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婚姻・離婚の動向①
・離婚件数は、1960年代と比較して大幅に増加。
・全婚姻件数に占める再婚件数の割合は、1970年代以降、上昇傾向。

近年は、婚姻の約４件に１件が再婚となっている。

年

（万件）

初婚件数

再婚件数

離婚件数

（％）

婚姻件数に占める
再婚件数の割合

（備考）１．厚生労働省「人口動態統計」より作成。
２．令和３（2021）年の数値は、概数。令和３（2021）年の婚姻件数は、再婚件数と初婚件数の合計。
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子供あり

子供なし

離婚件数に占める子供ありの割合

・近年は減少傾向にあるものの、夫妻が親権を行う子がいる離婚件数は、

2020年は約11万１千件で、全体の約６割となっている。

婚姻・離婚の動向②

[万件]

（備考）1.厚生労働省「人口動態統計」より作成。
2.1970年以前は沖縄県を含まない。親権を行う子とは、20歳未満の未婚の子をいう。

[％]

2

図ー２



8.0 

26.9 

19.4 

0

5

10

15

20

25

30

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

3

婚姻・離婚の動向③
・親が離婚した未成年の子は毎年約20万人ずつ生じており、未成年人口1000人に対する
割合は、この20年ほど概ね10で推移している。

親が離婚した未成年の子の数（備考）厚生労働省「人口動態統計」より作成。

（備考）厚生労働省「人口動態統計」より作成。

（年）

（年）

（万人）

（人口千対）

親が離婚した未成年の子（未成年人口千対）
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（備考）厚生労働省「人口動態統計」より作成。

• 再婚件数を初婚－再婚の組合せ別に見ると、「夫妻とも再婚」が37.3％と最も多い。

夫妻の初婚－再婚の組合せ別再婚件数・割合（2020年）

4

37.3%

36.3%

26.4%

再婚件数に占める夫妻の初婚－再婚の組合せ別割合（2020年）

夫妻とも再婚

夫再婚－妻初婚

夫初婚－妻再婚

（3.7万件）

（5.0万件）

（5.2万件）

総数：13.9万件
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人口構成比（配偶関係別）（2020年、男性）
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• 1985年と比べると、2020年は、男女ともに未婚と離別の割合が上昇している。
• 50歳時点の未婚割合をみると、男性は3.7％（1985年）から24.6％（2020年）へ、

女性は4.3％（1985年）から15.8％（2020年）へ、それぞれ上昇している。

配偶関係別の人口構成比（男女別）（1985年、2020年）

5

不詳

(歳)(歳)

(歳)(歳)

未婚

有配偶

死別

未婚

有配偶

死別

離別

離別

不詳

（備考）総務省「国勢調査」より作成。
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人口構成比（配偶関係別）（1985年、男性）

（備考）総務省「国勢調査」より作成。

配偶関係別の人口構成比（1985年、男性）
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(歳)

• 50歳時点を見ると、未婚が3.7％、有配偶が92.1％、離別が2.9％、死別が1.2％となっている。
• 50歳時点で未婚・離別により配偶者のいない人の割合は6.6％となっている。

年齢 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳以上
未婚【％】 99.7 97.5 76.8 37.8 18.4 9.4 5.6 3.7 2.5 1.7 1.3 1.0 0.8 0.7 0.7
有配偶【％】 0.0 2.1 22.4 60.8 79.3 87.5 90.8 92.1 92.9 92.7 91.4 88.2 81.5 71.2 47.8
死別【％】 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 1.2 2.1 3.6 5.6 9.3 16.4 26.8 50.4
離別【％】 0.0 0.0 0.3 1.0 2.0 2.6 2.8 2.9 2.4 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 0.9
不詳【％】 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

有配偶

未婚

死別

離別
不詳
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配偶関係別の人口構成比（2020年、男性）
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• 50歳時点を見ると、未婚が24.6％、有配偶が64.2％、離別が5.7％、死別が0.5％となっている。
• 50歳時点で未婚・離別により配偶者のいない人の割合は30.3％となっている。

年齢 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳以上
未婚【％】 99.9 94.9 75.9 50.4 35.8 28.8 26.5 24.6 20.5 16.3 13.2 9.7 5.3 2.9 1.8 1.1 0.9 1.6
有配偶【％】 0.0 1.2 12.7 39.5 55.1 62.3 64.0 64.2 67.4 71.4 74.3 76.6 80.2 80.1 75.0 62.7 43.2 22.7
死別【％】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.5 0.8 1.5 2.6 4.5 6.9 10.8 17.6 30.5 49.7 67.3
離別【％】 0.0 0.1 0.5 1.3 2.3 3.3 4.4 5.7 6.7 7.1 6.7 6.0 4.6 3.3 2.0 1.3 0.9 0.8
不詳【％】 0.0 3.8 10.9 8.8 6.7 5.5 4.9 5.1 4.5 3.7 3.3 3.2 3.0 3.0 3.5 4.4 5.4 7.6

(歳)

有配偶

未婚

死別

離別

不詳

（備考）総務省「国勢調査」より作成。
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• 50歳時点を見ると、未婚が4.3％、有配偶が85.1％、離別が4.4％、死別が6.2％となってい
る。

• 50歳時点で未婚・離別により配偶者のいない人の割合は8.7％となっている。

年齢 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳以上
未婚【％】 99.7 94.3 49.1 14.0 7.5 5.5 4.5 4.3 4.5 4.0 2.8 1.9 1.3 1.0 0.8
有配偶【％】 0.0 5.3 49.7 83.3 88.0 88.4 87.7 85.1 80.8 73.1 60.4 46.0 31.2 17.6 5.2
死別【％】 0.0 0.0 0.1 0.2 0.7 1.5 3.2 6.2 10.4 18.4 33.0 49.1 65.0 79.3 92.2
離別【％】 0.0 0.1 1.0 2.4 3.8 4.5 4.6 4.4 4.3 4.4 3.7 2.8 2.1 1.8 1.4
不詳【％】 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3

(歳)

有配偶

未婚

死別

離別

不詳

（備考）総務省「国勢調査」より作成。
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• 50歳時点を見ると、未婚が15.8％、有配偶が69.3％、離別が10.2％、死別が1.4％となっ
ている。

• 50歳時点で未婚・離別により配偶者のいない人の割合は26.0％となっている。

年齢 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳以上
未婚【％】 100.0 94.8 71.6 40.5 25.8 19.7 17.7 15.8 12.5 8.8 6.3 5.0 4.3 3.6 3.4 3.4 3.2 2.3
有配偶【％】 0.0 2.0 19.5 51.0 65.2 70.0 70.0 69.3 71.2 73.6 73.5 68.7 60.3 46.4 27.9 12.4 3.9 1.5
死別【％】 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 1.4 2.7 5.2 9.1 15.5 25.6 40.5 58.8 73.6 82.2 84.6
離別【％】 0.0 0.1 1.2 3.0 4.9 6.6 8.5 10.2 10.7 10.1 9.0 8.3 6.5 4.8 3.4 2.6 2.3 1.6
不詳【％】 0.0 3.1 7.7 5.5 4.0 3.4 3.2 3.3 2.8 2.3 2.0 2.5 3.3 4.7 6.5 7.9 8.4 10.1

(歳)

有配偶

未婚

死別

離別
不詳

（備考）総務省「国勢調査」より作成。
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• 1985年と比べると、2020年は、男女ともに未婚と離別の人数が増加している。
• 50歳時点の未婚者数をみると、男性は3.0万人（1985年）から22.7万人（2020年）へ、

女性は3.6万人（1985年）から14.5万人（2020年）へ、それぞれ増加している。

配偶関係別の人口構成比（男女別）（1985年、2020年）

(歳)(歳)

(歳)(歳)

未婚 有配偶

（備考）総務省「国勢調査」より作成。
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• 50歳時点を見ると、未婚が3.0万人、有配偶が75.4万人、離別が2.3万人、死別が
1.0万人となっている。

• 50歳時点で未婚・離別により配偶者のいない人の数は5.4万人となっている。

(万人)

年齢 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳以上
未婚【万人】 98.6 89.1 60.6 32.0 20.2 7.3 4.8 3.0 1.8 1.0 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2
有配偶【万人】 0.0 1.9 17.7 51.4 87.1 68.2 77.8 75.4 67.2 54.5 37.6 28.9 20.3 9.8 12.2
死別【万人】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 1.0 1.5 2.1 2.3 3.0 4.1 3.7 12.9
離別【万人】 0.0 0.0 0.3 0.9 2.2 2.1 2.4 2.3 1.7 1.1 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2
不詳【万人】 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(歳)

有配偶未婚

離別

死別

不詳

（備考）総務省「国勢調査」より作成。
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• 50歳時点を見ると、未婚が22.7万人、有配偶が59.2万人、離別が5.2万人、死別が
0.4万人となっている。

• 50歳時点で未婚・離別により配偶者のいない人の数は27.9万人となっている。

(万人)

年齢 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳以上
未婚【万人】 54.9 56.9 46.8 31.6 25.5 22.7 24.7 22.7 17.3 11.8 9.8 8.7 3.0 1.5 0.6 0.2 0.0 0.0
有配偶【万人】 0.0 0.7 7.8 24.8 39.3 49.0 59.8 59.2 56.8 51.9 55.1 68.8 45.0 41.6 25.6 9.4 1.6 0.2
死別【万人】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 1.1 2.0 4.0 3.9 5.6 6.0 4.6 1.8 0.7
離別【万人】 0.0 0.0 0.3 0.8 1.6 2.6 4.1 5.2 5.7 5.1 4.9 5.4 2.6 1.7 0.7 0.2 0.0 0.0
不詳【万人】 0.0 2.3 6.7 5.5 4.8 4.4 4.6 4.7 3.8 2.7 2.4 2.9 1.7 1.6 1.2 0.7 0.2 0.1

(歳)

有配偶

未婚

離別

死別

不詳

（備考）総務省「国勢調査」より作成。

図ー12



0

20

40

60

80

100

120

140

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85~

人口構成（配偶関係別）（1985年、女性）

配偶関係別の人口構成比（1985年、女性）

13

• 50歳時点を見ると、未婚が3.6万人、有配偶が70.7万人、離別が3.7万人、死別が
5.1万人となっている。

• 50歳時点で未婚・離別により配偶者のいない人の数は7.3万人となっている。

(万人)

年齢 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳以上
未婚【万人】 93.3 82.9 37.9 11.6 8.1 4.3 3.9 3.6 3.4 2.6 1.6 0.8 0.5 0.2 0.4
有配偶【万人】 0.0 4.7 38.3 68.8 95.8 69.3 76.0 70.7 60.3 48.7 34.6 20.1 11.1 3.8 2.8
死別【万人】 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.2 2.8 5.1 7.7 12.3 18.9 21.5 23.0 17.2 48.8
離別【万人】 0.0 0.1 0.8 2.0 4.2 3.5 3.9 3.7 3.2 2.9 2.1 1.2 0.8 0.4 0.8
不詳【万人】 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

(歳)

有配偶

未婚

離別

死別

不詳

（備考）総務省「国勢調査」より作成。
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• 50歳時点を見ると、未婚が14.5万人、有配偶が63.4万人、離別が9.3万人、死別が
1.3万人となっている。

• 50歳時点で未婚・離別により配偶者のいない人の数は23.8万人となっている。

(歳)

(万人)

配偶関係 15歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳以上
未婚【万人】 52.1 54.8 42.5 24.5 17.9 15.2 16.2 14.5 10.6 6.5 4.9 5.0 2.9 2.4 1.9 1.2 0.4 0.2
有配偶【万人】 0.0 1.1 11.6 30.9 45.3 54.0 64.2 63.4 60.3 54.7 57.0 67.8 40.6 31.9 15.4 4.3 0.5 0.1
死別【万人】 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.3 2.3 3.9 7.1 15.3 17.2 27.8 32.5 25.3 11.0 5.9
離別【万人】 0.0 0.1 0.7 1.8 3.4 5.1 7.8 9.3 9.1 7.5 6.9 8.2 4.4 3.3 1.9 0.9 0.3 0.1
不詳【万人】 0.0 1.8 4.6 3.3 2.8 2.6 2.9 3.1 2.4 1.7 1.6 2.4 2.2 3.2 3.6 2.7 1.1 0.7

有配偶

未婚

離別

死別

不詳

（備考）総務省「国勢調査」より作成。
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（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2022）」より作成。
２．「50歳時の未婚割合」とは、45～49歳の未婚割合と50～54歳の未婚割合の平均値。
３．平成27（2015）年と令和２（2020）年は、配偶関係不詳補完結果に基づく値。

・2020年の50歳時未婚割合は、男性28.25％、女性17.81％となっており、50歳の男性の約４人

に１人、女性の約６人に１人は結婚経験がない。

50歳時の未婚割合

（％）

（年）

図ー15



２７歳, 36,245 

２６歳, 42,967 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

届出時の年齢別 婚姻件数（夫－初婚、妻－初婚）（2020年）

※平均初婚年齢
夫 31.0歳
妻 29.4歳

（備考）厚生労働省「人口動態統計」より作成。

• 2020年の平均初婚年齢は、夫31.0歳、妻29.4歳である。 最も婚姻件数が多い年齢は、男
性が27歳、女性が26歳である。

婚姻件数（夫－初婚、妻－初婚）（2020年）

16

女性

男性

（件）
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恋愛結婚・見合い結婚の割合推移

・現在、日本では恋愛結婚が約9割となっている。
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（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所「社会保障・人口問題基本調査（出生動向基本調査）」（夫婦調査）より作成。

２．対象は初婚どうしの夫婦。第7 回調査（1930 ～ 39 年から1970 ～ 74 年）、第8 回調査（1975 ～ 79 年）、第9 回調査（1980 ～ 84 年）、第10 回調査（1985 ～ 89 年）、

第11 回調査（1990 ～ 94 年）、第12 回調査（1995 年～ 99 年）、第13 回調査（2000 ～ 04 年）、第14 回調査（2005 ～ 09 年）、第15 回調査（2010 ～ 14 年）による。

夫婦が出会ったきっかけについて「見合いで」および「結婚相談所で」と回答したものを見合い結婚とし、それ以外の「学校で」、「職場や仕事の関係で」、「幼なじみ・隣人関係」、

「学校以外のサークル活動やクラブ活動・習いごとで」、「友人や兄弟姉妹を通じて」、「街なかや旅行先で」、「アルバイトで」を恋愛結婚と分類して集計。

出会ったきっかけが「その他」「不詳」は構成には含むが掲載は省略。

図ー17
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今後の結婚願望
・独身者のうち、これまで結婚経験のない人の今後の結婚願望について見ると、「結婚意思あり」

と回答した人は、20代では男性54.4％、女性64.6％、30代では男女ともに46.4％となっている。

（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
２．独身者のうち、これまで結婚経験がない者が対象。
３．「結婚意思あり」は、「現在、既に予定がある・決まっている」「現在、予定はないが是非したい」「現在、予定はないが出来ればしたい」の累計値。
４．「結婚意思なし」は、「出来ればしたくない」「したくない」の累計値。
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特‐35図 現在の配偶者状況

		Ⅰ-特‐図 現在の配偶者状況

		 		N		配偶者、恋人はいない（未婚）		配偶者はいないが恋人はいる（未婚）		配偶者（事実婚・内縁）がいる		配偶者（法律婚）がいる						 		N		配偶者、恋人はいない（未婚）		配偶者はいないが恋人はいる（未婚）		配偶者（事実婚・内縁）がいる		配偶者（法律婚）がいる

		20代
(n=1,532)		1532		51.4		27.3		1.4		19.8						20代
(n=1,546)		1546		65.8		19.1		1.5		13.6

		30代
(n=1,811)		1811		27.0		7.3		3.0		62.6						30代
(n=1,810)		1810		35.5		7.8		2.1		54.6

		40代
(n=2,392)		2392		22.1		6.0		2.5		69.4						40代
(n=2,389)		2389		28.4		4.6		2.4		64.6

		50代
(n=2,204)		2204		23.0		4.0		3.1		69.8						50代
(n=2,159)		2159		26.7		3.2		1.9		68.2

		60代
(n=2,140)		2140		22.8		2.5		3.0		71.7						60代
(n=2,017)		2017		21.5		1.9		1.3		75.2



		Q2 配偶者状況／女性 ハイグウシャ ジョウキョウ ジョセイ																Q2 配偶者状況／男性 ハイグウシャ ジョウキョウ ダンセイ

				特‐35図 現在の配偶者状況

								＜女性＞ ジョセイ										＜男性＞ ダンセイ



配偶者、恋人はいない（未婚）	

20代	
(n=1,532)	30代	
(n=1,811)	40代	
(n=2,392)	50代	
(n=2,204)	60代	
(n=2,140)	51.436031331592702	27.001656543346201	22.073578595317699	23.049001814882001	22.757009345794401	配偶者はいないが恋人はいる（未婚）	

20代	
(n=1,532)	30代	
(n=1,811)	40代	
(n=2,392)	50代	
(n=2,204)	60代	
(n=2,140)	27.284595300261099	7.3440088348978501	5.9782608695652204	4.0381125226860304	2.5233644859813098	配偶者（事実婚・内縁）がいる	

20代	
(n=1,532)	30代	
(n=1,811)	40代	
(n=2,392)	50代	
(n=2,204)	60代	
(n=2,140)	1.43603133159269	3.0369961347321901	2.5083612040133798	3.0852994555353899	3.0373831775700899	配偶者（法律婚）がいる	

20代	
(n=1,532)	30代	
(n=1,811)	40代	
(n=2,392)	50代	
(n=2,204)	60代	
(n=2,140)	19.843342036553501	62.617338487023702	69.4397993311037	69.827586206896598	71.682242990654203	







配偶者、恋人はいない（未婚）	

20代	
(n=1,546)	30代	
(n=1,810)	40代	
(n=2,389)	50代	
(n=2,159)	60代	
(n=2,017)	65.782664941785299	35.469613259668499	28.421933863541199	26.725335803612801	21.517104610808101	配偶者はいないが恋人はいる（未婚）	

20代	
(n=1,546)	30代	
(n=1,810)	40代	
(n=2,389)	50代	
(n=2,159)	60代	
(n=2,017)	19.146183699870601	7.8453038674033104	4.6044370029300996	3.2422417786011999	1.9335647000495799	配偶者（事実婚・内縁）がいる	

20代	
(n=1,546)	30代	
(n=1,810)	40代	
(n=2,389)	50代	
(n=2,159)	60代	
(n=2,017)	1.48771021992238	2.09944751	38121498	2.3859355378819598	1.85270958777212	1.3386217154189399	配偶者（法律婚）がいる	

20代	
(n=1,546)	30代	
(n=1,810)	40代	
(n=2,389)	50代	
(n=2,159)	60代	
(n=2,017)	13.5834411384217	54.585635359115997	64.587693595646698	68.179712830013898	75.210708973723399	







（備考）「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。

印刷イメージ

（％）

（％）



特‐36図 恋愛結婚・見合い結婚の割合推移

				恋愛結婚 レンアイ ケッコン		見合い結婚 ミア ケッコン

		1935

				13.4		69.0										特‐36図 恋愛結婚・見合い結婚の割合推移 レンアイ ケッコン ミア ケッコン ワリアイ スイイ

		1940

				14.6		69.1

		1945

				21.4		59.8

		1950

				33.1		53.9

		1955

				36.2		54.0

		1960

				41.1		49.8

		1965

				48.7		44.9

		1970

				61.5		33.1

		1975

				66.7		30.4

		1980

				72.6		24.9

		1985

				80.2		17.7

		1990

				84.8		12.7

		1995

				87.2		7.7

		2000

				87.4		6.2

		2005

				88.0		5.3

		2010

				87.9		5.3

		2015



恋愛結婚	

1935	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	13.4	14.6	21.4	33.1	36.200000000000003	41.1	48.7	61.5	66.7	72.599999999999994	80.2	84.8	87.2	87.4	88	87.9	見合い結婚	

1935	1940	1945	1950	1955	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015	69	69.099999999999994	59.8	53.9	54	49.8	44.9	33.1	30.4	24.9	17.7	12.7	7.7	6.2	5.3	5.3	







（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所「社会保障・人口問題基本調査（出生動向基本調査）」（夫婦調査）より作成。
　　　　２．対象は初婚どうしの夫婦。第7 回調査（1930 ～ 39 年から1970 ～ 74 年）、第8 回調査（1975 ～ 79 年）、第9 回調査（1980 ～ 84 年）、第10 回調査（1985 ～ 89 年）、第11 回調査（1990 ～ 94 年）、第12 回調査（1995 年～ 99 年）、第13 回調査（2000 ～ 04 年）、第14 回調査（2005 ～ 09 年）、第15 回調査（2010 ～ 14 年）による。夫婦が出会ったきっかけについて「見合いで」および「結婚相談所で」と回答したものを見合い結婚とし、それ以外の「学校で」、「職場や仕事の関係で」、「幼なじみ・隣人関係」、「学校以外のサークル活動やクラブ活動・習いごとで」、「友人や兄弟姉妹を通じて」、「街なかや旅行先で」、「アルバイトで」を恋愛結婚と分類して集計。出会ったきっかけが「その他」「不詳」は構成には含むが掲載は省略。

（％）

結婚年次

恋愛結婚・見合い結婚の構成

（年）



特‐37図これまでの恋人の人数

		Ⅰ-特‐図 これまでの恋人の人数

		 		N		0人 ニン		1人 ニン		2人 ニン		3人 ニン		4人 ニン		5人 ニン		6人以上 ヒト イジョウ		答えたくない・覚えていない		3人以上 ニンイジョウ						特‐37図 これまでの恋人の人数

		女性20-39歳
(n=1,515) ジョセイ サイ		1515		5.3		14.4		13.4		16.1		9.6		11.6		16.6		12.9		53.9						＜既婚者＞ キコンシャ

		男性20-39歳
(n=1,259) ダンセイ サイ		1259		7.1		16.7		12.2		17.1		9.8		9.0		16.8		11.3		52.7

		女性40-54歳
(n=2,646) ジョセイ サイ		2646		3.9		14.1		17.2		17.6		8.6		9.4		10.2		19.0		45.8

		男性40-54歳
(n=2,358) ダンセイ サイ		2358		6.3		14.5		14.5		18.5		10.5		9.7		12.5		13.5		51.1

		女性55-69歳
(n=2,281) ジョセイ サイ		2281		8.1		21.0		18.6		18.2		5.1		6.4		4.6		17.8		34.4

		男性55-69歳
(n=2,298) ダンセイ		2298		7.6		18.2		17.4		18.5		8.1		9.6		7.4		13.2		43.5



		Q44S2 これまでの恋人の人数／既婚者 キコンシャ

		 		N		0人 ニン		1人 ニン		2人 ニン		3人 ニン		4人 ニン		5人 ニン		6人以上 ヒト イジョウ		答えたくない・覚えていない		3人以上 ニンイジョウ

		女性20-39歳
(n=1,828) ジョセイ サイ		1828		24.1		13.2		10.8		9.7		5.9		6.6		8.8		20.8		31.0

		男性20-39歳
(n=2,097) ダンセイ サイ		2097		37.6		11.0		10.2		8.2		4.0		4.3		8.0		16.7		24.5						＜独身者＞ ドクシンシャ

		女性40-54歳
(n=1,022) ジョセイ サイ		1022		13.2		8.9		10.8		11.3		6.7		7.6		10.5		31.1		36.0

		男性40-54歳
(n=1,146) ダンセイ サイ		1146		23.5		9.0		9.7		10.7		3.1		6.2		10.3		27.5		30.4

		女性55-69歳
(n=787) ジョセイ サイ		787		9.1		14.6		15.2		16.6		6.2		6.0		5.7		26.4		34.6

		男性55-69歳
(n=763) ダンセイ		763		19.8		11.9		12.1		9.4		4.6		7.1		9.8		25.3		30.9



		Q44S2 これまでの恋人の人数／独身者 ドクシンシャ



0人	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	女性40-54歳	
(n=2,646)	男性40-54歳	
(n=2,358)	女性55-69歳	
(n=2,281)	男性55-69歳	
(n=2,298)	5.3465346534653504	7.0691024622716396	3.9304610733182201	6.3189143341815104	8.1104778605874603	7.6153176675369902	1人	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	女性40-54歳	
(n=2,646)	男性40-54歳	
(n=2,358)	女性55-69歳	
(n=2,281)	男性55-69歳	
(n=2,298)	14.389438943894399	16.679904686258901	14.134542705971301	14.5462256149279	21.0434020166594	18.1897302001741	2人	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	女性40-54歳	
(n=2,646)	男性40-54歳	
(n=2,358)	女性55-69歳	
	(n=2,281)	男性55-69歳	
(n=2,298)	13.399339933993399	12.2319301032566	17.157974300831398	14.503816793893099	18.632178868917102	17.449956483899001	3人	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	女性40-54歳	
(n=2,646)	男性40-54歳	
(n=2,358)	女性55-69歳	
(n=2,281)	男性55-69歳	
(n=2,298)	16.1056105610561	17.077045274027	17.5736961451247	18.490245971162	18.237615081104799	18.494342906875499	4人	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	女性40-54歳	
(n=2,646)	男性40-54歳	
(n=2,358)	女性55-69歳	
(n=2,281)	男性55-69歳	
(n=2,298)	9.6369636963696408	9.8490865766481299	8.6167800453514705	10.4749787955895	5.1293292415607201	8.0939947780678896	5人	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	女性40-54歳	
(n=2,646)	男性40-54歳	
(n=2,358)	女性55-69歳	
(n=	2,281)	男性55-69歳	
(n=2,298)	11.5511551155116	8.9753772835583803	9.4104308390022702	9.6692111959287494	6.4445418676019299	9.57354221061793	6人以上	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	女性40-54歳	
(n=2,646)	男性40-54歳	
(n=2,358)	女性55-69歳	
(n=2,281)	男性55-69歳	
(n=2,298)	16.633663366336634	16.838760921366156	10.204081632653059	12.510602205258692	4.603244191144233	7.3542210617928614	答えたくない・覚えていない	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	女性40-54歳	
(n=2,646)	男性40-54歳	
(n=2,358)	女性55-69歳	
(n=2,281)	男性55-69歳	
(n=2,298)	12.9372937293729	11.2787926926132	18.972033257747501	13.4860050890585	17.7992108724244	13.2288946910357	







0人	

女性20-39歳	
(n=1,828)	男性20-39歳	
(n=2,097)	女性40-54歳	
(n=1,022)	男性40-54歳	
(n=1,146)	女性55-69歳	
(n=787)	男性55-69歳	
(n=763)	24.124726477024101	37.625178826895599	13.209393346379599	23.472949389179799	9.1486658195679809	19.790301441677599	1人	

女性20-39歳	
(n=1,828)	男性20-39歳	
(n=2,097)	女性40-54歳	
(n=1,022)	男性40-54歳	
(n=1,146)	女性55-69歳	
(n=787)	男性55-69歳	
(n=763)	13.1838074398249	11.015736766809701	8.9041095890411004	8.9877835951134397	14.6124523506989	11.926605504587201	2人	

女性20-39歳	
(n=1,828)	男性20-39歳	
(n=2,097)	女性40-54歳	
(n=1,022)	男性40-54歳	
(n=1,146)	女性55-69	歳	
(n=787)	男性55-69歳	
(n=763)	10.8315098468271	10.157367668097301	10.763209393346401	9.6858638743455501	15.247776365946599	12.0576671035387	3人	

女性20-39歳	
(n=1,828)	男性20-39歳	
(n=2,097)	女性40-54歳	
(n=1,022)	男性40-54歳	
(n=1,146)	女性55-69歳	
(n=787)	男性55-69歳	
(n=763)	9.7374179431072196	8.1545064377682408	11.252446183952999	10.732984293193701	16.645489199491699	9.4364351245085203	4人	

女性20-39歳	
(n=1,828)	男性20-39歳	
(n=2,097)	女性40-54歳	
(n=1,022)	男性40-54歳	
(n=1,146)	女性55-69歳	
(n=787)	男性55-69歳	
(n=763)	5.9080962800875296	4.0057224606580801	6.6536203522504902	3.1413612565445002	6.2261753494282104	4.5871559633027497	5人	

女性20-39歳	
(n=1,828)	男性20-39歳	
(n=2,097)	女性40-54歳	
(n=1,022)	男性40-54歳	
(n=1,146)	女性55-69歳	
(n=787)	男性55-69歳	
(n=763)	6.5645514223194699	4.3395326657129196	7.6320939334637998	6.1954624781849903	5.9720457433291001	7.0773263433813902	6人以上	

女性20-39歳	
(n=1,828)	男性20-39歳	
(n=2,097)	女性40-54歳	
(n=1,022)	男性40-54歳	
(n=1,146)	女性55-69歳	
(n=787)	男性55-69歳	
(n=763)	8.8074398249452965	8.0114449213161674	10.469667318982379	10.296684118673655	5.7179161372299872	9.829619921363042	答えたくない・覚えていない	

女性20-39歳	
(n=1,828)	男性20-39歳	
(n=2,097)	女性40-54歳	
(n=1,022)	男性40-54歳	
(n=1,146)	女性55-69歳	
(n=787)	男性55-69歳	
(n=763)	20.842450765864299	16.690510252742001	31.115459882583199	27.486910994764401	26.429479034307501	25.294888597640899	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」
　　　　　　（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．中学卒業から最初の結婚まで、「恋人として交際」した人数（結婚相手含む）。
　　　　　　ただし、結婚した人で「結婚相手が恋人ではない」とする人もいるため、既婚者で
　　　　　　「０人」の場合もある。

印刷イメージ

（％）

（％）



特‐38図 これまでの恋人の人数、デートした人数

		Ⅰ-特‐図 これまでの恋人の人数、デートした人数 ニンズウ

				[%131]						【表頭２】Q44S2 [中学卒業から最初の結婚まで、「恋人として交際」した人数（結婚相手含む）]あなたには、以下のような人が何人ぐらいいるか、それぞれお答えください。（それぞれ1つ）

										全体

						【表側１】HQ2 婚姻状況
【表側２】R性年代(10区分) （10区分）				全体		0人		1人		2人		3人		4人		5人		6人		7人		8人		9人		10人		11人		12人		13人		14人		15人以上		答えたくない・覚えていない



				全体						20000		13.2		14.6		14.1		15.0		7.1		8.0		2.9		1.7		1.2		0.4		1.9		0.2		0.2		0.1		0.0		1.2		18.2

				全体		女性/20代				1532		21.5		14.7		11.7		11.3		6.7		7.5		3.1		1.9		1.0		0.8		1.6		0.4		0.2		0.1		0.1		0.2		17.1

						女性/30代				1811		10.7		12.9		12.3		13.7		8.3		9.9		4.7		2.8		1.5		0.7		2.5		0.4		0.2		0.3		0.0		1.7		17.4

						女性/40代				2392		6.5		12.6		14.3		15.4		8.7		9.4		2.9		2.1		1.8		0.4		2.2		0.3		0.3		0.1		0.0		1.3		21.8

						女性/50代				2204		7.1		14.6		16.8		16.9		6.7		7.7		2.8		1.0		1.2		0.3		1.4		0.1		0.0		0.1		0.0		1.0		22.4

						女性/60代				2140		8.6		20.4		18.6		18.0		5.0		6.0		1.3		0.7		0.5		0.1		0.8		0.0		0.1		0.0		0.0		0.3		19.6

						男性/20代				1546		34.7		14.2		9.8		8.7		4.3		4.7		2.8		2.1		1.5		0.5		1.1		0.3		0.2		0.1		0.0		0.6		14.3

						男性/30代				1810		18.8		12.2		11.9		13.9		7.8		7.3		4.1		2.4		1.7		0.6		2.3		0.4		0.2		0.2		0.1		1.2		15.0

						男性/40代				2389		12.0		12.5		12.9		15.4		8.6		8.4		3.4		2.3		0.8		0.6		2.3		0.4		0.3		0.1		0.0		2.1		17.9

						男性/50代				2159		10.8		13.1		14.6		16.4		7.4		9.1		2.5		1.3		1.3		0.4		1.9		0.1		0.2		0.1		0.0		2.2		18.5

						男性/60代				2017		11.2		18.5		16.0		16.6		6.8		8.7		1.6		0.7		0.6		0.2		2.1		0.0		0.2		0.0		0.0		1.6		15.0

				全体						7643		24.3		11.4		11.0		10.3		5.0		6.0		2.3		1.6		1.2		0.4		1.6		0.3		0.2		0.1		0.0		1.2		23.1

				独身		女性/20代/独身 ドクシン				1206		25.2		14.3		11.6		9.9		6.3		6.3		2.5		1.7		1.0		0.7		1.2		0.5		0.2		0.1		0.1		0.1		18.4

						女性/30代/独身				622		22.0		10.9		9.3		9.5		5.1		7.1		3.4		2.3		1.0		0.5		1.6		0.3		0.2		0.2		0.0		1.1		25.6

						女性/40代/独身				671		13.7		10.3		9.4		11.5		7.2		7.2		0.9		2.1		2.4		0.4		2.2		0.3		0.0		0.1		0.0		1.5		30.8

						女性/50代/独身				597		11.9		9.2		12.2		12.9		6.2		8.4		2.7		1.2		1.2		0.5		2.0		0.3		0.2		0.2		0.0		1.5		29.5

						女性/60代/独身				541		8.1		15.2		17.4		17.0		5.9		5.0		1.7		0.7		0.4		0.2		1.1		0.0		0.2		0.0		0.0		0.7		26.4

						男性/20代/独身				1313		39.3		12.9		9.7		7.6		3.7		3.9		2.4		1.8		1.4		0.4		1.1		0.3		0.2		0.1		0.0		0.5		14.7

						男性/30代/独身				784		34.8		7.9		10.8		9.1		4.5		5.1		2.8		1.5		1.0		0.3		1.4		0.3		0.0		0.0		0.0		0.5		20.0

						男性/40代/独身				789		23.7		9.8		9.4		10.9		3.4		4.8		3.0		2.3		1.3		0.3		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		27.4

						男性/50代/独身				647		21.8		7.3		11.0		8.5		3.9		8.3		1.7		1.1		1.4		0.3		2.2		0.2		0.6		0.0		0.0		3.1		28.7

						男性/60代/独身				473		19.5		14.8		12.3		11.4		4.0		7.0		0.8		0.8		0.8		0.4		2.5		0.2		0.4		0.0		0.0		2.5		22.4

				全体						12357		6.3		16.5		16.0		17.8		8.5		9.2		3.3		1.8		1.2		0.5		2.0		0.2		0.2		0.1		0.0		1.3		15.1

				既婚（事実婚含む）		女性/20代/既婚 キコン				326		7.7		16.0		12.0		16.6		8.3		12.0		5.5		2.8		1.2		1.5		3.1		0.0		0.3		0.0		0.3		0.6		12.3

						女性/30代/既婚 キコン				1189		4.7		14.0		13.8		16.0		10.0		11.4		5.5		3.1		1.8		0.8		2.9		0.4		0.3		0.3		0.0		1.9		13.1

						女性/40代/既婚 キコン				1721		3.7		13.5		16.2		17.0		9.4		10.2		3.7		2.1		1.6		0.3		2.2		0.3		0.3		0.1		0.1		1.2		18.2

						女性/50代/既婚 キコン				1607		5.4		16.6		18.5		18.4		6.8		7.4		2.8		0.9		1.2		0.2		1.2		0.0		0.0		0.1		0.0		0.7		19.8

						女性/60代/既婚 キコン				1599		8.7		22.2		19.0		18.3		4.6		6.3		1.1		0.8		0.6		0.1		0.8		0.1		0.1		0.0		0.0		0.1		17.3

						男性/20代/既婚 キコン				233		9.0		21.9		10.3		15.0		7.7		9.0		5.2		3.9		1.7		1.3		0.9		0.4		0.4		0.0		0.0		1.3		12.0

						男性/30代/既婚 キコン				1026		6.6		15.5		12.7		17.5		10.3		9.0		5.1		3.1		2.2		0.8		3.0		0.5		0.4		0.4		0.1		1.7		11.1

						男性/40代/既婚 キコン				1600		6.2		13.9		14.6		17.6		11.2		10.2		3.6		2.4		0.6		0.8		2.6		0.6		0.4		0.2		0.0		2.0		13.3

						男性/50代/既婚 キコン				1512		6.1		15.6		16.2		19.8		8.9		9.4		2.9		1.3		1.3		0.4		1.9		0.1		0.1		0.1		0.0		1.9		14.2

						男性/60代/既婚 キコン				1544		8.6		19.6		17.2		18.2		7.7		9.3		1.9		0.6		0.5		0.2		2.0		0.0		0.1		0.1		0.0		1.3		12.7

				[%132]						【表頭２】Q44S3 [中学卒業から最初の結婚まで、「デート」した人数（結婚相手含む、恋人でない人含む）]あなたには、以下のような人が何人ぐらいいるか、それぞれお答えください。（それぞれ1つ）

										全体

						【表側１】HQ2 婚姻状況
【表側２】R性年代(10区分) （10区分）				全体		0人		1人		2人		3人		4人		5人		6人		7人		8人		9人		10人		11人		12人		13人		14人		15人以上		答えたくない・覚えていない



				全体						20000		12.0		9.8		8.6		10.5		6.6		8.9		4.0		3.0		2.3		1.2		4.6		0.6		0.5		0.2		0.2		5.1		22.1

				全体		女性/20代				1532		21.2		8.9		7.9		8.3		5.4		6.5		3.7		3.3		2.0		1.6		3.5		0.9		0.7		0.1		0.1		3.5		22.3

						女性/30代				1811		10.0		9.4		7.2		8.2		7.2		7.3		4.8		3.7		2.4		2.1		5.1		1.1		0.8		0.5		0.4		7.1		22.6

						女性/40代				2392		5.9		7.7		8.1		10.0		6.8		9.8		3.7		3.2		2.8		1.7		5.4		0.7		0.6		0.4		0.1		6.0		27.0

						女性/50代				2204		5.9		9.2		10.3		11.6		7.2		9.0		4.0		2.8		2.0		0.8		5.2		0.4		0.2		0.2		0.0		4.4		26.8

						女性/60代				2140		6.4		12.1		10.7		14.7		6.9		11.3		3.6		2.4		1.6		0.3		3.4		0.2		0.3		0.1		0.0		2.0		23.9

						男性/20代				1546		34.9		11.3		7.1		6.2		4.7		4.5		3.8		2.8		1.2		0.8		2.4		0.6		0.3		0.1		0.2		3.1		16.0

						男性/30代				1810		18.3		10.5		7.8		9.2		6.1		7.6		4.4		2.9		2.5		1.3		3.8		1.1		0.2		0.4		0.5		5.3		18.1

						男性/40代				2389		11.4		9.0		8.5		9.8		6.2		8.4		4.7		3.8		2.6		1.2		4.7		0.8		0.6		0.4		0.0		6.2		21.6

						男性/50代				2159		8.8		9.5		8.1		11.2		6.3		10.3		3.6		2.7		2.5		1.2		5.8		0.5		0.5		0.1		0.1		7.1		21.8

						男性/60代				2017		7.3		11.3		9.1		13.7		8.2		11.7		3.2		2.7		2.4		0.7		5.6		0.2		0.3		0.0		0.2		5.1		18.2

				全体						7643		23.4		7.2		7.4		7.7		4.7		6.3		3.1		2.4		1.6		0.9		3.4		0.6		0.3		0.2		0.1		4.6		26.2

				独身		女性/20代/独身 ドクシン				1206		25.1		8.4		7.5		8.0		4.8		5.6		3.3		2.9		1.9		1.5		3.2		0.8		0.7		0.1		0.0		3.2		23.0

						女性/30代/独身				622		21.5		6.8		6.8		5.8		5.0		4.7		3.2		2.9		2.6		1.0		3.9		1.3		0.6		0.3		0.3		4.8		28.6

						女性/40代/独身				671		12.4		5.7		6.6		7.2		4.8		8.3		3.1		2.1		1.9		1.9		4.5		0.6		0.1		0.0		0.1		7.0		33.7

						女性/50代/独身				597		10.9		5.5		7.9		9.7		5.7		8.0		3.0		2.3		1.5		0.7		5.2		0.5		0.3		0.3		0.0		5.0		33.3

						女性/60代/独身				541		6.7		10.2		9.8		12.4		6.8		9.6		3.3		2.4		1.3		0.2		2.4		0.2		0.2		0.2		0.0		2.4		32.0

						男性/20代/独身				1313		39.8		8.9		6.9		5.5		4.3		4.2		3.1		2.7		1.1		0.7		2.1		0.6		0.3		0.1		0.2		3.2		16.1

						男性/30代/独身				784		34.1		6.4		8.0		6.1		3.6		6.5		2.8		1.7		1.0		0.8		1.8		0.6		0.3		0.5		0.3		3.6		22.1

						男性/40代/独身				789		22.9		6.5		7.0		7.1		3.4		5.3		2.8		2.3		1.8		0.4		4.1		0.6		0.1		0.0		0.0		5.6		30.2

						男性/50代/独身				647		19.2		5.4		6.5		7.1		3.4		5.9		3.2		1.7		2.2		0.3		4.6		0.2		0.2		0.2		0.0		7.9		32.1

						男性/60代/独身				473		15.4		6.1		8.2		12.5		7.2		9.5		2.3		1.9		1.5		0.6		3.4		0.4		0.2		0.0		0.0		5.9		24.7

				全体						12357		4.9		11.4		9.3		12.2		7.7		10.4		4.5		3.4		2.6		1.3		5.4		0.6		0.5		0.3		0.2		5.3		19.6

				既婚（事実婚含む）		女性/20代/既婚 キコン				326		6.7		11.0		9.2		9.5		7.7		9.5		5.2		4.9		2.5		2.1		4.6		1.2		0.6		0.0		0.3		4.9		19.9

						女性/30代/既婚 キコン				1189		4.0		10.8		7.4		9.4		8.3		8.7		5.6		4.1		2.4		2.7		5.8		1.0		0.8		0.6		0.5		8.2		19.5

						女性/40代/既婚 キコン				1721		3.4		8.5		8.7		11.1		7.6		10.4		3.9		3.6		3.1		1.6		5.8		0.8		0.8		0.6		0.1		5.6		24.4

						女性/50代/既婚 キコン				1607		4.0		10.5		11.3		12.3		7.7		9.4		4.4		2.9		2.2		0.8		5.2		0.3		0.2		0.1		0.1		4.1		24.4

						女性/60代/既婚 キコン				1599		6.3		12.7		11.1		15.4		6.9		11.8		3.8		2.4		1.8		0.4		3.8		0.2		0.4		0.1		0.0		1.9		21.2

						男性/20代/既婚 キコン				233		7.3		24.9		8.6		10.3		6.4		6.4		7.3		3.0		1.3		1.7		3.9		0.4		0.4		0.4		0.0		2.6		15.0

						男性/30代/既婚 キコン				1026		6.2		13.6		7.7		11.5		8.1		8.5		5.7		3.8		3.7		1.7		5.3		1.5		0.2		0.3		0.7		6.6		15.0

						男性/40代/既婚 キコン				1600		5.7		10.3		9.2		11.1		7.5		9.9		5.7		4.6		3.1		1.6		5.1		0.9		0.9		0.6		0.1		6.5		17.4

						男性/50代/既婚 キコン				1512		4.4		11.2		8.7		13.0		7.5		12.2		3.7		3.2		2.7		1.6		6.3		0.6		0.6		0.1		0.1		6.7		17.3

						男性/60代/既婚 キコン				1544		4.9		12.8		9.4		14.1		8.5		12.3		3.5		3.0		2.7		0.7		6.3		0.2		0.4		0.1		0.3		4.8		16.2

																																														特‐38図 これまでの恋人の人数・デートした人数 ズ ニンズウ



&P	


これまでの恋人の人数（女性）



女性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	25.2072968490879	14.3449419568823	11.6086235489221	9.8673300165837503	6.3018242122719696	6.3018242122719696	2.4875621890547301	1.65837479270315	0.99502487562189101	0.66334991708126001	1.24378109452736	0.49751243781094501	0.165837479270315	8.2918739635157501E-2	8.2918739635157501E-2	8.291873	9635157501E-2	女性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	22.025723472668801	10.932475884244401	9.32475884244373	9.4855305466237905	5.1446945337620598	7.07395498392283	3.3762057877813501	2.2508038585209	0.96463022508038598	0.48231511254019299	1.6077170418006399	0.32154340836012901	0.16077170418006401	0.16077170418006401	0	1.12540192926045	女性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	13.710	879284649801	10.2831594634873	9.3889716840536508	11.4754098360656	7.1535022354694497	7.1535022354694497	0.894187779433681	2.0864381520119202	2.3845007451564801	0.447093889716841	2.2354694485842002	0.29806259314456002	0	0.14903129657228001	0	1.4903129657228	女性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	11.892797319933001	9.2127303182579592	12.227805695142401	12.897822445561101	6.1976549413735302	8.3752093802345104	2.6800670016750399	1.1725293132328301	1.1725293132328301	0.50251256281406997	2.0100502512562799	0.33500837520937998	0.16750418760468999	0.16750418760468999	0	1.50753768844221	女性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.1330868761552697	15.1571164510166	17.375231053604399	17.0055452865065	5.9149722735674697	4.99075785582255	1.66358595194085	0.73937153419593304	0.36968576709796702	0.18484288354898301	1.1090573012939	0	0.18484288354898301	0	0	0.73937153419593304	女性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	7.6687116564417197	15.9509202453988	11.9631901840491	16.564417177914098	8.2822085889570491	11.9631901840491	5.5214723926380396	2.7607361963190198	1.22699386503067	1.53374233128834	3.0674846625766898	0	0.30674846625766899	0	0.30674846625766899	0.61349693251533699	女性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.7098402018502901	13.961312026913401	13.7931034482759	15.979814970563501	10.008410428931899	11.4381833473507	5.4667788057190903	3.1118587047939399	1.76619007569386	0.75693860386879697	2.9436501261564301	0.42052144659377599	0.25231286795626601	0.33641715727502097	0	1.93439865433137	女性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	3.7187681580476499	13.4805345729227	16.153399186519501	16.966879721092401	9.3	550261475886103	10.226612434631001	3.66066240557815	2.0918070889017999	1.5688553166763499	0.348634514816967	2.2080185938407899	0.29052876234747199	0.348634514816967	0.116211504938989	5.8105752469494502E-2	1.16211504938989	女性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	5.3515868077162398	16.614810205351599	18.481642812694499	18.4194150591164	6.8450528935905401	7.4051026757934002	2.8002489110143101	0.87118855009334195	1.1823273179838201	0.24891101431238299	1.1823273179838201	0	0	6.2227753578095797E-2	0	0.74673304293715004	女性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.6929330831769906	22.2013758599124	19.0118824265166	18.3239524702939	4.62789243277048	6.3164477798624103	1.1257035647279501	0.75046904315197005	0.56285178236397704	6.25390869293308E-2	0.75046904315197005	6.25390869293308E-2	0.12507817385866199	0	0	0.12507817385866199	







デートした人数（女性）（30代）



女性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	21.543408360128598	6.7524115755627001	6.7524115755627001	5.7877813504823203	4.9839228295819904	4.6623794212218597	3.21543408360129	2.8938906752411602	2.5723472668810299	0.96463022508038598	3.8585209003215399	1.2861736334405101	0.64308681672025703	0.32154340836012901	0.32154340836012901	4.8231511254019299	女性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.0370058873002499	10.7653490328007	7.4011774600504596	9.4196804037005908	8.3263246425567701	8.7468460891505497	5.6349873843565996	4.1211101766190099	2.3549201009251499	2.69133725820017	5.8031959629941099	1.00925147182506	0.84104289318755299	0.58873002523128704	0.50462573591253201	8.2422203532380092	







デートした人数（男性）（30代）



男性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	34.0561224489796	6.37755102040816	8.03571428571429	6.12244897959184	3.5714285714285698	6.5051020408163298	2.8061224489795902	1.65816326530612	1.0204081632653099	0.76530612244898	1.78571428571429	0.63775510204081598	0.255102040	81632698	0.51020408163265296	0.25510204081632698	3.5714285714285698	男性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.2378167641325497	13.645224171540001	7.6998050682261203	11.500974658869399	8.0896686159843991	8.4795321637426895	5.6530214424951302	3.8011695906432701	3.7037037037037002	1.65692007797271	5.2631578947368398	1.4619883040935699	0.19493177387914201	0.29239766081871299	0.68226120857699801	6.6276803118908401	







これまでの恋人の人数（男性）（30代）



男性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	34.821428571428598	7.9081632653061202	10.841836734693899	9.0561224489795897	4.46428571428571	5.1020408163265296	2.8061224489795902	1.53061224489796	1.0204081632653099	0.25510204081632698	1.4030612244898	0.25510204081632698	0	0	0	0.51020408163265296	男性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.6276803118908401	15.4970760233918	12.670565302144199	17.543859649122801	10.3313840155945	8.9668615984405395	5.0682261208577	3.1189083820662802	2.2417153996101402	0.77972709551656905	3.0214424951267098	0.487329434697856	0.38986354775828502	0.38986354775828502	9.7465886939571103E-2	1.65692007797271	







これまでの恋人の人数（女性）（40代）



女性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	13.710879284649801	10.2831594634873	9.3889716840536508	11.4754098360656	7.1535022354694497	7.1535022354694497	0.894187779433681	2.0864381520119202	2.3845007451564801	0.447093889716841	2.2354694485842002	0.29806259314456002	0	0.14903129657228001	0	1.4903129657228	女性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	3.7187681580476499	13.4805345729227	16.153399186519501	16.966879721092401	9.3550261475886103	10.226	612434631001	3.66066240557815	2.0918070889017999	1.5688553166763499	0.348634514816967	2.2080185938407899	0.29052876234747199	0.348634514816967	0.116211504938989	5.8105752469494502E-2	1.16211504938989	







デートした人数（女性）（40代）



女性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	12.3695976154993	5.6631892697466499	6.5573770491803298	7.1535022354694497	4.76900149031297	8.3457526080476896	3.12965722801788	2.0864381520119202	1.93740685543964	1.93740685543964	4.4709388971684101	0.59612	518628912103	0.14903129657228001	0	0.14903129657228001	7.0044709388971702	女性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	3.3701336432306799	8.5415456130156908	8.7158628704241696	11.098	1987216734	7.6118535735037796	10.400929692039499	3.8930854154561301	3.6025566531086599	3.1377106333526998	1.5688553166763499	5.7524694944799499	0.75537478210342801	0.81348053457292302	0.58105752469494498	0.116211504938989	5.6362579895409599	







デートした人数（男性）（40代）



男性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	22.940430925221801	6.4638783269962001	6.9708491761723703	7.0975918884664102	3.4220532319391599	5.3231939163498101	2.7883396704689498	2.2813688212927801	1.7743979721166001	0.38022813688212898	4.0557667934093802	0.63371356147021496	0.12674271229404299	0	0	5.5766793409378996	男性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	5.6875	10.3125	9.1875	11.125	7.5	9.9375	5.6875	4.5625	3.0625	1.5625	5.0625	0.9375	0.875	0.5625	6.25E-2	6.5	







これまでの恋人の人数（男性）（40代）



男性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	23.700887198986099	9.7591888466413206	9.3789607097591894	10.8998732572877	3.4220532319391599	4.8162230671736399	3.04182509505703	2.2813688212927801	1.2674271229404299	0.25348542458808598	1.64765525982256	0	0	0	0	2.15462610899873	男性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.1875	13.875	14.5625	17.5625	11.1875	10.1875	3.625	2.375	0.5625	0.8125	2.625	0.625	0.375	0.1875	0	2	







これまでの恋人の人数（女性）（50代）



女性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	11.892797319933001	9.2127303182579592	12.227805695142401	12.897822445561101	6.1976549413735302	8.3752093802345104	2.6800670016750399	1.1725293132328301	1.1725293132328301	0.50251256281406997	2.0100502512562799	0.33500837520937998	0.16750418760468999	0.16750418760468999	0	1.50753768844221	女性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	5.3515868077162398	16.614810205351599	18.481642812694499	18.4194150591164	6.8450528935905401	7.4051026757934002	2.8002489110143101	0.87118855009334195	1.1823273179838201	0.24891101431238299	1.1823273179838201	0	0	6.2227753578095797E-2	0	0.74673304293715004	







デートした人数（女性）（50代）



女性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	10.887772194304899	5.5276381909547698	7.8726968174204401	9.7152428810720295	5.6951423785594599	8.0402010050251196	3.0150	753768844201	2.3450586264656601	1.50753768844221	0.67001675041876096	5.1926298157453896	0.50251256281406997	0.33500837520937998	0.33500837520937998	0	5.0251256281407004	女性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.0448039825762301	10.516490354698201	11.263223397635301	12.321095208462999	7.71624144368388	9.3963907902924699	4.4181705040447996	2.9247044181705002	2.24019912881145	0.80896079651524599	5.1649035469819502	0.31113876789047901	0.18668326073428701	0.124455507156192	6.2227753578095797E-2	4.1070317361543296	







デートした人数（男性）（50代）



男性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	19.1653786707883	5.40958268933539	6.4914992272024703	7.1097372488408004	3.4003091190108199	5.8732612055641402	3.24574961360124	1.7001545595054099	2.1638330757341602	0.30911901081916499	4.6367851622874801	0.15455950540958299	0.	15455950540958299	0.15455950540958299	0	7.8825347758887201	男性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.3650793650793602	11.243386243386199	8.7301587301587293	12.962962962962999	7.5	396825396825404	12.1693121693122	3.7037037037037002	3.17460317460317	2.7116402116402099	1.5873015873015901	6.3492063492063497	0.59523809523809501	0.59523809523809501	6.6137566137566106E-2	0.13227513227513199	6.7460317460317496	







デートした人数（女性）



女性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	25.124378109452699	8.3747927031509093	7.5456053067993398	7.9601990049751201	4.8092868988391402	5.6384742951907096	3.3167495854063	2.90215588723051	1.90713101160862	1.4925373134328399	3.23383084577114	0.82918739635157501	0.66334991708126001	8.2918739635157501E-2	0	3.1509121061359902	女性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	21.543408360128598	6.7524115755627001	6.7524115755627001	5.7877813504823203	4.9839228295819904	4.6623794212218597	3.21543408360129	2.8938906752411602	2.572347266881	0299	0.96463022508038598	3.8585209003215399	1.2861736334405101	0.64308681672025703	0.32154340836012901	0.32154340836012901	4.8231511254019299	女性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	12.3695976154993	5.6631892697466499	6.5573770491803298	7.1535022354694497	4.76900149031297	8.3457526080476896	3.12965722801788	2.0864381520119202	1.93740685543964	1.93740685543964	4.4709388971684101	0.59612518628912103	0.14903129657228001	0	0.14903129657228001	7.0044709388971702	女性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	10.887772194304899	5.5276381909547698	7.8726968174204401	9.7152428810720295	5.6951423785594599	8.0402010050251196	3.0150753768844201	2.3450586264656601	1.50753768844221	0.67001675041876096	5.1926298157453896	0.50251256281406997	0.33500837520937998	0.33500837520937998	0	5.0251256281407004	女性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.6543438077634001	10.166358595194099	9.7966728280961206	12.384473197781899	6.8391866913123804	9.6118299445471305	3.3271719038817	2.40295748613678	1.2939001848428799	0.18484288354898301	2.40295748613678	0.18484288354898301	0.18484288354898301	0.18484288354898301	0	2.40295748613678	女性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.74846625766871	11.0429447852761	9.2024539877300597	9.5092024539877293	7.6687116564417197	9.5092024539877293	5.21472392638037	4.9079754601227004	2.4539877300613502	2.1472392638036801	4.6012269938650299	1.22699386503067	0.61349693251533699	0	0.30674846625766899	4.9079754601227004	女性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.0370058873002499	10.7653490328007	7.4011774600504596	9.4196804037005908	8.3263246425567701	8.7468460891505497	5.6349873843565996	4.1211101766190099	2.3549201009251499	2.69133725820017	5.8031959629941099	1.00925147182506	0.84104289318755299	0.58873002523128704	0.50462573591253201	8.2422203532380092	女性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	3.3701336432306799	8.5415456130156908	8.7158628704241696	11.0981987216734	7.6118535735037796	10.400929692039499	3.8930854154561301	3.6025566531086599	3.1377106333526998	1.5688553166763499	5.7524694944799499	0.75537478210342801	0.81348053457292302	0.58105752469494498	0.116211504938989	5.6362579895409599	女性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.0448039825762301	10.516490354698201	11.263223397635301	12.321095208462999	7.71624144368388	9.3963907902924699	4.4181705040447996	2.9247044181705002	2.24019912881145	0.80896079651524599	5.1649035469819502	0.31113876789047901	0.18668326073428701	0.124455507156192	6.2227753578095797E-2	4.1070317361543296	女性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.2539086929330798	12.695434646654199	11.0694183864916	15.4471544715447	6.8792995622263904	11.819887429643501	3.75234521575985	2.4390243902439002	1.75109443402126	0.37523452157598502	3.75234521575985	0.18761726078799201	0.37523452157598502	0.12507817385866199	0	1.8761726078799299	







これまでの恋人の人数（男性）（50代）



男性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	21.7928902627512	7.26429675425039	10.973724884080401	8.5007727975270502	3.8639876352395701	8.3462132921174597	1.7001545595054099	1.0819165378670801	1.39103554868624	0.30911901081916499	2.1638330757341602	0.15455950540958299	0.61823802163833097	0	0	3.09119010819165	男性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.0846560846560802	15.6084656084656	16.203703703703699	19.7751322751323	8.9285714285714306	9.3915343	915343907	2.9100529100529098	1.3227513227513199	1.2566137566137601	0.39682539682539703	1.8518518518518501	6.6137566137566106E-2	6.6137566137566106E-2	0.13227513227513199	0	1.8518518518518501	







これまでの恋人の人数（女性）（60代）



女性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.1330868761552697	15.1571164510166	17.375231053604399	17.0055452865065	5.9149722735674697	4.99075785582255	1.66358595194085	0.73937153419593304	0.36968576709796702	0.18484288354898301	1.1090573012939	0	0.18484288354898301	0	0	0.73937153419593304	女性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.6929330831769906	22.2013758599124	19.0118824265166	18.3239524702939	4.62789243277048	6.3164477798624103	1.1257035647279501	0.75046904315197005	0.56285178236397704	6.25390869293308E-2	0.75046904315197005	6.25390869293308E-2	0.12507817385866199	0	0	0.12507817385866199	







デートした人数（女性）（60代）



女性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.6543438077634001	10.166358595194099	9.7966728280961206	12.384473197781899	6.8391866913123804	9.6118299445471305	3.3271719038817	2.40295748613678	1.2939001848428799	0.18484288354898301	2.40295748613678	0.1	8484288354898301	0.18484288354898301	0.18484288354898301	0	2.40295748613678	女性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.2539086929330798	12.695434646654199	11.0694183864916	15.447	1544715447	6.8792995622263904	11.819887429643501	3.75234521575985	2.4390243902439002	1.75109443402126	0.37523452157598502	3.75234521575985	0.18761726078799201	0.37523452157598502	0.12507817385866199	0	1.8761726078799299	







デートした人数（男性）（60代）



男性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	15.4334038054968	6.1310782241014801	8.2452431289640593	12.4735729386892	7.1881606765327701	9.5137420718816106	2.32558139534884	1.90274841437632	1.47991543340381	0.63424947145877397	3.3826638477801301	0.42283298097251598	0.2114	1649048625799	0	0	5.9196617336152197	男性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.8575129533678796	12.8238341968912	9.3911917098445592	14.119170984456	8.4844559585492192	12.3056994818653	3.49740932642487	2.9792746113989601	2.6554404145077699	0.71243523316062196	6.2823834196891202	0.19430051813471499	0.38860103626942999	6.4766839378238406E-2	0.25906735751295301	4.7927461139896401	







これまでの恋人の人数（男性）（60代）



男性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	19.450317124735701	14.7991543340381	12.262156448202999	11.416490486257899	4.0169133192388999	6.9767441860465098	0.84566596194503196	0.84566596194503196	0.84566596194503196	0.42283298097251598	2.5369978858350999	0.21141649048625799	0.42283298097251598	0	0	2.5369978858350999	男性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.6139896373056999	19.6243523316062	17.163212435233199	18.199481865285001	7.7072538860103599	9.2616580310880803	1.8782383419689099	0.64766839378238295	0.51813471502590702	0.19430051813471499	2.00777202072539	0	0.12953367875647701	6.4766839378238406E-2	0	1.2953367875647701	







デートした人数（男性）



男性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	39.832444782939803	8.9108910891089099	6.8545316070068498	5.4836252856054797	4.3412033511043404	4.1888804265041903	3.1226199543031199	2.7418126428027398	1.1424219345011399	0.68545316070068496	2.1325209444021298	0.60929169840060904	0.30464584920030502	7.6161462300076199E-2	0.22848438690022799	3.1987814166031998	男性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	34.0561224489796	6.37755102040816	8.03571428571429	6.12244897959184	3.5714285714285698	6.5051020408163298	2.8061224489795902	1.65816326530612	1.0204081632653099	0.76530612244898	1.78571428571429	0.63775510204081598	0.25510204081632698	0.51020408163265296	0.25510204081632698	3.5714285714285698	男性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	22.940430925221801	6.4638783269962001	6.9708491761723703	7.0975918884664102	3.4220532319391599	5.3231939163498101	2.7883396704689498	2.2813688212927801	1.7743979721166001	0.38022813688212898	4.0557667934093802	0.63371356147021496	0.12674271229404299	0	0	5.5766793409378996	男性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	19.1653786707883	5.40958268933539	6.4914992272024703	7.1097372488408004	3.4003091190108199	5.8732612055641402	3.24574961360124	1.7001545595054099	2.1638330757341602	0.30911901081916499	4.6367851622874801	0.15455950540958299	0.15455950540958299	0.15455950540958299	0	7.8825347758887201	男性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	15.4334038054968	6.1310782241014801	8.2452431289640593	12.4735729386892	7.1881606765327701	9.5137420718816106	2.32558139534884	1.90274841437632	1.47991543340381	0.63424947145877397	3.3826638477801301	0.42283298097251598	0.21141649048625799	0	0	5.9196617336152197	男性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	7.2961373390557904	24.892703862660898	8.5836909871244593	10.300429184549399	6.4377682403433498	6.4377682403433498	7.2961373390557904	3.0042918454935599	1.28755364806867	1.7167381974248901	3.8626609442060098	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0	2.57510729613734	男性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.2378167641325497	13.645224171540001	7.6998050682261203	11.500974658869399	8.0896686159843991	8.4795321637426895	5.6530214424951302	3.8011695906432701	3.7037037037037002	1.65692007797271	5.2631578947368398	1.4619883040935699	0.19493177387914201	0.29239766081871299	0.68226120857699801	6.6276803118908401	男性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	5.6875	10.3125	9.1875	11.125	7.5	9.9375	5.6875	4.5625	3.0625	1.5625	5.0625	0.9375	0.875	0.5625	6.25E-2	6.5	男性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.3650793650793602	11.243386243386199	8.7301587301587293	12.962962962962999	7.5396825396825404	12.1693121693122	3.7037037037037002	3.17460317460317	2.7116402116402099	1.5873015873015901	6.3492063492063497	0.59523809523809501	0.59523809523809501	6.6137566137566106E-2	0.13227513227513199	6.7460317460317496	男性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.8575129533678796	12.8238341968912	9.3911917098445592	14.119170984456	8.4844559585492192	12.3056994818653	3.49740932642487	2.9792746113989601	2.6554404145077699	0.71243523316062196	6.2823834196891202	0.19430051813471499	0.38860103626942999	6.4766839378238406E-2	0.25906735751295301	4.7927461139896401	







こｔｒまでの恋人の人数（男性）



男性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	39.299314546839298	12.8712871287129	9.7486671744097499	7.6161462300076197	3.7319116527037299	3.88423457730388	2.4371667936024402	1.75171363290175	1.4470677837014501	0.380807311500381	1.1424219345011399	0.30464584920030502	0.15232292460015201	7.6161462300076199E-2	0	0.45696877380045697	男性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	34.821428571428598	7.9081632653061202	10.841836734693899	9.0561224489795897	4.46428571428571	5.1020408163265296	2.8061224489795902	1.53061224489796	1.0204081632653099	0.25510204081632698	1.4030612244898	0.25510204081632698	0	0	0	0.51020408163265296	男性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	23.700887198986099	9.759	1888466413206	9.3789607097591894	10.8998732572877	3.4220532319391599	4.8162230671736399	3.04182509505703	2.2813688212927801	1.2674271229404299	0.25348542458808598	1.64765525982256	0	0	0	0	2.15462610899873	男性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	21.7928902627512	7.26429675425039	10.973724884080401	8.5007727975270502	3.8639876352395701	8.3462132921174597	1.7001545595054099	1.0819165378670801	1.39103554868624	0.30911901081916499	2.1638330757341602	0.15455950540958299	0.61823802163833097	0	0	3.09119010819165	男性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	19.450317124735701	14.7991543340381	12.262156448202999	11.416490486257899	4.0169133192388999	6.9767441860465098	0.84566596194503196	0.84566596194503196	0.84566596194503196	0.42283298097251598	2.5369978858350999	0.21141649048625799	0.42283298097251598	0	0	2.5369978858350999	男性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	9.0128755364806903	21.888412017167401	10.300429184549399	15.021459227467799	7.7253218884120196	9.0128755364806903	5.15021459227468	3.8626609442060098	1.7167381974248901	1.28755364806867	0.85836909871244604	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0	0	1.28755364806867	男性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.6276803118908401	15.4970760233918	12.670565302144199	17.543859649122801	10.3313840155945	8.9668615984405395	5.0682261208577	3.1189083820662802	2.2417153996101402	0.77972709551656905	3.0214424951267098	0.487329434697856	0.38986354775828502	0.38986354775828502	9.7465886939571103E-2	1.65692007797271	男性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.1875	13.875	14.5625	17.5625	11.1875	10.1875	3.625	2.375	0.5625	0.8125	2.625	0.625	0.375	0.1875	0	2	男性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.0846560846560802	15.6084656084656	16.203703703703699	19.7751322751323	8.9285714285714306	9.3915343915343907	2.9100529100529098	1.3227513227513199	1.2566137566137601	0.39682539682539703	1.8518518518518501	6.6137566137566106E-2	6.6137566137566106E-2	0.13227513227513199	0	1.8518518518518501	男性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.6139896373056999	19.6243523316062	17.163212435233199	18.199481865285001	7.7072538860103599	9.2616580310880803	1.8782383419689099	0.64766839378238295	0.51813471502590702	0.19430051813471499	2.00777202072539	0	0.12953367875647701	6.4766839378238406E-2	0	1.2953367875647701	







これまでの恋人の人数（女性）（20代）



女性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	25.2072968490879	14.3449419568823	11.6086235489221	9.8673300165837503	6.3018242122719696	6.3018242122719696	2.4875621890547301	1.65837479270315	0.99502487562189101	0.66334991708126001	1.24378109452736	0.49751243781094501	0.165837479270315	8.2918739635157501E-2	8.2918739635157501E-2	8.2918739635157501E-2	女性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	7.6687116564417197	15.9509202453988	11.9631901840491	16.564417177914098	8.2822085889570	491	11.9631901840491	5.5214723926380396	2.7607361963190198	1.22699386503067	1.53374233128834	3.0674846625766898	0	0.30674846625766899	0	0.30674846625766899	0.61349693251533699	







デートした人数（女性）（20代）



女性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	25.124378109452699	8.3747927031509093	7.5456053067993398	7.9601990049751201	4.8092868988391402	5.6384742951907096	3.3167495854063	2.90215588723051	1.90713101160862	1.4925373134328399	3.23383084577114	0.8291	8739635157501	0.66334991708126001	8.2918739635157501E-2	0	3.1509121061359902	女性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.74846625766871	11.0429447852761	9.2024539877300597	9.50920	24539877293	7.6687116564417197	9.5092024539877293	5.21472392638037	4.9079754601227004	2.4539877300613502	2.1472392638036801	4.6012269938650299	1.22699386503067	0.61349693251533699	0	0.30674846625766899	4.9079754601227004	







