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序   文 
    

 

 わが国では、過去数十年の間に死亡率の低下、平均寿命の伸長、出生率の低

下、高齢化、未婚化･晩婚化、離婚率の上昇といった人口学的変化が進行し、世

帯の規模と構成、形成や解体の過程にも大きな影響を及ぼし、国民の生活単位

である世帯は大きく変化している。 

国立社会保障･人口問題研究所では、こうした世帯変動の現状を把握し、また

世帯の将来動向を予測するための基礎データを得ることを目的として、５年お

きに「世帯動態調査」を行っている。本報告書は、２０１４年７月に実施された第

７回調査の結果をとりまとめたものである。 

  本調査の結果は、世帯数の将来推計の基礎資料として活用される。高齢の独

居世帯や夫婦世帯など高齢者の家族関係と世帯構成の変化やひとり親と子の世

帯の動向の把握は、社会サービス施策の重要性が高まるなかで厚生労働行政上に

おいて重要な資料を提供するものである。また、近年、未婚のまま親と同居を

続ける若･青年層の増加などにも大きな関心が寄せられている。本書が世帯の動

向に関心を持つ方々の参考資料として利用されることになれば幸いである。 

  この調査の実施に際しては、厚生労働省大臣官房統計情報部、都道府県、政

令指定都市、中核市、保健所ならびに調査員、調査対象者の方々から多大のご

協力を得ることができた。ここに深く感謝の意を表したい。 

  なお、この調査は、鈴木透（人口構造研究部長）、菅桂太（国際関係部第三室

長）、小山泰代（人口構造研究部第三室長）、山内昌和（同部第一室長）、清水昌

人（企画部第四室長）、鎌田健司（人口構造研究部主任研究官）、布施香奈（情

報調査分析部研究員）、西岡八郎（早稲田大学人間総合研究センター）の８名か

らなるプロジェクトチームによって実施されたものである。 

 

２０１６年３月 

                                                   

国立社会保障・人口問題研究所長 

森田 朗  
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