（国勢調査・人口等基本集計 H27年 第2版 収録内容）
〈収録〉●：更新済、－：更新対象外
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1. 総人口・総世帯数
1.1 人口、人口増減（前回調査前後）、面積及び人口密度 【全国、市部、郡部、各人口集中地区、都道府県および大都市】
1.2 人口および世帯の種類別、世帯数 【全国、都道府県、市部、郡部】
2. 男女・年齢・配偶関係
2.1 年齢（各歳・5歳階級）別、人口（総数および日本人） 【全国、市部、郡部、各人口集中地区、都道府県および大都市】
2.2 年齢別割合、平均年齢および年齢中位数（総数および日本人） 【全国、市部、郡部、各人口集中地区、都道府県および大都市】
2.2.a S60のみ) 年齢別、人口、平均年齢、年齢中位数 【全国、市部、郡部、各人口集中地区、および都道府県】
2.3 年齢（各歳・5歳階級）、出生の月、男女別、人口（総数および日本人） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
2.4 配偶関係、年齢（各歳・5歳階級）、男女別、15歳以上人口（総数および日本人） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県お
よび大都市】
3. 世帯数・世帯人員
3.1 配偶関係、世帯の種類・施設等の世帯種類、家族類型、年齢（5歳階級）別、15歳以上人口（総数および日本人） 【全国、全国人口集
中地区、市部、郡部】
3.2 世帯の種類・施設等の世帯種類、世帯人員別、世帯数、世帯人員および1世帯当たり人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、
都道府県および大都市】
3.3 世帯の種類、配偶関係、年齢（各歳・5歳階級）、男女別、世帯人員および世帯主数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
3.4 施設等の世帯の種類、世帯人員別、施設等の世帯数、世帯人員および1世帯当たり人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都
道府県および大都市】
3.5 S60のみ) 施設等の世帯の種類別、施設等の世帯数及び世帯人員（準世帯特掲） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、および都
道府県】
3.6 S60のみ) 世帯主との続き柄、配偶関係、年齢（各歳）別、2人以上の一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、および都
道府県】
3.7 S60のみ) 世帯主との続き柄、配偶関係、年齢（各歳）別、1人以上の一般世帯・普通世帯・施設等・準世帯人員 【全国、全国人口集中
地区、市部、郡部】
3.8 S60のみ) 世帯主との続き柄、配偶関係、年齢（各歳）別、1人以上の一般世帯・普通世帯・施設等・準世帯人員 【都道府県】
3.9 H2のみ) 配偶関係、年齢（各歳）別、15歳以上人口 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
3.10 S60～H2) 施設等の世帯の種類、配偶関係、年齢（5歳階級）別、施設等の世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
3.11 配偶関係、年齢（各歳・5歳階級）、男女別、施設等の世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4. 世帯の家族類型・世帯主との続き柄
4.1 世帯人員別、一般世帯数および一般世帯人員（総数・6歳/18歳未満） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都
市】
4.2 家族類型別、一般世帯数および一般世帯人員（総数・6歳/18歳未満） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都
市】
4.3 S60のみ) 家族類型別、一般世帯数・世帯人員および親族人員（総数・6歳/18歳未満） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および
都道府県】
4.4 S60のみ) 世帯の家族類型、世帯主の年齢（5歳階級）、子供の数別、一般世帯数及び一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部および都道府県】
4.5 家族類型別、一般世帯数および世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都市】
4.5.a 家族類型別、一般世帯数および世帯人員（6、12、15、18、20歳未満） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および20大
都市】
4.6.a 世帯人員、家族類型、年齢（5歳階級）別、一般世帯数および一般世帯人員（総数） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.6.b 世帯人員、家族類型、年齢（5歳階級）別、一般世帯数および一般世帯人員（男） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.6.c 世帯人員、家族類型、年齢（5歳階級）別、一般世帯数および一般世帯人員（女） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.7.a 配偶関係、家族類型、年齢（5歳階級）別、一般世帯数および一般世帯人員（総数） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.7.b 配偶関係、家族類型、年齢（5歳階級）別、一般世帯数および一般世帯人員（男） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.7.c 配偶関係、家族類型、年齢（5歳階級）別、一般世帯数および一般世帯人員（女） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.8 H2のみ) 配偶関係、世帯主の年齢・男女別、世帯数、世帯人員および親族人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.9 世帯人員、世帯主との続き柄、配偶関係、年齢（5歳階級）、男女別、一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.10 世帯主との続き柄、家族類型、年齢（5歳階級）、男女別、一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.11.a H2のみ) 配偶関係、家族類型、年齢（5歳階級）別、2人以上の世帯人員および親族人員（総数） 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部】
4.11.b H2のみ) 配偶関係、家族類型、年齢（5歳階級）別、2人以上の世帯人員および親族人員（男） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡
部】
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4.11.c H2のみ) 配偶関係、家族類型、年齢（5歳階級）別、2人以上の世帯人員および親族人員（女） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡
