
平成22年国勢調査地域メッシュ統計(世界測地系) データ項目一覧 

 

■基本指標 

【国勢調査2010メッシュ基本指標】 

No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

1 メッシュコード 文字  最大9桁(6桁=2次メッシュ、8桁=3次メッシュ、9桁=4次メッシュ) 

2 秘匿合算区分 文字  

「＊」=秘匿対象地域メッシュ 

「＠」=合算地域メッシュ 

「Ｚ」=一つの他の2地域メッシュに合算される場合の2次地域メッシュ 

「Ｗ」=複製の他の2地域メッシュに合算される場合の2次地域メッシュ 

3 合算先メッシュコード 文字  合算先のメッシュコード(秘匿対象地域のみ) 

4 人口総数 整数 － 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)総数 

5 人口男 整数 － 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)男 

6 人口女 整数 － 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)女 

7 ０～４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：0～4歳人口総数 

8 ０～４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：0～4歳人口男 

9 ０～４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：0～4歳人口女 

10 ５～９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：5～9歳人口総数 

11 ５～９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：5～9歳人口男 

12 ５～９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：5～9歳人口女 

13 １０～１４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：10～14歳人口総数 

14 １０～１４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：10～14歳人口男 

15 １０～１４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：10～14歳人口女 

16 １５～１９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：15～19歳人口総数 

17 １５～１９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：15～19歳人口男 

18 １５～１９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：15～19歳人口女 

19 ２０～２４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：20～24歳人口総数 

20 ２０～２４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：20～24歳人口男 

21 ２０～２４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：20～24歳人口女 

22 ２５～２９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：25～29歳人口総数 

23 ２５～２９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：25～29歳人口男 

24 ２５～２９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：25～29歳人口女 

25 ３０～３４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：30～34歳人口総数 

26 ３０～３４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：30～34歳人口男 

27 ３０～３４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：30～34歳人口女 

28 ３５～３９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：35～39歳人口総数 

29 ３５～３９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：35～39歳人口男 

30 ３５～３９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：35～39歳人口女 

31 ４０～４４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：40～44歳人口総数 

32 ４０～４４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：40～44歳人口男 

33 ４０～４４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：40～44歳人口女 

34 ４５～４９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：45～49歳人口総数 

35 ４５～４９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：45～49歳人口男 

36 ４５～４９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：45～49歳人口女 

37 ５０～５４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：50～54歳人口総数 

38 ５０～５４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：50～54歳人口男 

39 ５０～５４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：50～54歳人口女 

40 ５５～５９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：55～59歳人口総数 

41 ５５～５９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：55～59歳人口男 

42 ５５～５９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：55～59歳人口女 

43 ６０～６４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：60～64歳人口総数 

44 ６０～６４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：60～64歳人口男 

45 ６０～６４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：60～64歳人口女 

46 ６５～６９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：65～69歳人口総数 

47 ６５～６９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：65～69歳人口男 

48 ６５～６９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：65～69歳人口女 

49 ７０～７４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：70～74歳人口総数 

50 ７０～７４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：70～74歳人口男 

51 ７０～７４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：70～74歳人口女 

52 ７５～７９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：75～79歳人口総数 

53 ７５～７９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：75～79歳人口男 

54 ７５～７９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：75～79歳人口女 

55 ８０～８４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：80～84歳人口総数 

56 ８０～８４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：80～84歳人口男 

57 ８０～８４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：80～84歳人口女 

58 ８５歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：85歳以上人口総数 

59 ８５歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：85歳以上人口男 

60 ８５歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：85歳以上人口女 

61 ０～２歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：0～2歳人口総数 

62 ０～２歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：0～2歳人口男 

63 ０～２歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：0～2歳人口女 

64 ３～５歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：0～5歳人口総数 



No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

65 ３～５歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：0～5歳人口男 

66 ３～５歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：0～5歳人口女 

67 ６～１１歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：3～5歳人口総数 

68 ６～１１歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：3～5歳人口男 

69 ６～１１歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：3～5歳人口女 

70 １２～１４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：6～11歳人口総数 

71 １２～１４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：6～11歳人口男 

72 １２～１４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：6～11歳人口女 

73 １５～１７歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：12～14歳人口総数 

74 １５～１７歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：12～14歳人口男 

75 １５～１７歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：12～14歳人口女 

76 １８～１９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：18～19歳人口総数 ※加工値 

77 １８～１９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：18～19歳人口男 ※加工値 

78 １８～１９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：18～19歳人口女 ※加工値 

79 ２０歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：20歳以上人口総数(再掲) 

80 ２０歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：20歳以上人口男(再掲) 

81 ２０歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：20歳以上人口女(再掲) 

82 ６５歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：65歳以上人口総数(再掲) 

83 ６５歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：65歳以上人口男(再掲) 

84 ６５歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：65歳以上人口女(再掲) 

85 世帯総数 整数 － 世帯の種類別世帯：世帯総数(世帯の種類「不詳」を含む) 

86 一般世帯数 整数 － 世帯の種類別世帯：一般世帯数 

87 １人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：1人世帯数 

88 ２人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：2人世帯数 

89 ３人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：3人世帯数 

90 ４人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：4人世帯数 

91 ５人以上世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：5人以上世帯数 ※加工値 

92 親族のみ世帯総数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：親族のみの世帯総数 

93 核家族世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：核家族世帯数 

94 核家族以外世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：核家族以外の世帯数 

95 ６歳未満世帯員のいる世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：6歳未満の世帯員のいる世帯数 

96 ６５歳以上世帯員のいる世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：65歳以上の世帯員のいる世帯数 

97 世帯主が20～29歳の１人世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：世帯主の年齢が20～29歳の1人世帯数 

98 高齢単身世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：高齢単身世帯数 

99 高齢夫婦世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：高齢夫婦世帯数 

100 住宅に住む一般世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：住宅に住む一般世帯数 

101 持ち家世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：持ち家世帯数 

102 公営UR公社借家世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：公営・都市機構・公社の借家世帯数 

103 民営借家世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：民営の借家世帯数 

104 給与住宅世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：給与住宅世帯数 

105 間借り世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：間借り世帯数 

106 一戸建世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：一戸建世帯数 

107 長屋建世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：長屋建世帯数 

108 共同住宅世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：共同住宅世帯数 

109 持ち家世帯割合 浮動小数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：持ち家世帯割合 ※加工値 

