
年収階級別世帯数
2018年

中項目 小項目※1 単位
推計世帯（年収100万未満̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100-200万未満̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収200-300万未満̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収300-400万未満̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収400-500万未満̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1000-1500万未満̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1500万以上̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100万未満持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100-200万未満持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収200-300万未満持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収300-400万未満持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収400-500万未満持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1000-1500万未満持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1500万以上持ち家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100万未満借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100-200万未満借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収200-300万未満借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収300-400万未満借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収400-500万未満借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1000-1500万未満借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1500万以上借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100-200万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収200-300万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収300-400万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収400-500万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1000-1500万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1500万以上公営・都市再⽣機構・公社の借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100万未満⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100-200万未満⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収200-300万未満⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収300-400万未満⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収400-500万未満⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1000-1500万未満⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1500万以上⺠営借家̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100万未満給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収100-200万未満給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収200-300万未満給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収300-400万未満給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収400-500万未満給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1000-1500万未満給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収1500万以上給与住宅̲9階級）18 世帯
推計世帯（年収300万未満̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300-500万未満̲5階級）18 世帯

9階級̲借家世帯数
※3

9階級̲持ち家世帯数

9階級̲世帯数
※2

9階級̲⺠営借家世帯数

9階級̲給与住宅世帯数

9階級̲公営・都市再⽣機構
・公社の借家世帯数

5階級̲世帯数
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年収階級別世帯数
2018年

中項目 小項目※1 単位
推計世帯（年収500-700万未満̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300万未満持ち家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300-500万未満持ち家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満持ち家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満持ち家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上持ち家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300万未満借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300-500万未満借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300-500万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上公営・都市再⽣機構・公社の借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300万未満⺠営借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300-500万未満⺠営借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満⺠営借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満⺠営借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上⺠営借家̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300万未満給与住宅̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収300-500万未満給与住宅̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収500-700万未満給与住宅̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収700-1000万未満給与住宅̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上給与住宅̲5階級）18 世帯
推計世帯（年収500万未満̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500-1000万未満̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500万未満持ち家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500-1000万未満持ち家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上持ち家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500万未満借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500-1000万未満借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500-1000万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上公営・都市再⽣機構・公社の借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500万未満⺠営借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500-1000万未満⺠営借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上⺠営借家̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500万未満給与住宅̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収500-1000万未満給与住宅̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収1000万以上給与住宅̲3階級）18 世帯
推計世帯（年収200万未満）18 世帯
推計世帯（年収200万未満持ち家）18 世帯
推計世帯（年収200万未満借家）18 世帯
推計世帯（年収200万未満公営・都市再⽣機構・公社の借家）18 世帯
推計世帯（年収200万未満⺠営借家）18 世帯
推計世帯（年収200万未満給与住宅）18 世帯
推計世帯（年収500万以上）18 世帯
推計世帯（年収500万以上持ち家）18 世帯
推計世帯（年収500万以上借家）18 世帯
推計世帯（年収500万以上公営・都市再⽣機構・公社の借家）18 世帯

5階級̲公営・都市再⽣機構
・公社の借家世帯数

5階級̲借家世帯数

5階級̲持ち家世帯数

5階級̲世帯数

5階級̲⺠営借家世帯数

3階級̲給与住宅世帯数

3階級̲⺠営借家世帯数

3階級̲公営・都市再⽣機構
・公社の借家世帯数

3階級̲借家世帯数

3階級̲持ち家世帯数

3階級̲世帯数

5階級̲給与住宅世帯数

年収200万円未満世帯数

年収500万円以上世帯数
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年収階級別世帯数
2018年

中項目 小項目※1 単位
推計世帯（年収500万以上⺠営借家）18 世帯
推計世帯（年収500万以上給与住宅）18 世帯
推計世帯（年収700万以上）18 世帯
推計世帯（年収700万以上持ち家）18 世帯
推計世帯（年収700万以上借家）18 世帯
推計世帯（年収700万以上公営・都市再⽣機構・公社の借家）18 世帯
推計世帯（年収700万以上⺠営借家）18 世帯
推計世帯（年収700万以上給与住宅）18 世帯
年収⾼18 万円
1世帯あたりの年収⾼18 万円/世帯
一般世帯数15 世帯
1平⽶あたりの年収⾼18 万円/㎡
面積(㎡)15Sif ㎡

最多階級 最多年収階級18 －※5
推計世帯（⽣活保護受給世帯）18 世帯
推計世帯（⽣活保護受給⾼齢単身世帯）18 世帯
推計世帯（⽣活保護受給⾼齢2人世帯）18 世帯
推計世帯（⽣活保護受給世帯のうち⾼齢単身・2人世帯除く）18 世帯

年収500万円以上世帯数

※　これらのデータは各種統計を用い、独自に推計をしています。

⽣活保護世帯数

年収700万円以上世帯数

面積・1平⽶あたり平均（万円）
※4

年収⾼・1世帯あたり平均（万円）

※5　最も世帯数の多い階級の年収下限値を収録しています。100万未満なら0、100-200なら100、1500万円以上なら1500といった具合です。

※1　小項目の末尾にはデータ集計単位を表す文字が付きます。
　　（町丁字版：Sif、1kmメッシュ版：M3W、500mメッシュ版：M4W、250mメッシュ版：M5W）

※4　面積に関わる項目は町丁字版にのみ収録しています。

※2　全種別の合計です。持ち家＋借家＋同居・住宅以外の建物に居住（未収録）
※3　借家の合計です。（公営・都市再⽣機構・公社の借家＋⺠営の借家＋給与住宅）

3/4 Copyright (c) 2020 GIKEN SHOJI INTERNATIONAL CO., LTD. All Rights Reserved.


