
令和2年国勢調査 人口等基本集計結果（名古屋市分）統計表目次

第１－１表
男女別人口，世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年（平成27年）の人口（組替），2015
年（平成27年）の世帯数（組替），5年間の人口増減数，5年間の人口増減率，5年間の世帯増減数，
5年間の世帯増減率，人口性比，面積（参考）及び人口密度

市区

第１－２表
男女別人口，世帯の種類別世帯数及び世帯人員並びに2015年（平成27年）の人口（組替），2015
年（平成27年）の世帯数（組替），5年間の人口増減数，5年間の人口増減率，5年間の世帯増減数，
5年間の世帯増減率，人口性比，面積（参考）及び人口密度

市区
(人口集中地区)

第２－１表 男女，年齢（各歳），国籍総数か日本人別人口，平均年齢及び年齢中位数 市

第２－２表 （全国結果のため欠番） －

第２－３表
男女，年齢（5歳階級及び3区分），国籍総数か日本人別人口，平均年齢，年齢中位数及び人口構成
比［年齢別］

市

第２－４表 （全国結果のため欠番） －

第２－５表 男女，年齢（各歳），国籍総数か日本人別人口，平均年齢及び年齢中位数 市区

第２－６表 男女，年齢（各歳），国籍総数か日本人別人口，平均年齢及び年齢中位数
市区

(人口集中地区)

第２－７表
男女，年齢（5歳階級及び3区分），国籍総数か日本人別人口，平均年齢，年齢中位数及び人口構成
比［年齢別］

市区

第２－８表
男女，年齢（5歳階級及び3区分），国籍総数か日本人別人口，平均年齢，年齢中位数及び人口構成
比［年齢別］

市区
(人口集中地区)

第３－１表 （全国結果のため欠番） －

第３－２表 男女，年齢（各歳），出生の月，国籍総数か日本人別人口 市区

第３－３表 男女，年齢（5歳階級），出生の月，国籍総数か日本人別人口 市区

第４－１表 男女，年齢（各歳），配偶関係，国籍総数か日本人別人口及び平均年齢（15歳以上） 市区

第４－２表 男女，年齢（各歳），配偶関係，国籍総数か日本人別人口構成比［配偶関係別］（15歳以上） 市区

第４－３表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍総数か日本人別人口及び平均年齢（15歳以上） 市区

第４－４表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍総数か日本人別人口構成比［配偶関係別］（15歳以上） 市区

第４－５表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍総数か日本人別人口及び平均年齢（15歳以上）
市区

(人口集中地区)

第４－６表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍総数か日本人別人口構成比［配偶関係別］（15歳以上）
市区

(人口集中地区)

第５表
男女，年齢（5歳階級），配偶関係，世帯の種類・世帯の家族類型・施設等の世帯の種類別世帯人員
及び平均年齢

市

第６－１表 世帯の種類・施設等の世帯の種類，世帯人員の人数別世帯数 市区

第６－２表 世帯の種類・施設等の世帯の種類，世帯人員の人数別世帯人員 市区

第６－３表
世帯人員の人数別一般世帯数，会社などの独身寮の単身者数，間借り・下宿などの単身者数，一般
世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員

市区

第６－４表 世帯の種類・施設等の世帯の種類，世帯人員の人数別世帯数
市区

(人口集中地区)

第６－５表 世帯の種類・施設等の世帯の種類，世帯人員の人数別世帯人員
市区

(人口集中地区)

第６－６表
世帯人員の人数別一般世帯数，会社などの独身寮の単身者数，間借り・下宿などの単身者数，一般
世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人員

市区
(人口集中地区)

第７－１表 男女，年齢（各歳），配偶関係，世帯の種類別世帯人員 市区

第７－２表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，世帯の種類別世帯人員 市区

第８－１表 世帯員の年齢による世帯の種類，世帯人員の人数別一般世帯数 市区

第８－２表 世帯員の年齢による世帯の種類，世帯人員の人数別一般世帯人員 市区

第８－３表 世帯員の年齢，世帯人員の人数別一般世帯人員 市区

第９－１表 世帯の家族類型，世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数 市区

第９－２表 世帯の家族類型，世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員 市区

第９－３表 世帯員の年齢，世帯の家族類型別一般世帯人員 市区

総人口・総世帯数・男女・年齢・配偶関係

世帯の種類・世帯人員・世帯の家族類型



第９－４表 世帯の家族類型，世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯数及び3世代世帯数
市区