部】
4.12.a 家族類型、年齢（各歳・5歳階級）、男女別、一般世帯人員-配偶関係（総数） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.12.b 家族類型、年齢（各歳・5歳階級）、男女別、一般世帯人員-配偶関係（未婚） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.12.c 家族類型、年齢（各歳・5歳階級）、男女別、一般世帯人員-配偶関係（有配偶） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
4.12.d 家族類型、年齢（各歳・5歳階級）、男女別、一般世帯人員-配偶関係（死別・離別） 【全国】
4.12.e 家族類型、年齢（各歳・5歳階級）、男女別、一般世帯人員-配偶関係（不詳）【全国】
4.13.a H2のみ) 家族類型、子供の有無・数、夫の年齢別、夫婦のいる一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員 【全国、全国人口集中地
区、市部、郡部】
4.13.b H2のみ) 家族類型、子供の有無・数、妻の年齢別、夫婦のいる一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員 【全国、全国人口集中地
区、市部、郡部】
4.14 H2のみ) 子供の有無・数、親の年齢、親の男女別、片親と子供の核家族世帯の世帯数、世帯人員及び親族人員 【全国、全国人口集
中地区、市部、郡部】
4.15 H2のみ) 家族類型、子供の有無・数、妻の年齢別、夫婦のいる一般世帯数、一般世帯人員及び親族人員 【全国、全国人口集中地
区、市部、郡部】
4.16 H2のみ) 子供の年齢・男女別、親と同居・非同居の子供の数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
5. 夫婦の年齢
5.1 夫の年齢（各歳）、妻の年齢（各歳）別、夫婦数（総数および日本人） 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
6. 住居の状態
6.1 住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、一般世帯数、一般世帯人員、1世帯あたり人員・室数・延べ面積 【全国、全国人口集中地
区、市部、郡部、都道府県および大都市】
6.2 住居の建て方・所有関係、延べ面積別、一般世帯数、一般世帯人員、1世帯あたり人員・室数・延べ面積 【全国、全国人口集中地区、
市部、郡部】
6.3 世帯の住んでいる階数、世帯主の年齢（5歳階級）、世帯主の男女別、共同住宅に住む一般世帯数 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部】
6.4 S60のみ) 住居の種類、所有関係別、一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり室数及び延べ面積 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部】
6.5 H2～7) 世帯の住んでいる階数、世帯主の年齢（5歳階級）・男女別、共同住宅に住む一般世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部】
6.6 S60のみ) 居住室数、世帯人員、住宅の所有の関係別、住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部】
6.7 S60のみ) 世帯人員、住宅の所有の関係別、一世帯あたり室数及び世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
6.8 S60のみ) 居住室数別、間借りの2人以上の世帯数・1世帯当たり畳数・人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
6.9 S60のみ) 居住室数、世帯人員、住宅の所有の関係別、住宅に住む一般世帯数及び一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部】
6.10 H2～7) 住宅の建て方、住宅の所有関係、居住室数別、主世帯数および主世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
6.11 住宅の所有関係、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員、1世帯当たり人員 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部】
6.12 S60のみ) 住宅の所有関係、世帯人員別、延べ面積（畳数）別、一般世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
6.13 S60のみ) 住宅の所有関係、延べ面積（畳数）別、住宅に住む1世帯当たり人員・間借りの2人以上世帯数 【全国、全国人口集中地区、
市部、郡部および都道府県】
6.14 S60のみ) 住宅の所有関係、延べ面積（畳数）別、一般世帯数および世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道府
県】
6.15 S60のみ) 族類型、住宅の所有関係別、世帯人員・1室当たり人員・1人当たり畳数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道
府県】
6.16 住宅の所有関係、家族類型、年齢（5歳階級）別、住宅に住む一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
6.17 住宅の建て方（建物の階数・住んでいる階数）、年齢（5歳階級）別、住宅に住む一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡
部】
6.18 住宅の建て方・所有関係、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
6.19a 住宅の建て方・所有関係、家族類型、世帯主の年齢別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員（総数） 【全国、全国人口集中
地区、市部、郡部】
6.19b 住宅の建て方・所有関係、家族類型、世帯主の年齢別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員（うち15～64歳） 【全国、全国
人口集中地区、市部、郡部】
6.19c 住宅の建て方・所有関係、家族類型、世帯主の年齢別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員（うち65歳以上） 【全国、全国
人口集中地区、市部、郡部】
6.19d 住宅の建て方・所有関係、家族類型、世帯主の年齢別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員（60歳以上） 【全国、全国人口
集中地区、市部、郡部】
6.20 住宅の建て方、住宅の所有関係、世帯主の年齢別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部】
6.21a 家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有の関係、延べ面積、住宅の建て方別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯
人員（総数） 【全国、都道府県、20大都市】
6.21b 家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有の関係、延べ面積、住宅の建て方別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯
人員（男） 【全国、都道府県、20大都市】
6.21c 家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有の関係、延べ面積、住宅の建て方別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯
人員（女） 【全国、都道府県、20大都市】
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6.22.a 住宅の所有関係、家族類型、世帯主の年齢別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員（総数） 【全国、全国人口集中地区、
市部、郡部】
6.22.b 住宅の所有関係、家族類型、世帯主の年齢別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員（男） 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部】
6.22.c 住宅の所有関係、家族類型、世帯主の年齢別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員（女） 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部】
6.23a 家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有の関係、延べ面積別、一般世帯数および一般世帯人員（総数） 【全国】
6.23b 家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有の関係、延べ面積別、一般世帯数および一般世帯人員（男） 【全国】
6.23c 家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有の関係、延べ面積別、一般世帯数および一般世帯人員（女） 【全国】
6.24 H2～7) 家族類型、居住室数別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
6.25 家族類型、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および主世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
6.26 H7～17) 家族類型、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
7. 高齢者
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7.1 高齢世帯員のいる世帯
7.1.1 高齢親族の有無による世帯類型別、一般世帯数・一般世帯人員および65歳以上一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部】
7.1.2 H7～12) 家族類型、世帯主との続き柄、年齢（5歳階級）別、65歳以上の一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
7.1.3 H7～12) 家族類型、住宅の所有関係、年齢（5歳階級）別、65歳以上の一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
7.1.4.a H7～12) 配偶関係、住宅の所有関係、世帯人員、年齢（5歳階級）別、65歳以上の一般世帯人員（総数） 【全国、全国人口集中地
区、市部、郡部】
7.1.4.b H7～12) 配偶関係、住宅の所有関係、世帯人員、年齢（5歳階級）別、65歳以上の一般世帯人員（男） 【全国、全国人口集中地区、
市部、郡部】
7.1.4.c H7～12) 配偶関係、住宅の所有関係、世帯人員、年齢（5歳階級）別、65歳以上の一般世帯人員（女） 【全国、全国人口集中地区、
市部、郡部】
7.1.5 世帯人員、65歳以上世帯員の有無別、一般世帯数・一般世帯人員および65歳以上世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡
部、都道府県および大都市】
7.1.6 家族類型、65歳未満の世帯員有無、65歳以上世帯人員別、一般世帯数および一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡
部、都道府県および大都市】
7.1.7 家族類型別、65歳以上世帯員・65歳以上世帯員のみの世帯および65歳未満世帯員がいる世帯 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部、都道府県および大都市】
7.1.8 家族類型別、75歳以上世帯員のいる一般世帯数・一般世帯人員・75歳以上世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道
府県および大都市】
7.1.9 S60のみ) 家族類型（普通世帯・単独世帯）別、65歳以上の親族のいる世帯数、世帯人員および65歳以上親族人員 【全国、全国人
口集中地区、市部、郡部および都道府県】
7.1.10 S60のみ) 住宅の所有関係、家族類型別、住宅に住む65歳以上の親族のいる一般世帯・親族のいる世帯人員・親族人員 【全国、全
国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
7.1.11 S60のみ) 家族類型、居住室数別、住宅に住む65歳以上の親族のいる一般世帯数、一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部および都道府県】
7.1.12 S60のみ) 家族類型、居住室数別、住宅に住む65歳以上の親族のいる一般世帯数、一般世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部および都道府県】
7.1.13 世帯人員、世帯主の年齢（5歳階級）・男女別、65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員および65歳以上世帯人員 【全
国、全国人口集中地区、市部、郡部】
7.1.14 H2のみ) 配偶関係、世帯主の年齢・男女別、65歳以上親族のいる一般世帯数、世帯人員、および親族人員 【全国、全国人口集中
地区、市部、郡部】
7.1.15 住宅の所有関係、延べ面積別、65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員、65歳以上世帯人員、1世帯当たり室数 【全
国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都市】
7.1.16 世帯人員、住居の種類・住宅の所有関係別、65歳以上世帯員がいる一般世帯数 1世帯あたり人員、室数、延べ面積、および1室あ
たり室数・延べ面積 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都市】
7.1.17 世帯人員、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員・1世帯当たり人員 【全
国】