デートした人数（男性）（20代）



男性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	39.832444782939803	8.9108910891089099	6.8545316070068498	5.4836252856054797	4.3412033511043404	4.1888804265041903	3.1226199543031199	2.7418126428027398	1.1424219345011399	0.68545316070068496	2.1325209444021298	0.60929169840060904	0.30464584920030502	7.6161462300076199E-2	0.22848438690022799	3.1987814166031998	男性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	7.2961373390557904	24.892703862660898	8.5836909871244593	10.300429184549399	6.4377682403433498	6.4377682403433498	7.2961373390557904	3.0042918454935599	1.28755364806867	1.7167381974248901	3.8626609442060098	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0	2.57510729613734	







これまでの恋人の人数（男性）（20代）



男性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	39.299314546839298	12.8712871287129	9.7486671744097499	7.6161462300076197	3.7319116527037299	3.88423457730388	2.4371667936024402	1.75171363290175	1.4470677837014501	0.380807311500381	1.1424219345011399	0.30464584920030502	0.15232292460015201	7.6161462300076199E-2	0	0.45696877380045697	男性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	9.0128755364806903	21.888412017167401	10.300429184549399	15.021459227467799	7.7253218884120196	9.0128755364806903	5.15021459227468	3.8626609442060098	1.7167381974248901	1.28755364806867	0.85836909871244604	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0	0	1.28755364806867	







これまでの恋人の人数（女性）（30代）



女性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	22.025723472668801	10.932475884244401	9.32475884244373	9.4855305466237905	5.1446945337620598	7.07395498392283	3.3762057877813501	2.2508038585209	0.96463022508038598	0.48231511254019299	1.6077170418006399	0.32154340836012901	0.16077170418006401	0.16077170418006401	0	1.12540192926045	女性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.7098402018502901	13.961312026913401	13.7931034482759	15.979814970563501	10.008410428931899	11.4381833473507	5.4667788057190903	3.1118587047939399	1.76619007569386	0.75693860386879697	2.9436501261564301	0.42052144659377599	0.25231286795626601	0.33641715727502097	0	1.93439865433137	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．これまでの恋人の人数は、中学卒業から最初の結婚まで、「恋人として交際」した人数（結婚相手含む）。ただし、結婚した人で「結婚相手が恋人ではない」とする人もいるため、既婚者で「０人」の場合もある。
　　　　３．デートした人数は、中学卒業から最初の結婚まで「デート」した人数（結婚相手含む、恋人でない人含む）。
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５／５ 特38「図」追加
５／１７デートした人数の定義を備考３に追加



特‐39図 今後の結婚願望（独身者対象）

		Ⅰ-特‐図 今後の結婚願望（独身者対象）

		 		N		現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		女性20代
(n=1,089) ジョセイ ダイ		1089		6.3		26.8		31.5		21.3		4.3		9.7		0.0						特‐39図 今後の結婚願望（独身者）

		女性30代
(n=504) ジョセイ ダイ		504		2.2		18.8		25.4		28.2		6.7		18.7		0.0																																結婚意思あり ケッコン イシ		どちらでもいい		結婚意思なし ケッコン イシ

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		1.0		10.0		20.7		36.7		6.4		25.0		0.2						女性 ジョセイ																										64.6%		21.3%		14.0%

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		0.4		2.6		10.0		31.1		11.1		44.4		0.4																																46.4%		28.2%		25.4%

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		0.7		1.4		5.7		24.3		9.3		57.1		1.4																																31.7%		36.7%		31.4%

		男性20代
(n=1,194) ダンセイ ダイ		1194		4.6		22.4		27.5		26.3		5.2		14.1		0.0																																13.0%		31.1%		55.6%

		男性30代
(n=694) ダンセイ ダイ		694		2.3		18.2		25.9		26.8		5.6		20.9		0.3																																7.9%		24.3%		66.4%

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		0.9		12.3		22.8		33.5		5.6		24.2		0.6						男性 ダンセイ																										54.4%		26.3%		19.3%

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		0.4		6.3		19.9		34.1		6.6		32.3		0.4																																46.4%		26.8%		26.5%

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		0.4		6.7		14.9		38.4		3.7		35.4		0.4																																36.0%		33.5%		29.8%

																																																		26.6%		34.1%		38.9%

		Q16 今後の結婚願望／①独身者（これまで結婚経験無し）																																																22.0%		38.4%		39.2%

						現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		女性20代
(n=1,089) ジョセイ ダイ		1089		69		292		343		232		47		106		0		1089		0

		女性30代
(n=504) ジョセイ ダイ		504		11		95		128		142		34		94		0		504		0

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		4		42		87		154		27		105		1		420		0

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		1		7		27		84		30		120		1		270		0

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		1		2		8		34		13		80		2		140		0

		男性20代
(n=1,194) ダンセイ ダイ		1194		55		267		328		314		62		168		0		1194		0

		男性30代
(n=694) ダンセイ ダイ		694		16		126		180		186		39		145		2		694		0

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		6		79		147		216		36		156		4		644		0

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		2		29		91		156		30		148		2		458		0

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		1		18		40		103		10		95		1		268		0



現在、既に予定がある・決まっている	

女性20代	
(n=1,089)	女性30代	
(n=504)	女性40代	
(n=420)	女性50代	
(n=270)	女性60代	
(n=140)	男性20代	
(n=1,194)	男性30代	
(n=694)	男性40代	
(n=644)	男性50代	
(n=458)	男性60代	
(n=268)	6.3360881542699703	2.1825396825396801	0.952380952380952	0.37037037037037002	0.71428571428571397	4.6063651591289796	2.3054755043227702	0.93167701863354002	0.43668122270742399	0.37313432835820898	現在、予定はないが是非したい	

女性20代	
(n=1,089)	女性30代	
(n=504)	女性40代	
(n=420)	女性50代	
(n=270)	女性60代	
(n=140)	男性20代	
(n=1,194)	男性30代	
(n=694)	男性40代	
(n=644)	男性50代	
(n=458)	男性60代	
(n=268)	26.813590449954098	18.849206349206298	10	2.5925925925925899	1.4285714285714299	22.361809045226099	18.155619596541801	12.2670807453416	6.3318777292576396	6.7164179104477597	現在、予定はないが出来ればしたい	

女性20代	
(n=1,089)	女性30代	
(n=504)	女性40代	
(n=420)	女性50代	
(n=270)	女性60代	
(n=140)	男性20代	
(n=1,194)	男性30代	
(n=694)	男性40代	
(n=644)	男性50代	
(n=458)	男性60代	
(n=268)	31.496786042240601	25.396825396825399	20.714285714285701	10	5.71428571428571	27.470686767169202	25.936599423631101	22.826086956521699	19.868995633187801	14.9253731343284	どちらでもいいと思う	

女性20代	
(n=1,089)	女性30代	
(n=504)	女性40代	
(n=420)	女性50代	
(n=270)	女性60代	
(n=140)	男性20代	
(n=1,194)	男性30代	
(n=694)	男性40代	
(n=644)	男性50代	
(n=458)	男性60代	
(n=268)	21.3039485766759	28.174603174603199	36.6666666666667	31.1111111111111	24.285714285714299	26.298157453936302	26.801152737752201	33.5403726708075	34.061135371178999	38.432835820895498	出来ればしたくない	

女性20代	
(n=1,089)	女性30代	
(n=504)	女性40代	
(n=420)	女性50代	
(n=270)	女性60代	
(n=140)	男性20代	
(n=1,194)	男性30代	
(n=694)	男性40代	
(n=644)	男性50代	
(n=458)	男性60代	
(n=268)	4.3158861340679504	6.7460317460317496	6.4285714285714297	11.1111111111111	9.28571428571429	5.1926298157453896	5.6195965417867404	5.5900621118012399	6.5502183406113499	3.7313432835820901	したくない	

女性20代	
(n=1,089)	女性30代	
(n=504)	女性40代	
(n=420)	女性50代	
(n=270)	女性60代	
(n=140)	男性20代	
(n=1,194)	男性30代	
(n=694)	男性40代	
(n=644)	男性50代	
(n=458)	男性60代	
(n=268)	9.7337006427915505	18.650793650793702	25	44.4444444444444	57.142857142857103	14.070351758794001	20.893371757925099	24.223602484472	32.314410480349302	35.447761194029901	その他	

女性20代	
(n=1,089)	女性30代	
(n=504)	女性40代	
(n=420)	女性50代	
(n=270)	女性60代	
(n=140)	男性20代	
(n=1,194)	男性30代	
(n=694)	男性40代	
(n=644)	男性50代	
(n=458)	男性60代	
(n=268)	0	0	0.238095238095238	0.37037037037037002	1.4285714285714299	0	0.28818443804034599	0.62111801242235998	0.43668122270742399	0.37313432835820898	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．独身者のうち、これまで結婚経験がない者が対象。
　　　　３．「結婚意思あり」は、「現在、既に予定がある・決まっている」「現在、予定はないが是非したい」「現在、予定はないが出来ればしたい」の累計値。
　　　　４．「結婚意思なし」は、「出来ればしたくない」「したくない」の累計値。

印刷イメージ
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５／１１　誤字修正（志⇒思）、３カ所



特‐40図 結婚したい理由

		Ⅰ-特‐図 結婚したい理由

		 		N		好きな人と一緒に生活をしたい・したかったから		子供が欲しい・欲しかったから		家族を持ちたい・持ちたかったから		精神的な安らぎの場を持ちたい・持ちたかったから		一人でいるのは寂しい・寂しかったから		社会的に認められたい・認められたかったから		経済的な安定を得たい・得たかったから		両親や親類を安心させたい・させたかったから		両親や知人など周囲にした方がよいと言われる・言われたから		好きな人と同じ名字・姓にしたい・したかったから		家を守る必要がある・あったから		家から出たい・出たかったから		仕事や家事の負担を減らしたい・減らしたかったから		老後が心配・心配だったから		結婚・恋愛に失敗した経験があり、次こそは幸せになりたいと思ったから		その他		特にない

		女性20-39歳(n=1,486) ジョセイ サイ		1486		51.4		26.9		30.8		27.5		21.6		5.9		17.0		19.6		3.2		5.5		1.5		5.4		3.8		15.9		1.1		0.3		20.1

		男性20-39歳(n=1,599) オトコ		1599		52.7		19.9		24.0		22.3		20.1		7.1		7.4		12.4		3.4		2.3		2.7		2.9		3.4		7.8		1.8		0.3		27.1

				差 サ		-1.2		7.0		6.8		5.1		1.5		-1.1		9.6		7.1		-0.2		3.1		-1.2		2.5		0.4		8.1		-0.6		0.1		-7.0

		Q21  結婚した理由／独身／20-39歳 ドクシン

		 		N		好きな人と一緒に生活をしたい・したかったから		子供が欲しい・欲しかったから		家族を持ちたい・持ちたかったから		精神的な安らぎの場を持ちたい・持ちたかったから		一人でいるのは寂しい・寂しかったから		社会的に認められたい・認められたかったから		経済的な安定を得たい・得たかったから		両親や親類を安心させたい・させたかったから		両親や知人など周囲にした方がよいと言われる・言われたから		好きな人と同じ名字・姓にしたい・したかったから		家を守る必要がある・あったから		家から出たい・出たかったから		仕事や家事の負担を減らしたい・減らしたかったから		老後が心配・心配だったから		結婚・恋愛に失敗した経験があり、次こそは幸せになりたいと思ったから		その他		特にない

		女性40-69歳(n=1,394) ジョセイ サイ		1394		44.0		13.0		17.3		22.3		13.6		3.7		16.8		11.7		3.2		2.2		1.1		7.5		1.5		12.7		2.4		1.1		22.1

		男性40-69歳(n=1,400) オトコ		1400		49.0		15.6		19.8		23.4		18.6		4.8		4.0		9.1		1.6		0.6		2.8		1.4		1.5		13.1		3.0		0.2		27.4

				差 サ		-5.0		-2.6		-2.5		-1.1		-5.1		-1.1		12.8		2.6		1.5		1.6		-1.6		6.1		0.0		-0.4		-0.6		0.9		-5.3

		Q21  結婚した理由／独身／40-69歳 ドクシン



								特‐40図 結婚したい理由

										＜20-39歳　独身男女比較＞ サイ ドクシン ダンジョ ヒカク										＜40-69歳　独身男女比較＞ サイ ドクシン ダンジョ ヒカク

								好きな人と一緒に生活をしたいから

								子供が欲しいから

								家族を持ちたいから

								精神的な安らぎの場を持ちたいから

								一人でいるのは寂しいから

								社会的に認められたいから

								経済的な安定を得たいから

								両親や親類を安心させたいから

								両親や知人など周囲にした方が
よいと言われるから

								好きな人と同じ名字・姓にしたいから

								家を守る必要があるから

								家から出たいから

								仕事や家事の負担を減らしたいから

								老後が心配だから

								結婚・恋愛に失敗した経験があり、
次こそは幸せになりたいと思ったから

								その他

								特にない



女性20-39歳(n=1,486)	

好きな人と一緒に生活をしたい・したかったから	子供が欲しい・欲しかったから	家族を持ちたい・持ちたかったから	精神的な安らぎの場を持ちたい・持ちたかったから	一人でいるのは寂しい・寂しかったから	社会的に認められたい・認められたかったから	経済的な安定を得たい・得たかったから	両親や親類を安心させたい・させたかったから	両親や知人など周囲にした方がよいと言われる・言われたから	好きな人と同じ名字・姓にしたい・したかったから	家を守る必要がある・あったから	家から出たい・出たかったから	仕事や家事の負担を減らしたい・減らしたかったから	老後が心配・心配だったから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、次こそは幸せになりたいと思ったから	その他	特にない	51.4131897711978	26.917900403768499	30.8209959623149	27.456258411843901	21.601615074024199	5.9219380888290702	17.025572005383601	19.582772543741601	3.2301480484522198	5.4508748317631204	1.48048452220727	5.3835800807537	3.7685060565275901	15.948855989232801	1.14401076716016	0.33647375504710603	20.121130551817	男性20-39歳(n=1,599)	

好きな人と一緒に生活をしたい・したかったから	子供が欲しい・欲しかったから	家族を持ちたい・持ちたかったから	精神的な安らぎの場を持ちたい・持ちたかったから	一人でいるのは寂しい・寂しかったから	社会的に認められたい・認められたかったから	経済的な安定を得たい・得たかったから	両親や親類を安心させたい・させたかったから	両親や知人など周囲にした方がよいと言われる・言われたから	好きな人と同じ名字・姓にしたい・したかったから	家を守る必要がある・あったから	家から出たい・出たかったから	仕事や家事の負担を減らしたい・減らしたかったから	老後が心配・心配だったから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、次こそは幸せになりたいと思ったから	その他	特にない	52.657911194496599	19.949968730456501	24.015009380862999	22.3264540337711	20.137585991244499	7.0669168230143802	7.3796122576610399	12.445278298936801	3.4396497811132001	2.31394621638524	2.6891807379612298	2.87679799874922	3.37711069418387	7.81738586616635	1.75109443402126	0.25015634771732298	27.079424640400301	





女性40-69歳(n=1,394)	

好きな人と一緒に生活をしたい・したかったから	子供が欲しい・欲しかったから	家族を持ちたい・持ちたかったから	精神的な安らぎの場を持ちたい・持ちたかったから	一人でいるのは寂しい・寂しかったから	社会的に認められたい・認められたかったから	経済的な安定を得たい・得たかったから	両親や親類を安心させたい・させたかったから	両親や知人など周囲にした方がよいと言われる・言われたから	好きな人と同じ名字・姓にしたい・したかったから	家を守る必要がある・あったから	家から出たい・出たかったから	仕事や家事の負担を減らしたい・減らしたかったから	老後が心配・心配だったから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、次こそは幸せになりたいと思ったから	その他	特にない	44.045911047345797	12.9842180774749	17.2883787661406	22.309899569583902	13.558106169297	3.7302725968436201	16.786226685796301	11.692969870875199	3.1563845050215198	2.2238163558106199	1.14777618364419	7.5322812051649901	1.506456241033	12.697274031563801	2.4390243902439002	1.14777618364419	22.094691535150599	男性40-69歳(n=1,400)	

好きな人と一緒に生活をしたい・したかったから	子供が欲しい・欲しかったから	家族を持ちたい・持ちたかったから	精神的な安らぎの場を持ちたい・持ちたかったから	一人でいるのは寂しい・寂しかったから	社会的に認められたい・認められたかったから	経済的な安定を得たい・得たかったから	両親や親類を安心させたい・させたかったから	両親や知人など周囲にした方がよいと言われる・言われたから	好きな人と同じ名字・姓にしたい・したかったから	家を守る必要がある・あったから	家から出たい・出たかったから	仕事や家事の負担を減らしたい・減らした	かったから	老後が心配・心配だったから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、次こそは幸せになりたいと思ったから	その他	特にない	49	15.5714285714286	19.785714285714299	23.428571428571399	18.6428571428571	4.78571428571429	4	9.0714285714285694	1.6428571428571399	0.64285714285714302	2.78571428571429	1.4285714285714299	1.5	13.0714285714286	3	0.214285714285714	27.3571428571429	





（備考）「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。

（％）

（％）

印刷イメージ

５／１７ 20-39独身男女の数字修正



特‐41図 積極的に結婚したいと思わない理由

		Ⅰ-特‐図 積極的に結婚したいと思わない理由

		 		N		結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから		結婚するほど好きな人に巡り合っていないから		名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから		結婚という形式に拘る必要性を感じないから		結婚に縛られたくない、自由でいたいから		今のままの生活を続けた方が安心だから		結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから		仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから		仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから		誰かと一緒に生きていきたいと思わないから		結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから

		女性20-39歳(n=808) ジョセイ サイ		808		38.7		48.8		25.6		41.0		48.9		35.3		35.0		38.6		17.2		33.7		16.5

		男性20-39歳(n=1,052) オトコ		1052		27.8		36.2		11.1		28.6		37.0		31.7		36.0		23.3		11.9		27.1		12.8

				差 サ		11.0		12.5		14.5		12.4		11.9		3.6		(1.0)		15.3		5.3		6.6		3.6

		Q22 積極的には結婚したいと思わない理由／独身／20-39歳 ドクシン

		 		N		結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから		結婚するほど好きな人に巡り合っていないから		名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから		結婚という形式に拘る必要性を感じないから		結婚に縛られたくない、自由でいたいから		今のままの生活を続けた方が安心だから		結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから		仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから		仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから		誰かと一緒に生きていきたいと思わないから		結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから

		女性40-69歳(n=1,520) ジョセイ サイ		1520		51.6		58.8		35.3		55.6		60.7		54.0		31.4		49.4		15.2		40.1		32.1

		男性40-69歳(n=1,342) オトコ		1342		37.9		43.2		6.6		34.4		44.1		38.1		40.9		25.9		7.5		28.0		16.1

				差 サ		13.7		15.5		28.6		21.2		16.5		15.9		(9.5)		23.5		7.7		12.0		16.0

		Q22 積極的には結婚したいと思わない理由／独身／40-69歳 ドクシン

						特‐41図 積極的に結婚したいと思わない理由

								＜20-39歳　独身男女比較＞ サイ ドクシン ダンジョ ヒカク										＜40-69歳　独身男女比較＞ サイ ドクシン ダンジョ ヒカク

						結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから

						結婚するほど好きな人に
巡り合っていないから

						名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから

						結婚という形式に拘る
必要性を感じないから

						結婚に縛られたくない、
自由でいたいから

						今のままの生活を続けた方が
安心だから

						結婚生活を送る経済力がない・
仕事が不安定だから

						仕事・家事・育児・介護を
背負うことになるから

						仕事を優先したい・
キャリアを中断したくないから

						誰かと一緒に生きていきたいと
思わないから

						結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから



女性20-39歳(n=808)	

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから	結婚するほど好きな人に巡り合っていないから	名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから	結婚という形式に拘る必要性を感じないから	結婚に縛られたくない、自由でいたいから	今のままの生活を続けた方が安心だから	結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから	仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから	仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから	誰かと一緒に生きていきたいと思わないから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから	38.737623762376202	48.762376237623798	25.618811881188101	40.965346534653499	48.886138613861398	35.272277	227722803	35.024752475247503	38.613861386138602	17.202970297029701	33.6633663366337	16.460396039603999	男性20-39歳(n=1,052)	

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから	結婚するほど好きな人に巡り合っていないから	名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから	結婚という形式に拘る必要性を感じないから	結婚に縛られたくない、自由でいたいから	今のままの生活を続けた方が安心だから	結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから	仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから	仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから	誰かと一緒に生きていきたいと思わないから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから	27.7566539923954	36.216730038022902	11.121673003802279	28.6121673003802	36.977186311787094	31.653992395437299	36.026615969581698	23.288973384030399	11.882129277566541	27.0912547528517	12.83269961977186	





女性40-69歳(n=1,520)	

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから	結婚するほど好きな人に巡り合っていないから	名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから	結婚という形式に拘る必要性を感じないから	結婚に縛られたくない、自由でいたいから	今のままの生活を続けた方が安心だから	結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから	仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから	仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから	誰かと一緒に生きていきたいと思わないから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから	51.578947368421098	58.75	35.2631578947368	55.592105263157904	60.657894736842096	54.013157894736892	31.381578947368496	49.407894736842096	15.19736842105263	40.065789473684305	32.105263157894697	男性40-69歳(n=1,342)	

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから	結婚するほど好きな人に巡り合っていないから	名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから	結婚という形式に拘る必要性を感じないから	結婚に縛られたくない、自由でいたいから	今のままの生活を続けた方が安心だから	結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから	仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから	仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから	誰かと一緒に生きていきたいと思わないから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから	37.928464977645305	43.219076005961298	6.6318926974664603	34.351713859910603	44.113263785394899	38.077496274217594	40.909090909090899	25.931445603576801	7.4515648286139999	28.0178	83755588699	16.095380029806257	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．「当てはまる」「やや当てはまる」の累計値を掲載。

（％）

（％）

印刷イメージ



特‐42図 家族に関する意識 (結婚・子供・家族)

																																Ⅰ-特‐図 家族に関する意識

		合計		列2		女性/20-39歳（n=3,343）		男性/20-39歳（n=3,356）		女性/40-69歳（n=6,736）		男性/40-69歳（n=6,565）		列1		合計		列2		女性20-39歳（n=3,343）		男性20-39歳（n=3,356）		女性40-69歳（n=6,736）		男性40-69歳（n=6,565）

		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである				-22.3		-22.2		-22.1		-23.6		15		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである				32.7		25.2		28.0		21.6

		女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである				-14.8		-17.6		-12.4		-15.1		14		女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである				40.6		29.1		38.6		27.9

		女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである				-20.8		-19.5		-20.5		-20.6		13		女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである				34.4		25.1		32.5		24.5

		男性にある程度収入がないと結婚すべきでない				-39.3		-31.8		-40.9		-34.3		12		男性にある程度収入がないと結婚すべきでない				16.8		18.2		12.9		14.3

		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである				-12.3		-15.0		-11.3		-9.1		11		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである				40.8		31.3		35.7		31.7

		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである				-22.9		-23.3		-27.1		-29.8		10		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである				25.1		18.5		17.3		12.8

		お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい				-25.2		-26.9		-25.2		-28.8		9		お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい				22.9		15.8		13.5		10.7

		男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである				-15.1		-19.8		-17.8		-21.0		8		男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである				39.2		26.8		31.3		22.7

		男女とも子供を持って一人前と認めるべきである				-12.2		-17.9		-12.8		-16.3		7		男女とも子供を持って一人前と認めるべきである				45.0		28.8		39.8		27.6

		結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである				-20.0		-23.9		-21.4		-27.1		6		結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである				31.0		19.7		25.0		15.8

		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				-24.5		-24.5		-31.3		-29.4		5		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				25.8		18.4		15.2		10.9

		男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				-22.9		-24.0		-26.2		-25.4		4		男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				26.0		18.0		16.5		12.8

		長男がお墓を守るべきである				-9.7		-17.0		-8.6		-14.2		3		長男がお墓を守るべきである				46.4		28.4		42.7		26.2

		長子が家を継ぐ・家を守るべきである				-9.8		-16.6		-7.8		-13.6		2		長子が家を継ぐ・家を守るべきである				46.1		27.4		44.4		26.2

		長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである				-10.4		-17.3		-9.0		-13.5		1		長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである				48.1		27.4		46.9		27.3

		 ジェンダー・家制度に対する考え方														 ジェンダー・家制度に対する考え方

		※「賛成である」+「やや賛成である」の累計値 ルイケイ アタイ														※「やや反対である」+「反対である」の累計値 ハンタイ ハンタイ ルイケイ アタイ

		Q43S1 [男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである]														Q43S1 [男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである]

		Q43S2 [女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである]														Q43S2 [女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである]

		Q43S3 [女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである]														Q43S3 [女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである]

		Q43S4 [男性にある程度収入がないと結婚すべきでない]														Q43S4 [男性にある程度収入がないと結婚すべきでない]

		Q43S5 [女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである]														Q43S5 [女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである]

		Q43S6 [事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである]														Q43S6 [事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである]

		Q43S7 [お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい]														Q43S7 [お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい]

		Q43S8 [男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである]														Q43S8 [男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである]

		Q43S9 [男女とも子供を持って一人前と認めるべきである]														Q43S9 [男女とも子供を持って一人前と認めるべきである]

		Q43S10 [結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである]														Q43S10 [結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである]

		Q43S11 [女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]														Q43S11 [女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]

		Q43S12 [男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]														Q43S12 [男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]

		Q43S13 [長男がお墓を守るべきである]														Q43S13 [長男がお墓を守るべきである]

		Q43S14 [長子が家を継ぐ・家を守るべきである]														Q43S14 [長子が家を継ぐ・家を守るべきである]

		Q43S15 [長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである]														Q43S15 [長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである]



女性/20-39歳（n=3,343）	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	-22.913550702961398	-25.216871073885699	-15.1361052946455	-12.1746933891714	-19.9820520490577	-9.7218067603948608	-9.8115465151061905	-10.409811546515099	女性/40-69歳（n=6,736）	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	-27.1229216152019	-25.2375296912114	-17.814726840855101	-12.7820665083135	-21.4073634204276	-8.5659144893111598	-7.82363420427553	-9.0261282660332505	男性/20-39歳（n=3,356）	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	-23.271752085816399	-26.907032181168098	-19.815256257449299	-17.938021454112	-23.8974970202622	-16.984505363528001	-16.626936829559	-17.252681764004802	男性/40-69歳（n=6,565）	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	-29.8	-28.8	-21	-16.3	-27.1	-14.2	-13.6	-13.5	列2	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである	男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	







女性20-39歳（n=3,343）	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	25.097218067604	22.853724199820501	39.1863595572839	45.049356865091198	31.020041878552199	46.365539934190799	46.126233921627303	48.100508525276702	女性40-69歳（n=6,736）	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	17.2951306413302	13.494655581947701	31.339073634204301	39.786223277909698	25	42.695961995249398	44.373515439429902	46.8824228028504	男性20-39歳（n=3,356）	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	長男	がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	18.474374255065602	15.792610250298001	26.847437425506602	28.843861740166901	19.696066746126299	28.426698450536399	27.4433849821216	27.3539928486293	男性40-69歳（n=6,565）	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである	12.8408225437928	10.6626047220107	22.741812642802699	27.6313785224676	15.765422696115801	26.169078446306202	26.153846153846199	27.311500380807299	列2	事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである	お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい	男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである	男女とも子供を持って一人前と認めるべきである	結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである	女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである	男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである	長男がお墓を守るべきである	長子が家を継ぐ・家を守るべきである	長男の嫁は、長男の嫁としての役割	を果たすべきである	







特－42図　家族に関する意識（結婚・子供、家族）

印刷イメージ

賛成＋やや賛成

５／６　タイトル追記（結婚・子供、家族）

5/10　備考追加

5/17
小数点以下第１位まで表示に

（％）

（％）



特‐42図（家族に関する意識 (結婚・子供・家族)　表）







								女性/20-39歳
（n=3, 343）						女性/40-69歳
（n=6, 736）						男性/20-39歳
（n=3, 356）						男性/40-69歳
（n=6, 565）



								賛成＋		反対＋				賛成＋		反対＋				賛成＋		反対＋				賛成＋		反対＋						反対―賛成 ハンタイ サンセイ

								やや賛成		やや反対				やや賛成		やや反対				やや賛成		やや反対				やや賛成		やや反対

				結婚・子供 ケッコン コドモ		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである		22.9%		25.1%				27.1%		17.3%				23.3%		18.5%				29.8%		12.8%		女性/20-39歳　反対 ジョセイ サイ ハンタイ				2.20%		-9.80%		-4.80%		-17.00%

						お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい		25.2%		22.9%				25.2%		13.5%				26.9%		15.8%				28.8%		10.7%						-2.30%		-11.70%		-11.10%		-18.10%

						男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである		15.1%		39.2%				17.8%		31.3%				19.8%		26.8%				21.0%		22.7%						24.10%		13.50%		7.00%		1.70%

						男女とも子供を持って一人前と認めるべきである		12.2%		45.0%				12.8%		39.8%				17.9%		28.8%				16.3%		27.6%						32.80%		27.00%		10.90%		11.30%

						結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである		20.0%		31.0%				21.4%		25.0%				23.9%		19.7%				27.1%		15.8%		女性賛成　男性反対 ジョセイ サンセイ ダンセイ ハンタイ				11.00%		3.60%		-4.20%		-11.30%

				ジェンダー		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである		24.5%		25.8%				31.3%		15.2%				24.5%		18.4%				29.4%		10.9%		女性/20-39歳　反対 ジョセイ サイ ハンタイ				1.30%		-16.10%		-6.10%		-18.50%

						男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである		22.9%		26.0%				26.2%		16.5%				24.0%		18.0%				25.4%		12.8%		女性/20-39歳　反対 ジョセイ サイ ハンタイ				3.10%		-9.70%		-6.00%		-12.60%

				家族 カゾク		長男がお墓を守るべきである		9.7%		46.4%				8.6%		42.7%				17.0%		28.4%				14.2%		26.2%						36.70%		34.10%		11.40%		12.00%

						長子が家を継ぐ・家を守るべきである		9.8%		46.1%				7.8%		44.4%				16.6%		27.4%				13.6%		26.2%						36.30%		36.60%		10.80%		12.60%

						長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである		10.4%		48.1%				9.0%		46.9%				17.3%		27.4%				13.5%		27.3%						37.70%		37.90%		10.10%		13.80%





				仕事・収入・家事 シゴト シュウニュウ カジ		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである		22.30%		32.70%				22.10%		28.00%				22.20%		25.20%				23.60%		21.60%		男性/40-69歳　賛成 ダンセイ サイ サンセイ				10.40%		5.90%		3.00%		-2.00%

						女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである		14.80%		40.60%				12.40%		38.60%				17.60%		29.10%				15.10%		27.90%						25.80%		26.20%		11.50%		12.80%

						女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである		20.80%		34.40%				20.50%		32.50%				19.50%		25.10%				20.60%		24.50%						13.60%		12.00%		5.60%		3.90%

						男性にある程度収入がないと結婚すべきでない		39.30%		16.80%				40.90%		12.90%				31.80%		18.20%				34.30%		14.30%						-22.50%		-28.00%		-13.60%		-20.00%

				教育 キョウイク		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである		12.30%		40.80%				11.30%		35.70%				15.00%		31.30%				9.10%		31.70%						28.50%		24.40%		16.30%		22.60%



（備考）１．「令和３年度　人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
        ２．青色網掛：「賛成＋やや賛成」と「反対＋やや反対」で、割合の大きい方。
            赤字：「賛成＋やや賛成」と「反対＋やや反対」の差が10％ポイント以上。

５／１７小数点第２位削除、備考２10%→10%ポイント



特‐43図 性別役割意識（男性は結婚して家庭をもって一人前）

		Ⅰ-特‐図 性別役割意識（男性は結婚して家庭をもって一人前） セイベツ ヤクワリ イシキ ダンセイ ケッコン カテイ イチニンマエ

		【男性は結婚して家庭をもって一人前だ】 ダンセイ ケッコン カテイ イチニンマエ

				そう思う オモ		どちらかといえばそう思う オモ								特‐43図 性別役割意識（男性は結婚して家庭をもって一人前だ） セイベツ ヤクワリ イシキ ダンセイ ケッコン カテイ イチニンマエ

		女性 20代
n=984 ジョセイ ダイ		2.3		12.7

		女性 30代
n=1010 ジョセイ ダイ		5.1		13.3

		女性 40代
n=1038 ジョセイ ダイ		3.0		15.6

		女性 50代
n=1062 ジョセイ ダイ		3.1		19.3

		女性 60代
n=1071 ジョセイ ダイ		3.0		25.3

		男性 20代
n=949 ダンセイ ダイ		4.5		19.0

		男性 30代
n=969 ダンセイ ダイ		4.5		21.5

		男性 40代
n=1029 ダンセイ ダイ		5.9		20.4

		男性 50代
n=1060 ダンセイ ダイ		5.8		26.1

		男性 60代
n=1062 ダンセイ ダイ		7.3		35.2



そう思う	

女性 20代	
n=984	女性 30代	
n=1010	女性 40代	
n=1038	女性 50代	
n=1062	女性 60代	
n=1071	男性 20代	
n=949	男性 30代	
n=969	男性 40代	
n=1029	男性 50代	
n=1060	男性 60代	
n=1062	2.2999999999999998	5.0999999999999996	3	3.1	3	4.5	4.5	5.9	5.8	7.3	どちらかといえばそう思う	

女性 20代	
n=984	女性 30代	
n=1010	女性 40代	
n=1038	女性 50代	
n=1062	女性 60代	
n=1071	男性 20代	
n=949	男性 30代	
n=969	男性 40代	
n=1029	男性 50代	
n=1060	男性 60代	
n=1062	12.7	13.3	15.6	19.3	25.3	19	21.5	20.399999999999999	26.1	35.200000000000003	







（備考）内閣府「令和3年度　性別による無意識の思い込み
　　　　（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」より作成。

（％）

印刷イメージ

5/13広報指摘反映（男性のｎと、タイトル「～一人前だ」



特‐44図 結婚相手に求める・求めたこと（独身男女比較）

		Ⅰ-特‐図 結婚相手に求める・求めたこと（独身男女比較）

		 		N		価値観が近い		一緒にいて楽しい		一緒にいて落ち着ける・気を遣わない		家事力・家事分担できる		仕事への理解がある		恋愛感情がある		満足いく経済力・年収		正規雇用である		金銭感覚が近い		子供好きである		学歴		容姿・ルックスに好感がもてる		家柄		初婚である		既に子供がいないこと		親兄弟・親族と上手く付き合う		年齢		その他		特にない

		女性20-39歳(n=1,453) ジョセイ サイ		1453		62.7		49.7		64.4		27.8		10.6		27.9		32.6		15.1		29.5		12.2		2.7		22.1		1.8		8.3		9.3		11.0		5.2		0.8		5.7

		男性20-39歳(n=1,592) オトコ		1592		59.2		49.4		51.1		17.4		15.4		23.7		5.8		4.4		21.7		8.0		2.3		25.4		1.8		6.9		5.8		6.7		9.0		1.9		10.9



		Q19S1 [結婚相手に求める・求めたこと]／独身／20-39歳 ドクシン

		 		N		価値観が近い		一緒にいて楽しい		一緒にいて落ち着ける・気を遣わない		家事力・家事分担できる		仕事への理解がある		恋愛感情がある		満足いく経済力・年収		正規雇用である		金銭感覚が近い		子供好きである		学歴		容姿・ルックスに好感がもてる		家柄		初婚である		既に子供がいないこと		親兄弟・親族と上手く付き合う		年齢		その他		特にない

		女性40-69歳(n=793) ジョセイ サイ		793		72.3		47.8		65.4		22.1		9.8		24.7		39.3		14.9		35.4		5.3		1.8		25.6		1.8		1.8		4.8		10.5		6.4		2.3		4.2

		男性40-69歳(n=1,224) オトコ		1224		67.1		50.9		59.4		15.2		9.2		29.6		4.7		0.7		25.8		8.0		0.8		32.1		1.1		5.3		4.4		8.7		9.9		1.3		9.5



		Q19S1 [結婚相手に求める・求めたこと]／独身／40-69歳 ドクシン

						特‐44図 結婚相手に求める・求めたこと

						　＜独身男女比較＞ ドクシン ダンジョ ヒカク

								＜20-39歳　独身男女比較＞ サイ ドクシン ダンジョ ヒカク										＜40-69歳　独身男女比較＞ サイ ドクシン ダンジョ ヒカク

						価値観が近い

						一緒にいて楽しい

						一緒にいて落ち着ける・
気を遣わない

						家事力・家事分担できる

						仕事への理解がある

						恋愛感情がある

						満足いく経済力・年収

						正規雇用である

						金銭感覚が近い

						子供好きである

						学歴

						容姿・ルックスに好感がもてる

						家柄

						初婚である

						既に子供がいないこと

						親兄弟・親族と上手く付き合う

						年齢

						その他

						特にない



女性20-39歳(n=1,453)	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	62.697866483138299	49.6902959394357	64.418444597384706	27.8	045423262216	10.5987611837577	27.9421885753613	32.553337921541598	15.1410874053682	29.456297315898102	12.1816930488644	2.6841018582243601	22.092222986923598	1.7894012388162399	8.3275980729525099	9.2911218169304899	11.011699931176899	5.23055746730902	0.75705437026841005	5.7123193392980003	男性20-39歳(n=1,592)	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	59.170854271356802	49.434673366834197	51.130653266331699	17.399497487437198	15.389447236180899	23.7437185929648	5.8417085427135698	4.3969849246231201	21.670854271356799	7.9773869346733699	2.2613065326633199	25.376884422110599	1.7587939698492501	6.9095477386934698	5.7788944723618103	6.6582914572864302	9.0452261306532709	1.8844221105527601	10.8668341708543	





女性40-69歳(n=793)	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	72.257250945775496	47.793190416141201	65.447667087011396	22.068095838587599	9.8360655737704903	24.716267339218199	39.344262295081997	14.880201765447699	35.435056746532197	5.2963430012610297	1.7654476670870101	25.5989911727617	1.7654476670870101	1.7654476670870101	4.7919293820933202	10.466582597730101	6.4312736443884004	2.2698612862547298	4.1614123581336697	男性40-69歳(n=1,224)	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	67.075163398692794	50.8	98692810457497	59.3954248366013	15.1960784313725	9.2320261437908506	29.575163398692801	4.7385620915032698	0.73529411764705899	25.816993464052299	8.0065359477124201	0.81699346405228801	32.107843137254903	1.1437908496732001	5.31045751633987	4.4117647058823497	8.7418300653594798	9.8856209150326801	1.3071895424836599	9.4771241830065396	





（％）

（％）

印刷イメージ



特‐44図（既婚20-39歳　理想と現実）

		Ⅰ-特‐図 結婚相手に求める・求めたこと（独身男女比較）

		 		N		価値観が近い		一緒にいて楽しい		一緒にいて落ち着ける・気を遣わない		家事力・家事分担できる		仕事への理解がある		恋愛感情がある		満足いく経済力・年収		正規雇用である		金銭感覚が近い		子供好きである		学歴		容姿・ルックスに好感がもてる		家柄		初婚である		既に子供がいないこと		親兄弟・親族と上手く付き合う		年齢		その他		特にない

		結婚相手に求めたこと（理想） ケッコンアイテ モト リソウ		1515		59.3		54.0		59.7		24.4		8.8		23.8		28.3		21.5		25.4		20.1		2.5		15.8		2.2		9.4		8.2		7.2		5.1		0.5		6.7

		現在相手に求めること（現実） ゲンザイ アイテ モト ゲンジツ		1515		45.7		41.3		52.1		36.8		8.1		14.5		32.2		19.1		24.3		21.5		1.3		7.7		1.9		0.0		0.0		9.0		2.4		0.6		8.8

				差 サ		13.5		12.7		7.6		-12.3		0.7		9.3		-3.9		2.4		1.1		-1.3		1.2		8.1		0.3		9.4		8.2		-1.8		2.8		-0.1		-2.1

		既婚（事実婚含む）／20-39歳女性

		 		N		価値観が近い		一緒にいて楽しい		一緒にいて落ち着ける・気を遣わない		家事力・家事分担できる		仕事への理解がある		恋愛感情がある		満足いく経済力・年収		正規雇用である		金銭感覚が近い		子供好きである		学歴		容姿・ルックスに好感がもてる		家柄		初婚である		既に子供がいないこと		親兄弟・親族と上手く付き合う		年齢		その他		特にない

		結婚相手に求めたこと（理想） ケッコンアイテ モト リソウ		1259		57.2		45.9		46.0		17.7		15.6		18.7		6.0		2.8		16.6		11.0		2.7		19.1		1.3		6.2		4.7		3.1		4.2		1.1		14.0

		現在相手に求めること（現実） ゲンザイ アイテ モト ゲンジツ		1259		46.5		37.2		38.4		16.4		13.7		13.6		5.0		2.3		15.6		10.0		1.8		12.6		1.2		0.0		0.0		4.1		2.5		1.1		17.5

				差 サ		10.6		8.7		7.5		1.3		2.0		5.2		1.0		0.5		1.0		1.0		0.9		6.5		0.1		6.2		4.7		-1.0		1.7		0.0		-3.5

		既婚（事実婚含む）／20-39歳男性 ダンセイ

						　＜20-39歳既婚男女　理想と現実比較＞ サイ キコン ダンジョ リソウ ゲンジツ ヒカク



								＜20-39歳　既婚女性（n=1,515）＞ サイ キコン ジョセイ										＜20-39歳　既婚男性（n=1,259）＞ サイ キコン ダンセイ

						価値観が近い

						一緒にいて楽しい

						一緒にいて落ち着ける・
気を遣わない

						家事力・家事分担できる

						仕事への理解がある

						恋愛感情がある

						満足いく経済力・年収

						正規雇用である

						金銭感覚が近い

						子供好きである

						学歴

						容姿・ルックスに好感がもてる

						家柄

						初婚である

						既に子供がいないこと

						親兄弟・親族と上手く付き合う

						年齢

						その他

						特にない



結婚相手に求めたこと（理想）	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	59.273927392739303	53.993399339934001	59.669966996699699	24.422442244224399	8.7788778877887808	23.762376237623801	28.316831683168299	21.452145214521501	25.412541254125401	20.132013201320099	2.5082508250825102	15.841584158415801	2.2442244224422399	9.37293729372937	8.1848184818481808	7.1947194719471899	5.1485148514851504	0.528052805280528	6.6666666666666696	現在相手に求めること（現実）	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	45.742574257425701	41.2541254125412	99	52.079207920792101	36.765676567656797	8.1188118811881207	14.4554455445545	32.2112211221122	19.075907590759101	24.2904290429043	21.452145214521501	1.3201320132013199	7.7227722772277199	1.91419141914191	0	0	8.9768976897689807	2.3762376237623801	0.59405940594059403	8.7788778877887808	





結婚相手に求めたこと（理想）	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	57.1882446386021	45.909451945988899	45.988880063542503	17.712470214455902	15.647339158062	18.745035742652899	6.0365369340746602	2.7799841143764898	16.6004765687053	10.961080222398699	2.7005559968228798	19.142176330421002	1.2708498808578199	6.19539316918189	4.6862589356632203	3.0976965845909499	4.2096902303415398	1.1119936457505999	13.979348689436099	現在相手に求めること（現実）	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	46.544876886417804	37.172359015091	303	38.443208895949198	16.441620333598099	13.661636219221601	13.582208101668	5.0039714058776799	2.3034154090548098	15.567911040508299	10.007942811755401	1.82684670373312	12.6290706910246	1.1914217633042099	0	0	4.05083399523431	2.54169976171565	1.1119936457505999	17.4741858617951	





（％）

（％）
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５／６　凡例に（理想）（現実）追加



特‐44図（既婚40-69歳　理想と現実）

		Ⅰ-特‐図 結婚相手に求める・求めたこと（独身男女比較）

		 		N		価値観が近い		一緒にいて楽しい		一緒にいて落ち着ける・気を遣わない		家事力・家事分担できる		仕事への理解がある		恋愛感情がある		満足いく経済力・年収		正規雇用である		金銭感覚が近い		子供好きである		学歴		容姿・ルックスに好感がもてる		家柄		初婚である		既に子供がいないこと		親兄弟・親族と上手く付き合う		年齢		その他		特にない

		結婚相手に求めたこと（理想） ケッコンアイテ モト リソウ		4927		66.9		47.6		61.4		18.1		8.5		23.2		37.0		25.2		31.7		11.0		6.1		15.6		2.0		8.6		7.1		7.9		6.9		1.2		4.9

		現在相手に求めること（現実） ゲンザイ アイテ モト ゲンジツ		4927		53.3		34.7		55.1		28.5		7.4		9.1		36.5		16.9		28.9		9.1		2.7		7.4		1.3		0.0		0.0		9.8		2.9		2.1		8.7

				差 サ		13.6		12.9		6.3		-10.4		1.1		14.1		0.5		8.4		2.7		1.9		3.4		8.2		0.6		8.6		7.1		-1.9		4.0		-0.9		-3.8

		既婚（事実婚含む）／40-69歳女性

		 		N		価値観が近い		一緒にいて楽しい		一緒にいて落ち着ける・気を遣わない		家事力・家事分担できる		仕事への理解がある		恋愛感情がある		満足いく経済力・年収		正規雇用である		金銭感覚が近い		子供好きである		学歴		容姿・ルックスに好感がもてる		家柄		初婚である		既に子供がいないこと		親兄弟・親族と上手く付き合う		年齢		その他		特にない

		結婚相手に求めたこと（理想） ケッコンアイテ モト リソウ		4656		64.4		51.0		55.5		16.5		16.3		25.9		3.3		1.7		21.9		11.6		0.9		23.9		1.1		8.3		4.2		8.9		5.9		0.9		9.0

		現在相手に求めること（現実） ゲンザイ アイテ モト ゲンジツ		4656		50.8		37.6		48.8		14.7		12.4		13.6		3.1		1.2		19.2		7.9		0.4		11.4		0.7		0.0		0.0		8.3		2.7		1.5		15.1

				差 サ		13.6		13.4		6.7		1.8		4.0		12.3		0.2		0.5		2.7		3.7		0.5		12.6		0.3		8.3		4.2		0.6		3.2		-0.6		-6.1

		既婚（事実婚含む）／40-69歳男性 ダンセイ

						　＜40-69歳既婚男女　理想と現実比較＞ サイ キコン ダンジョ リソウ ゲンジツ ヒカク



								＜40-69歳　既婚女性（n=4,927）＞ サイ キコン ジョセイ										＜40-69歳　既婚男性（n=4,656）＞ サイ キコン ダンセイ

						価値観が近い

						一緒にいて楽しい

						一緒にいて落ち着ける・
気を遣わない

						家事力・家事分担できる

						仕事への理解がある

						恋愛感情がある

						満足いく経済力・年収

						正規雇用である

						金銭感覚が近い

						子供好きである

						学歴

						容姿・ルックスに好感がもてる

						家柄

						初婚である

						既に子供がいないこと

						親兄弟・親族と上手く付き合う

						年齢

						その他

						特にない



結婚相手に求めたこと（理想）	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	66.937284351532398	47.574588999391104	61.416683580272	18.104323117515701	8.5447533996346703	23.218997361477602	37.020499289628603	25.248629997970401	31.662269129287601	10.980312563426001	6.0686015831134599	15.587578648264699	1.9687436573980099	8.6462350314593106	7.0631215749949297	7.8749746295920398	6.9007509640754998	1.19748325553075	4.9320073066774901	現在相手に求めること（現実）	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	53.338745687030602	34.6864217576618	97	55.1451187335092	28.455449563628999	7.4081591231986996	9.1130505378526507	36.513091130505401	16.886543535620099	28.922265070022299	9.1130505378526507	2.6588187538055599	7.4081591231986996	1.33955754008524	0	0	9.8031256342601996	2.8617820174548401	2.1311142683174298	8.7071240105540895	





結婚相手に求めたこと（理想）	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	64.390034364261197	51.0309278350515	55.498281786941597	16.473367697594501	16.344501718213099	25.902061855670102	3.3290378006872898	1.6967353951890001	21.928694158075601	11.640893470790401	0.94501718213058405	23.9475945017182	1.0524054982817901	8.2689003436426098	4.2310996563573902	8.8702749140893502	5.9493127147766298	0.94501718213058405	9.0206185567010309	現在相手に求めること（現実）	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	50.751718213058403	37.5859106	52921001	48.840206185566998	14.6907216494845	12.3711340206186	13.616838487972499	3.1357388316151198	1.2242268041237101	19.201030927835099	7.9467353951890001	0.42955326460481102	11.3616838487973	0.73024054982817899	0	0	8.2903780068728494	2.7061855670103099	1.50343642611684	15.1417525773196	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．既婚者には、事実婚・内縁を含む。
　　　　３．優先度の高いものを５つ選択。

（％）

（％）

印刷イメージ

５／６　凡例に（理想）（現実）追加



特‐45図 理想の子供の数

		 		N		0人 ヒト		1人 ヒト		2人 ヒト		3人 ヒト		4人 ヒト		5人以上 ヒト イジョウ		わからない・答えたくない コタ				 		N		0人 ヒト		1人 ヒト		2人 ヒト		3人 ヒト		4人 ヒト		5人以上 ヒト イジョウ		わからない・答えたくない コタ				特‐45図 理想の子供数

		20代
(n=1,177) ダイ		1177		23.9		7.6		39.8		12.1		1.4		0.6		14.8				20代
(n=1,306) ダイ		1306		30.9		9.3		32.2		8.0		0.6		0.5		18.4

		30代
(n=549) ダイ		549		43.4		8.9		23.9		7.7		0.2		0.0		16.0				30代
(n=754) ダイ		754		37.7		11.8		26.8		4.9		0.4		0.5		17.9

		40代
(n=497) ダイ		497		63.6		6.2		11.9		3.0		0.2		0.6		14.5				40代
(n=738) ダイ		738		46.9		8.5		22.5		5.0		0.1		0.5		16.4

		50代
(n=363) ダイ		363		74.9		1.4		8.3		2.2		0.0		0.0		13.2				50代
(n=568) ダイ		568		59.3		4.4		15.7		3.5		0.0		0.2		16.9

		60代
(n=211) ダイ		211		69.7		1.4		10.0		6.2		0.0		0.0		12.8				60代
(n=355) ダイ		355		61.4		2.8		14.6		6.8		0.0		0.6		13.8



		Q17S1 [理想的な子供の数]／①独身者（現在、子供がいない人）／女性
 ジョセイ																				Q17S1 [理想的な子供の数]／①独身者（現在、子供がいない人）／男性
 ダンセイ

		 		N		0人 ヒト		1人 ヒト		2人 ヒト		3人 ヒト		4人 ヒト		5人以上 ヒト イジョウ		わからない・答えたくない コタ				 		N		0人 ヒト		1人 ヒト		2人 ヒト		3人 ヒト		4人 ヒト		5人以上 ヒト イジョウ		わからない・答えたくない コタ

		女性20代
(n=1,177) ダイ		1177		25.5		9.5		38.1		8.7		0.8		0.4		16.9				男性20代
(n=1,306) ダイ		1306		31.5		12.1		29.0		6.4		0.4		0.5		20.0

		女性30代
(n=549) ジョセイ ダイ		549		45.4		10.9		19.1		5.3		0.0		0.0		19.3				男性30代
(n=754) ダイ		754		38.7		14.3		22.4		3.6		0.4		0.4		20.2

		女性40代
(n=497) ジョセイ ダイ		497		69.4		7.8		5.0		1.0		0.2		0.2		16.3				男性40代
(n=738) ダイ		738		49.9		12.3		15.7		2.2		0.1		0.8		19.0

		女性50代
(n=363) ダイ		363		81.8		0.6		1.9		0.6		0.0		0.0		15.2				男性50代
(n=568) ダイ		568		65.0		6.5		8.3		1.1		0.0		0.2		19.0

		女性60代
(n=211) ジョセイ ダイ		211		82.5		0.9		1.9		1.4		0.0		0.0		13.3				男性60代
(n=355) ダイ		355		71.8		3.9		6.5		1.1		0.0		0.3		16.3



		Q17S2 [今後育てたい子供の数]／①独身者（現在、子供がいない人）／女性 ジョセイ																				Q17S2 [今後育てたい子供の数]／①独身者（現在、子供がいない人）／男性 ダンセイ

		 		N		0人 ヒト		1人 ヒト		2人 ヒト		3人 ヒト		4人 ヒト		5人以上 ヒト イジョウ		わからない・答えたくない コタ				 		N		0人 ヒト		1人 ヒト		2人 ヒト		3人 ヒト		4人 ヒト		5人以上 ヒト イジョウ		わからない・答えたくない コタ

		20代
(n=140) ダイ		140		15.0		6.4		49.3		12.9		1.4		0.7		14.3				20代
(n=117) ダイ		117		31.6		7.7		29.1		16.2		0.9		0.0		14.5

		30代
(n=330) ダイ		330		34.8		13.3		35.8		7.0		0.0		0.0		9.1				30代
(n=287) ダイ		287		36.9		12.2		31.0		6.6		0.7		0.3		12.2

		40代
(n=454) ダイ		454		61.2		7.0		15.9		3.5		0.0		0.0		12.3				40代
(n=345) ダイ		345		55.9		9.6		20.0		2.3		0.0		0.3		11.9

		50代
(n=346) ダイ		346		61.8		4.3		12.1		4.6		0.0		0.0		17.1				50代
(n=289) ダイ		289		60.6		3.5		20.1		3.8		0.0		0.0		12.1

		60代
(n=237) ダイ		237		56.1		3.4		13.9		4.2		0.4		0.0		21.9				60代
(n=221) ダイ		221		52.5		0.9		22.2		5.4		0.0		0.9		18.1



		Q17S1 [理想的な子供の数]／②既婚者（現在、子供がいない人）／女性 ジョセイ																				Q17S1 [理想的な子供の数]／②既婚者（現在、子供がいない人）／男性 ダンセイ

		 		N		0人 ヒト		1人 ヒト		2人 ヒト		3人 ヒト		4人 ヒト		5人以上 ヒト イジョウ		わからない・答えたくない コタ				 		N		0人 ヒト		1人 ヒト		2人 ヒト		3人 ヒト		4人 ヒト		5人以上 ヒト イジョウ		わからない・答えたくない コタ

		女性20代
(n=140) ダイ		140		15.0		10.7		47.1		7.9		1.4		0.0		17.9				男性20代
(n=117) ダイ		117		33.3		7.7		29.1		14.5		0.9		0.0		14.5

		女性30代
(n=330) ジョセイ ダイ		330		36.7		22.1		26.7		3.9		0.0		0.0		10.6				男性30代
(n=287) ダイ		287		39.0		14.3		28.9		3.5		0.3		0.3		13.6

		女性40代
(n=454) ジョセイ ダイ		454		73.3		7.5		4.8		0.7		0.0		0.0		13.7				男性40代
(n=345) ダイ		345		62.6		14.5		9.3		0.6		0.3		0.3		12.5

		女性50代
(n=346) ダイ		346		74.3		2.9		2.6		1.2		0.0		0.0		19.1				男性50代
(n=289) ダイ		289		76.5		2.8		5.2		0.7		0.0		0.0		14.9

		女性60代
(n=237) ジョセイ ダイ		237		74.3		1.7		2.1		0.4		0.0		0.0		21.5				男性60代
(n=221) ダイ		221		74.2		0.9		5.0		0.5		0.5		0.0		19.0



		Q17S2 [今後育てたい子供の数]／②既婚者（現在、子供がいない人）／女性 ジョセイ																				Q17S2 [今後育てたい子供の数]／②既婚者（現在、子供がいない人）／男性 ダンセイ



【機密性2情報】		


＜独身（現在子供がいない人）、女性＞



0人	

20代	
(n=1,177)	30代	
(n=549)	40代	
(n=497)	23.874256584537001	43.351548269581102	63.581488933601598	1人	

20代	
(n=1,177)	30代	
(n=549)	40代	
(n=497)	7.5615972812234498	8.9253187613843306	6.2374245472837	2人	

20代	
(n=1,177)	30代	
(n=549)	40代	
(n=497)	39.762107051826703	23.861566484517301	11.871227364185099	3人	

20代	
(n=1,177)	30代	
(n=549)	40代	
(n=497)	12.0645709430756	7.6502732240437199	3.0181086519114699	4人	20代	
(n=1,177)	30代	
(n=549)	40代	
(n=497)	1.3593882752761299	0.18214936247723101	0.20120724346076499	5人以上	20代	
(n=1,177)	30代	
(n=549)	40代	
(n=497)	0.59473237043330496	0	0.60362173038229405	わからない・答えたくない	

20代	
(n=1,177)	30代	
(n=549)	40代	
(n=497)	14.7833474936279	16.029143897996398	14.486921529175101	







＜独身（現在子供がいない人）、男性＞



0人	

20代	
(n=1,306)	30代	
(n=754)	40代	
(n=738)	30.857580398162298	37.665782493368702	46.883468834688301	1人	

20代	
(n=1,306)	30代	
(n=754)	40代	
(n=738)	9.3415007656967806	11.8037135278515	8.5365853658536608	2人	

20代	
(n=1,306)	30代	
(n=754)	40代	
(n=738)	32.235834609494603	26.790450928382	22.493224932249301	3人	

20代	
(n=1,306)	30代	
(n=754)	40代	
(n=738)	8.0398162327718197	4.9071618037135298	5.0135501355013599	4人	20代	
(n=1,306)	30代	
(n=754)	40代	
(n=738)	0.61255742725880602	0.39787798408488101	0.13550135501355001	5人以上	20代	
(n=1,306)	30代	
(n=754)	40代	
(n=738)	0.53598774885145495	0.53050397877984101	0.54200542005420005	わからない・答えたくない	

20代	
(n=1,306)	30代	
(n=754)	40代	
(n=738)	18.3767228177642	17.9045092838196	16.395663956639599	







今後育てたい子供の数（独身、女性）



0人	

女性20代	
(n=1,177)	女性30代	
(n=549)	女性40代	
(n=497)	25.488530161427398	45.35519125	6830601	69.416498993963799	1人	

女性20代	
(n=1,177)	女性30代	
(n=549)	女性40代	
(n=497)	9.5157179269328793	10.928961748633901	7.8470824949698201	2人	

女性20代	
(n=1,177)	女性30代	
(n=549)	女性40代	
(n=497)	38.147833474936299	19.125683060109299	5.0301810865191197	3人	

女性20代	
(n=1,177)	女性30代	
(n=549)	女性40代	
(n=497)	8.6661002548853006	5.2823315118397103	1.00603621730382	4人	女性20代	
(n=1,177)	女性30代	
(n=549)	女性40代	
(n=497)	0.84961767204757899	0	0.20120724346076499	5人以上	女性20代	
(n=1,177)	女性30代	
(n=549)	女性40代	
(n=497)	0.42480883602378899	0	0.20120724346076499	わからない・答えたくない	

女性20代	
(n=1,177)	女性30代	
(n=549)	女性40代	
(n=497)	16.907391673746801	19.3078324225865	16.297786720321898	







今後育てたい子供の数（独身、男性）



0人	

男性20代	
(n=1,306)	男性30代	
(n=754)	男性40代	
(n=738)	31.5467075038285	38.7267904509	28398	49.864498644986398	1人	

男性20代	
(n=1,306)	男性30代	
(n=754)	男性40代	
(n=738)	12.0980091883614	14.3236074270557	12.3306233062331	2人	

男性20代	
(n=1,306)	男性30代	
(n=754)	男性40代	
(n=738)	29.019908116385899	22.413793103448299	15.718157181571801	3人	

男性20代	
(n=1,306)	男性30代	
(n=754)	男性40代	
(n=738)	6.4318529862174598	3.5809018567639299	2.1680216802168002	4人	男性20代	
(n=1,306)	男性30代	
(n=754)	男性40代	
(n=738)	0.38284839203675303	0.39787798408488101	0.13550135501355001	5人以上	男性20代	
(n=1,306)	男性30代	
(n=754)	男性40代	
(n=738)	0.53598774885145495	0.39787798408488101	0.81300813008130102	わからない・答えたくない	

男性20代	
(n=1,306)	男性30代	
(n=754)	男性40代	
(n=738)	19.984686064318499	20.159151193633999	18.970189701896999	







＜既婚（現在子供がいない人）、女性＞



0人	

20代	
(n=140)	30代	
(n=330)	40代	
(n=454)	15	34.848484848484901	61.233480176211501	1人	

20代	
(n=140)	30代	
(n=330)	40代	
(n=454)	6.4285714285714297	13.3333333333333	7.0484581497797398	2人	

20代	
(n=140)	30代	
(n=330)	40代	
(n=454)	49.285714285714299	35.7575757575758	15.859030837004401	3人	

20代	
(n=140)	30代	
(n=330)	40代	
(n=454)	12.8571428571429	6.9696969696969697	3.5242290748898699	4人	20代	
(n=140)	30代	
(n=330)	40代	
(n=454)	1.4285714285714299	0	0	5人以上	20代	
(n=140)	30代	
(n=330)	40代	
(n=454)	0.71428571428571397	0	0	わからない・答えたくない	

20代	
(n=140)	30代	
(n=330)	40代	
(n=454)	14.285714285714301	9.0909090909090899	12.3348017621145	







＜既婚（現在子供がいない人）、男性＞



0人	

20代	
(n=117)	30代	
(n=287)	40代	
(n=345)	31.6239316239316	36.933797909407701	55.9420289855072	1人	

20代	
(n=117)	30代	
(n=287)	40代	
(n=345)	7.6923076923076898	12.1951219512195	9.5652173913043494	2人	

20代	
(n=117)	30代	
(n=287)	40代	
(n=345)	29.059829059829099	31.010452961672499	20	3人	

20代	
(n=117)	30代	
(n=287)	40代	
(n=345)	16.239316239316199	6.6202090592334502	2.3188405797101499	4人	20代	
(n=117)	30代	
(n=287)	40代	
(n=345)	0.854700854700855	0.696864111498258	0	5人以上	20代	
(n=117)	30代	
(n=287)	40代	
(n=345)	0	0.348432055749129	0.28985507246376802	わからない・答えたくない	

20代	
(n=117)	30代	
(n=287)	40代	
(n=345)	14.5299145299145	12.1951219512195	11.884057971014499	







今後育てたい子供の数（既婚（現在子供がいない人）、女性）



0人	

女性20代	
(n=140)	女性30代	
(n=330)	女性40代	
(n=454)	15	36.6666666666667	73.348017621145402	1人	

女性20代	
(n=140)	女性30代	
(n=330)	女性40代	
(n=454)	10.714285714285699	22.1212121212121	7.4889867841409696	2人	

女性20代	
(n=140)	女性30代	
(n=330)	女性40代	
(n=454)	47.142857142857103	26.6666666666667	4.8458149779735704	3人	

女性20代	
(n=140)	女性30代	
(n=330)	女性40代	
(n=454)	7.8571428571428603	3.9393939393939399	0.66079295154185003	4人	女性20代	
(n=140)	女性30代	
(n=330)	女性40代	
(n=454)	1.4285714285714299	0	0	5人以上	女性20代	
(n=140)	女性30代	
(n=330)	女性40代	
(n=454)	0	0	0	わからない・答えたくない	

女性20代	
(n=140)	女性30代	
(n=330)	女性40代	
(n=454)	17.8571428571429	10.6060606060606	13.656387665198199	







今後育てたい子供の数（既婚（現在子供がいない人）、男性）



0人	

男性20代	
(n=117)	男性30代	
(n=287)	男性40代	
(n=345)	33.3333333333333	39.024390243902403	62.6086956521739	1人	

男性20代	
(n=117)	男性30代	
(n=287)	男性40代	
(n=345)	7.6923076923076898	14.285714285714301	14.492753623188401	2人	

男性20代	
(n=117)	男性30代	
(n=287)	男性40代	
(n=345)	29.059829059829099	28.919860627177702	9.27536231884058	3人	

男性20代	
(n=117)	男性30代	
(n=287)	男性40代	
(n=345)	14.5299145299145	3.4843205574912899	0.57971014492753603	4人	男性20代	
(n=117)	男性30代	
(n=287)	男性40代	
(n=345)	0.854700854700855	0.348432055749129	0.28985507246376802	5人以上	男性20代	
(n=117)	男性30代	
(n=287)	男性40代	
(n=345)	0	0.348432055749129	0.28985507246376802	わからない・答えたくない	

男性20代	
(n=117)	男性30代	
(n=287)	男性40代	
(n=345)	14.5299145299145	13.588850174216001	12.463768115942001	







（％）

（％）

（％）

（％）

（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．既婚者には、事実婚・内縁を含む。



特‐46図 過去の離婚経験

		[N005]						【表頭２】Q3 過去に離婚・死別の経験はありますか。（いくつでも）

								全体

				【表側１】HQ2 婚姻状況
【表側２】R性年代(10区分) （10区分）				全体		過去に離婚・死別の経験はない		過去に離婚したことがある（離別死別両方の人も含む） リベツ シベツ リョウホウ ヒト フク		過去に死別したことがある
（離別死別両方の人も含む）		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない										既婚・過去に離婚・死別の経験はない キコン		既婚・過去に死別したことがある キコン カコ シベツ		既婚・過去に離婚したことがある キコン カコ リコン		独身・過去に離婚したことがある ドクシン カコ リコン		独身・過去に死別したことがある ドクシン カコ シベツ		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない コタ						合計 ゴウケイ										既婚・過去に離婚・死別の経験はない キコン		既婚・過去に死別したことがある キコン カコ シベツ		既婚・過去に離婚したことがある キコン カコ リコン		独身・過去に離婚したことがある ドクシン カコ リコン		独身・過去に死別したことがある ドクシン カコ シベツ		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない コタ		合計 ゴウケイ		N

																										女性/50代		1411		10		149		267		35		270		63				2205		2204								女性/20代		298		1		13		17		3		1089		111		1532		1532

		全体						20000		11058		2232		362		5682		702								女性/60代		1442		16		116		271		127		140		39				2151		2140								女性/30代		1058		8		80		90		3		504		68		1811		1811

		全体		女性/20代				1532		298		30		5		1089		111								男性/50代		1362		6		126		157		13		458		38				2160		2159								女性/40代		1525		12		132		214		13		420		76		2392		2392

				女性/30代				1811		1058		170		14		504		68								男性/60代		1418		10		100		156		45		268		28				2025		2017								女性/50代		1411		10		149		267		34		270		63		2204		2204

				女性/40代				2392		1525		346		31		420		76																																				女性/60代		1442		14		116		271		118		140		39		2140		2140

				女性/50代				2204		1411		416		45		270		63																																				男性/20代		188		4		19		8		1		1194		132		1546		1546

				女性/60代				2140		1442		387		143		140		39																																				男性/30代		922		11		57		36		10		694		80		1810		1810

				男性/20代				1546		188		27		6		1194		132																																				男性/40代		1434		14		115		109		5		645		67		2389		2389

				男性/30代				1810		922		93		22		694		80																																				男性/50代		1362		6		126		157		12		458		38		2159		2159

				男性/40代				2389		1434		224		22		645		67										既婚・過去に離婚・死別の経験はない キコン		既婚・過去に死別したことがある キコン カコ シベツ		既婚・過去に離婚したことがある キコン カコ リコン		独身・過去に離婚したことがある ドクシン カコ リコン		独身・過去に死別したことがある ドクシン カコ シベツ		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない コタ														男性/60代		1418		9		100		156		38		268		28		2017		2017

				男性/50代				2159		1362		283		19		458		38								女性/50代		64.0		0.5		6.8		12.1		1.6		12.3		2.9																														20000		20000

				男性/60代				2017		1418		256		55		268		28								女性/60代		67.4		0.7		5.4		12.7		5.9		6.5		1.8

				無回答				0		0		0		0		0		0								男性/50代		63.1		0.3		5.8		7.3		0.6		21.2		1.8																既婚・過去に離婚・死別の経験はない キコン		既婚・過去に死別したことがある キコン カコ シベツ		既婚・過去に離婚したことがある キコン カコ リコン		独身・過去に離婚したことがある ドクシン カコ リコン		独身・過去に死別したことがある ドクシン カコ シベツ		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない以外計 コタ イガイ ケイ				離婚経験あり リコン ケイケン

		全体						7643		0		1325		263		5682		399		回答計 カイトウ ケイ		重複 チョウフク		死別のみ シベツ		男性/60代		70.3		0.5		5.0		7.7		2.2		13.3		1.4														20代
(n=1,421)		21.0		0.1		0.9		1.2		0.2		76.6		1421		0		2.1

		独身		女性/20代				1206		0		17		4		1089		97		1207		1		3				特‐46図 過去の離婚の経験 カコ リコン ケイケン																										30代
(n=1,743)		60.7		0.5		4.6		5.2		0.2		28.9		1743		0		9.8