110 公営UR公社借家世帯割合 浮動小数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：公営・都市機構・公社の借家世帯割合 ※加工値 

111 民営借家世帯割合 浮動小数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：民営の借家世帯割合 ※加工値 

112 給与住宅世帯割合 浮動小数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：給与住宅世帯割合 ※加工値 

113 間借り世帯割合 浮動小数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：間借り世帯割合 ※加工値 

114 一戸建世帯割合 浮動小数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：一戸建世帯割合 ※加工値 

115 長屋建世帯割合 浮動小数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：長屋建世帯割合 ※加工値 

116 共同住宅世帯割合 浮動小数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：共同住宅世帯割合 ※加工値 

117 就業者総数 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)総数 

118 就業者男 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)男 

119 就業者女 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)女 

120 第１次産業就業者総数 整数 ○ 産業分類：第1次産業就業者(15歳以上)総数 

121 第２次産業就業者総数 整数 ○ 産業分類：第2次産業就業者(15歳以上)総数 

122 第３次産業就業者総数 整数 ○ 産業分類：第3次産業就業者(15歳以上)総数 

※フィールド名はMapInfo等のソフトウェアで利用しやすいように30バイト以内にまとめてあります。 
※形式欄の「整数」は長整数型を、「浮動小数」は浮動小数点実数を表します。 
※秘匿合算措置欄に「○」印がある指標は、秘匿・合算措置済みです。 
※備考欄に「※加工値」の記載がある指標は、基データを演算加工したものです。 

 



■全指標その1 

【国勢調査2010メッシュ人口編】 

No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

1 メッシュコード 文字  最大9桁(6桁=2次メッシュ、8桁=3次メッシュ、9桁=4次メッシュ) 

2 秘匿合算区分 文字  

「＊」=秘匿対象地域メッシュ 

「＠」=合算地域メッシュ 

「Ｚ」=一つの他の2地域メッシュに合算される場合の2次地域メッシュ 

「Ｗ」=複製の他の2地域メッシュに合算される場合の2次地域メッシュ 

3 合算先メッシュコード 文字  合算先のメッシュコード(秘匿対象地域のみ) 

4 総人口 整数 － 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)総数 

5 総人口男 整数 － 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)男 

6 総人口女 整数 － 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)女 

7 ０～４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：0～4歳人口総数 

8 ０～４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：0～4歳人口男 

9 ０～４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：0～4歳人口女 

10 ５～９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：5～9歳人口総数 

11 ５～９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：5～9歳人口男 

12 ５～９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：5～9歳人口女 

13 １０～１４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：10～14歳人口総数 

14 １０～１４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：10～14歳人口男 

15 １０～１４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：10～14歳人口女 

16 １５～１９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：15～19歳人口総数 

17 １５～１９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：15～19歳人口男 

18 １５～１９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：15～19歳人口女 

19 ２０～２４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：20～24歳人口総数 

20 ２０～２４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：20～24歳人口男 

21 ２０～２４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：20～24歳人口女 

22 ２５～２９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：25～29歳人口総数 

23 ２５～２９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：25～29歳人口男 

24 ２５～２９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：25～29歳人口女 

25 ３０～３４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：30～34歳人口総数 

26 ３０～３４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：30～34歳人口男 

27 ３０～３４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：30～34歳人口女 

28 ３５～３９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：35～39歳人口総数 

29 ３５～３９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：35～39歳人口男 

30 ３５～３９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：35～39歳人口女 

31 ４０～４４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：40～44歳人口総数 

32 ４０～４４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：40～44歳人口男 

33 ４０～４４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：40～44歳人口女 

34 ４５～４９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：45～49歳人口総数 

35 ４５～４９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：45～49歳人口男 

36 ４５～４９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：45～49歳人口女 

37 ５０～５４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：50～54歳人口総数 

38 ５０～５４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：50～54歳人口男 

39 ５０～５４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：50～54歳人口女 

40 ５５～５９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：55～59歳人口総数 

41 ５５～５９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：55～59歳人口男 

42 ５５～５９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：55～59歳人口女 

43 ６０～６４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：60～64歳人口総数 

44 ６０～６４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：60～64歳人口男 

45 ６０～６４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：60～64歳人口女 

46 ６５～６９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：65～69歳人口総数 

47 ６５～６９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：65～69歳人口男 

48 ６５～６９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：65～69歳人口女 

49 ７０～７４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：70～74歳人口総数 

50 ７０～７４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：70～74歳人口男 

51 ７０～７４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：70～74歳人口女 

52 ７５～７９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：75～79歳人口総数 

53 ７５～７９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：75～79歳人口男 

54 ７５～７９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：75～79歳人口女 

55 ８０～８４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：80～84歳人口総数 

56 ８０～８４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：80～84歳人口男 

57 ８０～８４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：80～84歳人口女 

58 ８５歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：85歳以上人口総数 

59 ８５歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：85歳以上人口男 

60 ８５歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：85歳以上人口女 

61 ０～２歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：0～2歳人口総数 

62 ０～２歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：0～2歳人口男 

63 ０～２歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：0～2歳人口女 

64 ０～５歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：0～5歳人口総数 

65 ０～５歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：0～5歳人口男 

66 ０～５歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：0～5歳人口女 

67 ３～５歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：3～5歳人口総数 

68 ３～５歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：3～5歳人口男 

69 ３～５歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：3～5歳人口女 



No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

70 ６～１１歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：6～11歳人口総数 

71 ６～１１歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：6～11歳人口男 

72 ６～１１歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：6～11歳人口女 

73 １２～１４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：12～14歳人口総数 

74 １２～１４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：12～14歳人口男 

75 １２～１４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：12～14歳人口女 

76 １５～１７歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：15～17歳人口総数 

77 １５～１７歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：15～17歳人口男 

78 １５～１７歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：15～17歳人口女 

79 １８歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：18歳人口総数 

80 １８歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：18歳人口男 

81 １８歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：18歳人口女 

82 １９歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：19歳人口総数 

83 １９歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：19歳人口男 

84 １９歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：19歳人口女 

85 ０～１４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：0～14歳人口総数(再掲) 

86 ０～１４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：0～14歳人口男(再掲) 

87 ０～１４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：0～14歳人口女(再掲) 

88 １５歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：15歳以上人口総数(再掲) 

89 １５歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：15歳以上人口男(再掲) 