(人口集中地区)

第９－５表 世帯の家族類型，世帯員の年齢による世帯の種類別一般世帯人員及び3世代世帯人員
市区

(人口集中地区)

第９－６表 世帯員の年齢，世帯の家族類型別一般世帯人員
市区

(人口集中地区)

第１０表 世帯の家族類型，世帯人員の人数別一般世帯数 市区

第１1－１表 （全国結果のため欠番） －

第１１－２表 （全国結果のため欠番） －

第１２－１表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯主の配偶関係，世帯の家族類型別一般世帯数 市

第１２－２表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯主の配偶関係，世帯の家族類型別一般世帯人員 市

第１２－３表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯の家族類型別一般世帯数 市区

第１２－４表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯の家族類型別一般世帯人員 市区

第１３－１表 男女，年齢（5歳階級），世帯主との続き柄，配偶関係，世帯の家族類型別一般世帯人員 市

第１３－２表 男女，年齢（5歳階級），世帯主との続き柄，世帯の家族類型別一般世帯人員 市区

第１４－１表 男女，年齢（各歳），配偶関係，世帯の家族類型別一般世帯人員 市区

第１４－２表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，世帯の家族類型別一般世帯人員 市区

第１５－１表
夫の年齢（5歳階級），夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無・数，最年少の子供の年齢，最年長の
子供の年齢別一般世帯数（夫婦のいる一般世帯）

市

第１５－２表
夫の年齢（5歳階級），夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無，最年少の子供の年齢（各歳）別一
般世帯数（夫婦のいる一般世帯）

市

第１５－３表
夫の年齢（5歳階級），夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無・数，最年少の子供の年齢，最年長の
子供の年齢別一般世帯人員（夫婦のいる一般世帯）

市

第１５－４表
夫の年齢（5歳階級），夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無，最年少の子供の年齢（各歳）別一
般世帯人員（夫婦のいる一般世帯）

市

第１５－５表
妻の年齢（5歳階級），夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無・数，最年少の子供の年齢，最年長の
子供の年齢別一般世帯数（夫婦のいる一般世帯）

市

第１５－６表
妻の年齢（5歳階級），夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無，最年少の子供の年齢（各歳）別一
般世帯数（夫婦のいる一般世帯）

市

第１５－７表
妻の年齢（5歳階級），夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無・数，最年少の子供の年齢，最年長の
子供の年齢別一般世帯人員（夫婦のいる一般世帯）

市

第１５－８表
妻の年齢（5歳階級），夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無，最年少の子供の年齢（各歳）別一
般世帯人員（夫婦のいる一般世帯）

市

第１５－９表
夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無・数，最年少の子供の年齢別一般世帯数（夫婦のいる一般
世帯）

市区

第１５－１０表
夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無・数，最年少の子供の年齢別一般世帯人員（夫婦のいる一
般世帯）

市区

第１５－１１表
夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無，最年少の子供の年齢（各歳）別一般世帯数（夫婦のいる
一般世帯）

