令和２年国勢調査

神奈川県人口等基本集計結果
（人口、世帯等の確定値）
令和２年 10 月１日現在

令和３年 12 月

令和２年国勢調査の概要
調査の目的
国勢調査は、我が国の人口、世帯、産業構造等の実態を明らかにし、国及び地方公共団体
における各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行われる国の最も基本的な統計
調査である。調査は大正９年以来５年ごと※に行われており、令和２年国勢調査はその 21 回
目に当たり、実施 100 年の節目となる調査である。
※

国勢調査は原則５年ごとに実施されるが、昭和 22 年国勢調査（第６回）は臨時調査であり、昭

和 15 年国勢調査（第５回）とは７年間隔、昭和 25 年国勢調査（第７回）とは３年間隔である。

調査の時期
令和２年国勢調査は、令和２年 10 月１日午前零時現在によって行われた。

人口等基本集計とは
人口等基本集計は、全ての調査票を用いて市区町村別の人口、世帯、住居に関する結果及び
外国人、高齢者世帯等に関する結果について集計した確定値である。
これらについての詳細な結果は、下記ＵＲＬ（政府統計の総合窓口（e-Stat））を参照の
こと。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00200521

利用上の注意
・

本文及び図表中の数値は、表章単位未満で四捨五入している。

・

割合は、特に注記のない限り、分母から不詳を除いて算出している。

・

前回との差（ポイント）は小数点第２位以下の数値で算出しているため、表上の数値と必ずしも
一致しない。

・
・

統計表中の「-」は該当数字がないもの、「0.0」は単位未満の数を示す。
前回からの増減数、増減率等は原則５年間隔であるが、昭和 22 年調査は７年間隔、昭和 25 年調
査は３年間隔である。

用語の解説
人口
国勢調査における人口は「常住人口」であり、常住人口とは調査時に調査の地域に常住している者
による人口をいう。「常住している者」については、下記ＵＲＬ（令和２年国勢調査の概要）の「調
査の対象」を参照のこと。
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/gaiyou.html
人口性比
人口性比とは、女性 100 人に対する男性の数をいう。
世帯の種類
国勢調査では、世帯を「一般世帯」と「施設等の世帯」の２種類に区分している。
「一般世帯」とは、「施設等の世帯」以外の世帯をいう。「施設等の世帯」とは、学校の寮・寄宿舎
の学生・生徒、病院・療養所などの入院者、社会施設の入所者、自衛隊の営舎内・艦船内の居住者、矯
正施設の入所者などから成る世帯をいう。
面積
面積は、国土交通省国土地理院が公表した「平成 27 年全国都道府県市区町村別面積調」及び「令和
２年全国都道府県市区町村別面積調(10 月 1 日時点)」による。
配偶関係
配偶関係は、届け出の有無にかかわらず、実際の状態により次のとおり区分している。「未婚」はま
だ結婚したことのない人、「有配偶」は配偶者のある人、「死別」は配偶者と死別して独身の人、「離
別」は配偶者と離別して独身の人をいう。
母子世帯・父子世帯
(1) 母子世帯
未婚、死別又は離別の女親と、その未婚の 20 歳未満の子供のみから成る一般世帯をいう。
(2) 父子世帯
未婚、死別又は離別の男親と、その未婚の 20 歳未満の子供のみから成る一般世帯をいう。
住居の種類
一般世帯について、住居を「住宅」と「住宅以外」の２種類に区分している。
「住宅」とは、一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建物をいう。
「住宅以外」とは、寄宿舎・寮や病院・学校・旅館・会社・工場・事務所などの建物をいう。
その他の用語
その他の用語は、『令和２年国勢調査 調査結果の利用案内 －ユーザーズガイド－』を参照のこと。
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/sankou.html
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