7.1.18 H2のみ) 住宅の所有関係（主世帯）、延べ面積別、65歳以上親族のいる一般世帯数および1世帯あたり人員 【全国、全国人口集中
地区、市部、郡部】
7.1.19 S60のみ) 住宅の所有関係（主世帯）、延べ面積（畳数）別、65歳以上親族のいる一般世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡
部】
7.1.20 住宅の建て方、延べ面積別、65歳以上世帯員がいる一般世帯数・世帯人員・1世帯当たり人員/室数/延べ面積・1人当たり室数/延
べ面積 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都市】
7.2 高齢者単身世帯
7.2.1 H2～17) 年齢別、65歳以上単身高齢者数および高齢者1人と未婚の18歳未満の者からなる世帯数 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部および都道府県】
7.2.2 S60のみ) 年齢別、60歳以上単身高齢者数および高齢者1人と未婚の18歳未満の者からなる世帯数 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部および都道府県】
7.2.3 H2～17) 住宅の所有関係、延べ面積別、高齢単身世帯数および60歳以上の単身世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
7.2.4 S60のみ) 住宅の所有関係、延べ面積（畳数）別、60歳以上の単身世帯・高齢者と未婚の18歳未満からなる世帯 【全国、全国人口集
中地区、市部、郡部】
7.2.5 H2～17) 住宅の建て方、高齢者世帯・60歳以上の世帯属性別、世帯および1人当たり延べ面積 【全国、全国人口集中地区、市部、
郡部】
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7.3 高齢夫婦世帯
7.3.1 夫の年齢（5歳階級）、妻の年齢（5歳階級）別、高齢者世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都市】
7.3.2 S60のみ) 夫の年齢（5歳階級）、妻の年齢別、いずれかが60歳以上の夫婦のみ・夫婦と未婚の18歳未満のからなる世帯数 【全国、
全国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
7.3.3 H2のみ) 住宅の所有関係、夫婦の年齢、延べ面積別、高齢者世帯数および高齢夫婦と未婚の18歳未満のものからなる世帯数 【全
国、全国人口集中地区、市部、郡部】
7.3.4 住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、高齢夫婦世帯数および60歳・65歳以上夫婦の世帯数 【全国、全国人口集中地区、市
部、郡部】
7.3.5 住宅の建て方、住居の種類・住宅の所有、延べ面積別、高齢夫婦世帯数、60歳・65歳以上夫婦と未婚の18歳未満からなる世帯数お
よび1人当たり延べ面積 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
7.3.6 S60のみ) 住宅の所有の関係、1人当たり畳数別、いずれかが60歳以上の夫婦からなる世帯・夫婦と18歳未満のものからなる世帯の
高齢者夫婦世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
7.3.7 S60のみ) 夫と妻の年齢、住宅の所有の関係、1人当たり畳数別、夫婦からなる世帯・夫婦と18歳未満のものからなる世帯の高齢者夫
婦世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
7.3.8 S60のみ) 1人当たり畳数別、住宅に住む夫婦とも65歳以上の夫婦からなる世帯・夫婦と18歳未満のものからなる世帯の高齢者夫婦
世帯数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部および都道府県】
7.3.9 H2のみ) 住宅の建て方、夫婦の年齢別、高齢夫婦主世帯および高齢夫婦と未婚の18歳未満からなる主世帯数および1人あたり延べ
面積 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
8. 母子・父子世帯 （平成2年のみ）
8.1.a 子供の数・年齢、親の年齢別、配偶関係（総数）の母子・父子世帯の世帯数・世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
8.1.b 子供の数・年齢、親の年齢別、配偶関係（死別）の母子・父子世帯の世帯数・世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
8.1.c 子供の数・年齢、親の年齢別、配偶関係（離別）の母子・父子世帯の世帯数・世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
8.2 親の年齢、配偶関係別、母子・父子世帯の世帯当たりの子供の数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
8.3 子供の数別、母子・父子世帯の世帯数・世帯人員 【全国、都道府県】
8.4 母子世帯・父子世帯別、1世帯あたりの子供の数・６歳未満の子供のいる世帯数・世帯人員 【全国、都道府県】
8.5 住宅の所有関係、延べ面積別、母子世帯の世帯数・世帯人員 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
8.6 住宅の所有関係別、母子・父子世帯の世帯数・世帯人員・1世帯当たり人員/室数/延べ面積・1人当たり室数/延べ面積 【全国、全国人
口集中地区、市部、郡部】
9. 外国人
9.1 国籍、男女別、外国人数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都市】
9.2 国籍、年齢（5歳階級）、男女別、外国人数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部、都道府県および大都市】
9.3 国籍、配偶関係、年齢（5歳階級）、男女別、外国人数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
9.4 外国人のいる世帯の家族類型、世帯の家族類型、世帯主の国籍別、一般世帯数、一般世帯人員、外国人人員および外国人親族人員
【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
9.5 外国人のいる世帯の家族類型、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、外国人のいる一般世帯数・世帯人員・1世帯当たり人員/
室数/延べ面積・1人当たり室数/延べ面積 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
9.6 夫の国籍・妻の国籍別、夫婦数 【全国、全国人口集中地区、市部、郡部】
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1. 総人口・総世帯数
1.1 人口、人口増減(前回調査前後)、面積及び人口密度、世帯数および世帯数増減 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地
区】
1.2 男女人口別、人口性比および世帯の種類別世帯数、世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
2. 男女・年齢・配偶関係