				女性/30代				622		0		90		4		504		25		623		1		3																														女性/40代
(n=2,316)		65.8		0.5		5.7		9.2		0.6		18.1		2316		0		14.9

				女性/40代				671		0		214		18		420		24		676		5		13																														女性/50代
(n=2,141)		65.9		0.5		7.0		12.5		1.6		12.6		2141		0		19.4

				女性/50代				597		0		267		35		270		26		598		1		34																														女性/60代
(n=2,101)		68.6		0.7		5.5		12.9		5.6		6.7		2101		0		18.4

				女性/60代				541		0		271		127		140		12		550		9		118																														20代
(n=1,414)		13.3		0.3		1.3		0.6		0.1		84.4		1414		0		1.9

				男性/20代				1313		0		8		1		1194		110		1313		0		1																				2.1111893033										30代
(n=1,730)		53.3		0.6		3.3		2.1		0.6		40.1		1730		0		5.4

				男性/30代				784		0		36		10		694		44		784		0		10																				9.7532989099										40代
(n=2,322)		61.8		0.6		5.0		4.7		0.2		27.8		2322		0		9.6

				男性/40代				789		0		109		6		645		30		790		1		5																				14.9395509499										50代
(n=2,121)		64.2		0.3		5.9		7.4		0.6		21.6		2121		0		13.3

				男性/50代				647		0		157		13		458		20		648		1		12																				19.4301728164										60代
(n=1,989)		71.3		0.5		5.0		7.8		1.9		13.5		1989		0		12.9

				男性/60代				473		0		156		45		268		11		480		7		38																				18.4198000952

				無回答				0		0		0		0		0		0				0		0																				1.909476662

		全体						12357		11058		907		99		0		303																										5.3757225434

		既婚（事実婚含む）		女性/20代				326		298		13		1		0		14		326		0		1																				9.6468561585

				女性/30代				1189		1058		80		10		0		43		1191		2		8																				13.3427628477

				女性/40代				1721		1525		132		13		0		52		1722		1		12																				12.8707893414

				女性/50代				1607		1411		149		10		0		37		1607		0		10

				女性/60代				1599		1442		116		16		0		27		1601		2		14

				男性/20代				233		188		19		5		0		22		234		1		4

				男性/30代				1026		922		57		12		0		36		1027		1		11

				男性/40代				1600		1434		115		16		0		37		1602		2		14

				男性/50代				1512		1362		126		6		0		18		1512		0		6

				男性/60代				1544		1418		100		10		0		17		1545		1		9

				無回答				0		0		0		0		0		0		0		0		0





既婚・過去に離婚・死別の経験はない	

20代	
(n=1,414)	30代	
(n=1,730)	40代	
(n=2,322)	50代	
(n=2,121)	60代	
(n=1,989)	13.295615275813297	53.294797687861276	61.75710594315246	64.214992927864216	71.292106586224236	既婚・過去に死別したことがある	

20代	
(n=1,414)	30代	
(n=1,730)	40代	
(n=2,322)	50代	
(n=2,121)	60代	
(n=1,989)	0.28288543140028288	0.63583815028901736	0.60292850990525415	0.28288543140028288	0.45248868778280549	既婚・過去に離婚したことがある	

20代	
(n=1,414)	30代	
(n=1,730)	40代	
(n=2,322)	50代	
(n=2,121)	60代	
(n=1,989)	1.3437057991513437	3.2947976878612715	4.952627045650301	5.9405940594059405	5.0276520864756158	独身・過去に離婚したことがある	

20代	
(n=1,414)	30代	
(n=1,730)	40代	
(n=2,322)	50代	
(n=2,121)	60代	
(n=1,989)	0.56577086280056577	2.0809248554913293	4.6942291128337645	7.4021687883074021	7.8431372549019605	独身・過去に死別したことがある	

20代	
(n=1,414)	30代	
(n=1,730)	40代	
(n=2,322)	50代	
(n=2,121)	60代	
(n=1,989)	7.0721357850070721E-2	0.57803468208092479	0.2153316106804479	0.56577086280056577	1.9105077928607341	これまで一度も結婚していたことはない	

20代	
(n=1,414)	30代	
(n=1,730)	40代	
(n=2,322)	50代	
(n=2,121)	60代	
(n=1,989)	84.441301272984433	40.115606936416185	27.777777777777779	21.593587930221595	13.474107591754651	







既婚・過去に離婚・死別の経験はない	

20代	
(n=1,421)	30代	
(n=1,743)	女性/40代	
(n=2,316)	女性/50代	
(n=2,141)	女性/60代	
(n=2,101)	20.971147079521462	60.699942627653471	65.846286701208982	65.903783278841672	68.63398381722989	既婚・過去に死別したことがある	

20代	
(n=1,421)	30代	
(n=1,743)	女性/40代	
(n=2,316)	女性/50代	
(n=2,141)	女性/60代	
(n=2,101)	7.0372976776917659E-2	0.45897877223178424	0.5181347150259068	0.46707146193367582	0.66634935744883395	既婚・過去に離婚したことがある	

20代	
(n=1,421)	30代	
(n=1,743)	女性/40代	
(n=2,316)	女性/50代	
(n=2,141)	女性/60代	
(n=2,101)	0.91484869809992964	4.5897877223178432	5.6994818652849739	6.9593647828117708	5.521180390290338	独身・過去に離婚したことがある	

20代	
(n=1,421)	30代	
(n=1,743)	女性/40代	
(n=2,316)	女性/50代	
(n=2,141)	女性/60代	
(n=2,101)	1.1963406052076002	5.1635111876075728	9.2400690846286704	12.470808033629146	12.898619704902428	独身・過去に死別したことがある	

20代	
(n=1,421)	30代	
(n=1,743)	女性/40代	
(n=2,316)	女性/50代	
(n=2,141)	女性/60代	
(n=2,101)	0.21111893033075299	0.17211703958691912	0.56131260794473237	1.5880429705744978	5.6163731556401713	これまで一度も結婚していたことはない	

20代	
(n=1,421)	30代	
(n=1,743)	女性/40代	
(n=2,316)	女性/50代	
(n=2,141)	女性/60代	
(n=2,101)	76.636171710063337	28.915662650602407	18.134715025906736	12.610929472209248	6.6634935744883386	





離婚経験あり

18.9%

18.1%

13.1%

2.1%

結婚経験なし

同じ相手と結婚している人

現在有配偶

現在独身

9.8%

14.9%

19.4%

1.9%

5.4%

9.6%

13.3%

12.9%

（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．「過去に離別したことがある」には、過去に離婚・死別の両方を経験したことがある人も含まれる。
　　　　３．「答えたくない」とした回答者を除いて算出。

5/6タイトル修正（「過去の」追加）ｂ

５／１１
ｎ値追加
男性と女性のグラフを分割
３０代女性の離婚経験あり数字修正

＜女性＞

＜男性＞

離婚経験あり

結婚経験なし

同じ相手と結婚している人

現在有配偶

現在独身



特‐47図 別居時の年齢別離婚件数

		令和２年		人口動態統計

		上巻　離婚　第１０．６表　別居時の年齢（５歳階級）別にみた夫－妻・年次別離婚件数（各届出年に別居し届け出たもの）

		注：１）1950年（昭和25年）の70～74歳は70歳以上の数値である。

		　　２）1955年（昭和30年）～2005年（平成17年）の75～79歳は、75歳以上の数値である。

		　　３）2004・2006・2009～2017年（平成16・18・21～29年）の都道府県からの報告漏れ（2019年３月29日公表）による再集計を行ったことにより、

		　　　　2017年（平成29年）以前の報告書とは数値が一致しない箇所がある。

		　　

				総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80歳以上		不詳

		夫		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		1950		51500		389		9426		15364		9578		6610		4239		2608		1534		845		467		241		180		...		...		19

		1955		41714		69		4504		13834		8930		5089		3533		2292		1479		982		493		286		151		72		...		-

		1960		36832		59		3257		11728		9427		4824		2674		1808		1196		804		501		281		167		101		...		5

		1965		42705		65		4012		12589		11260		6568		3329		1754		1172		804		506		347		173		122		...		4

		1970		55968		134		5924		16293		13406		8961		5102		2467		1250		962		604		398		207		143		...		117

		1975		74227		160		7041		21228		17807		11314		7700		4350		2085		1081		676		386		250		147		...		2

		1980		89361		140		4751		17333		24926		17147		10722		7305		3730		1624		745		485		263		189		...		1

		1985		110085		284		6263		15682		22948		24521		17072		11064		6736		3165		1187		559		331		272		...		1

		1990		104522		320		7410		17592		19332		18346		17604		11312		6359		3504		1580		619		281		263		...		-

		1995		137209		445		11061		25070		25960		19797		18133		17186		10022		5242		2515		1085		386		307		...		-

		2000		194122		683		12808		35288		39040		29660		22207		19789		17444		9168		4446		2153		897		539		...		-

		2001		214142		709		13648		38244		45363		33973		24744		20219		18969		9294		5086		2362		965		566		...		-

		2002		216378		730		12628		34822		44571		34969		26366		21705		20062		10518		5508		2759		1134		606		...		-

		2003		210838		696		12301		31869		42897		34816		26737		20769		19005		11299		5759		2765		1260		665		...		-

		2004		199458		541		11543		29025		41270		34176		25390		19406		16682		11102		5748		2615		1236		722		...		2

		2005		193137		505		11026		27308		39789		33242		25276		19021		15331		11381		5552		2663		1305		737		...		1

		2006		190239		450		10525		26358		39488		34421		24985		18255		14223		11676		5110		2736		1240		513		259		-

		2007		185005		437		9707		24716		36534		33861		24443		18671		13955		11797		5609		2975		1459		546		295		-

		2008		183377		465		9247		23851		34776		33727		25397		19120		13640		11314		6347		3064		1487		641		297		4

		2009		185286		575		9070		23105		33003		34606		26779		19446		14025		11235		7219		3547		1600		714		360		2

		2010		184570		471		8639		22573		32071		34915		27296		20123		14131		10262		7718		3617		1669		739		346		-

		2011		172521		448		7863		20641		29308		32191		26770		18789		13275		9315		7634		3313		1799		782		392		1

		2012		170739		446		8012		20222		28575		31344		27166		19107		13365		8875		7264		3384		1771		792		415		1

		2013		167838		492		7689		19827		28453		30255		26887		19232		12914		8493		6658		3739		1926		824		448		1

		2014		161310		517		7456		18639		26927		28305		26690		18673		12586		8280		5912		3889		2045		914		477		-

		2015		164316		486		7738		18801		27131		27922		27111		19578		13258		8412		5954		4289		2129		938		569		-

		2016		155879		515		7351		17224		25217		26335		25514		19394		12909		8217		5374		4372		1881		1019		557		-

		2017		152713		452		7288		16809		24539		24804		24468		19781		13068		8346		5303		4158		1986		1062		649		-

		2018		150808		425		7556		16850		23332		24119		23291		19970		13350		8439		5558		3882		2229		1116		691		-

		2019		150654		332		7380		16601		22857		23777		22748		20298		14001		8874		5566		3716		2482		1262		758		2

		2020		138929		296		6493		15519		20526		21586		20594		19437		13353		8315		5207		3351		2398		1180		674		-

		妻		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 

		1950		51500		2604		17295		14460		7620		4475		2497		1304		641		333		112		83		36		...		...		40

		1955		41714		968		11302		12635		7695		4185		2451		1114		699		376		162		73		38		16		...		-

		1960		36832		682		9249		11288		7053		4107		2083		1106		612		318		174		79		47		33		...		1

		1965		42705		693		10762		12664		8305		4954		2612		1289		721		361		190		92		36		26		...		-

		1970		55968		862		13747		16873		10315		6578		3741		1888		946		493		230		119		42		22		...		112

		1975		74227		915		14898		23827		14271		8971		5568		3066		1534		667		299		131		47		31		...		2

		1980		89361		797		10556		23081		22824		14297		8513		5049		2466		1061		429		185		66		37		...		-

		1985		110085		1292		12304		21500		22479		22340		14502		8180		4304		1972		760		294		107		51		...		-

		1990		104522		1312		13554		23730		18532		16219		14779		8608		4238		2094		894		369		117		76		...		-

		1995		137209		1413		19188		31825		25628		17462		15536		13655		6999		3102		1462		631		226		82		...		-

		2000		194122		1824		19815		46978		40628		27290		19059		15721		12291		5717		2801		1302		478		217		...		1

		2001		214142		2027		20800		50123		48390		31553		21083		15866		13228		5849		2982		1505		500		235		...		1

		2002		216378		1976		19366		45607		49227		33525		23311		16900		13946		6539		3424		1682		619		256		...		-

		2003		210838		2015		18612		40957		48656		34127		23704		16504		13050		6985		3588		1639		701		299		...		1

		2004		199458		1872		17549		37279		46449		33688		22854		15407		11283		6887		3512		1678		694		306		...		-

		2005		193137		1767		17010		34755		44811		32947		23102		15300		10326		7140		3288		1612		731		346		...		2

		2006		190239		1566		16751		33897		44177		34704		22452		14573		9459		6970		2975		1653		693		273		96		-

		2007		185005		1466		16033		32118		40729		34442		22616		14979		9284		6928		3377		1845		771		296		121		-

		2008		183377		1523		15193		31171		38780		34910		23698		15570		9184		6514		3755		1842		816		277		143		1

		2009		185286		1605		14908		30314		37051		36119		25085		16230		9703		6466		4185		2158		923		377		161		1

		2010		184570		1422		14136		29780		36315		36227		26034		16902		9672		5916		4442		2257		933		379		154		1

		2011		172521		1277		12887		27401		33014		33640		25555		16001		9162		5476		4421		2066		1028		424		168		1

		2012		170739		1308		12651		26776		31953		32441		26286		16577		9631		5293		4087		2079		1036		420		201		-

		2013		167838		1321		12292		26176		31733		30794		26213		16737		9461		5150		3880		2263		1111		501		205		1

		2014		161310		1275		11890		24422		30284		28805		25708		16650		9409		5048		3423		2450		1189		504		253		-

		2015		164316		1234		12095		24831		30271		28601		26323		17504		10112		5177		3425		2653		1262		548		280		-

		2016		155879		1150		11319		22859		28448		26621		24813		17765		9942		5175		3146		2628		1158		545		310		-

		2017		152713		1042		10927		22276		27445		25340		23628		18417		10395		5409		3046		2615		1176		633		364		-

		2018		150808		988		11106		22159		26247		24269		22936		18605		10781		5715		3225		2406		1352		691		328		-

		2019		150654		876		10564		21842		25867		23904		22103		19356		11722		6080		3319		2374		1473		788		386		-

		2020		138929		703		9466		20216		23312		21902		19938		18299		11433		5904		3112		2099		1435		760		350		-

				総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳		65～69歳		70～74歳		75～79歳		80歳以上		不詳

				女性 ジョセイ		0.5		6.8		14.6		16.8		15.8		14.4		13.2		8.2		4.2		2.2		1.5		1.0		0.5		0.3

				男性 ダンセイ		0.2		4.7		11.2		14.8		15.5		14.8		14.0		9.6		6.0		3.7		2.4		1.7		0.8		0.5

						19歳以下 サイ イカ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		70代 ダイ		80歳以上 サイ イジョウ

				女性 ジョセイ		703		29682		45214		38237		17337		5211		2195		350		138929		0

				男性 ダンセイ		296		22012		42112		40031		21668		8558		3578		674		138929		0

						19歳以下 サイ イカ		20代 ダイ		30代 ダイ		40代 ダイ		50代 ダイ		60代 ダイ		70代 ダイ		80歳以上 サイ イジョウ

				女性 ジョセイ		0.5		21.4		32.5		27.5		12.5		3.8		1.6		0.3

				男性 ダンセイ		0.2		15.8		30.3		28.8		15.6		6.2		2.6		0.5						特‐47図 別居時の年齢別離婚件数（令和２（2020）年） ベッキョ ジ ネンレイ ベツ リコン ケンスウ レイワ ネン



19歳以下	

女性	男性	0.50601386319630892	0.21305846871423534	20代	

女性	男性	21.364869825594369	15.844064234249149	30代	

女性	男性	32.544681096099445	30.311885927344186	40代	

女性	男性	27.522691446710191	28.813998517228224	50代	

女性	男性	12.479036054387493	15.596455743581252	60代	

女性	男性	3.7508367583441902	6.1599809974879252	70代	

女性	男性	1.5799437122559004	2.5754162197957231	80歳以上	

女性	男性	0.2519272434121026	0.48513989159930615	







（備考）１．厚生労働省「人口動態統計」より作成。
　　　　２．同年に別居かつ離婚した人が対象。

（％）



特‐48図 夫妻が親権を行う子の数別離婚件数の割合

		令和２年		人口動態統計

		上巻　離婚　第１０．９表－１　年次別にみた夫妻が親権を行う子の数別離婚件数・親が離婚した未成年の子数

		　　

		注：１）親権を行う子（親が離婚した未成年の子）とは、20歳未満の未婚の子をいう。

		　　２）親が離婚した未成年の子の数については1995年（平成７年）以前は「子の数10人以上」は「10人」として計算していた。

		　　　　2000年（平成12年）以降は「10人以上」を詳細に集計している。

		　　３）2004・2006・2009～2017年（平成16・18・21～29年）の都道府県からの報告漏れ（2019年３月29日公表）による再集計を行ったことにより、

		　　　　2017年（平成29年）以前の報告書とは数値が一致しない箇所がある。

		　　

				総数		子どもなし		子どもあり		　		　		　		　		　		　		親が離婚した未成年の子の数

				　		　		　		総数		１人		２人		３人		４人		５人以上		　

		1950		83689		35705		47984		47984		29579		10367		4380		2095		1563		80481

		1955		75267		29557		45710		45710		23240		12817		6018		2417		1218		83138

		1960		69410		28958		40452		40452		20993		11502		5391		1860		706		71339

		1965		77195		32232		44963		44963		24372		14068		4743		1361		419		74412

		1970		95937		39254		56683		56683		31374		19317		4776		921		295		89687

		1975		119135		44467		74668		74668		38412		27984		6785		1123		364		121223

		1980		141689		45934		95755		95755		41829		40756		10755		1841		574		166096

		1985		166640		52959		113681		113681		46573		49356		14796		2220		736		202585

		1990		157608		58790		98818		98818		44509		40655		11473		1724		457		169624

		1995		199016		76949		122067		122067		58268		47171		13956		2159		513		205901

		2000		264246		106947		157299		157299		73405		60984		19097		3103		710		268929

		2001		285911		114109		171802		171802		78849		67758		21111		3254		830		295168

		2002		289836		115794		174042		174042		79534		68854		21495		3326		833		299525

		2003		283854		113523		170331		170331		77973		67461		20894		3196		807		292688

		2004		270804		109506		161298		161298		74662		63537		19297		3097		705		275816

		2005		261917		107813		154104		154104		71921		60504		18194		2826		659		262345

		2006		257475		107425		150050		150050		70323		58811		17511		2744		661		254982

		2007		254832		110074		144758		144758		68022		56761		16660		2662		653		245685

		2008		251136		107302		143834		143834		67452		56199		16842		2681		660		244625

		2009		253354		106945		146409		146409		68531		56927		17285		2964		702		249865

		2010		251379		104259		147120		147120		67908		57783		17588		3075		766		252617

		2011		235720		98911		136809		136809		62988		53690		16671		2742		718		235201

		2012		235407		98073		137334		137334		64011		53365		16346		2883		729		235232

		2013		231385		96311		135074		135074		62500		52467		16474		2879		754		232406

		2014		222115		92487		129628		129628		59345		50366		16214		2917		786		224603

		2015		226238		94059		132179		132179		60767		51068		16383		3104		857		229048

		2016		216856		90873		125983		125983		58029		48281		15868		2981		824		218513

		2017		212296		88878		123418		123418		57166		47173		15175		3067		837		213803

		2018		208333		87836		120497		120497		55682		45644		15124		3131		916		209808

		2019		208496		89832		118664		118664		55251		44566		14961		3059		827		205972

		2020		193253		81918		111335		111335		51406		41883		14336		2918		792		194129

				総数		子どもなし		子どもあり		総数		１人		２人		３人		４人		５人以上

																										特‐48図 夫妻が親権を行う子の数別離婚件数の割合（令和２（2020）年） フサイ シンケン オコナ コ スウ ベツ リコン ケンスウ ワリアイ レイワ ネン

						子どもなし		１人		２人		３人		４人		５人以上

						81,918		51,406		41,883		14,336		2,918		792

						０人 ニン		１人		２人		３人		４人		５人以上

						42.4%		26.6%		21.7%		7.4%		1.5%		0.4%

								46.2		37.6		12.9		2.6		0.7





０人	１人	２人	３人	４人	５人以上	0.42388992667642933	0.26600363254386739	0.21672626039440526	7.4182548265744899E-2	1.5099377499961191E-2	4.0982546195919341E-3	



（備考）厚生労働省「人口動態統計」より作成。



特-49図　親が離婚した未成年の子

		特‐図 親が離婚した未成年の子の数 オヤ リコン ミセイネン コ カズ

		令和２年		人口動態統計																								令和２年		人口動態統計

		上巻　離婚　第１０．９表－１　年次別にみた夫妻が親権を行う子の数別離婚件数・親が離婚した未成年の子数																										上巻　離婚　第１０．９表－２　年次別にみた夫妻が親権を行う子の数別離婚件数百分率・親が離婚した未成年の子の率（未成年人口千対）

		　　																										　　

		注：１）親権を行う子（親が離婚した未成年の子）とは、20歳未満の未婚の子をいう。																										注：１）親権を行う子（親が離婚した未成年の子）とは、20歳未満の未婚の子をいう。

		　　２）親が離婚した未成年の子の数については1995年（平成７年）以前は「子の数10人以上」は「10人」として計算していた。																										　　２）親が離婚した未成年の子の数については1995年（平成７年）以前は「子の数10人以上」は「10人」として計算していた。

		　　　　2000年（平成12年）以降は「10人以上」を詳細に集計している。																										　　　　2000年（平成12年）以降は「10人以上」を詳細に集計している。

		　　３）2004・2006・2009～2017年（平成16・18・21～29年）の都道府県からの報告漏れ（2019年３月29日公表）による再集計を行ったことにより、																										　　３）2004・2006・2009～2017年（平成16・18・21～29年）の都道府県からの報告漏れ（2019年３月29日公表）による再集計を行ったことにより、

		　　　　2017年（平成29年）以前の報告書とは数値が一致しない箇所がある。																										　　　　2017年（平成29年）以前の報告書とは数値が一致しない箇所がある。

		　　																										　　

				総数		子どもなし		子どもあり		　		　		　		　		　		　		親が離婚した未成年の子の数								総数		子どもなし		子どもあり		　		　		　		　		　		　		親が離婚した未成年の子の率

				　		　		　		総数		１人		２人		３人		４人		５人以上		　		（万人） マンニン						　		　		　		総数		１人		２人		３人		４人		５人以上		(未成年人口千対)

		1950		83689		35705		47984		47984		29579		10367		4380		2095		1563		80481		8.0				1950		100		42.7		57.3		100		61.6		21.6		9.1		4.4		3.3		2.12

		1955		75267		29557		45710		45710		23240		12817		6018		2417		1218		83138		8.3				1955		100		39.3		60.7		100		50.8		28		13.2		5.3		2.7		2.16

		1960		69410		28958		40452		40452		20993		11502		5391		1860		706		71339		7.1				1960		100		41.7		58.3		100		51.9		28.4		13.3		4.6		1.7		1.91

		1965		77195		32232		44963		44963		24372		14068		4743		1361		419		74412		7.4				1965		100		41.8		58.2		100		54.2		31.3		10.5		3		0.9		2.07

		1970		95937		39254		56683		56683		31374		19317		4776		921		295		89687		9.0				1970		100		40.9		59.1		100		55.3		34.1		8.4		1.6		0.5		2.67

		1975		119135		44467		74668		74668		38412		27984		6785		1123		364		121223		12.1				1975		100		37.3		62.7		100		51.4		37.5		9.1		1.5		0.5		3.47

		1980		141689		45934		95755		95755		41829		40756		10755		1841		574		166096		16.6				1980		100		32.4		67.6		100		43.7		42.6		11.2		1.9		0.6		4.67

		1985		166640		52959		113681		113681		46573		49356		14796		2220		736		202585		20.3				1985		100		31.8		68.2		100		41		43.4		13		2		0.6		5.82

		1990		157608		58790		98818		98818		44509		40655		11473		1724		457		169624		17.0				1990		100		37.3		62.7		100		45		41.1		11.6		1.7		0.5		5.24

		1995		199016		76949		122067		122067		58268		47171		13956		2159		513		205901		20.6				1995		100		38.7		61.3		100		47.7		38.6		11.4		1.8		0.4		7.26

		2000		264246		106947		157299		157299		73405		60984		19097		3103		710		268929		26.9				2000		100		40.5		59.5		100		46.7		38.8		12.1		2		0.5		10.43

		2001		285911		114109		171802		171802		78849		67758		21111		3254		830		295168		29.5				2001		100		39.9		60.1		100		45.9		39.4		12.3		1.9		0.5		11.62

		2002		289836		115794		174042		174042		79534		68854		21495		3326		833		299525		30.0				2002		100		40		60		100		45.7		39.6		12.4		1.9		0.5		11.95

		2003		283854		113523		170331		170331		77973		67461		20894		3196		807		292688		29.3				2003		100		40		60		100		45.8		39.6		12.3		1.9		0.5		11.86

		2004		270804		109506		161298		161298		74662		63537		19297		3097		705		275816		27.6				2004		100		40.4		59.6		100		46.3		39.4		12		1.9		0.4		11.36

		2005		261917		107813		154104		154104		71921		60504		18194		2826		659		262345		26.2				2005		100		41.2		58.8		100		46.7		39.3		11.8		1.8		0.4		10.95

		2006		257475		107425		150050		150050		70323		58811		17511		2744		661		254982		25.5				2006		100		41.7		58.3		100		46.9		39.2		11.7		1.8		0.4		10.79

		2007		254832		110074		144758		144758		68022		56761		16660		2662		653		245685		24.6				2007		100		43.2		56.8		100		47		39.2		11.5		1.8		0.5		10.53

		2008		251136		107302		143834		143834		67452		56199		16842		2681		660		244625		24.5				2008		100		42.7		57.3		100		46.9		39.1		11.7		1.9		0.5		10.59

		2009		253354		106945		146409		146409		68531		56927		17285		2964		702		249865		25.0				2009		100		42.2		57.8		100		46.8		38.9		11.8		2		0.5		10.93

		2010		251379		104259		147120		147120		67908		57783		17588		3075		766		252617		25.3				2010		100		41.5		58.5		100		46.2		39.3		12		2.1		0.5		11.12

		2011		235720		98911		136809		136809		62988		53690		16671		2742		718		235201		23.5				2011		100		42		58		100		46		39.2		12.2		2		0.5		10.42

		2012		235407		98073		137334		137334		64011		53365		16346		2883		729		235232		23.5				2012		100		41.7		58.3		100		46.6		38.9		11.9		2.1		0.5		10.51

		2013		231385		96311		135074		135074		62500		52467		16474		2879		754		232406		23.2				2013		100		41.6		58.4		100		46.3		38.8		12.2		2.1		0.6		10.46

		2014		222115		92487		129628		129628		59345		50366		16214		2917		786		224603		22.5				2014		100		41.6		58.4		100		45.8		38.9		12.5		2.3		0.6		10.2

		2015		226238		94059		132179		132179		60767		51068		16383		3104		857		229048		22.9				2015		100		41.6		58.4		100		46		38.6		12.4		2.3		0.6		10.52

		2016		216856		90873		125983		125983		58029		48281		15868		2981		824		218513		21.9				2016		100		41.9		58.1		100		46.1		38.3		12.6		2.4		0.7		10.14

		2017		212296		88878		123418		123418		57166		47173		15175		3067		837		213803		21.4				2017		100		41.9		58.1		100		46.3		38.2		12.3		2.5		0.7		10.03

		2018		208333		87836		120497		120497		55682		45644		15124		3131		916		209808		21.0				2018		100		42.2		57.8		100		46.2		37.9		12.6		2.6		0.8		9.98

		2019		208496		89832		118664		118664		55251		44566		14961		3059		827		205972		20.6				2019		100		43.1		56.9		100		46.6		37.6		12.6		2.6		0.7		9.95

		2020		193253		81918		111335		111335		51406		41883		14336		2918		792		194129		19.4				2020		100		42.4		57.6		100		46.2		37.6		12.9		2.6		0.7		9.5

				（万人） マンニン		(未成年人口千対)

				親が離婚した未成年の子の数		親が離婚した未成年の子の率(未成年人口千対)（右目盛） ミギ メモ

		昭和25
（1950） ショウワ		8.0		2.1

		30
（1955）		8.3		2.2						特‐49図 親が離婚した未成年の子 オヤ リコン ミセイネン コ

		35
（1960）		7.1		1.9

		40
（1965）		7.4		2.1

		45
（1970）		9.0		2.7

		50
（1975）		12.1		3.5

		55
（1980）		16.6		4.7

		60
（1985）		20.3		5.8

		平成2
（1990） ヘイセイ		17.0		5.2

		7
（1995）		20.6		7.3

		12
（2000）		26.9		10.4

		17
（2005）		26.2		11.0

		22
（2010）		25.3		11.1

		27
（2015）		22.9		10.5

		令和2
（2020） レイワ		19.4		9.5



親が離婚した未成年の子の数	

昭和25	
（1950）	30	
（1955）	35	
（1960）	40	
（1965）	45	
（1970）	50	
（1975）	55	
（1980）	60	
（1985）	平成2	
（1990）	7	
（1995）	12	
（2000）	17	
（2005）	22	
（2010）	27	
（2015）	令和2	
（2020）	8.0480999999999998	8.3138000000000005	7.1338999999999997	7.4412000000000003	8.9687000000000001	12.122299999999999	16.6096	20.258500000000002	16.962399999999999	20.5901	26.892900000000001	26.234500000000001	25.261700000000001	22.904800000000002	19.4129	親が離婚した未成年の子の率(未成年人口千対)（右目盛）	

昭和25	
（1950）	30	
（1955）	35	
（1960）	40	
（1965）	45	
（1970）	50	
（1975）	55	
（1980）	60	
（1985）	平成2	
（1990）	7	
（1995）	12	
（2000）	17	
（2005）	22	
（2010）	27	
（2015）	令和2	
（2020）	2.12	2.16	1.91	2.0699999999999998	2.67	3.47	4.67	5.82	5.24	7.26	10.43	10.95	11.12	10.52	9.5	









（未成年人口千対）

（万人）

（備考）厚生労働省「人口動態統計」より作成。



特‐50図 離婚時の就業状況

								正
規の職員
・従業
員		派遣社員		パート、アルバイト等 ナド		会社などの役員 カイシャ ヤクイン		自営業 ジエイギョウ		家
族従業者		不就業（主婦、主夫、家事手伝い等） フ シュウギョウ シュフ シュフ カジ テツダ ナド		その他 タ		わ
からない				「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書

		全体				1000
100.0		581
58.1		32
3.2		192
19.2		17
1.7		31
3.1		6
0.6		130
13.0		7
0.7		4
0.4

		監護親・非監護		監護親		500
100.0		194
38.8		21
4.2		158
31.6		2
0.4		10
2.0		1
0.2		110
22.0		1
0.2		3
0.6

		親		非監護親		500		387		11		34		15		21		5		20		6		1

						100.0		77.4		2.2		6.8		3.0		4.2		1.0		4.0		1.2		0.2

		性別		男性		500
100.0		425
85.0		12
2.4		9
1.8		15
3.0		20
4.0		3
0.6		9
1.8		6
1.2		1
0.2

				女性		500
100.0		156
31.2		20
4.0		183
36.6		2
0.4		11
2.2		3
0.6		121
24.2		1
0.2		3
0.6

								正
規の職員
・従業
員		派遣社員		パート、アルバイト等 ナド		会社などの役員 カイシャ ヤクイン		自営業 ジエイギョウ		家
族従業者		不就業（主婦、主夫、家事手伝い等） フ シュウギョウ シュフ シュフ カジ テツダ ナド		その他 タ		わ
からない

		性別		男性		500		425		12		9		15		20		3		9		6		1

				女性		500		156		20		183		2		11		3		121		1		3

																												特‐50図 離婚時の就業状況 リコン ジ シュウギョウ ジョウキョウ

								正規の職員・従業員		派遣社員		パート、アルバイト等 ナド		会社などの役員 カイシャ ヤクイン		自営業 ジエイギョウ		家族従業者		不就業（主婦、主夫、家事手伝い等） フ シュウギョウ シュフ シュフ カジ テツダ ナド		その他 タ		わからない

				女性		女性		31.2		4.0		36.6		0.4		2.2		0.6		24.2		0.2		0.6

		性別		男性		男性		85.0		2.4		1.8		3.0		4.0		0.6		1.8		1.2		0.2



正規の職員・従業員	

女性	男性	31.2	85	派遣社員	女性	男性	4	2.4	パート、アルバイト等	

女性	男性	36.6	1.7999999999999998	会社などの役員	女性	男性	0.4	3	自営業	女性	男性	2.1999999999999997	4	家族従業者	女性	男性	0.6	0.6	不就業（主婦、主夫、家事手伝い等）	

女性	男性	24.2	1.7999999999999998	その他	女性	男性	0.2	1.2	わからない	女性	男性	0.6	0.2	







（備考）「協議離婚制度に関する調査研究業務」（令和２年度法務省委託調査研究）報告書より作成。

（％）



特‐51図 夫婦関係が破綻した原因（複数回答可）

		特‐図 夫婦関係が破綻した原因（複数回答可） フウフ カンケイ ハタン ゲンイン フクスウ カイトウ カ

		Q11.あなたが離婚した原因（夫婦関係が破綻した原因）に近いものをすべて選んでください。   複数回答可
MA																																																「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書

								性格の不一致		身体的な暴力		精神的な暴力		経済的な暴力		子への虐待		親族との折り合い		異性関係		性的不調和		浪費		生活費を渡さない		家庭を捨てて顧みない カテイ ス カエリ		ギャンブル		アルコール		病気（精神疾患）		病気（身体疾患）		失職（経済的困窮）		その他
		わからない

																																																				女性		男性

																																																		性格の不一致		57.6		69.6

																																																		身体的な暴力		12.2		3.6						特‐51図 夫婦関係が破綻した原因 フウフ カンケイ ハタン ゲンイン

																																																		精神的な暴力		29.8		12.2

																																																		経済的な暴力		21.6		5.4

						ｎ																																												子への虐待		6.6		1.6

		全体				1000
100.0		636
63.6		79
7.9		210
21.0		135
13.5		41
4.1		175
17.5		238
23.8		150
15.0		170
17.0		99
9.9		81
8.1		105
10.5		71
7.1		60
6.0		7
0.7		43
4.3		43
4.3		31
3.1								親族との折り合い		16.2		18.8

		性別		男性		500
100.0		348
69.6		18
3.6		61
12.2		27
5.4		8
1.6		94
18.8		99
19.8		81
16.2		53
10.6		15
3.0		18
3.6		14
2.8		14
2.8		34
6.8		5
1.0		11
2.2		18
3.6		21
4.2								異性関係		27.8		19.8

				女性		500
100.0		288
57.6		61
12.2		149
29.8		108
21.6		33
6.6		81
16.2		139
27.8		69
13.8		117
23.4		84
16.8		63
12.6		91
18.2		57
11.4		26
5.2		2
0.4		32
6.4		25
5.0		10
2.0								性的不調和		13.8		16.2

																																																		浪費		23.4		10.6

																																																		生活費を渡さない		16.8		3.0

		Q11.あなたが離婚した原因（夫婦関係が破綻した原因）に近いものをすべて選んでください。   複数回答可
MA																																																家庭を捨てて省みない カテイ ス カエリ		12.6		3.6

								性格の不一致		身体的な暴力		精神的な暴力		経済的な暴力		子への虐待		親族との折り合い		異性関係		性的不調和		浪費		生活費を渡さない		家庭を捨てて顧みない カテイ ス カエリ		ギャンブル		アルコール		病気（精神疾患）		病気（身体疾患）		失職（経済的困窮）		その他
		わからない								ギャンブル		18.2		2.8

		全体				1000		636		79		210		135		41		175		238		150		170		99		81		105		71		60		7		43		43		31								アルコール		11.4		2.8

		性別		男性		500		348		18		61		27		8		94		99		81		53		15		18		14		14		34		5		11		18		21								病気（精神疾患）		5.2		6.8

				女性		500		288		61		149		108		33		81		139		69		117		84		63		91		57		26		2		32		25		10								病気（身体疾患）		0.4		1.0

																																																		失職（経済的困窮）		6.4		2.2

								性格の不一致		身体的な暴力		精神的な暴力		経済的な暴力		子への虐待		親族との折り合い		異性関係		性的不調和		浪費		生活費を渡さない		家庭を捨てて顧みない カテイ ス カエリ		ギャンブル		アルコール		病気（精神疾患）		病気（身体疾患）		失職（経済的困窮）		その他
		わからない								その他
		5.0		3.6

						男性		69.6		3.6		12.2		5.4		1.6		18.8		19.8		16.2		10.6		3		3.6		2.8		2.8		6.8		1		2.2		3.6		4.2								わからない		2.0		4.2

						女性		57.6		12.2		29.8		21.6		6.6		16.2		27.8		13.8		23.4		16.8		12.6		18.2		11.4		5.2		0.4		6.4		5		2



【機密性2情報】		


女性	

性格の不一致	身体的な暴力	精神的な暴力	経済的な暴力	子への虐待	親族との折り合い	異性関係	性的不調和	浪費	生活費を渡さない	家庭を捨てて省みない	ギャンブル	アルコール	病気（精神疾患）	病気（身体疾患）	失職（経済的困窮）	その他	
	わからない	57.599999999999994	12.2	29.799999999999997	21.6	6.6000000000000005	16.2	27.800000000000004	13.8	23.400000000000002	16.8	12.6	18.2	11.4	5.2	0.4	6.4	5	2	男性	

性格の不一致	身体的な暴力	精神的な暴力	経済的な暴力	子への虐待	親族との折り合い	異性関係	性的不調和	浪費	生活費を渡さない	家庭を捨てて省みない	ギャンブル	アルコール	病気（精神疾患）	病気（身体疾患）	失職（経済的困窮）	その他	
	わからない	69.599999999999994	3.5999999999999996	12.2	5.4	1.6	18.8	19.8	16.2	10.6	3	3.5999999999999996	2.8000000000000003	2.8000000000000003	6.8000000000000007	1	2.1999999999999997	3.5999999999999996	4.2	







（備考）「協議離婚制度に関する調査研究業務」（令和２年度法務省委託調査研究）報告書より作成。

（％）

顧みない→
省みない



特‐52図　身体的・精神的な暴力を挙げている人の割合

		2.身体的な暴力		3.精神的な暴力		4.経済的な暴力		F1.性別		F2.年齢

		Q11-2		Q11-3		Q11-4		F1		NNF2				身体的な暴力のみ シンタイ テキ ボウリョク		精神的な暴力のみ セイシンテキ ボウリョク		身体的暴力及び精神的暴力 シンタイテキ ボウリョク オヨ セイシンテキ ボウリョク

		0		0		0		1		2		0		0		0		0						身体的な暴力のみ シンタイ テキ ボウリョク		精神的な暴力のみ セイシンテキ ボウリョク		身体的暴力及び精神的暴力 シンタイテキ ボウリョク オヨ セイシンテキ ボウリョク

		0		0		1		1		1		0		0		0		0				女性 ジョセイ		15		100		45

		0		0		0		1		3		0		0		0		0				男性 ダンセイ		7		49		10

		0		0		0		1		3		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0						総数 ソウスウ

		0		0		0		1		2		0		0		0		0				男性 ダンセイ		486

		0		0		0		2		3		0		0		0		0				女性 ジョセイ		485

		0		0		0		1		3		0		0		0		0
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		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		1		0		1		4		1		0		1		0

		1		1		0		1		3		2		0		0		1

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		0		0		0		2		2		0		0		0		0

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		0		1		1		1		2		1		0		1		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		1		2		4		0		0		0		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		1		3		0		0		0		0

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		0		1		0		2		4		1		0		1		0

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		0		0		1		1		1		0		0		0		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		0		1		0		1		4		1		0		1		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		1		3		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		1		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		0		1		0		1		3		1		0		1		0

		0		1		0		2		4		1		0		1		0

		0		0		0		1		4		0		0		0		0

		0		0		0		2		2		0		0		0		0

		0		1		1		2		4		1		0		1		0

		1		1		1		2		4		2		0		0		1

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		2		1		0		0		0		0

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		0		1		0		2		3		1		0		1		0

		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		0		1		0		1		1		1		0		1		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		1		0		0		1		1		1		1		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		1		0		2		3		1		0		1		0

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		0		0		0		1		1		0		0		0		0

		0		0		0		1		2		0		0		0		0

		0		1		0		2		4		1		0		1		0

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		0		0		0		2		2		0		0		0		0

		0		1		1		2		1		1		0		1		0

		0		0		0		2		1		0		0		0		0

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		1		1		1		2		1		2		0		0		1

		0		0		1		2		4		0		0		0		0

		0		1		0		2		4		1		0		1		0

		0		0		1		2		3		0		0		0		0

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		1		1		0		2		4		2		0		0		1

		0		0		1		2		3		0		0		0		0

		1		1		1		2		4		2		0		0		1

		0		0		0		2		4		0		0		0		0

		1		1		1		2		1		2		0		0		1

		0		0		0		2		2		0		0		0		0

		0		0		0		2		1		0		0		0		0

		0		0		0		2		2		0		0		0		0

		0		0		0		2		2		0		0		0		0

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		0		0		0		2		2		0		0		0		0

		0		0		0		2		3		0		0		0		0

		1		1		0		2		4		2		0		0		1



身体的な暴力のみ	

女性	男性	3.0927835051546393	1.440329218106996	精神的な暴力のみ	

女性	男性	20.618556701030926	10.08230452674897	身体的暴力及び精神的暴力	

女性	男性	9.2783505154639183	2.0576131687242798	

女性	男性	32.989690721649481	13.580246913580247	







（備考）「協議離婚制度に関する調査研究業務」（令和２年度法務省委託調査研究）の再集計結果より作成。

（％）

5/6 法務省意見反映
備考修正



特‐53図 今後離婚する可能性

		Ⅰ-特‐図 今後離婚する可能性

																								特‐53図 今後離婚する可能性

																								＜女性（n=6,442）＞ ジョセイ														＜男性（n=5,915）＞ ダンセイ

						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ		男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

				絶対にないと思う		1123		1345		19.0		20.9

				まあないと思う		2407		2523		40.7		39.2

				どちらとも言えない		1043		1027		17.6		15.9

				あるかもしれないと思う		637		701		10.8		10.9

				かなりありそうだと思う		216		258		3.7		4.0

				現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		29		33		0.5		0.5

				わからない・考えられない		460		555		7.8		8.6

						5915		6442

				 		N		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		かなりありそうだと思う		あるかもしれないと思う		どちらとも言えない		まあないと思う		絶対にないと思う		わからない・考えられない

				女性20代
(n=326) ジョセイ ダイ		326		0.3		3.7		12.6		17.8		29.4		26.4		9.8

				女性30代
(n=1,189) ジョセイ ダイ		1189		0.9		4.0		13.0		18.4		36.2		18.1		9.4				＜年齢階級別＞ ネンレイ カイキュウ

				女性40代
(n=1,721) ジョセイ ダイ		1721		0.5		6.0		14.0		17.1		35.7		17.0		9.6																										離婚可能性あり リコン カノウセイ

				女性50代
(n=1,607) ジョセイ ダイ		1607		0.7		4.0		11.1		16.7		39.3		19.4		8.7				女性 ジョセイ		女性20代
(n=326) ジョセイ ダイ																				16.6%

				女性60代
(n=1,599) ジョセイ ダイ		1599		0.1		1.9		5.4		11.7		46.8		27.5		6.6						女性30代
(n=1,189) ジョセイ ダイ																				17.8%

				男性20代
(n=233) ダンセイ ダイ		233		2.6		4.3		9.0		14.6		33.9		21.0		14.6						女性40代
(n=1,721) ジョセイ ダイ																				20.5%

				男性30代
(n=1,026) ダンセイ ダイ		1026		0.9		4.2		11.3		19.1		36.7		19.4		8.4						女性50代
(n=1,607) ジョセイ ダイ																				15.9%

				男性40代
(n=1,600) ダンセイ ダイ		1600		0.6		5.1		13.6		20.8		35.6		16.1		8.3						女性60代
(n=1,599) ジョセイ ダイ																				7.4%

				男性50代
(n=1,512) ダンセイ ダイ		1512		0.2		3.4		11.9		17.9		41.3		17.9		7.5				男性 ダンセイ		男性20代
(n=233) ダンセイ ダイ																				15.9%

				男性60代
(n=1,544) ダンセイ ダイ		1544		0.1		2.0		6.6		13.6		49.0		22.5		6.2						男性30代
(n=1,026) ダンセイ ダイ																				16.4%

																										男性40代
(n=1,600) ダンセイ ダイ																				19.3%

				女性20代
(n=326) ジョセイ ダイ		326		1		12		41		58		96		86		32						男性50代
(n=1,512) ダンセイ ダイ																				15.5%

				女性30代
(n=1,189) ジョセイ ダイ		1189		11		47		154		219		431		215		112						男性60代
(n=1,544) ダンセイ ダイ																				8.7%

				女性40代
(n=1,721) ジョセイ ダイ		1721		8		104		241		295		615		292		166

				女性50代
(n=1,607) ジョセイ ダイ		1607		11		65		179		268		632		312		140

				女性60代
(n=1,599) ジョセイ ダイ		1599		2		30		86		187		749		440		105

				男性20代
(n=233) ダンセイ ダイ		233		6		10		21		34		79		49		34

				男性30代
(n=1,026) ダンセイ ダイ		1026		9		43		116		196		377		199		86

				男性40代
(n=1,600) ダンセイ ダイ		1600		9		81		218		332		570		258		132

				男性50代
(n=1,512) ダンセイ ダイ		1512		3		51		180		271		624		270		113												Q24 将来離婚する可能性はあると思いますか。（1つ）

				男性60代
(n=1,544) ダンセイ ダイ		1544		2		31		102		210		757		347		95												全体

																												
				全体		絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない



																										全体						12357		20.0		39.9		16.8		10.8		3.8		0.5		8.2

																										全体		女性				6442		20.9		39.2		15.9		10.9		4.0		0.5		8.6

																												男性				5915		19.0		40.7		17.6		10.8		3.7		0.5		7.8

																										全体						0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																										独身		女性				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																												男性				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

																										全体						12357		20.0		39.9		16.8		10.8		3.8		0.5		8.2

																										既婚（事実婚含む）		女性				6442		20.9		39.2		15.9		10.9		4.0		0.5		8.6

																												男性				5915		19.0		40.7		17.6		10.8		3.7		0.5		7.8

																																Q24 将来離婚する可能性はあると思いますか。（1つ）

																																全体

																												
				全体		絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない



																										全体						12357		2468		4930		2070		1338		474		62		1015

																										全体		女性				6442		1345		2523		1027		701		258		33		555

																												男性				5915		1123		2407		1043		637		216		29		460

																										全体						0		0		0		0		0		0		0		0

																										独身		女性				0		0		0		0		0		0		0		0

																												男性				0		0		0		0		0		0		0		0

																										全体						12357		2468		4930		2070		1338		474		62		1015

																										既婚（事実婚含む）		女性				6442		1345		2523		1027		701		258		33		555

																												男性				5915		1123		2407		1043		637		216		29		460





絶対にないと思う	まあないと思う	どちらとも言えない	あるかもしれないと思う	かなりありそうだと思う	現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	わからない・考えられない	18.985629754860501	40.6931530008453	17.633136094674601	10.7692307692308	3.65173288250211	0.49027895181741299	7.7768385460693201	





絶対にないと思う	まあないと思う	どちらとも言えない	あるかもしれないと思う	かなりありそうだと思う	現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	わからない・考えられない	20.8786091276001	39.164855634896	15.942253958398	10.881713753492701	4.0049674014281296	0.51226327227569102	8.6153368519093405	



現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	0.30674846625766899	0.92514718250630801	0.46484601975595602	0.68450528935905397	0.12507817385866199	2.57510729613734	0.87719298245613997	0.5625	0.19841269841269801	0.12953367875647701	かなりあり	そうだと思う	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	3.6809815950920202	3.9529015979815001	6.0429982568274303	4.0448039825762301	1.8761726078799299	4.2918454935622297	4.1910331384015604	5.0625	3.3730158730158699	2.00777202072539	あるかもしれないと思う	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	12.576687116564401	12.9520605550883	14.0034863451482	11.138767890479199	5.3783614759224498	9.0128755364806903	11.306042884990299	13.625	11.9047619047619	6.6062176165803104	どちらとも言えない	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	17.791411042944802	18.4188393608074	17.141196978500901	16.677037958929699	11.6948092557849	14.5922746781116	19.103313840155899	20.75	17.923280423280399	13.6010362694301	まあないと思う	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	29.4478527607362	36.248948696383501	35.735037768739097	39.327940261356602	46.8417761100688	33.905579399141601	36.744639376218302	35.625	41.269841269841301	49.028497409326398	絶対にないと思う	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	26.380368098159501	18.082422203532399	16.966879721092401	19.415059116365899	27.517198248905601	21.0300429184549	19.395711500974699	16.125	17.8571428571429	22.474093264248701	わからない・考えられない	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	9.8159509202454007	9.4196804037005908	9.6455549099360791	8.7118855009334197	6.5666041275797404	14.5922746781116	8.3820662768031209	8.25	7.4735449735449704	6.1528497409326404	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．現在結婚している人（事実婚・内縁を含む）が対象。
　　　　３．「離婚可能性あり」は、「現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である」「かなりありそうだと思う」
　　　　　　「あるかもしれないと思う」の累計値。

離婚可能性あり：
14.9％

離婚可能性あり：
15.4％

印刷イメージ

（％）

離婚可能性の円グラフの数字更新、
性年代別→年齢階級別



特‐54図 離婚の可能性（雇用形態別）（正規・非正規）

		Ⅰ-特‐図 離婚の可能性（雇用形態別）

		 		N		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		かなりありそうだと思う		あるかもしれないと思う		どちらとも言えない		まあないと思う		絶対にないと思う		わからない・考えられない						 		N		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		かなりありそうだと思う		あるかもしれないと思う		どちらとも言えない		まあないと思う		絶対にないと思う		わからない・考えられない

		女性20代
(n=104) ダイ		104		0.0		3.8		8.7		15.4		36.5		30.8		4.8						女性20代
(n=76) ダイ		76		1.3		5.3		17.1		21.1		23.7		18.4		13.2

		女性30代
(n=324) ダイ		324		0.9		4.9		9.3		18.5		41.0		19.8		5.6						女性30代
(n=314) ダイ		314		1.3		5.1		14.3		19.4		32.5		17.5		9.9

		女性40代
(n=297) ダイ		297		0.7		7.7		12.1		19.5		35.7		15.8		8.4						女性40代
(n=647) ダイ		647		0.3		7.9		15.1		16.5		33.5		15.5		11.1

		女性50代
(n=189) ダイ		189		0.0		4.8		14.8		18.5		36.5		17.5		7.9						女性50代
(n=589) ダイ		589		1.5		4.2		11.7		16.1		41.4		18.3		6.6

		女性60代
(n=104) ダイ		104		1.0		1.9		2.9		17.3		42.3		28.8		5.8						女性60代
(n=382) ダイ		382		0.3		2.6		7.6		12.6		46.9		22.5		7.6

		男性20代
(n=186) オトコ ダイ		186		1.1		2.2		8.1		16.7		41.4		22.6		8.1						男性20代
(n=14) オトコ ダイ		14		21.4		0.0		28.6		14.3		7.1		28.6		0.0

		男性30代
(n=902) オトコ ダイ		902		0.8		3.8		11.5		19.7		37.8		19.2		7.2						男性30代
(n=44) オトコ ダイ		44		0.0		9.1		11.4		15.9		29.5		20.5		13.6

		男性40代
(n=1,413) オトコ ダイ		1413		0.6		4.7		14.0		21.3		35.7		16.1		7.6						男性40代
(n=52) オトコ ダイ		52		0.0		9.6		9.6		23.1		32.7		15.4		9.6

		男性50代
(n=1,240) オトコ ダイ		1240		0.2		3.1		11.7		18.7		41.9		17.6		6.8						男性50代
(n=80) オトコ ダイ		80		0.0		2.5		17.5		15.0		36.3		16.3		12.5

		男性60代
(n=524) オトコ ダイ		524		0.2		3.4		7.8		14.5		47.5		23.5		3.1						男性60代
(n=407) オトコ ダイ		407		0.2		0.7		6.6		15.7		49.4		20.4		6.9



		Q24 今後離婚する可能性／【就業形態別】正規雇用 セイキコヨウ																																						Q24 今後離婚する可能性／【就業形態別】非正規雇用 ヒセイキコヨウ

		女性20代
(n=104) ダイ		104		0		4		9		16		38		32		5						女性20代
(n=76) ダイ		76		1		4		13		16		18		14		10

		女性30代
(n=324) ダイ		324		3		16		30		60		133		64		18						女性30代
(n=314) ダイ		314		4		16		45		61		102		55		31

		女性40代
(n=297) ダイ		297		2		23		36		58		106		47		25						女性40代
(n=647) ダイ		647		2		51		98		107		217		100		72

		女性50代
(n=189) ダイ		189		0		9		28		35		69		33		15						女性50代
(n=589) ダイ		589		9		25		69		95		244		108		39

		女性60代
(n=104) ダイ		104		1		2		3		18		44		30		6						女性60代
(n=382) ダイ		382		1		10		29		48		179		86		29

		男性20代
(n=186) オトコ ダイ		186		2		4		15		31		77		42		15						男性20代
(n=14) オトコ ダイ		14		3		0		4		2		1		4		0

		男性30代
(n=902) オトコ ダイ		902		7		34		104		178		341		173		65						男性30代
(n=44) オトコ ダイ		44		0		4		5		7		13		9		6

		男性40代
(n=1,413) オトコ ダイ		1413		8		66		198		301		505		228		107						男性40代
(n=52) オトコ ダイ		52		0		5		5		12		17		8		5

		男性50代
(n=1,240) オトコ ダイ		1240		3		38		145		232		520		218		84						男性50代
(n=80) オトコ ダイ		80		0		2		14		12		29		13		10

		男性60代
(n=524) オトコ ダイ		524		1		18		41		76		249		123		16						男性60代
(n=407) オトコ ダイ		407		1		3		27		64		201		83		28

				特‐54図 離婚の可能性（雇用形態別）





				＜正規雇用＞ セイキ コヨウ																		＜非正規雇用＞ ヒ セイキ コヨウ



																				離婚可能性あり リコン カノウセイ																離婚可能性あり リコン カノウセイ

				女性20代
(n=104) ダイ																12.5%		女性20代
(n=76) ダイ														23.7%

				女性30代
(n=324) ダイ																15.1%		女性30代
(n=314) ダイ														20.7%

				女性40代
(n=297) ダイ																20.5%		女性40代
(n=647) ダイ														23.3%

				女性50代
(n=189) ダイ																19.6%		女性50代
(n=589) ダイ														17.5%

				女性60代
(n=104) ダイ																5.8%		女性60代
(n=382) ダイ														10.5%

				男性20代
(n=186) オトコ ダイ																11.3%		男性20代
(n=14) オトコ ダイ														50.0%

				男性30代
(n=902) オトコ ダイ																16.1%		男性30代
(n=44) オトコ ダイ														20.5%

				男性40代
(n=1,413) オトコ ダイ																19.2%		男性40代
(n=52) オトコ ダイ														19.2%

				男性50代
(n=1,240) オトコ ダイ																15.0%		男性50代
(n=80) オトコ ダイ														20.0%

				男性60代
(n=524) オトコ ダイ																11.5%		男性60代
(n=407) オトコ ダイ														7.6%





現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

女性20代	
(n=104)	女性30代	
(n=324)	女性40代	
(n=297)	女性50代	
(n=189)	女性60代	
(n=104)	男性20代	
(n=186)	男性30代	
(n=902)	男性40代	
(n=1,413)	男性50代	
(n=1,240)	男性60代	
(n=524)	0	0.92592592592592604	0.673400673400673	0	0.96153846153846201	1.0752688172042999	0.77605321507760505	0.56617126680820995	0.241935483870968	0.19083969465648901	かなりありそうだと思う	

女性20代	
(n=104)	女性30代	
(n=324)	女性40代	
(n=297)	女性50代	
(n=189)	女性60代	
(n=104)	男性20代	
(n=186)	男性30代	
(n=902)	男性40代	
(n=1,413)	男性50代	
(n=1,240)	男性60代	
(n=524)	3.8461538461538498	4.9382716049382704	7.7441077441077404	4.7619047619047601	1.92307692307692	2.1505376344085998	3.7694013303769398	4.6709129511677299	3.0645161290322598	3.4351145038167901	あるかもしれないと思う	

女性20代	
(n=104)	女性30代	
(n=324)	女性40代	
(n=297)	女性50代	
(n=189)	女性60代	
(n=104)	男性20代	
(n=186)	男性30代	
(n=902)	男性40代	
(n=1,413)	男性50代	
(n=1,240)	男性60代	
(n=524)	8.6538461538461497	9.2592592592592595	12.1212121212121	14.814814814814801	2.8846153846153801	8.0645161290322598	11.529933481153	14.012738853503199	11.693548387096801	7.8244274809160297	どちらとも言えない	

女性20代	
(n=104)	女性30代	
(n=324)	女性40代	
(n=297)	女性50代	
(n=189)	女性60代	
(n=104)	男性20代	
(n=186)	男性30代	
(n=902)	男性40代	
(n=1,413)	男性50代	
(n=1,240)	男性60代	
(n=524)	15.384615384615399	18.518518518518501	19.528619528619501	18.518518518518501	17.307692307692299	16.6666666666667	19.7339246119734	21.3021939136589	18.709677419354801	14.503816793893099	まあないと思う	

女性20代	
(n=104)	女性30代	
(n=324)	女性40代	
(n=297)	女性50代	
(n=189)	女性60代	
(n=104)	男性20代	
(n=186)	男性30代	
(n=902)	男性40代	
(n=1,	413)	男性50代	
(n=1,240)	男性60代	
(n=524)	36.538461538461497	41.049382716049401	35.690235690235703	36.507936507936499	42.307692307692299	41.397849462365599	37.804878048780502	35.739561217268196	41.935483870967701	47.519083969465598	絶対にないと思う	

女性20代	
(n=104)	女性30代	
(n=324)	女性40代	
(n=297)	女性50代	
(n=189)	女性60代	
(n=104)	男性20代	
(n=186)	男性30代	
(n=902)	男性40代	
(n=1,413)	男性50代	
(n=1,240)	男性60代	
(n=524)	30.769230769230798	19.7530864197531	15.8249158249158	17.460317460317501	28.846153846153801	22.580645161290299	19.179600886917999	16.135881104033999	17.580645161290299	23.473282442748101	わからない・考えられない	

女性20代	
(n=104)	女性30代	
(n=324)	女性40代	
(n=297)	女性50代	
(n=189)	女性60代	
(n=104)	男性20代	
(n=186)	男性30代	
(n=902)	男性40代	
(n=1,413)	男性50代	
(n=1,240)	男性60代	
(n=524)	4.8076923076923102	5.5555555555555598	8.4175084175084205	7.9365079365079403	5.7692307692307701	8.0645161290322598	7.2062084257206198	7.5725406935597999	6.7741935483870996	3.0534351145038201	





現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

女性20代	
(n=76)	女性30代	
(n=314)	女性40代	
(n=647)	女性50代	
(n=589)	女性60代	
(n=382)	男性20代	
(n=14)	男性30代	
(n=44)	男性40代	
(n=52)	男性50代	
(n=80)	男性60代	
(n=407)	1.31578947368421	1.2738853503184699	0.30911901081916499	1.5280135823429499	0.26178010471204199	21.428571428571399	0	0	0	0.24570024570024601	かなりありそうだと思う	

女性20代	
(n=76)	女性30代	
(n=314)	女性40代	
(n=647)	女性50代	
(n=589)	女性60代	
(n=382)	男性20代	
(n=14)	男性30代	
(n=44)	男性40代	
(n=52)	男性50代	
(n=80)	男性60代	
(n=407)	5.2631578947368398	5.0955414012738904	7.8825347758887201	4.2444821731748696	2.6178010471204201	0	9.0909090909090899	9.6153846153846203	2.5	0.73710073710073698	あるかもしれないと思う	

女性20代	
(n=76)	女性30代	
(n=314)	女性40代	
(n=647)	女性50代	
(n=589)	女性60代	
(n=382)	男性20代	
(n=14)	男性30代	
(n=44)	男性40代	
(n=52)	男性50代	
(n=80)	男性60代	
(n=407)	17.105263157894701	14.3312101910828	15.146831530139099	11.714770797962601	7.5916230366492101	28.571428571428601	11.363636363636401	9.6153846153846203	17.5	6.6339066339066299	どちらとも言えない	

女性20代	
(n=76)	女性30代	
(n=314)	女性40代	
(n=647)	女性50代	
(n=589)	女性60代	
(n=382)	男性20代	
(n=14)	男性30代	
(n=4	4)	男性40代	
(n=52)	男性50代	
(n=80)	男性60代	
(n=407)	21.052631578947398	19.426751592356698	16.5378670788253	16.129032258064498	12.565445026178001	14.285714285714301	15.909090909090899	23.076923076923102	15	15.7248157248157	まあないと思う	

女性20代	
(n=76)	女性30代	
(n=314)	女性40代	
(n=647)	女性50代	
(n=589)	女性60代	
(n=382)	男性20代	
(n=14)	男性30代	
(n=44)	男性40代	
(n=52)	男性50代	
(n=80)	男性60代	
(n=407)	23.684210526315798	32.484076433120997	33.539412673879397	41.426146010186798	46.858638743455501	7.1428571428571397	29.545454545454501	32.692307692307701	36.25	49.385749385749399	絶対にないと思う	

女性20代	
(n=76)	女性30代	
(n=314)	女性40代	
(n=647)	女性50代	
(n=589)	女性60代	
(n=382)	男性20代	
(n=14)	男性30代	
(n=44)	男性40代	
(n=52)	男性50代	
(n=80)	男性60代	
(n=407)	18.421052631578899	17.515923566879	15.4559505409583	18.3361629881155	22.513089005235599	28.571428571428601	20.454545454545499	15.384615384615399	16.25	20.393120393120402	わからない・考えられない	

女性20代	
(n=76)	女性30代	
(n=314)	女性40代	
(n=647)	女性50代	
(n=589)	女性60代	
(n=382)	男性20代	
(n=14)	男性30代	
(n=44)	男性40代	
(n=52)	男性50代	
(n=80)	男性60代	
(n=407)	13.157894736842101	9.8726114649681502	11.12828438949	6.6213921901528003	7.5916230366492101	0	13.636363636363599	9.6153846153846203	12.5	6.8796068796068797	





印刷イメージ
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特‐54図（無職）

		Ⅰ-特‐図 離婚の可能性（無職）と既婚者の年収（年齢階級別）

		 		N		絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない				列1		N		100万円未満 マン エン ミマン		100-149万円 ヨロズ エン		150-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ						絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない

		女性20代
(n=139) ダイ		139		26.6		28.1		18.0		12.9		2.2		0.0		12.2				女性20代
(n=326)		326		25.5		9.5		12.6		15.3		3.1		0.6		16.6		16.9				139		37		39		25		18		3		0		17

		女性30代
(n=509) ダイ		509		17.7		34.2		18.1		14.5		2.8		0.8		12.0				女性30代
(n=1,189)		1189		31.4		6.6		14.4		12.2		3.5		0.8		18.4		12.8				509		90		174		92		74		14		4		61

		女性40代
(n=714) ダイ		714		18.5		37.3		16.7		14.1		3.9		0.6		9.0				女性40代
(n=1,721)		1721		34.7		11.1		12.0		8.0		2.6		1.2		17.9		12.5				714		132		266		119		101		28		4		64

		女性50代
(n=748) ダイ		748		20.3		38.4		16.4		10.3		3.7		0.3		10.6				女性50代
(n=1,607)		1607		36.7		10.5		10.8		6.1		1.9		1.2		21.5		11.3				748		152		287		123		77		28		2		79

		女性60代
(n=1,032) ダイ		1032		29.1		47.4		10.7		4.7		1.6		0.0		6.5				女性60代
(n=1,599)		1599		44.8		10.3		12.6		4.6		0.7		1.0		11.8		14.2				1032		300		489		110		49		17		0		67

		男性20代
(n=25) オトコ ダイ		25		8.0		0.0		0.0		4.0		12.0		4.0		72.0				男性20代
(n=233)		233		6.4		0.9		8.2		49.8		14.6		6.0		1.3		12.9				25		2		0		0		1		3		1		18

		男性30代
(n=30) オトコ ダイ		30		13.3		16.7		10.0		3.3		6.7		6.7		43.3				男性30代
(n=1,026)		1026		2.1		0.4		5.5		34.9		31.2		16.8		0.6		8.6				30		4		5		3		1		2		2		13

		男性40代
(n=41) オトコ ダイ		41		9.8		24.4		17.1		9.8		12.2		2.4		24.4				男性40代
(n=1,600)		1600		1.0		0.6		5.1		26.3		29.2		27.6		0.5		9.8				41		4		10		7		4		5		1		10

		男性50代
(n=61) オトコ ダイ		61		21.3		32.8		16.4		13.1		3.3		0.0		13.1				男性50代
(n=1,512)		1512		2.2		0.9		6.1		19.1		21.0		38.3		0.7		11.6				61		13		20		10		8		2		0		8

		男性60代
(n=413) オトコ ダイ		413		24.9		50.4		11.9		3.6		1.0		0.0		8.2				男性60代
(n=1,544)		1544		4.5		2.9		21.1		30.8		12.4		15.3		0.9		11.9				413		103		208		49		15		4		0		34



		Q24 今後離婚する可能性／【就業形態別】無職（専業主婦・主夫含む）																				Q12S1 [個人年収]／既婚



				＜無職（主婦、主夫含む）＞ ムショク シュフ シュフ フク																＜個人年収（既婚者）＞ コジン ネンシュウ キコンシャ

																離婚可能性あり リコン カノウセイ

				女性20代
(n=139) ダイ												15.1%				女性20代
(n=326)

				女性30代
(n=509) ダイ												18.1%				女性30代
(n=1,189)

				女性40代
(n=714) ダイ												18.6%				女性40代
(n=1,721)

				女性50代
(n=748) ダイ												14.3%				女性50代
(n=1,607)

				女性60代
(n=1,032) ダイ												6.4%				女性60代
(n=1,599)

				男性20代
(n=25) オトコ ダイ												20.0%				男性20代
(n=233)

				男性30代
(n=30) オトコ ダイ												16.7%				男性30代
(n=1,026)

				男性40代
(n=41) オトコ ダイ												24.4%				男性40代
(n=1,600)

				男性50代
(n=61) オトコ ダイ												16.4%				男性50代
(n=1,512)

				男性60代
(n=413) オトコ ダイ												4.6%				男性60代
(n=1,544)



現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

女性20代	
(n=139)	女性30代	
(n=509)	女性40代	
(n=714)	女性50代	
(n=748)	女性60代	
(n=1,032)	男性20代	
(n=25)	男性30代	
(n=30)	男性40代	
(n=41)	男性50代	
(n=61)	男性60代	
(n=413)	0	0.78585461689587399	0.56022408963585402	0.26737967914438499	0	4	6.6666666666666696	2.4390243902439002	0	0	かなりありそうだと思う	

女性20代	
(n=139)	女性30代	
(n=509)	女性40代	
(n=714)	女性50代	
(n=748)	女性60代	
(n=1,032)	男性20代	
(n=25)	男性30代	
(n=30)	男性40代	
(n=41)	男性50代	
(n=61)	男性60代	
(n=413)	2.1	582733812949599	2.7504911591355601	3.9215686274509798	3.7433155080213898	1.6472868217054299	12	6.6666666666666696	12.1951219512195	3.27868852459016	0.96852300242130795	あるかもしれないと思う	

