齢階級別完全失業
者数

第Ⅳ-1表 世帯主の年齢階級，世帯の種類・世帯の家族類型別世帯数

第Ⅳ-2表 世帯主の産業，世帯の種類別世帯数

第Ⅳ-3表 世帯主の職業，世帯の種類別世帯数

第Ⅳ-4表 世帯の種類，世帯人員別世帯数

第Ⅳ-5表 世帯の種類，15歳以上世帯人員別世帯数

第Ⅳ-6表 世帯の種類，就業人員別世帯数

付６　労働力調査　結果表一覧
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結 果 表
番    号

第Ⅳ-7表 妻及び夫の就業状態・農林業・非農林業・従業上の地位・月末1週間の就業時間・月間就
業時間，世帯の家族類型別夫婦のいる世帯数

第Ⅳ-8表 妻の年齢階級・就業状態，夫の就業状態・従業上の地位・農林業・非農林業・月末1週間
の就業時間・月間就業時間，世帯の家族類型別夫婦のいる世帯数

第Ⅳ-9表 世帯主の年齢階級，就業状態・従業上の地位・農林業・非農林業・月末1週間の就業時間
別単身世帯，母子世帯及び高齢者世帯数

第Ⅳ-10表 世帯主の年齢階級，世帯特性別親族世帯数

第Ⅳ-11表 世帯主及び配偶者の年齢階級別親族世帯数

〔年平均〕
第Ⅰ-A表 就業状態・農林業・非農林業・年齢階級，世帯の種類・世帯主の農林業・非農林業別人口

第Ⅱ-11-4表 産業，職業別平均年間就業時間

第Ⅱ-A表 年齢階級，職業別就業者数

第Ⅱ-B表 世帯の種類・世帯主との続き柄・年齢階級・従業上の地位・雇用形態・従業者規模・産
業・職業別平均年間就業日数・時間

〔月別〕

 - 季節調整値（ＴＣＩ）に関する事項

（地域別結果） 〔四半期平均及び年平均〕
第1表 就業状態・主な活動状態・従業上の地位・産業，年齢階級別15歳以上人口

第2表 就業状態・従業上の地位・雇用形態・配偶関係，年齢階級別15歳以上人口

第3表 職業・月末1週間の就業時間・月間就業日数・月間就業時間・従業者規模，年齢階級別就
業者数

集 計 事 項
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＜詳細集計＞

結 果 表

番    号

（全国結果） 〔四半期平均及び年平均〕
第Ⅰ-1表 就業状態・新規就業者・転職者・現職の雇用形態についている理由・求職理由・前職の離職

理由・失業期間・探している仕事の形態・就業希望の有無・非求職理由，年齢階級別15歳以
上人口

第Ⅰ-2表 就業状態・年齢階級・主な活動状態・農林業・非農林業・就業希望の有無，配偶関係・世帯
の種類・世帯主との続き柄・教育別15歳以上人口

第Ⅰ-3表 就業状態・従業上の地位・雇用形態・農林業・非農林業・求職理由・前職の離職理由・探し
ている仕事の形態・就業希望の有無・非求職理由，年齢階級・教育，世帯主との続き柄別15
歳以上人口

第Ⅰ-4表 前職の産業・前職の職業，前職の離職時期・前職の離職理由，就業状態別15歳以上人口（前
職が非農林業雇用者で過去3年間の離職者）

第Ⅰ-5表 年齢階級・教育，就業状態・従業上の地位・雇用形態・探している仕事の形態・就業希望の
有無・希望している仕事の形態別15歳以上人口

第Ⅱ-1表 従業上の地位・雇用形態・産業・職業，年齢階級・配偶関係・世帯の種類・世帯主との続き
柄・教育・従業者規模別就業者数

第Ⅱ-2表 世帯の種類・世帯主との続き柄・年齢階級・従業上の地位・産業・職業・月末1週間の就業
時間，主な活動状態・前職の有無・前職の離職時期・前職の離職理由別就業者数