市区

第１５－１２表
夫婦のいる世帯の家族類型，子供の有無，最年少の子供の年齢（各歳）別一般世帯人員（夫婦のい
る一般世帯）

市区

第１６－１表
親との同居・非同居，子供（未婚の親族）の男女，子供（未婚の親族）の年齢（各歳）別子供（未婚の
親族）の数（一般世帯）

市

第１６－２表 親との同居・非同居別子供（未婚の親族）のいる一般世帯数（一般世帯） 市

第１６－３表
母子・父子世帯の種類，子供（未婚の親族）の男女，子供（未婚の親族）の年齢（各歳）別子供（未婚
の親族）の数（一般世帯）

市

第１６－４表 母子・父子世帯の種類別子供（未婚の親族）のいる一般世帯数（一般世帯） 市

第１７－１表 夫の年齢（各歳），妻の年齢（各歳）別夫婦数（一般世帯） 市区

第１７－２表 夫の年齢（各歳），妻の年齢（各歳）別夫婦数（夫婦とも日本人の世帯） 市区

第１８－１表 住宅の所有の関係別一般世帯数 市

第１８－２表 住宅の所有の関係別一般世帯人員 市

夫婦及び子供に係る世帯の状態

住宅の所有関係・住宅の建て方



第１８－３表 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 市

第１８－４表 住宅の所有の関係別一般世帯数 市区

第１８－５表 住宅の所有の関係別一般世帯人員 市区

第１８－６表 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 市区

第１８－７表 住宅の所有の関係別一般世帯数
市区

(人口集中地区)

第１８－８表 住宅の所有の関係別一般世帯人員
市区

(人口集中地区)

第１８－９表 住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員
市区

(人口集中地区)

第１９－１表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 市

第１９－２表 男女，年齢（5歳階級），住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 市

第１９－３表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 市

第１９－４表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数 市区

第１９－５表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員 市区

第１９－６表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員 市区

第１９－７表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯数
市区

(人口集中地区)

第１９－８表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯人員
市区

(人口集中地区)

第１９－９表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別一般世帯の1世帯当たり人員
市区

(人口集中地区)

第２０表
世帯人員の人数，住宅の所有の関係別一般世帯数，一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当たり人
員

市

第２１表 （全国結果のため欠番） －

第２２－１表
世帯主の年齢（3区分），世帯の家族類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階
別一般世帯数

市

第２２－２表
世帯主の年齢（3区分），世帯の家族類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階
別一般世帯人員

市

第２２－３表 世帯の家族類型，住宅の所有の関係別一般世帯数 市区

第２２－４表 世帯の家族類型，住宅の所有の関係別一般世帯人員 市区

第２３－１表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯の家族類型，住宅の所有の関係別一般世帯数 市

第２３－２表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯の家族類型，住宅の所有の関係別一般世帯人員 市

第２４－１表 世帯主の男女，世帯主の年齢（3区分），世帯の家族類型，住宅の所有の関係別一般世帯数 市区

第２４－２表 世帯主の男女，世帯主の年齢（3区分），世帯の家族類型，住宅の所有の関係別一般世帯人員 市区

第２５表
65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数，一般世帯人員及び65歳以上一般世帯人
員

市

第２６－１表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の人数別一般世帯数 市区

第２６－２表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の人数別一般世帯人員 市区

第２６－３表 世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 市区

第２７－１表
世帯の家族類型，65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，65歳以上世帯人員の人数別一般世
帯数

市

第２７－２表
世帯の家族類型，65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，65歳以上世帯人員の人数別一般世
帯人員

市

第２７－３表 世帯の家族類型，65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別65歳以上一般世帯人員 市

第２７－４表 世帯の家族類型，65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯数 市区

第２７－５表 世帯の家族類型，65歳以上世帯員の有無による世帯の類型別一般世帯人員 市区

第２７－６表 世帯の家族類型別65歳以上一般世帯人員 市区

第２７－７表 世帯の家族類型別75歳以上一般世帯人員 市区

第２７－８表 世帯の家族類型別85歳以上一般世帯人員 市区

65歳以上世帯員に係る世帯の状態



第２８－１表
世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の
人数別一般世帯数

市

第２８－２表
世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の
人数別一般世帯人員

市

第２８－３表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯人員の人数別65歳以上一般世帯人員 市

第２９－１表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯数 市

第２９－２表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯人員 市

第２９－３表 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 市

第２９－４表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 市

第２９－５表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯数 市区

第２９－６表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯人員 市区

第２９－７表 住宅の所有の関係別65歳以上一般世帯人員 市区

第２９－８表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員 市区

第３０－１表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の人数，住宅の所有の関係別一般世帯数 市

第３０－２表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の人数，住宅の所有の関係別一般世帯人員 市

第３０－３表
65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の人数，住宅の所有の関係別一般世帯の1世
帯当たり人員

