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地域特産品の消費が注目される家計調査年報の結果 

2021 年 2 月、総務省統計局から「家計調査 2020 年平均」が公表された。この統計結果から、「水戸市

の納豆消費額が全国 5位」などといった見出しのニュースを目にした人も多いだろう。 

そもそも、家計調査とはどういった統計なのか。家計調査は、国民生活における家計収支の実態を把握

するための統計として、総務省統計局が毎月公表している。 

同調査では、全国から調査世帯（単身世帯を含む）を無作為に約 9,000 世帯抽出する。調査世帯は、

家計簿の形式となっている調査票などをもとに世帯の毎日の収入と支出について詳細に記載する。例え

ば、スーパーで大根を購入した場合、その購入単価や数量まで詳細に記録することとなっている。そのた

め、家計調査からは、世帯の収入や支出、貯蓄、負債について、それぞれ項目・品目別に幅広く捕捉する

ことができる。 

また、家計調査は、全国のデータに加え、県庁所在市別（川崎市、相模原市、浜松市、堺市、北九州市

を含む全 52 都市）のデータも取得することができる。そのため、地元特産品の県庁所在市別の消費支出

額ランキングで 1位となることが地元特産品であることの PRにも活用されている。 

 

2020 年の水戸市の納豆年間消費支出額は全国 5位、メロンは 9年連続全国 1位 

前述のとおり、茨城県の県庁所在地である水戸市では、特産品である納豆の 2020年の年間消費支出

額（二人以上の世帯）が 6,061円と全国平均（4,654円）を大きく上回っているものの、全国 5位の結果とな

っている（1 位は福島県で 7,251 円）。水戸市では、2016 年を最後に 1 位から遠ざかっており、1 位を奪還

すべく、毎年、納豆消費拡大に関する様々なイベントに取り組んでいる。 

ただし、家計調査による全国の納豆の消費

支出額の推移をみると、近年の健康志向の強

まりなどを背景に、全国で納豆の消費額が増

加している。そのため、水戸市は全国 1位を逃

したものの、全国的に納豆の消費が増加して

いること自体は納豆の産地として喜ばしいこと

である。 

一方、茨城県のもう一つの特産品であるメロ

ンについては、水戸市の 2020 年の年間消費

支出額が 4,204 円と 2 位の札幌市（3,522 円）

を大きく引き離し、9 年連続で全国 1 位となっ

ている。 
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図表1 納豆の年間消費支出額
円
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注：二人以上の世帯。

出所：総務省統計局「家計調査」
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コロナ禍では「巣ごもり」関連品目で大きく消費支出が増加 

