
昭 和 3 4 年 昭 和 3 9 年 昭 和 4 4 年 昭 和 4 9 年 昭 和 5 4 年 昭 和 5 9 年 平 成 元 年  平 成 ６ 年 平成11年 平成16年 平11年から16年への主な変更点

世帯票甲 世帯票甲 普通世帯票 普通世帯票 普通世帯票 普通世帯票 世帯票 世帯票 世帯票 世帯票

世帯主との続柄と氏名 氏名および世帯主との続柄 氏名および世帯主との続柄 氏名および世帯主との続柄 氏名および世帯主との続柄 氏名および世帯主との続柄 氏名および世帯主との続柄 氏名および世帯主との続柄 氏名および世帯主との続柄 氏名および世帯主との続柄

性別 性別 性別 性別 性別 性別 性別 性別 性別 性別

満年令 満年令 満年令 満年齢 満年齢 満年齢 満年齢 満年齢 満年齢 満年齢

勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業 勤め先又は自営事業

　名称 　名称 　名称 　名称 　名称 　名称 　名称 　名称 　名称 　名称

　事業内容 　事業内容 　事業内容 　事業内容 　事業内容 　事業内容 　事業内容 　事業内容 　事業内容 　事業内容

　している仕事の内容 　している仕事の内容 　している仕事の内容 　している仕事の内容 　している仕事の内容 　している仕事の内容 　している仕事の内容 　している仕事の内容 　している仕事の内容 　している仕事の内容

勤め先の企業の雇用者数 雇用者数又は使用人数 雇用者数又は使用人数 雇用者数又は使用人数 企業全体の雇用者数又は使用人数 企業全体の雇用者数又は使用人数 企業全体の雇用者数又は使用人数 企業規模 企業規模 企業規模

自営の場合の雇用者数

週休２日制 週休二日制

産業 産業 産業 産業 産業 産業 産業 産業 産業 産業

職業 職業 職業 職業 職業 職業 職業 職業 職業 職業

就業・非就業の別 就業・非就業の別 就業・非就業の別 就業・非就業の別 就業・非就業・求職の別 就業・非就業・求職の別 就業・非就業・求職の別 就業・非就業・求職の別 就業・非就業・求職の別 就業・パート・非就業・求職の別 就業　うちパートを新設

勤務状態（普通・パート） 勤務状態（普通・パート） 勤務状態（普通・パート） 勤務状態（普通・パート） 勤務状態（普通・パート） - 廃止

給料支給予定日 給与支給予定日 給与支給予定日

副業の勤め先名又は内職の内容 副業の勤め先名,事業又は内職の内容 副業の勤め先名,事業又は内職の内容 副業の勤め先名,事業又は内職の内容 本業以外の勤め先,事業又は内職 本業以外の勤め先,事業又は内職 本業以外の勤め先,事業又は内職

在学者の在学学校名 在学者の在学学校種別 在学者の学校種別 在学者の学校種別 在学者の学校の種別 在学者の学校の種別 在学者の学校の種別 在学者の学校の種別 在学者の学校の種別 在学者の学校の種別

各種学校，個人教授所の種別 各種学校・塾など 各種学校・塾など 各種学校・塾など 専修学校，各種学校・塾など 専修学校，各種学校・塾など 専修学校，各種学校・塾など 専修学校，各種学校・塾など

住居の種類 住宅の所有関係 住居の所有関係 住居の所有関係 住居の所有関係 住居の所有関係 住居の所有関係 住宅の所有関係 住宅の所有関係(持ち家の名義別) 住宅の所有関係(持ち家の名義別)

住居の用途 住宅の種類

住居の面積 面積 住居室数延面積 居住室数・面積 居住室数及び住居の延面積 居住室数及び住居の延面積 住居の延べ面積 住宅の延べ床面積 住宅の延べ床面積 住宅の延べ床面積

土地の所有関係・面積 敷地面積

耕地面積 耕地面積 耕地面積 - 廃止

地代・家賃・間代など 地代・家賃・間代 １か月当たりの地代・家賃 １か月当たり家賃地代 １か月当たりの家賃・地代 １か月当たりの家賃・地代   地代の有無 地代の有無 地代の有無(無は名義別) 地代の有無(無は名義別)

設備 設備 設備 設備等 設備 設備 設備 設備の有無 設備の有無 水洗式トイレの有無 持ち家のみの調査項目に変更

現住所に居住した時期 入居した時期 入居時期 入居時期 入居時期 入居時期 入居時期

住居の構造 住居の構造 建物の構造 建物の構造 住居の構造 住宅の構造 住宅の構造 住宅の構造 ブロック造をその他に統合

住居の建て方 住居の建て方 建て方 建て方 住居の建て方 住宅の建て方 住宅の建て方 住宅の建て方

住居の建築時期 建築時期 建築時期 建築時期 建築時期 建築時期 建築時期 昭和20年以前を昭和30年以前に変更

家族で生計を共にしない世帯員数 家族で生計を共にしていない人 家族で同居していない者の数 家族で同居していない者の数 家族で同居していない者の数 世帯員以外の家族について 世帯員以外の家族について 世帯員以外の家族について