女性20代	
(n=139)	女性30代	
(n=509)	女性40代	
(n=714)	女性50代	
(n=748)	女性60代	
(n=1,032)	男性20代	
(n=25)	男性30代	
(n=30)	男性40代	
(n=41)	男性50代	
(n=61)	男性60代	
(n=413)	12.9496402877698	14.538310412573701	14.1456582633053	10.294117647058799	4.74806201550388	4	3.3333333333333299	9.7560975609756095	13.1147540983607	3.6319612590799002	どちらとも言えない	

女性20代	
(n=139)	女性30代	
(n=509)	女性40代	
(n=714)	女性50代	
(n=748)	女性60代	
(n=1,032)	男性20代	
(n=25)	男性30代	
(n=30)	男性40代	
(n=41)	男性50代	
(n=61)	男性60代	
(n=413)	17.985611510791401	18.0746561886051	16.6666666666667	16.443850	267379698	10.6589147286822	0	10	17.0731707317073	16.393442622950801	11.864406779661	まあないと思う	

女性20代	
(n=139)	女性30代	
(n=509)	女性40代	
(n=714)	女性50代	
(n=748)	女性60代	
(n=1,032)	男性20代	
(n=25)	男性30代	
(n=30)	男性40代	
(n=41)	男性50代	
(n=61)	男性60代	
(n=413)	28.0575539568345	34.184675834970498	37.254901960784302	38.3689839572192	47.383720930232599	0	16.6666666666667	24.390243902439	32.786885245901601	50.363196125907997	絶対にないと思う	

女性20代	
(n=139)	女性30代	
(n=509)	女性40代	
(n=714)	女性50代	
(n=748)	女性60代	
(n=1,032)	男性20代	
(n=25)	男性30代	
(n=30)	男性40代	
(n=41)	男性50代	
(n=61)	男性60代	
(n=413)	26.6187050359712	17.681728880157198	18.487394957983199	20.320855614973301	29.069767441860499	8	13.3333333333333	9.7560975609756095	21.311475409836099	24.9394673123487	わからない・考えられない	

女性20代	
(n=139)	女性30代	
(n=509)	女性40代	
(n=714)	女性50代	
(n=748)	女性60代	
(n=1,032)	男性20代	
(n=25)	男性30代	
(n=30)	男性40代	
(n=41)	男性50代	
(n=61)	男性60代	
(n=413)	12.2302158273381	11.9842829076621	8.9635854341736696	10.561497326203201	6.4922480620155003	72	43.3333333333333	24.390243902439	13.1147540983607	8.2324455205811091	





100万円未満	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	25.460122699386481	31.37089991589567	34.747239976757697	36.652146857498401	44.840525328330202	6.4377682403433498	2.1442495126705601	1	2.1825396825396788	4.5336787564766894	100-149万円	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	9.5092024539877293	6.5601345668629101	11.0981987216734	10.516490354698201	10.3189493433396	0.85836909871244604	0.38986354775828502	0.5625	0.92592592592592604	2.91450777202073	150-200万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	12.576687116564411	14.381833473507191	11.96978500871586	10.827629122588672	12.570356472795499	8.1545064377682426	5.4580896686159797	5.0625	6.08465608465609	21.11398963730565	300-400万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	15.337423312883441	12.195121951219509	8.0185938407902402	6.0983198506533896	4.5653533458411504	49.785407725321903	34.892787524366497	26.3125	19.113756613756571	30.8290155440414	500-600万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	3.0674846625766801	3.53238015138772	2.55665310865776	1.866832607342874	0.68792995622263897	14.592274678111629	31.189083820	662802	29.1875	21.03174603174606	12.43523316062176	700万円台以上	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	0.61349693251533799	0.75693860386879841	1.2202208018593841	1.2445550715619156	1.0006253908692928	6.0085836909871251	16.764132553606235	27.5625	38.293650793650798	15.34974093264249	0円(収入はない)	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	16.564417177914098	18.4188393608074	17.896571760604299	21.530802738021201	11.819887429643501	1.28755364806867	0.58479532163742698	0.5	0.727513227513227	0.90673575129533701	わからない・答えたくない	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	16.8711656441718	12.7838519764508	12.4927367809413	11.263223397635301	14.1963727329581	12.8755364806867	8.5769980506822598	9.8125	11.6402116402116	11.917098445595901	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．現在結婚している人（事実婚・内縁を含む）が対象。
　　　　３．「離婚可能性あり」は、「現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である」「かなりありそうだと思う」「あるかもしれないと思う」の累計値。

印刷イメージ

（％）



特‐55図 既婚者の年収（年齢階級別）

		Ⅰ-特‐図 離婚の可能性（無職）と既婚者の年収（年齢階級別）

		 		N		絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない				列1		N		0円(収入はない) エン シュウニュウ		100万円未満 マン エン ミマン		100-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		わからない・答えたくない コタ		わからない・答えたくない2 コタ2						絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない						列1		N		0円(収入はない) エン シュウニュウ		100万円未満 マン エン ミマン		100-149万円 ヨロズ エン		150-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ

		女性20代
(n=139) ダイ		139		26.6		28.1		18.0		12.9		2.2		0.0		12.2				女性20代
(n=326)		326		16.6		25.5		22.1		15.3		3.1		0.6		16.9		16.9				139		37		39		25		18		3		0		17						女性20代
(n=326)		326		16.6		25.5		9.5		12.6		15.3		3.1		0.6

		女性30代
(n=509) ダイ		509		17.7		34.2		18.1		14.5		2.8		0.8		12.0				女性30代
(n=1,189)		1189		18.4		31.4		20.9		12.2		3.5		0.8		12.8		12.8				509		90		174		92		74		14		4		61						女性30代
(n=1,189)		1189		18.4		31.4		6.6		14.4		12.2		3.5		0.8

		女性40代
(n=714) ダイ		714		18.5		37.3		16.7		14.1		3.9		0.6		9.0				女性40代
(n=1,721)		1721		17.9		34.7		23.1		8.0		2.6		1.2		12.5		12.5				714		132		266		119		101		28		4		64						女性40代
(n=1,721)		1721		17.9		34.7		11.1		12.0		8.0		2.6		1.2

		女性50代
(n=748) ダイ		748		20.3		38.4		16.4		10.3		3.7		0.3		10.6				女性50代
(n=1,607)		1607		21.5		36.7		21.3		6.1		1.9		1.2		11.3		11.3				748		152		287		123		77		28		2		79						女性50代
(n=1,607)		1607		21.5		36.7		10.5		10.8		6.1		1.9		1.2

		女性60代
(n=1,032) ダイ		1032		29.1		47.4		10.7		4.7		1.6		0.0		6.5				女性60代
(n=1,599)		1599		11.8		44.8		22.9		4.6		0.7		1.0		14.2		14.2				1032		300		489		110		49		17		0		67						女性60代
(n=1,599)		1599		11.8		44.8		10.3		12.6		4.6		0.7		1.0

		男性20代
(n=25) オトコ ダイ		25		8.0		0.0		0.0		4.0		12.0		4.0		72.0				男性20代
(n=233)		233		1.3		6.4		9.0		49.8		14.6		6.0		12.9		12.9				25		2		0		0		1		3		1		18						男性20代
(n=233)		233		1.3		6.4		0.9		8.2		49.8		14.6		6.0

		男性30代
(n=30) オトコ ダイ		30		13.3		16.7		10.0		3.3		6.7		6.7		43.3				男性30代
(n=1,026)		1026		0.6		2.1		5.8		34.9		31.2		16.8		8.6		8.6				30		4		5		3		1		2		2		13						男性30代
(n=1,026)		1026		0.6		2.1		0.4		5.5		34.9		31.2		16.8

		男性40代
(n=41) オトコ ダイ		41		9.8		24.4		17.1		9.8		12.2		2.4		24.4				男性40代
(n=1,600)		1600		0.5		1.0		5.6		26.3		29.2		27.6		9.8		9.8				41		4		10		7		4		5		1		10						男性40代
(n=1,600)		1600		0.5		1.0		0.6		5.1		26.3		29.2		27.6

		男性50代
(n=61) オトコ ダイ		61		21.3		32.8		16.4		13.1		3.3		0.0		13.1				男性50代
(n=1,512)		1512		0.7		2.2		7.0		19.1		21.0		38.3		11.6		11.6				61		13		20		10		8		2		0		8						男性50代
(n=1,512)		1512		0.7		2.2		0.9		6.1		19.1		21.0		38.3

		男性60代
(n=413) オトコ ダイ		413		24.9		50.4		11.9		3.6		1.0		0.0		8.2				男性60代
(n=1,544)		1544		0.9		4.5		24.0		30.8		12.4		15.3		11.9		11.9				413		103		208		49		15		4		0		34						男性60代
(n=1,544)		1544		0.9		4.5		2.9		21.1		30.8		12.4		15.3



		Q24 今後離婚する可能性／【就業形態別】無職（専業主婦・主夫含む）																				Q12S1 [個人年収]／既婚

																				特‐55図 既婚者の個人年収（年齢階級別） キコンシャ コジン ネンシュウ ネンレイ カイキュウ ベツ





																				女性20代
(n=326)

																				女性30代
(n=1,189)

																				女性40代
(n=1,721)

																				女性50代
(n=1,607)

																				女性60代
(n=1,599)

																				男性20代
(n=233)

																				男性30代
(n=1,026)

																				男性40代
(n=1,600)

																				男性50代
(n=1,512)

																				男性60代
(n=1,544)



0円(収入はない)	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	16.564417177914098	18.4188393608074	17.896571760604299	21.530802738021201	11.819887429643501	1.28755364806867	0.58479532163742698	0.5	0.727513227513227	0.90673575129533701	100万円未	満	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	25.460122699386481	31.37089991589567	34.747239976757697	36.652146857498401	44.840525328330202	6.4377682403433498	2.1442495126705601	1	2.1825396825396788	4.5336787564766894	100-200万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	22.085889570552141	20.941968040370099	23.067983730389258	21.344119477286874	22.889305816135099	9.0128755364806885	5.8479532163742647	5.625	7.0105820105820165	24.028497409326381	300-400万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	15.337423312883441	12.195121951219509	8.0185938407902402	6.0983198506533896	4.5653533458411504	49.785407725321903	34.892787524366497	26.3125	19.113756613756571	30.8290155440414	500-600万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	3.0674846625766801	3.53238015138772	2.55665310865776	1.866832607342874	0.68792995622263897	14.592274678111629	31.189083820662802	29.1875	21.03174603174606	12.43523316062176	700万円台以上	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	0.61349693251533799	0.75693860386879841	1.2202208018593841	1.2445550715619156	1.0006253908692928	6.0085836909871251	16.764132553606235	27.5625	38.293650793650798	15.34974093264249	わから	ない・答えたくない	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	16.8711656441718	12.7838519764508	12.4927367809413	11.263223397635301	14.1963727329581	12.8755364806867	8.5769980506822598	9.8125	11.6402116402116	11.917098445595901	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．既婚者には事実婚・内縁を含む。

印刷イメージ

（％）



特‐56図 結婚相手に求めること（離婚の可能性有とその他）

		Ⅰ-特‐図 結婚相手に求めること（離婚の可能性有とその他の比較）

		[%037]						Q19S2 [現在相手に求めること]結婚相手に求めることについて、教えてください。（優先度の高いもの5つまで）																																												[%038]						Q19S2 [現在相手に求めること]結婚相手に求めることについて、教えてください。（優先度の高いもの5つまで）

								全体																																																		全体

				SEX 性別（登録情報）
NQ24 将来離婚する可能性（2区分）				全体		価値観が近い		一緒にいて楽しい		一緒にいて落ち着ける・気を遣わない		家事力・家事分担できる		仕事への理解がある		恋愛感情がある		満足いく経済力・年収		正規雇用である		金銭感覚が近い		子供好きである		学歴		容姿・ルックスに好感がもてる		家柄		初婚である		既に子供がいないこと		親兄弟・親族と上手く付き合う		年齢		その他		特にない		無回答						
				全体		価値観が近い		一緒にいて楽しい		一緒にいて落ち着ける・気を遣わない		家事力・家事分担できる		仕事への理解がある		恋愛感情がある		満足いく経済力・年収		正規雇用である		金銭感覚が近い		子供好きである		学歴		容姿・ルックスに好感がもてる		家柄		初婚である		既に子供がいないこと		親兄弟・親族と上手く付き合う		年齢		その他		特にない



		全体																																																		全体						12357		50.7		36.8		50.7		23.1		10.0		11.9		20.2		9.8		23.3		10.3		1.6		9.5		1.2		0.0		0.0		8.5		2.7		1.6		12.0

		全体		離婚可能性あり(選択肢4-6)																																																全体		離婚可能性あり(選択肢4-6)				1874		45.3		27.6		37.8		25.9		10.1		10.7		28.2		12.0		23.4		11.7		1.9		10.4		1.7		0.0		0.0		8.9		2.1		2.6		13.1

				その他																																																		その他				10483		51.7		38.5		53.0		22.6		10.0		12.1		18.8		9.4		23.3		10.0		1.5		9.3		1.1		0.0		0.0		8.5		2.8		1.4		11.8

		全体																																																				無回答				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		男性		離婚可能性あり (n=882)																																																全体						6442		51.6		36.2		54.4		30.4		7.6		10.4		35.5		17.4		27.8		12.0		2.3		7.5		1.5		0.0		0.0		9.6		2.7		1.8		8.7

				その他 (n=5,033)																																																女性		離婚可能性あり (n=992)				992		44.6		26.7		39.0		35.4		8.4		8.5		48.2		20.4		25.3		14.5		3.0		6.9		2.6		0.0		0.0		9.7		1.8		2.9		9.1

		全体																																																				その他 (n=5,450)				5450		52.8		38.0		57.2		29.5		7.4		10.7		33.2		16.9		28.3		11.6		2.2		7.6		1.3		0.0		0.0		9.6		2.9		1.6		8.7

		女性		離婚可能性あり (n=992)																																																		無回答				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				その他 (n=5,450)																																																全体						5915		49.9		37.5		46.6		15.1		12.6		13.6		3.5		1.5		18.4		8.4		0.7		11.6		0.8		0.0		0.0		7.4		2.7		1.4		15.6

																																																				男性		離婚可能性あり (n=882)				882		46.0		28.7		36.5		15.3		12.1		13.2		5.7		2.6		21.2		8.6		0.7		14.3		0.6		0.0		0.0		8.0		2.5		2.2		17.6

																																																						その他 (n=5,033)				5033		50.5		39.0		48.4		15.0		12.7		13.7		3.2		1.3		17.9		8.3		0.7		11.2		0.9		0.0		0.0		7.3		2.7		1.3		15.3

								特‐56図 結婚相手に求めること（離婚の可能性ありとその他の比較）																																														無回答				0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								＜女性　n=6,442＞ ジョセイ

								＜男性 n=5,915＞ ダンセイ





離婚可能性あり (n=992)	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	44.556451612903203	26.713709677419399	39.012096774193601	35.383064516128997	8.3669354838709697	8.4677419354838701	48.185483870967701	20.362903225806502	25.302419354838701	14.5161290322581	3.0241935483871001	6.8548387096774199	2.62096774193548	0	0	9.67741935483871	1.81451612903226	2.92338709677419	9.07258064516129	その他 (n=5,450)	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足い	く経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	52.825688073394502	37.9633027522936	57.229357798165097	29.5045871559633	7.4311926605504599	10.715596330275201	33.192660550458697	16.862385321100898	28.293577981651399	11.559633027522899	2.2201834862385299	7.5963302752293602	1.26605504587156	0	0	9.5963302752293593	2.9174311926605498	1.55963302752294	8.6605504587155995	







離婚可能性あり (n=882)	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	46.031746031746003	28.6848072562358	36.507936507936499	15.3061224489796	12.1315192743764	13.151927437641699	5.6689342403628098	2.6077097505668898	21.201814058956899	8.6167800453514705	0.68027210884353695	14.285714285714301	0.56689342403628096	0	0	8.0498866213151903	2.4943310657596398	2.1541950113378698	17.5736961451247	その他 (n=5,033)	

価値観が近い	一緒にいて楽しい	一緒にいて落ち着ける・気を遣わない	家事力・家事分担できる	仕事への理解がある	恋愛感情がある	満足いく経済力・年収	正規雇用である	金銭感覚が近い	子供好きである	学歴	容姿・ルックスに好感がもてる	家柄	初婚である	既に子供がいないこと	親兄弟・親族と上手く付き合う	年齢	その他	特にない	50.526524935426202	39.042320683489002	48.400556328233698	15.020862308762201	12.7359427776674	13.689648321080901	3.1591496125571199	1.2517385257301801	17.941585535465901	8.3449235048678698	0.73514802304788396	11.166302404132701	0.87423008146234804	0	0	7.2720047685277196	2.7021657063381701	1.2914762567057401	15.2990264255911	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．現在結婚している人（事実婚・内縁を含む）が対象。
　　　　３．「離婚可能性あり」は、「現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である」「かなりありそうだと思う」「あるかもしれないと思う」の累計値。
　　　　４．「その他」は、「絶対にないと思う」「まあないと思う」「どちらとも言えない」「わからない・考えられない」の累計値。

（％）

（％）



特‐57表 シングルマザーのターニングポイント年齢

				特‐57表 シングルマザーのターニングポイントにおける年齢 ヒョウ

				現実の年齢		シングルマザー		20代で
シングルマザー ダイ		30代で
シングルマザー ダイ		40代で
シングルマザー ダイ		シングルマザー以外の女性
 イガイ



						（n=449）

						平均年齢51.7歳 ヘイキン ネンレイ サイ

				最初に結婚した年齢		24.5歳		21.9歳 サイ		25.2歳 サイ		26.8歳 サイ		26.8歳

						(n=447)		(n=141)		(n=208)		(n=98)		(n=6,757)

				第一子を持った年齢		25.9歳		22.8歳 サイ		26.6歳 サイ		29.1歳 サイ		28.1歳

						(n=449)		(n=141)		(n=210)		(n=98)		(n=5,127)

				シングルマザーになった時		33.4歳		25.8歳 サイ		33.9歳 サイ		43.3歳 サイ		34.1歳

				（最初に離婚した時）の年齢		(n=449)		(n=141)		(n=210)		(n=98)		（n=821）

				再婚した時の年齢 サイコン トキ ネンレイ		35.0歳 サイ		30.7歳 サイ		37.2歳 サイ		42.0歳 サイ		35.8歳 サイ

						(n=76)		(n=33)		(n=33)		(n=10)		(n=547)



																				シングルマザー全体				20代でシングルマザー				30代でシングルマザー				40代でシングルマザー				その他女性

																				平均		n		平均		n		平均		n		平均		n		平均		n

																		初婚年齢		24.5		447		21.9		141		25.2		208		26.8		98		26.8		6757

																		初子年齢		25.9		449		22.8		141		26.6		210		29.1		98		28.1		5127

																		離婚年齢		33.4		449		25.8		141		33.9		210		43.3		98		34.1		821

																		再婚年齢		35		76		30.7		33		37.2		33		42		10		35.8		547



（備考）１．「令和３年度　人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）調査検討委員会委員
           成蹊大学文学部　小林盾教授による分析結果より作成。
　　　　２．全回答値の平均年齢。
　　　　３．ここでの「シングルマザー」は、離婚・死別経験があり子供がいる女性で、「離婚時の年齢」「第一子を持った年齢」のどちらも
            回答している人、かつ、最初に離婚した時に第一子がいる（離婚時の年齢が第一子を持った年齢を上回る）人、かつ、離婚時に子供
            が19歳以下の人、かつ現在配偶者がいない人を対象としている。

4月5日修正



特‐58図 シングルマザーの就業状況

		Ⅰ-特‐図 シングルマザー経験者の就業状況

		初職の就業状況 ショ ショク シュウギョウ ジョウキョウ																特‐58図 シングルマザーの就業状況

		 		N		正規雇用 セイキ コヨウ		非正規雇用 ヒ セイキ コヨウ		自営業・他 ジエイギョウ ホカ								＜最終学歴後の初職の就業状況＞ サイシュウ ガクレキ ゴ ショ ショク シュウギョウ ジョウキョウ

		20代で
シングルマザーに
なった女性(n=140) ダイ ジョセイ		140		60.7		35.7		3.6

		30代で
シングルマザーに
なった女性(n=209) ダイ ジョセイ		209		72.2		24.4		3.3

		40代で
シングルマザーに
なった女性(n=98) ダイ ジョセイ		98		75.5		22.4		2.0



		[%020]						【表頭２】NQ26 初職の雇用形態

								全体										＜現在の就業状況＞ ゲンザイ シュウギョウ ジョウキョウ

				【表側２】Nシングル年代②3区分 シングルマザーの年代②3区分				全体		正規雇用		非正規雇用		自営・その他



		全体						447		69.4		27.5		3.1

		全体		20代で離婚				140		60.7		35.7		3.6

				30代で離婚				209		72.2		24.4		3.3

				40代以上で離婚				98		75.5		22.4		2.0

		現在の就業状況 ゲンザイ シュウギョウ ジョウキョウ

		 		N		正規雇用 セイキ コヨウ		非正規雇用 ヒ セイキ コヨウ		自営業・他 ジエイギョウ ホカ		働いていない ハタラ						＜現職の勤務形態＞ ゲンショク キンム ケイタイ

		20代で
シングルマザーに
なった女性(n=141) ダイ ジョセイ		141		31.9		35.5		8.5		24.1

		30代で
シングルマザーに
なった女性(n=210) ダイ ジョセイ		210		29.5		42.4		5.7		22.4

		40代で
シングルマザーに
なった女性(n=98) ダイ ジョセイ		98		31.6		46.9		2.0		19.4



		[%010]						【表頭２】NQ8 雇用形態4区分（本人）

								全体

				【表側２】Nシングル年代②3区分 シングルマザーの年代②3区分				全体		正規雇用		非正規雇用		自営業・自由業・その他		無職



		全体						449		30.7		41.2		5.8		22.3

		全体		20代で離婚				141		31.9		35.5		8.5		24.1

				30代で離婚				210		29.5		42.4		5.7		22.4

				40代以上で離婚				98		31.6		46.9		2.0		19.4

		 		N		フルタイムで残業がある仕事 ザンギョウ シゴト		フルタイムで残業が殆どない仕事 ザンギョウ ホトン シゴト		時間を調整・融通がきく仕事 ジカン チョウセイ ユウヅウ シゴト		短時間勤務 タンジカン キンム		働いていない ハタラ

		20代で
シングルマザーに
なった女性(n=141)		141		12.8		27.7		17.0		18.4		24.1

		30代で
シングルマザーに
なった女性(n=210)		210		14.3		26.7		11.9		24.8		22.4

		40代で
シングルマザーに
なった女性(n=98)		98		11.2		24.5		16.3		28.6		19.4

		Q9 現在の勤務形態

		[%012]						【表頭２】Q9 現在の勤務形態について、最もあてはまるものを選択してください。（1つ）

								全体

				【表側２】Nシングル年代②3区分 シングルマザーの年代②3区分				全体		フルタイムで残業が非常に多い（月46時間以上残業）仕事		フルタイムで残業が多い（月25時間～45時間残業）仕事		フルタイムで残業がある程度ある（月10時間～24時間残業）仕事		フルタイムで残業はほとんどない(月9時間以下残業）仕事		時間を調整・融通がきく（裁量労働、フレックスタイム、自営業、アルバイトなど）仕事で週64時間を超える仕事		時間を調整・融通がきく（裁量労働、フレックスタイム、自営業、アルバイトなど）仕事で週64時間以下の仕事		短時間勤務（週30時間以上40時間未満）		短時間勤務（週20時間以上30時間未満）		短時間勤務（週20時間未満）		働いていない ハタラ



		全体						449		3.3		2.4		7.3		26.5		4.2		10.2		10.0		9.1		4.5		22.3

		全体		20代で離婚				141		3.5		3.5		5.7		27.7		5.7		11.3		8.5		6.4		3.5		24.1

				30代で離婚				210		2.4		1.9		10.0		26.7		2.9		9.0		10.0		10.0		4.8		22.4

				40代以上で離婚				98		5.1		2.0		4.1		24.5		5.1		11.2		12.2		11.2		5.1		19.4

		[N012]						【表頭２】Q9 現在の勤務形態について、最もあてはまるものを選択してください。（1つ）

								全体

				【表側２】Nシングル年代②3区分 シングルマザーの年代②3区分				全体		フルタイムで残業が非常に多い（月46時間以上残業）仕事		フルタイムで残業が多い（月25時間～45時間残業）仕事		フルタイムで残業がある程度ある（月10時間～24時間残業）仕事		フルタイムで残業はほとんどない(月9時間以下残業）仕事		時間を調整・融通がきく（裁量労働、フレックスタイム、自営業、アルバイトなど）仕事で週64時間を超える仕事		時間を調整・融通がきく（裁量労働、フレックスタイム、自営業、アルバイトなど）仕事で週64時間以下の仕事		短時間勤務（週30時間以上40時間未満）		短時間勤務（週20時間以上30時間未満）		短時間勤務（週20時間未満）		働いていない ハタラ



		全体						349		15		11		33		119		19		46		45		41		20		100

		全体		20代で離婚				107		5		5		8		39		8		16		12		9		5		34

				30代で離婚				163		5		4		21		56		6		19		21		21		10		47

				40代以上で離婚				79		5		2		4		24		5		11		12		11		5		19



正規雇用	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=140)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=209)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	60.714285714285701	72.248803827751203	75.510204081632693	非正規雇用	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=140)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=209)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	35.714285714285701	24.401913875598101	22.4489795918367	自営業・他	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=140)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=209)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	3.5714285714285698	3.3492822966507201	2.0408163265306101	







正規雇用	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	31.914893617021299	29.523809523809501	31.632653061224499	非正規雇用	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	35.460992907801398	42.380952380952401	46.938775510204103	自営業・他	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	8.5106382978723403	5.71428	571428571	2.0408163265306101	働いていない	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	24.113475177304998	22.380952380952401	19.387755102040799	







フルタイムで残業がある仕事	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	12.76595744680851	14.285714285714285	11.224489795918366	フルタイムで残業が殆どない仕事	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	27.659574468085108	26.666666666666668	24.489795918367346	時間を調整・融通がきく仕事	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	17.021276595744681	11.904761904761905	16.326530612244898	短時間勤務	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	18.439716312056738	24.761904761904763	28.571428571428569	働いていない	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=141)	30代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=210)	40代で	
シングルマザーに	
なった女性(n=98)	24.113475177304963	22.380952380952383	19.387755102040817	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．ここでの「シングルマザー」は、離婚・死別経験があり子供がいる女性で、「離婚時の年齢」「第一子を持った年齢」のどちらも回答している人、かつ、最初に離婚した時に第一子がいる（離婚時の年齢が第一子を持った年齢を上回る）人、かつ、離婚時に子供が19歳以下の人、かつ現在配偶者がいない人を対象としている。
　　　　３．「最終学歴後の初職の就業状況」については、初職で働いていない２名を集計対象から除いている。

印刷イメージ

（％）

（％）

（％）

５／６　サブタイトル微修正（本文との平仄）



特‐59図　シングルマザーの最終学歴

		Ⅰ-特‐図 シングルマザー経験者の最終学歴

		 		N		中学校・高校卒 チュウガッコウ コウコウ ソツ		短期大学卒 タンキダイガク ソツ		高等専門学校卒 コウトウセンモンガッコウ ソツ		大学・大学院卒 ダイガク ダイガク インソツ								特‐59図 シングルマザーの最終学歴

		20代で
シングルマザーに
なった女性（n=141） ダイ ジョセイ		141		73.8		12.8		0.7		12.8

		30代で
シングルマザーに
なった女性（n=210） ダイ ジョセイ		210		61.9		15.7		0.0		22.4

		40代で
シングルマザーに
なった女性（n=98） ダイ ジョセイ		98		56.1		20.4		0.0		23.5



		[%016]						【表頭２】NQ7 学歴（4区分）

								全体

				【表側２】Nシングル年代②3区分 シングルマザーの年代②3区分				全体		小学校/中学校/高等学校/専門学校		短期大学		高等専門学校（5年制）		大学/大学院



		全体						449		64.4		15.8		0.2		19.6

		全体		20代で離婚				141		73.8		12.8		0.7		12.8

				30代で離婚				210		61.9		15.7		0.0		22.4

				40代以上で離婚				98		56.1		20.4		0.0		23.5



中学校・高校卒	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=141）	30代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=210）	40代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=98）	73.758865248226897	61.904761904761898	56.122448979591802	短期大学卒	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=141）	30代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=210）	40代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=98）	12.7659574468085	15.714285714285699	20.408163265306101	高等	専門学校卒	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=141）	30代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=210）	40代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=98）	0.70921985815602795	0	0	大学・大学院卒	

20代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=141）	30代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=210）	40代で	
シングルマザーに	
なった女性（n=98）	12.7659574468085	22.380952380952401	23.469387755102002	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．ここでの「シングルマザー」は、離婚・死別経験があり子供がいる女性で、「離婚時の年齢」「第一子を持った年齢」のどちらも回答している人、かつ、最初に離婚した時に第一子がいる（離婚時の年齢が第一子を持った年齢を上回る）人、かつ、離婚時に子供が19歳以下の人、かつ現在配偶者がいない人を対象としている。
　　　　３．「中学校・高校卒」には、専門学校卒も含む。

印刷イメージ
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特‐60図 結婚後の収入（結婚前の理想と現実）

		Ⅰ-特‐図 収入について（結婚前の理想と現実）

		 		N		結婚前と同様の収入		結婚前を上回る収入		結婚前を下回っても家庭の為に時間をある程度使えるぐらいの収入		配偶者控除や企業の配偶者手当を受けられるぐらいの収入		その他		覚えていない・特に希望はない				 		N		結婚前と同様の収入		結婚前を上回る収入		結婚前を下回っても家庭の為に時間をある程度使えるぐらいの収入		配偶者控除や企業の配偶者手当を受けられるぐらいの収入		その他		覚えていない・特に希望はない

		女性20-39歳
(n=1,154)		1154		50.7		18.9		13.7		4.9		0.0		11.8				女性20-39歳
(n=1,154)		1154		40.2		11.9		21.1		11.6		0.7		14.6

		男性20-39歳
(n=989)		989		47.3		32.6		8.1		2.7		0.0		9.3				男性20-39歳
(n=989)		989		46.9		26.8		11.2		4.8		0.2		10.1

		女性40-69歳
(n=3,222)		3222		47.9		15.7		13.3		7.3		0.0		15.9				女性40-69歳
(n=3,222)		3222		36.4		12.8		17.1		13.7		1.5		18.5

		男性40-69歳
(n=3,854)		3854		39.7		41.3		4.2		3.6		0.0		11.1				男性40-69歳
(n=3,854)		3854		44.2		31.1		7.6		5.8		0.1		11.3



		Q33S1 結婚後の収入の希望と現実[結婚前の望み（理想）]／既婚 キコン																				Q33S2 結婚後の収入の希望と現実 [実際どうだったか（現実）]／既婚

				特‐60図 結婚後の収入（結婚前の理想と現実） ケッコンゴ

				＜結婚前の望み（理想）＞ ケッコン マエ ノゾ リソウ

				＜実際どうだったか（現実）＞ ジッサイ ゲンジツ



結婚前と同様の収入	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	50.693240901213201	47.3205257836198	47.889509621353199	39.724961079398	結婚前を上回る収入	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	18.890814558058899	32.558139534883701	15.6734947237741	41.333679294239801	結婚前を下回っても家庭の為に時間をある程度使えるぐらいの収入	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	13.6915077989601	8.0889787664307402	13.283674736188701	4.20342501297353	配偶者控除や企業の配偶者手当を受けられるぐらいの収入	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	4.9393414211438502	2.7300303336703702	7.2936064556176303	3.6325895173845399	その他	女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	0	0	0	0	覚えていない・特に希望はない	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	11.785095320623901	9.3023255813953494	15.8597144630664	11.1053450960042	







結婚前と同様の収入	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	40.207972270364003	46.916076845298299	36.374922408442004	44.161909704203403	結婚前を上回る収入	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	11.871750433275601	26.7947421638018	12.818125387957799	31.084587441619099	結婚前を下回っても家庭の為に時間をある程度使えるぐらいの収入	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	21.057192374350102	11.223458038422599	17.101179391682201	7.5765438505448897	配偶者控除や企業の配偶者手当を受けられるぐらいの収入	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	11.611785095320601	4.7522750252780597	13.687150837988799	5.7861961598339402	その他	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	0.69324090121317195	0.202224469160768	1.5207945375543099	7.7841203943954301E-2	覚えていない・特に希望はない	

女性20-39歳	
(n=1,154)	男性20-39歳	
(n=989)	女性40-69歳	
(n=3,222)	男性40-69歳	
(n=3,854)	14.558058925476599	10.111223458038401	18.497827436374902	11.3129216398547	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」
　　　　　　（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．対象は既婚者（事実婚・内縁を含む）。結婚後（初婚）子供がいない時を想定。

印刷イメージ
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特‐61図 第一子が生まれた後の収入（理想と現実）

		Ⅰ-特‐図 収入について（第1子が生まれる前の理想と現実）

		列1		N		第一子が生まれる前と同様の収入 ダイイッシ ウ		第一子が生まれる前を上回る収入		第一子が生まれる前を下回っても育児のために時間をある程度使えるぐらいの収入 イクジ		配偶者控除や企業の配偶者手当を受けられるぐらいの収入		その他		覚えていない・特に希望はない				 		N		第一子が生まれる前と同様の収入		第一子が生まれる前を上回る収入		第一子が生まれる前を下回っても育児のために時間をある程度使えるぐらいの収入 イクジ		配偶者控除や企業の配偶者手当を受けられるぐらいの収入		その他		覚えていない・特に希望はない

		女性20-39歳
(n=681)		681		48.2		20.0		15.1		5.1		0.1		11.5				女性20-39歳
(n=681)		681		29.4		12.5		27.5		11.5		2.3		16.9

		男性20-39歳
(n=686)		686		49.7		35.7		6.7		1.6		0.0		6.3				男性20-39歳
(n=686)		686		49.3		26.5		11.1		4.1		0.3		8.7

		女性40-69歳
(n=1,614)		1614		49.8		17.7		14.0		6.6		0.1		11.8				女性40-69歳
(n=1,614)		1614		34.4		10.7		18.5		15.7		2.4		18.2

		男性40-69歳
(n=2,847)		2847		44.3		39.1		5.4		3.2		0.0		8.0				男性40-69歳
(n=2,847)		2847		51.9		24.5		6.3		5.4		0.1		11.7



		Q37S1 第一子が生まれた後の収入の希望と現実[結婚前の望み（理想）]／子供がいる																		Q37S2 第一子が生まれた後の収入の希望と現実 [実際どうだったか（現実）]／子供がいる

				特‐61図 第一子が生まれた後の収入（第一子が生まれる前の理想と現実） ダイ イチ シ ウ アト イチ

				＜第一子が生まれる前の望み（理想）＞ ダイ イチ コ ウ マエ ノゾ リソウ

				＜実際どうだったか（現実）＞ ジッサイ ゲンジツ



第一子が生まれる前と同様の収入	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	48.164464023494901	49.708454810495603	49.752168525402702	44.257112750263403	第一子が生まれる前を上回る収入	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	19.970631424375899	35.714285714285701	17.719950433705101	39.093782929399403	第一子が生まれる前を下回っても育児のために時間をある程度使えるぐらいの収入	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-	39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	15.1248164464024	6.7055393586005803	14.002478314746	5.40920266947664	配偶者控除や企業の配偶者手当を受けられるぐらいの収入	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	5.1395007342143897	1.60349854227405	6.5675340768277604	3.1612223393045298	その他	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	0.146842878120411	0	0.123915737298637	3.5124692658939201E-2	覚えていない・特に希望はない	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	11.453744493392101	6.2682215743440199	11.8339529120198	8.0435546188970903	







第一子が生まれる前と同様の収入	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	29.368575624082201	49.271137026239103	34.448574969021102	51.949420442571103	第一子が生まれる前を上回る収入	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	12.481644640234901	26.530612244897998	10.718711276332099	24.4819107832806	第一子が生まれる前を下回っても育児のために時間をある程度使えるぐらいの収入	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	27.4596182085169	11.078717201166199	18.463444857496899	6.2873199859501199	配偶者控除や企業の配偶者手当を受けられるぐらいの収入	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	11.453744493392101	4.0816326530612201	15.7372986369269	5.4443273621355797	その他	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	2.3494860499265799	0.29154518950437303	2.4163568773234201	0.105374077976818	覚えていない・特に希望はない	

女性20-39歳	
(n=681)	男性20-39歳	
(n=686)	女性40-69歳	
(n=1,614)	男性40-69歳	
(n=2,847)	16.8869309838473	8.7463556851311992	18.215613382899601	11.7316473480857	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」
　　　　　　（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．子供がいる人が対象。第一子が生まれてから、子供が２～３歳の頃を想定。

（％）

（％）

印刷イメージ

5/17 家庭→育児



特－62表 結婚後・第一子が生まれた後の自分と配偶者の働き方

		特－62表　結婚後・第一子が生まれた後の自分と配偶者の働き方（理想と現実） ヒョウ ハタラ カタ

				対象者区分								夫婦ともに原則フルタイム勤務（％） キンム				夫は原則フルタイム勤務／妻は家事に専念 ゲンソク キンム

																(働かない）（％）

												理想		現実		理想		現実

		結婚後 ケッコンゴ		既婚		20-39歳		女性		(n=1,515)		46.9		40.7		8.5		17.3								46.90%		40.70%		8.50%		17.30%

								男性		(n=1,259)		52.5		43.0		5.2		11.0								52.50%		43.00%		5.20%		11.00%

						40-69歳		女性		(n=4,927)		39.2		32.8		19.5		25.7								39.20%		32.80%		19.50%		25.70%

								男性		(n=4,656)		40.6		32.1		16.0		22.1								40.60%		32.10%		16.00%		22.10%

				独身		20-39歳		女性		(n=1,453)		37.4				6.6										37.40%				6.60%

								男性		(n=1,592)		29.8				3.4										29.80%				3.40%

						40-69歳		女性		(n=793)		28.5				13.6										28.50%				13.60%

								男性		(n=1,224)		24.4				7.7										24.40%				7.70%



												理想		現実		理想		現実

		第一子が生まれた後 ダイ イッシ ウ アト		既婚		20-39歳		女性		(n=1,147)		38.6		28.2		22.7		33.8

								男性		(n=892)		54.6		43.9		8.9		16.1

						40-69歳		女性		(n=4,628)		20.7		14.0		41.9		49.2

								男性		(n=4,049)		27.8		21.7		29.2		35.7



		（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．「夫婦ともに原則フルタイム勤務」、「夫は原則フルタイム勤務／妻は家事に専念（働かない）」のみ抽出。
　　　　３．第一子が生まれた後については、「夫婦ともに育児休業等を取得、復帰後に夫婦ともに原則フルタイムで勤務」「妻だけ育児休業等を取得、復帰後に夫婦ともに原則フルタイムで勤務」を足し合わせたものを「夫婦ともに原則フルタイム勤務」としている。対象は子供がいる人。 ビコウ フウフ ゲンソク キンム オット ゲンソク キンム ツマ カジ センネン ハタラ チュウシュツ タイショウ コドモ ヒト



5/8 第一子が生まれた後については、対象は子供がいる人であることを明記

5/17 備考１追加



特‐63図 結婚後の配偶者の働き方（理想）

		Ⅰ-特‐図 結婚後の配偶者の働き方について（理想） ケッコンゴ ハイグウシャ ハタラ カタ リソウ

																												特‐63図 結婚後の配偶者の働き方（理想） ケッコンゴ ハイグウシャ ハタラ カタ リソウ

		 		N		家庭と仕事を両立してほしい		どちらかと言うと仕事に専念してほしい		どちらかと言うと家庭に専念してほしい		扶養の範囲内で働き、家庭のことをやってほしい		出来れば残業を減らして早く帰宅してほしい		出来れば収入を増やしてほしい		出来れば仕事を辞めてほしい・家にいてほしい		特に相手に求めることはない・気にせず自分の考えで働いてほしい		その他		特に希望はない

		女性20-39歳
(n=1,515) ジョセイ サイ		1515		35.4		22.5		3.2		2.5		5.4		10.6		0.5		5.8		0.1		14.0

		男性20-39歳
(n=1,259) ダンセイ サイ		1259		34.4		7.6		15.7		9.7		3.3		3.0		0.2		6.5		0.1		19.4



		Q34　結婚後の配偶者の働き方への望み・どう思っていたか／既婚／20-39歳 キコン サイ

		 		N		家庭と仕事を両立してほしい		どちらかと言うと仕事に専念してほしい		どちらかと言うと家庭に専念してほしい		扶養の範囲内で働き、家庭のことをやってほしい		出来れば残業を減らして早く帰宅してほしい		出来れば収入を増やしてほしい		出来れば仕事を辞めてほしい・家にいてほしい		特に相手に求めることはない・気にせず自分の考えで働いてほしい		その他		特に希望はない

		女性40-69歳
(n=4,927) ジョセイ サイ		4927		27.2		27.7		2.8		2.6		4.1		10.7		0.7		9.6		0.1		14.6

		男性40-69歳
(n=4,656) ダンセイ サイ		4656		29.7		4.2		22.4		11.7		1.8		1.8		2.1		7.8		0.2		18.4



		Q34　結婚後の配偶者の働き方への望み・どう思っていたか／既婚／40-69歳 キコン サイ



家庭と仕事を両立してほしい	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	35.379537953795399	34.392374900714799	どちらかと言うと仕事に専念してほしい	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	22.508250825082499	7.6250992851469404	どちらかと言うと家庭に専念してほしい	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	3.2343234323432299	15.7267672756156	扶養の範囲内で働き、家庭のことをやってほしい	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	2.5082508250825102	9.6902303415409108	出来れば残業を減らして早く帰宅してほしい	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	5.4125412541254097	3.3359809372517901	出来れば収入を増やしてほしい	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	10.5610561056106	3.0182684670373301	出来れば仕事を辞めてほしい・家にいてほしい	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	0.46204620462046198	0.238284352660842	特に相手に求めることはない・気にせず自	分の考えで働いてほしい	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	5.8085808580858096	6.5131056393963496	その他	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	0.132013201320132	7.9428117553613994E-2	特に希望はない	

女性20-39歳	
(n=1,515)	男性20-39歳	
(n=1,259)	13.993399339933999	19.3804606830818	







家庭と仕事を両立してほしい	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	27.176781002638499	29.7036082474227	どちらかと言うと仕事に専念してほしい	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	27.745078140856499	4.1666666666666696	どちらかと言うと家庭に専念してほしい	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	2.7603003856302002	22.3582474226804	扶養の範囲内で働き、家庭のことをやってほしい	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	2.5979297747107801	11.7482817869416	出来れば残業を減らして早く帰宅してほしい	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	4.0795615993505203	1.78264604810997	出来れば収入を増やしてほしい	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	10.6555713415872	1.80412371134021	出来れば仕事を辞めてほしい・家にいてほしい	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	0.710371422772478	2.0833333333333299	特に相手に求めることはない・気にせず自分の考えで働いてほしい	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	9.6204586969758505	7.7534364261168403	その他	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	0.10148163182464	0.15034364261168401	特に希望はない	

女性40-69歳	
(n=4,927)	男性40-69歳	
(n=4,656)	14.552466003653301	18.4493127147766	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」
　　　　　　（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．対象は既婚者（事実婚・内縁を含む）。結婚後（初婚）子供がいない時を想定。

印刷イメージ

既婚者

（％）

（％）



特‐64図 第一子が生まれた後の配偶者の働き方（理想）

		Ⅰ-特‐図 第一子が生まれた後の配偶者の働き方について（理想） ダイ イッシ ウ アト ハイグウシャ ハタラ カタ リソウ



																												特‐64図 第一子が生まれた後の配偶者の働き方（理想） ダイ イッシ ウ アト ハイグウシャ ハタラ カタ リソウ

		 		N		家庭・育児と仕事を両立してほしい		どちらかと言うと仕事に専念してほしい		どちらかと言うと家庭・育児に専念してほしい		扶養の範囲内で働き、家庭・育児をやってほしい		出来れば残業を減らして早く帰宅してほしい		出来れば収入を増やしてほしい		出来れば仕事自体を辞めて欲しい・家にいてほしい		特に相手に求めることはない・気にせず自分の考えで働いてほしい		その他		特に希望はない

		女性20-39歳
(n=1,147) ジョセイ サイ		1147		41.7		15.8		3.9		2.0		10.7		9.9		0.6		3.7		0.0		11.7

		男性20-39歳
(n=892) ダンセイ サイ		892		30.0		6.6		22.2		9.1		3.0		2.7		1.8		6.1		0.1		18.4



		Q38 第一子が生まれた後の配偶者の働き方への望み／子供がいる／20-39歳 サイ

		 		N		家庭・育児と仕事を両立してほしい		どちらかと言うと仕事に専念してほしい		どちらかと言うと家庭・育児に専念してほしい		扶養の範囲内で働き、家庭・育児をやってほしい		出来れば残業を減らして早く帰宅してほしい		出来れば収入を増やしてほしい		出来れば仕事自体を辞めて欲しい・家にいてほしい		特に相手に求めることはない・気にせず自分の考えで働いてほしい		その他		特に希望はない

		女性40-69歳
(n=4,628) ジョセイ サイ		4628		29.5		21.3		3.3		1.8		10.9		10.8		0.6		7.5		0.2		14.1

		男性40-69歳
(n=4,049) ダンセイ サイ		4049		19.1		2.1		34.6		8.6		1.4		1.2		5.8		7.2		0.2		19.8



		Q38 第一子が生まれた後の配偶者の働き方への望み／子供がいる／40-69歳





家庭・育児と仕事を両立してほしい	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	41.6739319965126	30.044843049327401	どちらかと言うと仕事に専念してほしい	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	15.780296425457699	6.61434977578475	どちらかと言うと家庭・育児に専念してほしい	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	3.9232781168264999	22.197309417040401	扶養の範囲内で働き、家庭・育児をやってほしい	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	2.0052310374891	9.0807174887892401	出来れば残業を減らして早く帰宅してほしい	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	10.7236268526591	3.02690582959641	出来れば収入を増やしてほしい	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	9.9389712292938093	2.6905829596412598	出来れば仕事自体を辞めて欲しい・家にいてほしい	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	0.61028770706190105	1.79372197309417	特に相手に求めることはない・気にせず自分の考えで働いてほしい	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	3.6617262423714001	6.0538116591928297	その他	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	0	0.112107623318386	特に希望はない	

女性20-39歳	
(n=1,147)	男性20-39歳	
(n=892)	11.682650392327799	18.385650224215201	







家庭・育児と仕事を両立してほしい	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	29.4727744165946	19.140528525561901	どちらかと言うと仕事に専念してほしい	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	21.283491789109799	2.07458631760929	どちらかと言うと家庭・育児に専念してほしい	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	3.3059636992221302	34.625833539145503	扶養の範囲内で働き、家庭・育児をやってほしい	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	1.83664649956785	8.6194122005433407	出来れば残業を減らして早く帰宅してほしい	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	10.890233362143499	1.35836008891084	出来れば収入を増やしてほしい	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	10.825410544511699	1.23487280810077	出来れば仕事自体を辞めて欲しい・家にいてほしい	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	0.58340535868625798	5.7792047419115802	特に相手に求めることはない・気にせず自分の考えで働いてほしい	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	7.51944684528954	7.2363546554704898	その他	

女性40-69歳	
(n=4,628)	男性40-69歳	
(n=4,049)	0.194468452895419	0.17288219313410699	特に希望はない	

女性40-69歳	
(n=4,628	)	男性40-69歳	
(n=4,049)	14.0881590319793	19.7579649296122	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」
　　　　　　（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．対象は子供がいる人。
　　　　３．第一子が生まれてから、子供が２～３歳の頃を想定。

印刷イメージ

子供がいる

（％）

（％）



特‐65図 配偶者・恋人との年収の違い

		Ⅰ-特‐図 配偶者・恋人との年収の違いについて

								Q39 配偶者・恋人との年収の違いについて、当てはまるものを全て教えてください。（いくつでも）

								全体

								全体		自分の仕事時間・内容を鑑みると、年収に差があるのがもどかしい		年収に差があるので色んなことが平等でないように感じる		相手の年収はもっと高い方が望ましい		相手の年収は今のまま～下がってもいい		相手が扶養を受けることを考えると、相手の年収は今のまま～下がってもいい		相手が扶養から一時的に外れても、相手の年収はもっと高い方が望ましい		相手の年収との関係で、自分の意見を言いにくい		相手の年収との関係で、家事・育児等は出来れば自分がやらなければならないとと思う		相手の年収の方が低いので、家事・育児等は出来るだけやって欲しい		相手の年収との関係で、自分が長時間勤務・残業するのに気を遣う		相手の年収の方が低いので、出来れば長時間勤務・残業はしてほしくない		その他		気にしていない		無回答



		全体						9902		7.6		9.1		24.1		7.6		6.2		3.5		2.9		5.6		2.9		1.2		1.5		0.3		42.5		0.0

				20代
n=479				479		11.3		8.1		34.7		5.6		4.0		3.3		3.3		7.3		1.0		1.0		1.3		0.0		35.9		0.0

				30代
n=837				837		10.9		11.6		44.2		3.9		2.0		2.3		4.3		11.1		1.0		1.9		1.0		0.0		28.1		0.0

				40代
n=1162				1162		7.7		10.9		39.6		3.9		1.4		1.8		3.4		10.0		1.6		1.3		0.9		0.3		34.3		0.0

				50代
n=1015				1015		5.8		10.0		37.7		3.1		0.5		2.4		4.9		11.9		0.8		1.0		0.3		0.7		34.8		0.0

				60代
n=1064				1064		4.0		8.7		33.2		3.6		0.8		2.3		4.3		9.9		1.3		0.8		0.7		0.7		41.0		0.0

		全体		20代
n=408				408		9.8		12.7		12.7		14.5		13.0		7.4		3.2		3.2		2.2		1.5		1.5		0.0		42.2		0.0

				30代
n=946				946		12.5		11.3		16.8		13.0		11.1		6.3		3.3		1.4		4.5		2.4		1.8		0.0		40.2		0.0

				40代
n=1416				1416		7.9		9.9		14.8		11.0		9.5		5.4		2.0		1.8		4.7		1.3		1.8		0.1		46.7		0.0

				50代
n=1274				1274		7.1		5.1		10.5		9.2		8.3		2.3		0.9		0.9		3.9		0.8		2.2		0.3		55.3		0.0				特‐65図 配偶者・恋人との年収の違い

				60代
n=1301				1301		4.4		6.1		7.7		9.2		11.2		3.8		1.4		1.3		5.2		0.8		2.8		0.8		53.8		0.0

				女性/20代				479		11.3		8.1		34.7		5.6		4.0		3.3		3.3		7.3		1.0		1.0		1.3		0.0		35.9		0.0

				女性/30代				837		10.9		11.6		44.2		3.9		2.0		2.3		4.3		11.1		1.0		1.9		1.0		0.0		28.1		0.0

				女性/40代				1162		7.7		10.9		39.6		3.9		1.4		1.8		3.4		10.0		1.6		1.3		0.9		0.3		34.3		0.0

				女性/50代				1015		5.8		10.0		37.7		3.1		0.5		2.4		4.9		11.9		0.8		1.0		0.3		0.7		34.8		0.0

				女性/60代				1064		4.0		8.7		33.2		3.6		0.8		2.3		4.3		9.9		1.3		0.8		0.7		0.7		41.0		0.0



自分の仕事時間・内容を鑑みると、年収に差があるのがもどかしい	20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=	1301	11.273486430062601	10.872162485065701	7.7452667814113596	5.8128078817734004	4.0413533834586497	9.8039215686274499	12.4735729386892	7.9096045197740104	7.1428571428571397	4.3812451960030696	年収に差があるので色んなことが平等でないように感じる	20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	8.1419624217119004	11.5890083632019	10.9294320137694	9.9507389162561601	8.7406015037594003	12.7450980392157	11.310782241014801	9.8870056497175103	5.1020408163265296	6.0722521137586503	相手の年収はもっと高い方が望ましい	

20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	34.655532359081398	44.205495818399001	39.586919104991402	37.733990147783302	33.176691729323302	12.7450980392157	16.807610993657502	14.8305084745763	10.5180533751962	7.6863950807071504	相手の年収は今のまま～下がってもいい	

20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	5.6367432150313199	3.9426523297490998	3.8726333907056798	3.05418719211823	3.5714285714285698	14.460784313725499	13.002114164904899	11.0169491525424	9.1836734693877595	9.2236740968485798	相手が扶養を受けることを考えると、相手の年収は今のまま～下がってもいい	

20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	3.96659707724426	2.0310633213859002	1.3769363166953501	0.49261083743842399	0.75187969924812004	12.990196078431399	11.0993657505285	9.4632768361581903	8.3202511773940309	11.2221368178324	相手が扶養から一時的に外れても、相手の年収はもっと高い方が望ましい	20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	3.34029227557411	2.2700119474312999	1.80722891566265	2.3645320197044302	2.2556390977443601	7.3529411764705896	6.3424947145877404	5.4378531073446297	2.2762951334379902	3.7663335895465	相手の年収との関係で、自分の意見を言いにくい	20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	3.34029227557411	4.3010752688171996	3.4423407917383799	4.9261083743842402	4.3233082706766899	3.18627450980392	3.2769556025369999	2.0480225988700602	0.94191522762951296	1.3835511145272901	相手の年収との関係で、家事・育児等は出来れば自分がやらなければならないとと思う	

20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	7.30688935281837	11.1111111111111	9.9827882960413099	11.9211822660099	9.8684210526315805	3.18627450980392	1.3742071881606801	1.8361581920904	0.94191522762951296	1.30668716372022	相手の年収の方が低いので、家事・育児等は出来るだけやって欲しい	20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	1.0438413361169101	0.95579450418160095	1.6351118760757299	0.78817733990147798	1.31578947368421	2.2058823529411802	4.5454545454545503	4.7316384180790996	3.9246467817896402	5.2267486548808604	相手の年収との関係で、自分が長時間勤務・残業するのに気を遣う	20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	1.0438413361169101	1.9115890083631999	1.2908777969018901	0.98522167487684698	0.84586466165413499	1.47058823529412	2.4312896405919702	1.27118644067797	0.78492935635792804	0.845503458877786	相手の年収の方が低いので、出来れば長時間勤務・残業はしてほしくない	20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	1.25260960334029	0.95579450418160095	0.86058519793459498	0.29556650246305399	0.65789473684210498	1.47058823529412	1.7970401691331901	1.8361581920904	2.1978021978022002	2.8439661798616398	その他	20代	
n=479	30代	
n=837	40代	
n=1162	50代	
n=1015	60代	
n=1064	20代	
n=408	30代	
n=946	40代	
n=1416	50代	
n=1274	60代	
n=1301	0	0	0.34423407917383803	0.68965517241379304	0.65789473684210498	0	0	7.0621468926553702E-2	0.31397174254317101	0.845503458877786	







（備考）「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。

（％）

女性

男性



特‐66図 家族に関する意識（仕事・収入・家事）

																																Ⅰ-特‐図 家族に関する意識

		合計		列2		女性/20-39歳（n=3,343）		男性/20-39歳（n=3,356）		女性/40-69歳（n=6,736）		男性/40-69歳（n=6,565）		列1		合計		列2		女性20-39歳（n=3,343）		男性20-39歳（n=3,356）		女性40-69歳（n=6,736）		男性40-69歳（n=6,565）

		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである				-22.3		-22.2		-22.1		-23.6		15		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである				32.7		25.2		28.0		21.6

		女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである				-14.8		-17.6		-12.4		-15.1		14		女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである				40.6		29.1		38.6		27.9

		女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである				-20.8		-19.5		-20.5		-20.6		13		女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである				34.4		25.1		32.5		24.5

		男性にある程度収入がないと結婚すべきでない				-39.3		-31.8		-40.9		-34.3		12		男性にある程度収入がないと結婚すべきでない				16.8		18.2		12.9		14.3

		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである				-12.3		-15.0		-11.3		-9.1		11		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである				40.8		31.3		35.7		31.7

		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである				-22.9		-23.3		-27.1		-29.8		10		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである				25.1		18.5		17.3		12.8

		お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい				-25.2		-26.9		-25.2		-28.8		9		お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい				22.9		15.8		13.5		10.7

		男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである				-15.1		-19.8		-17.8		-21.0		8		男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである				39.2		26.8		31.3		22.7

		男女とも子供を持って一人前と認めるべきである				-12.2		-17.9		-12.8		-16.3		7		男女とも子供を持って一人前と認めるべきである				45.0		28.8		39.8		27.6

		結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである				-20.0		-23.9		-21.4		-27.1		6		結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである				31.0		19.7		25.0		15.8

		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				-24.5		-24.5		-31.3		-29.4		5		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				25.8		18.4		15.2		10.9

		男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				-22.9		-24.0		-26.2		-25.4		4		男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				26.0		18.0		16.5		12.8

		長男がお墓を守るべきである				-9.7		-17.0		-8.6		-14.2		3		長男がお墓を守るべきである				46.4		28.4		42.7		26.2

		長子が家を継ぐ・家を守るべきである				-9.8		-16.6		-7.8		-13.6		2		長子が家を継ぐ・家を守るべきである				46.1		27.4		44.4		26.2

		長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである				-10.4		-17.3		-9.0		-13.5		1		長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである				48.1		27.4		46.9		27.3

		 ジェンダー・家制度に対する考え方														 ジェンダー・家制度に対する考え方

		※「賛成である」+「やや賛成である」の累計値 ルイケイ アタイ														※「やや反対である」+「反対である」の累計値 ハンタイ ハンタイ ルイケイ アタイ

		Q43S1 [男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである]														Q43S1 [男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである]

		Q43S2 [女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである]														Q43S2 [女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである]

		Q43S3 [女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである]														Q43S3 [女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである]

		Q43S4 [男性にある程度収入がないと結婚すべきでない]														Q43S4 [男性にある程度収入がないと結婚すべきでない]

		Q43S5 [女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである]														Q43S5 [女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである]

		Q43S6 [事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである]														Q43S6 [事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである]

		Q43S7 [お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい]														Q43S7 [お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい]

		Q43S8 [男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである]														Q43S8 [男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである]

		Q43S9 [男女とも子供を持って一人前と認めるべきである]														Q43S9 [男女とも子供を持って一人前と認めるべきである]

		Q43S10 [結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである]														Q43S10 [結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである]

		Q43S11 [女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]														Q43S11 [女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]

		Q43S12 [男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]														Q43S12 [男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]

		Q43S13 [長男がお墓を守るべきである]														Q43S13 [長男がお墓を守るべきである]

		Q43S14 [長子が家を継ぐ・家を守るべきである]														Q43S14 [長子が家を継ぐ・家を守るべきである]

		Q43S15 [長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである]														Q43S15 [長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである]

		特‐66図 家族に関する意識（仕事・収入・家事） カゾク カン イシキ シゴト シュウニュウ カジ



女性/20-39歳（n=3,343）	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	-22.345198923122901	-14.807059527370599	-20.7897098414598	-39.276099311995203	女性/40-69歳（n=6,736）	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	-22.119952494061799	-12.425771971496401	-20.486935866983401	-40.929334916864597	男性/20-39歳（n=3,356）	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	-22.169249106078698	-17.580452920142999	-19.517282479141802	-31.764004767580399	男性/40-69歳（n=6,565）	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	-23.6	-15.1	-20.6	-34.299999999999997	列2	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	







女性20-39歳（n=3,343）	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	32.665270714926699	40.622195632665303	34.430152557583	16.751420879449601	女性40-69歳（n=6,736）	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	28.043349168646099	38.554038004750602	32.467339667458397	12.9453681710214	男性20-39歳（n=3,356）	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	25.2085816448153	29.082240762812901	25.1489868891538	18.235995232419501	男性40-69歳（n=6,565）	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	21.568926123381601	27.890327494287899	24.4630616907845	14.287890327494299	列2	男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである	女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである	女性は出産後は仕事をセーブ～	辞めるべきである	男性にある程度収入がないと結婚すべきでない	







印刷イメージ

賛成＋やや賛成

（％）
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5/17
小数点以下第１位まで表示に

（％）

（％）



特-66図（家族に関する意識（仕事・収入・家事）表）







								女性/20-39歳
（n=3,343）						女性/40-69歳
（n=6,736）						男性/20-39歳
（n=3,356）						男性/40-69歳
（n=6,565）



								賛成＋		反対＋				賛成＋		反対＋				賛成＋		反対＋				賛成＋		反対＋						反対―賛成 ハンタイ サンセイ

								やや賛成		やや反対				やや賛成		やや反対				やや賛成		やや反対				やや賛成		やや反対

				仕事・収入・家事 シゴト シュウニュウ カジ		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである		22.3%		32.7%				22.1%		28.0%				22.2%		25.2%				23.6%		21.6%		男性/40-69歳　賛成 ダンセイ サイ サンセイ				10.40%		5.90%		3.00%		-2.00%

						女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである		14.8%		40.6%				12.4%		38.6%				17.6%		29.1%				15.1%		27.9%						25.80%		26.20%		11.50%		12.80%

						女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである		20.8%		34.4%				20.5%		32.5%				19.5%		25.1%				20.6%		24.5%						13.60%		12.00%		5.60%		3.90%

						男性にある程度収入がないと結婚すべきでない		39.3%		16.8%				40.9%		12.9%				31.8%		18.2%				34.3%		14.3%						-22.50%		-28.00%		-13.60%		-20.00%



				教育 キョウイク		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである		12.30%		40.80%				11.30%		35.70%				15.00%		31.30%				9.10%		31.70%						28.50%		24.40%		16.30%		22.60%

				結婚・子供 ケッコン コドモ		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである		22.90%		25.10%				27.10%		17.30%				23.30%		18.50%				29.80%		12.80%		女性/20-39歳　反対 ジョセイ サイ ハンタイ				2.20%		-9.80%		-4.80%		-17.00%

						お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい		25.20%		22.90%				25.20%		13.50%				26.90%		15.80%				28.80%		10.70%						-2.30%		-11.70%		-11.10%		-18.10%

						男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである		15.10%		39.20%				17.80%		31.30%				19.80%		26.80%				21.00%		22.70%						24.10%		13.50%		7.00%		1.70%

						男女とも子供を持って一人前と認めるべきである		12.20%		45.00%				12.80%		39.80%				17.90%		28.80%				16.30%		27.60%						32.80%		27.00%		10.90%		11.30%

						結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである		20.00%		31.00%				21.40%		25.00%				23.90%		19.70%				27.10%		15.80%		女性賛成　男性反対 ジョセイ サンセイ ダンセイ ハンタイ				11.00%		3.60%		-4.20%		-11.30%

				ジェンダー		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである		24.50%		25.80%				31.30%		15.20%				24.50%		18.40%				29.40%		10.90%		女性/20-39歳　反対 ジョセイ サイ ハンタイ				1.30%		-16.10%		-6.10%		-18.50%

						男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである		22.90%		26.00%				26.20%		16.50%				24.00%		18.00%				25.40%		12.80%		女性/20-39歳　反対 ジョセイ サイ ハンタイ				3.10%		-9.70%		-6.00%		-12.60%

				家族 カゾク		長男がお墓を守るべきである		9.70%		46.40%				8.60%		42.70%				17.00%		28.40%				14.20%		26.20%						36.70%		34.10%		11.40%		12.00%

						長子が家を継ぐ・家を守るべきである		9.80%		46.10%				7.80%		44.40%				16.60%		27.40%				13.60%		26.20%						36.30%		36.60%		10.80%		12.60%

						長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである		10.40%		48.10%				9.00%		46.90%				17.30%		27.40%				13.50%		27.30%						37.70%		37.90%		10.10%		13.80%







（備考）１．「令和３年度　人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
        ２．青色網掛：「賛成＋やや賛成」と「反対＋やや反対」で、割合の大きい方。
            赤字：「賛成＋やや賛成」と「反対＋やや反対」の差が10％ポイント以上。

5/10 備考追加

５／１７小数点第２位削除、備考２10%→10%ポイント



特‐67図 性別役割意識

		Ⅰ-特‐図 性別役割意識 セイベツ ヤクワリ イシキ

		【家事・育児は女性がするべきだ】 カジ イクジ ジョセイ								【共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ】 トモバタラ ダンセイ カテイ シゴト ユウセン								【共働きで子どもの具合が悪くなった時、母親が看病するべきだ】 トモバタラ コ グアイ ワル トキ ハハオヤ カンビョウ

				そう思う オモ		どちらかといえばそう思う オモ						そう思う オモ		どちらかといえばそう思う オモ						そう思う オモ		どちらかといえばそう思う オモ

		女性 20代
n=984 ジョセイ ダイ		2.5		14.6				女性 20代
n=984 ジョセイ ダイ		2.1		13.1				女性 20代
n=984 ジョセイ ダイ		2.1		14.9

		女性 30代
n=1010 ジョセイ ダイ		2.6		19.3				女性 30代
n=1010 ジョセイ ダイ		3.7		15.6				女性 30代
n=1010 ジョセイ ダイ		2.7		19.4

		女性 40代
n=1038 ジョセイ ダイ		2.3		21.5				女性 40代
n=1038 ジョセイ ダイ		3.3		22.4				女性 40代
n=1038 ジョセイ ダイ		2.5		21.3

		女性 50代
n=1062 ジョセイ ダイ		2.0		23.0				女性 50代
n=1062 ジョセイ ダイ		3.3		24.3				女性 50代
n=1062 ジョセイ ダイ		1.5		23.2

		女性 60代
n=1071 ジョセイ ダイ		1.4		25.0				女性 60代
n=1071 ジョセイ ダイ		3.2		27.2				女性 60代
n=1071 ジョセイ ダイ		1.8		26.1

		男性 20代
n=949 ダンセイ ダイ		5.7		18.2				男性 20代
n=949 ダンセイ ダイ		4.0		19.6				男性 20代
n=949 ダンセイ ダイ		4.6		17.4

		男性 30代
n=969 ダンセイ ダイ		4.1		20.6				男性 30代
n=969 ダンセイ ダイ		4.4		22.8				男性 30代
n=969 ダンセイ ダイ		3.3		19.2

		男性 40代
n=1029 ダンセイ ダイ		4.3		24.4				男性 40代
n=1029 ダンセイ ダイ		4.1		25.1				男性 40代
n=1029 ダンセイ ダイ		3.5		20.7

		男性 50代
n=1060 ダンセイ ダイ		2.9		28.7				男性 50代
n=1060 ダンセイ ダイ		4.0		27.5				男性 50代
n=1060 ダンセイ ダイ		2.8		23.0

		男性 60代
n=1062 ダンセイ ダイ		3.2		34.3				男性 60代
n=1062 ダンセイ ダイ		5.1		31.5				男性 60代
n=1062 ダンセイ ダイ		2.4		27.0

				特‐67図 性別役割意識（性・年代別） セイベツ ヤクワリ イシキ セイ ネンダイベツ

				＜家事・育児は女性がするべきだ＞ カジ イクジ ジョセイ												＜共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先するべきだ＞ トモバタラ ダンセイ カテイ シゴト ユウセン												＜共働きで子どもの具合が悪くなった時、母親が看病するべきだ＞ トモバタラ コ グアイ ワル トキ ハハオヤ カンビョウ



そう思う	

女性 20代	
n=984	女性 30代	
n=1010	女性 40代	
n=1038	女性 50代	
n=1062	女性 60代	
n=1071	男性 20代	
n=949	男性 30代	
n=969	男性 40代	
n=1029	男性 50代	
n=1060	男性 60代	
n=1062	2.5	2.6	2.2999999999999998	2	1.4	5.7	4.0999999999999996	4.3	2.9	3.2	どちらかといえばそう思う	

女性 20代	
n=984	女性 30代	
n=1010	女性 40代	
n=1038	女性 50代	
n=1062	女性 60代	
n=1071	男性 20代	
n=949	男性 30代	
n=969	男性 40代	
n=1029	男性 50代	
n=1060	男性 60代	
n=1062	14.6	19.3	21.5	23	25	18.2	20.6	24.4	28.7	34.299999999999997	







そう思う	

女性 20代	
n=984	女性 30代	
n=1010	女性 40代	
n=1038	女性 50代	
n=1062	女性 60代	
n=1071	男性 20代	
n=949	男性 30代	
n=969	男性 40代	
n=1029	男性 50代	
n=1060	男性 60代	
n=1062	2.1	3.7	3.3	3.3	3.2	4	4.4000000000000004	4.0999999999999996	4	5.0999999999999996	どちらかといえばそう思う	

