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調査票

国勢調査は､日本の最も重要な統計です。

　国勢調査は､日本国内に住むすべての人と世帯を
対象とする､国の最も重要な統計調査です。
　国内の人口や世帯の実態を明らかにするため､統
計法という法律に基づいて､5年に一度実施されま
す。国勢調査の結果は福祉施策や生活環境整備､災
害対策など、 日本の未来をつくるために欠かせない
さまざまな施策の計画策定などに利用されます。

すべての人・世帯が対象です。

　平成27年10月1日現在、ふだん日本国内に住んで
いるすべての人・世帯が対象です。生まれたばかりの
赤ちゃんはもちろん、３カ月以上日本に住んでいる
（住むことになっている）外国人も、調査対象となり
ます。

調査結果は、みんなのもの！

　速報結果は、平成28年2月に公表される予定です。
その後、年齢別人口、世帯の状況などの詳しい調査結
果が、平成28年10月までに公表される予定です。調
査結果は、総務省統計局のホームページのほか、県立
図書館などで、誰でも見ることができます。

実は皆さんの義務です。

■調査日程

　国勢調査は、「統計法」という法律に基づき実施され
ます。「統計法」では、正確な統計を作成するため、調査
項目に回答する義務（報告義務）が定められています。

いつでもどこでも、便利に回答。
パソコン、タブレット、スマートフォンでの回答が可能です!!

インターネット回答用
ＩＤを配布 インターネット回答 調査票を配布 調査票を提出

インターネット回答がなかった世帯には
調査員が調査票をお配りします!!

110月 10月日（木）～ 7109月 9月日（木）～ 日（日） 日（水）20

国勢調査
インターネット回答がスタートしますインターネット回答がスタートします
　国勢調査は大正９年から５年ごとに行われ、今回
で20回目の調査になります。日本に住んでいるすべ
ての人が調査の対象で、調査結果は、私たちの暮らし
のさまざまな分野で役立てられる基礎データになり
ます。日本の未来をつくる国勢調査へのご理解・ご協
力をよろしくお願いします。

インターネット回答 調査票での回答

問い合わせ　国勢調査鳥栖市実施本部（情報管理課内）　☎85-3513

109月 日から随時 109月 日～20日 269月 日～30日 110月 日～7日
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開封せずその
まま市に提出
します

封をしている

封をしていない

そのまま提出

記入内容を確
認してよいか
お尋ねします

記入もれなど
の確認をしま
す

01

02

03

04

05

06

【国勢調査コールセンター】

設置期間：8月24日～10月31日
受付時間：午前8時～午後9時
（土・日・祝日も利用できます）　

（IP電話番号：03-4330-2015）
☎0570-07-2015

市で調査票の記入もれや記入誤りなどを確認し、
コンピュータによる集計を行います。

調査票の確認・集計

調査員が皆さんのお宅に伺っ
て、インターネット回答用IDを
お配りします。

インターネット回答用IDを世帯に配布

調査の流れ

▶調査員が伺います

▶分からないことは国勢調査コール
　センターへ問い合わせください

▶調査票の提出方法は、次の３とおりです

（世帯） （調査員）

109月 日（木）から随時

配布された「ID・パスワード」を
入力して、インターネットで回
答できます。

パソコンやタブレット、スマホからインター
ネット回答

109月 9月日（木）～ 20日（日）

インターネットで回答されな
かった場合は、後日、紙の調査
票を調査員がお持ちします。

インターネット回答のなかった世帯に調査
票を配布

269月 9月日（土）～ 30日（水）

各家庭で調査員から配布され
た「調査票」に記入します。記入
には黒の鉛筆またはシャープ
ペンをご利用ください。

調査票の記入

269月 10月日（土）～ 7日（水）

調査員が再度お宅に伺いま
すので、記入した調査票を
封筒に入れ、のり付けをし
て調査員に手渡してくださ
い。（郵送もできます）

調査票の提出

110月 10月日（木）～ 7日（水）

からインタ

伺います

　国勢調査の調査員は顔写
真入りの「調査員証」と「腕
章」を身に付けています。
　国勢調査では、調査票の
提出前に電話などで個人情
報をお尋ねすることはあり
ません。不審な電話があっ
た場合は国勢調査鳥栖市実
施本部へ連絡ください。

　平成27年国勢調査では、
調査に関する問い合わせ先
として、コールセンターを
設置しています。調査に関
して不明な点は、「国勢調査
コールセンター」へ問い合
わせください。

調査票

調査書類
収納封筒

調査書類
収納封筒
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　市は、日頃から路線バスやミニバスを利用いただいている皆さんへの感謝の気持ちを込めて、
また、市民の皆さんによりいっそうバスに親しんでもらうために「『バスの日』イベントin鳥栖」を
開催します。

　同日、ベストアメニティスタジアムでサガン鳥栖対
ヴァンフォーレ甲府戦が15時から開催されます。
　ぜひバスに乗り、観戦にお越しください。

９ 26 日 10:00～15:00と　き

ところ　ＪＲ鳥栖駅前バス停南交流広場

（土）月

『バスの日』とは･･･
　明治３６年９月２０日に日本で初めてバスが走ったことを記念して「９月２０日」が「バスの日」
と定められ、毎年９月には全国でバスに関するさまざまなイベントが行われています。

イべント in 鳥栖

担当課　国道・交通対策課　☎85-3602

虹の橋

Ｊ
Ｒ
鳥
栖
駅

ベストアメニティ
スタジアム

鳥栖ビル

駅前広場
鳥栖駅前バス停

交流広場

会 場

「バスの日」イベント in 鳥栖　会場案内図

Ｎ

　ICカード「nimoca」
のマスコット「フェレッ
ト」やおなじみ「とっと
ちゃん」がやってきま
す！！

マスコットキャラクター撮影会
ニ モ カ

　子ども用の運転士の制服・制帽を着用し、「サガン鳥
栖カラーバス」の運転席に座って運転士気分を味わえ
ます。

「はかた」「はかた」夜行高速バス夜行高速バス
やってくるやってくる

がが

ちびっ子バス運転士体験・撮影会

対　象　75歳以上の市内居住者また
　　　　は70～74歳の免許証を期
　　　　限前返上した人
対象路線　路線バス(広域線・市内線)、
　　　　　ミニバス
内　容　１冊5,000円分を1,500円
　　　　(３割負担)で販売します
持ってくるもの　印鑑、身分証、負担金

高齢者福祉乗車券臨時販売会

　当日は市内路線バス、ミニバスが１日中無料で乗り放題
となります。実際に乗ってみてもっとバスを身近に感じて
みてください。

市内路線バス・ミニバス乗り放題
（河内線・麓線・弥生が丘線） 

当日、全地区を無料運行します。満席の場合は
乗車できませんのでご了承ください。
※旭地区は小型乗用車で運行します

ミニバス

市内路線バス
市内線の河内線・麓線・弥生が丘
線の3路線が無料運行となります
（広域線は通常通り有料）。

　平成21年12月から
国内最長の福岡－東京
間を運行していたハイ
グレード車両です。
　リクライニングなど
余裕ある空間を実感で
きます。

　平成21年12月から
国内最長の福岡－東京
間を運行していたハイ
グレード車両です。
　リクライニングなど
余裕ある空間を実感で
きます。
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