  家計を主に支える人の場合   家計を主に支える人の場合   家計を主に支える人の場合

  その他の人の場合   その他の人の場合   その他の人の場合

単身者世帯の形態 単身世帯の形態 単身世帯の形態 単身世帯の形態

世帯主と子の同居について 世帯主と子の同居について

１か月当たりの収入又は営業収益 平均１か月収入 介護が必要な家族について 要介護・要支援認定家族の有無

食事の形態（単身のみ） 食事の形態（単身のみ） 食事の形態（単身のみ） 食事の形態（単身のみ） 食事の形態（単身のみ） 食事の形態（単身のみ）

　まかない費の内容 　まかない費の内容 　まかない費の内容 寮費・下宿代に含まれるもの 寮費・下宿代に含まれるもの

同室者の有無（単身の寮のみ） 同室者の有無（単身の寮のみ）

口座自動振込・振替 口座自動振込・振替

クレジットカードの有無 クレジットカードの有無

単身世帯用は別様式 単身世帯用は別様式 単身世帯用は別様式 単身世帯用は別様式 単身世帯用は別様式 単身世帯用は別様式

貯蓄・借入金・年間収入調査票 貯蓄・借入金・年間収入調査票 耐久財・貯蓄・年収調査票 耐久財・年収・貯蓄等調査票 年収・貯蓄・耐久財等調査票 住宅・宅地・年収・貯蓄等調査票

住宅・土地(購入計画) 住宅・土地（取得計画・実績） 住宅・土地（取得計画・実績） 住宅・土地（取得計画・実績）

現住居以外の宅地（面積等） 住宅・宅地（建築時期・面積等） 宅地（面積等） 宅地（面積等）

年収・貯蓄等調査票 年収・貯蓄等調査票

年間収入 年間収入 年間収入 年間収入 年間収入 年間収入 年間収入 年間収入

貯蓄現在高 貯蓄現在高 貯蓄現在高 貯蓄現在高 貯蓄現在高 貯蓄現在高 貯蓄現在高 貯蓄現在高 金投資投資口座・金貯蓄口座を削除

借入金残高 借入金残高 借入金残高 借入金残高 借入金残高 借入金残高 借入金残高 借入金残高

家計をまかなう収入の種類 家計をまかなう収入の種類

主要耐久消費財調査票 主要耐久消費財調査票 主要耐久消費財等調査票 主要耐久財等調査票 耐久財等調査票 耐久財等調査票 耐久財等調査票

主要耐久消費財 主要耐久消費財 主要耐久消費財 主要耐久消費財 主要耐久消費財 主要耐久消費財 主要耐久消費財 主要耐久消費財 主要耐久消費財 主要耐久消費財

　取得時期別数量 　取得時期別数量 　取得時期別数量 　所有総数（一部取得時期別数量） 　取得時期別数量 　取得時期別数量 　所有総数（一部取得時期別数量） 　所有総数（一部取得時期別数量）

　取得形態（新規，買替，買増） 　取得形態（新規，買替，買増） 　取得形態（新規・買増，買替）

　月賦で購入した数量

単身者世帯用は別様式 単身者世帯用は別様式

甲・乙 甲・乙 甲・乙 甲・乙 甲・乙 甲・乙 Ａ・Ｂ Ａ・Ｂ

現金収入 現金収入 収入と控除支出 収入と控除支出 収入と控除 収入及び収入からの控除 収入及び収入からの控除 収入及び収入からの控除 収入及び収入からの控除 - 「現金支出」欄に統合

口座自動振替による支払 口座自動振替による支払 口座自動振替による支払 口座自動振替による支払い 口座自動振替による支払い 口座自動振替による支払い 固定品目の追加・変更

現金，かけ買・現物消費の金額 現金支出 現金支出 現金支出 現金支出 現金支出 現金支出 現金支出 現金支出

現金収入又は現金支出
  購入先（Ｂのみ）

「収入及び収入からの控除」欄を統合
現金支出の固定品目を廃止

  購入先（乙のみ）   購入先（乙のみ）   購入先（乙のみ）   購入先（乙のみ）   購入先（乙のみ）   購入先（乙のみ）   購入先（Ｂのみ）
掛買い・月賦購入・自家産物 掛買い・月賦購入・現物 掛け買い・月賦購入・現物 掛け買い，月賦，クレジットカード

による購入
掛け買い，月賦，クレジットカード
による購入

クレジットカード，月賦，掛買いに
よる購入

クレジットカード・月賦・掛買いよ
る購入又は現物

クレジットカード・月賦・掛買いよ
る購入又は現物

クレジットカード・月賦・掛買いよ
る購入又は現物

Ｂ（購入先）通信販売インターネットを追加

　支払回数，カード使用状況   購入先（Ｂのみ）

単身世帯用は別様式 単身世帯用は別様式 単身世帯用は別様式

こづかい帳 こづかい帳 個人収支簿 個人収支簿

こづかい収入 こづかい収入 こづかい収入

こづかい支出 こづかい支出 こづかい支出 こづかい支出

家計簿Ｃ

こづかい支出

こ
づ
か
い
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