第Ⅱ-3表 前職の従業上の地位・前職の雇用形態・前職の職業・前職の離職理由・年齢階級，離職期間
別前職のある就業者数（転職者）

第Ⅱ-4表 年齢階級・前職の有無，従業上の地位・雇用形態・産業別就業者数（新規就業者）

第Ⅱ-5表 月末1週間の就業時間・転職等希望の有無，仕事からの収入（年間）・年齢階級・世帯の種
類・世帯主との続き柄・教育・従業上の地位・雇用形態・従業者規模・就業時間増減希望の
有無別就業者数

第Ⅱ-6表 仕事からの収入（年間）・年齢階級・配偶関係・世帯の種類・世帯主との続き柄，月末1週
間の就業時間・短時間就業の理由・就業時間増減希望の有無別就業者数

第Ⅱ-7表 世帯の種類・世帯主との続き柄・年齢階級・現職の従業上の地位・現職の雇用形態・現職の
従業者規模，前職の離職時期・前職の従業上の地位・前職の雇用形態・前職の従業者規模・
離職期間（過去1年間の離職者について）別前職のある就業者数

第Ⅱ-8表 世帯の種類・世帯主との続き柄・年齢階級・現職の産業・現職の職業，前職の離職時期・前
職の産業・前職の職業・離職期間（過去1年間の離職者について）別前職のある就業者数

第Ⅱ-9表 仕事からの収入（年間）・産業・職業・従業上の地位，雇用形態・月末1週間の就業時間・
月間就業時間別役員を除く雇用者数

第Ⅱ-10表 年齢階級・世帯の種類・世帯主との続き柄・月末1週間の就業時間，産業・職業・従業上の
地位・雇用形態・従業者規模別就業者数

第Ⅱ-11表 年齢階級・配偶関係・世帯の種類・世帯主との続き柄・従業上の地位・産業・職業，転職等
希望の有無別短時間就業者数（週0～34時間就業者）

第Ⅱ-12表 仕事からの収入（年間），年齢階級・世帯の種類・世帯主との続き柄・従業上の地位・雇用
形態，教育別就業者数

第Ⅱ-13表 年齢階級・従業上の地位・雇用形態・産業・職業，教育別転職等希望者数

第Ⅱ-14表 農林業・非農林業・従業上の地位（非農林業雇用者については従業者規模・雇用形態），月
末1週間の就業時間別転職等希望者数

第Ⅱ-15表 年齢階級・教育・仕事からの収入（年間）・従業上の地位・雇用形態・産業・職業，在職期
間別就業者数

第Ⅱ-16表 世帯の種類・世帯主との続き柄・配偶関係・年齢階級・教育・仕事からの収入（年間）・月
末1週間の就業時間・短時間就業の理由・就業時間増減希望の有無・転職等希望の有無・従
業上の地位・従業者規模・産業・職業，現職の雇用形態についている理由，雇用形態，前職
の有無別非正規の職員・従業員数

第Ⅱ-17表 前職の従業上の地位・前職の雇用形態・前職の従業者規模・前職の産業・前職の職業，現職
の雇用形態についている理由，現職の雇用形態・前職の離職時期別前職のある非正規の職
員・従業員数（過去3年間に離職した者）
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結 果 表
番    号

第Ⅲ-1表 求職方法，求職理由・仕事につけない理由・年齢階級・世帯の種類・世帯主との続き柄・探
している仕事の形態・求職活動時期・失業期間別完全失業者数

第Ⅲ-2表 求職方法，求職理由・仕事につけない理由・年齢階級・世帯の種類・求職活動時期・失業期
間別完全失業者数

第Ⅲ-3表 年齢階級・世帯の種類・世帯主との続き柄・探している仕事の形態・求職理由・前職の離職
時期・前職の離職理由・仕事につけない理由，失業期間・求職活動時期・探している仕事の
主従別完全失業者数