女性 20代	
n=984	女性 30代	
n=1010	女性 40代	
n=1038	女性 50代	
n=1062	女性 60代	
n=1071	男性 20代	
n=949	男性 30代	
n=969	男性 40代	
n=1029	男性 50代	
n=1060	男性 60代	
n=1062	13.1	15.6	22.4	24.3	27.2	19.600000000000001	22.8	25.1	27.5	31.5	







そう思う	

女性 20代	
n=984	女性 30代	
n=1010	女性 40代	
n=1038	女性 50代	
n=1062	女性 60代	
n=1071	男性 20代	
n=949	男性 30代	
n=969	男性 40代	
n=1029	男性 50代	
n=1060	男性 60代	
n=1062	2.1	2.7	2.5	1.5	1.8	4.5999999999999996	3.3	3.5	2.8	2.4	どちらかといえばそう思う	

女性 20代	
n=984	女性 30代	
n=1010	女性 40代	
n=1038	女性 50代	
n=1062	女性 60代	
n=1071	男性 20代	
n=949	男性 30代	
n=969	男性 40代	
n=1029	男性 50代	
n=1060	男性 60代	
n=1062	14.9	19.399999999999999	21.3	23.2	26.1	17.399999999999999	19.2	20.7	23	27	







（備考）内閣府「令和3年度　性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査研究」より作成。

（％）

（％）

（％）

印刷イメージ

5/13広報指摘反映（男性のｎ、真ん中のグラフ男性50代「そう思う数字」）



特‐68図 年齢階級別年収

		Ⅰ-特‐図 年齢階級別年収

		列1		N		0円(収入はない) エン シュウニュウ		100万円未満 マン エン ミマン		100-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		わからない・答えたくない コタ		列2				列1		N		0円(収入はない) エン シュウニュウ		100万円未満 マン エン ミマン		100-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		わからない・答えたくない コタ		列2						列1		N		0円(収入はない) エン シュウニュウ		100万円未満 マン エン ミマン		100-149万円 ヨロズ エン		150-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		わからない・答えたくない コタ				列1		N		0円(収入はない) エン シュウニュウ		100万円未満 マン エン ミマン		100-149万円 ヨロズ エン		150-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		わからない・答えたくない コタ

		女性20代
(n=326)		326		16.6		25.5		22.1		15.3		3.1		0.6		16.9						女性20代
(n=1,206)		1206		5.6		17.5		27.7		21.6		1.5		0.7		25.3								女性20代
(n=326)		326		16.6		25.5		9.5		12.6		15.3		3.1		0.6		16.9				女性20代
(n=1,206)		1206		5.6		17.5		5.7		22.0		21.6		1.5		0.7		25.3

		女性30代
(n=1,189)		1189		18.4		31.4		20.9		12.2		3.5		0.8		12.8						女性30代
(n=622)		622		8.5		14.8		28.5		20.7		4.3		1.8		21.4								女性30代
(n=1,189)		1189		18.4		31.4		6.6		14.4		12.2		3.5		0.8		12.8				女性30代
(n=622)		622		8.5		14.8		6.6		21.9		20.7		4.3		1.8		21.4

		女性40代
(n=1,721)		1721		17.9		34.7		23.1		8.0		2.6		1.2		12.5						女性40代
(n=671)		671		6.4		14.8		32.2		18.5		4.5		1.8		21.9								女性40代
(n=1,721)		1721		17.9		34.7		11.1		12.0		8.0		2.6		1.2		12.5				女性40代
(n=671)		671		6.4		14.8		7.5		24.7		18.5		4.5		1.8		21.9

		女性50代
(n=1,607)		1607		21.5		36.7		21.3		6.1		1.9		1.2		11.3						女性50代
(n=597)		597		6.9		14.6		37.0		15.2		3.5		1.5		21.3								女性50代
(n=1,607)		1607		21.5		36.7		10.5		10.8		6.1		1.9		1.2		11.3				女性50代
(n=597)		597		6.9		14.6		8.7		28.3		15.2		3.5		1.5		21.3

		女性60代
(n=1,599)		1599		11.8		44.8		22.9		4.6		0.7		1.0		14.2						女性60代
(n=541)		541		4.8		16.6		43.1		10.7		2.2		3.5		19.0								女性60代
(n=1,599)		1599		11.8		44.8		10.3		12.6		4.6		0.7		1.0		14.2				女性60代
(n=541)		541		4.8		16.6		13.3		29.8		10.7		2.2		3.5		19.0

		男性20代
(n=233)		233		1.3		6.4		9.0		49.8		14.6		6.0		12.9						男性20代
(n=1,313)		1313		5.9		20.1		20.9		28.6		4.9		2.1		17.5								男性20代
(n=233)		233		1.3		6.4		0.9		8.2		49.8		14.6		6.0		12.9				男性20代
(n=1,313)		1313		5.9		20.1		4.4		16.5		28.6		4.9		2.1		17.5

		男性30代
(n=1,026)		1026		0.6		2.1		5.8		34.9		31.2		16.8		8.6						男性30代
(n=784)		784		5.5		13.0		18.2		31.9		11.6		5.4		14.4								男性30代
(n=1,026)		1026		0.6		2.1		0.4		5.5		34.9		31.2		16.8		8.6				男性30代
(n=784)		784		5.5		13.0		3.4		14.8		31.9		11.6		5.4		14.4

		男性40代
(n=1,600)		1600		0.5		1.0		5.6		26.3		29.2		27.6		9.8						男性40代
(n=789)		789		4.9		13.2		21.5		26.6		13.3		5.6		14.8								男性40代
(n=1,600)		1600		0.5		1.0		0.6		5.1		26.3		29.2		27.6		9.8				男性40代
(n=789)		789		4.9		13.2		6.3		15.2		26.6		13.3		5.6		14.8

		男性50代
(n=1,512)		1512		0.7		2.2		7.0		19.1		21.0		38.3		11.6						男性50代
(n=647)		647		6.5		13.3		24.7		20.6		9.4		11.0		14.5								男性50代
(n=1,512)		1512		0.7		2.2		0.9		6.1		19.1		21.0		38.3		11.6				男性50代
(n=647)		647		6.5		13.3		5.9		18.9		20.6		9.4		11.0		14.5

		男性60代
(n=1,544)		1544		0.9		4.5		24.0		30.8		12.4		15.3		11.9						男性60代
(n=473)		473		5.3		13.1		37.6		21.4		6.8		5.9		9.9								男性60代
(n=1,544)		1544		0.9		4.5		2.9		21.1		30.8		12.4		15.3		11.9				男性60代
(n=473)		473		5.3		13.1		11.6		26.0		21.4		6.8		5.9		9.9



		Q12S1 [個人年収]／既婚																								Q12S1 [個人年収]／独身 コジン ドクシン																						Q12S1 [個人年収]／既婚																								Q12S1 [個人年収]／独身 コジン ドクシン

								特‐68図 年齢階級別個人年収 コジン

								＜既婚＞ キコン																		＜独身＞ ドクシン





0円(収入はない)	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	16.564417177914098	18.4188393608074	17.896571760604299	21.530802738021201	11.819887429643501	1.28755364806867	0.58479532163742698	0.5	0.727513227513227	0.90673575129533701	100万円未満	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	25.460122699386481	31.37089991589567	34.747239976757697	36.652146857498401	44.840525328330202	6.4377682403433498	2.1442495126705601	1	2.1825396825396788	4.5336787564766894	100-200万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	22.085889570552141	20.941968040370099	23.067983730389258	21.344119477286874	22.889305816135099	9.0128755364806885	5.8479532163742647	5.625	7.0105820105820165	24.028497409326381	300-400万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	15.337423312883441	12.195121951219509	8.0185938407902402	6.0983198506533896	4.5653533458411504	49.785407725321903	34.892787524366497	26.3125	19.113756613756571	30.8290155440414	500-600万円台	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	3.0674846625766801	3.53238015138772	2.55665310865776	1.866832607342874	0.68792995622263897	14.592274678111629	31.189083820662802	29.1875	21.03174603174606	12.43523316062176	700万円	台以上	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	0.61349693251533799	0.75693860386879841	1.2202208018593841	1.2445550715619156	1.0006253908692928	6.0085836909871251	16.764132553606235	27.5625	38.293650793650798	15.34974093264249	わからない・答えたくない	

女性20代	
(n=326)	女性30代	
(n=1,189)	女性40代	
(n=1,721)	女性50代	
(n=1,607)	女性60代	
(n=1,599)	男性20代	
(n=233)	男性30代	
(n=1,026)	男性40代	
(n=1,600)	男性50代	
(n=1,512)	男性60代	
(n=1,544)	16.8711656441718	12.7838519764508	12.4927367809413	11.263223397635301	14.1963727329581	12.8755364806867	8.5769980506822598	9.8125	11.6402116402116	11.917098445595901	







0円(収入はない)	

女性20代	
(n=1,206)	女性30代	
(n=622)	女性40代	
(n=671)	女性50代	
(n=597)	女性60代	
(n=541)	男性20代	
(n=1,313)	男性30代	
(n=784)	男性40代	
(n=789)	男性50代	
(n=647)	男性60代	
(n=473)	5.6384742951907096	8.5209003215434098	6.4083457526080503	6.8676716917922898	4.8059149722735697	5.8	644325971058704	5.4846938775510203	4.9429657794676798	6.4914992272024703	5.2854122621564503	100万円未満	

女性20代	
(n=1,206)	女性30代	
(n=622)	女性40代	
(n=671)	女性50代	
(n=597)	女性60代	
(n=541)	男性20代	
(n=1,313)	男性30代	
(n=784)	男性40代	
(n=789)	男性50代	
(n=647)	男性60代	
(n=473)	17.495854063018211	14.79099678456592	14.754098360655739	14.572864321608039	16.63585951940852	20.106626047220061	13.010204081632651	13.18124207858048	13.29211746522412	13.107822410147989	100-200万円台	

女性20代	
(n=1,206)	女性30代	
(n=622)	女性40代	
(n=671)	女性50代	
(n=597)	女性60代	
(n=541)	男性20代	
(n=1,313)	男性30代	
(n=784)	男性40代	
(n=789)	男性50代	
(n=647)	男性60代	
(n=473)	27.694859038142607	28.45659163987137	32.190760059612508	37.0184254606364	93	43.068391866913203	20.944402132520921	18.239795918367349	21.546261089987269	24.72952086553326	37.632135306553913	300-400万円台	

女性20代	
(n=1,206)	女性30代	
(n=622)	女性40代	
(n=671)	女性50代	
(n=597)	女性60代	
(n=541)	男性20代	
(n=1,313)	男性30代	
(n=784)	男性40代	
(n=789)	男性50代	
(n=647)	男性60代	
(n=473)	21.641791044776127	20.739549839228339	18.479880774962773	15.242881072026751	10.720887245841039	28.636709824828699	31.887755102040799	26.615969581749098	20.556414219474497	21.35306553911207	500-600万円台	

女性20代	
(n=1,206)	女性30代	
(n=622)	女性40代	
(n=671)	女性50代	
(n=597)	女性60代	
(n=541)	男性20代	
(n=1,313)	男性30代	
(n=784)	男性40代	
(n=789)	男性50代	
(n=647)	男性60代	
(n=473)	1.492537313432835	4.3408360128617298	4.4709388971684003	3.5175879396984899	2.2181146025878031	4.8743335872048803	11.607142857142851	13.307984790874521	9.42812982998454	6.7653276955602601	700万円台以上	

女性20代	
(n=1,206)	女性30代	
(n=622)	女性40代	
(n=671)	女性50代	
(n=597)	女性60代	
(n=541)	男性20代	
(n=1,313)	男性30代	
(n=784)	男性40代	
(n=789)	男性50代	
(n=647)	男性60代	
(n=473)	0.74626865671641807	1.768488745980707	1.7883755588673609	1.5075376884422109	3.5120147874306791	2.056359482102057	5.3571428571428594	5.576679340937897	10.973724884080369	5.919661733615218	わからない・答えたくない	

女性20代	
(n=1,206)	女性30代	
(n=622)	女性40代	
(n=671)	女性50代	
(n=597)	女性60代	
(n=541)	男性20代	
(n=1,313)	男性30代	
(n=784)	男性40代	
(n=789)	男性50代	
(n=647)	男性60代	
(n=473)	25.2902155887231	21.382636655948598	21.907600596125199	21.27303182579559	9	19.038817005545301	17.5171363290175	14.413265306122399	14.828897338402999	14.5285935085008	9.9365750528541206	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．既婚者には事実婚・内縁を含む。

（％）

（％）

印刷イメージ



特‐69図 個人年収（既婚者と独身者（居住形態別）の比較）

		特‐図 個人年収（既婚者と独身者（居住形態別）の比較） コジン ネンシュウ キコンシャ ドクシンシャ キョジュウ ケイタイ ベツ ヒカク

		40-59女性 ジョセイ																								40-59女性 ジョセイ																										40-59女性 ジョセイ

		列1		N		100万円未満 マン エン ミマン		100-149万円 ヨロズ エン		150-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ						列1		100万円未満 マン エン ミマン		100-149万円 ヨロズ エン		150-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ										列1		100万円未満 マン エン ミマン		100-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ

		既婚
(n=3,328) キコン		3328		35.7		10.8		11.4		7.1		2.2		1.2		19.7		11.9						既婚
(n=3,328) キコン		1187		360		380		236		74		41		654		396				3328		0				既婚
(n=3,328) キコン		1187		740		236		74		41		654		396		3328

		独身：1人暮らし
(n=474) ドクシン ニン グ		474		9.1		9.7		26.4		22.2		5.7		3.4		4.6		19.0						独身：1人暮らし
(n=474) ドクシン ニン グ		43		46		125		105		27		16		22		90				474		0				独身：一人暮らし
(n=474) ドクシン ヒトリ グ		43		171		105		27		16		22		90		474

		独身：親と同居
(n=330) ドクシン オヤ ドウキョ		330		20.0		7.0		23.6		9.7		2.7		0.6		10.0		26.4						独身：親と同居
(n=330) ドクシン オヤ ドウキョ		66		23		78		32		9		2		33		87				330		0				独身：親と同居
(n=330) ドクシン オヤ ドウキョ		66		101		32		9		2		33		87		330

		独身：その他
(n=464) ドクシン ホカ		464		16.6		7.1		28.4		16.8		3.2		0.6		6.3		20.9						独身：その他
(n=464) ドクシン ホカ		77		33		132		78		15		3		29		97				464		0				独身：その他
(n=464) ドクシン ホカ		77		165		78		15		3		29		97		464

		40-59男性 ダンセイ																								40-59男性 ダンセイ																										40-59男性 ダンセイ

		列1		N		100万円未満 マン エン ミマン		100-149万円 ヨロズ エン		150-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ						列1		100万円未満 マン エン ミマン		100-149万円 ヨロズ エン		150-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ										列1		100万円未満 マン エン ミマン		100-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ

		既婚
(n=3,112) キコン		3112		1.6		0.7		5.6		22.8		25.2		32.8		0.6		10.7						既婚
(n=3,112) キコン		49		23		173		710		785		1020		19		333				3112		0				既婚
(n=3,112) キコン		49		196		710		785		1020		19		333		3112

		独身：1人暮らし
(n=659) ドクシン ニン グ		659		9.0		6.4		19.1		25.8		12.0		11.7		4.6		11.5						独身：1人暮らし
(n=659) ドクシン ニン グ		59		42		126		170		79		77		30		76				659		0				独身：一人暮らし
(n=659) ドクシン ヒトリ グ		59		168		170		79		77		30		76		659

		独身：親と同居
(n=513) ドクシン オヤ ドウキョ		513		17.9		4.7		15.8		21.4		10.9		3.5		7.8		17.9						独身：親と同居
(n=513) ドクシン オヤ ドウキョ		92		24		81		110		56		18		40		92				513		0				独身：親と同居
(n=513) ドクシン オヤ ドウキョ		92		105		110		56		18		40		92		513

		独身：その他
(n=264) ドクシン ホカ		264		14.8		8.3		13.3		23.9		11.7		7.6		4.2		16.3						独身：その他
(n=264) ドクシン ホカ		39		22		35		63		31		20		11		43				264		0				独身：その他
(n=264) ドクシン ホカ		39		57		63		31		20		11		43		264

				特‐69図 個人年収（既婚者と独身者（居住形態別）の比較） コジン ネンシュウ キコンシャ ドクシンシャ キョジュウ ケイタイ ベツ ヒカク

				＜40-59歳　女性＞ サイ ジョセイ																																																40-59女性 ジョセイ

																																																						100万円未満 マン エン ミマン		100-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ

																																																				既婚
(n=3,328) キコン		35.7		22.2		7.1		2.2		1.2		19.7		11.9

																																																				独身：一人暮らし
(n=474) ドクシン ヒトリ グ		9.1		36.1		22.2		5.7		3.4		4.6		19.0

																																																				独身：親と同居
(n=330) ドクシン オヤ ドウキョ		20.0		30.6		9.7		2.7		0.6		10.0		26.4

																																																				独身：その他
(n=464) ドクシン ホカ		16.6		35.6		16.8		3.2		0.6		6.3		20.9

																																																				40-59男性 ダンセイ

																																																						100万円未満 マン エン ミマン		100-200万円台 ヨロズ エン ダイ		300-400万円台 ヨロズ エン ダイ		500-600万円台 マンエンダイ		700万円台以上 マンエン ダイ イジョウ		0円(収入はない) エン シュウニュウ		わからない・答えたくない コタ

																																																				既婚
(n=3,112) キコン		1.6		6.3		22.8		25.2		32.8		0.6		10.7

																																																				独身：一人暮らし
(n=659) ドクシン ヒトリ グ		9.0		25.5		25.8		12.0		11.7		4.6		11.5

																																																				独身：親と同居
(n=513) ドクシン オヤ ドウキョ		17.9		20.5		21.4		10.9		3.5		7.8		17.9

				＜40-59歳　男性＞ サイ ダンセイ																																																独身：その他
(n=264) ドクシン ホカ		14.8		21.6		23.9		11.7		7.6		4.2		16.3



0円(収入はない)	

既婚	
(n=3,328)	独身：一人暮らし	
(n=474)	独身：親と同居	
(n=330)	独身：その他	
(n=464)	19.651442307692296	4.6413502109704625	10	6.2499999999999982	100万円未満	

既婚	
(n=3,328)	独身：一人暮らし	
(n=474)	独身：親と同居	
(n=330)	独身：その他	
(n=464)	35.667067307692299	9.0717299578059158	20	16.594827586206897	100-200万円台	

既婚	
(n=3,328)	独身：一人暮らし	
(n=474)	独身：親と同居	
(n=330)	独身：その他	
(n=464)	22.235576923076902	36.07594936708859	30.60606060606057	35.560344827586235	300-400万円台	

既婚	
(n=3,328)	独身：一人暮らし	
(n=474)	独身：親と同居	
(n=330)	独身：その他	
(n=464)	7.0913461538461497	22.151898734177212	9.6969696969697008	16.810344827586192	500-600万円台	

既婚	
(n=3,328)	独身：一人暮らし	
(n=474)	独身：親と同居	
(n=330)	独身：その他	
(n=464)	2.2235576923076894	5.6962025316455724	2.7272727272727297	3.2327586206896597	700万円台以上	



既婚	
(n=3,328)	独身：一人暮らし	
(n=474)	独身：親と同居	
(n=330)	独身：その他	
(n=464)	1.23197115384615	3.3755274261603416	0.60606060606060597	0.64655172413793083	わからない・答えたくない	

既婚	
(n=3,328)	独身：一人暮らし	
(n=474)	独身：親と同居	
(n=330)	独身：その他	
(n=464)	11.899038461538501	18.987341772151908	26.363636363636399	20.905172413793093	







0円(収入はない)	

既婚	
(n=3,112)	独身：一人暮らし	
(n=659)	独身：親と同居	
(n=513)	独身：その他	
(n=264)	0.61053984575835529	4.5523520485584212	7.7972709551656862	4.16	66666666666661	100万円未満	

既婚	
(n=3,112)	独身：一人暮らし	
(n=659)	独身：親と同居	
(n=513)	独身：その他	
(n=264)	1.5745501285347008	8.9529590288315593	17.933723196881086	14.772727272727289	100-200万円台	

既婚	
(n=3,112)	独身：一人暮らし	
(n=659)	独身：親と同居	
(n=513)	独身：その他	
(n=264)	6.2982005141388173	25.493171471927194	20.467836257309898	21.590909090909115	300-400万円台	

既婚	
(n=3,112)	独身：一人暮らし	
(n=659	)	独身：親と同居	
(n=513)	独身：その他	
(n=264)	22.814910025706908	25.796661608497708	21.442495126705687	23.863636363636385	500-600万円台	

既婚	
(n=3,112)	独身：一人暮らし	
(n=659)	独身：親と同居	
(n=513)	独身：その他	
(n=264)	25.224935732647815	11.987860394537202	10.916179337231993	11.742424242424192	700万円台以上	

既婚	
(n=3,112)	独身：一人暮らし	
(n=659)	独身：親と同居	
(n=513)	独身：その他	
(n=264)	32.776349614395912	11.684370257966602	3.5087719298245577	7.5757575757575744	わからない・答えたくない	

既婚	
(n=3,112)	独身：一人暮らし	
(n=659)	独身：親と同居	
(n=513)	独身：その他	
(n=264)	10.700514138817503	11.532625189681301	17.933723196881086	16.287878787878789	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．既婚者には事実婚・内縁を含む。

（％）

（％）



特‐70図 貧困率

		Ⅰ-特‐図 貧困率 ヒンコンリツ

		列1		N		貧困		準貧困		中央値以上																																		特‐70図 貧困率（男女別、年齢階級別）（シングルマザー） ヒンコンリツ ダンジョ ベツ ネンレイ カイキュウ ベツ

		女性20代
(n=945) ジョセイ ダイ		945		19.6		37.6		42.9																																		＜男女別、年齢階級別＞ ダンジョ ベツ ネンレイ カイキュウ ベツ																						貧困率 ヒンコンリツ

		女性30代
(n=1,360) ジョセイ ダイ		1360		12.4		43.0		44.6																																		女性20代
(n=945) ジョセイ ダイ																						19.6%

		女性40代
(n=1,802) ジョセイ ダイ		1802		11.2		41.6		47.2										列1		N		貧困		準貧困		中央値以上																女性30代
(n=1,360) ジョセイ ダイ																						12.4%

		女性50代
(n=1,667) ジョセイ ダイ		1667		11.7		35.6		52.7										20代でなった人
(n=107) ダイ ヒト		107		32.7		43.9		23.4																女性40代
(n=1,802) ジョセイ ダイ																						11.2%

		女性60代
(n=1,588) ジョセイ ダイ		1588		15.7		44.3		40.0										30代でなった人
(n=167) ダイ ヒト		167		30.5		45.5		24.0																女性50代
(n=1,667) ジョセイ ダイ																						11.7%

		男性20代
(n=1,121) ダイ		1121		21.5		29.2		49.3										40代でなった人
(n=77) ダイ ヒト		77		23.4		45.5		31.2																女性60代
(n=1,588) ジョセイ ダイ																						15.7%

		男性30代
(n=1,530) ダイ		1530		10.0		37.3		52.7										非該当者
(n=7,011) ヒガイトウシャ		7011		12.8		40.3		46.9																男性20代
(n=1,121) ダイ																						21.5%

		男性40代
(n=2,054) ダイ		2054		9.6		34.8		55.6																																		男性30代
(n=1,530) ダイ																						10.0%

		男性50代
(n=1,845) ダイ		1845		9.4		26.8		63.8										貧困率 ヒンコン リツ																								男性40代
(n=2,054) ダイ																						9.6%

		男性60代
(n=1,739) ダイ		1739		13.3		41.3		45.4																																		男性50代
(n=1,845) ダイ																						9.4%

																						グループ		貧困		準貧困		中央値以上				貧困率 リツ				 n								男性60代
(n=1,739) ダイ																						13.3%

		貧困率 ヒンコン リツ																		シングルマザー		20代でなった		32.7		43.9		23.4				32.7				107

																						30代でなった		30.5		45.5		24				30.5				167

						貧困		準貧困		中央値以上						 n						40代でなった		23.4		45.5		31.2				23.4				77								＜シングルマザー＞

		女性		20代		19.6		37.6		42.9				1960.0%		945						非該当者		12.8		40.3		46.9				12.8				7011																														貧困率 ヒンコンリツ

				30代		12.4		43		44.6				1240.0%		1360																												20代でなった人
(n=107) ダイ ヒト																						32.7%

				40代		11.2		41.6		47.2				1120.0%		1802																												30代でなった人
(n=167) ダイ ヒト																						30.5%

				50代		11.7		35.6		52.7				1170.0%		1667																												40代でなった人
(n=77) ダイ ヒト																						23.4%

				60代		15.7		44.3		40				1570.0%		1588																												シングルマザー以外の女性
(n=7,011) イガイ ジョセイ																						12.8%

		男性		20代		21.5		29.2		49.3				2150.0%		1121

				30代		10		37.3		52.7				1000.0%		1530

				40代		9.6		34.8		55.6				960.0%		2054

				50代		9.4		26.8		63.8				940.0%		1845

				60代		13.3		41.3		45.4				1330.0%		1739



貧困	

女性20代	
(n=945)	女性30代	
(n=1,360)	女性40代	
(n=1,802)	女性50代	
(n=1,667)	女性60代	
(n=1,588)	男性20代	
(n=1,121)	男性30代	
(n=1,530)	男性40代	
(n=2,054)	男性50代	
(n=1,845)	男性60代	
(n=1,739)	19.600000000000001	12.4	11.200000000000001	11.700000000000001	15.7	21.5	10	9.6	9.4	13.3	準貧困	

女性20代	
(n=945)	女性30代	
(n=1,360)	女性40代	
(n=1,802)	女性50代	
(n=1,667)	女性60代	
(n=1,588)	男性20代	
(n=1,121)	男性30代	
(n=1,530)	男性40代	
(n=2,054)	男性50代	
(n=1,845)	男性60代	
(n=1,739)	37.6	43	41.6	35.6	44.3	29.2	37.299999999999997	34.799999999999997	26.8	41.3	中央値以上	

女性20代	
(n=945)	女性30代	
(n=1,360)	女性40代	
(n=1,802)	女性50代	
(n=1,667)	女性60代	
(n=1,588)	男性20代	
(n=1,121)	男性30代	
(n=1,530)	男性40代	
(n=2,054)	男性50代	
(n=1,845)	男性60代	
(n=1,739)	42.9	44.6	47.199999999999996	52.7	40	49.3	52.7	55.600000000000009	63.800000000000004	45.4	





貧困	

20代でなった人	
(n=107)	30代でなった人	
(n=167)	40代でなった人	
(n=77)	非該当者	
(n=7,011)	32.700000000000003	30.5	23.400000000000002	12.8	準貧困	

20代でなった人	
(n=107)	30代でなった人	
(n=167)	40代でなった人	
(n=77)	非該当者	
(n=7,011)	43.9	45.5	45.5	40.300000000000004	中央値以上	

20代でなった人	
(n=107)	30代でなった人	
(n=167)	40代でなった人	
(n=77)	非該当者	
(n=7,011)	23.400000000000002	24	31.2	46.9	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．等価可処分所得の中央値（ちょうど真ん中の人の値）の半分を貧困線という。世帯の等価収入がそれ未満であるとき、一般にそうした世帯を「貧困層」と呼び、その割合を「貧困率」という。本調査では可処分所得を測定していないため、かわりに世帯収入を用いる。世帯収入を世帯人数の平方根（４人世帯なら２）で割ったものを等価収入といい、本調査では平均379.9万円、中央値350.0万円であった（n=15,651）（世帯収入の計算では1円～50万円なら25万円など各回答の中央値を用い、2,000万円以上は2,000万円とした）。その結果、貧困線は175万円となった。ここでは等価収入がそれ未満の世帯を「貧困層」、貧困線以上で中央値未満を「準貧困層」、中央値以上を「中央値以上層」と呼ぶ（準貧困概念はNPO法人キッズドア理事長渡辺由美子氏の示唆による）。
　　　　３．ここでの「シングルマザー」は、離婚・死別経験があり子供がいる女性で、「離婚時の年齢」「第一子を持った年齢」のどちらも回答している人、かつ、最初に離婚した時に第一子がいる（離婚時の年齢が第一子を持った年齢を上回る）人、かつ、離婚時に子供が19歳以下の人、かつ、現在配偶者がいない人を対象としている。

印刷イメージ

（％）

（％）

5/17非該当→その他女性



特‐71図 現在の不安、将来の不安（現在の不安）

		Ⅰ-特‐図 現在の不安

		 		N		衣食住に困ることがある		生活がぎりぎりで、貯金ができない		借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である		家事や子育て、介護負担が大変である		子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である		仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない		仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない		家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている		家族の中に居場所がないと感じる		周りに親しい人がおらず孤立している

		女性20-39歳(n=3,343) ジョセイ サイ		3343		15.2		32.3		22.5		19.1		36.8		16.3		25.8		6.9		10.9		16.8

		女性40-54歳(n=3,356)		3668		13.7		33.7		20.2		16.2		33.8		11.2		20.5		4.9		8.0		15.5

		女性55-69歳(n=3,068)		3068		8.8		25.7		10.2		9.1		5.2		7.1		12.2		2.7		4.3		9.7



		現在の不安／女性 ジョセイ

		Q53S1　[衣食住に困ることがある］

		Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］

		Q53S3　[借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である］

		Q53S4　[家事や子育て、介護負担が大変である］

		Q53S5　[子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である］

		Q53S6　[仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない］

		Q53S7　[仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない］

		Q53S8　[家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている］

		Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］

		Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］

		 		N		衣食住に困ることがある		生活がぎりぎりで、貯金ができない		借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である		家事や子育て、介護負担が大変である		子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である		仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない		仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない		家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている		家族の中に居場所がないと感じる		周りに親しい人がおらず孤立している

		男性20-39歳(n=3,356) ダンセイ サイ		3356		18.2		27.4		20.9		15.7		27.1		21.1		24.7		10.4		14.5		17.3

		男性40-54歳(n=3,504)		3504		14.4		28.5		19.6		13.9		30.4		18.0		22.4		6.1		10.7		14.1

		男性55-69歳(n=3,061)		3061		10.4		28.7		12.1		7.9		8.2		8.1		13.0		2.4		5.3		11.2



		現在の不安／男性 ダンセイ

		Q53S1　[衣食住に困ることがある］

		Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］

		Q53S3　[借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である］

		Q53S4　[家事や子育て、介護負担が大変である］

		Q53S5　[子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である］

		Q53S6　[仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない］

		Q53S7　[仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない］

		Q53S8　[家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている］

		Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］

		Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］



				特‐71図 現在の不安、将来の不安 ショウライ フアン

				＜現在の不安＞ ゲンザイ フアン

						＜女性＞ ジョセイ								＜男性＞ ダンセイ

				衣食住に困ることがある

				生活がぎりぎりで、貯金ができない

				借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である

				家事や子育て、介護負担が大変である

				子供の育児に掛る費用や教育費負担が大変である コドモ

				仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない

				仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない

				家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている

				家族の中に居場所がないと感じる

				周りに親しい人がおらず孤立している



女性20-39歳(n=3,343)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	15.2258450493569	32.276398444510903	22.464851929404698	19.114567753514802	36.791630340017399	16.293929712460098	25.832952989502498	6.9398743643434004	10.9482500747831	16.811247382590501	女性40-54歳(n=3,356)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	13.658669574700101	33.669574700109102	20.229007633587798	16.248636859323899	33.786748573935903	11.2125162972621	20.469361147327302	4.9345692475463503	8.0425299890948807	15.4580152671756	女性55-69歳(n=3,068)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る	費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	8.8005215123859202	25.651890482399001	10.234680573663599	9.0938722294654504	5.1511281396338902	7.1322436849925701	12.184249628529001	2.7053455019556698	4.3350717079530598	9.7457627118644101	





男性20-39歳(n=3,356)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	18.176400476758001	27.3539928486293	20.947556615017898	15.733015494636501	27.130044843049301	21.078066914498098	24.6840148698885	10.369487485101301	14.541120381406399	17.282479141835498	男性40-54歳(n=3,504)	

衣食住に	困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	14.4406392694064	28.453196347032002	19.577625570776299	13.898401826483999	30.3790983606557	18.026151930261499	22.447073474470699	6.0502283105022796	10.730593607305901	14.1267123287671	男性55-69歳(n=3,0	61)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかな	か休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	10.421430904933001	28.6507677229664	12.0875530872264	7.9385821626919304	8.2498807820696207	8.1011573081868793	13.030432918988399	2.4175106174452798	5.2597190460633803	11.172819340084899	





（％）

（％）
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特‐71図 （将来の不安）

		Ⅰ-特‐図 将来の不安

		 		N		衣食住に困ることがある		生活がぎりぎりで、貯金ができない		借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である		家事や子育て、介護負担が大変である		子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である		仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない		仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない		家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている		家族の中に居場所がないと感じる		周りに親しい人がおらず孤立している

		女性20-39歳(n=3,343) ジョセイ サイ		3343		13.3		10.5		22.8		21.4		30.3		27.7		35.0		33.3		30.3		27.6

		女性40-54歳(n=3,668)		3668		10.7		9.8		28.2		25.5		36.4		33.6		40.9		37.2		36.9		32.3

		女性55-69歳(n=3,068)		3068		8.6		8.1		20.7		21.2		30.4		27.1		27.4		19.5		32.5		24.3



		将来の不安／女性 ジョセイ

		Q53S11　[仕事以外の時間を楽しめない・することがなくなる］

		Q53S12　[子どもが自立できない・面倒をみないといけなくなる］

		Q53S13　[自分の周りに頼る人・面倒を見てくれる人がいなくなる］

		Q53S14　[自分の周りに一緒に時間を過ごす・住む人間がいなくなる］

		Q53S15　[高齢になって十分な生活ができなくなる］

		Q53S16　[高齢になって十分な介護が受けられなくなる］

		Q53S17　[高齢になっても年金受給が不透明・見通しが立たない］

		Q53S18　[高齢になっても働かないといけなくなる］

		Q53S19　[高齢になって身体が不自由になり、誰かの介助が必要になる］

		Q53S20　[高齢になって孤立してしまう］

		 		N		衣食住に困ることがある		生活がぎりぎりで、貯金ができない		借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である		家事や子育て、介護負担が大変である		子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である		仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない		仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない		家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている		家族の中に居場所がないと感じる		周りに親しい人がおらず孤立している

		男性20-39歳(n=3,356) ダンセイ サイ		3356		16.9		13.6		21.2		20.3		25.1		23.8		28.2		27.4		25.2		25.1

		男性40-54歳(n=3,504)		3504		12.5		9.2		19.2		18.8		26.8		25.1		30.5		29.8		26.5		24.8

		男性55-69歳(n=3,061)		3061		9.4		6.9		16.7		15.4		24.5		22.8		23.4		20.7		26.9		22.8



		将来の不安／男性 ダンセイ

		Q53S11　[仕事以外の時間を楽しめない・することがなくなる］

		Q53S12　[子どもが自立できない・面倒をみないといけなくなる］

		Q53S13　[自分の周りに頼る人・面倒を見てくれる人がいなくなる］

		Q53S14　[自分の周りに一緒に時間を過ごす・住む人間がいなくなる］

		Q53S15　[高齢になって十分な生活ができなくなる］

		Q53S16　[高齢になって十分な介護が受けられなくなる］

		Q53S17　[高齢になっても年金受給が不透明・見通しが立たない］

		Q53S18　[高齢になっても働かないといけなくなる］

		Q53S19　[高齢になって身体が不自由になり、誰かの介助が必要になる］

		Q53S20　[高齢になって孤立してしまう］



				＜将来の不安＞ ショウライ フアン

						＜女性＞ ジョセイ								＜男性＞ ダンセイ

				仕事以外の時間を楽しめない・することがなくなる

				子供が自立できない・面倒をみないといけなくなる コドモ

				自分の周りに頼る人・面倒を見てくれる人がいなくなる

				自分の周りに一緒に時間を過ごす・住む人間がいなくなる

				高齢になって十分な生活ができなくなる

				高齢になって十分な介護が受けられなくなる

				高齢になっても年金受給が不透明・見通しが立たない

				高齢になっても働かないといけなくなる

				高齢になって身体が不自由になり、誰かの介助が必要になる

				高齢になって孤立してしまう



女性20-39歳(n=3,343)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	13.3413102004188	10.529464552796901	22.793897696679601	21.4478013760096	30.302123840861501	27.669757702662299	35.0284175889919	33.263535746335599	30.272210589291099	27.5800179479509	女性40-54歳(n=3,668)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	10.741548527808099	9.7600872410032693	28.2170119956379	25.517993456924799	36.423118865867004	33.560523446019602	40.921483097055599	37.186477644492903	36.941112322791703	32.3336968375136	女性55-69歳(n=3,068)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	8.6375488917861798	8.1160365058670205	20.7301173402868	21.1864406779661	30.378096479791399	27.053455019556701	27.4119947848761	19.491525423728799	32.464146023468103	24.282920469361098	





男性20-39歳(n=3,356)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	16.865315852205001	13.557806912991699	21.245530393325399	20.2622169249106	25.0595947556615	23.7783075089392	28.158522050059599	27.3539928486293	25.238379022646001	25.0893921334923	男性40-54歳(n=3,504)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金	含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	12.5	9.24657534246575	19.235159817351601	18.807077625570798	26.7979452054795	25.1426940639269	30.4794520547945	29.8230593607306	26.484018264840198	24.800228310502298	男性55-69歳(n=3,061)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である	家事や子育て、介護負担が大変である	子どもの育児に掛る費用や教育費負担が大変である	仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない	仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない	家族から暴力（DV・ドメスティックバイオレンス）を受けている	家族の中に	居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	9.4413590329957504	6.9258412283567496	16.661221822933701	15.4197974518131	24.469127736034	22.803005553740601	23.391048676903001	20.712185560274399	26.886638353479299	22.7703364913427	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」
　　　　　　（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．「子供の育児に掛る費用や教育費負担が大変である」の対象は子供がいる人のみ。
　　　　３．「仕事時間が長時間・残業が多く、なかなか休めない」「仕事で精神的な疲労が溜まっているが、なかなか休めない」の対象は有職者のみ。
　　　　４．「当てはまる」「やや当てはまる」の累計値を掲載。

（％）

（％）
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特‐72図 現在の不安（40～59歳）

		Ⅰ-特‐図 現在の不安（40～59歳） サイ

		 		N		衣食住に困ることがある		生活がぎりぎりで、貯金ができない		家族の中に居場所がないと感じる		周りに親しい人がおらず孤立している												 		N		衣食住に困ることがある		生活がぎりぎりで、貯金ができない		家族の中に居場所がないと感じる		周りに親しい人がおらず孤立している

		既婚(n=3,328) キコン		3328		10.6		29.3		6.5		13.0												既婚(n=3,112) キコン		3112		11.5		25.7		10.2		10.6

		独身：一人暮らし(n=474) ドクシン ヒトリ グ		474		18.4		37.1		8.9		20.0												独身：一人暮らし(n=659) ドクシン ヒトリ グ		659		18.5		34.3		7.0		21.9

		独身：親と同居(n=330) ドクシン オヤ ドウキョ		330		18.5		45.5		11.8		21.5												独身：親と同居(n=513) ドクシン オヤ ドウキョ		513		17.0		34.3		10.5		19.3

		独身：その他(n=464) ドクシン ホカ		464		20.3		44.0		10.6		18.1												独身：その他(n=264) ドクシン ホカ		264		20.5		34.8		11.0		19.3



		現在の不安／女性 ジョセイ																						現在の不安／女性 ジョセイ

		Q53S1　[衣食住に困ることがある］																						Q53S1　[衣食住に困ることがある］

		Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］																						Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］

		Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］																						Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］

		Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］																						Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］









						【表側１】性年代６区分 性年代6区分（新）
【表側２】NN居住形態4区分 居住形態（既婚・独身4区分）		全体		Q53S1　[衣食住に困ることがある］		Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］		Q53S3　[借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である］		Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］		Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］										【表側１】性年代６区分 性年代6区分（新）
【表側２】NN居住形態4区分 居住形態（既婚・独身4区分）		全体		Q53S1　[衣食住に困ることがある］		Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］		Q53S3　[借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である］		Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］		Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］

				女性40・50代		既婚		3328		10.6		29.3		21.6		6.5		13.0								男性40・50代		既婚		3112		11.5		25.7		21.5		10.2		10.6

				女性40・50代		1人暮らし		474		18.4		37.1		12.4		8.9		20.0								男性40・50代		1人暮らし		659		18.5		34.3		11.5		7.0		21.9

				女性40・50代		親と同居		330		18.5		45.5		9.1		11.8		21.5								男性40・50代		親と同居		513		17.0		34.3		12.9		10.5		19.3

				女性40・50代		その他		464		20.3		44.0		14.7		10.6		18.1								男性40・50代		その他		264		20.5		34.8		13.6		11.0		19.3







						特‐72図 現在の不安（40～50代） ダイ

								＜女性＞ ジョセイ												＜男性＞ ダンセイ





						衣食住に困ることがある

						生活がぎりぎりで、貯金ができない

						家族の中に居場所がないと感じる

						周りに親しい人がおらず孤立している









































































既婚(n=3,328)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	10.6370192307692	29.296875	6.4603365384615401	13.010817307692299	独身：一人暮らし(n=474)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	18.354430379746798	37.1308016877637	8.8607594936708907	20.042194092827	独身：親と同居(n=330)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに	親しい人がおらず孤立している	18.484848484848499	45.454545454545503	11.818181818181801	21.515151515151501	独身：その他(n=464)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	20.258620689655199	43.965517241379303	10.560344827586199	18.1034482758621	





既婚(n=3,112)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	11.503856041131099	25.706940874036	10.1542416452442	10.6362467866324	独身：一人暮らし(n=659)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	18.512898330804202	34.294385432473398	6.9802731411229102	21.851289833080401	独身：親と同居(n=513)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	16.9590643274854	34.307992202728997	10.526315789473699	19.2982456140351	独身：その他(n=264)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	20.454545454545499	34.848484848484901	10.9848484848485	19.318181818181799	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．既婚者には事実婚・内縁を含む。
　　　　３．「当てはまる」「やや当てはまる」の累計値を掲載。

（％）

（％）

印刷イメージ

５／６タイトル修正（本文との平仄）59歳→50代



←バックデータ





概要用→





特‐41図 積極的に結婚したいと思わない理由 (2)

		Ⅰ-特‐図 積極的に結婚したいと思わない理由

		 		N		結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから		結婚するほど好きな人に巡り合っていないから		名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから		結婚という形式に拘る必要性を感じないから		結婚に縛られたくない、自由でいたいから		今のままの生活を続けた方が安心だから		結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから		仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから		仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから		誰かと一緒に生きていきたいと思わないから		結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから

		女性20-39歳(n=808) ジョセイ サイ		808		38.7		48.8		25.6		41.0		48.9		35.3		35.0		38.6		17.2		33.7		16.5

		男性20-39歳(n=1,052) オトコ		1052		27.8		36.2		11.1		28.6		37.0		31.7		36.0		23.3		11.9		27.1		12.8

				差 サ		11.0		12.5		14.5		12.4		11.9		3.6		(1.0)		15.3		5.3		6.6		3.6

		Q22 積極的には結婚したいと思わない理由／独身／20-39歳 ドクシン

		 		N		結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから		結婚するほど好きな人に巡り合っていないから		名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから		結婚という形式に拘る必要性を感じないから		結婚に縛られたくない、自由でいたいから		今のままの生活を続けた方が安心だから		結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから		仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから		仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから		誰かと一緒に生きていきたいと思わないから		結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから

		女性40-69歳(n=1,520) ジョセイ サイ		1520		51.6		58.8		35.3		55.6		60.7		54.0		31.4		49.4		15.2		40.1		32.1

		男性40-69歳(n=1,342) オトコ		1342		37.9		43.2		6.6		34.4		44.1		38.1		40.9		25.9		7.5		28.0		16.1

				差 サ		13.7		15.5		28.6		21.2		16.5		15.9		(9.5)		23.5		7.7		12.0		16.0

		Q22 積極的には結婚したいと思わない理由／独身／40-69歳 ドクシン

						特‐41図 積極的に結婚したいと思わない理由

								＜20-39歳　独身男女比較＞ サイ ドクシン ダンジョ ヒカク										＜40-69歳　独身男女比較＞ サイ ドクシン ダンジョ ヒカク

						結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから

						結婚するほど好きな人に
巡り合っていないから

						名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから

						結婚という形式に拘る
必要性を感じないから

						結婚に縛られたくない、
自由でいたいから

						今のままの生活を続けた方が
安心だから

						結婚生活を送る経済力がない・
仕事が不安定だから

						仕事・家事・育児・介護を
背負うことになるから

						仕事を優先したい・
キャリアを中断したくないから

						誰かと一緒に生きていきたいと
思わないから

						結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから



女性20-39歳(n=808)	

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから	結婚するほど好きな人に巡り合っていないから	名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから	結婚という形式に拘る必要性を感じないから	結婚に縛られたくない、自由でいたいから	今のままの生活を続けた方が安心だから	結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから	仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから	仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから	誰かと一緒に生きていきたいと思わないから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから	38.737623762376202	48.762376237623798	25.618811881188101	40.965346534653499	48.886138613861398	35.272277227722803	35.024752475247503	38.613861386138602	17.202970297029701	33.6633663366337	16.460396039603999	男性20-39歳(n=1,052)	

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから	結婚するほど好きな人に巡り合っていないから	名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから	結婚という形式に拘る必要性を感じないから	結婚に縛られたくない、自由でいたいから	今のままの生活を続けた方が安心だから	結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから	仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから	仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから	誰かと一緒に生きていきたいと思わないから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから	27.7566539923954	36.216730038022902	11.121673003802279	28.6121673003802	36.977186311787094	31.653992395437299	36.026615969581698	23.288973384030399	11.882129277566541	27.0912547528517	12.83269961977186	



女性40-69歳(n=1,520)	

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから	結婚するほど好きな人に巡り合っていないから	名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから	結婚という形式に拘る必要性を感じないから	結婚に縛られたくない、自由でいたいから	今のままの生活を続けた方が安心だから	結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから	仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから	仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから	誰かと一緒に生きていきたいと思わないから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから	51.578947368421098	58.75	35.2631578947368	55.592105263157904	60.657894736842096	54.013157894736892	31.381578947368496	49.407894736842096	15.19736842105263	40.065789473684305	32.105263157894697	男性40-69歳(n=1,342)	

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから	結婚するほど好きな人に巡り合っていないから	名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから	結婚という形式に拘る必要性を感じないから	結婚に縛られたくない、自由でいたいから	今のままの生活を続けた方が安心だから	結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから	仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから	仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから	誰かと一緒に生きていきたいと思わないから	結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから	37.928464977645305	43.219076005961298	6.6318926974664603	34.351713859910603	44.113263785394899	38.077496274217594	40.909090909090899	25.931445603576801	7.4515648286139999	28.017883755588699	16.095380029806257	



（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．「当てはまる」「やや当てはまる」の累計値を掲載。

（％）

（％）

印刷イメージ



特‐39図 今後の結婚願望（独身者対象） (2)

		Ⅰ-特‐図 今後の結婚願望（独身者対象）

		 		N		現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		女性20代
(n=1,089) ジョセイ ダイ		1089		6.3		26.8		31.5		21.3		4.3		9.7		0.0						特‐39図 今後の結婚願望（独身者）

		女性30代
(n=504) ジョセイ ダイ		504		2.2		18.8		25.4		28.2		6.7		18.7		0.0																																結婚意思あり ケッコン イシ		どちらでもいい		結婚意思なし ケッコン イシ

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		1.0		10.0		20.7		36.7		6.4		25.0		0.2						女性 ジョセイ																										64.6%		21.3%		14.0%

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		0.4		2.6		10.0		31.1		11.1		44.4		0.4																																46.4%		28.2%		25.4%

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		0.7		1.4		5.7		24.3		9.3		57.1		1.4																																31.7%		36.7%		31.4%

		男性20代
(n=1,194) ダンセイ ダイ		1194		4.6		22.4		27.5		26.3		5.2		14.1		0.0																																13.0%		31.1%		55.6%

		男性30代
(n=694) ダンセイ ダイ		694		2.3		18.2		25.9		26.8		5.6		20.9		0.3																																7.9%		24.3%		66.4%

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		0.9		12.3		22.8		33.5		5.6		24.2		0.6						男性 ダンセイ																										54.4%		26.3%		19.3%

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		0.4		6.3		19.9		34.1		6.6		32.3		0.4																																46.4%		26.8%		26.5%

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		0.4		6.7		14.9		38.4		3.7		35.4		0.4																																36.0%		33.5%		29.8%

																																																		26.6%		34.1%		38.9%

		Q16 今後の結婚願望／①独身者（これまで結婚経験無し）																																																22.0%		38.4%		39.2%

						現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		女性20代
(n=1,089) ジョセイ ダイ		1089		69		292		343		232		47		106		0		1089		0

		女性30代
(n=504) ジョセイ ダイ		504		11		95		128		142		34		94		0		504		0

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		4		42		87		154		27		105		1		420		0

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		1		7		27		84		30		120		1		270		0

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		1		2		8		34		13		80		2		140		0

		男性20代
(n=1,194) ダンセイ ダイ		1194		55		267		328		314		62		168		0		1194		0

		男性30代
(n=694) ダンセイ ダイ		694		16		126		180		186		39		145		2		694		0

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		6		79		147		216		36		156		4		644		0

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		2		29		91		156		30		148		2		458		0

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		1		18		40		103		10		95		1		268		0

		 		N		現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		0.4		6.7		14.9		38.4		3.7		35.4		0.4

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		0.4		6.3		19.9		34.1		6.6		32.3		0.4

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		0.9		12.3		22.8		33.5		5.6		24.2		0.6

		男性30代
(n=694) ダンセイ ダイ		694		2.3		18.2		25.9		26.8		5.6		20.9		0.3

		男性20代
(n=1,194) ダンセイ ダイ		1194		4.6		22.4		27.5		26.3		5.2		14.1		0.0

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		0.7		1.4		5.7		24.3		9.3		57.1		1.4

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		0.4		2.6		10.0		31.1		11.1		44.4		0.4

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		1.0		10.0		20.7		36.7		6.4		25.0		0.2

		女性30代
(n=504) ジョセイ ダイ		504		2.2		18.8		25.4		28.2		6.7		18.7		0.0

		女性20代
(n=1,089) ジョセイ ダイ		1089		6.3		26.8		31.5		21.3		4.3		9.7		0.0





現在、既に予定がある・決まっている	

男性60代	
(n=268)	男性50代	
(n=458)	男性40代	
(n=644)	男性30代	
(n=694)	男性20代	
(n=1,194)	女性60代	
(n=140)	女性50代	
(n=270)	女性40代	
(n=420)	女性30代	
(n=504)	女性20代	
(n=1,089)	0.37313432835820898	0.43668122270742399	0.93167701863354002	2.3054755043227702	4.6063651591289796	0.71428571428571397	0.37037037037037002	0.952380952380952	2.1825396825396801	6.3360881542699703	現在、予定はないが是非したい	

男性60代	
(n=268)	男性50代	
(n=458)	男性40代	
(n=644)	男性30代	
(n=694)	男性20代	
(n=1,194)	女性60代	
(n=140)	女性50代	
(n=270)	女性40代	
(n=420)	女性30代	
(n=504)	女性20代	
(n=1,089)	6.7164179104477597	6.3318777292576396	12.2670807453416	18.155619596541801	22.361809045226099	1.4285714285714299	2.5925925925925899	10	18.849206349206298	26.813590449954098	現在、予定はないが出来ればしたい	

男性60代	
(n=268)	男性50代	
(n=458)	男性40代	
(n=644)	男性30代	
(n=694)	男性20代	
(n=1,194)	女性60代	
(n=140)	女性50代	
(n=270)	女性40代	
(n=420)	女性30代	
(n=504)	女性20代	
(n=1,089)	14.9253731343284	19.868995633187801	22.826086956521699	25.936599423631101	27.470686767169202	5.71428571428571	10	20.714285714285701	25.396825396825399	31.496786042240601	どちらでもいいと思う	

男性60代	
(n=268)	男性50代	
(n=458)	男性40代	
(n=644)	男性30代	
(n=694)	男性20代	
(n=1,194)	女性60代	
(n=140)	女性50代	
(n=270)	女性40代	
(n=420)	女性30代	
(n=504)	女性20代	
(n=1,089)	38.432835820895498	34.061135371178999	33.5403726708075	26.801152737752201	26.298157453936302	24.285714285714299	31.1111111111111	36.6666666666667	28.174603174603199	21.3039485766759	出来ればしたくない	

男性60代	
(n=268)	男性50代	
(n=458)	男性40代	
(n=644)	男性30代	
(n=694)	男性20代	
(n=1,194)	女性60代	
(n=140)	女性50代	
(n=270)	女性40代	
(n=420)	女性30代	
(n=504)	女性20代	
(n=1,089)	3.7313432835820901	6.5502183406113499	5.5900621118	012399	5.6195965417867404	5.1926298157453896	9.28571428571429	11.1111111111111	6.4285714285714297	6.7460317460317496	4.3158861340679504	したくない	

男性60代	
(n=268)	男性50代	
(n=458)	男性40代	
(n=644)	男性30代	
(n=694)	男性20代	
(n=1,194)	女性60代	
(n=140)	女性50代	
(n=270)	女性40代	
(n=420)	女性30代	
(n=504)	女性20代	
(n=1,089)	35.447761194029901	32.314410480349302	24.223602484472	20.893371757925099	14.070351758794001	57.142857142857103	44.4444444444444	25	18.650793650793702	9.7337006427915505	その他	

男性60代	
(n=268)	男性50代	
(n=458)	男性40代	
(n=644)	男性30代	
(n=694)	男性20代	
(n=1,194)	女性6	0代	
(n=140)	女性50代	
(n=270)	女性40代	
(n=420)	女性30代	
(n=504)	女性20代	
(n=1,089)	0.37313432835820898	0.43668122270742399	0.62111801242235998	0.28818443804034599	0	1.4285714285714299	0.37037037037037002	0.238095238095238	0	0	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．独身者のうち、これまで結婚経験がない者が対象。
　　　　３．「結婚意思あり」は、「現在、既に予定がある・決まっている」「現在、予定はないが是非したい」「現在、予定はないが出来ればしたい」の累計値。
　　　　４．「結婚意思なし」は、「出来ればしたくない」「したくない」の累計値。

印刷イメージ

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

５／１１　誤字修正（志⇒思）、３カ所



特‐57表 シングルマザーのターニングポイント年齢 (2)

				特‐57表 シングルマザーのターニングポイントにおける年齢 ヒョウ

				現実の年齢		シングルマザー		20代で
シングルマザー ダイ		30代で
シングルマザー ダイ		40代で
シングルマザー ダイ		シングルマザー以外の女性 イガイ



						（n=449）

						平均年齢51.7歳 ヘイキン ネンレイ サイ

				最初に結婚した年齢		24.5歳		21.9歳 サイ		25.2歳 サイ		26.8歳 サイ		26.8歳

						(n=447)		(n=141)		(n=208)		(n=98)		(n=6,757)

				第一子を持った年齢		25.9歳		22.8歳 サイ		26.6歳 サイ		29.1歳 サイ		28.1歳

						(n=449)		(n=141)		(n=210)		(n=98)		(n=5,127)

				シングルマザーになった時		33.4歳		25.8歳 サイ		33.9歳 サイ		43.3歳 サイ		34.1歳

				（最初に離婚した時）の年齢		(n=449)		(n=141)		(n=210)		(n=98)		（n=821）

				再婚した時の年齢 サイコン トキ ネンレイ		35.0歳 サイ		30.7歳 サイ		37.2歳 サイ		42.0歳 サイ		35.8歳 サイ

						(n=76)		(n=33)		(n=33)		(n=10)		(n=547)



																				シングルマザー全体				20代でシングルマザー				30代でシングルマザー				40代でシングルマザー				その他女性

																				平均		n		平均		n		平均		n		平均		n		平均		n

																		初婚年齢		24.5		447		21.9		141		25.2		208		26.8		98		26.8		6757

																		初子年齢		25.9		449		22.8		141		26.6		210		29.1		98		28.1		5127

																		離婚年齢		33.4		449		25.8		141		33.9		210		43.3		98		34.1		821

																		再婚年齢		35		76		30.7		33		37.2		33		42		10		35.8		547



（備考）１．「令和３年度　人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）調査検討委員会委員
           成蹊大学文学部　小林盾教授による分析結果。
　　　　２．全回答値の平均年齢。
　　　　３．ここでの「シングルマザー」は、離婚・死別経験があり子供がいる女性で、「離婚時の年齢」「第一子を持った年齢」のどちらも
            回答している人、かつ、最初に離婚した時に第一子がいる（離婚時の年齢が第一子を持った年齢を上回る）人、かつ、離婚時に子供
            が19歳以下の人、かつ現在配偶者がいない人を対象としている。

4月5日修正



特‐72図 現在の不安（40～59歳） (2)

		Ⅰ-特‐図 現在の不安（40～59歳） サイ

		 		N		衣食住に困ることがある		生活がぎりぎりで、貯金ができない		家族の中に居場所がないと感じる		周りに親しい人がおらず孤立している												 		N		衣食住に困ることがある		生活がぎりぎりで、貯金ができない		家族の中に居場所がないと感じる		周りに親しい人がおらず孤立している

		既婚(n=3,328) キコン		3328		10.6		29.3		6.5		13.0												既婚(n=3,112) キコン		3112		11.5		25.7		10.2		10.6

		独身：1人暮らし(n=474) ドクシン ニン グ		474		18.4		37.1		8.9		20.0												独身：1人暮らし(n=659) ドクシン ニン グ		659		18.5		34.3		7.0		21.9

		独身：親と同居(n=330) ドクシン オヤ ドウキョ		330		18.5		45.5		11.8		21.5												独身：親と同居(n=513) ドクシン オヤ ドウキョ		513		17.0		34.3		10.5		19.3

		独身：その他(n=464) ドクシン ホカ		464		20.3		44.0		10.6		18.1												独身：その他(n=264) ドクシン ホカ		264		20.5		34.8		11.0		19.3



		現在の不安／女性 ジョセイ																						現在の不安／女性 ジョセイ

		Q53S1　[衣食住に困ることがある］																						Q53S1　[衣食住に困ることがある］

		Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］																						Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］

		Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］																						Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］

		Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］																						Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］









						【表側１】性年代６区分 性年代6区分（新）
【表側２】NN居住形態4区分 居住形態（既婚・独身4区分）		全体		Q53S1　[衣食住に困ることがある］		Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］		Q53S3　[借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である］		Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］		Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］										【表側１】性年代６区分 性年代6区分（新）
【表側２】NN居住形態4区分 居住形態（既婚・独身4区分）		全体		Q53S1　[衣食住に困ることがある］		Q53S2　[生活がぎりぎりで、貯金ができない］		Q53S3　[借金返済（住宅ローン、奨学金含む）が重荷である］		Q53S9　[家族の中に居場所がないと感じる］		Q53S10　[周りに親しい人がおらず孤立している］

				女性40・50代		既婚		3328		10.6		29.3		21.6		6.5		13.0								男性40・50代		既婚		3112		11.5		25.7		21.5		10.2		10.6

				女性40・50代		1人暮らし		474		18.4		37.1		12.4		8.9		20.0								男性40・50代		1人暮らし		659		18.5		34.3		11.5		7.0		21.9

				女性40・50代		親と同居		330		18.5		45.5		9.1		11.8		21.5								男性40・50代		親と同居		513		17.0		34.3		12.9		10.5		19.3

				女性40・50代		その他		464		20.3		44.0		14.7		10.6		18.1								男性40・50代		その他		264		20.5		34.8		13.6		11.0		19.3







						特‐72図 現在の不安（40～50代） ダイ

								＜女性＞ ジョセイ												＜男性＞ ダンセイ





						衣食住に困ることがある

						生活がぎりぎりで、貯金ができない

						家族の中に居場所がないと感じる

						周りに親しい人がおらず孤立している









































































既婚(n=3,328)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	10.6370192307692	29.296875	6.4603365384615401	13.010817307692299	独身：1人暮らし(n=474)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	18.354430379746798	37.1308016877637	8.8607594936708907	20.042194092827	独身：親と同居(n=330)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	18.484848484848499	45.454545454545503	11.818181818181801	21.515151515151501	独身：その他(n=464)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	20.258620689655199	43.965517241379303	10.560344827586199	18.1034482758621	





既婚(n=3,112)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	11.503856041131099	25.706940874036	10.1542416452442	10.6362467866324	独身：1人暮らし(n=659)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	18.512898330804202	34.294385432473398	6.9802731411229102	21.851289833080401	独身：親と同居(n=513)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	16.9590643274854	34.307992202728997	10.526315789473699	19.2982456140351	独身：その他(n=264)	

衣食住に困ることがある	生活がぎりぎりで、貯金ができない	家族の中に居場所がないと感じる	周りに親しい人がおらず孤立している	20.454545454545499	34.848484848484901	10.9848484848485	19.318181818181799	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．既婚者には事実婚・内縁を含む。

（％）

（％）

印刷イメージ

５／６タイトル修正（本文との平仄）59歳→50代



特‐51図 夫婦関係が破綻した原因（複数回答可） (2)

		特‐図 夫婦関係が破綻した原因（複数回答可） フウフ カンケイ ハタン ゲンイン フクスウ カイトウ カ

		Q11.あなたが離婚した原因（夫婦関係が破綻した原因）に近いものをすべて選んでください。   複数回答可
MA																																																「協議離婚制度に関する調査研究業務」報告書

								性格の不一致		身体的な暴力		精神的な暴力		経済的な暴力		子への虐待		親族との折り合い		異性関係		性的不調和		浪費		生活費を渡さない		家庭を捨てて顧みない カテイ ス カエリ		ギャンブル		アルコール		病気（精神疾患）		病気（身体疾患）		失職（経済的困窮）		その他
		わからない

																																																				女性		男性

																																																		性格の不一致		57.6		69.6

																																																		身体的な暴力		12.2		3.6						特‐51図 夫婦関係が破綻した原因 フウフ カンケイ ハタン ゲンイン

																																																		精神的な暴力		29.8		12.2

																																																		経済的な暴力		21.6		5.4

						ｎ																																												子への虐待		6.6		1.6

		全体				1000
100.0		636
63.6		79
7.9		210
21.0		135
13.5		41
4.1		175
17.5		238
23.8		150
15.0		170
17.0		99
9.9		81
8.1		105
10.5		71
7.1		60
6.0		7
0.7		43
4.3		43
4.3		31
3.1								親族との折り合い		16.2		18.8

		性別		男性		500
100.0		348
69.6		18
3.6		61
12.2		27
5.4		8
1.6		94
18.8		99
19.8		81
16.2		53
10.6		15
3.0		18
3.6		14
2.8		14
2.8		34
6.8		5
1.0		11
2.2		18
3.6		21
4.2								異性関係		27.8		19.8

				女性		500
100.0		288
57.6		61
12.2		149
29.8		108
21.6		33
6.6		81
16.2		139
27.8		69
13.8		117
23.4		84
16.8		63
12.6		91
18.2		57
11.4		26
5.2		2
0.4		32
6.4		25
5.0		10
2.0								性的不調和		13.8		16.2

																																																		浪費		23.4		10.6

																																																		生活費を渡さない		16.8		3.0

		Q11.あなたが離婚した原因（夫婦関係が破綻した原因）に近いものをすべて選んでください。   複数回答可
MA																																																家庭を捨てて省みない カテイ ス カエリ		12.6		3.6

								性格の不一致		身体的な暴力		精神的な暴力		経済的な暴力		子への虐待		親族との折り合い		異性関係		性的不調和		浪費		生活費を渡さない		家庭を捨てて顧みない カテイ ス カエリ		ギャンブル		アルコール		病気（精神疾患）		病気（身体疾患）		失職（経済的困窮）		その他
		わからない								ギャンブル		18.2		2.8

		全体				1000		636		79		210		135		41		175		238		150		170		99		81		105		71		60		7		43		43		31								アルコール		11.4		2.8

		性別		男性		500		348		18		61		27		8		94		99		81		53		15		18		14		14		34		5		11		18		21								病気（精神疾患）		5.2		6.8

				女性		500		288		61		149		108		33		81		139		69		117		84		63		91		57		26		2		32		25		10								病気（身体疾患）		0.4		1.0

																																																		失職（経済的困窮）		6.4		2.2

								性格の不一致		身体的な暴力		精神的な暴力		経済的な暴力		子への虐待		親族との折り合い		異性関係		性的不調和		浪費		生活費を渡さない		家庭を捨てて顧みない カテイ ス カエリ		ギャンブル		アルコール		病気（精神疾患）		病気（身体疾患）		失職（経済的困窮）		その他
		わからない								その他
		5.0		3.6

						男性		69.6		3.6		12.2		5.4		1.6		18.8		19.8		16.2		10.6		3		3.6		2.8		2.8		6.8		1		2.2		3.6		4.2								わからない		2.0		4.2

						女性		57.6		12.2		29.8		21.6		6.6		16.2		27.8		13.8		23.4		16.8		12.6		18.2		11.4		5.2		0.4		6.4		5		2



【機密性2情報】		


女性	

性格の不一致	身体的な暴力	精神的な暴力	経済的な暴力	子への虐待	親族との折り合い	異性関係	性的不調和	浪費	生活費を渡さない	家庭を捨てて省みない	ギャンブル	アルコール	病気（精神疾患）	病気（身体疾患）	失職（経済的困窮）	その他	
	わからない	57.599999999999994	12.2	29.799999999999997	21.6	6.6000000000000005	16.2	27.800000000000004	13.8	23.400000000000002	16.8	12.6	18.2	11.4	5.2	0.4	6.4	5	2	男性	

性格の不一致	身体的な暴力	精神的な暴力	経済的な暴力	子への虐待	親族との折り合い	異性関係	性的不調和	浪費	生活費を渡さない	家庭を捨てて省みない	ギャンブル	アルコール	病気（精神疾患）	病気（身体疾患）	失職（経済的困窮）	その他	
	わからない	69.599999999999994	3.5999999999999996	12.2	5.4	1.6	18.8	19.8	16.2	10.6	3	3.5999999999999996	2.8000000000000003	2.8000000000000003	6.8000000000000007	1	2.1999999999999997	3.5999999999999996	4.2	





（備考）「協議離婚制度に関する調査研究業務」（令和２年度法務省委託調査研究）報告書より作成。

（％）



特‐53図 今後離婚する可能性 (2)

		Ⅰ-特‐図 今後離婚する可能性

																								特‐53図 今後離婚する可能性

																								＜女性（n=6,458）＞ ジョセイ														＜男性（n=5,936）＞ ダンセイ

						男性 ダンセイ		女性 ジョセイ		男性 ダンセイ		女性 ジョセイ

				絶対にないと思う		1345		1345		19.0		20.9

				まあないと思う		2523		2523		40.7		39.2

				どちらとも言えない		1027		1027		17.6		15.9

				あるかもしれないと思う		701		701		10.8		10.9

				かなりありそうだと思う		258		258		3.7		4.0

				現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		33		33		0.5		0.5

				わからない・考えられない		555		555		7.8		8.6

						5936		6458

				 		N		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		かなりありそうだと思う		あるかもしれないと思う		どちらとも言えない		まあないと思う		絶対にないと思う		わからない・考えられない

				20代 ダイ		326		0.3		3.7		12.6		17.8		29.4		26.4		9.8

				30代 ダイ		1189		0.9		4.0		13.0		18.4		36.2		18.1		9.4

				40代 ダイ		1721		0.5		6.0		14.0		17.1		35.7		17.0		9.6																										離婚可能性あり リコン カノウセイ

				50代 ダイ		1607		0.7		4.0		11.1		16.7		39.3		19.4		8.7						20代
(n=326) ダイ																				16.6%

				60代 ダイ		1599		0.1		1.9		5.4		11.7		46.8		27.5		6.6						30代
(n=1,189) ダイ																				17.8%

				20代 ダイ		233		2.6		4.3		9.0		14.6		33.9		21.0		14.6						40代
(n=1,721) ダイ																				20.5%

				30代 ダイ		1026		0.9		4.2		11.3		19.1		36.7		19.4		8.4						50代
(n=1,607) ダイ																				15.9%

