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まえがき

厚生労働行政は、人の誕生から老後まで、日々の国民生活全般にわたる

幅広いフィールドに関わっています。

厚生労働省政策統括官（統計･情報政策、労使関係担当）においては、人々

のライフサイクルの各段階に対応して、様々な統計を実施することにより、

人々の「安心」と「活力」とをもたらすための政策を展開していくための

基礎データを提供しています。

本冊子は、政策統括官（統計･情報政策、労使関係担当）で実施してい

る統計の結果をできるだけ平易に分かりやすく紹介するものであり、厚生

労働統計の理解を深める一助となれば幸いです。

令和３年12月

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）

Preface

Health, labour and welfare administration in Japan covers the wide 

range of the nation’s whole life from the birth to the elderly life.

Director-General for Statistics, Information Policy and Industrial 

Relations offers basic data in promoting policies which bring people 

“secure” and “vital” l ife by carrying out various statistics 

corresponding to the each stage of life cycle.

This booklet aims to illustrate the findings of the statistics carried 

out by our bureau briefly, and it would be our pleasure that this 

booklet may deepen your understanding of health, labour and 

welfare statistics.

　December 2021

Director-General for Statistics, Information Policy and Industrial Relations,

Ministry of Health, Labour and Welfare,

Japan
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出産・育児
Childbirth・Child-rearing

保育所入所人員数４月１日現在
Number of enrollment of nursery 
centers (As of April 1st)

(persons)

虐待相談対応件数
Number of cases disposed 
about child abuse

2,551,791人

(number of cases)
193,780件

平成31年（2019）

令和元年度（FY2019）

出　生　数
Number of live births (persons)

合計特殊出生率
Total fertility rate

865,239人
（One birth in 
every 36 seconds）

（36秒に1人）

1.36

令和元年（2019）

年次有給休暇取得日数
Number of days of annual paid 
leave acquired

(day)
10.1日

令和元年（2019）

結　婚
Marriage (couples)

Groom (years old)
平均初婚年齢
Mean age at 
first marriage

599,007組
（One newly-married cuople 

in every 53 seconds）

（53秒に1組）

夫　31.2歳
Bride (years old)
妻　29.6歳

令和元年（2019）

第１子を持つ年齢
Mean age at 1st child birth Father (years old)

父　32.8歳

Mother (years old)
母　30.7歳

令和元年（2019）

退職給付額（大学・大学院卒）
Average amount of retirement 
benefit of university or 
graduate school graduates

(ten thousand yen)
1,983万円

平成30年（2018）

高齢者世帯
Aged households (thousand households)

14,878千世帯

令和元年（2019）

死　亡　数
Number of 
deaths

(persons)

Male (years)
平均寿命
Life expectancy 
at birth

1,381,093人
（One death in 

every 23 seconds）

（23秒に1人）

男　81.64年
Female (years)
女　87.74年

令和２年（2020）

令和元年（2019）

全国世帯数
Number of households (thousand households)

１世帯当たり平均所得金額
Average income per household

51,785千世帯

(ten thousand yen)
552.3万円

平成30年（2018）

令和元年（2019）

医療施設数
Number of medical institutions

人口一人当たり国民医療費
National medical care expenditure 
per capita

179,416施設

(yen)
351,800円

令和元年度（FY2019）

令和元年（2019）