90 １５歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：15歳以上人口女(再掲) 

91 １５～６４歳人口総数 整数 ○ 年齢別人口：15～64歳人口総数(再掲) 

92 １５～６４歳人口男 整数 ○ 年齢別人口：15～64歳人口男(再掲) 

93 １５～６４歳人口女 整数 ○ 年齢別人口：15～64歳人口女(再掲) 

94 ２０歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：20歳以上人口総数(再掲) 

95 ２０歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：20歳以上人口男(再掲) 

96 ２０歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：20歳以上人口女(再掲) 

97 ６５歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：65歳以上人口総数(再掲) 

98 ６５歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：65歳以上人口男(再掲) 

99 ６５歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：65歳以上人口女(再掲) 

100 ７５歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：75歳以上人口総数(再掲) 

101 ７５歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：75歳以上人口男(再掲) 

102 ７５歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：75歳以上人口女(再掲) 

103 外国人人口総数 整数 ○ 国籍：外国人人口総数 

104 外国人人口男 整数 ○ 国籍：外国人人口男 

105 外国人人口女 整数 ○ 国籍：外国人人口女 

106 世帯総数 整数 － 世帯の種類別世帯：世帯総数(世帯の種類「不詳」を含む) 

107 一般世帯数 整数 － 世帯の種類別世帯：一般世帯数 

108 １人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：1人世帯数 

109 ２人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：2人世帯数 

110 ３人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：3人世帯数 

111 ４人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：4人世帯数 

112 ５人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：5人世帯数 

113 ６人世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：6人世帯数 

114 ７人以上世帯数 整数 ○ 世帯の人員別一般世帯：7人以上世帯数 

115 親族のみ世帯総数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：親族のみの世帯総数 

116 核家族世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：核家族世帯数 

117 核家族以外世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：核家族以外の世帯数 

118 ６歳未満世帯員のいる世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：6歳未満の世帯員のいる世帯数 

119 ６５歳以上世帯員のいる世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：65歳以上の世帯員のいる世帯数 

120 世帯主が20～29歳の１人世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：世帯主の年齢が20～29歳の1人世帯数 

121 高齢単身世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：高齢単身世帯数 

122 高齢夫婦世帯数 整数 ○ 家族類型別一般世帯：高齢夫婦世帯数 

123 住宅に住む一般世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：住宅に住む一般世帯数 

124 持ち家世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：持ち家世帯数 

125 公営・UR・公社借家世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：公営・都市機構・公社の借家世帯数 

126 民営借家世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：民営の借家世帯数 

127 給与住宅世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：給与住宅世帯数 

128 間借り世帯数 整数 ○ 住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯：間借り世帯数 

129 一戸建世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：一戸建世帯数 

130 長屋建世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：長屋建世帯数 

131 共同住宅世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：共同住宅世帯数 

132 １・２階建共同住宅世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：1・2階建共同住宅世帯数 

133 ３～５階建共同住宅世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：3～5階建共同住宅世帯数 

134 ６～１０階建共同住宅世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：6～10階建共同住宅世帯数 

135 １１～１４階建共同住宅世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：11～14階建共同住宅世帯数 

136 １５階建以上共同住宅世帯数 整数 ○ 住宅の建て方別住宅に住む一般世帯：15階建以上共同住宅世帯数 

137 １・２階に住む共同住宅世帯数 整数 ○ 世帯が住んでいる階別共同住宅に住む一般世帯：1・2階に住む共同住宅世帯数 

138 ３～５階に住む共同住宅世帯数 整数 ○ 世帯が住んでいる階別共同住宅に住む一般世帯：3～5階に住む共同住宅世帯数 

139 ６～１０階に住む共同住宅世帯数 整数 ○ 世帯が住んでいる階別共同住宅に住む一般世帯：6～10階に住む共同住宅世帯数 

140 １１～１４階に住む共同住宅世帯数 整数 ○ 世帯が住んでいる階別共同住宅に住む一般世帯：11～14階に住む共同住宅世帯数 

141 １５階以上に住む共同住宅世帯数 整数 ○ 世帯が住んでいる階別共同住宅に住む一般世帯：15階以上に住む共同住宅世帯数 

142 住宅延べ面積0～29㎡世帯数 整数 ○ 住宅の延べ面積階級別住宅に住む一般世帯：0～29㎡の世帯数 

143 住宅延べ面積30～49㎡世帯数 整数 ○ 住宅の延べ面積階級別住宅に住む一般世帯：30～49㎡の世帯数 

144 住宅延べ面積50～69㎡世帯数 整数 ○ 住宅の延べ面積階級別住宅に住む一般世帯：50～69㎡の世帯数 

145 住宅延べ面積70～99㎡世帯数 整数 ○ 住宅の延べ面積階級別住宅に住む一般世帯：70～99㎡の世帯数 



No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

146 住宅延べ面積100～149㎡世帯数 整数 ○ 住宅の延べ面積階級別住宅に住む一般世帯：100～149㎡の世帯数 

147 住宅延べ面積150㎡以上世帯数 整数 ○ 住宅の延べ面積階級別住宅に住む一般世帯：150㎡以上の世帯数 

148 一般世帯人員 整数 - その他：一般世帯の世帯人員 

149 住宅に住む一般世帯人員 整数 ○ その他：住宅に住む一般世帯人員 

150 平均年齢 浮動小数 ○ 指標項目：平均年齢 

151 年齢中位数 浮動小数 ○ 指標項目：年齢中位数 

※フィールド名はMapInfo等のソフトウェアで利用しやすいように30バイト以内にまとめてあります。 
※形式欄の「整数」は長整数型を、「浮動小数」は浮動小数点実数を表します。 
※秘匿合算措置欄に「○」印がある指標は、秘匿・合算措置済みです。 
※備考欄に「※加工値」の記載がある指標は、基データを演算加工したものです。 

 

【国勢調査2010メッシュ産業編】 

No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

1 メッシュコード 文字  最大9桁(6桁=2次メッシュ、8桁=3次メッシュ、9桁=4次メッシュ) 

2 秘匿合算区分 文字  

「＊」=秘匿対象地域メッシュ 

「＠」=合算地域メッシュ 

「Ｚ」=一つの他の2地域メッシュに合算される場合の2次地域メッシュ 

「Ｗ」=複製の他の2地域メッシュに合算される場合の2次地域メッシュ 

3 合算先メッシュコード 文字  合算先のメッシュコード(秘匿対象地域のみ) 

