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を実施します！
The Population Census will be conducted from September 14th to October 7th,
2020. Participation in the census is a civic responsibility expected of everyone
living in Japan regardless of nationality or age. This census is only conducted
once every ﬁve years so please be sure to take part in it. For details, see page 2.
日本国内に住む全ての人と世帯を対象とした５年に一度の大調査、「国勢調査」を実施します。
国勢調査は、10月1日を基準とし、最新の人口や世帯などの実態を明らかにする国の最も重要な統計調査です。
調査の結果は、国や千葉県および県内市町村の社会福祉、雇用、生活環境の整備、災害対策などをはじめとした、
あらゆる施策の基礎データとして利用されます。民間企業などにおいても、さまざまな分野で幅広く活用されています。
回答はぜひ、かんたん便利なインターネットで！スマートフォンやパソコンからお願いします。

日本に住んでいるすべて
の人と世帯が対象です。
生まれたばかりの赤ちゃ
んや外国人の方も対象
に含まれます。

統計法という法律に基
づいて、5年に一度実施
される、日本で最も重要
な統計調査です。

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

法律で回答することが義
務付けられています。回
答が確認できない場合、
国勢調査員が調査票の受
け取りにお伺いします。

調査員が各世帯を訪問
し、調査書類をお届けし
ます。ご不在の場合は郵
便受けに配布します。

出生の年月や職業など
世帯員に関する設問と、
住居の種類や世帯員の
数などの世帯に関する設
問の16問です。

災害時に必要な物資を備
えたり、コンビニの出店計
画に利用されるなど、わた
したちの生活の身近なとこ
ろに役立てられています。
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紙の調査票でも
回答できます
国勢調査への回答は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できる限りインターネットをご活用ください。

回答期間

10月1日㈭〜10月7日㈬

ご自宅に調査書類が届いたら、
回答サイトにアクセスします。

画面の案内にそって、国
勢調査に回答します。最
後にパスワードを設定
し、送信します。

調 査 書 類 の な か の『イ ン タ ー
ネット回答利用ガイド』に記載
されている「ログイン ID」と「ア
クセスキー」でログインします。

※インターネット回答が難しい場合は、調査票（紙）をお使いください。

調査票の配布時期
９月14日（月）〜30日（水）
「調査票の記入のしかた」
に従って記入してください。
インターネット回答以外に
も、郵送で回答できます。
記入した調査票をポストに
投函（切手不要）すれば調
査完了です。また、調査員
による回収をご希望の場合
は、お住まいの市区町村へ
ご連絡をお願いします。
（４面参照）

設問について
以下の16問について調査します。

世帯および世帯員について
「世帯員の数及び世帯の種類」
「氏名
及び男女の別」
「世帯主との続き柄」
「出
生の年月」
「配偶者の有無」
「国籍」
● 人口および世帯に関する基礎情報とな

ります。福祉、防災、少子化対策など、
あらゆる分野の政策・施策を検討する
際の基本的なデータとして活用されま
す。また、将来人口の推計などの算定
基礎ともなります。

教育および就業などについて
「教育」
「１週間の仕事」
「従業地又は
通学地」
「利用交通手段」
「勤めか自営
かの別」
「勤め先・業主などの名称及
び事業の内容、本人の仕事の内容」
● 国民一人一人の観点から教育・就業状

態や経済活動の実態など明らかにしま
す。雇用対策などで利用されます。ま
た、通勤・通学のデータは、日常の移
動状況を明らかにし、交通政策、防災
対策などで利用されます。

住居について
「住居について」
「住宅の建て方」
● 世帯が居住する住居の状況を明らかに

します。住宅政策や防災対策などで利
用されます。

居住の状況について
「現在の場所に住んでいる期間」
「５
年前の居住地」
● 人口の地域間移動などに関する資料と

なります。
地域振興などに利用されます。
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結果の公表は
令和3年6月から

日本では ５年に １回 国勢調査を します。国勢調査は 日本に 住んでいる 人の 数を 調べます。
こ とし

ねん

がつ

こくせいちょう さ

がいこくじん

こくせいちょう さ

ねが

今年（2020年）
10月に 国勢調査を します。外国人にも 国勢調査を お願いします。
The Population Census is a statistical survey conducted by law that covers all residents of Japan regardless
of nationality.
Population census takers will visit households to distribute census forms.
Responses can be submitted 24 hours a day online in English, Chinese, Korean, Vietnamese, Spanish, and
Portuguese by smartphone, tablet, or computer.
Translations of the forms will be available at your local
The Census 2020 Website
municipal government oﬃce in 27 languages.
https://www.kokusei2020.
If you would like a translation, please ask a population
go.jp/en/index.html
census taker for a copy in the language you desire.