2.1 年齢(各歳・5歳階級)、男女別、人口(総数および日本人) 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
2.2 年齢別割合、平均年齢、年齢中位数(総数および日本人) 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
2.3 S60のみ) 年齢(5歳階級)別人口、平均年齢、年齢中位数および平均年齢 【都道府県、13大都市、市部、郡部、市町村および人口集中
地区】
2.4 年齢(各歳)、出生の月別、人口(総数および日本人) 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
2.5 H2～H7) 年齢(5歳階級)別、日本人人口 【13大都市の区、市町村および人口集中地区】
2.6 配偶関係、年齢(各歳・5歳階級)別、15歳以上人口および平均年齢(総数および日本人) 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集
中地区】
3. 世帯数・世帯人員
3.1.a 家族類型、配偶関係、年齢(各歳・5歳階級)別、世帯人員および平均年齢 【都道府県、市部、郡部、人口20万以上の市および人口集
中地区】
3.2.b H2～H7) 配偶関係、年齢(5歳階級)別、15歳以上人口 【県庁所在市をのぞく人口30万未満の市町村および人口集中地区】
3.3 H7のみ) 配偶関係、世帯の種類別、各歳(5歳階級)人口 【都道府県、市部、郡部および人口集中地区】
3.4 世帯人員別、一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、15大都市、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
3.5 配偶関係、年齢(各歳・5歳階級)、世帯の種類別、世帯人員(総数および世帯主) 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
3.6 施設等の世帯の種類、世帯人員別、施設等の世帯数および世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
3.7 S60のみ) 施設等の世帯の種類別、世帯数および世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
3.8 S60のみ) 世帯主との続き柄、配偶関係、年齢(5歳階級)別、2人以上の一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中
地区】
3.9 S60～H2) 配偶関係、年齢(5歳階級)別、1人の一般世帯人員および1人の普通世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市
区および人口集中地区】
3.10 H2のみ) 配偶関係、年齢(5歳階級)別、1人の一般世帯人員および1人の普通世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市
区および人口集中地区】
4. 世帯の家族類型・世帯主との続き柄
4.1 世帯人員別、一般世帯数、一般世帯人員および世帯人員(総数・6歳/18歳未満) 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地
区】
4.2 世帯の家族類型別、一般世帯数、一般世帯人員、世帯人員(総数・6歳/18歳未満)および3世代世帯 【都道府県、市部、郡部、市町村お
よび人口集中地区】
4.3 S60～H2) 世帯の家族類型別、一般世帯数、一般世帯人員、親族人員(総数・6歳/18歳未満) 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上
の市区および人口集中地区】
4.4 S60のみ) 世帯の家族類型、普通世帯・単独世帯別、一般世帯数、一般世帯人員、親族人員(総数・6歳/18歳未満) 【都道府県、市部、
郡部、市区町村および人口集中地区】
4.5 S60のみ) 世帯の家族類型、普通世帯・単独世帯別、一般世帯数、一般世帯人員、親族人員(総数・6歳/18歳未満) 【都道府県、市部、
郡部、人口50万以上の市および人口集中地区】
4.6 世帯の家族類型、世帯人員別、一般世帯数 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
4.7 H12～H22) 世帯の家族類型別、20歳未満世帯員のいる一般世帯数 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
4.8.a 世帯の家族類型、世帯主の配偶関係、年齢(5歳階級)別、一般世帯数、一般世帯人員および親族人員―世帯主(総数) 【都道府県、
市部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
4.8.b 世帯の家族類型、世帯主の配偶関係、年齢(5歳階級)別、一般世帯数、一般世帯人員および親族人員―世帯主(男) 【都道府県、市
部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
4.8.c 世帯の家族類型、世帯主の配偶関係、年齢(5歳階級)別、一般世帯数、一般世帯人員および親族人員―世帯主(女) 【都道府県、市
部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
4.9 世帯の家族類型、世帯主の年齢(5歳階級)別、一般世帯数、一般世帯人員および親族人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人
口集中地区】
4.10 H2のみ) 世帯主の年齢(5歳階級)、施設等の世帯種類別、一般世帯数、一般世帯人員および親族人員 【13大都市の区、人口30万以
上の市区、県庁所在地および人口集中地区】
4.11 世帯主との続き柄、配偶関係、年齢(5歳階級)別、2人以上の一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市区および人
口集中地区】
4.12 世帯主との続き柄、年齢(5歳階級)別、2人以上の一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口20万以上の市および人口集中地区】
4.13 H2のみ) 世帯主との続き柄別、2人以上の一般世帯人員 【市町村および人口集中地区】
4.14 H2のみ) 世帯主との続き柄、家族の世帯類型別、2人以上の一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市区および人
口集中地区】
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4.15 世帯の家族類型、配偶関係、年齢(各歳・5歳階級)別、一般世帯人員および親族人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集
中地区】
4.16.1 H2のみ) 世帯の家族類型、子供の有無・数・年齢、夫の年齢別、夫婦のいる一般世帯数、一般世帯人員および親族人員 【都道府
県、市部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
4.16.2 H2のみ) 世帯の家族類型、子供の有無・数・年齢、妻の年齢別、夫婦のいる一般世帯数、一般世帯人員および親族人員 【都道府
県、市部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