第Ⅲ-4表 世帯の種類・世帯主との続き柄・教育・年齢階級・失業期間・前職の産業・前職の職業，求
職理由・前職の離職理由・仕事につけない理由別完全失業者数

第Ⅲ-5表 年齢階級・世帯の種類・教育・配偶関係・主な求職方法・失業期間・求職活動時期，探して
いる仕事の形態別完全失業者数

第Ⅲ-6表 求職理由・前職の離職理由・仕事につけない理由・前職の有無・前職の産業・前職の職業，
探している仕事の形態別完全失業者数

第Ⅲ-7表 年齢階級・世帯の種類・世帯主との続き柄・配偶関係・主な求職方法・失業期間・求職活動
時期，教育別完全失業者数

第Ⅲ-8表 年齢階級・配偶関係・世帯の種類・世帯主との続き柄，前職の従業上の地位・前職の雇用形
態・前職の従業者規模・前職の産業・前職の職業別完全失業者数

第Ⅲ-9表 前職の従業上の地位・前職の雇用形態・前職の従業者規模・前職の離職理由・前職の産業・
前職の職業，失業期間・主な求職方法・年齢階級別過去3年間に離職した完全失業者数（求
職理由が「仕事をやめたため」の者）

第Ⅲ-10表 前職の離職時期・前職の従業上の地位・前職の雇用形態・前職の従業者規模・前職の産業・
前職の職業，前職の離職理由・年齢階級別離職した完全失業者数（求職理由が「仕事をやめ
たため」の者）

第Ⅲ-11表 年齢階級・前職の従業上の地位・前職の雇用形態・前職の産業・前職の職業，教育別完全失
業者数

第Ⅲ-12表 年齢階級・求職理由，前職の離職理由・教育別前職のある完全失業者数

第Ⅳ-1表 前職の有無・就業希望の有無・就業可能時期，年齢階級・世帯の種類・世帯主との続き柄・
教育・希望している仕事の形態別非労働力人口

第Ⅳ-2表 年齢階級・世帯の種類・世帯主との続き柄・教育，就業希望の有無・希望している仕事の形
態別非労働力人口

第Ⅳ-3表 求職活動の有無及び時期・年齢階級・世帯の種類・世帯主との続き柄・教育，前職の有無・
非求職理由別就業希望の非労働力人口

第Ⅳ-4表 前職の有無・前職の離職時期・前職の離職理由・前職の従業上の地位・前職の雇用形態・前
職の従業者規模・前職の産業・前職の職業，年齢階級・求職活動の有無及び時期・就業可能
時期別就業希望の非労働力人口

第Ⅳ-5表 希望している仕事の形態・非求職理由，求職活動の有無及び時期・就業可能時期別就業希望
の非労働力人口

第Ⅳ-6表 前職の離職時期・前職の従業上の地位・前職の雇用形態・前職の従業者規模・前職の産業・
前職の職業，前職の離職理由・年齢階級別前職のある非労働力人口

第Ⅳ-7表 年齢階級・希望している仕事の形態，教育別非労働力人口（過去1年間に求職活動をした就
業希望者及び就業内定者）

第Ⅴ-1表 妻の年齢階級，妻及び夫の就業状態・農林業・非農林業・従業上の地位・月末1週間の就業
時間・就業希望の有無・仕事からの収入（年間）・夫の求職理由，世帯の家族類型別夫婦の
いる世帯数（世帯の家族類型4区分）

第Ⅴ-2表 妻の年齢階級・就業状態・農林業・非農林業・従業上の地位・月末1週間の就業時間，世帯
の家族類型・子供の数・末子の年齢階級別夫婦のいる世帯数（世帯の家族類型4区分）

第Ⅴ-3表 世帯主の年齢階級，就業状態・農林業・非農林業・従業上の地位・月末1週間の就業時間別
母子世帯数及び高齢者世帯数

第Ⅴ-4表 就業状態・従業上の地位・雇用形態・新規就業者・転職者・求職理由・前職の離職理由・失
業期間・探している仕事の形態・就業希望の有無・非求職理由，年齢階級別15歳以上人口
（単身世帯）

〔年平均〕
第Ⅰ-A表 年齢階級，就業状態・従業上の地位・探している仕事の形態・就業希望の有無・希望してい

る仕事の形態別15歳以上人口

集　　　計　　　事　　　項

- 4 -




