
平成28年 令和３年 主な変更内容
１ 氏名・男女の別 １ 氏名・男女の別

２ 世帯主との続き柄 ２ 世帯主との続き柄

３ 出生の年月 ３ 出生の年月

４ 配偶者の有無 ４ 配偶者の有無

５ 教育 ５ 教育

６ ふだんの健康状態 ６ ふだんの健康状態

 －
７ 慢性的な健康問題 日常生活への
   支障の程度

【追加】

 － ８ ふだん介護を受けていますか

○「世帯主のみ」が回答する調査事項を、「各世帯員」が回答する
個人属性項目に変更
○「自宅に住んでいる人から受けている」を追加
〇「受けている」を「自宅外に住んでいる人から受けている」に変更

７ ふだん家族の介護をしていますか ９ ふだん家族の介護をしていますか

８ ふだん仕事をしていますか 10 ふだん仕事をしていますか

９ 仕事をしたいと思っていますか 11 仕事をしたいと思っていますか

10 １週間に何時間ぐらい働きたいと
　 思っていますか

 － 【統合】

11 勤めか自営かの別 12 勤めか自営かの別

12 勤務形態 13 勤務形態

13 年次有給休暇の取得日数 14 年次有給休暇の取得日数

14 本人の仕事の種類 15 本人の仕事の内容 【名称変更】

15 勤め先・業主などの企業全体の
　 従業者数

16 勤め先・業主などの企業全体の
　 従業者数

 －
17 仕事からの１年間の収入または
   収益（税込み）

○平成28年調査事項10及び17の統合に伴い、記載順を変更

16 ふだんの１週間の就業時間 18 ふだんの１週間の就業時間

17 希望する１週間の就業時間 19 希望する１週間の就業時間 【統合】

18 仕事からの１年間の収入または
   収益（税込み）

 －

19 学習・自己啓発・訓練について 20 学習・自己啓発・訓練について
○「自学・自習」を追加し、包括される「テレビ・ラジオ」を削除
○「職場での時間外」を「勉強会など」に変更
○「ハローワークを通じた職業訓練など」を削除

20 ボランティア活動について 21 ボランティア活動について

21 スポーツ 趣味・娯楽について 22 スポーツ 趣味・娯楽について

＜スポーツ＞
○「ゲートボール」を削除し、「グラウンドゴルフ」を追加
○「ヨガ」を追加

＜趣味・娯楽＞
○「趣味としての読書」を「趣味としての読書（マンガを除く）」と「マン
ガを読む」に分割
○「スポーツ観覧」を「スポーツ観覧・観戦」に変更
○「音楽会などによるクラシック音楽鑑賞」を「コンサートなどによる
クラシック音楽鑑賞」に変更
○「音楽会などによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞」を「コンサートな
どによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞」に変更
○「テレビゲーム・パソコンゲーム（家庭で行うもの 携帯用を含む）」
を「スマートフォン・家庭用ゲーム機などによるゲーム」に変更

22 旅行・行楽について 23 旅行・行楽について

23 スマートフォン・パソコンなどの
   使用について

 － 【廃止】

24 生活時間について 24 生活時間について ○「スマートフォン・パソコンなどの使用」を追加

 (1) この日はいずれの日でしたか  この日はいずれの日でしたか
○「在宅勤務」を「テレワーク」に変更し、分岐として「在宅勤務」と
「それ以外」を設ける。
○「その他」を「いずれにも当てはまらない」に変更

 (2) この日の天気はどうでしたか  － 【廃止】

■世帯について

平成28年 令和３年 主な変更内容
25 住居の種類  － 【廃止】

26 自家用車の有無  － 【廃止】

27 世帯の年間収入（税込み） 25 世帯の年間収入（税込み）

28 ふだん世帯員以外の人から介護の
　 手助けを受けていますか

 －

29 不在者の有無 26 不在者の有無

■10歳未満の世帯員について

平成28年 令和３年 主な変更内容
30 世帯主との続き柄 27 世帯主との続き柄

31 年齢 28 年齢

32 在学・在園の状況 29 在学・在園の状況

33 ふだん世帯員以外の人から育児の
　 手助けを受けていますか

30 ふだん世帯員以外の人から育児の
　 手助けを受けていますか

調査事項新旧対照表　【調査票Ａ】
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平成28年 令和３年 主な変更内容
１ 氏名・男女の別 １ 氏名・男女の別

２ 世帯主との続き柄 ２ 世帯主との続き柄

３ 出生の年月 ３ 出生の年月

４ 配偶者の有無 ４ 配偶者の有無

５ 教育 ５ 教育

６ ふだんの健康状態 ６ ふだんの健康状態

 －
７ 慢性的な健康問題 日常生活への
   支障の程度

【追加】

 － ８ ふだん介護を受けていますか

○「世帯主のみ」が回答する調査事項を、「各世帯員」が回答する
個人属性項目に変更
○「自宅に住んでいる人から受けている」を追加
〇「受けている」を「自宅外に住んでいる人から受けている」に変更

７ ふだん家族の介護をしていますか ９ ふだん家族の介護をしていますか

８ ふだん仕事をしていますか 10 ふだん仕事をしていますか

９ 勤めか自営かの別 11 勤めか自営かの別

10 勤務形態 12 勤務形態

11 年次有給休暇の取得日数 13 年次有給休暇の取得日数

12 本人の仕事の種類 14 本人の仕事の内容 【名称変更】

 －
15 仕事からの１年間の収入または
　 収益（税込み）

○調査票Aの同調査事項に併せ記載順を変更

13 ふだんの１週間の就業時間 16 ふだんの１週間の就業時間

14 希望する１週間の就業時間 17 希望する１週間の就業時間

15 仕事からの１年間の収入または
　 収益（税込み）

 －

16 生活時間について 18 生活時間について

 (1) この日はいずれの日でしたか  この日はいずれの日でしたか
○「在宅勤務」を「テレワーク」に変更し、分岐として「在宅勤務」と
「それ以外」を設ける。
○「その他」を「いずれにも当てはまらない」に変更

 (2) この日の天気はどうでしたか  － 【廃止】

■世帯について

平成28年 令和３年 主な変更内容
17 住居の種類  － 【廃止】

18 自家用車の有無  － 【廃止】

19 世帯の年間収入（税込み） 19 世帯の年間収入（税込み）

20 ふだん世帯員以外の人から介護の
　 手助けを受けていますか

 －

21 不在者の有無 20 不在者の有無

■10歳未満の世帯員について

平成28年 令和３年 主な変更内容
22 世帯主との続き柄 21 世帯主との続き柄

23 年齢 22 年齢

24 在学・在園の状況 23 在学・在園の状況

25 ふだん世帯員以外の人から育児の
　 手助けを受けていますか

24 ふだん世帯員以外の人から育児の
　 手助けを受けていますか

調査事項新旧対照表　【調査票Ｂ】
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