このほか、家計調査では、過去の結果と比較することで、消費支出額の増減を品目別に分析することが

できる。現在、月次では 2021年 2月までのデータを利用することができる。そこで以下では、コロナ禍で二

度発令された緊急事態宣言下における全国の個人消費の変化についてみていきたい。 

昨春に発令された 1 回目の緊急事態宣言（2020 年 4 月 7 日～5 月 25 日、いずれかの都道府県で発

動されていた期間）では、感染症拡大防止を目的に外出自粛やテレワーク、学校休校などの行動制限が

とられた。この間、「財・サービス支出」の 4～5 月平均は前年同期と比べ 13.1％減少している。この内訳を

みると、「財（商品）」への支出は同 0.6％の減少に止まったものの、「サービス」への支出は同 28.5％と大幅

に減少している。 

一方、2 回目の緊急事態宣言（2021 年 1 月 8 日～3 月 21 日、同上）では、「財・サービス支出」の 1～2

月平均は前年同期に比べ 5.9％の減少と、1 回目の宣言時と比べると減少幅は縮小している。ただし、「サ

ービス」支出は同 12.0％の減少と依然として対面型サービスを中心に消費を抑制している様子が窺える。 

また、二度の宣言下での消費支出の変化を品目別にみると、「食料」では、外出自粛やテレワークの普

及などにより自宅で食事をとる機会が増加したことから、「即席麺」や「冷凍調理食品」などの消費支出が前

年に比べ増加している。また、宴会の自粛によって「飲酒代（外食）」が大幅に減少した一方、“宅飲み”が

浸透した結果、「チューハイ・カクテル」への消費支出が増加している。さらに、コロナ禍で外食全体の支出

が大きく減少したものの、テイクアウトができるファストフード店の「ハンバーガー（外食）」などの消費支出は

むしろ増加した。 

単位：円

順位

1 福島市 7,251 水戸市 4,204 松江市 1,442 高知市 7,362 富山市 2,929 水戸市 8,270 佐賀市 5,090

2 山形市 6,543 札幌市 3,522 水戸市 1,081 福島市 3,330 金沢市 2,767 福井市 8,042 水戸市 4,966

3 盛岡市 6,460 秋田市 2,268 青森市 870 仙台市 2,699 福井市 2,549 山形市 7,881 鳥取市 4,912

4 仙台市 6,228 青森市 2,156 秋田市 849 高松市 2,528 水戸市 2,466 福島市 7,782 宇都宮市 4,887

5 水戸市 6,061 熊本市 1,410 宇都宮市 632 水戸市 2,392 北九州市 2,395 宇都宮市 7,097 奈良市 4,887

ビスケット

図表2　水戸市が年間消費支出額上位の品目

注：二人以上の世帯。
出所：総務省統計局「家計調査」より筆者作成
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食品

チューハイ・

カクテル 一般外食
ハンバーガー

（外食）

飲酒代
（外食）

電気
掃除機

エアコン

2020年4-5月平均
緊急事態宣言（1回目）

-13.1 -0.6 -28.5 -4.0 45.3 14.9 46.3 -62.2 31.2 -89.1 2.9 -12.7 3.9 -45.8 

2021年1-2月平均
緊急事態宣言（2回目）

-5.9 -1.8 -12.0 -3.2 10.7 18.5 19.8 -39.3 14.9 -87.8 8.0 25.4 73.0 -23.4 

保険医療

保健用
消耗品

医科
診療代

鉄道運賃 航空運賃
自転車
購入

テレビ パソコン ゲーム機
園芸用
植物

宿泊料
パック
旅行費

2020年4-5月平均
緊急事態宣言（1回目）

-4.4 154.9 -17.6 -70.0 -87.8 -82.4 24.9 -35.5 22.3 78.0 50.0 15.7 -96.5 -96.5 

2021年1-2月平均
緊急事態宣言（2回目）

-6.8 8.3 -11.5 -51.9 -60.9 -91.0 46.0 -18.9 1.5 -22.4 -18.6 15.4 -56.0 -91.5 

注：二人以上の世帯。　　　


出所：総務省統計局「家計調査」より筆者作成
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品目
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財・サービス支出 家具・家事用品

　　　　　　　　　　　　　　図表3　緊急事態宣言下で支出が増減した品目（全国）　
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「保険医療」では、1 回目の宣言ではマスクや消毒液などの感染予防品を求める人が殺到したため「保

健用消耗品」への消費支出が大幅に増加している。その後、マスクの調達も落ち着いたため、2 回目の宣

言時は増加幅が縮小している。一方で、感染への警戒感から通院を控える動きがみられたことにより、「医

科診療代」への消費支出が減少している。 

「交通」では、テレワークの普及や外出・旅行の自粛などによって「鉄道運賃」や「航空運賃」への消費支

出が大幅に減少している。一方、電車・バス通勤から自転車通勤に切り替える動きもみられたことから、「自

転車購入」が大幅に増加している。 

「教養娯楽」では、旅行の自粛により「宿泊料」や「パック旅行費」が大幅に減少する一方、自宅で過ごす

時間が増えたことや一律 10万円の特別定額給付金の効果もあり、「テレビ」や「ゲーム機」、「園芸用植物」

などの余暇を楽しく過ごすためのもの、「電気掃除機」・「エアコン」といった家電への消費支出が大幅に上

昇している。 

 

以上のように、家計調査は、全国消費支出ランキングやコロナ禍の消費行動の変化など様々な切り口で

分析することができるため、個人消費の動向を把握する上で重要な統計であるといえる。 
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