4 労働力人口総数 整数 ○ 労働力状態：労働力人口(15歳以上人口)総数 

5 労働力人口男 整数 ○ 労働力状態：労働力人口(15歳以上人口)男 

6 労働力人口女 整数 ○ 労働力状態：労働力人口(15歳以上人口)女 

7 就業者総数 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)総数 

8 就業者男 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)男 

9 就業者女 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)女 

10 完全失業者総数 整数 ○ 労働力状態：完全失業者(15歳以上人口)総数 

11 完全失業者男 整数 ○ 労働力状態：完全失業者(15歳以上人口)男 

12 完全失業者女 整数 ○ 労働力状態：完全失業者(15歳以上人口)女 

13 非労働力人口総数 整数 ○ 労働力状態：非労働力人口(15歳以上人口)総数 

14 非労働力人口男 整数 ○ 労働力状態：非労働力人口(15歳以上人口)男 

15 非労働力人口女 整数 ○ 労働力状態：非労働力人口(15歳以上人口)女 

16 雇用者総数 整数 ○ 従業上の地位：雇用者(役員を含む)(15歳以上)総数 

17 雇用者男 整数 ○ 従業上の地位：雇用者(役員を含む)(15歳以上)男 

18 雇用者女 整数 ○ 従業上の地位：雇用者(役員を含む)(15歳以上)女 

19 正規職員・従業者総数 整数 ○ 従業上の地位：正規の職員・従業者(15歳以上)総数 

20 正規職員・従業者男 整数 ○ 従業上の地位：正規の職員・従業者(15歳以上)男 

21 正規職員・従業者女 整数 ○ 従業上の地位：正規の職員・従業者(15歳以上)女 

22 派遣社員総数 整数 ○ 従業上の地位：労働者派遣事業所の派遣社員(15歳以上)総数 

23 派遣社員男 整数 ○ 従業上の地位：労働者派遣事業所の派遣社員(15歳以上)男 

24 派遣社員女 整数 ○ 従業上の地位：労働者派遣事業所の派遣社員(15歳以上)女 

25 パート・アルバイト・その他総数 整数 ○ 従業上の地位：パート・アルバイト・その他(15歳以上)総数 

26 パート・アルバイト・その他男 整数 ○ 従業上の地位：パート・アルバイト・その他(15歳以上)男 

27 パート・アルバイト・その他女 整数 ○ 従業上の地位：パート・アルバイト・その他(15歳以上)女 

28 自営業主総数 整数 ○ 従業上の地位：自営業主(家庭内職者を含む)(15歳以上)総数 

29 自営業主男 整数 ○ 従業上の地位：自営業主(家庭内職者を含む)(15歳以上)男 

30 自営業主女 整数 ○ 従業上の地位：自営業主(家庭内職者を含む)(15歳以上)女 

31 家族従業者総数 整数 ○ 従業上の地位：家族従業者(15歳以上)総数 

32 家族従業者男 整数 ○ 従業上の地位：家族従業者(15歳以上)男 

33 家族従業者女 整数 ○ 従業上の地位：家族従業者(15歳以上)女 

34 第１次産業就業者総数 整数 ○ 産業分類：第1次産業就業者(15歳以上)総数 

35 第１次産業就業者男 整数 ○ 産業分類：第1次産業就業者(15歳以上)男 

36 第１次産業就業者女 整数 ○ 産業分類：第1次産業就業者(15歳以上)女 

37 農業・林業就業者総数 整数 ○ 産業分類：農業、林業就業者(15歳以上)総数 

38 農業・林業就業者男 整数 ○ 産業分類：農業、林業就業者(15歳以上)男 

39 農業・林業就業者女 整数 ○ 産業分類：農業、林業就業者(15歳以上)女 

40 漁業就業者総数 整数 ○ 産業分類：漁業就業者(15歳以上)総数 

41 漁業就業者男 整数 ○ 産業分類：漁業就業者(15歳以上)男 

42 漁業就業者女 整数 ○ 産業分類：漁業就業者(15歳以上)女 

43 第２次産業就業者総数 整数 ○ 産業分類：第2次産業就業者(15歳以上)総数 

44 第２次産業就業者男 整数 ○ 産業分類：第2次産業就業者(15歳以上)男 

45 第２次産業就業者女 整数 ○ 産業分類：第2次産業就業者(15歳以上)女 

46 鉱業採石砂利取得業就業者総数 整数 ○ 産業分類：鉱業、採石業、砂利採取業就業者(15歳以上)総数 

47 鉱業採石砂利取得業就業者男 整数 ○ 産業分類：鉱業、採石業、砂利採取業就業者(15歳以上)男 

48 鉱業採石砂利取得業就業者女 整数 ○ 産業分類：鉱業、採石業、砂利採取業就業者(15歳以上)女 

49 建設業就業者総数 整数 ○ 産業分類：建設業就業者(15歳以上)総数 

50 建設業就業者男 整数 ○ 産業分類：建設業就業者(15歳以上)男 

51 建設業就業者女 整数 ○ 産業分類：建設業就業者(15歳以上)女 

52 製造業就業者総数 整数 ○ 産業分類：製造業就業者(15歳以上)総数 

53 製造業就業者男 整数 ○ 産業分類：製造業就業者(15歳以上)男 

54 製造業就業者女 整数 ○ 産業分類：製造業就業者(15歳以上)女 

55 第３次産業就業者総数 整数 ○ 産業分類：第3次産業就業者(15歳以上)総数 

56 第３次産業就業者男 整数 ○ 産業分類：第3次産業就業者(15歳以上)男 

57 第３次産業就業者女 整数 ○ 産業分類：第3次産業就業者(15歳以上)女 

58 電気ガス熱供給水道業就業者総数 整数 ○ 産業分類：電気・ガス・熱供給・水道業就業者(15歳以上)総数 



No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

59 電気ガス熱供給水道業就業者男 整数 ○ 産業分類：電気・ガス・熱供給・水道業就業者(15歳以上)男 

60 電気ガス熱供給水道業就業者女 整数 ○ 産業分類：電気・ガス・熱供給・水道業就業者(15歳以上)女 

61 情報通信業就業者総数 整数 ○ 産業分類：情報通信業就業者(15歳以上)総数 

62 情報通信業就業者男 整数 ○ 産業分類：情報通信業就業者(15歳以上)男 