4.17 H2のみ) 子供の有無・数・年齢、親の年齢別、片親と子供の核家族世帯数、世帯人員および親族人員 【都道府県、市部、郡部、人口
50万以上の市区および人口集中地区】
4.18 H2のみ) 親との同居・非同居別、子供のいる親族世帯数(母子世帯および父子世帯特掲) 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市
区および人口集中地区】
4.19 H2のみ) 親との同居・非同居、子供の年齢、男女別、子供の数(母子世帯および父子世帯特掲) 【都道府県、市部、郡部、人口50万以
上の市区および人口集中地区】
5. 夫婦の年齢
5.1 夫の年齢(各歳)、妻の年齢(各歳)別、夫婦数(総数および日本人) 【都道府県、市部、郡部、人口20万人以上の市および人口集中地区】
6. 住居の状態
6.1 住居の種類・所有関係、延べ面積別、一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり室数・延べ面積 【都道府県、市部、郡部、市町村およ
び人口集中地区】
6.2 H2のみ) 住居の種類・住宅の所有関係、住宅の建て方別、一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり室数・延べ面積 【都道府県、市
部、郡部、人口50万人以上の市区および人口集中地区】
6.3 S60のみ) 住居の種類・住宅の所有関係、住宅の建て方別、一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり室数・延べ面積(畳数) 【都道府
県、市部、郡部、人口50万人以上の市区および人口集中地区】
6.4 H2～H7) 住宅の所有関係、住宅の建て方別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【県庁所在市を除く人口30万未満の市町村
および人口集中地区】
6.5 S60～H7) 住宅の建て方別、住宅に住む主世帯数、主世帯人員、1世帯当たり室数・延べ面積 【県庁所在市を除く人口30万未満の市町
村および人口集中地区】
6.6 住宅の所有関係・建て方、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり室数・延べ面積 【都道府県、市部、郡
部、市町村および人口集中地区】
6.7 H2～H7) 住宅の所有関係、居住室数別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市お
よび人口集中地区】
6.8 建物全体の階数、世帯が住んでいる階数、世帯主の年齢(5歳階級)別、共同住宅に住む一般世帯数 【都道府県、市部、郡部、人口50
万以上の市区および人口集中地区】
6.9 S60のみ) 住宅の所有関係、世帯人員、居住室数別、一般世帯数、1世帯当り室数・畳数、1室当り人員 【都道府県、市部、郡部、人口
50万以上の市区および人口集中地区】
6.10 S60のみ) 居住室数別、間借りの2人以上の世帯の世帯数、1世帯当り室数・畳数、1室当り人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以
上の市および人口集中地区】
6.11 H2～H7) 住宅の所有関係、居住室数別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【13大都市、県庁所在市、市町村および人口
集中地区】
6.12 S60のみ) 住宅の所有関係、居住室数別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市
区および人口集中地区】
6.13 S60のみ) 居住室数別、間借りの1人以上の世帯の世帯数、1世帯当り室数・畳数、1室当り人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以
上の市区および人口集中地区】
6.14 H2～H7) 住宅の建て方、住宅の所有関係、居住室数別、住宅に住む主世帯数および主世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万
以上の市区および人口集中地区】
6.15 H2～H7) 住宅の建て方、居住室数別、住宅に住む主世帯数および主世帯人員 【13大都市、県庁所在市、人口30万以上の市および
人口集中地区】
6.16 住宅の所有関係、延べ面積、世帯人員別、住宅に住む一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員・延べ面積 【都道府県、市部、
郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
6.17 S60のみ) 住宅の所有関係、世帯人員、畳数別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員、間借りの2人以上世帯数 【都道府県、
市部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
6.18 S60のみ) 世帯人員、畳数別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員、間借りの1人世帯数 【都道府県、市部、郡部、市区および
人口集中地区】
6.19 S60のみ) 住宅の所有関係、1人当り畳数、居住室数別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口
50万以上の市区および人口集中地区】
6.20 S60のみ) 住宅の所有関係、1人当り畳数別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市区および人口
集中地区】
6.21 S60のみ) 家族類型、住宅の所有関係別、住宅に住む一般世帯人員、1室当たり人員、1人当り畳数 【都道府県、市部、郡部、人口50
万以上の市区および人口集中地区】
6.22 H2～H17) 住宅の所有関係、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【15大都市、県庁所在市、市町村および人口
集中地区】
6.23 住宅の建て方、年齢(5歳階級)別、住宅に住む一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
6.24 H2～H22) 住宅の所有関係、住宅の建て方、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人
口50万以上の市区および人口集中地区】
6.25.a 住宅の建て方、住宅の所有関係、家族類型別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員－世帯主の年齢(総数)【都道府県、お
よび市町村】
6.25.b 住宅の建て方、住宅の所有関係、家族類型別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員－世帯主の年齢(うち15～64歳) 【都道
府県、および市町村】
6.25.c 住宅の建て方、住宅の所有関係、家族類型別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員－世帯主の年齢(うち65歳以上) 【都道
府県、および市町村】
6.25.d 住宅の建て方、住宅の所有関係、家族類型別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員－世帯主の年齢(60歳以上) 【都道府
県、および市町村】