				40代 ダイ		1600		0.6		5.1		13.6		20.8		35.6		16.1		8.3						60代
(n=1,599) ダイ																				7.4%

				50代 ダイ		1512		0.2		3.4		11.9		17.9		41.3		17.9		7.5						20代
(n=233) ダイ																				15.9%

				60代 ダイ		1544		0.1		2.0		6.6		13.6		49.0		22.5		6.2						30代
(n=1,026) ダイ																				16.4%

																										40代
(n=1,600) ダイ																				19.3%

				女性20代
(n=326) ジョセイ ダイ		326		1		12		41		58		96		86		32						50代
(n=1,512) ダイ																				15.5%

				女性30代
(n=1,189) ジョセイ ダイ		1189		11		47		154		219		431		215		112						60代
(n=1,544) ダイ																				8.7%

				女性40代
(n=1,721) ジョセイ ダイ		1721		8		104		241		295		615		292		166

				女性50代
(n=1,607) ジョセイ ダイ		1607		11		65		179		268		632		312		140

				女性60代
(n=1,599) ジョセイ ダイ		1599		2		30		86		187		749		440		105

				男性20代
(n=233) ダンセイ ダイ		233		6		10		21		34		79		49		34

				男性30代
(n=1,026) ダンセイ ダイ		1026		9		43		116		196		377		199		86

				男性40代
(n=1,600) ダンセイ ダイ		1600		9		81		218		332		570		258		132

				男性50代
(n=1,512) ダンセイ ダイ		1512		3		51		180		271		624		270		113

				男性60代
(n=1,544) ダンセイ ダイ		1544		2		31		102		210		757		347		95



絶対にないと思う	まあないと思う	どちらとも言えない	あるかもしれないと思う	かなりありそうだと思う	現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	わからない・考えられない	18.985629754860501	40.6931530008453	17.633136094674601	10.7692307692308	3.65173288250211	0.49027895181741299	7.7768385460693201	



絶対にないと思う	まあないと思う	どちらとも言えない	あるかもしれないと思う	かなりありそうだと思う	現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	わからない・考えられない	20.8786091276001	39.164855634896	15.942253958398	10.881713753492701	4.0049674014281296	0.51226327227569102	8.6153368519093405	



現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

20代	30代	40代	50代	60代	20代	30代	40代	50代	60代	0.30674846625766899	0.92514718250630801	0.46484601975595602	0.68450528935905397	0.12507817385866199	2.57510729613734	0.87719298245613997	0.5625	0.19841269841269801	0.12953367875647701	かなりありそうだと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	20代	30代	40代	50代	60代	3.6809815950920202	3.9529015979815001	6.0429982568274303	4.0448039825762301	1.8761726078799299	4.2918454935622297	4.1910331384015604	5.0625	3.3730158730158699	2.00777202072539	あるかもしれないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	20代	30代	40代	50代	60代	12.576687116564401	12.9520605550883	14.0034863451482	11.138767890479199	5.3783614759224498	9.0128755364806903	11.306042884990299	13.625	11.9047619047619	6.6062176165803104	どちらとも言えない	

20代	30代	40代	50代	60代	20代	30代	40代	50代	60代	17.791411042944802	18.4188393608074	17.141196978500901	16.677037958929699	11.6948092557849	14.5922746781116	19.103313840155899	20.75	17.923280423280399	13.6010362694301	まあないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	20代	30代	40代	50代	60代	29.4478527607362	36.248948696383501	35.735037768739097	39.327940261356602	46.8417761100688	33.905579399141601	36.744639376218302	35.625	41.269841269841301	49.028497409326398	絶対にないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	20代	30代	40代	50代	60代	26.380368098159501	18.082422203532399	16.966879721092401	19.415059116365899	27.517198248905601	21.0300429184549	19.395711500974699	16.125	17.8571428571429	22.474093264248701	わからない・考えられない	

20代	30代	40代	50代	60代	20代	30代	40代	50代	60代	9.8159509202454007	9.4196804037005908	9.6455549099360791	8.7118855009334197	6.5666041275797404	14.5922746781116	8.3820662768031209	8.25	7.4735449735449704	6.1528497409326404	





現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

20代	30代	40代	50代	60代	0.30674846625766899	0.92514718250630801	0.46484601975595602	0.68450528935905397	0.12507817385866199	かなりありそうだと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	3.6809815950920202	3.9529015979815001	6.0429982568274303	4.0448039825762301	1.8761726078799299	あるかもしれないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	12.576687116564401	12.9520605550883	14.0034863451482	11.138767890479199	5.3783614759224498	どちらとも言えない	

20代	30代	40代	50代	60代	17.791411042944802	18.4188393608074	17.141196978500901	16.677037958929699	11.6948092557849	まあないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	29.4478527607362	36.248948696383501	35.735037768739097	39.327940261356602	46.8417761100688	絶対にないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	26.380368098159501	18.082422203532399	16.966879721092401	19.415059116365899	27.517198248905601	わからない・考えられない	

20代	30代	40代	50代	60代	9.8159509202454007	9.4196804037005908	9.6455549099360791	8.7118855009334197	6.5666041275797404	





現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

20代	30代	40代	50代	60代	2.57510729613734	0.87719298245613997	0.5625	0.19841269841269801	0.12953367875647701	かなりありそうだと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	4.2918454935622297	4.1910331384015604	5.0625	3.3730158730158699	2.00777202072539	あるかもしれないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	9.0128755364806903	11.306042884990299	13.625	11.9047619047619	6.6062176165803104	どちらとも言えない	

20代	30代	40代	50代	60代	14.5922746781116	19.103313840155899	20.75	17.923280423280399	13.6010362694301	まあないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	33.905579399141601	36.744639376218302	35.625	41.269841269841301	49.028497409326398	絶対にないと思う	

20代	30代	40代	50代	60代	21.0300429184549	19.395711500974699	16.125	17.8571428571429	22.474093264248701	わからない・考えられない	

20代	30代	40代	50代	60代	14.5922746781116	8.3820662768031209	8.25	7.4735449735449704	6.1528497409326404	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）
　　　　　　　より作成。
　　　　２．現在結婚している人（事実婚・内縁を含む）が対象。
　　　　３．「離婚可能性あり」は、「現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である」「かなりありそうだと思う」
　　　　　　「あるかもしれないと思う」の累計値。

離婚可能性あり：
14.9％

離婚可能性あり：
15.4％

印刷イメージ

（％）



特‐38図 これまでの恋人の人数、デートした人数 (2)

		Ⅰ-特‐図 これまでの恋人の人数、デートした人数 ニンズウ

				[%131]						【表頭２】Q44S2 [中学卒業から最初の結婚まで、「恋人として交際」した人数（結婚相手含む）]あなたには、以下のような人が何人ぐらいいるか、それぞれお答えください。（それぞれ1つ）

										全体

						【表側１】HQ2 婚姻状況
【表側２】R性年代(10区分) （10区分）				全体		0人		1人		2人		3人		4人		5人		6人		7人		8人		9人		10人		11人		12人		13人		14人		15人以上		答えたくない・覚えていない



				全体						20000		13.2		14.6		14.1		15.0		7.1		8.0		2.9		1.7		1.2		0.4		1.9		0.2		0.2		0.1		0.0		1.2		18.2

				全体		女性/20代				1532		21.5		14.7		11.7		11.3		6.7		7.5		3.1		1.9		1.0		0.8		1.6		0.4		0.2		0.1		0.1		0.2		17.1

						女性/30代				1811		10.7		12.9		12.3		13.7		8.3		9.9		4.7		2.8		1.5		0.7		2.5		0.4		0.2		0.3		0.0		1.7		17.4

						女性/40代				2392		6.5		12.6		14.3		15.4		8.7		9.4		2.9		2.1		1.8		0.4		2.2		0.3		0.3		0.1		0.0		1.3		21.8

						女性/50代				2204		7.1		14.6		16.8		16.9		6.7		7.7		2.8		1.0		1.2		0.3		1.4		0.1		0.0		0.1		0.0		1.0		22.4

						女性/60代				2140		8.6		20.4		18.6		18.0		5.0		6.0		1.3		0.7		0.5		0.1		0.8		0.0		0.1		0.0		0.0		0.3		19.6

						男性/20代				1546		34.7		14.2		9.8		8.7		4.3		4.7		2.8		2.1		1.5		0.5		1.1		0.3		0.2		0.1		0.0		0.6		14.3

						男性/30代				1810		18.8		12.2		11.9		13.9		7.8		7.3		4.1		2.4		1.7		0.6		2.3		0.4		0.2		0.2		0.1		1.2		15.0

						男性/40代				2389		12.0		12.5		12.9		15.4		8.6		8.4		3.4		2.3		0.8		0.6		2.3		0.4		0.3		0.1		0.0		2.1		17.9

						男性/50代				2159		10.8		13.1		14.6		16.4		7.4		9.1		2.5		1.3		1.3		0.4		1.9		0.1		0.2		0.1		0.0		2.2		18.5

						男性/60代				2017		11.2		18.5		16.0		16.6		6.8		8.7		1.6		0.7		0.6		0.2		2.1		0.0		0.2		0.0		0.0		1.6		15.0

				全体						7643		24.3		11.4		11.0		10.3		5.0		6.0		2.3		1.6		1.2		0.4		1.6		0.3		0.2		0.1		0.0		1.2		23.1

				独身		女性/20代/独身 ドクシン				1206		25.2		14.3		11.6		9.9		6.3		6.3		2.5		1.7		1.0		0.7		1.2		0.5		0.2		0.1		0.1		0.1		18.4

						女性/30代/独身				622		22.0		10.9		9.3		9.5		5.1		7.1		3.4		2.3		1.0		0.5		1.6		0.3		0.2		0.2		0.0		1.1		25.6

						女性/40代/独身				671		13.7		10.3		9.4		11.5		7.2		7.2		0.9		2.1		2.4		0.4		2.2		0.3		0.0		0.1		0.0		1.5		30.8

						女性/50代/独身				597		11.9		9.2		12.2		12.9		6.2		8.4		2.7		1.2		1.2		0.5		2.0		0.3		0.2		0.2		0.0		1.5		29.5

						女性/60代/独身				541		8.1		15.2		17.4		17.0		5.9		5.0		1.7		0.7		0.4		0.2		1.1		0.0		0.2		0.0		0.0		0.7		26.4

						男性/20代/独身				1313		39.3		12.9		9.7		7.6		3.7		3.9		2.4		1.8		1.4		0.4		1.1		0.3		0.2		0.1		0.0		0.5		14.7

						男性/30代/独身				784		34.8		7.9		10.8		9.1		4.5		5.1		2.8		1.5		1.0		0.3		1.4		0.3		0.0		0.0		0.0		0.5		20.0

						男性/40代/独身				789		23.7		9.8		9.4		10.9		3.4		4.8		3.0		2.3		1.3		0.3		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		2.2		27.4

						男性/50代/独身				647		21.8		7.3		11.0		8.5		3.9		8.3		1.7		1.1		1.4		0.3		2.2		0.2		0.6		0.0		0.0		3.1		28.7

						男性/60代/独身				473		19.5		14.8		12.3		11.4		4.0		7.0		0.8		0.8		0.8		0.4		2.5		0.2		0.4		0.0		0.0		2.5		22.4

				全体						12357		6.3		16.5		16.0		17.8		8.5		9.2		3.3		1.8		1.2		0.5		2.0		0.2		0.2		0.1		0.0		1.3		15.1

				既婚（事実婚含む）		女性/20代/既婚 キコン				326		7.7		16.0		12.0		16.6		8.3		12.0		5.5		2.8		1.2		1.5		3.1		0.0		0.3		0.0		0.3		0.6		12.3

						女性/30代/既婚 キコン				1189		4.7		14.0		13.8		16.0		10.0		11.4		5.5		3.1		1.8		0.8		2.9		0.4		0.3		0.3		0.0		1.9		13.1

						女性/40代/既婚 キコン				1721		3.7		13.5		16.2		17.0		9.4		10.2		3.7		2.1		1.6		0.3		2.2		0.3		0.3		0.1		0.1		1.2		18.2

						女性/50代/既婚 キコン				1607		5.4		16.6		18.5		18.4		6.8		7.4		2.8		0.9		1.2		0.2		1.2		0.0		0.0		0.1		0.0		0.7		19.8

						女性/60代/既婚 キコン				1599		8.7		22.2		19.0		18.3		4.6		6.3		1.1		0.8		0.6		0.1		0.8		0.1		0.1		0.0		0.0		0.1		17.3

						男性/20代/既婚 キコン				233		9.0		21.9		10.3		15.0		7.7		9.0		5.2		3.9		1.7		1.3		0.9		0.4		0.4		0.0		0.0		1.3		12.0

						男性/30代/既婚 キコン				1026		6.6		15.5		12.7		17.5		10.3		9.0		5.1		3.1		2.2		0.8		3.0		0.5		0.4		0.4		0.1		1.7		11.1

						男性/40代/既婚 キコン				1600		6.2		13.9		14.6		17.6		11.2		10.2		3.6		2.4		0.6		0.8		2.6		0.6		0.4		0.2		0.0		2.0		13.3

						男性/50代/既婚 キコン				1512		6.1		15.6		16.2		19.8		8.9		9.4		2.9		1.3		1.3		0.4		1.9		0.1		0.1		0.1		0.0		1.9		14.2

						男性/60代/既婚 キコン				1544		8.6		19.6		17.2		18.2		7.7		9.3		1.9		0.6		0.5		0.2		2.0		0.0		0.1		0.1		0.0		1.3		12.7

				[%132]						【表頭２】Q44S3 [中学卒業から最初の結婚まで、「デート」した人数（結婚相手含む、恋人でない人含む）]あなたには、以下のような人が何人ぐらいいるか、それぞれお答えください。（それぞれ1つ）

										全体

						【表側１】HQ2 婚姻状況
【表側２】R性年代(10区分) （10区分）				全体		0人		1人		2人		3人		4人		5人		6人		7人		8人		9人		10人		11人		12人		13人		14人		15人以上		答えたくない・覚えていない



				全体						20000		12.0		9.8		8.6		10.5		6.6		8.9		4.0		3.0		2.3		1.2		4.6		0.6		0.5		0.2		0.2		5.1		22.1

				全体		女性/20代				1532		21.2		8.9		7.9		8.3		5.4		6.5		3.7		3.3		2.0		1.6		3.5		0.9		0.7		0.1		0.1		3.5		22.3

						女性/30代				1811		10.0		9.4		7.2		8.2		7.2		7.3		4.8		3.7		2.4		2.1		5.1		1.1		0.8		0.5		0.4		7.1		22.6

						女性/40代				2392		5.9		7.7		8.1		10.0		6.8		9.8		3.7		3.2		2.8		1.7		5.4		0.7		0.6		0.4		0.1		6.0		27.0

						女性/50代				2204		5.9		9.2		10.3		11.6		7.2		9.0		4.0		2.8		2.0		0.8		5.2		0.4		0.2		0.2		0.0		4.4		26.8

						女性/60代				2140		6.4		12.1		10.7		14.7		6.9		11.3		3.6		2.4		1.6		0.3		3.4		0.2		0.3		0.1		0.0		2.0		23.9

						男性/20代				1546		34.9		11.3		7.1		6.2		4.7		4.5		3.8		2.8		1.2		0.8		2.4		0.6		0.3		0.1		0.2		3.1		16.0

						男性/30代				1810		18.3		10.5		7.8		9.2		6.1		7.6		4.4		2.9		2.5		1.3		3.8		1.1		0.2		0.4		0.5		5.3		18.1

						男性/40代				2389		11.4		9.0		8.5		9.8		6.2		8.4		4.7		3.8		2.6		1.2		4.7		0.8		0.6		0.4		0.0		6.2		21.6

						男性/50代				2159		8.8		9.5		8.1		11.2		6.3		10.3		3.6		2.7		2.5		1.2		5.8		0.5		0.5		0.1		0.1		7.1		21.8

						男性/60代				2017		7.3		11.3		9.1		13.7		8.2		11.7		3.2		2.7		2.4		0.7		5.6		0.2		0.3		0.0		0.2		5.1		18.2

				全体						7643		23.4		7.2		7.4		7.7		4.7		6.3		3.1		2.4		1.6		0.9		3.4		0.6		0.3		0.2		0.1		4.6		26.2

				独身		女性/20代/独身 ドクシン				1206		25.1		8.4		7.5		8.0		4.8		5.6		3.3		2.9		1.9		1.5		3.2		0.8		0.7		0.1		0.0		3.2		23.0

						女性/30代/独身				622		21.5		6.8		6.8		5.8		5.0		4.7		3.2		2.9		2.6		1.0		3.9		1.3		0.6		0.3		0.3		4.8		28.6

						女性/40代/独身				671		12.4		5.7		6.6		7.2		4.8		8.3		3.1		2.1		1.9		1.9		4.5		0.6		0.1		0.0		0.1		7.0		33.7

						女性/50代/独身				597		10.9		5.5		7.9		9.7		5.7		8.0		3.0		2.3		1.5		0.7		5.2		0.5		0.3		0.3		0.0		5.0		33.3

						女性/60代/独身				541		6.7		10.2		9.8		12.4		6.8		9.6		3.3		2.4		1.3		0.2		2.4		0.2		0.2		0.2		0.0		2.4		32.0

						男性/20代/独身				1313		39.8		8.9		6.9		5.5		4.3		4.2		3.1		2.7		1.1		0.7		2.1		0.6		0.3		0.1		0.2		3.2		16.1

						男性/30代/独身				784		34.1		6.4		8.0		6.1		3.6		6.5		2.8		1.7		1.0		0.8		1.8		0.6		0.3		0.5		0.3		3.6		22.1

						男性/40代/独身				789		22.9		6.5		7.0		7.1		3.4		5.3		2.8		2.3		1.8		0.4		4.1		0.6		0.1		0.0		0.0		5.6		30.2

						男性/50代/独身				647		19.2		5.4		6.5		7.1		3.4		5.9		3.2		1.7		2.2		0.3		4.6		0.2		0.2		0.2		0.0		7.9		32.1

						男性/60代/独身				473		15.4		6.1		8.2		12.5		7.2		9.5		2.3		1.9		1.5		0.6		3.4		0.4		0.2		0.0		0.0		5.9		24.7

				全体						12357		4.9		11.4		9.3		12.2		7.7		10.4		4.5		3.4		2.6		1.3		5.4		0.6		0.5		0.3		0.2		5.3		19.6

				既婚（事実婚含む）		女性/20代/既婚 キコン				326		6.7		11.0		9.2		9.5		7.7		9.5		5.2		4.9		2.5		2.1		4.6		1.2		0.6		0.0		0.3		4.9		19.9

						女性/30代/既婚 キコン				1189		4.0		10.8		7.4		9.4		8.3		8.7		5.6		4.1		2.4		2.7		5.8		1.0		0.8		0.6		0.5		8.2		19.5

						女性/40代/既婚 キコン				1721		3.4		8.5		8.7		11.1		7.6		10.4		3.9		3.6		3.1		1.6		5.8		0.8		0.8		0.6		0.1		5.6		24.4

						女性/50代/既婚 キコン				1607		4.0		10.5		11.3		12.3		7.7		9.4		4.4		2.9		2.2		0.8		5.2		0.3		0.2		0.1		0.1		4.1		24.4

						女性/60代/既婚 キコン				1599		6.3		12.7		11.1		15.4		6.9		11.8		3.8		2.4		1.8		0.4		3.8		0.2		0.4		0.1		0.0		1.9		21.2

						男性/20代/既婚 キコン				233		7.3		24.9		8.6		10.3		6.4		6.4		7.3		3.0		1.3		1.7		3.9		0.4		0.4		0.4		0.0		2.6		15.0

						男性/30代/既婚 キコン				1026		6.2		13.6		7.7		11.5		8.1		8.5		5.7		3.8		3.7		1.7		5.3		1.5		0.2		0.3		0.7		6.6		15.0

						男性/40代/既婚 キコン				1600		5.7		10.3		9.2		11.1		7.5		9.9		5.7		4.6		3.1		1.6		5.1		0.9		0.9		0.6		0.1		6.5		17.4

						男性/50代/既婚 キコン				1512		4.4		11.2		8.7		13.0		7.5		12.2		3.7		3.2		2.7		1.6		6.3		0.6		0.6		0.1		0.1		6.7		17.3

						男性/60代/既婚 キコン				1544		4.9		12.8		9.4		14.1		8.5		12.3		3.5		3.0		2.7		0.7		6.3		0.2		0.4		0.1		0.3		4.8		16.2

																																														特‐38図 これまでの恋人の人数・デートした人数 ズ ニンズウ



&P	


これまでの恋人の人数（女性）



女性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	25.2072968490879	14.3449419568823	11.6086235489221	9.8673300165837503	6.3018242122719696	6.3018242122719696	2.4875621890547301	1.65837479270315	0.99502487562189101	0.66334991708126001	1.24378109452736	0.49751243781094501	0.165837479270315	8.2918739635157501E-2	8.2918739635157501E-2	8.2918739635157501E-2	女性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	22.025723472668801	10.932475884244401	9.32475884244373	9.4855305466237905	5.1446945337620598	7.07395498392283	3.3762057877813501	2.2	508038585209	0.96463022508038598	0.48231511254019299	1.6077170418006399	0.32154340836012901	0.16077170418006401	0.16077170418006401	0	1.12540192926045	女性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	13.710879284649801	10.2831594634873	9.3889716840536508	11.4754098360656	7.1535022354694497	7.1535022354694497	0.894187779433681	2.0864381520119202	2.3845007451564801	0.447093889716841	2.2354694485842002	0.29806259314456002	0	0.14903129657228001	0	1.4903129657228	女性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	11.892797319933001	9.2127303182579592	12.227805695142401	12.897822445561101	6.1976549413735302	8.3752093802345104	2.6800670016750399	1.1725293132328301	1.1725293132328301	0.50251256281406997	2.0100502512562799	0.33500837520937998	0.16750418760468999	0.16750418760468999	0	1.50753768844221	女性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.1330868761552697	15.1571164510166	17.375231053604399	17.0055452865065	5.9149722735674697	4.99075785582255	1.66358595194085	0.73937153419593304	0.36968576709796702	0.18484288354898301	1.1090573012939	0	0.18484288354898301	0	0	0.73937153419593304	女性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	7.6687116564417197	15.9509202453988	11.9631901840491	16.564417177914098	8.2822085889570491	11.9631901840491	5.5214723926380396	2.7607361963190198	1.22699386503067	1.53374233128834	3.0674846625766898	0	0.30674846625766899	0	0.30674846625766899	0.61349693251533699	女性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.7098402018502901	13.961312026913401	13.7931034482759	15.979814970563501	10.008410428931899	11.4381833473507	5.4667788057190903	3.1118587047939399	1.76619007569386	0.75693860386879697	2.9436	501261564301	0.42052144659377599	0.25231286795626601	0.33641715727502097	0	1.93439865433137	女性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	3.7187681580476499	13.4805345729227	16.153399186519501	16.966879721092401	9.3550261475886103	10.226612434631001	3.66066240557815	2.0918070889017999	1.5688553166763499	0.348634514816967	2.2080185938407899	0.29052876234747199	0.348634514816967	0.116211504938989	5.8105752469494502E-2	1.16211504938989	女性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	5.3515868077162398	16.614810205351599	18.481642812694499	18.4194150591164	6.8450528935905401	7.4051026757934002	2.8002489110143101	0.87118855009334195	1.1823273179838201	0.24891101431238299	1.1823273179838201	0	0	6.2227753578095797E-2	0	0.74673304293715004	女性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.6929330831769906	22.2013758599124	19.0118824265166	18.3239524702939	4.62789243277048	6.3164477798624103	1.1257035647279501	0.75046904315197005	0.56285178236397704	6.25390869293308E-2	0.75046904315197005	6.25390869293308E-2	0.12507817385866199	0	0	0.12507817385866199	







デートした人数（女性）



女性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	25.124378109452699	8.3747927031509093	7.5456053067993398	7.9601990049751201	4.8092868988391402	5.6384742951907096	3.3167495854063	2.90215588723051	1.90713101160862	1.4925373134328399	3.23383084577114	0.82918739635157501	0.66334991708126001	8.2918739635157501E-2	0	3.1509121061359902	女性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	21.543408360128598	6.7524115755627001	6.7524115755627001	5.7877813504823203	4.9839228295819904	4.6623794212218597	3.21543408360129	2.8938906752411602	2.5723472668810299	0.96463022508038598	3.8585209003215399	1.2861736334405101	0.64308681672025703	0.32154340836012901	0.32154340836012901	4.8231511254019299	女性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	12.3695976154993	5.6631892697466499	6.5573770491803298	7.1535022354694497	4.76900149031297	8.3457526080476896	3.12965722801788	2.0864381520119202	1.93740685543964	1.93740685543964	4.4709388971684101	0.59612518628912103	0.14903129657228001	0	0.14903129657228001	7.0044709388971702	女性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	10.887772194304899	5.5276381909547698	7.8726968174204401	9.7152428810720295	5.6951423785594599	8.0402010050251196	3.0150753768844201	2.3450586264656601	1.50753768844221	0.67001675041876096	5.1926298157453896	0.50251256281406997	0.33500837520937998	0.33500837520937998	0	5.0251256281407004	女性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.6543438077634001	10.166358595194099	9.7966728280961206	12.384473197781899	6.8391866913123804	9.6118299445471305	3.3271719038817	2.40295748613678	1.2939001848428799	0.18484288354898301	2.40295748613678	0.18484288354898301	0.18484288354898301	0.18484288354898301	0	2.40295748613678	女性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.74846625766871	11.0429447852761	9.2024539877300597	9.5092024539877293	7.6687116564417197	9.5092024539877293	5.21472392638037	4.9079754601227004	2.4539877300613502	2.1472392638036801	4.6012269938650299	1.22699386503067	0.61349693251533699	0	0.30674846625766899	4.9079754601227004	女性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.0370058873002499	10.7653490328007	7.4011774600504596	9.4196804037005908	8.3263246425567701	8.7468460891505497	5.6349873843565996	4.1211101766190099	2.3549201009251499	2.	69133725820017	5.8031959629941099	1.00925147182506	0.84104289318755299	0.58873002523128704	0.50462573591253201	8.2422203532380092	女性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	3.3701336432306799	8.5415456130156908	8.7158628704241696	11.0981987216734	7.6118535735037796	10.400929692039499	3.8930854154561301	3.6025566531086599	3.1377106333526998	1.5688553166763499	5.7524694944799499	0.75537478210342801	0.81348053457292302	0.58105752469494498	0.116211504938989	5.6362579895409599	女性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.0448039825762301	10.516490354698201	11.263223397635301	12.321095208462999	7.71624144368388	9.3963907902924699	4.4181705040447996	2.9247044181705002	2.24019912881145	0.80896079651524599	5.1649035469819502	0.31113876789047901	0.18668326073428701	0.124455507156192	6.2227753578095797E-2	4.1070317361543296	女性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.2539086929330798	12.695434646654199	11.0694183864916	15.4471544715447	6.8792995622263904	11.819887429643501	3.75234521575985	2.4390243902439002	1.75109443402126	0.37523452157598502	3.75234521575985	0.18761726078799201	0.37523452157598502	0.12507817385866199	0	1.8761726078799299	







デートした人数（男性）



男性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	39.832444782939803	8.9108910891089099	6.8545316070068498	5.4836252856054797	4.3412033511043404	4.1888804265041903	3.1226199543031199	2.7418126428027398	1.1424219345011399	0.68545316070068496	2.1325209444021298	0.60929169840060904	0.30464584920030502	7.6161462300076199E-2	0.22848438690022	799	3.1987814166031998	男性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	34.0561224489796	6.37755102040816	8.03571428571429	6.12244897959184	3.5714285714285698	6.5051020408163298	2.8061224489795902	1.65816326530612	1.0204081632653099	0.76530612244898	1.78571428571429	0.63775510204081598	0.25510204081632698	0.51020408163265296	0.25510204081632698	3.5714285714285698	男性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	22.940430925221801	6.4638783269962001	6.9708491761723703	7.0975918884664102	3.4220532319391599	5.3231939163498101	2.7883396704689498	2.2813688212927801	1.7743979721166001	0.38022813688212898	4.0557667934093802	0.63371356147021496	0.12674271229404299	0	0	5.5766793409378996	男性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	19.1653786707883	5.40958268933539	6.4914992272024703	7.1097372488408004	3.4003091190108199	5.8732612055641402	3.24574961360124	1.7001545595054099	2.1638330757341602	0.30911901081916499	4.6367851622874801	0.15455950540958299	0.15455950540958299	0.15455950540958299	0	7.8825347758887201	男性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	15.4334038054968	6.1310782241014801	8.2452431289640593	12.4735729386892	7.1881606765327701	9.5137420718816106	2.32558139534884	1.90274841437632	1.47991543340381	0.63424947145877397	3.3826638477801301	0.42283298097251598	0.21141649048625799	0	0	5.9196617336152197	男性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	7.2961373390557904	24.892703862660898	8.5836909871244593	10.300429184549399	6.4377682403433498	6.4377682403433498	7.2961373390557904	3.0042918454935599	1.28755364806867	1.7167381974248901	3.8626609442060098	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0	2.57510729613734	男性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.2378167641325497	13.645224171540001	7.6998050682261203	11.500974658869399	8.0896686159843991	8.4795321637426895	5.6530214424951302	3.8011695906432701	3.70370	37037037002	1.65692007797271	5.2631578947368398	1.4619883040935699	0.19493177387914201	0.29239766081871299	0.68226120857699801	6.6276803118908401	男性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	5.6875	10.3125	9.1875	11.125	7.5	9.9375	5.6875	4.5625	3.0625	1.5625	5.0625	0.9375	0.875	0.5625	6.25E-2	6.5	男性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.3650793650793602	11.243386243386199	8.7301587301587293	12.962962962962999	7.5396825396825404	12.1693121693122	3.7037037037037002	3.17460317460317	2.7116402116402099	1.5873015873015901	6.3492063492063497	0.59523809523809501	0.59523809523809501	6.6137566137566106E-2	0.13227513227513199	6.7460317460317496	男性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.8575129533678796	12.8238341968912	9.3911917098445592	14.119170984456	8.4844559585492192	12.3056994818653	3.49740932642487	2.9792746113989601	2.6554404145077699	0.71243523316062196	6.2823834196891202	0.19430051813471499	0.38860103626942999	6.4766839378238406E-2	0.25906735751295301	4.7927461139896401	







こｔｒまでの恋人の人数（男性）



男性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	39.299314546839298	12.8712871287129	9.7486671744097499	7.6161462300076197	3.7319116527037299	3.88423457730388	2.4371667936024402	1.75171363290175	1.4470677837014501	0.380807311500381	1.1424219345011399	0.30464584920030502	0.15232292460015201	7.6161462300076199E-2	0	0.45696877	380045697	男性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	34.821428571428598	7.9081632653061202	10.841836734693899	9.0561224489795897	4.46428571428571	5.1020408163265296	2.8061224489795902	1.53061224489796	1.0204081632653099	0.25510204081632698	1.4030612244898	0.25510204081632698	0	0	0	0.51020408163265296	男性/40代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	23.700887198986099	9.7591888466413206	9.3789607097591894	10.8998732572877	3.4220532319391599	4.8162230671736399	3.04182509505703	2.2813688212927801	1.2674271229404299	0.25348542458808598	1.64765525982256	0	0	0	0	2.15462610899873	男性/50代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	21.7928902627512	7.26429675425039	10.973724884080401	8.5007727975270502	3.8639876352395701	8.3462132921174597	1.7001545595054099	1.0819165378670801	1.39103554868624	0.30911901081916499	2.1638330757341602	0.15455950540958299	0.61823802163833097	0	0	3.09119010819165	男性/60代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	19.450317124735701	14.7991543340381	12.262156448202999	11.416490486257899	4.0169133192388999	6.9767441860465098	0.84566596194503196	0.84566596194503196	0.84566596194503196	0.42283298097251598	2.5369978858350999	0.21141649048625799	0.42283298097251598	0	0	2.5369978858350999	男性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	9.0128755364806903	21.888412017167401	10.300429184549399	15.021459227467799	7.7253218884120196	9.0128755364806903	5.15021459227468	3.8626609442060098	1.7167381974248901	1.28755364806867	0.85836909871244604	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0	0	1.28755364806867	男性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.6276803118908401	15.4970760233918	12.670565302144199	17.543859649122801	10.3313840155945	8.9668615984405395	5.0682261208577	3.1189083820662802	2.2417153996101402	0.77972709551656905	3.0214424951267098	0.487329434697856	0.38986354775828502	0.38986354775828502	9.7465886939571103E-2	1.65692007797271	男性/40代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.1875	13.875	14.5625	17.5625	11.18	75	10.1875	3.625	2.375	0.5625	0.8125	2.625	0.625	0.375	0.1875	0	2	男性/50代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.0846560846560802	15.6084656084656	16.203703703703699	19.7751322751323	8.9285714285714306	9.3915343915343907	2.9100529100529098	1.3227513227513199	1.2566137566137601	0.39682539682539703	1.8518518518518501	6.6137566137566106E-2	6.6137566137566106E-2	0.13227513227513199	0	1.8518518518518501	男性/60代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	8.6139896373056999	19.6243523316062	17.163212435233199	18.199481865285001	7.7072538860103599	9.2616580310880803	1.8782383419689099	0.64766839378238295	0.51813471502590702	0.19430051813471499	2.00777202072539	0	0.12953367875647701	6.4766839378238406E-2	0	1.2953367875647701	







女性（20代）



女性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	25.124378109452699	8.3747927031509093	7.5456053067993398	7.9601990049751201	4.8092868988391402	5.6384742951907096	3.3167495854063	2.90215588723051	1.90713101160862	1.4925373134328399	3.23383084577114	0.82918739635157501	0.66334991708126001	8.2918739635157501E-2	0	3.1509121061359902	女性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.74846625766871	11.0429447852761	9.2024539877300597	9.5092024539877293	7.6687116564417197	9.5092024539877293	5.21472392638037	4.90797546012	27004	2.4539877300613502	2.1472392638036801	4.6012269938650299	1.22699386503067	0.61349693251533699	0	0.30674846625766899	4.9079754601227004	







男性（20代）



男性/20代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	39.832444782939803	8.9108910891089099	6.8545316070068498	5.4836252856054797	4.3412033511043404	4.1888804265041903	3.1226199543031199	2.7418126428027398	1.1424219345011399	0.68545316070068496	2.1325209444021298	0.60929169840060904	0.30464584920030502	7.6161462300076199E-2	0.22848438690022799	3.1987814166031	998	男性/20代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	7.2961373390557904	24.892703862660898	8.5836909871244593	10.300429184549399	6.4377682403433498	6.4377682403433498	7.2961373390557904	3.0042918454935599	1.28755364806867	1.7167381974248901	3.8626609442060098	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0.42918454935622302	0	2.57510729613734	







女性（30代）



女性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	21.543408360128598	6.7524115755627001	6.7524115755627001	5.7877813504823203	4.9839228295819904	4.6623794212218597	3.21543408360129	2.8938906752411602	2.5723472668810299	0.96463022508038598	3.8585209003215399	1.2861736334405101	0.64308681672025703	0.32154340836012901	0.32154340836012901	4.823151125401929	9	女性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	4.0370058873002499	10.7653490328007	7.4011774600504596	9.4196804037005908	8.3263246425567701	8.7468460891505497	5.6349873843565996	4.1211101766190099	2.3549201009251499	2.69133725820017	5.8031959629941099	1.00925147182506	0.84104289318755299	0.58873002523128704	0.50462573591253201	8.2422203532380092	







男性（30代）



男性/30代/独身	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	34.0561224489796	6.37755102040816	8.03571428571429	6.12244897959184	3.5714285714285698	6.5051020408163298	2.8061224489795902	1.65816326530612	1.0204081632653099	0.76530612244898	1.78571428571429	0.63775510204081598	0.25510204081632698	0.51020408163265296	0.25510204081632698	3.5714285714285698	男性/30代/既婚	0人	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	11人	12人	13人	14人	15人以上	6.2378167641325497	13.645224171540001	7.6998050682261203	11.500974658869399	8.0896686159843991	8.4795321637426895	5.6530214424951302	3.8011695	906432701	3.7037037037037002	1.65692007797271	5.2631578947368398	1.4619883040935699	0.19493177387914201	0.29239766081871299	0.68226120857699801	6.6276803118908401	







（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」
　　　　　　（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．これまでの恋人の人数は、中学卒業から最初の結婚まで、「恋人として交際」した人数（結婚相手含む）。
　　　　　　但し結婚した人で「結婚相手が恋人ではない」とする人もいるため、既婚者で「０人」の場合もある。

（％）

（％）

（％）

（％）

５／５ 特38「図」追加



特‐35図 現在の配偶者状況 (2)

		Ⅰ-特‐図 現在の配偶者状況



		 		N		配偶者、恋人はいない（未婚）		配偶者はいないが恋人はいる（未婚）		配偶者（事実婚・内縁）がいる		配偶者（法律婚）がいる						 		N		配偶者、恋人はいない（未婚）		配偶者はいないが恋人はいる（未婚）		配偶者（事実婚・内縁）がいる		配偶者（法律婚）がいる

		20代
(n=1,532)		1532		51.4		27.3		1.4		19.8						20代
(n=1,546)		1546		65.8		19.1		1.5		13.6

		30代
(n=1,811)		1811		27.0		7.3		3.0		62.6						30代
(n=1,810)		1810		35.5		7.8		2.1		54.6

		40代
(n=2,392)		2392		22.1		6.0		2.5		69.4						40代
(n=2,389)		2389		28.4		4.6		2.4		64.6

		50代
(n=2,204)		2204		23.0		4.0		3.1		69.8						50代
(n=2,159)		2159		26.7		3.2		1.9		68.2

		60代
(n=2,140)		2140		22.8		2.5		3.0		71.7						60代
(n=2,017)		2017		21.5		1.9		1.3		75.2



		Q2 配偶者状況／女性 ハイグウシャ ジョウキョウ ジョセイ																Q2 配偶者状況／男性 ハイグウシャ ジョウキョウ ダンセイ

				特‐35図 現在の配偶者状況

										＜女性＞ ジョセイ								＜男性＞ ダンセイ

		 		N		配偶者、恋人はいない（未婚）		配偶者はいないが恋人はいる（未婚）		配偶者（事実婚・内縁）がいる		配偶者（法律婚）がいる						 		N		配偶者、恋人はいない（未婚）		配偶者はいないが恋人はいる（未婚）		配偶者（事実婚・内縁）がいる		配偶者（法律婚）がいる

		60代
(n=2,140)		2140		22.8		2.5		3.0		71.7						60代
(n=2,017)		2017		21.5		1.9		1.3		75.2

		50代
(n=2,204)		2204		23.0		4.0		3.1		69.8						50代
(n=2,159)		2159		26.7		3.2		1.9		68.2

		40代
(n=2,392)		2392		22.1		6.0		2.5		69.4						40代
(n=2,389)		2389		28.4		4.6		2.4		64.6

		30代
(n=1,811)		1811		27.0		7.3		3.0		62.6						30代
(n=1,810)		1810		35.5		7.8		2.1		54.6

		20代
(n=1,532)		1532		51.4		27.3		1.4		19.8						20代
(n=1,546)		1546		65.8		19.1		1.5		13.6



		Q2 配偶者状況／女性 ハイグウシャ ジョウキョウ ジョセイ																Q2 配偶者状況／男性 ハイグウシャ ジョウキョウ ダンセイ



配偶者、恋人はいない（未婚）	

60代	
(n=2,140)	50代	
(n=2,204)	40代	
(n=2,392)	30代	
(n=1,811)	20代	
(n=1,532)	22.757009345794401	23.049001814882001	22.073578595317699	27.001656543346201	51.436031331592702	配偶者はいないが恋人はいる（未婚）	

60代	
(n=2,140)	50代	
(n=2,204)	40代	
(n=2,392)	30代	
(n=1,811)	20代	
(n=1,532)	2.5233644859813098	4.0381125226860304	5.9782608695652204	7.3440088348978501	27.284595300261099	配偶者（事実婚・内縁）がいる	

60代	
(n=2,140)	50代	
(n=2,204)	40代	
(n=2,392)	30代	
(n=1,811)	20代	
(n=1,532)	3.0373831775700899	3.0852994555353899	2.5083612040133798	3.0369961347321901	1.43603133159269	配偶者（法律婚）がいる	

60代	
(n=2,140)	50代	
(n=2,204)	40代	
(n=2,392)	30代	
(n=1,811)	20代	
(n=1,532)	71.682242990654203	69.827586206896598	69.4397993311037	62.617338487023702	19.843342036553501	





配偶者、恋人はいない（未婚）	

60代	
(n=2,017)	50代	
(n=2,159)	40代	
(n=2,389)	30代	
(n=1,810)	20代	
(n=1,546)	21.517104610808101	26.725335803612801	28.421933863541199	35.469613259668499	65.782664941785299	配偶者はいないが恋人はいる（未婚）	

60代	
(n=2,017)	50代	
(n=2,159)	40代	
(n=2,389)	30代	
(n=1,810)	20代	
(n=1,546)	1.9335647000495799	3.2422417786011999	4.6044370029300996	7.8453038674033104	19.146183699870601	配偶者（事実婚・内縁）がいる	

60代	
(n=2,017)	50代	
(n=2,159)	40代	
(n=2,389)	30代	
(n=1,810)	20代	
(n=1,546)	1.3386217154189399	1.85270958777212	2.3859355378819598	2.0994475138121498	1.48771021992238	配偶者（法律婚）がいる	

60代	
(n=2,017)	50代	
(n=2,159)	40代	
(n=2,389)	30代	
(n=1,810)	20代	
(n=1,546)	75.210708973723399	68.179712830013898	64.587693595646698	54.585635359115997	13.5834411384217	





（備考）「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」
        （令和３年度内閣府委託調査）より作成。

印刷イメージ

（％）

（％）

＜男性＞



今週のデータ⇒





特‐39図 今後の結婚願望（独身者対象） (3)

		Ⅰ-特‐図 今後の結婚願望（独身者対象）

		 		N		現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		20代 ダイ		1089		6.3		26.8		31.5		21.3		4.3		9.7		0.0						特‐39図 今後の結婚願望（独身者）

		30代 ダイ		504		2.2		18.8		25.4		28.2		6.7		18.7		0.0																																		結婚意思あり ケッコン イシ		結婚意思なし ケッコン イシ

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		1.0		10.0		20.7		36.7		6.4		25.0		0.2						女性 ジョセイ																												64.6%		14.0%

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		0.4		2.6		10.0		31.1		11.1		44.4		0.4																																		46.4%		25.4%

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		0.7		1.4		5.7		24.3		9.3		57.1		1.4						男性 ダンセイ																												54.4%		19.3%

		20代 ダイ		1194		4.6		22.4		27.5		26.3		5.2		14.1		0.0																																		46.4%		26.5%

		30代 ダイ		694		2.3		18.2		25.9		26.8		5.6		20.9		0.3

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		0.9		12.3		22.8		33.5		5.6		24.2		0.6

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		0.4		6.3		19.9		34.1		6.6		32.3		0.4

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		0.4		6.7		14.9		38.4		3.7		35.4		0.4



		Q16 今後の結婚願望／①独身者（これまで結婚経験無し）

						現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		女性20代
(n=1,089) ジョセイ ダイ		1089		69		292		343		232		47		106		0		1089		0

		女性30代
(n=504) ジョセイ ダイ		504		11		95		128		142		34		94		0		504		0

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		4		42		87		154		27		105		1		420		0

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		1		7		27		84		30		120		1		270		0

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		1		2		8		34		13		80		2		140		0

		男性20代
(n=1,194) ダンセイ ダイ		1194		55		267		328		314		62		168		0		1194		0

		男性30代
(n=694) ダンセイ ダイ		694		16		126		180		186		39		145		2		694		0

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		6		79		147		216		36		156		4		644		0

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		2		29		91		156		30		148		2		458		0

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		1		18		40		103		10		95		1		268		0



現在、既に予定がある・決まっている	

20代	30代	20代	30代	6.3360881542699703	2.1825396825396801	4.6063651591289796	2.3054755043227702	現在、予定はないが是非したい	

20代	30代	20代	30代	26.813590449954098	18.849206349206298	22.361809045226099	18.155619596541801	現在、予定はないが出来ればしたい	

20代	30代	20代	30代	31.496786042240601	25.396825396825399	27.470686767169202	25.936599423631101	どちらでもいいと思う	

20代	30代	20代	30代	21.3039485766759	28.174603174603199	26.298157453936302	26.801152737752201	出来ればしたくない	

20代	30代	20代	30代	4.3158861340679504	6.7460317460317496	5.1926298157453896	5.6195965417867404	したくない	

20代	30代	20代	30代	9.7337006427915505	18.650793650793702	14.070351758794001	20.893371757925099	その他	

20代	30代	20代	30代	0	0	0	0.28818443804034599	





現在、既に予定がある・決まっている	

30代	20代	30代	20代	2.3054755043227702	4.6063651591289796	2.1825396825396801	6.3360881542699703	現在、予定はないが是非したい	

30代	20代	30代	20代	18.155619596541801	22.361809045226099	18.849206349206298	26.813590449954098	現在、予定はないが出来ればしたい	

30代	20代	30代	20代	25.936599423631101	27.470686767169202	25.396825396825399	31.496786042240601	どちらでもいいと思う	

30代	20代	30代	20代	26.801152737752201	26.298157453936302	28.174603174603199	21.3039485766759	出来ればしたくない	

30代	20代	30代	20代	5.6195965417867404	5.1926298157453896	6.7460317460317496	4.3158861340679504	したくない	

30代	20代	30代	20代	20.893371757925099	14.070351758794001	18.650793650793702	9.7337006427915505	その他	

30代	20代	30代	20代	0.28818443804034599	0	0	0	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．独身者のうち、これまで結婚経験がない者が対象。
　　　　３．「結婚意思あり」は、「現在、既に予定がある・決まっている」「現在、予定はないが是非したい」「現在、予定はないが出来ればしたい」の
　　　　　　累計値。
　　　　４．「結婚意思なし」は、「出来ればしたくない」「したくない」の累計値。

印刷イメージ

（％）

（％）

（％）

（％）

５／１１　誤字修正（志⇒思）、３カ所

（％）



特‐39図 今後の結婚願望（独身者対象） (4)

		Ⅰ-特‐図 今後の結婚願望（独身者対象）

		 		N		現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		女性20代
(n=1,089) ジョセイ ダイ		1089		6.3		26.8		31.5		21.3		4.3		9.7		0.0						特‐39図 今後の結婚願望（独身者）

		女性30代
(n=504) ジョセイ ダイ		504		2.2		18.8		25.4		28.2		6.7		18.7		0.0																																		結婚意思あり ケッコン イシ		どちらでもいい		結婚意思なし ケッコン イシ

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		1.0		10.0		20.7		36.7		6.4		25.0		0.2						女性 ジョセイ																												64.6%		21.3%		14.0%

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		0.4		2.6		10.0		31.1		11.1		44.4		0.4																																		46.4%		28.2%		25.4%

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		0.7		1.4		5.7		24.3		9.3		57.1		1.4																																		31.7%		36.7%		31.4%

		男性20代
(n=1,194) ダンセイ ダイ		1194		4.6		22.4		27.5		26.3		5.2		14.1		0.0																																		13.0%		31.1%		55.6%

		男性30代
(n=694) ダンセイ ダイ		694		2.3		18.2		25.9		26.8		5.6		20.9		0.3																																		7.9%		24.3%		66.4%

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		0.9		12.3		22.8		33.5		5.6		24.2		0.6						男性 ダンセイ																												54.4%		26.3%		19.3%

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		0.4		6.3		19.9		34.1		6.6		32.3		0.4																																		46.4%		26.8%		26.5%

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		0.4		6.7		14.9		38.4		3.7		35.4		0.4																																		36.0%		33.5%		29.8%

																																																				26.6%		34.1%		38.9%

		Q16 今後の結婚願望／①独身者（これまで結婚経験無し）																																																		22.0%		38.4%		39.2%

						現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		女性20代
(n=1,089) ジョセイ ダイ		1089		69		292		343		232		47		106		0		1089		0

		女性30代
(n=504) ジョセイ ダイ		504		11		95		128		142		34		94		0		504		0

		女性40代
(n=420) ジョセイ ダイ		420		4		42		87		154		27		105		1		420		0

		女性50代
(n=270) ジョセイ ダイ		270		1		7		27		84		30		120		1		270		0

		女性60代
(n=140) ジョセイ ダイ		140		1		2		8		34		13		80		2		140		0

		男性20代
(n=1,194) ダンセイ ダイ		1194		55		267		328		314		62		168		0		1194		0

		男性30代
(n=694) ダンセイ ダイ		694		16		126		180		186		39		145		2		694		0

		男性40代
(n=644) ダンセイ ダイ		644		6		79		147		216		36		156		4		644		0

		男性50代
(n=458) ダンセイ ダイ		458		2		29		91		156		30		148		2		458		0

		男性60代
(n=268) ダンセイ ダイ		268		1		18		40		103		10		95		1		268		0

		 		N		現在、既に予定がある・決まっている ゲンザイ スデ ヨテイ キ		現在、予定はないが是非したい ゲンザイ ヨテイ ゼヒ		現在、予定はないが出来ればしたい ゲンザイ ヨテイ デキ		どちらでもいいと思う オモ		出来ればしたくない デキ		したくない		その他 ホカ

		60代 ダイ		268		0.4		6.7		14.9		38.4		3.7		35.4		0.4

		50代 ダイ		458		0.4		6.3		19.9		34.1		6.6		32.3		0.4

		40代 ダイ		644		0.9		12.3		22.8		33.5		5.6		24.2		0.6

		30代 ダイ		694		2.3		18.2		25.9		26.8		5.6		20.9		0.3

		20代 ダイ		1194		4.6		22.4		27.5		26.3		5.2		14.1		0.0

		60代 ダイ		140		0.7		1.4		5.7		24.3		9.3		57.1		1.4

		50代 ダイ		270		0.4		2.6		10.0		31.1		11.1		44.4		0.4

		40代 ダイ		420		1.0		10.0		20.7		36.7		6.4		25.0		0.2

		30代 ダイ		504		2.2		18.8		25.4		28.2		6.7		18.7		0.0

		20代 ダイ		1089		6.3		26.8		31.5		21.3		4.3		9.7		0.0





現在、既に予定がある・決まっている	

60代	50代	40代	30代	20代	60代	50代	40代	30代	20代	0.37313432835820898	0.43668122270742399	0.93167701863354002	2.3054755043227702	4.6063651591289796	0.71428571428571397	0.37037037037037002	0.9523809523	80952	2.1825396825396801	6.3360881542699703	現在、予定はないが是非したい	

60代	50代	40代	30代	20代	60代	50代	40代	30代	20代	6.7164179104477597	6.3318777292576396	12.2670807453416	18.155619596541801	22.361809045226099	1.4285714285714299	2.5925925925925899	10	18.849206349206298	26.813590449954098	現在、予定はないが出来ればしたい	

60代	50代	40代	30代	20代	60代	50代	40代	30代	20代	14.9253731343284	19.868995633187801	22.826086956521699	25.936599423631101	27.470686767169202	5.71428571428571	10	20.714285714285701	25.396825396825399	31.496786042240601	どちらでもいいと思う	

60代	50代	40代	30代	20代	60代	50代	40代	30代	20代	38.432835820895498	34.061135371178999	33.5403726708075	26.801152737752201	26.298157453936302	24.285714285714299	31.1111111111111	36.6666666666667	28.174603174603199	21.3039485766759	出来ればしたくない	

60代	50代	40代	30代	20代	60代	50代	40代	30代	20代	3.7313432835820901	6.5502183406113499	5.5900621118012399	5.6195965417867404	5.1926298157453896	9.28571428571429	11.1111111111111	6.4285714285714297	6.7460317460317496	4.3158861340679504	したくない	

60代	50代	40代	30代	20代	60代	50代	40代	30代	20代	35.447761194029901	32.314410480349302	24.223602484472	20.893371757925099	14.070351758794001	57.142857142857103	44.4444444444444	25	18.650793650793702	9.7337006427915505	その他	

60代	50代	40代	30代	20代	60代	50代	40代	30代	20代	0.37313432835820898	0.43668122270742399	0.62111801242235998	0.28818443804034599	0	1.4285714285714299	0.37037037037037002	0.238095238095238	0	0	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．独身者のうち、これまで結婚経験がない者が対象。
　　　　３．「結婚意思あり」は、「現在、既に予定がある・決まっている」「現在、予定はないが是非したい」「現在、予定はないが出来ればしたい」の累計値。
　　　　４．「結婚意思なし」は、「出来ればしたくない」「したくない」の累計値。

印刷イメージ

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

５／１１　誤字修正（志⇒思）、３カ所



特‐46図 過去の離婚経験 (2)

		[N005]						【表頭２】Q3 過去に離婚・死別の経験はありますか。（いくつでも）

								全体

				【表側１】HQ2 婚姻状況
【表側２】R性年代(10区分) （10区分）				全体		過去に離婚・死別の経験はない		過去に離婚したことがある（離別死別両方の人も含む） リベツ シベツ リョウホウ ヒト フク		過去に死別したことがある
（離別死別両方の人も含む）		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない										既婚・過去に離婚・死別の経験はない キコン		既婚・過去に死別したことがある キコン カコ シベツ		既婚・過去に離婚したことがある キコン カコ リコン		独身・過去に離婚したことがある ドクシン カコ リコン		独身・過去に死別したことがある ドクシン カコ シベツ		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない コタ						合計 ゴウケイ										既婚・過去に離婚・死別の経験はない キコン		既婚・過去に死別したことがある キコン カコ シベツ		既婚・過去に離婚したことがある キコン カコ リコン		独身・過去に離婚したことがある ドクシン カコ リコン		独身・過去に死別したことがある ドクシン カコ シベツ		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない コタ		合計 ゴウケイ		N

																										女性/50代		1411		10		149		267		35		270		63				2205		2204								女性/20代		298		1		13		17		3		1089		111		1532		1532

		全体						20000		11058		2232		362		5682		702								女性/60代		1442		16		116		271		127		140		39				2151		2140								女性/30代		1058		8		80		90		3		504		68		1811		1811

		全体		女性/20代				1532		298		30		5		1089		111								男性/50代		1362		6		126		157		13		458		38				2160		2159								女性/40代		1525		12		132		214		13		420		76		2392		2392

				女性/30代				1811		1058		170		14		504		68								男性/60代		1418		10		100		156		45		268		28				2025		2017								女性/50代		1411		10		149		267		34		270		63		2204		2204

				女性/40代				2392		1525		346		31		420		76																																				女性/60代		1442		14		116		271		118		140		39		2140		2140

				女性/50代				2204		1411		416		45		270		63																																				男性/20代		188		4		19		8		1		1194		132		1546		1546

				女性/60代				2140		1442		387		143		140		39																																				男性/30代		922		11		57		36		10		694		80		1810		1810

				男性/20代				1546		188		27		6		1194		132																																				男性/40代		1434		14		115		109		5		645		67		2389		2389

				男性/30代				1810		922		93		22		694		80																																				男性/50代		1362		6		126		157		12		458		38		2159		2159

				男性/40代				2389		1434		224		22		645		67										既婚・過去に離婚・死別の経験はない キコン		既婚・過去に死別したことがある キコン カコ シベツ		既婚・過去に離婚したことがある キコン カコ リコン		独身・過去に離婚したことがある ドクシン カコ リコン		独身・過去に死別したことがある ドクシン カコ シベツ		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない コタ														男性/60代		1418		9		100		156		38		268		28		2017		2017

				男性/50代				2159		1362		283		19		458		38								女性/50代		64.0		0.5		6.8		12.1		1.6		12.3		2.9																														20000		20000

				男性/60代				2017		1418		256		55		268		28								女性/60代		67.4		0.7		5.4		12.7		5.9		6.5		1.8

				無回答				0		0		0		0		0		0								男性/50代		63.1		0.3		5.8		7.3		0.6		21.2		1.8																既婚・過去に離婚・死別の経験はない キコン		既婚・過去に死別したことがある キコン カコ シベツ		既婚・過去に離婚したことがある キコン カコ リコン		独身・過去に離婚したことがある ドクシン カコ リコン		独身・過去に死別したことがある ドクシン カコ シベツ		これまで一度も結婚していたことはない		答えたくない以外計 コタ イガイ ケイ				離婚経験あり リコン ケイケン

		全体						7643		0		1325		263		5682		399		回答計 カイトウ ケイ		重複 チョウフク		死別のみ シベツ		男性/60代		70.3		0.5		5.0		7.7		2.2		13.3		1.4														20代
(n=1,421)		21.0		0.1		0.9		1.2		0.2		76.6		1421		0		2.1

		独身		女性/20代				1206		0		17		4		1089		97		1207		1		3				特‐46図 過去の離婚の経験 カコ リコン ケイケン																										30代
(n=1,743)		60.7		0.5		4.6		5.2		0.2		28.9		1743		0		9.8

				女性/30代				622		0		90		4		504		25		623		1		3																														女性/40代
(n=2,316)		65.8		0.5		5.7		9.2		0.6		18.1		2316		0		14.9

				女性/40代				671		0		214		18		420		24		676		5		13																														50代		65.9		0.5		7.0		12.5		1.6		12.6		2141		0		19.4

				女性/50代				597		0		267		35		270		26		598		1		34																														60代		68.6		0.7		5.5		12.9		5.6		6.7		2101		0		18.4

				女性/60代				541		0		271		127		140		12		550		9		118																														20代
(n=1,414)		13.3		0.3		1.3		0.6		0.1		84.4		1414		0		1.9

				男性/20代				1313		0		8		1		1194		110		1313		0		1																				2.1111893033										30代
(n=1,730)		53.3		0.6		3.3		2.1		0.6		40.1		1730		0		5.4

				男性/30代				784		0		36		10		694		44		784		0		10																				9.7532989099										40代
(n=2,322)		61.8		0.6		5.0		4.7		0.2		27.8		2322		0		9.6

				男性/40代				789		0		109		6		645		30		790		1		5																				14.9395509499										50代		64.2		0.3		5.9		7.4		0.6		21.6		2121		0		13.3

				男性/50代				647		0		157		13		458		20		648		1		12																				19.4301728164										60代		71.3		0.5		5.0		7.8		1.9		13.5		1989		0		12.9

				男性/60代				473		0		156		45		268		11		480		7		38																				18.4198000952

				無回答				0		0		0		0		0		0				0		0																				1.909476662

		全体						12357		11058		907		99		0		303																										5.3757225434

		既婚（事実婚含む）		女性/20代				326		298		13		1		0		14		326		0		1																				9.6468561585

				女性/30代				1189		1058		80		10		0		43		1191		2		8																				13.3427628477

				女性/40代				1721		1525		132		13		0		52		1722		1		12																				12.8707893414

				女性/50代				1607		1411		149		10		0		37		1607		0		10

				女性/60代				1599		1442		116		16		0		27		1601		2		14

				男性/20代				233		188		19		5		0		22		234		1		4

				男性/30代				1026		922		57		12		0		36		1027		1		11

				男性/40代				1600		1434		115		16		0		37		1602		2		14

				男性/50代				1512		1362		126		6		0		18		1512		0		6

				男性/60代				1544		1418		100		10		0		17		1545		1		9

				無回答				0		0		0		0		0		0		0		0		0





既婚・過去に離婚・死別の経験はない	

50代	60代	64.214992927864216	71.292106586224236	既婚・過去に死別したことがある	

50代	60代	0.28288543140028288	0.45248868778280549	既婚・過去に離婚したことがある	

50代	60代	5.9405940594059405	5.0276520864756158	独身・過去に離婚したことがある	

50代	60代	7.4021687883074021	7.8431372549019605	独身・過去に死別したことがある	

50代	60代	0.56577086280056577	1.9105077928607341	これまで一度も結婚していたことはない	

50代	60代	21.593587930221595	13.474107591754651	





既婚・過去に離婚・死別の経験はない	

50代	60代	65.903783278841672	68.63398381722989	既婚・過去に死別したことがある	

50代	60代	0.46707146193367582	0.66634935744883395	既婚・過去に離婚したことがある	

50代	60代	6.9593647828117708	5.521180390290338	独身・過去に離婚したことがある	

50代	60代	12.470808033629146	12.898619704902428	独身・過去に死別したことがある	

50代	60代	1.5880429705744978	5.6163731556401713	これまで一度も結婚していたことはない	

50代	60代	12.610929472209248	6.6634935744883386	





離婚経験あり

18.9%

18.1%

13.1%

結婚経験なし

同じ相手と結婚している人

現在有配偶

現在独身

19.4%

13.3%

12.9%

（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．「過去に離別したことがある」には、過去に離婚・死別の両方を経験したことがある人も含まれる。
　　　　３．「答えたくない」とした回答者を除いて算出。

5/6タイトル修正（「過去の」追加）ｂ

５／１１
ｎ値追加
男性と女性のグラフを分割
３０代女性の離婚経験あり数字修正

＜女性＞

＜男性＞

離婚経験あり

結婚経験なし

同じ相手と結婚している人

現在有配偶

現在独身



以下ボツ





×ジェンダー・家族に関する意識

		Ⅰ-特‐図 ジェンダー・家族に関する意識 カゾク カン イシキ

																														Ⅰ-特‐図 ジェンダー・家族に関する意識 カゾク カン イシキ

		反対＋やや反対 ハンタイ ハンタイ														賛成＋やや賛成 サンセイ サンセイ																		女性/20-39歳（n=3,343）						女性40-69歳（n=6,736）						男性20-39歳（n=3,356）						男性40-69歳（n=6,565）

		合計		列2		女性20-39歳（n=3,343）		男性20-39歳（n=3,356）		女性40-69歳（n=6,736）		男性40-69歳（n=6,565）		列1		合計		列2		女性/20-39歳（n=3,343）		男性/20-39歳（n=3,356）		女性/40-69歳（n=6,736）		男性/40-69歳（n=6,565）								賛成＋
やや賛成		反対＋
やや反対				賛成＋
やや賛成		反対＋
やや反対				賛成＋
やや賛成		反対＋
やや反対				賛成＋
やや賛成		反対＋
やや反対

		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである				32.67		25.21		28.04		21.57		15		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである				22.35		22.17		22.12		23.60				仕事・収入・家事 シゴト シュウニュウ カジ		男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである		22.3		32.7				22.1		28.0				22.2		25.2				23.6		21.6

		女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである				40.62		29.08		38.55		27.89		14		女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである				14.81		17.58		12.43		15.10						女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである		14.8		40.6				12.4		38.6				17.6		29.1				15.1		27.9

		女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである				34.43		25.15		32.47		24.46		13		女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである				20.79		19.52		20.49		20.60						女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである		20.8		34.4				20.5		32.5				19.5		25.1				20.6		24.5

		男性にある程度収入がないと結婚すべきでない				16.75		18.24		12.95		14.29		12		男性にある程度収入がないと結婚すべきでない				39.28		31.76		40.93		34.30						男性にある程度収入がないと結婚すべきでない		39.3		16.8				40.9		12.9				31.8		18.2				34.3		14.3

		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである				40.77		31.32		35.69		31.67		11		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである				12.32		14.99		11.34		9.10				教育 キョウイク		女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである		12.3		40.8				11.3		35.7				15.0		31.3				9.1		31.7

		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである				25.10		18.47		17.30		12.84		10		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである				22.91		23.27		27.12		29.80				結婚・子供 ケッコン コドモ		事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである		22.9		25.1				27.1		17.3				23.3		18.5				29.8		12.8

		お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい				22.85		15.79		13.49		10.66		9		お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい				25.22		26.91		25.24		28.80						お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい		25.2		22.9				25.2		13.5				26.9		15.8				28.8		10.7

		男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである				39.19		26.85		31.34		22.74		8		男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである				15.14		19.82		17.81		21.00						男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである		15.1		39.2				17.8		31.3				19.8		26.8				21.0		22.7

		男女とも子供を持って一人前と認めるべきである				45.05		28.84		39.79		27.63		7		男女とも子供を持って一人前と認めるべきである				12.17		17.94		12.78		16.30						男女とも子供を持って一人前と認めるべきである		12.2		45.0				12.8		39.8				17.9		28.8				16.3		27.6

		結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである				31.02		19.70		25.00		15.77		6		結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである				19.98		23.90		21.41		27.10						結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである		20.0		31.0				21.4		25.0				23.9		19.7				27.1		15.8

		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				25.76		18.38		15.22		10.94		5		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				24.50		24.49		31.26		29.40				ジェンダー		女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである		24.5		25.8				31.3		15.2				24.5		18.4				29.4		10.9

		男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				25.99		18.03		16.48		12.76		4		男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである				22.94		23.99		26.23		25.40						男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである		22.9		26.0				26.2		16.5				24.0		18.0				25.4		12.8

		長男がお墓を守るべきである				46.37		28.43		42.70		26.17		3		長男がお墓を守るべきである				9.72		16.98		8.57		14.20				家族 カゾク		長男がお墓を守るべきである		9.7		46.4				8.6		42.7				17.0		28.4				14.2		26.2

		長子が家を継ぐ・家を守るべきである				46.13		27.44		44.37		26.15		2		長子が家を継ぐ・家を守るべきである				9.81		16.63		7.82		13.60						長子が家を継ぐ・家を守るべきである		9.8		46.1				7.8		44.4				16.6		27.4				13.6		26.2

		長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである				48.10		27.35		46.88		27.31		1		長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである				10.41		17.25		9.03		13.50						長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである		10.4		48.1				9.0		46.9				17.3		27.4				13.5		27.3



		 ジェンダー・家制度に対する考え方														 ジェンダー・家制度に対する考え方

		※「やや反対である」+「反対である」の累計値 ハンタイ ハンタイ ルイケイ アタイ														※「賛成である」+「やや賛成である」の累計値 ルイケイ アタイ

		Q43S1 [男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである]														Q43S1 [男性は外で働き、女性が家の中で家事を支えるべきである]

		Q43S2 [女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである]														Q43S2 [女性は結婚後は仕事をセーブ～辞めるべきである]

		Q43S3 [女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである]														Q43S3 [女性は出産後は仕事をセーブ～辞めるべきである]

		Q43S4 [男性にある程度収入がないと結婚すべきでない]														Q43S4 [男性にある程度収入がないと結婚すべきでない]

		Q43S5 [女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである]														Q43S5 [女性よりも男性の方が良い大学・教育を受けるべきである]

		Q43S6 [事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである]														Q43S6 [事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）するべきである]

		Q43S7 [お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい]														Q43S7 [お見合いや婚活サイト等よりも自然な恋愛結婚が望ましい]

		Q43S8 [男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである]														Q43S8 [男女とも結婚（法律婚）して一人前と認めるべきである]

		Q43S9 [男女とも子供を持って一人前と認めるべきである]														Q43S9 [男女とも子供を持って一人前と認めるべきである]

		Q43S10 [結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである]														Q43S10 [結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗るべきである]

		Q43S11 [女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]														Q43S11 [女性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]

		Q43S12 [男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]														Q43S12 [男性は仕事や家事で忙しくても外見や美容に気を遣うべきである]

		Q43S13 [長男がお墓を守るべきである]														Q43S13 [長男がお墓を守るべきである]

		Q43S14 [長子が家を継ぐ・家を守るべきである]														Q43S14 [長子が家を継ぐ・家を守るべきである]

		Q43S15 [長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである]														Q43S15 [長男の嫁は、長男の嫁としての役割を果たすべきである]



（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。

（%）



×Ⅰ-特‐図 結婚後・第一子が生まれた後の自分と配偶者の働き方

		Ⅰ-特‐図 結婚後・第一子が生まれた後の自分と配偶者の働き方について（理想と現実） ケッコンゴ ダイ イッシ ウ アト ジブン ハイグウシャ ハタラ カタ リソウ ゲンジツ