63 情報通信業就業者女 整数 ○ 産業分類：情報通信業就業者(15歳以上)女 

64 運輸・郵便業就業者総数 整数 ○ 産業分類：運輸業、郵便業就業者(15歳以上)総数 

65 運輸・郵便業就業者男 整数 ○ 産業分類：運輸業、郵便業就業者(15歳以上)男 

66 運輸・郵便業就業者女 整数 ○ 産業分類：運輸業、郵便業就業者(15歳以上)女 

67 卸売・小売業就業者総数 整数 ○ 産業分類：卸売業、小売業就業者(15歳以上)総数 

68 卸売・小売業就業者男 整数 ○ 産業分類：卸売業、小売業就業者(15歳以上)男 

69 卸売・小売業就業者女 整数 ○ 産業分類：卸売業、小売業就業者(15歳以上)女 

70 金融・保険業就業者総数 整数 ○ 産業分類：金融業、保険業就業者(15歳以上)総数 

71 金融・保険業就業者男 整数 ○ 産業分類：金融業、保険業就業者(15歳以上)男 

72 金融・保険業就業者女 整数 ○ 産業分類：金融業、保険業就業者(15歳以上)女 

73 不動産・物品賃貸業就業者総数 整数 ○ 産業分類：不動産業、物品賃貸業就業者(15歳以上)総数 

74 不動産・物品賃貸業就業者男 整数 ○ 産業分類：不動産業、物品賃貸業就業者(15歳以上)男 

75 不動産・物品賃貸業就業者女 整数 ○ 産業分類：不動産業、物品賃貸業就業者(15歳以上)女 

76 学術研究・専門技術業就業者総数 整数 ○ 産業分類：学術研究、専門・技術サービス業就業者(15歳以上)総数 

77 学術研究・専門技術業就業者男 整数 ○ 産業分類：学術研究、専門・技術サービス業就業者(15歳以上)男 

78 学術研究・専門技術業就業者女 整数 ○ 産業分類：学術研究、専門・技術サービス業就業者(15歳以上)女 

79 宿泊業・飲食業就業者総数 整数 ○ 産業分類：宿泊業、飲食サービス業就業者(15歳以上)総数 

80 宿泊業・飲食業就業者男 整数 ○ 産業分類：宿泊業、飲食サービス業就業者(15歳以上)男 

81 宿泊業・飲食業就業者女 整数 ○ 産業分類：宿泊業、飲食サービス業就業者(15歳以上)女 

82 生活関連・娯楽業就業者総数 整数 ○ 産業分類：生活関連サービス業、娯楽業就業者(15歳以上)総数 

83 生活関連・娯楽業就業者男 整数 ○ 産業分類：生活関連サービス業、娯楽業就業者(15歳以上)男 

84 生活関連・娯楽業就業者女 整数 ○ 産業分類：生活関連サービス業、娯楽業就業者(15歳以上)女 

85 教育・学習支援業就業者総数 整数 ○ 産業分類：教育、学習支援業就業者(15歳以上)総数 

86 教育・学習支援業就業者男 整数 ○ 産業分類：教育、学習支援業就業者(15歳以上)男 

87 教育・学習支援業就業者女 整数 ○ 産業分類：教育、学習支援業就業者(15歳以上)女 

88 医療・福祉就業者総数 整数 ○ 産業分類：医療、福祉就業者(15歳以上)総数 

89 医療・福祉就業者男 整数 ○ 産業分類：医療、福祉就業者(15歳以上)男 

90 医療・福祉就業者女 整数 ○ 産業分類：医療、福祉就業者(15歳以上)女 

91 複合サービス事業就業者総数 整数 ○ 産業分類：複合サービス事業就業者(15歳以上)総数 

92 複合サービス事業就業者男 整数 ○ 産業分類：複合サービス事業就業者(15歳以上)男 

93 複合サービス事業就業者女 整数 ○ 産業分類：複合サービス事業就業者(15歳以上)女 

94 サービス業就業者総数 整数 ○ 産業分類：サービス業(他に分類されないもの)就業者(15歳以上)総数 

95 サービス業就業者男 整数 ○ 産業分類：サービス業(他に分類されないもの)就業者(15歳以上)男 

96 サービス業就業者女 整数 ○ 産業分類：サービス業(他に分類されないもの)就業者(15歳以上)女 

97 公務就業者総数 整数 ○ 産業分類：公務(他に分類されるものを除く)就業者(15歳以上)総数 

98 公務就業者男 整数 ○ 産業分類：公務(他に分類されるものを除く)就業者(15歳以上)男 

99 公務就業者女 整数 ○ 産業分類：公務(他に分類されるものを除く)就業者(15歳以上)女 

100 未就学者総数 整数 ○ 教育：未就学者(未就学の種類「不詳」を含む)総数 

101 未就学者男 整数 ○ 教育：未就学者(未就学の種類「不詳」を含む)男 

102 未就学者女 整数 ○ 教育：未就学者(未就学の種類「不詳」を含む)女 

103 幼稚園在園者総数 整数 ○ 教育：未就学者 うち幼稚園総数 

104 幼稚園在園者男 整数 ○ 教育：未就学者 うち幼稚園男 

105 幼稚園在園者女 整数 ○ 教育：未就学者 うち幼稚園女 

106 保育園・保育所総数 整数 ○ 教育：未就学者 うち保育園・保育所総数 

107 保育園・保育所男 整数 ○ 教育：未就学者 うち保育園・保育所男 

108 保育園・保育所女 整数 ○ 教育：未就学者 うち保育園・保育所女 

109 その他未就学者総数 整数 ○ 教育：未就学者 うちその他総数 

110 その他未就学者男 整数 ○ 教育：未就学者 うちその他男 

111 その他未就学者女 整数 ○ 教育：未就学者 うちその他女 

112 在学者総数 整数 ○ 教育：在学者(在学学校の種類「不詳」を含む)総数 

113 在学者男 整数 ○ 教育：在学者(在学学校の種類「不詳」を含む)男 

114 在学者女 整数 ○ 教育：在学者(在学学校の種類「不詳」を含む)女 

115 小学校・中学校在学者総数 整数 ○ 教育：在学者 うち小学校・中学校総数 

116 小学校・中学校在学者男 整数 ○ 教育：在学者 うち小学校・中学校男 

117 小学校・中学校在学者女 整数 ○ 教育：在学者 うち小学校・中学校女 

118 高校在学者総数 整数 ○ 教育：在学者 うち高校総数 

119 高校在学者男 整数 ○ 教育：在学者 うち高校男 

120 高校在学者女 整数 ○ 教育：在学者 うち高校女 

121 短大・高専在学者総数 整数 ○ 教育：在学者 うち短大・高専総数 