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6.26 H2～H17) 住宅の建て方、延べ面積別、住宅に住む主世帯数および主世帯人員 【15大都市、県庁所在市、人口30万以上の市および
人口集中地区】
6.27.a H2～H22) 世帯の家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積、住宅の建て方別、住宅に住む世帯数および
世帯人員(総数) 【都道府県および人口20万以上の市】
6.27.b H2～H22) 世帯の家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積、住宅の建て方別、住宅に住む世帯数および
世帯人員(男) 【都道府県および人口20万以上の市】
6.27.c H2～H22) 世帯の家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積、住宅の建て方別、住宅に住む世帯数および
世帯人員(女) 【都道府県および人口20万以上の市】
6.28 H2～H22) 住宅の所有関係、住宅の建て方、世帯の家族類型別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、市部、郡
部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
6.29 H2～H22) 住宅の所有関係、世帯の家族類型別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市町村およ
び人口集中地区】
6.30.a 住宅の所有関係、世帯の家族類型、世帯主の年齢(5歳階級)別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員―世帯主(総数) 【都
道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
6.30.b 住宅の所有関係、世帯の家族類型、世帯主の年齢(5歳階級)別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員―世帯主(男) 【都道
府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
6.30.c 住宅の所有関係、世帯の家族類型、世帯主の年齢(5歳階級)別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員―世帯主(女) 【都道
府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
6.31 H2～H7) 世帯の家族類型、居住室数別、住宅に住む一般世帯数 【都道府県、13大都市、市部、郡部、県庁所在市、人口30万以上の
市および人口集中地区】
6.32.a 世帯の家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員(総数)
【都道府県、市町村】
6.32.b 世帯の家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員(男)
【都道府県、市町村】
6.32.c 世帯の家族類型、世帯主の年齢、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員(女)
【都道府県、市町村】
6.33 世帯の家族類型、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数および一般世帯人員 【都道府県、市部、郡
部、人口20万以上の市および人口集中地区】
6.34 H7～H17) 世帯の家族類型、延べ面積別、住宅に住む一般世帯数 【都道府県、市部、郡部および人口集中地区】
7. 高齢者
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7.1 高齢者世帯員のいる世帯
7.1.1 S60のみ) 家族類型、居住室数別、住宅に住む65歳以上の親族のいる一般世帯数、一般世帯人員および1世帯当たり畳数 【都道府
県、市部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
7.1.2 S60のみ) 世帯人員(7区分)別、住宅に住む65歳以上の親族のいる一般世帯数・一般世帯人員、親族人員 【都道府県、市部、郡部、
人口50万以上の市区および人口集中地区】
7.1.3 S60のみ) 世帯人員別、住宅に住む65歳以上の親族のいる一般世帯数 【市区および人口集中地区】
7.1.4 高齢親族の有無による世帯類型別、一般世帯数、一般世帯人員および65歳以上一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万
人以上の市区および人口集中地区】
7.1.5 世帯人員別、65歳以上世帯員のいる一般世帯数・一般世帯人員および65歳以上世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人
口集中地区】
7.1.6 世帯の家族類型、65歳未満世帯員の有無、65歳以上世帯人員別、65歳以上世帯員のいる一般世帯数・一般世帯人員および65歳以
上世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.1.7 世帯の家族類型別、65歳以上世帯員のいる一般世帯数・一般世帯人員および65歳以上世帯人員(65歳/75歳/85歳) 【都道府県、市
部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.1.8 S60のみ) 普通世帯・単独世帯別、家族類型別、65歳以上のいる一般世帯数、世帯人員、65歳以上親族人員 【都道府県、市部、郡
部、市町村および人口集中地区】
7.1.9 H2のみ) 普通世帯・単独世帯別、家族類型別、65歳以上のいる一般世帯数、世帯人員、65歳以上親族人員 【都道府県、市部、郡
部、市町村および人口集中地区】
7.1.10 S60～H17) 住居の種類・住宅の所有関係別、65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上親族人員、1世帯当たり
室数・延べ面積 【都道府県、15大都市、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.1.11 世帯人員、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別、65歳以上世帯員のいる一般世帯数・一般世帯人員および65歳以上世帯人
員 【都道府県、市部、郡部、人口50万人以上の市区および人口集中地区】
7.1.12.a 世帯人員、住宅の所有関係別、住宅に住む65歳以上世帯員のいる一般世帯数 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中
地区】
7.1.12.b 世帯人員、住宅の所有関係別、住宅に住む65歳以上世帯員のいる一般世帯人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集
中地区】
7.1.12.c 世帯人員、住宅の所有関係別、住宅に住む65歳以上世帯員のいる1世帯当たり人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口
集中地区】
7.1.13 住宅の所有関係、延べ面積別、住宅に住む65歳以上世帯員のいる一般世帯数・一般世帯人員・65歳以上世帯人員および1世帯当
たり人員 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.1.14 S60のみ) 住宅の所有関係、1人当り延べ畳数別、住宅に住む65歳以上親族いる一般世帯数 【都道府県、市部、郡部、および人口