				対象者区分								夫婦ともに原則フルタイム勤務（％） キンム				夫はフルタイム勤務／妻は家事に専念（％）
(働かない） キンム



												理想		現実		理想		現実

				既婚 キコン		20-39歳		女性		(n=1,515）		46.9%		40.7%		8.5%		17.3%

								男性		(n=1,259)		52.5%		43.0%		5.2%		11.0%

						40-69歳		女性		(n=4,927)		39.2%		32.8%		19.5%		25.7%

								男性		(n=4,656)		40.6%		32.1%		16.0%		22.1%

				独身 ドクシン		20-39歳		女性		(n=1,453)		37.4%				6.6%

								男性		(n=1,592)		29.8%				3.4%

						40-69歳		女性		(n=793)		28.5%				13.6%

								男性		(n=1,224)		24.4%				7.7%



												理想		現実		理想		現実

				既婚 キコン		20-39歳		女性		(n=1,147)		38.6%		28.3%		22.7%		33.8%

								男性		(n=892)		54.6%		44.0%		8.9%		16.1%

						40-69歳		女性		(n=4,628)		20.7%		14.0%		41.9%		49.2%

								男性		(n=4,049)		27.8%		21.7%		29.2%		35.6%



（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．夫婦ともに原則フルタイム勤務、夫は原則フルタイム勤務／妻に家事に専念（働かない）のみ抽出。
　　　　３．第一子が生まれた後については、「夫婦ともに育児休業等を取得、復帰後に夫婦ともに原則フルタイムで勤務」を足し合わせたものを「夫婦ともに原則フルタイム勤務」としている。



×Ⅰ-特‐図 シングルマザー経験者のターニングポイント年齢

		Ⅰ-特‐図 シングルマザー経験者のターニングポイントにおける年齢

				現実の年齢 ゲンジツ ネンレイ		シングルマザー経験者
（n=449） ケイケンシャ		その他女性 タ ジョセイ

				最初に結婚した年齢 サイショ ケッコン ネンレイ		24.5歳 サイ		26.8歳
（n=6,757） サイ

				第一子を持った年齢 ダイ イッシ モ ネンレイ		25.9歳 サイ		28.1歳
（n=5,127） サイ

				シングルマザーになった時
（最初に離婚した時）の年齢 トキ サイショ リコン トキ ネンレイ		33.4歳 サイ		34.1歳
（n=821） サイ



（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．全回答値の平均年齢。
　　　　３．「その他女性」は、シングルマザー経験者を除いた平均年齢。



×（最終学歴別）

		Ⅰ-特‐図 離婚の可能性（最終学歴別①）

		 		N		絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない				 		N		絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない				 		N		絶対にないと思う		まあないと思う		どちらとも言えない		あるかもしれないと思う		かなりありそうだと思う		現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である		わからない・考えられない

		女性20代
(n=131) ダイ		131		26.7		36.6		13.7		8.4		3.1		0.0		11.5				女性20代
(n=156) ダイ		156		26.3		23.1		21.8		16.0		4.5		0.0		8.3				女性20代
(n=38) ダイ		38		26.3		31.6		15.8		10.5		2.6		2.6		10.5

		女性30代
(n=492) ダイ		492		18.3		40.4		19.5		10.4		2.8		0.6		7.9				女性30代
(n=546) ダイ		546		17.9		31.7		17.8		15.4		5.3		0.7		11.2				女性30代
(n=143) ダイ		143		17.5		40.6		16.1		13.3		2.8		2.8		7.0

		女性40代
(n=509) ダイ		509		17.1		40.9		15.9		13.0		4.9		0.6		7.7				女性40代
(n=821) ダイ		821		17.3		31.5		18.0		14.7		6.6		0.6		11.2				女性40代
(n=383) ダイ		383		16.4		37.3		17.2		13.8		6.5		0.0		8.6

		女性50代
(n=341) ダイ		341		17.3		43.7		16.1		12.6		3.2		0.6		6.5				女性50代
(n=871) ダイ		871		21.2		37.0		15.8		11.0		4.9		0.5		9.5				女性50代
(n=390) ダイ		390		17.4		40.8		19.0		10.3		2.8		1.3		8.5

		女性60代
(n=432) ダイ		432		27.8		45.8		12.7		6.0		1.4		0.2		6.0				女性60代
(n=751) ダイ		751		29.4		45.5		10.3		4.4		2.3		0.1		8.0				女性60代
(n=410) ダイ		410		24.1		50.2		13.2		6.6		1.7		0.0		4.1

		男性20代
(n=120) オトコ ダイ		120		24.2		38.3		13.3		3.3		3.3		0.8		16.7				男性20代
(n=101) オトコ ダイ		101		17.8		28.7		16.8		14.9		5.0		5.0		11.9				男性20代
(n=8) オトコ ダイ		8		25.0		25.0		0.0		25.0		12.5		0.0		12.5

		男性30代
(n=657) オトコ ダイ		657		18.9		38.5		19.8		10.2		3.8		0.8		8.1				男性30代
(n=339) オトコ ダイ		339		20.1		33.3		18.0		13.3		5.0		1.2		9.1				男性30代
(n=20) オトコ ダイ		20		25.0		30.0		20.0		15.0		5.0		0.0		5.0

		男性40代
(n=941) オトコ ダイ		941		15.7		36.6		21.1		13.3		5.1		0.4		7.8				男性40代
(n=617) オトコ ダイ		617		17.2		34.7		19.6		14.1		5.2		0.6		8.6				男性40代
(n=29) オトコ ダイ		29		3.4		27.6		31.0		17.2		3.4		0.0		17.2

		男性50代
(n=904) オトコ ダイ		904		18.5		43.0		16.9		11.9		3.4		0.3		5.9				男性50代
(n=572) オトコ ダイ		572		17.1		37.9		19.1		12.2		3.5		0.0		10.1				男性50代
(n=14) オトコ ダイ		14		14.3		50.0		21.4		7.1		0.0		0.0		7.1

		男性60代
(n=1,051) オトコ ダイ		1051		22.4		50.0		12.7		6.8		2.4		0.2		5.7				男性60代
(n=440) オトコ ダイ		440		23.2		46.8		15.5		6.1		1.4		0.0		7.0				男性60代
(n=22) オトコ ダイ		22		22.7		50.0		13.6		0.0		0.0		0.0		13.6



		Q24 今後離婚する可能性／【最終学歴別】大学・大学院卒																				Q24 今後離婚する可能性／【最終学歴別】高校・中学校卒（専門学校含む）
																				Q24 今後離婚する可能性／【最終学歴別】短大卒

		女性20代
(n=131) ダイ		131		35		48		18		11		4		0		15		0		女性20代
(n=156) ダイ		156		41		36		34		25		7		0		13		0		女性20代
(n=38) ダイ		38		10		12		6		4		1		1		4		0

		女性30代
(n=492) ダイ		492		90		199		96		51		14		3		39		0		女性30代
(n=546) ダイ		546		98		173		97		84		29		4		61		0		女性30代
(n=143) ダイ		143		25		58		23		19		4		4		10		0

		女性40代
(n=509) ダイ		509		87		208		81		66		25		3		39		0		女性40代
(n=821) ダイ		821		142		259		148		121		54		5		92		0		女性40代
(n=383) ダイ		383		63		143		66		53		25		0		33		0

		女性50代
(n=341) ダイ		341		59		149		55		43		11		2		22		0		女性50代
(n=871) ダイ		871		185		322		138		96		43		4		83		0		女性50代
(n=390) ダイ		390		68		159		74		40		11		5		33		0

		女性60代
(n=432) ダイ		432		120		198		55		26		6		1		26		0		女性60代
(n=751) ダイ		751		221		342		77		33		17		1		60		0		女性60代
(n=410) ダイ		410		99		206		54		27		7		0		17		0

		男性20代
(n=120) オトコ ダイ		120		29		46		16		4		4		1		20		0		男性20代
(n=101) オトコ ダイ		101		18		29		17		15		5		5		12		0		男性20代
(n=8) オトコ ダイ		8		2		2		0		2		1		0		1		0

		男性30代
(n=657) オトコ ダイ		657		124		253		130		67		25		5		53		0		男性30代
(n=339) オトコ ダイ		339		68		113		61		45		17		4		31		0		男性30代
(n=20) オトコ ダイ		20		5		6		4		3		1		0		1		0

		男性40代
(n=941) オトコ ダイ		941		148		344		199		125		48		4		73		0		男性40代
(n=617) オトコ ダイ		617		106		214		121		87		32		4		53		0		男性40代
(n=29) オトコ ダイ		29		1		8		9		5		1		0		5		0

		男性50代
(n=904) オトコ ダイ		904		167		389		153		108		31		3		53		0		男性50代
(n=572) オトコ ダイ		572		98		217		109		70		20		0		58		0		男性50代
(n=14) オトコ ダイ		14		2		7		3		1		0		0		1		0

		男性60代
(n=1,051) オトコ ダイ		1051		235		525		133		71		25		2		60		0		男性60代
(n=440) オトコ ダイ		440		102		206		68		27		6		0		31		0		男性60代
(n=22) オトコ ダイ		22		5		11		3		0		0		0		3		0

		＜最終学歴別＞

				大学・大学院卒 ダイ ガク ダイガクイン ソツ												高校・中学校卒（専門学校含む） コウコウ チュウガッコウ ダイソツ センモン ガッコウ フク														短大卒 タンダイ ダイソツ

														離婚可能性あり リコン カノウセイ														離婚可能性あり リコン カノウセイ														離婚可能性あり リコン カノウセイ

		女性20代
(n=131) ダイ												11.5%		女性20代
(n=156) ダイ												20.5%		女性20代
(n=38) ダイ												15.8%

		女性30代
(n=492) ダイ												13.8%		女性30代
(n=546) ダイ												21.4%		女性30代
(n=143) ダイ												18.9%

		女性40代
(n=509) ダイ												18.5%		女性40代
(n=821) ダイ												21.9%		女性40代
(n=383) ダイ												20.4%

		女性50代
(n=341) ダイ												16.4%		女性50代
(n=871) ダイ												16.4%		女性50代
(n=390) ダイ												14.4%

		女性60代
(n=432) ダイ												7.6%		女性60代
(n=751) ダイ												6.8%		女性60代
(n=410) ダイ												8.3%

		男性20代
(n=120) オトコ ダイ												7.5%		男性20代
(n=101) オトコ ダイ												24.8%		男性20代
(n=8) オトコ ダイ												37.5%

		男性30代
(n=657) オトコ ダイ												14.8%		男性30代
(n=339) オトコ ダイ												19.5%		男性30代
(n=20) オトコ ダイ												20.0%

		男性40代
(n=941) オトコ ダイ												18.8%		男性40代
(n=617) オトコ ダイ												19.9%		男性40代
(n=29) オトコ ダイ												20.7%

		男性50代
(n=904) オトコ ダイ												15.7%		男性50代
(n=572) オトコ ダイ												15.7%		男性50代
(n=14) オトコ ダイ												7.1%

		男性60代
(n=1,051) オトコ ダイ												9.3%		男性60代
(n=440) オトコ ダイ												7.5%		男性60代
(n=22) オトコ ダイ												0.0%



現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

女性20代	
(n=131)	女性30代	
(n=492)	女性40代	
(n=509)	女性50代	
(n=341)	女性60代	
(n=432)	男性20代	
(n=120)	男性30代	
(n=657)	男性40代	
(n=941)	男性50代	
(n=904)	男性60代	
(n=1,051)	0	0.60975609756097604	0.58939096267190605	0.58651026392961902	0.23148148148148101	0.83333333333333304	0.76103500761035003	0.42507970244420801	0.33185840707964598	0.19029495718363501	かなりありそうだと思う	

女性20代	
(n=131)	女性30代	
(n=492)	女性40代	
(n=509)	女性50代	
(n=341)	女性60代	
(n=432)	男性20代	
(n=120)	男性30代	
(n=657)	男性40代	
(n=941)	男性50代	
(n=904)	男性60代	
(n=1,051)	3.0534351145038201	2.8455284552845499	4.9115913555992101	3.2258064516128999	1.3888888888888899	3.3333333333333299	3.8051750380517499	5.1009564293305001	3.4292035398230101	2.3786869647954298	あるかもしれないと思う	

女性20代	
(n=131)	女性30代	
(n=492)	女性40代	
(n=509)	女性50代	
(n=341)	女性60代	
(n=432)	男性20代	
(n=120)	男性30代	
(n=657)	男性40代	
(n=941)	男性50代	
(n=904)	男性60代	
(n=1,051)	8.3969465648855	10.365853658536601	12.9666011787819	12.609970674486799	6.0185185185185199	3.3333333333333299	10.1978691019787	13.2837407013815	11.9469026548673	6.7554709800190302	どちらとも言えない	

女性20代	
(n=131)	女性30代	
(n=492)	女性40代	
(n=509)	女性50代	
(n=341)	女性60代	
(n=432)	男性20代	
(n=120)	男性30代	
(n=657)	男性40代	
(n=941)	男性50代	
(n=904)	男性60代	
(n=1,051)	13.740458015267199	19.512195121951201	15.9135559921415	16.129032258064498	12.7314814814815	13.3333333333333	19.786910197	869101	21.1477151965994	16.924778761061901	12.6546146527117	まあないと思う	

女性20代	
(n=131)	女性30代	
(n=492)	女性40代	
(n=509)	女性50代	
(n=341)	女性60代	
(n=432)	男性20代	
(n=120)	男性30代	
(n=657)	男性40代	
(n=941)	男性50代	
(n=904)	男性60代	
(n=1,051)	36.641221374045799	40.4471544715447	40.864440078585503	43.695014662756599	45.8333333333333	38.3333333333333	38.508371385083699	36.5568544102019	43.030973451327398	49.952426260704101	絶対にないと思う	

女性20代	
(n=131)	女性30代	
(n=492)	女性40代	
(n=509)	女性50代	
(n=341)	女性60代	
(n=432)	男性20代	
(n=120)	男性30代	
(n=657)	男性40代	
(n=941)	男性50代	
(n=904)	男性60代	
(n=1,051)	26.717557251908399	18.292682926829301	17.092337917485299	17.302052785923799	27.7777777777778	24.1666666666667	18.873668188736701	15.727948990435699	18.473451327433601	22.359657469077099	わからない・考えられない	

女性20代	
(n=131)	女性30代	
(n=492)	女性40代	
(n=509)	女性50代	
(n=341)	女性60代	
(n=432)	男性20代	
(n=120)	男性30代	
(n=657)	男性40代	
(n=941)	男性50代	
(n=904)	男性60代	
(n=1,051)	11.450381679389301	7.9268292682926802	7.6620825147347702	6.4516129032258096	6.0185185185185199	16.6666666666667	8.0669710806697097	7.7577045696068003	5.8628318584070804	5.7088487155090402	





現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

女性20代	
(n=156)	女性30代	
(n=546)	女性40代	
(n=821)	女性50代	
(n=871)	女性60代	
(n=751)	男性20代	
(n=101)	男性30代	
(n=339)	男性40代	
(n=617)	男性50代	
(n=572)	男性60代	
(n=440)	0	0.732600732600733	0.60901339829476198	0.45924225028702598	0.133155792276964	4.9504950495049496	1.17994100294985	0.64829821717990299	0	0	かなりありそうだと思う	

女性20代	
(n=156)	女性30代	
(n=546)	女性40代	
(n=821)	女性50代	
(n=871)	女性60代	
(n=751)	男性20代	
(n=101)	男性30代	
(n=339)	男性40代	
(n=617)	男性50代	
(n=572)	男性60代	
(n=440)	4.4871794871794899	5.3113553113553102	6.5773447015834297	4.9368541905855299	2.2636484687083902	4.9504950495049496	5.0147492625368697	5.1863857374392204	3.4965034965034998	1.36363636363636	あるかもしれないと思う	

女性20代	
(n=156)	女性30代	
(n=546)	女性40代	
(n=821)	女性50代	
(n=871)	女性60代	
(n=751)	男性20代	
(n=101)	男性30代	
(n=339)	男性40代	
(n=617)	男性50代	
(n=572)	男性60代	
(n=440)	16.025641025641001	15.384615384615399	14.738124238733301	11.021814006888601	4.3941411451398098	14.8514851485149	13.2743362831858	14.1004862236629	12.237762237762199	6.1363636363636402	どちらとも言えない	

女性20代	
(n=156)	女性30代	
(n=546)	女性40代	
(n=821)	女性50代	
(n=871)	女性60代	
(n=751)	男性20代	
(n=101)	男性30代	
(n=339)	男性40代	
(n=617)	男性50代	
(n=572)	男性60代	
(n=440)	21.794871794871799	17.765567765567798	18.026796589524999	15.843857634902401	10.252996005326199	16.8316831683168	17.994100294985302	19.6110210696921	19.055944055944099	15.454545454545499	まあないと思う	

女性20代	
(n=156)	女性30代	
(n=546)	女性40代	
(n=821)	女性50代	
(n=871)	女性60代	
(n=751)	男性20代	
(n=101)	男性30代	
(n=339)	男性40代	
(n=617)	男性50代	
(n=572)	男性60代	
(n=440)	23.076923076923102	31.6849816849817	31.5468940316687	36.969001148105598	45.539280958721697	28.712871287128699	33.3333333333333	34.683954619124798	37.937062937062898	46.818181818181799	絶対にないと思う	

女性20代	
(n=156)	女性30代	
(n=546)	女性40代	
(n=821)	女性50代	
(n=871)	女性60代	
(n=751)	男性20代	
(n=101)	男性30代	
(n=339)	男性40代	
(n=617)	男性50代	
(n=572)	男性60代	
(n=440)	26.282051282051299	17.948717948717899	17.295980511571301	21.239954075775	29.4274300932091	17.821782178217799	20.0589970501475	17.179902755267399	17.132867132867101	23.181818181818201	わからない・考えられない	

女性20代	
(n=156)	女性30代	
(n=546)	女性40代	
(n=821)	女性50代	
(n=871)	女性60代	
(n=751)	男性20代	
(n=101)	男性30代	
(n=339)	男性40代	
(n=617)	男性50代	
(n=572)	男性60代	
(n=440)	8.3333333333333304	11.1721611721612	11.205846528623599	9.5292766934558006	7.9893475366178404	11.881188118811901	9.1445427728613602	8.5899513776337102	10.139860139860099	7.0454545454545396	





現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である	

女性20代	
(n=38)	女性30代	
(n=143)	女性40代	
(n=383)	女性50代	
(n=390)	女性60代	
(n=410)	男性20代	
(n=8)	男性30代	
(n=20)	男性40代	
(n=29)	男性50代	
(n=14)	男性60代	
(n=22)	2.6315789473684199	2.7972027972028002	0	1.2820512820512799	0	0	0	0	0	0	かなりありそうだと思う	

女性20代	
(n=38)	女性30代	
(n=143)	女性40代	
(n=383)	女性50代	
(n=390)	女性60代	
(n=410)	男性20代	
(n=8)	男性30代	
(n=20)	男性40代	
(n=29)	男性50代	
(n=14)	男性60代	
(n=22)	2.6315789473684199	2.7972027972028002	6.5274151436031298	2.8205128205128198	1.7073170731707299	12.5	5	3.4482758620689702	0	0	あるかもしれないと思う	

女性20代	
(n=38)	女性30代	
(n=143)	女性40代	
(n=383)	女性50代	
(n=390)	女性60代	
(n=410)	男性20代	
(n=8)	男性30代	
(n=20)	男性40代	
(n=29)	男性50代	
(n=14)	男性60代	
(n=22)	10.526315789473699	13.286713286713301	13.8381201044386	10.2564102564103	6.5853658536585398	25	15	17.241379310344801	7.1428571428571397	0	どちらとも言えない	

女性20代	
(n=38)	女性30代	
(n=143)	女性40代	
(n=383)	女性50代	
(n=390)	女性60代	
(n=410)	男性20代	
(n=8)	男性30代	
(n=20)	男性40代	
(n=29)	男性50代	
(n=14)	男性60代	
(n=22)	15.789473684210501	16.083916083916101	17.232375979112302	18.974358974358999	13.170731707317101	0	20	31.034482758620701	21.428571428571399	13.636363636363599	まあないと思う	

女性20代	
(n=38)	女性30代	
(n=143)	女性40代	
(n=383)	女性50代	
(n=390)	女性60代	
(n=410)	男性20代	
(n=8)	男性30代	
(n=20)	男性40代	
(n=29)	男性50代	
(n=14)	男性60代	
(n=22)	31.578947368421101	40.559440559440603	37.3368146214099	40.769230769230802	50.243902439024403	25	30	27.586206896551701	50	50	絶対にないと思う	

女性20代	
(n=38)	女性30代	
(n=143)	女性40代	
(n=383)	女性50代	
(n=390)	女性60代	
(n=410)	男性20代	
(n=8)	男性30代	
(n=20)	男性40代	
(n=29)	男性50代	
(n=14)	男性60代	
(n=22)	26.315789473684202	17.482517482517501	16.449086161879901	17.435897435897399	24.146341463414601	25	25	3.4482758620689702	14.285714285714301	22.727272727272702	わからない・考えられない	

女性20代	
(n=38)	女性30代	
(n=143)	女性40代	
(n=383)	女性50代	
(n=390)	女性60代	
(n=410)	男性20代	
(n=8)	男性30代	
(n=20)	男性40代	
(n=29)	男性50代	
(n=14)	男性60代	
(n=22)	10.526315789473699	6.9930069930069898	8.6161879895561402	8.4615384615384599	4.1463414634146298	12.5	5	17.241379310344801	7.1428571428571397	13.636363636363599	





（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．現在結婚している人（事実婚・内縁を含む）が対象。
　　　　３．「離婚可能性あり」は、「現在、離婚準備中（調停中・裁判中含む）である」「かなりありそうだと思う」「あるかもしれないと思う」の累計値。

印刷イメージ



×Ⅰ-特‐図 ターニングポイントの年齢

		特‐表　ターニングポイントの年齢 ヒョウ

				理想の年齢 リソウ ネンレイ		女性 ジョセイ		男性 ダンセイ

				最初に結婚する年齢 サイショ ケッコン ネンレイ		26.1歳
(n=9,030) サイ		28.0歳
(n=8,875) サイ

				最初の結婚時の配偶者の年齢 サイショ ケッコンジ ハイグウシャ ネンレイ		28.3歳
(n=8,924) サイ		26.2歳
(n=8,776) サイ

				第一子を持つ年齢 ダイ イッシ モ ネンレイ		27.8歳
(n=8,840) サイ		29.9歳
(n=8,697) サイ

				自分が「この年齢までは働きたい」と思う年齢 ジブン ネンレイ ハタラ オモ ネンレイ		53.8歳
(n=8,844) サイ		62.0歳
(n=8,787) サイ

				配偶者に「この年齢までは働いて欲しい」と思う年齢 ハイグウシャ ネンレイ ハタラ ホ オモ ネンレイ		64.9歳
(n=8,881) サイ		55.3歳
(n=8,447) サイ



				現実の年齢 ゲンジツ ネンレイ		女性 ジョセイ		男性 ダンセイ

				最初に結婚した年齢 サイショ ケッコン ネンレイ		26.6歳
(n=7,204) サイ		28.9歳
(n=6,138) サイ

				第一子を持った年齢 ダイ イッシ モ ネンレイ		28.0歳
(n=5,576) サイ		30.7歳
(n=4,736) サイ

				最初に離婚した時の年齢 サイショ リコン トキ ネンレイ		33.9歳
(n=1,270) サイ		35.5歳
(n=804) サイ

				二回目に結婚した時の年齢 ニ カイメ ケッコン トキ ネンレイ		35.7歳
(n=623) サイ		36.6歳
(n=500) サイ



（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査報告書」
　　　　　　（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
　　　　２．全回答値の平均年齢（必須設問としていないため、nが異なる）

印刷イメージ



×Ⅰ-特‐図 男女間賃金格差

		Ⅰ-特‐図 男女間賃金格差 ダンジョカン チンギン カクサ																																												令和３年賃金構造基本統計調査																												令和３年賃金構造基本統計調査

																																														雇用形態別 第１表　　雇用形態、年齢階級別きまって支給する現金給与額､所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 コヨウ ケイタイ																												雇用形態別 第１表　　雇用形態、年齢階級別きまって支給する現金給与額､所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額 コヨウ ケイタイ

		所定内
給与額 ショテイナイ キュウヨ ガク

				正社員・正職員（男性） セイシャイン セイショクイン ダンセイ		正社員・正職員（女性） セイシャイン セイショクイン ジョセイ		正社員・正職員以外（男性） セイシャイン セイショクイン イガイ ダンセイ		正社員・正職員以外（女性） セイシャイン セイショクイン イガイ ジョセイ																																表頭分割 ヒョウ トウ ブンカツ				01																								表頭分割 ヒョウ トウ ブンカツ				01

		　　～19		186.9		178.6		168.9		166.8																																民公区分 ミン コウ クブン				民営事業所																								民公区分 ミン コウ クブン				民営事業所

		20～24		218.0		215.0		187.8		179.2																																雇用形態 コヨウ ケイタイ				正社員・正職員計																								雇用形態 コヨウ ケイタイ				正社員・正職員以外計

		25～29		256.7		242.2		212.8		198.9						特‐図　所定内給与額（雇用形態別・年齢階級別） ショテイ ナイ キュウヨガク コヨウ ケイタイベツ ネンレイ カイキュウ ベツ																										産業 サンギョウ				産業計																								産業 サンギョウ				産業計

		30～34		295.6		258.6		218.7		199.4

		35～39		333.4		274.5		225.1		197.4																																区　分 ク ブン				企業規模計（10人以上） キギョウ キボ ケイ ニン イジョウ																								区　分 ク ブン				企業規模計（10人以上） キギョウ キボ ケイ ニン イジョウ

		40～44		364.6		288.1		230.4		200.2																																				年齢 ネンレイ		勤続
年数 キンゾク ドシ カズ		所定内
実労働
時間数 ショテイナイ ジツロウドウ ジカンスウ		超過
実労働
時間数 チョウカ ジツ ロウドウ ジ アイダ カズ		きまって
支給す
る現金
給与額 シキュウ ゲンキン キュウヨ ガク				年間賞与その他特別給与額 ネンカン ショウヨ タ トクベツ キュウ アタエ ガク		労働者数 ロウドウシャ カズ														年齢 ネンレイ		勤続
年数 キンゾク ドシ カズ		所定内
実労働
時間数 ショテイナイ ジツロウドウ ジカンスウ		超過
実労働
時間数 チョウカ ジツ ロウドウ ジ アイダ カズ		きまって
支給す
る現金
給与額 シキュウ ゲンキン キュウヨ ガク				年間賞与その他特別給与額 ネンカン ショウヨ タ トクベツ キュウ アタエ ガク		労働者数 ロウドウシャ カズ

		45～49		390.5		292.6		236.2		199.2																																														所定内
給与額 ショテイナイ キュウヨ ガク																												所定内
給与額 ショテイナイ キュウヨ ガク

		50～54		422.6		305.6		246.9		196.1																																				歳 サイ		年 ネン		時間 ジカン		時間 ジカン		千円 センエン		千円 センエン		千円 センエン		十人 ジュウニン														歳 サイ		年 ネン		時間 ジカン		時間 ジカン		千円 センエン		千円 センエン		千円 センエン		十人 ジュウニン

		55～59		428.6		305.3		242.8		192.8																																		男女計
学歴計 オトコ オンナ ケイ ガク レキ ケイ		42.3		12.8		 166		 12		353.0		323.4		991.9		2 397823 												男女計
学歴計 オトコ オンナ ケイ ガク レキ ケイ		49.6		9.5		 161		 8		232.0		216.7		216.2		423264 

		60～64		351.6		272.2		274.7		197.8																																		　　～１９歳 サイ		19.1		0.9		 167		 10		201.2		183.9		155.2		23221 												　　～１９歳 サイ		19.1		1.0		 160		 8		182.2		167.9		16.5		2127 

		65～69		310.0		268.6		240.9		186.9																																		２０～２４歳 サイ		23.0		2.2		 166		 12		239.1		216.6		412.4		191414 												２０～２４歳 サイ		22.9		1.9		 163		 12		202.9		183.0		56.7		21735 

		70～		291.3		248.6		218.6		176.2																																		２５～２９歳 サイ		27.5		4.4		 165		 14		282.6		250.9		711.0		272455 												２５～２９歳 サイ		27.5		2.8		 163		 12		226.5		204.9		99.0		31216 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		7.4		 165		 14		318.6		283.7		855.1		256120 												３０～３４歳 サイ		32.5		4.2		 161		 10		226.7		207.6		109.6		29380 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		10.2		 165		 14		351.6		315.9		998.0		275456 												３５～３９歳 サイ		37.5		5.8		 160		 9		224.5		208.3		130.9		31021 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		13.1		 166		 13		375.5		341.8		1106.5		308746 												４０～４４歳 サイ		42.6		6.6		 160		 8		225.7		210.2		149.6		36186 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		16.3		 166		 12		392.6		361.3		1184.3		366321 												４５～４９歳 サイ		47.6		7.0		 160		 8		224.9		209.9		154.1		46412 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		19.5		 166		 10		416.7		388.4		1318.3		314563 												５０～５４歳 サイ		52.4		7.9		 160		 8		227.3		212.0		156.9		45253 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		22.0		 166		 9		417.4		393.0		1316.7		239877 												５５～５９歳 サイ		57.4		9.2		 161		 8		224.6		210.5		186.6		42481 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		19.6		 166		 7		346.2		329.8		799.6		98700 												６０～６４歳 サイ		62.4		17.8		 161		 7		262.4		248.8		497.3		83250 

																																												６５～６９歳 サイ		67.2		18.1		 166		 6		310.9		299.2		507.3		34046 												６５～６９歳 サイ		67.2		15.0		 161		 6		235.5		224.2		227.2		37732 

																																												７０歳～ サイ		73.3		20.6		 165		 4		287.3		280.1		362.5		16903 												７０歳～ サイ		72.9		14.5		 160		 5		213.8		205.6		138.7		16471 

																																												中学 チュウガク		47.8		13.9		 170		 16		312.8		278.8		527.5		53799 												中学 チュウガク		53.4		11.1		 163		 10		215.9		198.5		144.0		15275 

																																												　　～１９歳 サイ		18.3		1.2		 165		 7		205.1		193.4		80.2		452 												　　～１９歳 サイ		18.4		1.1		 149		 7		177.8		162.7		3.2		224 

																																												２０～２４歳 サイ		22.8		2.6		 168		 16		238.2		211.1		247.5		1878 												２０～２４歳 サイ		22.8		2.6		 162		 14		203.0		181.6		35.4		766 

																																												２５～２９歳 サイ		27.6		4.2		 170		 14		261.7		232.0		390.0		3279 												２５～２９歳 サイ		27.5		3.4		 163		 11		215.8		196.3		87.7		711 

																																												３０～３４歳 サイ		32.7		6.7		 169		 18		289.5		253.3		473.2		3649 												３０～３４歳 サイ		32.5		4.8		 167		 18		234.0		203.9		85.3		891 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		8.6		 171		 17		316.5		278.4		569.9		5787 												３５～３９歳 サイ		37.7		5.8		 166		 12		217.7		198.9		77.0		908 

																																												４０～４４歳 サイ		42.4		11.0		 171		 17		329.8		291.4		592.2		6241 												４０～４４歳 サイ		42.4		7.2		 162		 12		215.0		195.3		109.8		1057 

		正社員 セイシャイン																																										４５～４９歳 サイ		47.7		13.9		 171		 17		348.2		308.7		614.7		8870 												４５～４９歳 サイ		47.5		7.7		 165		 12		222.5		200.2		110.6		1193 

																																												５０～５４歳 サイ		52.3		15.9		 169		 18		343.6		305.7		643.9		7875 												５０～５４歳 サイ		52.3		8.0		 163		 10		229.5		210.0		131.4		1403 

		男
学歴計 ガク レキ ケイ		43.1		14.0		 167		 14		383.7		348.8				女
学歴計 ガク レキ ケイ		40.6		10.2		 163		 7		288.9		270.6														５５～５９歳 サイ		57.4		21.4		 169		 17		353.9		313.4		702.2		6064 												５５～５９歳 サイ		57.5		9.1		 165		 13		237.3		215.6		163.0		1243 

		　　～１９歳 サイ		19.1		0.9		 167		 12		207.6		186.9				　　～１９歳 サイ		19.1		1.0		 167		 7		189.7		178.6														６０～６４歳 サイ		62.5		20.7		 170		 12		281.4		256.7		404.5		4253 												６０～６４歳 サイ		62.7		18.0		 162		 10		230.3		212.2		309.9		2370 

		２０～２４歳 サイ		23.1		2.3		 167		 15		246.3		218.0				２０～２４歳 サイ		23.0		2.0		 165		 8		231.1		215.0														６５～６９歳 サイ		67.3		21.6		 167		 9		256.7		238.4		266.2		3076 												６５～６９歳 サイ		67.5		16.6		 162		 7		198.1		186.1		154.1		2385 

		２５～２９歳 サイ		27.5		4.5		 166		 18		295.0		256.7				２５～２９歳 サイ		27.4		4.2		 164		 10		264.1		242.2														７０歳～ サイ		73.4		21.7		 167		 6		234.7		222.1		233.6		2376 												７０歳～ サイ		73.2		15.8		 161		 5		195.7		188.6		106.8		2127 

		３０～３４歳 サイ		32.6		7.6		 166		 18		338.0		295.6				３０～３４歳 サイ		32.5		6.9		 162		 8		277.8		258.6														高校 コウコウ		44.2		14.3		 167		 14		318.9		286.2		796.1		835597 												高校 コウコウ		51.0		10.5		 161		 9		215.7		200.5		195.7		173297 

		３５～３９歳 サイ		37.5		10.5		 166		 17		376.4		333.4				３５～３９歳 サイ		37.5		9.4		 162		 7		293.2		274.5														　　～１９歳 サイ		19.1		0.9		 167		 10		201.0		183.6		157.2		22397 												　　～１９歳 サイ		19.2		0.9		 159		 9		180.4		164.4		22.9		1366 

		４０～４４歳 サイ		42.6		13.8		 167		 15		404.3		364.6				４０～４４歳 サイ		42.6		11.5		 162		 7		307.8		288.1														２０～２４歳 サイ		22.5		3.4		 166		 16		231.5		202.1		540.7		62279 												２０～２４歳 サイ		22.7		2.1		 163		 13		200.5		178.7		55.6		9372 

		４５～４９歳 サイ		47.5		17.4		 168		 14		426.8		390.5				４５～４９歳 サイ		47.5		13.6		 163		 8		312.0		292.6														２５～２９歳 サイ		27.5		6.0		 166		 16		263.0		229.8		602.2		61085 												２５～２９歳 サイ		27.5		3.2		 163		 12		208.1		189.4		79.5		9965 

		５０～５４歳 サイ		52.4		21.0		 167		 12		454.7		422.6				５０～５４歳 サイ		52.4		15.6		 163		 7		324.7		305.6														３０～３４歳 サイ		32.6		8.8		 166		 17		293.1		255.0		721.9		67303 												３０～３４歳 サイ		32.6		4.8		 160		 10		209.1		191.3		101.2		9448 

		５５～５９歳 サイ		57.4		23.8		 167		 10		456.4		428.6				５５～５９歳 サイ		57.4		17.5		 163		 6		321.2		305.3														３５～３９歳 サイ		37.6		10.7		 167		 16		311.9		275.0		755.3		79084 												３５～３９歳 サイ		37.5		6.2		 161		 9		210.4		193.2		121.3		10672 

		６０～６４歳 サイ		62.3		20.6		 167		 8		370.5		351.6				６０～６４歳 サイ		62.2		17.1		 163		 4		282.2		272.2														４０～４４歳 サイ		42.6		13.6		 167		 16		333.8		294.9		835.5		100199 												４０～４４歳 サイ		42.5		6.9		 161		 9		211.9		195.6		136.2		13437 

		６５～６９歳 サイ		67.2		17.9		 168		 6		323.2		310.0				６５～６９歳 サイ		67.2		18.7		 162		 3		276.0		268.6														４５～４９歳 サイ		47.6		17.0		 167		 15		352.8		315.3		942.9		137023 												４５～４９歳 サイ		47.6		7.6		 161		 9		212.2		195.9		140.0		17781 

		７０歳～ サイ		73.2		19.6		 166		 4		299.5		291.3				７０歳～ サイ		73.6		23.4		 160		 2		253.2		248.6														５０～５４歳 サイ		52.4		19.3		 167		 13		361.2		327.4		964.2		128048 												５０～５４歳 サイ		52.4		8.3		 161		 9		213.5		197.3		152.0		19263 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		22.3		 166		 11		364.3		335.2		1025.8		107357 												５５～５９歳 サイ		57.5		9.8		 162		 8		210.6		196.4		165.3		18764 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		20.0		 167		 9		295.6		277.3		607.8		45594 												６０～６４歳 サイ		62.4		18.3		 162		 7		235.0		221.0		412.5		37090 

		正社員以外 セイシャイン イガイ																																										６５～６９歳 サイ		67.2		18.0		 167		 6		259.7		248.1		365.8		16686 												６５～６９歳 サイ		67.3		15.3		 162		 6		218.5		207.3		205.1		18142 

		男
学歴計 ガク レキ ケイ		52.3		11.2		 163		 10		261.6		241.3				女
学歴計 ガク レキ ケイ		47.3		8.1		 159		 6		206.3		195.4														７０歳～ サイ		73.1		20.4		 165		 4		247.3		240.2		308.9		8542 												７０歳～ サイ		72.8		15.0		 160		 5		200.4		191.5		119.5		7996 

		　　～１９歳 サイ		19.1		1.0		 160		 6		178.7		168.9				　　～１９歳 サイ		19.2		0.9		 159		 11		186.2		166.8														専門学校 センモン ガッコウ		41.5		11.3		 165		 9		321.9		297.1		790.2		322233 												専門学校 センモン ガッコウ		47.3		8.4		 161		 7		231.1		218.1		200.9		40002 

		２０～２４歳 サイ		23.0		1.9		 164		 14		211.1		187.8				２０～２４歳 サイ		22.9		1.9		 162		 11		196.3		179.2														　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

		２５～２９歳 サイ		27.4		2.8		 164		 15		241.4		212.8				２５～２９歳 サイ		27.6		2.8		 162		 9		215.0		198.9														２０～２４歳 サイ		22.8		1.9		 166		 9		234.5		216.3		324.2		30395 												２０～２４歳 サイ		22.8		1.3		 162		 8		198.5		186.3		64.3		2354 

		３０～３４歳 サイ		32.5		4.4		 163		 13		246.0		218.7				３０～３４歳 サイ		32.5		4.0		 159		 7		212.6		199.4														２５～２９歳 サイ		27.4		4.3		 165		 9		265.1		242.3		542.8		34556 												２５～２９歳 サイ		27.5		3.2		 163		 8		214.1		200.3		118.4		2906 

		３５～３９歳 サイ		37.4		5.9		 165		 13		251.3		225.1				３５～３９歳 サイ		37.5		5.7		 158		 6		207.2		197.4														３０～３４歳 サイ		32.6		6.8		 164		 10		286.7		261.6		640.1		34862 												３０～３４歳 サイ		32.6		4.0		 162		 7		220.3		207.9		119.3		3500 

		４０～４４歳 サイ		42.6		6.8		 163		 13		256.1		230.4				４０～４４歳 サイ		42.6		6.5		 158		 6		210.6		200.2														３５～３９歳 サイ		37.5		9.5		 164		 11		314.4		286.1		758.3		40676 												３５～３９歳 サイ		37.4		5.7		 160		 8		224.4		209.8		151.3		4031 

		４５～４９歳 サイ		47.6		7.0		 165		 13		262.3		236.2				４５～４９歳 サイ		47.6		7.0		 158		 6		209.6		199.2														４０～４４歳 サイ		42.6		12.2		 165		 10		340.4		312.6		894.4		47452 												４０～４４歳 サイ		42.5		6.3		 160		 7		232.8		220.2		159.3		4354 

		５０～５４歳 サイ		52.4		7.5		 164		 13		273.5		246.9				５０～５４歳 サイ		52.4		8.0		 158		 6		206.4		196.1														４５～４９歳 サイ		47.5		15.0		 165		 10		356.7		328.8		953.7		54928 												４５～４９歳 サイ		47.5		6.6		 161		 8		230.5		217.1		160.0		4931 

		５５～５９歳 サイ		57.5		7.4		 165		 11		264.9		242.8				５５～５９歳 サイ		57.4		10.1		 159		 6		202.5		192.8														５０～５４歳 サイ		52.3		17.3		 165		 9		375.6		350.0		1072.3		40697 												５０～５４歳 サイ		52.3		8.1		 160		 7		232.9		218.5		156.0		4429 

		６０～６４歳 サイ		62.5		19.3		 163		 8		290.7		274.7				６０～６４歳 サイ		62.3		14.8		 159		 5		206.8		197.8														５５～５９歳 サイ		57.4		18.6		 164		 7		374.3		352.7		1013.6		26476 												５５～５９歳 サイ		57.5		8.9		 160		 6		235.5		222.1		214.0		4034 

		６５～６９歳 サイ		67.2		15.3		 163		 7		253.7		240.9				６５～６９歳 サイ		67.2		14.4		 157		 5		195.0		186.9														６０～６４歳 サイ		62.1		17.3		 164		 5		313.5		298.6		680.0		9102 												６０～６４歳 サイ		62.3		16.8		 162		 5		255.1		242.6		432.3		6251 

		７０歳～ サイ		72.9		14.2		 162		 5		228.1		218.6				７０歳～ サイ		72.9		15.2		 155		 3		181.5		176.2														６５～６９歳 サイ		67.2		17.5		 166		 5		285.9		274.4		431.0		2255 												６５～６９歳 サイ		67.2		15.9		 160		 5		240.7		229.8		266.0		2405 

																																												７０歳～ サイ		73.1		23.4		 164		 1		269.0		266.0		483.4		834 												７０歳～ サイ		72.4		13.1		 159		 4		213.6		206.7		167.7		808 

																																												高専・短大 コウセン タンダイ		42.5		13.2		 164		 9		325.1		302.4		1002.0		192837 												高専・短大 コウセン タンダイ		49.3		9.2		 161		 6		218.8		209.0		261.6		31656 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		22.8		2.1		 166		 8		227.2		212.3		463.7		18617 												２０～２４歳 サイ		23.1		1.7		 166		 12		196.3		178.6		141.5		936 

																																												２５～２９歳 サイ		27.4		4.9		 165		 10		263.0		240.7		725.6		18622 												２５～２９歳 サイ		27.6		2.8		 165		 7		208.3		196.8		123.7		1828 

																																												３０～３４歳 サイ		32.6		8.2		 163		 11		290.8		263.5		823.6		17913 												３０～３４歳 サイ		32.6		4.5		 161		 6		206.9		195.0		204.6		1785 

																																												３５～３９歳 サイ		37.6		11.0		 163		 10		316.2		289.5		940.2		20355 												３５～３９歳 サイ		37.6		6.7		 158		 4		202.4		195.5		195.7		2447 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		13.4		 163		 10		336.9		310.0		1027.6		27466 												４０～４４歳 サイ		42.8		6.7		 159		 5		210.6		202.5		193.5		3749 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		16.1		 164		 9		352.9		327.9		1179.6		34560 												４５～４９歳 サイ		47.5		6.8		 159		 6		213.7		203.9		175.8		5381 

																																												５０～５４歳 サイ		52.3		19.5		 163		 8		379.0		356.6		1312.6		27832 												５０～５４歳 サイ		52.5		7.5		 160		 5		210.3		201.2		204.7		4221 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		21.3		 164		 6		384.1		365.5		1324.3		18467 												５５～５９歳 サイ		57.4		9.7		 160		 5		212.8		204.2		266.8		3581 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		20.0		 163		 4		319.5		307.7		864.2		6518 												６０～６４歳 サイ		62.3		18.5		 162		 5		252.8		242.1		555.9		5591 

																																												６５～６９歳 サイ		66.9		17.9		 164		 4		302.2		293.5		602.0		1878 												６５～６９歳 サイ		67.0		14.9		 162		 6		239.2		227.1		253.7		1615 

																																												７０歳～ サイ		73.4		24.4		 164		 1		305.4		302.7		728.1		609 												７０歳～ サイ		73.7		10.5		 165		 3		207.7		203.6		134.5		521 

																																												男女計
大学 ダンジョケイ ダイガク		40.3		12.0		 165		 11		396.4		367.5		1239.4		803941 												男女計
大学 ダンジョケイ ダイガク		50.1		10.4		 161		 8		287.0		270.0		369.5		72479 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		23.6		1.3		 165		 10		250.5		230.1		349.9		70984 												２０～２４歳 サイ		23.8		1.1		 163		 7		222.1		209.4		90.8		2362 

																																												２５～２９歳 サイ		27.4		3.9		 165		 15		296.0		262.4		812.7		129231 												２５～２９歳 サイ		27.5		2.1		 162		 12		263.1		232.9		150.5		7846 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		6.8		 164		 14		340.6		305.0		975.3		107246 												３０～３４歳 サイ		32.4		3.4		 160		 10		260.5		233.7		151.2		6085 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		10.3		 165		 14		388.9		351.4		1226.7		103841 												３５～３９歳 サイ		37.4		5.0		 160		 9		260.9		241.6		173.6		5310 

																																												４０～４４歳 サイ		42.5		13.5		 165		 11		425.9		393.8		1412.8		101434 												４０～４４歳 サイ		42.6		5.8		 160		 9		259.4		240.3		198.8		5403 

																																												４５～４９歳 サイ		47.4		16.9		 166		 9		463.3		436.8		1592.7		103342 												４５～４９歳 サイ		47.6		6.1		 160		 8		262.9		247.6		178.7		5668 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		21.5		 165		 7		518.8		495.7		1933.5		88011 												５０～５４歳 サイ		52.5		7.0		 159		 8		297.7		281.2		251.0		4867 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		23.8		 165		 6		518.4		500.0		1868.3		65046 												５５～５９歳 サイ		57.5		8.0		 162		 8		291.1		275.6		276.9		4603 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		20.3		 165		 5		436.5		422.5		1108.9		25243 												６０～６４歳 サイ		62.4		19.7		 161		 6		324.4		311.7		746.1		21330 

																																												６５～６９歳 サイ		67.1		17.9		 166		 3		434.2		424.8		816.6		6651 												６５～６９歳 サイ		66.9		14.8		 162		 5		291.2		281.2		349.4		6833 

																																												７０歳～ サイ		73.5		20.7		 165		 2		458.1		452.7		530.1		2911 												７０歳～ サイ		72.6		14.3		 162		 5		299.5		289.6		303.3		2172 

																																												大学院 ダイガクイン		40.9		11.4		 164		 12		492.7		456.9		1855.9		96303 												大学院 ダイガクイン		48.6		9.0		 161		 6		402.0		386.5		608.7		3948 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		24.5		0.5		 164		 5		258.6		246.4		40.8		1496 												２０～２４歳 サイ		24.5		0.5		 162		 1		207.9		206.7		59.2		55 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		2.7		 164		 20		323.3		278.9		926.2		15781 												２５～２９歳 サイ		28.1		1.6		 165		 6		290.6		274.4		168.2		386 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		6.2		 163		 19		396.1		345.5		1396.0		15661 												３０～３４歳 サイ		32.9		2.5		 165		 5		347.2		334.8		236.1		505 

																																												３５～３９歳 サイ		37.6		9.7		 163		 15		474.5		426.8		1767.2		15705 												３５～３９歳 サイ		37.5		3.5		 163		 7		385.6		368.4		278.3		397 

																																												４０～４４歳 サイ		42.4		12.8		 164		 11		532.9		493.2		2109.5		14626 												４０～４４歳 サイ		42.5		5.9		 165		 7		405.0		386.9		531.3		409 

																																												４５～４９歳 サイ		47.4		15.9		 166		 6		566.9		542.5		2266.0		12947 												４５～４９歳 サイ		47.7		5.0		 158		 9		425.5		400.9		394.0		405 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		20.0		 167		 4		633.2		614.2		2630.8		9402 												５０～５４歳 サイ		52.4		5.4		 166		 5		476.7		462.6		296.5		194 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		22.5		 165		 3		672.7		660.0		3023.0		6621 												５５～５９歳 サイ		57.1		6.3		 162		 4		477.6		470.0		541.6		102 

																																												６０～６４歳 サイ		62.3		19.5		 166		 2		679.7		671.0		2457.8		2923 												６０～６４歳 サイ		62.1		19.3		 159		 6		434.5		419.1		1352.8		999 

																																												６５～６９歳 サイ		67.2		17.4		 167		 1		697.8		691.7		2115.7		986 												６５～６９歳 サイ		67.1		13.5		 157		 7		438.1		426.3		562.5		427 

																																												７０歳～ サイ		73.8		14.2		 166		 1		565.6		563.7		1457.0		155 												７０歳～ サイ		72.2		16.0		 151		 3		504.2		498.1		340.9		69 

																																												不明 フメイ		44.0		10.7		 167		 14		329.0		299.6		664.6		93112 												不明 フメイ		46.9		7.3		 160		 9		218.7		202.4		114.0		86608 

																																												　　～１９歳 サイ		19.0		1.0		 166		 12		204.1		188.1		130.4		372 												　　～１９歳 サイ		19.2		1.2		 165		 7		188.8		178.9		5.8		537 

																																												２０～２４歳 サイ		23.3		1.9		 167		 13		239.3		216.0		244.3		5765 												２０～２４歳 サイ		22.9		1.9		 162		 15		201.7		178.7		30.9		5891 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		3.3		 167		 13		267.1		241.7		379.1		9901 												２５～２９歳 サイ		27.5		2.8		 162		 14		219.9		197.4		55.3		7574 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		5.7		 167		 13		302.8		274.4		545.9		9487 												３０～３４歳 サイ		32.5		4.0		 159		 11		219.9		201.3		51.2		7165 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		7.6		 165		 17		329.9		293.7		674.9		10008 												３５～３９歳 サイ		37.5		5.5		 160		 9		218.1		202.0		79.5		7257 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		10.8		 167		 14		354.7		322.4		828.7		11328 												４０～４４歳 サイ		42.5		6.7		 157		 8		221.2		205.3		97.3		7777 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		13.0		 168		 16		366.9		331.3		825.8		14651 												４５～４９歳 サイ		47.5		6.9		 160		 8		221.8		206.9		146.9		11054 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		15.4		 168		 15		369.0		337.0		873.4		12697 												５０～５４歳 サイ		52.4		7.6		 160		 9		219.9		204.3		106.3		10876 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		17.0		 168		 13		375.4		346.4		876.2		9846 												５５～５９歳 サイ		57.3		8.5		 160		 8		215.8		201.5		145.0		10154 

																																												６０～６４歳 サイ		62.5		15.1		 168		 9		307.5		289.1		491.9		5067 												６０～６４歳 サイ		62.3		11.9		 160		 8		231.2		215.9		238.6		9619 

																																												６５～６９歳 サイ		67.0		15.9		 166		 8		267.3		253.3		290.3		2513 												６５～６９歳 サイ		67.3		13.5		 160		 7		220.9		207.9		135.8		5925 

																																												７０歳～ サイ		73.6		17.8		 159		 4		240.3		232.4		215.8		1477 												７０歳～ サイ		73.1		13.5		 160		 4		193.4		186.2		77.0		2779 

																																												男
学歴計 ガク レキ ケイ		43.1		14.0		 167		 14		383.7		348.8		1106.7		1 621571 												男
学歴計 ガク レキ ケイ		52.3		11.2		 163		 10		261.6		241.3		288.1		196386 

																																												　　～１９歳 サイ		19.1		0.9		 167		 12		207.6		186.9		162.4		14839 												　　～１９歳 サイ		19.1		1.0		 160		 6		178.7		168.9		18.8		1118 

																																												２０～２４歳 サイ		23.1		2.3		 167		 15		246.3		218.0		445.2		100935 												２０～２４歳 サイ		23.0		1.9		 164		 14		211.1		187.8		57.3		9661 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		4.5		 166		 18		295.0		256.7		744.9		162655 												２５～２９歳 サイ		27.4		2.8		 164		 15		241.4		212.8		95.7		13681 

																																												３０～３４歳 サイ		32.6		7.6		 166		 18		338.0		295.6		932.2		173330 												３０～３４歳 サイ		32.5		4.4		 163		 13		246.0		218.7		105.6		12409 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		10.5		 166		 17		376.4		333.4		1085.7		193653 												３５～３９歳 サイ		37.4		5.9		 165		 13		251.3		225.1		124.3		12173 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		13.8		 167		 15		404.3		364.6		1208.6		216550 												４０～４４歳 サイ		42.6		6.8		 163		 13		256.1		230.4		152.1		12001 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		17.4		 168		 14		426.8		390.5		1306.7		257128 												４５～４９歳 サイ		47.6		7.0		 165		 13		262.3		236.2		173.0		13489 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		21.0		 167		 12		454.7		422.6		1470.5		222654 												５０～５４歳 サイ		52.4		7.5		 164		 13		273.5		246.9		164.7		14116 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		23.8		 167		 10		456.4		428.6		1472.2		170651 												５５～５９歳 サイ		57.5		7.4		 165		 11		264.9		242.8		206.6		15012 

																																												６０～６４歳 サイ		62.3		20.6		 167		 8		370.5		351.6		853.5		71583 												６０～６４歳 サイ		62.5		19.3		 163		 8		290.7		274.7		613.2		55238 

																																												６５～６９歳 サイ		67.2		17.9		 168		 6		323.2		310.0		506.3		25147 												６５～６９歳 サイ		67.2		15.3		 163		 7		253.7		240.9		258.4		26065 

																																												７０歳～ サイ		73.2		19.6		 166		 4		299.5		291.3		321.9		12446 												７０歳～ サイ		72.9		14.2		 162		 5		228.1		218.6		146.8		11423 

																																												中学 チュウガク		48.3		14.7		 171		 17		329.6		291.6		553.9		44369 												中学 チュウガク		55.2		12.1		 165		 11		233.8		213.2		168.3		9465 

																																												　　～１９歳 サイ		18.3		1.1		 164		 6		207.6		196.7		80.1		340 												　　～１９歳 サイ		18.5		1.1		 159		 9		199.0		177.9		1.8		147 

																																												２０～２４歳 サイ		22.8		2.8		 171		 19		252.9		220.4		284.8		1430 												２０～２４歳 サイ		22.8		2.5		 167		 17		216.1		191.0		48.8		432 

																																												２５～２９歳 サイ		27.6		4.6		 172		 15		277.3		242.8		431.5		2411 												２５～２９歳 サイ		27.4		3.5		 164		 14		234.0		208.9		96.3		409 

																																												３０～３４歳 サイ		32.8		7.0		 171		 19		305.0		264.6		504.4		2977 												３０～３４歳 サイ		32.6		4.8		 166		 19		253.8		218.8		98.0		528 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		9.3		 172		 19		336.4		293.7		601.1		4614 												３５～３９歳 サイ		37.5		5.5		 170		 15		234.1		210.5		101.4		463 

																																												４０～４４歳 サイ		42.3		11.6		 173		 19		349.9		306.5		623.8		5165 												４０～４４歳 サイ		42.3		7.8		 164		 14		241.5		215.7		134.8		484 

																																												４５～４９歳 サイ		47.7		15.0		 172		 19		367.1		323.6		650.9		7383 												４５～４９歳 サイ		47.5		7.2		 170		 17		262.2		228.7		109.2		561 

																																												５０～５４歳 サイ		52.3		16.9		 171		 20		364.0		321.5		672.9		6557 												５０～５４歳 サイ		52.5		8.6		 164		 12		258.3		234.5		162.4		760 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		21.9		 170		 19		368.8		323.2		713.9		5173 												５５～５９歳 サイ		57.5		9.7		 168		 13		268.2		242.0		165.9		699 

																																												６０～６４歳 サイ		62.5		21.6		 170		 12		291.2		264.3		417.8		3681 												６０～６４歳 サイ		62.7		19.4		 163		 11		247.2		226.1		359.0		1774 

																																												６５～６９歳 サイ		67.3		21.9		 168		 10		264.0		244.2		258.1		2649 												６５～６９歳 サイ		67.5		16.8		 165		 8		212.1		197.3		167.0		1665 

																																												７０歳～ サイ		73.4		21.7		 167		 6		241.8		228.7		236.3		1989 												７０歳～ サイ		73.3		15.1		 163		 5		202.7		195.1		98.7		1543 

																																												高校 コウコウ		44.4		15.2		 168		 16		344.6		305.2		873.5		608753 												高校 コウコウ		53.3		12.0		 164		 11		241.1		220.5		253.5		82070 

																																												　　～１９歳 サイ		19.1		0.9		 167		 12		207.7		186.7		164.0		14365 												　　～１９歳 サイ		19.1		0.9		 160		 5		172.6		164.7		24.9		714 

																																												２０～２４歳 サイ		22.5		3.5		 167		 19		242.5		206.6		585.4		40861 												２０～２４歳 サイ		22.8		2.2		 164		 14		205.0		182.4		65.2		4257 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		6.1		 167		 19		278.6		238.6		661.0		43761 												２５～２９歳 サイ		27.5		3.3		 166		 15		220.1		196.3		87.7		4699 

																																												３０～３４歳 サイ		32.6		9.1		 167		 20		312.2		266.1		793.5		50718 												３０～３４歳 サイ		32.6		4.9		 162		 13		225.7		200.5		91.9		4203 

																																												３５～３９歳 サイ		37.6		11.1		 168		 19		333.9		289.9		820.7		60128 												３５～３９歳 サイ		37.5		6.4		 166		 13		239.0		211.6		119.3		4310 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		14.4		 168		 19		360.0		313.6		913.9		76028 												４０～４４歳 サイ		42.5		7.3		 164		 14		245.1		217.1		144.3		4895 

																																												４５～４９歳 サイ		47.6		17.9		 169		 17		383.7		338.5		1033.5		100327 												４５～４９歳 サイ		47.5		7.0		 166		 15		253.1		223.0		150.4		5342 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		20.8		 169		 16		394.5		354.1		1055.7		93054 												５０～５４歳 サイ		52.5		7.7		 165		 15		257.2		227.3		140.5		5913 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		24.0		 168		 13		397.7		362.7		1133.6		77595 												５５～５９歳 サイ		57.5		7.4		 166		 11		242.9		220.7		179.9		6445 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		20.8		 168		 10		313.7		291.9		643.5		33607 												６０～６４歳 サイ		62.5		20.0		 163		 9		259.5		242.1		515.3		23464 

																																												６５～６９歳 サイ		67.2		17.4		 168		 7		268.4		255.0		346.5		12222 												６５～６９歳 サイ		67.3		16.0		 164		 7		234.4		221.2		239.5		12359 

																																												７０歳～ サイ		73.0		19.4		 167		 4		251.0		243.1		278.7		6085 												７０歳～ サイ		72.8		14.6		 162		 6		210.5		199.8		117.6		5470 

																																												専門学校 センモン ガッコウ		41.7		12.7		 167		 12		344.9		316.0		871.4		176369 												専門学校 センモン ガッコウ		47.4		8.9		 164		 10		251.7		232.5		203.4		15091 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		22.9		2.0		 168		 12		234.5		213.8		339.2		12850 												２０～２４歳 サイ		22.8		1.2		 164		 11		209.6		191.9		48.8		1170 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		4.5		 166		 12		268.4		243.3		565.0		17433 												２５～２９歳 サイ		27.4		3.2		 164		 11		223.6		204.5		109.8		1273 

																																												３０～３４歳 サイ		32.7		7.1		 166		 14		300.2		269.7		688.3		20238 												３０～３４歳 サイ		32.6		4.4		 165		 9		230.2		213.5		122.8		1361 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		10.1		 166		 14		331.9		298.3		812.1		24489 												３５～３９歳 サイ		37.4		5.8		 166		 13		242.7		216.0		120.3		1474 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		13.2		 167		 12		362.9		331.4		965.9		27841 												４０～４４歳 サイ		42.5		5.5		 166		 12		257.4		234.9		154.3		1144 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		16.7		 168		 13		382.4		350.0		1031.8		33156 												４５～４９歳 サイ		47.6		6.3		 165		 11		259.9		239.1		123.0		1535 

																																												５０～５４歳 サイ		52.3		20.1		 167		 11		411.3		383.2		1200.5		22632 												５０～５４歳 サイ		52.2		7.2		 161		 11		255.9		230.8		130.3		1350 

																																												５５～５９歳 サイ		57.3		21.8		 166		 8		412.0		388.4		1127.6		12576 												５５～５９歳 サイ		57.5		6.9		 163		 9		272.4		250.0		193.7		1468 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		20.0		 168		 7		337.2		321.5		704.9		3814 												６０～６４歳 サイ		62.3		19.7		 165		 7		282.0		266.7		497.1		2812 

																																												６５～６９歳 サイ		67.1		19.8		 169		 6		281.0		269.9		381.4		952 												６５～６９歳 サイ		67.2		16.3		 165		 5		247.1		237.4		207.3		1114 

																																												７０歳～ サイ		72.8		23.0		 167		 2		278.6		276.1		422.6		388 												７０歳～ サイ		72.5		12.0		 162		 5		230.4		221.2		188.3		389 

																																												高専・短大 コウセン タンダイ		42.3		15.0		 164		 13		388.7		354.0		1272.0		66220 												高専・短大 コウセン タンダイ		54.0		12.4		 164		 9		267.2		249.5		438.4		5650 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		22.9		2.0		 164		 14		237.9		212.8		471.1		4937 												２０～２４歳 サイ		23.2		1.6		 174		 38		238.5		186.9		153.7		140 

																																												２５～２９歳 サイ		27.4		5.0		 164		 19		291.3		252.7		813.8		6567 												２５～２９歳 サイ		27.4		2.5		 166		 14		221.1		198.4		118.8		379 

																																												３０～３４歳 サイ		32.6		8.8		 162		 17		333.8		288.6		997.4		7317 												３０～３４歳 サイ		32.8		5.4		 164		 12		241.8		213.4		201.4		335 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		11.7		 163		 16		363.9		320.8		1108.5		8666 												３５～３９歳 サイ		37.0		6.3		 158		 9		220.9		204.2		140.8		291 

																																												４０～４４歳 サイ		42.5		15.0		 164		 14		401.8		361.1		1270.8		9585 												４０～４４歳 サイ		42.8		6.7		 164		 9		252.2		235.8		178.8		405 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		18.9		 165		 12		435.6		400.3		1582.3		10999 												４５～４９歳 サイ		47.7		7.6		 160		 15		242.3		218.5		205.0		358 

																																												５０～５４歳 サイ		52.3		22.7		 164		 10		476.6		448.4		1782.4		8983 												５０～５４歳 サイ		52.1		7.0		 161		 8		227.8		212.1		182.1		318 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		26.5		 165		 8		494.7		470.5		1848.5		6238 												５５～５９歳 サイ		57.4		4.9		 165		 8		250.0		234.8		188.0		374 

																																												６０～６４歳 サイ		62.3		22.4		 165		 5		374.5		360.4		984.8		2172 												６０～６４歳 サイ		62.4		20.8		 164		 7		306.2		290.4		834.3		2108 

																																												６５～６９歳 サイ		66.9		17.2		 170		 6		322.2		311.4		557.1		583 												６５～６９歳 サイ		67.2		15.2		 163		 8		286.3		271.3		361.2		648 

																																												７０歳～ サイ		72.8		19.0		 170		 3		277.1		271.1		400.4		172 												７０歳～ サイ		74.9		7.6		 172		 3		208.7		204.6		120.3		294 

																																												男
大学 ダイガク		42.1		13.5		 166		 12		425.8		394.4		1368.4		584512 												男
大学 ダイガク		54.7		13.0		 162		 8		311.4		292.7		457.9		46275 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		23.7		1.3		 166		 12		255.1		231.6		354.3		36678 												２０～２４歳 サイ		23.8		1.2		 161		 8		230.4		213.0		61.6		1009 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		4.0		 166		 18		307.4		268.0		829.6		74646 												２５～２９歳 サイ		27.4		2.2		 163		 15		286.8		246.3		128.4		3463 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		6.9		 166		 16		358.0		316.4		1039.2		72814 												３０～３４歳 サイ		32.5		3.6		 163		 13		286.5		248.8		147.5		2630 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		10.5		 166		 16		411.7		368.2		1311.8		75935 												３５～３９歳 サイ		37.3		5.2		 163		 12		288.9		259.2		132.4		2463 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		13.9		 167		 12		446.2		411.2		1490.4		77806 												４０～４４歳 サイ		42.7		5.7		 162		 13		289.2		260.5		170.6		2100 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		17.7		 167		 9		483.5		455.8		1678.4		84180 												４５～４９歳 サイ		47.7		6.5		 162		 11		286.9		264.5		212.2		2145 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		22.2		 166		 7		533.2		509.8		2020.4		75012 												５０～５４歳 サイ		52.8		7.1		 161		 9		364.0		343.2		265.5		2125 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		24.5		 165		 6		533.2		514.8		1935.6		56493 												５５～５９歳 サイ		57.7		7.5		 164		 9		324.9		306.5		289.0		2680 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		20.9		 166		 5		446.4		431.9		1140.8		22279 												６０～６４歳 サイ		62.5		20.1		 162		 6		330.7		318.0		776.8		19332 

																																												６５～６９歳 サイ		67.0		17.9		 166		 4		427.7		417.9		801.3		6031 												６５～６９歳 サイ		66.9		14.7		 162		 5		294.2		284.1		351.6		6247 

																																												７０歳～ サイ		73.4		19.4		 165		 2		462.8		457.3		462.7		2638 												７０歳～ サイ		72.5		14.2		 162		 5		297.9		287.7		289.9		2081 

																																												大学院 ダイガクイン		41.0		11.9		 165		 13		505.8		467.5		1937.2		79983 												大学院 ダイガクイン		51.7		10.7		 162		 6		418.9		403.5		717.4		2723 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		24.5		0.5		 164		 6		259.1		246.4		33.6		1103 												２０～２４歳 サイ		24.5		0.5		 151		 1		204.6		203.0		0.0		17 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		2.7		 164		 20		327.1		280.5		937.9		12440 												２５～２９歳 サイ		28.1		1.3		 166		 4		322.2		310.0		211.5		200 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		6.3		 163		 20		403.3		349.3		1450.6		13309 												３０～３４歳 サイ		32.9		2.2		 168		 5		337.7		326.1		224.6		322 

																																												３５～３９歳 サイ		37.6		9.9		 163		 16		484.5		432.3		1830.4		13198 												３５～３９歳 サイ		37.6		3.6		 164		 7		396.0		377.4		335.2		261 

																																												４０～４４歳 サイ		42.4		13.1		 165		 12		548.1		504.5		2203.9		12195 												４０～４４歳 サイ		42.4		6.4		 167		 4		472.1		459.1		653.2		183 

																																												４５～４９歳 サイ		47.4		16.7		 166		 7		578.7		553.1		2334.4		10916 												４５～４９歳 サイ		47.6		6.8		 159		 12		539.3		504.9		412.0		171 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		21.3		 168		 4		646.1		627.9		2757.4		7913 												５０～５４歳 サイ		52.3		5.4		 170		 6		498.1		481.2		336.4		125 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		23.6		 165		 3		693.5		679.9		3158.1		5627 												５５～５９歳 サイ		57.1		5.0		 164		 5		419.8		409.8		441.8		68 

																																												６０～６４歳 サイ		62.3		20.3		 166		 2		715.3		705.5		2518.2		2307 												６０～６４歳 サイ		62.1		19.6		 159		 6		424.8		408.3		1370.2		919 

																																												６５～６９歳 サイ		67.2		17.1		 167		 1		710.1		702.8		2161.4		833 												６５～６９歳 サイ		67.2		12.6		 158		 6		428.3		417.5		534.3		390 

																																												７０歳～ サイ		73.9		14.5		 166		 1		575.9		573.9		1499.6		142 												７０歳～ サイ		72.1		16.1		 150		 3		503.0		496.8		323.8		67 

																																												不明 フメイ		45.1		11.7		 169		 16		356.2		321.2		742.1		61365 												不明 フメイ		47.7		7.5		 164		 12		242.6		219.8		156.4		35112 

																																												　　～１９歳 サイ		19.2		1.0		 167		 13		198.9		179.7		196.5		134 												　　～１９歳 サイ		19.2		1.4		 163		 6		184.1		175.4		11.5		256 

																																												２０～２４歳 サイ		23.3		2.0		 167		 14		246.3		220.5		290.2		3075 												２０～２４歳 サイ		23.0		1.9		 166		 16		211.9		184.6		43.4		2637 

																																												２５～２９歳 サイ		27.6		3.5		 168		 16		280.5		248.4		444.3		5397 												２５～２９歳 サイ		27.4		2.8		 163		 17		229.0		200.4		57.2		3257 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		5.7		 168		 16		318.5		285.1		608.9		5957 												３０～３４歳 サイ		32.4		4.4		 162		 15		235.4		209.3		58.6		3029 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		7.6		 167		 20		349.7		306.9		734.0		6624 												３５～３９歳 サイ		37.3		6.1		 164		 13		234.7		211.7		109.8		2912 