122 短大・高専在学者男 整数 ○ 教育：在学者 うち短大・高専男 

123 短大・高専在学者女 整数 ○ 教育：在学者 うち短大・高専女 

124 大学・大学院在学者総数 整数 ○ 教育：在学者 うち大学・大学院総数 

125 大学・大学院在学者男 整数 ○ 教育：在学者 うち大学・大学院男 

126 大学・大学院在学者女 整数 ○ 教育：在学者 うち大学・大学院女 

127 最終卒業学校卒業者総数 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者(最終卒業学校の種類「不詳」を含む)(15歳以上人口)総数 

128 最終卒業学校卒業者男 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者(最終卒業学校の種類「不詳」を含む)(15歳以上人口)男 

129 最終卒業学校卒業者女 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者(最終卒業学校の種類「不詳」を含む)(15歳以上人口)女 

130 小学校・中学校卒業者総数 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち小学校・中学校(15歳以上人口)総数 

131 小学校・中学校卒業者男 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち小学校・中学校(15歳以上人口)男 

132 小学校・中学校卒業者女 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち小学校・中学校(15歳以上人口)女 

133 高校・旧中卒業者総数 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち高校・旧中(15歳以上人口)総数 

134 高校・旧中卒業者男 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち高校・旧中(15歳以上人口)男 



No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

135 高校・旧中卒業者女 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち高校・旧中(15歳以上人口)女 

136 短大・高専卒業者総数 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち短大・高専(15歳以上人口)総数 

137 短大・高専卒業者男 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち短大・高専(15歳以上人口)男 

138 短大・高専卒業者女 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち短大・高専(15歳以上人口)女 

139 大学・大学院卒業者総数 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち大学・大学院(15歳以上人口)総数 

140 大学・大学院卒業者男 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち大学・大学院(15歳以上人口)男 

141 大学・大学院卒業者女 整数 ○ 教育：最終卒業学校卒業者 うち大学・大学院(15歳以上人口)女 

142 居住期間出生時から総数 整数 ○ 居住期間：出生時から総数 

143 居住期間出生時から男 整数 ○ 居住期間：出生時から男 

144 居住期間出生時から女 整数 ○ 居住期間：出生時から女 

145 居住期間１年未満総数 整数 ○ 居住期間：1年未満総数 

146 居住期間１年未満男 整数 ○ 居住期間：1年未満男 

147 居住期間１年未満女 整数 ○ 居住期間：1年未満女 

148 居住期間１～５年未満総数 整数 ○ 居住期間：1～5年未満総数 

149 居住期間１～５年未満男 整数 ○ 居住期間：1～5年未満男 

150 居住期間１～５年未満女 整数 ○ 居住期間：1～5年未満女 

151 居住期間５～１０年未満総数 整数 ○ 居住期間：5～10年未満総数 

152 居住期間５～１０年未満男 整数 ○ 居住期間：5～10年未満男 

153 居住期間５～１０年未満女 整数 ○ 居住期間：5～10年未満女 

154 居住期間１０～２０年未満総数 整数 ○ 居住期間：10～20年未満総数 

155 居住期間１０～２０年未満男 整数 ○ 居住期間：10～20年未満男 

156 居住期間１０～２０年未満女 整数 ○ 居住期間：10～20年未満女 

157 居住期間２０年以上総数 整数 ○ 居住期間：20年以上総数 

158 居住期間２０年以上男 整数 ○ 居住期間：20年以上男 

159 居住期間２０年以上女 整数 ○ 居住期間：20年以上女 

※フィールド名はMapInfo等のソフトウェアで利用しやすいように30バイト以内にまとめてあります。 
※形式欄の「整数」は長整数型を、「浮動小数」は浮動小数点実数を表します。 
※秘匿合算措置欄に「○」印がある指標は、秘匿・合算措置済みです。 
※備考欄に「※加工値」の記載がある指標は、基データを演算加工したものです。 

 



■全指標その2 

【国勢調査2010メッシュ職業等編】 

No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

1 メッシュコード 文字  最大9桁(6桁=2次メッシュ、8桁=3次メッシュ、9桁=4次メッシュ) 

2 秘匿合算区分 文字  

「＊」=秘匿対象地域メッシュ 

「＠」=合算地域メッシュ 

「Ｚ」=一つの他の2地域メッシュに合算される場合の2次地域メッシュ 

「Ｗ」=複製の他の2地域メッシュに合算される場合の2次地域メッシュ 

3 合算先メッシュコード 文字  合算先のメッシュコード(秘匿対象地域のみ) 