集中地区】
7.1.15 住宅の建て方、延べ面積別、住宅に住む65歳以上世帯員のいる一般世帯数・一般世帯人員・65歳以上世帯人員および1世帯当たり
室数・延べ面積 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.2 高齢者単身世帯
7.2.1 S60～H17) 年齢(5歳階級)別、高齢単身者数、世帯数 【都道府県、15大都市、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.2.2 H2～H17) 住宅の種類・所有関係、延べ面積別、高齢者単身世帯数および1人当り延べ面積 【都道府県、15大都市、市部、郡部、市
町村および人口集中地区】
7.2.3 S60～H7) 住宅の種類・所有関係別、高齢者単身世帯数および延べ面積 【都道府県、13大都市、市部、郡部、県庁所在市、人口30万
以上の市および人口集中地区】
7.2.4 H2～H17) 住宅の建て方、高齢者世帯の種類、高齢単身者の男女別、住宅に住む高齢単身主世帯数および1人当たり延べ面積 【15
大都市、市部、郡部、県庁所在市および人口集中地区】
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7.3 高齢者夫婦世帯
7.3.1 夫の年齢(5歳階級)、妻の年齢(5歳階級)別、高齢夫婦世帯数 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.3.2 S60のみ) 夫の年齢(7区分)、妻の年齢(2区分)別、高齢夫婦世帯数 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.3.3 H2のみ) 住宅の種類・所有関係別、高齢夫婦世帯数および延べ面積 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
7.3.4 住宅の種類・所有関係、延べ面積、夫婦の種類別、高齢夫婦世帯数および1人当たり延べ面積 【都道府県、市部、郡部、市町村およ
び人口集中地区】
7.3.5 住宅の種類・所有関係、延べ面積、住宅の建て方、夫婦の種類別、高齢夫婦世帯数 【都道府県および人口20万以上の市】
7.3.6 H7のみ) 住宅の種類・所有関係別、高齢夫婦世帯数および延べ面積 【人口30万以上の市、県庁所在市、13大都市の区、市町村およ
び人口集中地区】
7.3.7 H2のみ) 住宅の種類・所有関係、夫婦の年齢別、高齢夫婦世帯数および延べ面積 【人口30万以上の市、県庁所在市、13大都市の
区、市町村および人口集中地区】
7.3.8 S60のみ) 住宅の種類・所有関係、夫婦の年齢、1人当たりの延べ面積別、高齢夫婦世帯数 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上
の市および人口集中地区】
7.3.9 S60のみ) 住宅の種類・所有関係、夫婦の年齢、1人当たりの延べ面積別、夫が65歳以上の夫婦からなる世帯の高齢夫婦世帯数 【都
道府県、市部、郡部、人口50万以上の市および人口集中地区】
7.3.10 S60のみ) 1人当たりの延べ面積別、夫婦が65歳以上からなる世帯の高齢夫婦世帯数 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市
および人口集中地区】
7.3.11 H2～H17) 住宅の建て方、夫婦の年齢別、住宅に住む高齢夫婦主世帯数および延べ面積 【都道府県、15大都市、市部、郡部、県庁
所在市、および人口集中地区】
8. 母子・父子世帯
8.1.a H2のみ) 親の配偶関係(総数)、子供の数・年齢、親の年齢別、母子・父子世帯の世帯数 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市
区および人口集中地区】
8.1.b H2のみ) 親の配偶関係(死別)、子供の数・年齢、親の年齢別、母子・父子世帯の世帯数 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市
区および人口集中地区】
8.1.c H2のみ) 親の配偶関係(離別)、子供の数・年齢、親の年齢別、母子・父子世帯の世帯数 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市
区および人口集中地区】
8.2 H2のみ) 親の配偶関係、親の年齢別、母子世帯・父子世帯の1世帯の子供の数 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市区および
人口集中地区】
8.3 H2のみ) 子供の数別、母子世帯・父子世帯の世帯数、世帯人員 【都道府県、市町村および人口集中地区】
8.4 H2のみ) 母子世帯・父子世帯の1世帯当たり子供の数 【都道府県、市町村および人口集中地区】
8.5 H2のみ) 6歳未満の子供いる母子世帯・父子世帯の世帯数および世帯人員 【都道府県、市町村および人口集中地区】
8.6 H2のみ) 住宅の種類・所有関係、延べ面積別、母子世帯・父子世帯の世帯数および世帯人員 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上
の市区および人口集中地区】
8.7 H2のみ) 住宅の種類・所有関係別、母子世帯・父子世帯の1世帯当たり人員・室数、1人当たり室数・延べ面積 【都道府県、市部、郡
部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
9. 外国人
9.1 国籍、男女別、外国人数 【都道府県、市部、郡部、市町村および人口集中地区】
9.2 国籍、年齢(5歳階級)別、外国人数 【都道府県、市部、郡部、人口20万以上の市および人口集中地区】
9.3 国籍、配偶関係、年齢(5歳階級)別、15歳以上外国人数 【都道府県、市部、郡部、人口50万以上の市区および人口集中地区】
9.4 外国人のいる世帯の家族類型、世帯の家族類型別、一般世帯数、一般世帯人員、外国人人員および外国人親族人員 【都道府県およ
び人口50万以上の市区】
9.5 外国人のいる世帯の家族類型、住居の種類・住宅の所有関係、延べ面積別、一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員・室数・延
べ面積 【都道府県および人口50万以上の市区】
10. 特別集計(旧市町村別集計)
10.1 人口、人口増減(前回調査前後)、面積及び人口密度 【都道府県、市部、郡部および合併該当市町村】
10.2 人口および世帯の種類別、世帯数 【都道府県、市部、郡部および合併該当市町村】
10.3 年齢(各歳)別、人口(総数および日本人) 【都道府県、市部、郡部および合併該当市町村】
10.4 年齢別割合、平均年齢、年齢中位数(総数および日本人) 【都道府県、市部、郡部および合併該当市町村】
10.5 施設等の世帯の種類、世帯人員別、施設等の世帯数および世帯人員 【都道府県、市部、郡部および合併該当市町村】
10.6 世帯人員別、一般世帯数、一般世帯人員および世帯人員(総数・6歳/18歳未満) 【都道府県、市部、郡部および合併該当市町村】
10.7 住居の種類・住宅の所有の関係別、一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり室数・延べ面積 【都道府県、市部、郡部および合併該
当市町村】
10.8 世帯人員別、65歳以上親族のいる一般世帯数、一般世帯人員および世帯人員 【都道府県、市部、郡部および合併該当市町村】
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