調査結果の第一報として、
人口・世帯数の速報値が令
和3年6月に公表予定です。
人口・世帯数の確定数値
を含む「人口等基本集計」
は
令和3年11月に公表予定で
す。
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日㈫

20

10

Q

国勢調査に回答するこ
とにはどのような意味
があるのですか

国勢調査の調査結果は︑
あらゆる分野の政策・施

策の検討・立案の基礎資料と
なります︒一人一人の回答が
生活環境の改善や防災計画な

ど︑皆さんの生活に欠かせな
いさまざまな施策に役立てら
れています︒また︑国や県︑

A

月１日㈭〜３日㈯

16

皆さんのお宅の郵便受けな
どに︑回答促進などのための

10

リーフレットをお配りします︒

月 日㈮〜

未回答の世帯に督促状をお
持ちします︒

Q

複 数 居 住の場 合 や 施 設
などに入っている場合は
どこで調査するのですか

市町村だけでなく学術・教育
機関や企業などでも活用され︑
さまざまな社会活動を支えて
います︒

Q

A

寝泊りしている日数の多
い 方 で す︒ ま た︑﹁ ３ カ

3,095,860人
3,126,806人

A

調査の結果はいつ
分かるのでしょうか

内訳 男性
女性

11

Q

月以上住んでいる﹂か﹁３カ
月以上にわたって住むことに
なっている﹂ところです︒

6,222,666人

Q

インターネットと調 査
票
︵紙︶
︑どちらで回答し
たらよいのですか

千葉県の人口（平成27年10月1日現在）

A

10

人口や世帯数の速報値は︑
令和３年６月に︑確報値
やその他詳細情報は︑令和３
年 月以降順次︑公表予定で
す︒

チーバくん

国勢調査でわかる
千葉県の姿

平成
27年

新型コロナウイルス感染
症対策の一環として︑皆
さんの安心・安全を確保する

Q

私が回答した情報は
安全に保護されますか

国勢調査に従事する者に
は︑厳格な守秘義務が課

されています︒また︑統計調
査の目的以外に︑調査票の記
入内容を利用することはあり
ません︒

調査票は厳重に管理し︑集
計完了後︑処分します︒また︑
インターネット回答について

A

A

全員が必ず答えなけれ
ばいけないのですか

10

Q

月１日現在日本に住ん
でいる︑外国人を含む全
ての人と世帯が対象です︒統
計法で回答が義務付けられて
います︒

日㈬

10

A

国勢調査員は
どんな人ですか

14

30

市町村長の推薦を受けて︑ た め︑ で き る 限 り イ ン タ ー
総務大臣が任命する非常 ネットでの回答をお願いしま
︵ 調 査 票︵ 紙 ︶で の 回 答 も
勤の国家公務員です︒顔写真 す︒
︶
入りの国勢調査員証と腕章を 可能です︒
身に着けています︒︵４面参照︶

Q

調査の回答期間は
いつですか

国勢調査員はいつ
訪問するのですか

９月 日㈪〜

10

A

インターネット回答であ
れば９月 日㈪から 月

も安全性には十分配慮してシ
ステムを構築しており︑皆さ
んからの回答データは全て暗

７日㈬まで︒
調査票︵紙︶での回答であ
れば 月１日㈭から 月７日

号化され︑情報が漏れること
はないため安心してご回答く
ださい︒

㈬までです︒

皆さんのお宅を訪問し︑イ
ンターネット回答用ＩＤや操
作の案内︑調査票や提出用の

封筒などをお配りします︒

14

Q

A

千葉県の人口および増加率の推移（大正9年〜平成27年）
（万人）

（％）
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新型コロナウイルス感染症対策
調査書類の配布

調査書類の回収

本来は、世帯の方と面接・説明の上、調査回答
を依頼するとともに、調査書類を配布

インターネット回答の積極的
な活用を推進するとともに、
インターネット回答が難しい
場合は調査員と接触しない郵
送提出を広報啓発活動を通じ
て依頼
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※昭和20年は人口調査結果によります。