市

第３０－４表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の人数，住宅の所有の関係別一般世帯数 市区

第３０－５表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の人数，住宅の所有の関係別一般世帯人員 市区

第３０－６表
65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，世帯人員の人数，住宅の所有の関係別一般世帯の1世
帯当たり人員

市区

第３１－１表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方別一般世帯数 市

第３１－２表 65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方別一般世帯人員 市

第３１－３表 住宅の所有の関係，住宅の建て方別65歳以上一般世帯人員 市

第３１－４表
65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方別一般世帯の1世帯
当たり人員

市

第３１－５表
65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階
別一般世帯数

市区

第３１－６表
65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階
別一般世帯人員

市区

第３１－７表 住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別65歳以上一般世帯人員 市区

第３１－８表
65歳以上世帯員の有無による世帯の類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階
別一般世帯の1世帯当たり人員

市区

第３２表 夫の年齢（5歳階級），妻の年齢（5歳階級）別夫婦のみの世帯数（一般世帯） 市区

第３３－１表 夫婦のいる世帯の家族類型，住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数（一般世帯） 市

第３３－２表 夫婦のいる世帯の家族類型，住宅の所有の関係別夫婦のみの世帯数（一般世帯） 市区

第３４表
夫婦のいる世帯の家族類型，住宅の所有の関係，住宅の建て方・世帯が住んでいる階別夫婦のみの
世帯数（一般世帯）

市区

第３５－１表
母の年齢（5歳階級），母の配偶関係，母子・父子世帯の種類，子供の数，最年少の子供の年齢別一
般世帯数（母子世帯）

市

第３５－２表
母の年齢（5歳階級），母の配偶関係，母子・父子世帯の種類，子供の数，最年少の子供の年齢別一
般世帯人員（母子世帯）

市

第３５－３表
母の年齢（5歳階級），母の配偶関係，母子・父子世帯の種類，子供の数，最年長の子供の年齢別一
般世帯数（母子世帯）

市

第３５－４表
母の年齢（5歳階級），母の配偶関係，母子・父子世帯の種類，子供の数，最年長の子供の年齢別一
般世帯人員（母子世帯）

市

第３５－５表 母の年齢（5歳階級），母の配偶関係，母子・父子世帯の種類別1世帯当たり子供の数（母子世帯） 市

第３６－１表 母子・父子世帯の種類，子供の数・年齢別一般世帯数（母子世帯） 市区

第３６－２表 母子・父子世帯の種類，子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数（母子世帯） 市区

母子世帯・父子世帯



第３７表
母子・父子世帯の種類，住宅の所有の関係別一般世帯数，一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当た
り人員（母子世帯）

市

第３８－１表
父の年齢（5歳階級），父の配偶関係，母子・父子世帯の種類，子供の数，最年少の子供の年齢別一
般世帯数（父子世帯）

市

第３８－２表
父の年齢（5歳階級），父の配偶関係，母子・父子世帯の種類，子供の数，最年少の子供の年齢別一
般世帯人員（父子世帯）

市

第３８－３表
父の年齢（5歳階級），父の配偶関係，母子・父子世帯の種類，子供の数，最年長の子供の年齢別一
般世帯数（父子世帯）

市

第３８－４表
父の年齢（5歳階級），父の配偶関係，母子・父子世帯の種類，子供の数，最年長の子供の年齢別一
般世帯人員（父子世帯）

市

第３８－５表 父の年齢（5歳階級），父の配偶関係，母子・父子世帯の種類別1世帯当たり子供の数（父子世帯） 市

第３９－１表 母子・父子世帯の種類，子供の数・年齢別一般世帯数（父子世帯） 市区

第３９－２表 母子・父子世帯の種類，子供の数・年齢別一般世帯人員及び1世帯当たり子供の数（父子世帯） 市区

第４０表
母子・父子世帯の種類，住宅の所有の関係別一般世帯数，一般世帯人員及び一般世帯の1世帯当た
り人員（父子世帯）

市

第４１－１表 世帯主の男女，世帯員の男女，世帯主の年齢（各歳），世帯員の年齢（各歳）別一般世帯人員 市

第４１－２表 世帯主の男女，世帯主の年齢（各歳）別一般世帯数 市

第４２－１表
世帯主の男女，世帯員の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯員の年齢（5歳階級），世帯の家族類
型別一般世帯人員