4 総人口 整数 - 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)総数 ※人口編と同一指標 

5 総人口男 整数 - 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)男 ※人口編と同一指標 

6 総人口女 整数 - 総人口：人口総数(年齢「不詳」を含む)女 ※人口編と同一指標 

7 世帯総数 整数 - 世帯の種類別世帯：世帯総数(世帯の種類「不詳」を含む) ※人口編と同一指標 

8 一般世帯数 整数 - 世帯の種類別世帯：一般世帯数 ※人口編と同一指標 

9 １５歳以上人口総数 整数 ○ 年齢別人口：15歳以上人口総数(再掲) ※人口編と同一指標 

10 １５歳以上人口男 整数 ○ 年齢別人口：15歳以上人口男(再掲) ※人口編と同一指標 

11 １５歳以上人口女 整数 ○ 年齢別人口：15歳以上人口女(再掲) ※人口編と同一指標 

12 労働力人口総数 整数 ○ 労働力状態：労働力人口(15歳以上人口)総数 ※産業編と同一指標 

13 労働力人口男 整数 ○ 労働力状態：労働力人口(15歳以上人口)男 ※産業編と同一指標 

14 労働力人口女 整数 ○ 労働力状態：労働力人口(15歳以上人口)女 ※産業編と同一指標 

15 就業者総数 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)総数 ※産業編と同一指標 

16 就業者男 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)男 ※産業編と同一指標 

17 就業者女 整数 ○ 労働力状態：就業者(15歳以上人口)女 ※産業編と同一指標 

18 完全失業者総数 整数 ○ 労働力状態：完全失業者(15歳以上人口)総数 ※産業編と同一指標 

19 完全失業者男 整数 ○ 労働力状態：完全失業者(15歳以上人口)男 ※産業編と同一指標 

20 完全失業者女 整数 ○ 労働力状態：完全失業者(15歳以上人口)女 ※産業編と同一指標 

21 非労働力人口総数 整数 ○ 労働力状態：非労働力人口(15歳以上人口)総数 ※産業編と同一指標 

22 非労働力人口男 整数 ○ 労働力状態：非労働力人口(15歳以上人口)男 ※産業編と同一指標 

23 非労働力人口女 整数 ○ 労働力状態：非労働力人口(15歳以上人口)女 ※産業編と同一指標 

24 管理的職業従事者総数 整数 ○ 職業分類：管理的職業従事者(15歳以上)総数 

25 管理的職業従事者男 整数 ○ 職業分類：管理的職業従事者(15歳以上)男 

26 管理的職業従事者女 整数 ○ 職業分類：管理的職業従事者(15歳以上)女 

27 専門的・技術的職業従事者総数 整数 ○ 職業分類：専門的・技術的職業従事者(15歳以上)総数 

28 専門的・技術的職業従事者男 整数 ○ 職業分類：専門的・技術的職業従事者(15歳以上)男 

29 専門的・技術的職業従事者女 整数 ○ 職業分類：専門的・技術的職業従事者(15歳以上)女 

30 事務従事者総数 整数 ○ 職業分類：事務従事者(15歳以上)総数 

31 事務従事者男 整数 ○ 職業分類：事務従事者(15歳以上)男 

32 事務従事者女 整数 ○ 職業分類：事務従事者(15歳以上)女 

33 販売従事者総数 整数 ○ 職業分類：販売従事者(15歳以上)総数 

34 販売従事者男 整数 ○ 職業分類：販売従事者(15歳以上)男 

35 販売従事者女 整数 ○ 職業分類：販売従事者(15歳以上)女 

36 サービス職業従事者総数 整数 ○ 職業分類：サービス職業従事者(15歳以上)総数 

37 サービス職業従事者男 整数 ○ 職業分類：サービス職業従事者(15歳以上)男 

38 サービス職業従事者女 整数 ○ 職業分類：サービス職業従事者(15歳以上)女 

39 保安職業従事者総数 整数 ○ 職業分類：保安職業従事者(15歳以上)総数 

40 保安職業従事者男 整数 ○ 職業分類：保安職業従事者(15歳以上)男 

41 保安職業従事者女 整数 ○ 職業分類：保安職業従事者(15歳以上)女 

42 農林漁業従事者総数 整数 ○ 職業分類：農林漁業従事者(15歳以上)総数 

43 農林漁業従事者男 整数 ○ 職業分類：農林漁業従事者(15歳以上)男 

44 農林漁業従事者女 整数 ○ 職業分類：農林漁業従事者(15歳以上)女 

45 生産工程従事者総数 整数 ○ 職業分類：生産工程従事者(15歳以上)総数 

46 生産工程従事者男 整数 ○ 職業分類：生産工程従事者(15歳以上)男 

47 生産工程従事者女 整数 ○ 職業分類：生産工程従事者(15歳以上)女 

48 輸送・機械運転従事者総数 整数 ○ 職業分類：輸送・機械運転従事者(15歳以上)総数 

49 輸送・機械運転従事者男 整数 ○ 職業分類：輸送・機械運転従事者(15歳以上)男 

50 輸送・機械運転従事者女 整数 ○ 職業分類：輸送・機械運転従事者(15歳以上)女 

51 建設・採掘従事者総数 整数 ○ 職業分類：建設・採掘従事者(15歳以上)総数 

52 建設・採掘従事者男 整数 ○ 職業分類：建設・採掘従事者(15歳以上)男 

53 建設・採掘従事者女 整数 ○ 職業分類：建設・採掘従事者(15歳以上)女 

54 運搬・清掃・梱包等従事者総数 整数 ○ 職業分類：運搬・清掃・梱包等従事者(15歳以上)総数 

55 運搬・清掃・梱包等従事者男 整数 ○ 職業分類：運搬・清掃・梱包等従事者(15歳以上)男 

56 運搬・清掃・梱包等従事者女 整数 ○ 職業分類：運搬・清掃・梱包等従事者(15歳以上)女 

57 農林漁業就業者世帯数 整数 ○ 経済構成別一般世帯：農林漁業就業者世帯数 

58 農林漁業・非農林漁業混合世帯数 整数 ○ 経済構成別一般世帯：農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯数 