国勢調査は、大正９年から５年ごとに実施されています。図
は、平成27年調査までの人口および増加率の推移です。人口
は一貫して増加してきていますが、増加率は昭和45年をピー
クに減少傾向となっています。

説明はインターホン越しに短く行い、郵便受け
などを使って、世帯の方と面接せずに調査書類
を配布
できる限り調
査員と世帯の
方と接触を避
けていただく
よう広報啓発
活動を展開

千葉県の人口ピラミッド（平成27年）
男

女
100〜
95

本県の推進体制について

90
老年人口
（65歳以上）

老年人口
（65歳以上）

85
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団塊世代

団塊世代

65
60
生産年齢人口
（15〜64歳）
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45

団塊ジュニア世代

団塊ジュニア世代

40
35
30
25

また、総合企画部長を本部長
とする「令和 2 年国勢調査千葉
県実施本部」を４月１日に設置
し、全庁的な連携体制の下、正
確かつ円滑な調査の実施に向け
業務を推進しています。

森田知事あいさつ

55

生産年齢人口
（15〜64歳）

国勢調査は、総務省−都道府県−市町村−国勢調査指導員−国勢調査
員の流れにより行います。県では、調査を円滑に実施するため、教育関係、
経済関係、医療・福祉関係、在留外国人支援関係、マンション管理関係
の各団体を構成員とする「令和２年国勢調査千葉県協力者会議」を設置
しています。７月29日に第１回会議を開催し、各団体にご協力いただき
ながら、調査を推進しています。

20
15
年少人口
（15歳未満）
（人）

80,000

60,000

年少人口
（15歳未満）

5
40,000

20,000

0

0歳

（人）

0

20,000

40,000

60,000

人口を男女に分け、年齢ごとに対比して並べた人口ピラミッ
ドです。いわゆる「団塊世代」
「団塊ジュニア世代」の２つの
ピークを持つ構造となっています。

80,000

協力者会議全景
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国勢調査員とは
個人情報は厳格に保護されます

国勢調査員は市町村長の推薦に
基づいて総務大臣が任命した非常
勤の国家公務員です。

国勢調査
100年のあゆみ
国勢調査は、1920年（大正９年）の
第１回調査以来、国の最も基本的で重
要な統計調査として実施しており、今
年で100年の節目を迎えることとなり
ます。詳しくは下記URLへ。

国勢調査は回答の義務があります

● 国勢調査では、統計法によって、厳格

● 統計法では、正確な統計を作成する

な個人情報保護が定められています。

ために、調査項目に回答する義務（報
告義務）が定められています。
● 回答を拒んだり虚偽の回答をした場合の罰則も定められてい
ます。

● 国勢調査員をはじめ、国勢調査に従事

する者は、統計法によって、守秘義務
が課されています。

https://www.stat.go.jp/data/
kokusei/2020/ayumi/

国勢調査を装った「かたり調査」にご注意ください
● 国勢調査を装い、訪問や電話で

個人情報を聞き出す事例が発生
しています。
● 不審な訪問、電話、電子メール
にはご注意ください。
● 本来の調査員は、その身分を証
明する「国勢調査員証」を携帯
しています。法人などに調査を
委託している場合は、総務省
統計局長が証明する「委託管理
団体証」になります。

調査員は下記のものを身に着けています
調査員が身に
着けている調
査員証（見本）

調査員が持ち
歩く手提げ袋
（見本）

調査員が着用している
腕章（見本）

第1回国勢調査ポスター

国勢調査に関するお問い合わせ先
調査の内容・調査票の記入方法については、
国勢調査２０２０総合サイトをご覧ください。国勢
調査についてや、インターネット回答についての
詳しい説明がご覧いただけます。