																																												４０～４４歳 サイ		42.7		11.3		 169		 17		379.9		341.4		896.3		7930 												４０～４４歳 サイ		42.6		7.0		 160		 12		238.9		215.8		117.3		2790 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		14.0		 170		 19		398.8		357.7		897.8		10167 												４５～４９歳 サイ		47.5		7.5		 165		 11		250.3		227.1		201.6		3377 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		17.2		 170		 18		406.1		367.9		964.5		8503 												５０～５４歳 サイ		52.3		7.5		 166		 14		252.5		225.5		150.8		3525 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		18.3		 169		 16		408.0		373.7		971.7		6948 												５５～５９歳 サイ		57.3		7.2		 165		 13		253.7		228.8		203.6		3279 

																																												６０～６４歳 サイ		62.5		15.3		 169		 10		324.8		303.5		504.4		3722 												６０～６４歳 サイ		62.4		11.5		 164		 9		270.2		249.9		354.2		4829 

																																												６５～６９歳 サイ		66.9		15.0		 167		 9		277.4		260.9		262.5		1877 												６５～６９歳 サイ		67.4		13.0		 164		 8		245.9		230.0		171.9		3641 

																																												７０歳～ サイ		73.2		17.5		 163		 5		252.9		242.4		167.7		1031 												７０歳～ サイ		73.1		13.5		 163		 4		213.5		205.5		94.0		1580 

																																												女
学歴計 ガク レキ ケイ		40.6		10.2		 163		 7		288.9		270.6		752.3		776252 												女
学歴計 ガク レキ ケイ		47.3		8.1		 159		 6		206.3		195.4		153.9		226878 

																																												　　～１９歳 サイ		19.1		1.0		 167		 7		189.7		178.6		142.6		8382 												　　～１９歳 サイ		19.2		0.9		 159		 11		186.2		166.8		14.0		1009 

																																												２０～２４歳 サイ		23.0		2.0		 165		 8		231.1		215.0		375.7		90480 												２０～２４歳 サイ		22.9		1.9		 162		 11		196.3		179.2		56.1		12074 

																																												２５～２９歳 サイ		27.4		4.2		 164		 10		264.1		242.2		660.9		109800 												２５～２９歳 サイ		27.6		2.8		 162		 9		215.0		198.9		101.5		17535 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		6.9		 162		 8		277.8		258.6		693.8		82789 												３０～３４歳 サイ		32.5		4.0		 159		 7		212.6		199.4		112.6		16971 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		9.4		 162		 7		293.2		274.5		790.3		81803 												３５～３９歳 サイ		37.5		5.7		 158		 6		207.2		197.4		135.2		18848 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		11.5		 162		 7		307.8		288.1		866.6		92196 												４０～４４歳 サイ		42.6		6.5		 158		 6		210.6		200.2		148.3		24185 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		13.6		 163		 8		312.0		292.6		896.0		109193 												４５～４９歳 サイ		47.6		7.0		 158		 6		209.6		199.2		146.4		32923 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		15.6		 163		 7		324.7		305.6		949.8		91910 												５０～５４歳 サイ		52.4		8.0		 158		 6		206.4		196.1		153.4		31137 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		17.5		 163		 6		321.2		305.3		933.3		69226 												５５～５９歳 サイ		57.4		10.1		 159		 6		202.5		192.8		175.6		27469 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		17.1		 163		 4		282.2		272.2		657.6		27117 												６０～６４歳 サイ		62.3		14.8		 159		 5		206.8		197.8		268.9		28013 

																																												６５～６９歳 サイ		67.2		18.7		 162		 3		276.0		268.6		510.2		8899 												６５～６９歳 サイ		67.2		14.4		 157		 5		195.0		186.9		157.5		11667 

																																												７０歳～ サイ		73.6		23.4		 160		 2		253.2		248.6		476.0		4457 												７０歳～ サイ		72.9		15.2		 155		 3		181.5		176.2		120.3		5048 

																																												中学 チュウガク		45.8		9.8		 163		 8		233.8		218.4		403.2		9431 												中学 チュウガク		50.6		9.4		 160		 8		186.8		174.7		104.6		5810 

																																												　　～１９歳 サイ		18.1		1.5		 166		 9		197.5		183.4		80.2		112 												　　～１９歳 サイ		18.1		1.2		 132		 3		137.1		133.4		5.7		76 

																																												２０～２４歳 サイ		23.0		1.9		 159		 5		191.3		181.2		128.4		448 												２０～２４歳 サイ		22.8		2.8		 155		 10		186.1		169.5		18.1		334 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		3.1		 164		 9		218.4		202.0		274.9		867 												２５～２９歳 サイ		27.8		3.4		 161		 8		191.1		179.3		76.0		301 

																																												３０～３４歳 サイ		32.4		5.3		 162		 9		220.5		203.4		334.9		672 												３０～３４歳 サイ		32.3		4.8		 168		 17		205.3		182.0		66.8		363 

																																												３５～３９歳 サイ		37.7		6.1		 165		 10		238.3		218.5		447.3		1173 												３５～３９歳 サイ		37.9		6.2		 162		 9		200.6		186.9		51.6		445 

																																												４０～４４歳 サイ		42.8		8.1		 166		 9		233.6		219.0		440.3		1076 												４０～４４歳 サイ		42.5		6.7		 161		 11		192.5		178.0		88.8		573 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		8.6		 166		 9		254.4		234.3		435.2		1487 												４５～４９歳 サイ		47.6		8.2		 160		 8		187.3		174.9		111.9		632 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		10.8		 161		 6		242.6		226.6		499.8		1318 												５０～５４歳 サイ		52.2		7.3		 162		 7		195.5		181.2		94.8		643 

																																												５５～５９歳 サイ		57.3		18.5		 159		 4		267.5		256.4		634.1		891 												５５～５９歳 サイ		57.5		8.3		 161		 13		197.7		181.8		159.2		545 

																																												６０～６４歳 サイ		62.7		15.1		 164		 5		217.9		207.8		318.8		572 												６０～６４歳 サイ		62.8		13.6		 161		 6		179.8		170.7		163.6		596 

																																												６５～６９歳 サイ		67.6		19.4		 160		 4		211.8		202.7		316.6		427 												６５～６９歳 サイ		67.5		16.2		 157		 4		165.6		160.2		124.4		720 

																																												７０歳～ サイ		73.7		21.9		 163		 5		198.4		188.2		220.0		387 												７０歳～ サイ		72.9		17.5		 157		 3		176.9		171.4		128.3		584 

																																												高校 コウコウ		43.7		11.9		 164		 7		249.8		235.2		588.7		226844 												高校 コウコウ		49.0		9.0		 159		 7		192.9		182.5		143.8		91226 

																																												　　～１９歳 サイ		19.1		0.9		 167		 7		189.1		178.1		144.9		8032 												　　～１９歳 サイ		19.3		0.9		 159		 14		188.9		164.1		20.8		652 

																																												２０～２４歳 サイ		22.3		3.2		 165		 10		210.5		193.4		455.2		21418 												２０～２４歳 サイ		22.6		2.1		 163		 13		196.6		175.7		47.5		5115 

																																												２５～２９歳 サイ		27.5		5.5		 164		 8		223.7		207.6		453.4		17324 												２５～２９歳 サイ		27.5		3.2		 161		 9		197.4		183.3		72.1		5266 

																																												３０～３４歳 サイ		32.6		7.7		 163		 7		234.6		220.9		502.9		16584 												３０～３４歳 サイ		32.7		4.8		 159		 7		195.7		183.9		108.6		5245 

																																												３５～３９歳 サイ		37.6		9.5		 164		 7		242.2		227.9		547.7		18956 												３５～３９歳 サイ		37.5		6.1		 158		 7		191.0		180.7		122.6		6362 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		11.3		 164		 8		251.2		236.1		588.7		24171 												４０～４４歳 サイ		42.5		6.7		 159		 6		192.9		183.3		131.6		8542 

																																												４５～４９歳 サイ		47.6		14.3		 164		 8		268.3		251.8		695.3		36696 												４５～４９歳 サイ		47.7		7.8		 158		 6		194.6		184.3		135.6		12439 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		15.4		 164		 7		272.6		256.6		721.0		34994 												５０～５４歳 サイ		52.4		8.5		 159		 6		194.2		184.0		157.1		13350 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		17.8		 163		 6		277.2		263.3		744.9		29762 												５５～５９歳 サイ		57.5		11.0		 159		 6		193.8		183.7		157.7		12319 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		17.9		 163		 4		244.7		236.5		507.8		11987 												６０～６４歳 サイ		62.3		15.2		 160		 5		192.7		184.7		235.4		13627 

																																												６５～６９歳 サイ		67.2		19.7		 163		 4		235.8		229.2		418.6		4464 												６５～６９歳 サイ		67.2		13.9		 158		 4		184.5		177.5		131.7		5783 

																																												７０歳～ サイ		73.4		22.9		 161		 3		238.2		233.1		383.8		2456 												７０歳～ サイ		72.9		15.7		 155		 3		178.7		173.5		123.8		2526 

																																												専門学校 センモン ガッコウ		41.2		9.6		 162		 6		294.1		274.3		692.0		145864 												専門学校 センモン ガッコウ		47.2		8.1		 159		 5		218.6		209.3		199.4		24912 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		22.8		1.8		 165		 7		234.4		218.0		313.3		17544 												２０～２４歳 サイ		22.8		1.5		 161		 5		187.6		180.7		79.6		1184 

																																												２５～２９歳 サイ		27.4		4.1		 163		 7		261.7		241.3		520.1		17123 												２５～２９歳 サイ		27.5		3.2		 163		 6		206.6		197.0		125.1		1634 

																																												３０～３４歳 サイ		32.6		6.5		 162		 6		267.9		250.4		573.5		14624 												３０～３４歳 サイ		32.6		3.8		 160		 5		214.1		204.4		117.1		2139 

																																												３５～３９歳 サイ		37.6		8.7		 161		 6		287.8		267.6		676.7		16187 												３５～３９歳 サイ		37.5		5.7		 157		 4		213.8		206.2		169.2		2556 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		10.7		 162		 6		308.5		285.9		792.8		19611 												４０～４４歳 サイ		42.6		6.6		 158		 5		224.1		215.0		161.1		3210 

																																												４５～４９歳 サイ		47.4		12.4		 162		 6		317.7		296.6		834.8		21772 												４５～４９歳 サイ		47.5		6.8		 158		 6		217.2		207.2		176.7		3396 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		13.9		 162		 6		330.7		308.3		911.6		18065 												５０～５４歳 サイ		52.4		8.6		 159		 6		222.9		213.1		167.3		3078 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		15.7		 162		 5		340.2		320.4		910.4		13901 												５５～５９歳 サイ		57.4		10.0		 159		 5		214.3		206.1		225.5		2566 

																																												６０～６４歳 サイ		62.1		15.4		 161		 3		296.3		282.2		662.0		5288 												６０～６４歳 サイ		62.3		14.4		 160		 4		233.2		223.0		379.2		3439 

																																												６５～６９歳 サイ		67.3		15.8		 163		 4		289.5		277.6		467.3		1303 												６５～６９歳 サイ		67.2		15.6		 155		 4		235.1		223.1		316.6		1290 

																																												７０歳～ サイ		73.4		23.7		 160		 1		260.7		257.2		536.2		446 												７０歳～ サイ		72.3		14.1		 156		 3		198.1		193.2		148.7		419 

																																												高専・短大 コウセン タンダイ		42.5		12.2		 163		 6		291.9		275.4		860.8		126617 												高専・短大 コウセン タンダイ		48.3		8.5		 160		 5		208.3		200.2		223.2		26006 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		22.8		2.1		 167		 6		223.3		212.1		461.1		13680 												２０～２４歳 サイ		23.0		1.7		 164		 7		188.9		177.1		139.3		796 

																																												２５～２９歳 サイ		27.3		4.8		 165		 6		247.6		234.1		677.6		12056 												２５～２９歳 サイ		27.7		2.9		 165		 5		204.9		196.4		124.9		1449 

																																												３０～３４歳 サイ		32.5		7.7		 163		 6		261.1		246.2		703.5		10595 												３０～３４歳 サイ		32.5		4.2		 160		 4		198.9		190.7		205.3		1449 

																																												３５～３９歳 サイ		37.6		10.4		 162		 6		280.9		266.3		815.4		11690 												３５～３９歳 サイ		37.7		6.7		 158		 3		199.9		194.3		203.2		2156 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		12.5		 162		 7		302.0		282.6		897.2		17880 												４０～４４歳 サイ		42.7		6.8		 159		 5		205.6		198.4		195.2		3344 

																																												４５～４９歳 サイ		47.5		14.7		 163		 8		314.2		294.1		991.7		23561 												４５～４９歳 サイ		47.5		6.7		 159		 5		211.6		202.9		173.8		5023 

																																												５０～５４歳 サイ		52.4		17.9		 162		 7		332.5		312.9		1088.7		18850 												５０～５４歳 サイ		52.6		7.6		 160		 5		208.9		200.3		206.5		3903 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		18.7		 163		 5		327.7		312.0		1056.9		12229 												５５～５９歳 サイ		57.4		10.2		 159		 4		208.4		200.6		276.0		3207 

																																												６０～６４歳 サイ		62.2		18.8		 162		 4		292.0		281.4		803.9		4345 												６０～６４歳 サイ		62.2		17.1		 160		 4		220.4		212.8		387.4		3483 

																																												６５～６９歳 サイ		66.9		18.1		 162		 3		293.2		285.5		622.3		1295 												６５～６９歳 サイ		66.9		14.6		 161		 4		207.6		197.5		181.7		967 

																																												７０歳～ サイ		73.6		26.5		 162		 1		316.6		315.2		857.5		436 												７０歳～ サイ		72.0		14.2		 157		 3		206.4		202.3		152.8		228 

																																												女
大学 ダイガク		35.5		8.1		 163		 9		317.9		296.0		895.8		219429 												女
大学 ダイガク		42.1		5.8		 159		 7		243.9		229.7		213.3		26204 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		23.6		1.3		 164		 8		245.7		228.4		345.1		34306 												２０～２４歳 サイ		23.8		1.1		 164		 7		216.0		206.6		112.6		1353 

																																												２５～２９歳 サイ		27.4		3.9		 163		 11		280.4		254.7		789.5		54585 												２５～２９歳 サイ		27.7		2.1		 162		 10		244.3		222.3		167.9		4382 

																																												３０～３４歳 サイ		32.4		6.7		 162		 9		304.0		280.9		840.2		34432 												３０～３４歳 サイ		32.4		3.3		 158		 8		240.6		222.2		154.0		3456 

																																												３５～３９歳 サイ		37.4		9.8		 161		 8		327.0		305.5		994.9		27906 												３５～３９歳 サイ		37.4		4.9		 157		 5		236.7		226.4		209.2		2847 

																																												４０～４４歳 サイ		42.4		12.0		 162		 8		359.2		336.7		1157.3		23628 												４０～４４歳 サイ		42.5		5.9		 158		 7		240.4		227.5		216.7		3303 

																																												４５～４９歳 サイ		47.3		13.8		 163		 8		374.9		353.2		1216.4		19163 												４５～４９歳 サイ		47.5		5.8		 159		 6		248.2		237.3		158.4		3522 

																																												５０～５４歳 サイ		52.3		17.5		 163		 7		435.8		414.6		1431.6		13000 												５０～５４歳 サイ		52.3		6.8		 158		 7		246.3		233.2		239.8		2742 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		19.0		 162		 6		421.2		402.2		1424.0		8553 												５５～５９歳 サイ		57.3		8.6		 160		 7		244.1		232.4		260.1		1923 

																																												６０～６４歳 サイ		62.1		16.3		 162		 3		362.1		352.2		869.6		2964 												６０～６４歳 サイ		62.1		15.3		 158		 5		263.4		251.4		448.2		1998 

																																												６５～６９歳 サイ		67.3		18.6		 159		 1		497.8		491.9		965.4		620 												６５～６９歳 サイ		66.6		15.2		 161		 4		258.7		250.3		326.6		586 

																																												７０歳～ サイ		74.0		33.7		 163		 2		412.6		408.6		1183.4		272 												７０歳～ サイ		74.7		16.4		 159		 1		336.0		333.6		610.9		91 

																																												大学院 ダイガクイン		40.2		8.9		 163		 8		428.4		404.5		1457.8		16320 												大学院 ダイガクイン		41.8		5.1		 161		 7		364.5		348.9		366.9		1224 

																																												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-												　　～１９歳 サイ		-		-		-		-		-		-		-		-

																																												２０～２４歳 サイ		24.5		0.6		 164		 5		257.2		246.4		61.1		393 												２０～２４歳 サイ		24.5		0.6		 167		 1		209.3		208.4		85.3		38 

																																												２５～２９歳 サイ		27.6		2.6		 163		 17		309.3		272.8		882.4		3341 												２５～２９歳 サイ		28.2		1.8		 164		 7		256.6		236.1		121.6		186 

																																												３０～３４歳 サイ		32.4		5.6		 164		 12		355.3		324.0		1086.7		2352 												３０～３４歳 サイ		32.9		3.1		 160		 6		363.8		350.1		256.3		183 

																																												３５～３９歳 サイ		37.7		8.7		 161		 8		421.9		397.9		1434.8		2508 												３５～３９歳 サイ		37.4		3.4		 161		 6		365.6		351.2		169.3		136 

																																												４０～４４歳 サイ		42.6		11.0		 162		 6		457.0		436.8		1636.0		2431 												４０～４４歳 サイ		42.6		5.6		 162		 10		350.7		328.4		432.7		226 

																																												４５～４９歳 サイ		47.4		11.8		 165		 5		503.4		485.3		1898.3		2031 												４５～４９歳 サイ		47.7		3.7		 157		 7		341.9		324.5		380.8		233 

																																												５０～５４歳 サイ		52.5		13.5		 163		 5		564.6		541.4		1958.0		1489 												５０～５４歳 サイ		52.5		5.3		 159		 3		438.4		429.0		224.8		69 

																																												５５～５９歳 サイ		57.3		16.6		 166		 2		554.6		547.3		2258.0		994 												５５～５９歳 サイ		57.0		8.9		 159		 2		591.9		589.1		739.2		34 

																																												６０～６４歳 サイ		62.3		16.4		 167		 1		546.7		542.1		2231.7		616 												６０～６４歳 サイ		61.8		15.9		 161		 1		546.1		543.3		1153.1		80 

																																												６５～６９歳 サイ		67.0		19.1		 165		 0		631.0		631.0		1867.1		153 												６５～６９歳 サイ		66.1		22.6		 149		 11		542.1		520.7		861.7		37 

																																												７０歳～ サイ		73.3		10.2		 167		 0		448.7		448.7		975.6		13 												７０歳～ サイ		76.1		14.2		 183		 0		552.9		552.9		1041.3		2 

																																												不明 フメイ		42.0		8.7		 164		 9		276.5		257.7		514.9		31746 												不明 フメイ		46.4		7.1		 157		 7		202.3		190.5		85.0		51496 

																																												　　～１９歳 サイ		19.0		0.9		 165		 11		206.9		192.8		93.4		238 												　　～１９歳 サイ		19.2		0.9		 166		 8		193.0		182.1		0.5		281 

																																												２０～２４歳 サイ		23.3		1.7		 168		 11		231.4		210.7		191.9		2690 												２０～２４歳 サイ		22.8		1.9		 160		 14		193.4		173.8		20.8		3255 

																																												２５～２９歳 サイ		27.4		3.0		 166		 9		251.2		233.7		300.9		4504 												２５～２９歳 サイ		27.5		2.8		 162		 11		213.0		195.2		53.8		4317 

																																												３０～３４歳 サイ		32.4		5.6		 165		 10		276.5		256.4		439.5		3530 												３０～３４歳 サイ		32.5		3.7		 158		 9		208.5		195.5		45.8		4136 

																																												３５～３９歳 サイ		37.5		7.5		 162		 10		291.2		268.0		559.1		3384 												３５～３９歳 サイ		37.6		5.2		 157		 7		207.0		195.6		59.1		4345 

																																												４０～４４歳 サイ		42.5		9.9		 163		 8		295.8		278.1		671.0		3398 												４０～４４歳 サイ		42.5		6.5		 156		 7		211.3		199.4		86.0		4987 

																																												４５～４９歳 サイ		47.3		10.7		 164		 9		294.4		271.6		662.3		4484 												４５～４９歳 サイ		47.5		6.6		 157		 7		209.3		198.0		122.8		7677 

																																												５０～５４歳 サイ		52.3		11.9		 165		 9		293.8		274.3		688.6		4193 												５０～５４歳 サイ		52.4		7.7		 156		 6		204.3		194.0		85.0		7350 

																																												５５～５９歳 サイ		57.4		13.9		 165		 8		297.4		281.1		647.0		2897 												５５～５９歳 サイ		57.3		9.2		 157		 6		197.7		188.4		117.1		6875 

																																												６０～６４歳 サイ		62.4		14.8		 165		 5		259.8		249.3		457.4		1345 												６０～６４歳 サイ		62.2		12.4		 155		 7		191.9		181.6		122.0		4790 

																																												６５～６９歳 サイ		67.1		18.6		 164		 4		237.4		230.6		372.5		636 												６５～６９歳 サイ		67.3		14.1		 154		 6		181.1		172.7		78.4		2285 

																																												７０歳～ サイ		74.7		18.4		 150		 1		211.2		209.4		326.9		446 												７０歳～ サイ		73.0		13.4		 155		 5		166.9		160.8		54.5		1199 



正社員・正職員（男性）	

　　～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	186.9	218	256.7	295.60000000000002	333.4	364.6	390.5	422.6	428.6	351.6	310	正社員・正職員（女性）	

　　～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	178.6	215	242.2	258.60000000000002	274.5	288.10000000000002	292.60000000000002	305.60000000000002	305.3	272.2	268.60000000000002	正社員・正職員以外（男性）	

　　～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	168.9	187.8	212.8	218.7	225.1	230.4	236.2	246.9	242.8	274.7	240.9	正社員・正職員以外（女性）	

　　～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	166.8	179.2	198.9	199.4	197.4	200.2	199.2	196.1	192.8	197.8	186.9	







（備考）厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査」より作成。

（千円）

（歳）
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長男がお墓を守るべきである9.7%46.4%8.6%42.7%17.0%28.4%14.2%26.2%


長子が家を継ぐ・家を守るべきである9.8%46.1%7.8%44.4%16.6%27.4%13.6%26.2%


長男の嫁は、長男の嫁としての役割を


果たすべきである


10.4%48.1%9.0%46.9%17.3%27.4%13.5%27.3%


家族





（備考）１．「令和３年度人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。２．青色網掛：「賛成＋やや賛成」と「反対＋やや反対」で、割合の大きい方。赤字：「賛成＋やや賛成」と「反対＋やや反対」の差が10％ポイント以上。
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賛成＋反対＋賛成＋反対＋賛成＋反対＋賛成＋反対＋


やや賛成やや反対やや賛成やや反対やや賛成やや反対やや賛成やや反対


事実婚や同棲よりも結婚（法律婚）す


るべきである


22.9%25.1%27.1%17.3%23.3%18.5%29.8%12.8%


お見合いや婚活サイト等よりも自然な


恋愛結婚が望ましい


25.2%22.9%25.2%13.5%26.9%15.8%28.8%10.7%


男女とも結婚（法律婚）して一人前と


認めるべきである


15.1%39.2%17.8%31.3%19.8%26.8%21.0%22.7%


男女とも子供を持って一人前と認める


べきである


12.2%45.0%12.8%39.8%17.9%28.8%16.3%27.6%


結婚したら夫婦で同じ名字・姓を名乗


るべきである


20.0%31.0%21.4%25.0%23.9%19.7%27.1%15.8%


女性/20-39歳


（n=3, 343）


女性/40-69歳


（n=6, 736）


男性/20-39歳


（n=3, 356）


男性/40-69歳


（n=6, 565）


結婚・子供
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賛成＋反対＋賛成＋反対＋賛成＋反対＋賛成＋反対＋


やや賛成やや反対やや賛成やや反対やや賛成やや反対やや賛成やや反対


男性は外で働き、女性が家の中で家事


を支えるべきである


22.3%32.7%22.1%28.0%22.2%25.2%23.6%21.6%


女性は結婚後は仕事をセーブ～辞める


べきである


14.8%40.6%12.4%38.6%17.6%29.1%15.1%27.9%


女性は出産後は仕事をセーブ～辞める


べきである


20.8%34.4%20.5%32.5%19.5%25.1%20.6%24.5%


男性にある程度収入がないと結婚すべ


きでない


39.3%16.8%40.9%12.9%31.8%18.2%34.3%14.3%


男性/40-69歳


（n=6,565）


男性/20-39歳


（n=3,356）


女性/20-39歳


（n=3,343）


仕事・収


入・家事


女性/40-69歳


（n=6,736）


（備考）１．「令和３年度人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。２．青色網掛：「賛成＋やや賛成」と「反対＋やや反対」で、割合の大きい方。赤字：「賛成＋やや賛成」と「反対＋やや反対」の差が10％ポイント以上。
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賛成＋反対＋賛成＋反対＋賛成＋反対＋賛成＋反対＋


やや賛成やや反対やや賛成やや反対やや賛成やや反対やや賛成やや反対


男性は外で働き、女性が家の中で


家事を支えるべきである


22.30%32.70%22.10%28.00%22.20%25.20%23.60%21.60%


女性は結婚後は仕事をセーブ～辞


めるべきである


14.80%40.60%12.40%38.60%17.60%29.10%15.10%27.90%


女性は出産後は仕事をセーブ～辞


めるべきである


20.80%34.40%20.50%32.50%19.50%25.10%20.60%24.50%


男性にある程度収入がないと結婚


すべきでない


39.30%16.80%40.90%12.90%31.80%18.20%34.30%14.30%


教育


女性よりも男性の方が良い大学・


教育を受けるべきである


12.30%40.80%11.30%35.70%15.00%31.30%9.10%31.70%


事実婚や同棲よりも結婚（法律


婚）するべきである


22.90%25.10%27.10%17.30%23.30%18.50%29.80%12.80%


お見合いや婚活サイト等よりも自


然な恋愛結婚が望ましい


25.20%22.90%25.20%13.50%26.90%15.80%28.80%10.70%


男女とも結婚（法律婚）して一人


前と認めるべきである


15.10%39.20%17.80%31.30%19.80%26.80%21.00%22.70%


男女とも子供を持って一人前と認


めるべきである


12.20%45.00%12.80%39.80%17.90%28.80%16.30%27.60%


結婚したら夫婦で同じ名字・姓を


名乗るべきである


20.00%31.00%21.40%25.00%23.90%19.70%27.10%15.80%


女性は仕事や家事で忙しくても外


見や美容に気を遣うべきである


24.50%25.80%31.30%15.20%24.50%18.40%29.40%10.90%


男性は仕事や家事で忙しくても外


見や美容に気を遣うべきである


22.90%26.00%26.20%16.50%24.00%18.00%25.40%12.80%


長男がお墓を守るべきである9.70%46.40%8.60%42.70%17.00%28.40%14.20%26.20%


長子が家を継ぐ・家を守るべきで


ある


9.80%46.10%7.80%44.40%16.60%27.40%13.60%26.20%


長男の嫁は、長男の嫁としての役


割を果たすべきである


10.40%48.10%9.00%46.90%17.30%27.40%13.50%27.30%


Ⅰ－特－〇表　ジェンダー・家族に関する意識


男性/40-69歳


（n=6, 565）


男性/20-39歳


（n=3, 356）


女性/20-39歳


（n=3, 343）


家族


ジェンダー


結婚・子供


仕事・収


入・家事


女性/40-69歳


（n=6, 736）
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理想現実理想現実


女性


(n=1,515)


46.940.78.517.3


男性


(n=1,259)


52.543.05.211.0


女性


(n=4,927)


39.232.819.525.7


男性


(n=4,656)


40.632.116.022.1


女性


(n=1,453)


37.46.6


男性


(n=1,592)


29.83.4


女性


(n=793)


28.513.6


男性


(n=1,224)


24.47.7


理想現実理想現実


女性


(n=1,147)


38.628.322.733.8


男性


(n=892)


54.644.08.916.1


女性


(n=4,628)


20.714.041.949.2


男性


(n=4,049)


27.821.729.235.7


（備考）１．夫婦ともに原則フルタイム勤務、夫は原則フルタイム勤務／妻は家事に専念（働かない）のみ抽出。


　　　　２．第一子が生まれた後については、「夫婦ともに育児休業等を取得、復帰後に夫婦ともに原則フルタイ


ムで勤務」「妻だけ育児休業等を取得、復帰後に夫婦ともに原則フルタイムで勤務」を足し合わせたものを「夫婦


ともに原則フルタイム勤務」としている。


第一子が生ま


れた後


結婚後


Ⅰ－特－〇表　結婚後・第一子が生まれた後の自分と配偶者の働き方について（理想と現実）


独身


20-39歳


40-69歳


既婚


20-39歳


40-69歳


対象者区分


夫婦ともに原則フル


タイム勤務（％）


夫は原則フルタイム


勤務／妻は家事に専


念（％）


(働かない）


既婚


20-39歳


40-69歳




image44.emf
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積極的に結婚したいと思わない理由（20～39歳独身男女比較） 図ー19

38.7

48.8

25.6

41.0

48.9

35.3

35.0

38.6

17.2

33.7

16.5

27.8

36.2

11.1

28.6

37.0

31.7

36.0

23.3

11.9

27.1

12.8

0 20 40 60 80

女性20-39歳(n=808)
男性20-39歳(n=1,052)

結婚相手として条件をクリアできる人に巡り合えそうにないから

結婚するほど好きな人に巡り合っていないから

名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから

結婚という形式に拘る必要性を感じないから

結婚に縛られたくない、自由でいたいから

今のままの生活を続けた方が安心だから

結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから

仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから

誰かと一緒に生きていきたいと思わないから

結婚・恋愛に失敗した経験があり、もうしたくないと思うから

（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
２．「当てはまる」「やや当てはまる」の累計値を掲載。

（％）

仕事を優先したい・キャリアを中断したくないから

・積極的に結婚したいと思わない理由について、男女間で差があり、男性の方が高いものは、
「結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから」、女性の方が高いものは、「仕事・家事・
育児・介護を背負うことになるから」「名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから」などとなっている。



20

現在の配偶者状況
・現在の配偶者状況について、「配偶者、恋人はいない（未婚）」と回答した人は、20代では男性

65.8％、女性51.4％、30代では男性35.5％、女性27.0％となっている。

65.8

35.5

28.4

26.7

21.5

19.1

7.8

4.6

3.2

1.9

1.5

2.1

2.4

1.9

1.3

13.6

54.6

64.6

68.2

75.2

0 20 40 60 80 100

20代
(n=1,546)

30代
(n=1,810)

40代
(n=2,389)

50代
(n=2,159)

60代
(n=2,017)

配偶者、恋人はいない（未婚）
配偶者はいないが恋人はいる（未婚）
配偶者（事実婚・内縁）がいる
配偶者（法律婚）がいる

51.4

27.0

22.1

23.0

22.8

27.3

7.3

6.0

4.0

2.5

1.4

3.0

2.5

3.1

3.0

19.8

62.6

69.4

69.8

71.7

0 20 40 60 80 100

20代
(n=1,532)

30代
(n=1,811)

40代
(n=2,392)

50代
(n=2,204)

60代
(n=2,140)

配偶者、恋人はいない（未婚）
配偶者はいないが恋人はいる（未婚）
配偶者（事実婚・内縁）がいる
配偶者（法律婚）がいる

（％） （％）

（備考）「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。

女性 男性

図ー20
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これまでの恋人の人数
・「恋人として交際」した人数について、「恋人として交際」した人がいないと回答した
20～30代の独身の男性は37.6％、独身の女性は24.1％となっている。

（％）

（％）

既婚者
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女性20-39歳
(n=1,828)
男性20-39歳
(n=2,097)
女性40-54歳
(n=1,022)
男性40-54歳
(n=1,146)
女性55-69歳

(n=787)
男性55-69歳

(n=763)

独身者

（備考）１．「令和３年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」（令和３年度内閣府委託調査）より作成。
２．中学卒業から最初の結婚まで、「恋人として交際」した人数（結婚相手含む）。

ただし、結婚した人で「結婚相手が恋人ではない」とする人もいるため、既婚者で「０人」の場合もある。
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・世帯種類別の構成割合について、1980年と2020年を比較すると、2020年では「単独世
帯」、「ひとり親と子供世帯」の構成割合が増加する一方、「夫婦と子供世帯」、「３世代
等世帯」の構成割合は低下している。

家族の姿の変化

22

（備考）１．総務省「国勢調査」より作成。
２．一般世帯に占める比率。施設等に入っている人は含まれない。
「３世代等」は、親族のみの世帯のうちの核家族以外の世帯と、非親族を含む世帯の合算。

３．「子」とは親族内の最も若い「夫婦」からみた「子」にあたる続き柄の世帯員であり、成人を含む。
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児童のいる世帯数及び全世帯に占める割合の推移

・児童のいる世帯数は20年前に比べて約500万世帯減少している。

全世帯に占める割合もおよそ半分まで減少している。

（備考） １.厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成。
２.1995年（平成７年）の数値は兵庫県を除いたものである。2016年（平成28年）の数値は熊本県を除いたものである。

（％）（万世帯）

児童のいる世帯の全世帯に占
める割合（右軸）

児童のいる世帯数（左軸）
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世帯の家族類型別構成割合の推移
・単独世帯割合は、2015年に全世帯の1/3を超え、その後も上昇が推計されている。
・４割を超えていた夫婦と子の世帯は、2015年におよそ1/4にまで減少。

夫婦と子供

単独

ひとり親と子供

夫婦のみ

３世代等

（％）

（備考）１．国立社会保障・人口問題研究所 『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(2018(平成30)年推計)より作成。
２．一般世帯に占める比率。「３世代等」は、親族のみの世帯のうちの核家族以外の世帯と、非親族を含む世帯の合算。
３．「子」とは親族内の最も若い「夫婦」からみた「子」にあたる続き柄の世帯員であり、成人を含む。
４．平成27（2015）年は家族類型不詳を案分した世帯数を元に割合を計算している。令和２（2020）年以降は推計値。
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共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移（妻が64歳以下の世帯）

• 雇用者の共働き世帯（妻が64歳以下の世帯）は増加傾向。
• 男性雇用者と無業の妻から成る世帯（いわゆるサラリーマンの夫と専業主婦で妻が64歳以下の世帯）は減少傾向にあり、2021年

では、夫婦のいる世帯（妻が64歳以下の世帯）全体の23.1％となっている。

共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移①

25

雇用者の共働き世帯

男性雇用者と
無業の妻から成る世帯

（万世帯）

（年）

（備考） １.昭和60年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月）、平成14年以降は総務省「労働力調査
(詳細集計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細集計）」とでは、調査方法、調査月等が
相違することから、時系列比較には注意を要する。

２.「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成29年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力
人口及び完全失業者）かつ妻が64歳以下世帯。平成30年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林
業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び失業者）かつ妻が64歳以下の世帯。

３.「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者（非正規の職員・従業員を含む）かつ妻が64歳以下の世帯。
４．平成22年及び23年の値（白抜き表示）は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
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共働き等世帯数の推移（妻が64歳以下の世帯）

• 男性雇用者と無業の妻から成る世帯（妻が64歳以下の世帯）は減少傾向。
2021年の世帯数（458万世帯）は1985年（936万世帯）の半分以下となっている。

• 妻がパートの共働き世帯数（妻が64歳以下の世帯）は増加傾向 。
• 妻がフルタイムの共働き世帯数（妻が64歳以下の世帯）は横ばい。

共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移②

26

男性雇用者と
無業の妻から成る世帯

雇用者の共働き世帯
（妻がフルタイム（週35時間以上就業））

雇用者の共働き世帯
（妻がパート（週35時間未満就業））

（万世帯）

（年）

（備考） １.昭和60年から平成13年までは総務庁「労働力調査特別調査」（各年２月）、平成14年以降は総務省「労働力調査(詳細集
計)」より作成。「労働力調査特別調査」と「労働力調査（詳細集計）」とでは、調査方法、調査月等が相違することか
ら、時系列比較には注意を要する。

２.「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」とは、平成29年までは、夫が非農林業雇用者で、妻が非就業者（非労働力人口及
び完全失業者）かつ妻が64歳以下の世帯。平成30年以降は、就業状態の分類区分の変更に伴い、夫が非農林業雇用者で、
妻が非就業者（非労働力人口及び失業者）かつ妻が64歳以下の世帯。

３.「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦ともに非農林業雇用者（非正規の職員・従業員を含む）かつ妻が64歳以下の世帯。
４．平成22年及び23年の値（白抜き表示）は、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果。
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夫婦と子供から成る世帯の妻の就業状態別割合（妻の年齢階級別）（2005年）

27

パート
（週30～34時間就業している雇用者 ）

パート
（週0～29時間就業している雇用者）

フルタイム
（週35時間以上就業している雇用者）

雇用者以外の就業者
（農業、林業、自営業主・家族従業者※内職者を含む）

非労働力人口

・夫が週35時間以上就業している雇用者の世帯についてみると、妻が25～34歳の世帯では、専業主婦世帯が63.9％、共働き世帯
が36.1％ となっている。
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（備考）１．総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成。
２．夫が非農林業雇用者かつ週35時間以上就業している世帯。
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夫婦と子供から成る世帯の妻の就業状態別割合（妻の年齢階級別）（2021年）

28

パート
（週30～34時間就業している雇用者 ）

パート
（週0～29時間就業している雇用者）

フルタイム
（週35時間以上就業している雇用者）

非労働力人口

・夫が週35時間以上就業している雇用者の世帯についてみると、妻が25～34歳の世帯では、専業主婦世帯が33.8％、共働き世帯
が66.2％ となっている。

・共働き世帯を詳しく見ると、どの年齢階級でも、妻がパート（週35時間未満）の割合の方が、妻がフルタイム（週35時間以
上）の割合より高い。
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（農業、林業、自営業主・家族従業者※内職者を含む）

（備考）１．総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成。
２．夫が非農林業雇用者かつ週35時間以上就業している世帯。
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• 我が国の女性の年齢階級別労働力率は、Ｍ字カーブを描いているものの、
以前よりもカーブは浅くなっており、Ｍ字の底となる年齢階級も上昇している。

女性の年齢階級別労働力率の推移

29
（備考）1．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。

2．労働力率は「労働力人口（就業者＋完全失業者）」／「15歳以上人口」×100。
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女性の配偶関係、年齢階級別労働力率

• 2012年と比較すると、未婚者の35～39歳を除く全ての年齢階級において、労働力率が上昇している。
• 2021年は、未婚者は「25～29歳」（92.6％）が最も高く、有配偶者は「45～49歳」（78.4％）が最も高い。

女性の配偶関係、年齢階級別労働力率

（備考）1．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
2．労働力率は、「労働力人口（就業者＋完全失業者）」／「15歳以上人口」×100。
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有配偶2021年

有配偶2012年
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夫の所得階級別の妻の有業率（2017年）

夫が30～39歳

夫全年代

（備考）1.総務省「就業構造基本調査（2017年）」より作成。
2.｢子供がいる世帯｣とは、｢夫婦と子供から成る世帯｣と、｢夫婦、子供と親から成る世帯｣の合計。

夫が30～39歳
（うち子供がいる世帯）

夫全年代
（うち子供がいる世帯）

（％）

・30代の夫の所得階級別に見ると、夫の所得階級が高くなるほど妻の有業率が低くなる（いわゆる専業主婦が多くなる）傾向。
・夫が30代の場合は、子供がいる世帯の妻の有業率は低くなっている。

夫の所得階級別の妻の有業率（2017年）

31
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女性の就業率と正規雇用比率（年齢階級別）（2021年）

• 女性の年齢階級別正規雇用比率（Ｌ字カーブ）は25～29歳の58.7％をピーク

に低下する。

女性の年齢階級別正規雇用比率（Ｌ字カーブ）（2021年）

32

（備考）１．総務省「労働力調査(基本集計)」より作成。

２．就業率は、「就業者」／「15歳以上人口」×100。

３．正規雇用比率は、「正規の職員・従業員」／「15歳以上人口」×100。

（％）

正規雇用比率（Ｌ字カーブ）

就業率
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（備考）１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．合計とは、「未婚」、「死別・離別」、「有配偶」の数値を合計した値。

女性の非正規雇用労働者数（配偶関係、年齢階級別）（2021年）
• 未婚の非正規雇用労働者の女性は、25～64歳で約171万人であり、女性の雇用者数（※）の
8.0％。
※女性の雇用者数（役員を除く、25～64歳）は約2128万人。
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25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

女性の非正規雇用労働者数（配偶関係、年齢階級別）（2021年）

未婚

有配偶

死別・離別

（参考）
未婚の非正規雇用労働者の男性は、25～64歳で約162万人
であり、男性の雇用者数（※）の6.6％。
※ 男性の雇用者数（役員を除く、25～64歳）は約2441万人。

合計

[万人]
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（備考）１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。
２．合計とは、「未婚」、「死別・離別」、「有配偶」の数値を合計した値。

男性の非正規雇用労働者数（配偶関係、年齢階級別）（2021年）
• 未婚の非正規雇用労働者の男性は、25～64歳で約162万人であり、男性の雇用者数（※）の
6.6％。
※男性の雇用者数（役員を除く、25～64歳）は約2441万人。
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25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳

男性の非正規雇用労働者数（配偶関係、年齢階級別）（2021年）

（参考）
未婚の非正規雇用労働者の女性は、25～64歳で約171万人
であり、女性の雇用者数（※）の8.0％。
※ 女性の雇用者数（役員を除く、25～64歳）は約2128万人。

[万人]

未婚 死別・離別

有配偶

合計
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50万円未満 50～99万円 100～149万円 150～199万円 200～249万円 250～299万円 300～399万円 400～499万円 500万円以上

就業調整をしている非正規雇用労働者の女性の数・割合（配偶関係、所得階級別）（2017年）

35

（参考）

（備考）１.総務省「就業構造基本調査」より作成。
２.「収入を一定の金額以下に抑えるために就業時間や日数を調整していますか」との問に対する「している」との回答を集計。

（備考）総務省「就業構造基本調査」より作成。

（万人）

就業調整をしている非正規雇用労働者の女性の数・割合（配偶関係、所得階級別）（2017年）

• 有配偶の非正規雇用労働者の女性では、所得が50～99万円の者の57.5％、所得が100～149
万円の者の54.4％が就業調整をしている。

配偶者なし

配偶者あり

就業調整をしている女性の割合（配偶者あり）

（％）

就業調整の有無 非正規雇用の女性の総数（万人）

配偶者あり 配偶者なし
（配偶関係不詳を含む）

就業調整をしている 463.6 
（女性） 386.2 77.4 

就業調整をしていない 940.5 
（女性） 520.9 419.6 
合計 1,404.1 

907.1 497.0 
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36

・男性は、全年齢区分において、未婚者よりも既婚者の方が所得が高い傾向にある。
・女性は、全年齢区分において、既婚者よりも未婚者の方が所得が高い傾向にある。
・既婚の男女を比較すると、全年齢区分において、男性の方が所得が高い傾向にある。
・未婚の男女を比較すると、全年齢区分において、男性の所得が高い傾向にあるが、所得差は小さい。

所得階級別有業者割合（男女、配偶関係、年齢階級別）（2017年）

0

20

40

60

80

100
女性（既婚）

0

20

40

60

80

100 女性（未婚）

0

20

40

60

80

100
男性（既婚）

（備考）１．総務省「就業構造基本調査（2017年）」より作成。
２．ここでの「既婚」とは、配偶関係「総数」から「未婚」を除いたものを指し、「死別・離別」「不詳」を含む。
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・高校卒業者の約８割、専門学校・短大・高専卒業者の約７割は、所得が200万円未満。
・大学・大学院卒業者で所得が200万円未満の割合は、35歳以上では約６割。
・女性の経済的エンパワーメント（経済的に自立する力）が課題。

既婚女性の最終学歴と本人の所得の関係

（備考）１．総務省「就業構造基本調査（2017年）」より作成。
２．無業者には昭和62年以前に前職を辞め現在も無業の者は含まれないため、実際には、2017年時点で50歳代以上の者は無業者がより多い可能性がある。

7.3%10.8%8.5%7.7% 18.9%15.1% 15.1% 36.9% 30.4% 30.8% 24.9 %16.9%
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（出典）人事院「職種別民間給与実態調査」より内閣府男女共同参画局作成。

（％）

・家族手当を支給している企業は減少傾向にあるが、依然として2021年時点で企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全
国の民間事業所の74.1％が家族手当を支給している。
・配偶者に家族手当を支給している企業のうち、配偶者の収入による制限がある企業は86.7％。その多くが103万円（45.4％）又は
130万円（36.9％）を収入制限にしている。

家族手当の支給状況及び配偶者の収入による制限の状況

83.1

79.8

76.5
75.9

74.1

70

72

74

76

78

80

82

84

2005年 2010年 2015年 2020年 2021年

家族手当制度がある事業所の割合

(74.5%) [100%]

(25.5%)

[13.3%]

[86.7%]   <100%>

配偶者に家族手当を支給しない

<45.4%>

<36.9%>

< 7.0%>

<10.6%>

配偶者の収入による制限がある

配偶者の収入による制限がない

103万円

150万円

130万円

その他

収
入
制
限
の
額

家 族 手 当 制 度 が な い 25.9%

支 給 の 有 無 事 業 所 割 合

家 族 手 当 制 度 が あ る 74.1%   (100%)

配偶者に家族手当を支給する

扶 養 家 族 の
構 成 別
支 給 月 額

配 偶 者 12,713円

配 偶 者 と 子 １ 人 19,145円

配 偶 者 と 子 ２ 人 25,243円

（備考）1.人事院「令和３年職種別民間給与実態調査」より抜粋。
2.支給月額は、配偶者に家族手当を支給し、その支給につき配偶者の収入による
制限がある事業所について算出した。（備考）人事院「国家公務員の諸手当の概要」（令和３年４月時点）より抜粋。

民間における家族手当の支給月額（扶養家族の構成別）（2021年）

国家公務員の扶養手当

民間における家族手当の支給状況（2021年）民間における家族手当制度がある事業所の割合

(%)

（備考）人事院「職種別民間給与実態調査」より作成。
（備考）１．人事院「令和３年職種別民間給与実態調査」より作成。

２．( )内は、家族手当制度がある事業所の従業員数の合計を100とした割合である。
３．[ ]内は、配偶者に家族手当を支給する事業所の従業員数の合計を100とした割合である。
４．< >内は、配偶者の収入による制限がある事業所の従業員数の合計を100とした割合である。
５．従業員数ウエイトを用いて算出した割合である。
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ひとり親世帯の状況
・およそ30年間で、母子世帯は約1.5倍、父子世帯は約1.1倍に増加している。
・ひとり親世帯（特に母子世帯）は、就業率が高いが、平均年間就労収入が一般世帯と

比べて低い。また、養育費を受け取っていない世帯が全体の４分の３となっている。

母子世帯 父子世帯 一般世帯（参考）

就業率 81.8% 85.4% 女性71.3％
男性83.9％

雇用者（役員を除く）のうち
正規雇用労働者 47.7% 89.7% 女性49.2％

男性83.3％

雇用者（役員を除く）のうち
非正規雇用労働者 52.3% 10.3% 女性50.8％

男性16.7％

平均年間就労収入
200万円 398万円

女性293万円

正規雇用労働者：305万円 正規雇用労働者：428万円 男性532万円

パート・アルバイト等：133万円 パート・アルバイト等：190万円

養育費受取率 24.3% 3.2% ━

平均給与所得

（備考）１．母子世帯及び父子世帯は厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査（平成28年度）」より作成。
母子世帯及び父子世帯の正規雇用労働者、非正規雇用労働者の構成割合は、「正規の職員・従業員」及び「非正規の職員・従業員」
（「派遣社員」、「パート・アルバイト等」の計）の合計を総数として算出した割合。平均年間就労収入は、母子世帯及び父子世帯の母又は父自身の就労収入。

２．一般世帯の就業率は総務省「労働力調査（令和３年）15～64歳」、平均年間就労収入は国税庁「民間給与実態統計調査（令和２年）」より作成。

（昭和63（1988）年） （平成28（2016）年）

母子世帯数【注】 84.9万世帯 123.2万世帯 （ひとり親世帯の86.8％）
父子世帯数【注】 17.3万世帯 18.7万世帯 （ひとり親世帯の13.2％）

【注】 母子又は父子以外の同居者がいる世帯を含めた全体の母子世帯、父子世帯の数
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母子世帯数及び父子世帯数の推移
・ひとり親世帯数は、およそ30年間で、母子世帯は約1.5倍、父子世帯は約1.1倍に増加

している。

（備考）１．平成23年以前は、厚生労働省「全国母子世帯等調査」、平成28年は厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」より作成。
２．各年11月１日現在。
３．母子（父子）世帯は、父（又は母）のいない児童（満20歳未満の子供であって、未婚のもの）が

その母（又は父）によって養育されている世帯。母子又は父子以外の同居者がいる世帯を含む。
４．平成23年の値は、岩手県、宮城県及び福島県を除く。平成28年値は、熊本県を除く。

母子世帯数及び父子世帯数の推移

母子世帯
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世帯構成母子世帯

・子供以外の同居者がいる父子世帯の約半数が、親と同居している。

ひとり親世帯の世帯構成

41

世帯構成

58.2 

61.5 

61.3 

41.8 

38.5 

38.7 

0% 50% 100%

死 別

生 別

総 数

母子のみ 同居者あり

同居者の種別父子世帯
[％]

[％]

同居者の種別

53.2 

42.0 

44.4 

46.8 

58.0 

55.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

死 別

生 別

総 数

父子のみ 同居者あり

18.2 

12.3 

13.6 

5.2 

6.5 

6.2 

6.5 

12.7 

11.6 

31.2 

47.5 

44.2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

死 別

生 別

総 数

親と同居 兄弟姉妹 祖父母 その他

24.8 

11.2 

12.3 

2.4 

3.7 

3.6 

9.7 

9.6 

9.7 

15.8 

28.8 

27.7 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

死 別

生 別

総 数

親と同居 兄弟姉妹 祖父母 その他

総数 ： 2,060

総数 ： 1,877

総数 ： 165

総数 ： 405

総数 ： 324

総数 ： 77

（備考）１．厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」より作成。
２．不詳を除いているため、総数と生別・死別の合計は一致しない。
３．同居者の種別の割合は総数との対比。同居者の種別については複数回答。
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昭和58

死別 離婚 未婚の父 遺棄 行方不明 その他生別 不詳

• 母子世帯、父子世帯ともに、長期的に死別の割合が低下。2016年は、母子世帯の
79.5％、父子世帯の75.6％が、離婚によりひとり親世帯となっている。

ひとり親世帯になった理由別の世帯構成割合

（備考）厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」より作成。 42
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0.6 

1.9 

13.5 

28.8 

43.6 

48.4 

33.3 

19.4 

7.7 

1.3 

1.3 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

死別

離婚等

• 離婚等の場合、母子世帯の48.4％が30代でひとり親世帯となっており、
次いで20代（28.8％）、40代（19.4％）となっている。

ひとり親世帯になった時の親の年齢

43

総数 ： 1,709
平均年齢 ： 33.4歳

総数 ： 156
平均年齢 ： 38.3歳

総数 ： 298
平均年齢 ： 38.2歳

総数 ： 76
平均年齢 ： 43.4歳

0.0 

0.3 

3.9 

15.4 

27.6 

43.0 

47.4 

31.2 

19.7 

8.7 

1.3 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

死別

離婚等

（備考）１．厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」より作成。
２．母子世帯は、父のいない児童（満20歳未満の子供であって、未婚のもの）がその母によって養育されている世帯。

父子世帯は、母のいない児童がその父によって養育されている世帯。
３．「離婚等」は、「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」において「生別」と定義されているもので、離婚、未婚の母、遺棄、行方不明、その他の合計。
４．年齢階級別の割合は、ひとり親世帯になった時の親の年齢が不詳の世帯数を除いた世帯数を総数として算出した割合。

〇母子世帯になった時の母の年齢階級別状況（母子世帯になった理由別）

〇父子世帯になった時の父の年齢階級別状況（父子世帯になった理由別）

20歳未満 20～29歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上30～39歳

20歳未満 20～29歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上30～39歳
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• 離婚等の場合、末子が５歳以下で母子世帯になった割合が、全体の７割近くを占
めている。

ひとり親世帯になった時の末子の年齢

44

総数 ： 1,627
平均年齢 ： 4.3歳

総数 ： 141
平均年齢 ： 6.5歳

総数 ： 296
平均年齢 ： 6.1歳

総数 ： 73
平均年齢 ： 8.1歳
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22.0 

22.7 

14.9 

14.6 

7.8 

8.9 

12.8 

5.7 

9.2 

2.3 

2.1 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

死別

離婚等

19.2 

24.0 

17.8 

30.1 

15.1 

14.9 

19.2 

16.9 

12.3 

8.4 

13.7 

5.1 

2.7 

0.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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離婚等

（備考）１．厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」より作成。
２．母子世帯は、父のいない児童（満20歳未満の子供であって、未婚のもの）がその母によって養育されている世帯。

父子世帯は、母のいない児童がその父によって養育されている世帯。
３．「離婚等」は、「平成28年度全国ひとり親世帯等調査」において「生別」と定義されているもので、離婚、未婚の母、遺棄、行方不明、その他の合計。
４．年齢階級別の割合は、ひとり親世帯になった時の末子の年齢が不詳の世帯数を除いた世帯数を総数として算出した割合。

〇母子世帯になった時の末子の年齢階級別状況（母子世帯になった理由別）

〇父子世帯になった時の末子の年齢階級別状況（父子世帯になった理由別）
9～11歳 12～14歳 18・19歳0～2歳 3～5歳 6～8歳 15～17歳

9～11歳 12～14歳 18・19歳0～2歳 3～5歳 6～8歳 15～17歳
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（備考）１．厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成。
２．1994年の数値は兵庫県を除いたもの。2015年の数値は熊本県を除いたもの。
３．大人とは18歳以上の者、子供とは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。
４．なお、OECDの所得定義の新基準（可処分所得の算出に用いる拠出金の中に、新たに自動車税等及び企業年金を追加）に基づき算出した

2018年の新基準の「相対的貧困率」は15.7％、「子供がいる現役世帯」のうち「大人が一人」の世帯員は48.3％、「大人が二人以上」の世帯員は11.2％となっている。 45

貧困率の年次推移
・ひとり親世帯（※）は、約半数が相対的貧困である。

※子供がいる現役世帯のうち大人が一人の世帯
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46

全世帯と子供がいる現役世帯（大人が一人）の等価可処分所得の分布
・ひとり親世帯（※）の等価可処分所得は、貧困線付近に多く分布している。

※ 子供がいる現役世帯のうち大人が一人の世帯
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全世帯（2015年、2018年）

0
2
4
6
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14
16

子供がいる現役世帯（大人が一人）（2015年、2018年）

2015年

2015年

2018年

2018年

2018年貧困線
（127万円）

2018年貧困線
（127万円）

（％）

（％）

（備考）１．厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成。
２．2015年の数値は熊本県を除いたもの。
３．大人とは18歳以上の者、子供とは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。
４．等価可処分所得金額不詳の世帯員を除く。
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女性の単独世帯数（年齢階級別）（1985年）

47

• 一般世帯数（3798万世帯）のうち、女性単独世帯（347万世帯）は9.1％。
• 20歳以上について見ると、女性単独世帯は326万世帯、うち未婚は147万世帯。

（万世帯）
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20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

女性の単独世帯数（年齢階級別）（1985年）

有配偶

離別

不詳

未婚

死別

（備考）総務省「昭和60年国勢調査」より作成。一般世帯。施設に入っている人は含まれない。
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女性の単独世帯数（年齢階級別）（2020年）
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女性の単独世帯数（年齢階級別）（2020年）

有配偶

死別

未婚

離別

不詳

• 一般世帯数（5570万世帯）のうち、女性単独世帯（1021万世帯）は18.3％。
• 20歳以上について見ると、女性単独世帯は902万世帯、うち未婚は312万世帯。

（万世帯）

（備考）総務省「令和２年国勢調査」より作成。一般世帯。施設に入っている人は含まれない。
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男性の単独世帯数（年齢階級別）（1985年）

49

（万世帯）

• 一般世帯数（3798万世帯）のうち、男性単独世帯（443万世帯）は11.7％。
• 20歳以上について見ると、男性単独世帯は409万世帯、うち未婚は309万世帯。
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男性の単独世帯数（年齢階級別）（1985年）

未婚

有配偶

死別

離別

不詳

（備考）総務省「昭和60年国勢調査」より作成。一般世帯。施設に入っている人は含まれない。
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（備考）総務省「令和２年国勢調査」より作成。一般世帯。施設に入っている人は含まれない。

男性の単独世帯数（年齢階級別）（2020年）

50
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男性の単独世帯数（年齢階級別）（2020年）

有配偶

死別

離別

不詳

未婚

• 一般世帯数（5570万世帯）のうち、男性単独世帯（1094万世帯）は19.6％。
• 20歳以上について見ると、男性単独世帯は944万世帯、うち未婚は464万世帯。

（万世帯）
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1.3 

0
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30

女性有業者のうち、単身者（未婚）の世帯所得分布（2017年）

（備考）総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成。

[％]

女性有業者のうち、単身者（未婚）の世帯所得分布（2017年）

• 女性有業者のうち、単身者（未婚）の23.9％は、世帯所得が200万円未満である。

51

※ 女性の有業者数は 約2910万人
うち単身者は 約430万人
うち未婚は 約260万人
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家事に対する配偶者との役割分担の希望（性別、年齢階級別）

• 男女とも、若い年代ほど、「家事を配偶者と半分ずつ分担したい」と考える割合が高い傾向にある。
• 20～30代の男性の７割以上が、「家事を配偶者と半分ずつ分担したい」と考えている。

52

（備考）１．内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年９月）より作成。

２．設問はＱ９「あなたは、育児、介護などの家庭で担われている役割について、あなたと配偶者でどのように分担したいと思いますか。あなたが育児、介護などをしている、してい

ないに関わらず、保育所、訪問介護、家事代行など外部サービスの利用も含め、（ア）から（カ）の中からあなたの気持ちに最も近いものを１つだけお答えください。なお、配偶者

のいない方も、配偶者がいることを想定してお答えください。（３）育児・介護以外の家事についてはどうでしょうか。」

〇 女性

〇 男性

外部サービスを利用しながら、それ以外は自分と配偶者で半分ずつ分担 外部サービスを利用しながら、
それ以外は自分の方が配偶者より多く分担

外部サービスを利用しながら、それ以外は配偶者の方が自分より多く分担

その他 わからない

自分と配偶者で半分ずつ分担（外部サービスは利用しない） 自分の方が配偶者より多く分担（外部サービスは利用しない）

配偶者の方が自分より多く分担（外部サービスは利用しない）
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（備考）１．総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．「家事・育児関連時間」は、「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計（週全体）。

夫婦の仕事時間、家事・育児関連時間（末子の年齢別）（2016年）

• 妻の就業の有無に関わらず、夫の家事・育児時間は妻に比べて短い。
• 妻の家事時間は、末子の年齢が上がるにつれて、長くなる傾向。
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夫婦の仕事時間、家事・育児関連時間（末子の年齢別）／共働き世帯（2016年）

• 共働き世帯について見ると、妻の雇用形態に関わらず、夫の家事・育児時間は妻に比べて短い。

54

夫正規雇用・妻正規雇用世帯

夫正規雇用・妻非正規雇用世帯
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（備考）１．総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．非正規雇用とは、「正規の職員・従業員」以外の雇用されている人で、

具体的には、「パート」「アルバイト」「契約社員」「嘱託」「労働者派遣事務所の派遣社員」「その他」を指す。
３．家事・育児関連時間は、「家事」、「買い物」、「介護・看護」、「育児」の合計（週全体）。
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（備考）１．総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．「家事・育児関連時間」は、「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計（週全体）。

末子が就学前の夫婦の仕事時間、家事・育児関連時間（５年ごとの推移）

• 妻の就業の有無に関わらず、夫の家事時間は増加し、育児時間も増加している。
妻の家事時間は減少しているが、育児時間が増加している。
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56

男女別に見た生活時間（週全体平均）（1日当たり、国際比較）

・国際比較をすると、日本の男性の労働時間は長い一方、家事・育児などの無償労働時間は女性に大きく
偏っている。
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日本 韓国 イギリス フランス アメリカ ドイツ ノルウェー スウェーデン

男女別に見た生活時間（週全体平均）（１日当たり、国際比較）

無償労働時間の男女比（女性／男性）

有償労働時間の男女比（男性／女性）

無償労働時間

有償労働時間

（分） （倍）

（備考） １．OECD`Balancing paid work, unpaid work and leisure（2021）より作成。
２．有償労働は、「paid work or study」に該当する生活時間、無償労働は「unpaid work」に該当する生活時間。
３． 「有償労働」は、「有償労働(すべての仕事)」、「通勤・通学」、「授業や講義・学校での活動等」、「調査・宿題」、「求職活動」、「その他の有償労働・学業関連行

動」の時間の合計。「無償労働」は、「日常の家事」、「買い物」、「世帯員のケア」、「非世帯員のケア」、「ボランティア活動」、「家事関連活動のための移動」、
「その他の無償労働」の時間の合計。

４．日本は2016年、韓国は2014年、イギリスは2014年、フランスは2009年、アメリカは2019年、ドイツは2012年、ノルウェーは2010年、スウェーデンは2010年の数値。
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消費支出に占める家事サービスの支出額の割合（2019年）

• １世帯当たり１か月間の消費支出に占める家事サービスの支出額は１％未満。
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家庭用耐久財

0.8%

室内装備・装飾品

0.2%

寝具類

0.2%

家事雑貨

0.9%

家事用消耗品

0.8%

家事サービス

0.2%家具・家事用品

3.2%

共働き世帯

食料

26.8%

その他の消費支出

16.8%

交通・通信

15.2%

教養娯楽

10.2%

住居

7.4%

光熱・水道

6.6%

保健医療

4.9%

被服及び履物

4.3%

教育

4.3%

家庭用耐久財

0.9%

室内装備・装飾品

0.2%

寝具類

0.3%

家事雑貨

1.0%

家事用消耗品

0.9%

家事サービス

0.2%

家具・家事用品

3.5%

専業主婦世帯

食料

25.1%
その他の消費支出

14.8%

交通・通信

13.6%

教養娯楽

11.7%

住居

17.3%
光熱・水道

6.5%
保健医療

4.4%

被服及び履物

3.7%

教育

0.0%

家庭用耐久財

0.8%

室内装備・装飾品

0.3%

寝具類

0.2%

家事雑貨

0.8%

家事用消耗品

0.6%

家事サービス

0.2%家具・家事用品

2.9%

単身世帯

消費支出 ： 300,419円 消費支出 ： 286,541円

消費支出 ： 160,154円 家事サービス ： 376円

家事サービス ： 645円 家事サービス ： 601円

（備考）１．総務省「2019年全国家計構造調査」より作成。
２．「家事サービス」とは、「家事代行料」、「清掃代」及び「家具・家事用品関連サービス」の合計。
３．「共働き世帯」とは、夫婦のみ又は夫婦と未婚の子供のみの世帯で、世帯主の配偶者が女、世帯主が勤労者、配偶者が勤労者の世帯を指す。
４．「専業主婦世帯」とは、夫婦のみ又は夫婦と未婚の子供のみの世帯で、世帯主の配偶者が女、世帯主が勤労者、配偶者が無職の世帯を指す。
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要介護（要支援）認定者数（男女、年齢階級別）（2019年度）

• 年齢階級が上がるにつれて、要介護（要支援）認定者に占める女性の割合が高くなる。

（備考） １．厚生労働省「令和元年度介護保険事業状況報告」より作成。
２．第１号被保険者で要介護（要支援）認定を受けている者についてグラフ化。
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要介護（要支援）認定者数（男女、年齢階級別）（2019年度）（万人） （％）

女性

男性

要介護（要支援）認定者に占める女性の割合
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主な介護者の状況（2019年）
• 主な介護者の要介護者等との続柄をみると、「同居の配偶者」が23.8％で最も多く、次いで「同居の子」が

20.7％となっている。
• また、同居の主な介護者を男女別にみると、男性35.0％、女性65.0％と女性が多い。また、年齢階級別にみ

ると、男女とも「60～69 歳」が最も多くなっている（男性28.5％、女性31.8％）。

（備考） １．厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」より作成。
２．「要介護者等」とは、介護保険法の要支援又は要介護と認定された者のうち在宅の者のことをいう。

同居, 54.4%

別居, 13.6%

配偶者

23.8%

子

20.7%

子の配偶者

7.5%

父母

0.6%

その他の親族

1.7%

配偶者

0.2%

子

10.7%子の配偶者

1.2%

父母、その他の親族

1.5%

事業者

12.1%

その他

0.5%

不詳

19.6%

主な介護者の構成割合（要介護者等との続柄別）（2019年）

0.2 

1.0 

0.7 

1.6 

5.3 

6.2 

20.1 

18.8 

31.8 

28.5 

29.4 

21.1 

12.6 

22.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

同居の主な介護者の構成割合（介護者の男女、年齢階級別）（2019年）

35.0 

51.1 

9.8 

65.0 

48.9 

90.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計

女性

男性

同居の主な介護者の男女別構成割合（要介護者等の男女別）（2019年）

↑介護者が男性 ↑介護者が女性

＜要介護者等の男女別＞

29歳以下 30～39歳

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

※ 構成割合は、不詳を含む総数から算出。
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・同居の家族介護者に占める義理の娘の割合は、この20年で大きく低下。
・夫・息子の介護者が増加。特に介護する息子の増加幅が大きい。

同居の主な介護者の続柄の推移

（備考）厚生労働省「国民生活基礎調査」より作成。

義理の娘
妻

娘

息子 夫

義理の息子

（％）
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介護をしている者の有業率（男女、年齢階級別）（2017年）
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介護をしている者の有業率（男女、年齢階級別）（2017年）

• 介護をしている者について、年齢階級別に有業率をみると、男性は45～49歳が88.0％と最も高く、次いで
55～59歳（87.8％）となっている。

（備考） 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成。

（％）

女性の有業率
（介護をしている者）

女性の有業率

男性の有業率
（介護をしている者）

男性の有業率
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介護・看護のために過去１年間に前職を離職した者
（男女、年齢階級別）（2017年）

• 過去１年間（2016年10月～2017年９月）に「介護・看護のため」に前職を離職した者を年齢階級別に見ると、
男女共に55～64歳が最も多い。

（備考） １．総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成。
２．「前職を離職した者」とは、収入になる仕事を辞めた者のこと。
３．「離職理由」には、「介護・看護のため」以外に、「会社倒産・事業所閉鎖のため」、「雇用契約の満了のため」、「自分に向かない仕事だった」など

全15区分ある。

0.1 0.1
0.2

0.4

1.0

0.7

0.2
0.3

0.7

2.4

2.9

1.1

0

1

2

3

15～24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上

介護・看護のために過去１年間に前職を離職した者

（男女、年齢階級別）（2017年）
（万人）

女性男性

男性 女性

過去１年間に前職を離職した者の総数 2,383,600人 3,071,100人

うち離職理由が介護・看護の者 24,000人 75,100人
（総数に占める割合） 1.0% 2.4%
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養護者による高齢者虐待の状況（被虐待高齢者の状況）

• 被虐待高齢者の性別は、男性が24.7％、女性が75.2％。
• 被虐待高齢者の年齢を見ると、80～84歳（23.6％）と最も多く、次いで75～79歳（20.9％）となっている。

（備考） 厚生労働省「令和2 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」より作成。
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養護者による高齢者虐待の状況（虐待者の状況）
• 被虐待高齢者における虐待者との同居・別居の状況を見ると、虐待者のみと同居（52.4％）が最も多い。
• 被虐待高齢者の家族形態を見ると、未婚の子と同居（36.4％）が最も多く、次いで夫婦のみ世帯（23.3％）となっている。
• 被虐待高齢者から見た虐待者の続柄を見ると、息子（39.9％）が最も多く、次いで夫（22.4％）、娘（17.8％）となっている。
• 虐待者の年齢を見ると、50～59歳（25.8％）が最も多く、次いで40～49歳（16.2％）となっている。

（備考） 厚生労働省「令和2 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果」より作成。
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