市

第４２－２表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯の家族類型別一般世帯数 市

第４３－１表
世帯主の男女，世帯員の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯員の年齢（5歳階級），世帯主の配偶
関係，世帯員の配偶関係別一般世帯人員

市

第４３－２表 世帯主の男女，世帯主の年齢（5歳階級），世帯主の配偶関係別一般世帯数 市

第４４－１表 男女，国籍別人口 市区

第４４－２表 男女，国籍別人口
市区

(人口集中地区)

第４５－１表 男女，年齢（5歳階級），国籍別人口，平均年齢及び年齢中位数 市区

第４５－２表 男女，年齢（5歳階級），国籍別人口構成比［年齢別］ 市区

第４６表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍別人口（15歳以上） 市

第４７－１表 世帯主の国籍，世帯の家族類型，外国人のいる世帯の類型別一般世帯数（外国人のいる一般世帯） 市

第４７－２表
世帯主の国籍，世帯の家族類型，外国人のいる世帯の類型別一般世帯人員（外国人のいる一般世
帯）

市

第４７－３表 世帯主の国籍，世帯の家族類型，外国人のいる世帯の類型別外国人人員（外国人のいる一般世帯） 市

第４８－１表 外国人のいる世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯数（外国人のいる一般世帯） 市

第４８－２表 外国人のいる世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯人員（外国人のいる一般世帯） 市

第４８－３表
外国人のいる世帯の類型，住宅の所有の関係別一般世帯の1世帯当たり人員（外国人のいる一般世
帯）

市

第４９－１表 （全国結果のため欠番） －

第４９－２表 （全国結果のため欠番） －

第４９－３表 （全国結果のため欠番） －

第50表 （全国結果のため欠番） －

第51表 （全国結果のため欠番） －

第１－１表 男女，年齢（各歳），国籍総数か日本人別人口，平均年齢及び年齢中位数 市

第１－２表
男女，年齢（5歳階級及び3区分），国籍総数か日本人別人口，平均年齢，年齢中位数及び人口構成
比［年齢別］

市

第１－３表 男女，年齢（各歳），国籍総数か日本人別人口，平均年齢及び年齢中位数 市区

世帯主と世帯員

外国人

（参考表）不詳補完結果
令和2年



第１－４表
男女，年齢（5歳階級及び3区分），国籍総数か日本人別人口，平均年齢，年齢中位数及び人口構成
比［年齢別］

市区

第２－１表 男女，年齢（各歳），配偶関係，国籍総数か日本人別人口及び平均年齢（15歳以上） 市区

第２－２表 男女，年齢（各歳），配偶関係，国籍総数か日本人別人口構成比［配偶関係別］（15歳以上） 市区

第２－３表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍総数か日本人別人口及び平均年齢（15歳以上） 市区

第２－４表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍総数か日本人別人口構成比［配偶関係別］（15歳以上） 市区

第１－１表 男女，年齢（各歳），国籍総数か日本人別人口，平均年齢及び年齢中位数 市

第１－２表
男女，年齢（5歳階級及び3区分），国籍総数か日本人別人口，平均年齢，年齢中位数及び人口構成
比［年齢別］

市

第１－３表 男女，年齢（各歳），国籍総数か日本人別人口，平均年齢及び年齢中位数 市区

第１－４表
男女，年齢（5歳階級及び3区分），国籍総数か日本人別人口，平均年齢，年齢中位数及び人口構成
比［年齢別］

市区

第２－１表 男女，年齢（各歳），配偶関係，国籍総数か日本人別人口及び平均年齢（15歳以上） 市区

第２－２表 男女，年齢（各歳），配偶関係，国籍総数か日本人別人口構成比［配偶関係別］（15歳以上） 市区

第２－３表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍総数か日本人別人口及び平均年齢（15歳以上） 市区

第２－４表 男女，年齢（5歳階級），配偶関係，国籍総数か日本人別人口構成比［配偶関係別］（15歳以上） 市区

平成27年