国勢調査２０２０総合サイト
https://www.kokusei２０２０.go.jp/

調査書類が届かない、あるいは不審な電話や訪問があった場合などは市町村の窓口にご連絡ください。
担

当

電話番号

担

当

電話番号

千葉県

総合企画部 統計課 人口室

☎043‒223‒2223

富津市

総務部 総務課 行政係

☎0439‒80‒1209

千葉市

総合政策局 総合政策部
政策企画課 統計室

☎043‒245‒5714

浦安市

国勢調査実施プロジェクト

☎047‒380‒1375

中央区

地域振興課 選挙統計班

☎043‒221‒2104

四街道市

国勢調査四街道市実施本部

☎043‒422‒6591

花見川区

地域振興課 選挙統計班

☎043‒275‒6191

袖ケ浦市

総務部 総務課 行政班

☎0438‒62‒1212

稲毛区

地域振興課 選挙統計班

☎043‒284‒6104

八街市

総務部 企画政策課 統計班

☎043‒443‒1114

若葉区

地域振興課 選挙統計班

☎043‒233‒8121

印西市

企画財政部 企画政策課 政策推進係

☎0476‒33‒4068

緑区

地域振興課 選挙統計班

☎043‒292‒8104

白井市

企画財政部 企画政策課 企画政策班

☎047‒492‒1111

美浜区

地域振興課 選挙統計班

☎043‒270‒3121

富里市

総務部 企画課 企画統計班

☎0476‒93‒1118

銚子市

企画財政課 企画室 企画政策班

☎0479‒24‒8930

総務部 企画財政課 企画政策係

☎0470‒33‒1001

市川市

総務部 総務課 統計グループ

☎047‒332‒8746

匝瑳市

企画課 企画調整班

☎0479‒73‒0081

船橋市

国勢調査船橋市実施本部コールセンター

☎047‒437‒2622

香取市

国勢調査香取市実施本部

☎0478‒79‒0802

館山市

総合政策部 情報課 統計係

☎070‒3973‒0265

山武市

総務部 企画政策課 企画係

☎0475‒80‒1131

木更津市

国勢調査木更津市実施本部

☎0438‒22‒4741

企画政策課 企画班

☎0470‒62‒1382

松戸市

総務部 総務課 統計担当

☎047‒366‒8056

野田市

総務部 行政管理課 統計係

☎04‒7123‒1073

茂原市

企画財政部 企画政策課 統計係

☎0475‒20‒1516

成田市

総務部 行政管理課 統計係

☎0476‒20‒1501

佐倉市

令和2年国勢調査佐倉市実施本部事務局

☎043‒484‒6242

東金市

企画政策部 企画課 統計調査係

☎0475‒50‒1194

企画政策課 統計班

☎0479‒62‒5397

令和2年国勢調査習志野市コールセンター

☎0570‒002‒340

柏市

企画部 経営戦略課 データ分析室

☎04‒7167‒1099

勝浦市

観光商工課 定住・ビジネス支援係

☎0470‒73‒6687

市原市

企画部 総合計画推進課 統計調査室

☎0436‒23‒9864

流山市

総合政策部 企画政策課

☎04‒7158‒1111

八千代市

企画部 統計調査班

☎047‒483‒1151

我孫子市

総務部 文書管理課 統計担当

☎04‒7185‒1111

鴨川市

経営企画部 まちづくり推進課
政策推進係

☎04‒7093‒7828

総務企画部 総務課 行政室
総務部 総務課 統計係

旭市
習志野市

鎌ケ谷市
君津市

南房総市

いすみ市

大網白里市 企画政策課 政策推進班

☎0475‒70‒0316

企画財政課 広報広聴班

☎043‒496‒1171

企画政策課 企画班

☎0476‒33‒7773

神崎町

まちづくり課 企画係

☎0478‒72‒2114

多古町

企画空港政策課 企画政策係

☎0479‒76‒5409

東庄町

総務課 企画財政係

☎0478‒86‒6084

九十九里町 企画財政課 企画係

☎0475‒70‒3121

酒々井町
栄町

企画空港政策課 企画調整係

☎0479‒77‒3926

企画空港課 企画政策班

☎0479‒84‒1279

一宮町

企画課 企画係

☎0475‒42‒2113

睦沢町

総務課 総務班

☎0475‒44‒1111

長生村

企画財政課 企画係

☎0475‒32‒4743

白子町

総務課 情報統計係

☎0475‒33‒2110

長柄町

企画財政課 広報統計係

☎0475‒35‒2110

長南町

企画政策課 広報統計係

☎0475‒46‒2113

大多喜町

企画課 企画政策係

☎0470‒82‒2112

☎047‒445‒1056

御宿町

企画財政課 企画係

☎0470‒68‒2512

☎0439‒56‒1780

鋸南町

総務企画課 企画財政室

☎0470‒55‒4801

芝山町
横芝光町