59 非農林漁業就業者世帯数 整数 ○ 経済構成別一般世帯：非農林漁業就業者世帯数 

60 非就業者世帯数 整数 ○ 経済構成別一般世帯：非就業者世帯数 

61 通勤・通学・12歳未満通学者世帯 整数 ○ 
従業・通学時の世帯の状況別住宅に住む一般世帯：通勤・通学者のみの世帯で12歳未満通学者

がいる世帯数 

62 通勤・通学・高齢者世帯 整数 ○ 従業・通学時の世帯の状況別住宅に住む一般世帯：通勤・通学者のほかは高齢者のみの世帯数 

63 通勤・通学・高齢者・幼児世帯 整数 ○ 
従業・通学時の世帯の状況別住宅に住む一般世帯：通勤・通学者のほかは高齢者と幼児のみの

世帯 

64 当地に常住する就業者・通学者 整数 ○ 当地に常住する15歳以上就業者・通学者：総数 

65 当地に常住する就業者 整数 ○ 当地に常住する15歳以上就業者・通学者：就業者数 

66 当地に常住する通学者 整数 ○ 当地に常住する15歳以上就業者・通学者：通学者数 

67 自宅で従業する就業者 整数 ○ 「自宅」で従業(15歳以上就業者)：就業者数 



No. 項目名 形式 
秘匿合算 

措置 
備考 

68 自宅外自市区町村従業者・通学者 整数 ○ 「自宅外の自市区町村」で従業・通学(15歳以上就業者・通学者)：総数 

69 自宅外自市区町村就業者 整数 ○ 「自宅外の自市区町村」で従業・通学(15歳以上就業者・通学者)：就業者数 

70 自宅外自市区町村通学者 整数 ○ 「自宅外の自市区町村」で従業・通学(15歳以上就業者・通学者)：通学者数 

71 県内他市区町村従業者・通学者 整数 ○ 「県内他市区町村」で従業・通学(「自市内他区」を含む)(15歳以上就業者・通学者)：総数 

72 県内他市区町村就業者 整数 ○ 「県内他市区町村」で従業・通学(「自市内他区」を含む)(15歳以上就業者・通学者)：就業者数 

73 県内他市区町村通学者 整数 ○ 「県内他市区町村」で従業・通学(「自市内他区」を含む)(15歳以上就業者・通学者)：通学者数 

74 他県で従業通学する従業者通学者 整数 ○ 「他県」で従業・通学(15歳以上就業者・通学者)：総数 

75 他県で従業する就業者 整数 ○ 「他県」で従業・通学(15歳以上就業者・通学者)：就業者数 

76 他県で通学する通学者 整数 ○ 「他県」で従業・通学(15歳以上就業者・通学者)：通学者数 

77 利用交通手段徒歩だけ 整数 ○ 利用交通手段別15歳以上自宅外就業者・通学者：徒歩だけ 

78 利用交通手段鉄道・電車 整数 ○ 利用交通手段別15歳以上自宅外就業者・通学者：鉄道・電車 

79 利用交通手段乗合バス 整数 ○ 利用交通手段別15歳以上自宅外就業者・通学者：乗合バス 

80 利用交通手段自家用車 整数 ○ 利用交通手段別15歳以上自宅外就業者・通学者：自家用車 

81 利用交通手段オートバイ 整数 ○ 利用交通手段別15歳以上自宅外就業者・通学者：オートバイ 

82 利用交通手段自転車 整数 ○ 利用交通手段別15歳以上自宅外就業者・通学者：自転車 

83 ５年前常住地人口総数 整数 ○ 人口移動総数(5年前の常住地)：総数 

84 ５年前常住地人口男 整数 ○ 人口移動総数(5年前の常住地)：男 

85 ５年前常住地人口女 整数 ○ 人口移動総数(5年前の常住地)：女 

86 ５年前常住地現住所総数 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所」：総数 

87 ５年前常住地現住所男 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所」：男 

88 ５年前常住地現住所女 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所」：女 

89 ５年前常住地現住所以外総数 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所以外」：総数 

90 ５年前常住地現住所以外男 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所以外」：男 

91 ５年前常住地現住所以外女 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所以外」：女 

92 ５年前常住地自市区町村内総数 整数 ○ 5年前の常住地が「自市区町村内」：総数 

93 ５年前常住地自市区町村内男 整数 ○ 5年前の常住地が「自市区町村内」：男 

94 ５年前常住地自市区町村内女 整数 ○ 5年前の常住地が「自市区町村内」：女 

95 ５年前常住地県内他市区町村総数 整数 ○ 5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)：総数 

96 ５年前常住地県内他市区町村男 整数 ○ 5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)：男 

97 ５年前常住地県内他市区町村女 整数 ○ 5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)：女 

98 ５年前常住地人口他県・国外総数 整数 ○ 5年前の常住地が「他県・国外」：総数 

99 ５年前常住地人口他県・国外男 整数 ○ 5年前の常住地が「他県・国外」：男 

100 ５年前常住地人口他県・国外女 整数 ○ 5年前の常住地が「他県・国外」：女 

101 ５年前常住地人口５歳以上総数 整数 ○ 人口移動総数(5年前の常住地)：5歳以上人口総数(再掲) 

102 ５年前常住地人口５歳以上男 整数 ○ 人口移動総数(5年前の常住地)：5歳以上人口男(再掲) 

103 ５年前常住地人口５歳以上女 整数 ○ 人口移動総数(5年前の常住地)：5歳以上人口女(再掲) 

104 ５年前常住現住所５歳以上総数 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所」：5歳以上人口総数(再掲) 

105 ５年前常住現住所５歳以上男 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所」：5歳以上人口男(再掲) 

106 ５年前常住現住所５歳以上女 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所」：5歳以上人口女(再掲) 

107 ５年前常住現住所以外５歳総数 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所以外」：5歳以上人口総数(再掲) 

108 ５年前常住現住所以外５歳男 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所以外」：5歳以上人口男(再掲) 

109 ５年前常住現住所以外５歳女 整数 ○ 5年前の常住地が「現住所以外」：5歳以上人口女(再掲) 

110 ５年前常住自市区町村内５歳総数 整数 ○ 5年前の常住地が「自市区町村内」：5歳以上人口総数(再掲) 

111 ５年前常住自市区町村内５歳男 整数 ○ 5年前の常住地が「自市区町村内」：5歳以上人口男(再掲) 

112 ５年前常住自市区町村内５歳女 整数 ○ 5年前の常住地が「自市区町村内」：5歳以上人口女(再掲) 

113 ５年前常住県内他市区町村５歳総 整数 ○ 5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)：5歳以上人口総数(再掲) 

114 ５年前常住県内他市区町村５歳男 整数 ○ 5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)：5歳以上人口男(再掲) 

115 ５年前常住県内他市区町村５歳女 整数 ○ 5年前の常住地が「県内他市区町村」(「自市内他区」を含む)：5歳以上人口女(再掲) 

116 ５年前常住人口他県国外５歳総数 整数 ○ 5年前の常住地が「他県・国外」：5歳以上人口総数(再掲) 

117 ５年前常住人口他県国外５歳男 整数 ○ 5年前の常住地が「他県・国外」：5歳以上人口男(再掲) 

118 ５年前常住人口他県国外５歳女 整数 ○ 5年前の常住地が「他県・国外」：5歳以上人口女(再掲) 

※フィールド名はMapInfo等のソフトウェアで利用しやすいように30バイト以内にまとめてあります。 
※形式欄の「整数」は長整数型を、「浮動小数」は浮動小数点実数を表します。 
※秘匿合算措置欄に「○」印がある指標は、秘匿・合算措置済みです。 
※備考欄に「※加工値」の記載がある指標は、基データを演算加工したものです。 

 


	平成22年国勢調査地域メッシュ統計(世界測地系)　データ項目一覧
	■基本指標
	■全指標その1
	■全指標その2


