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国勢調査Ｑ＆Ａ
こく せい ちょう さ

Ｑ 国勢調査って何？

Ａ 「統計法」という法律により、5 年に 1 度、

　　　国の最も基本的な統計調査として大正 9 年

　　　以来行なわれており、今回で 19 回目の調

　　　査になります。調査の対象者は、日本に住

　　　んでいる全ての人が対象となり、回答が義

　　　務づけられています。

Ｑ 何を調べるの？

Ａ 男女の別、出生の年月、就業状態、通勤通

　　　学地、住居の種類など全部で 20 項目です。

Ｑ 集計結果はどうなるの？

Ａ 集計結果はまちの未来に生かされます。

　　 今回の調査は、本格的な人口減社会となって実施する最初の調査です。調査の結果は、都道府県や

　　 市町村議会の議員数の決定や地方交付税の算定基準などに利用されるほか、世帯構成や住宅の状況

　　 は社会福祉や環境整備、就業状況は雇用政策、通勤・通学など人の移動は交通や防災計画をたてた

　　 りするときの基礎資料になります。

Ｑ 誰が調べるの？

Ａ 国勢調査員がうかがいます。

　　 9 月下旬から国勢調査員が皆さんのお宅に 

　　 調査票を配りにおうかがいします。調査票

　　 がお手元に届いたら、10 月 1 日現在の皆さ

　　 んの状況を記入してください。

　　 10 月上旬より、調査員が回収にうかがいま

　　 すので、調査票をお渡しください。

Ｑ 個人情報は守られる？

Ａ 今回の調査より、調査票を封筒に入れて提

　　 出していただくようになりました。また、 

　　 記入していただいた内容は、統計を作成す

　　 るためだけに使用し、調査票は集計後に溶

　　 かして再生紙として利用されます。

当たる

ペア宿泊券

県特産品などが

人口あてクイズ
問題

平成22年10月1日に行われる国勢調査での
福井県の人口は何人になるでしょうか？

【賞品】　1等：芦原温泉ペア宿泊券 ･･･1 名

　　　　2等：越前がに　 ･･･2 名

　　　　3等：若狭ふぐセット ･･･3 名

　　　　4等：福井県特産品 ･･･20 名

【応募資格】　福井県にお住まいの方。応募は 1

　人 1回で、複数応募した場合は全て無効。

【応募方法】　はがきまたはメールに、①答え、

　②郵便番号、③住所、④氏名（ふりがな）、　

　⑤年齢、⑥電話番号を記入し、次へ送る。

　〒 910-8580（住所省略可）福井県政策統計課内

　平成 22 年国勢調査福井県実施本部

　応募用アドレス  kokuchou@pref.fukui.lg.jp

【募集期間】　8月 12 日～ 10 月 10 日まで

　　　　　　　　　　（はがきは当日消印有効）

【当選者の発表】　2 月下旬までに、当選者本人

　に賞品を添えて通知。

●問い合わせ
　企画情報課　TEL 45-9110
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平成 22 年 10 月 1 日
9 月下旬から調査員が皆さんのご家庭へおうかがいいします。

10 月 1 日現在で全国一斉に国勢調査が行われます。

日本に住んでいる全ての人が対象です。

調査へのご協力をお願いします。

担当 調査員

倉見 香川 和也

白屋 木下 清太夫

成願寺・上野 畠中 俊雄

能登野 常田 久美子

横渡 江戸 豊

井崎 井上 富夫

高岸 小堀 美幸

岩屋 松宮 博文

田上・東黒田 吉田 正

担当 調査員

相田 山田 茂和

藤井 河合 洋子

南前川 大南 栄三

北前川 河原 直治

佐古・田名 江南 誠一

向笠 長谷川 光明

鳥浜
増井 勝子

小幡 久

館川 田辺 心子

三方・生倉 山中 忠直

三方
坪田 安弘

鳥居 計一郎

古川・中山 高畑 靖志

市 山本 忠司

中村・寺谷 石地 俊博

切追・苧 金深 昌朋

上瀬 金森 啓子

レイクヒルズ美方病院 砂原 清美

担当 調査員

成出・田井野 赤尾 善司

梅ヶ原・田立 清水 由美

別庄・世久津 田辺 美千代

伊良積・北庄 田辺 定次

海山 田辺 雅己

世久見・食見 江村 満弘

塩坂越・遊子 長谷 直宏

小川 松本 香織

神子 塩谷 正人

常神 中西 俊介

五湖の郷 藤井 祐太

担当 調査員

大鳥羽 霜中 健至

上黒田・麻生野 米田 正史

海士坂 内藤 増之

三生野 畠中 傳志

無悪 宮田 義明

三田 深水 輝久

小原・南 島津 一人

山内 宇野 敏樹

持田・長江 武田 經子

朝霧 山本 由和

担当 調査員
末野 下嶋 幸夫

安賀里 田辺 隆明

下タ中 北原 辰夫

有田 大田 正嗣

下吉田 松宮 勘治

上吉田 坪内 敏明

脇袋 吉田 幸夫

瓜生・関 坂本 智重

若葉 兼松 千代美

サンコーポラス瓜生 中村 孝子

グリーンハイツ 四方 由紀子

担当 調査員

熊川 宮本 孝司

新道・河内 松尾 衛

せせらぎ 藤本 善伸

嶺南病院 中村 淳

松寿苑 若松 和雄

担当 調査員

仮屋・若王子 塚本 隆

三宅 玉井 健

市場 勢馬 澄江

井ノ口 河合 恵美子

天徳寺 前田 進

神谷 橋本 孝一

日笠 田中 俊治

あじさい団地 青木 秀明

担当 調査員

杉山 高木 伸幸

堤 岡本 利治

兼田・武生 辻本 重治

玉置 奥本 真由美

上野木 居関 諭

中野木・下野木 田中 秀夫

　　　国勢調査をよそおった「かたり調査」を防止するため、調査員の名前を公表しています。

　　　「かたり調査」の被害にあわないように、ご自身の担当の調査員を確認しておきましょう。

情
報
Ｂ
Ｏ
Ｘ
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住民主体のまちづくりに向けて住民主体のまちづくりに向けて
～若狭町まちづくりプラン (後期総合計画 ) を策定します～

　若狭町では、社会 ･ 経済情勢などの急激な変化

に対応し、住民主体のまちづくりを展開するため、

今後のまちづくりの方向性を示す「若狭町まちづ

くりプラン」を策定します。

　本年度、内容を検討し、平成 23 年度からプラン

を実行していく予定です。

まちづくりプランってどんな計画？
　若狭町の持つ課題を明確にして、福祉、教育、

産業などあらゆる分野において、今後 6 年間 ( 平成

23 年度～平成 28 年度 ) で町が取り組まなければならない

ことを総合的にまとめた、若狭町の将来の道しる

べとなる計画です。

まちづくりプランはどうやって作るの？
　プランの策定は、昨年度実施しました「若狭町

住民意識調査 ( 住民アンケート )」など住民の皆さんの

意見を参考に、若狭町まちづくり審議会、行政検

討組織などにおいて計画案を作ります。

　若狭町まちづくり審議会は、6 月 22 日に発足し

ました。今後、まちづくり各分野の方向性などに

ついて議論を進めていく予定です。

●ご意見・問い合わせ　
　政策推進課　TEL 45-9112

★計画策定の概要、 進み具合を公表しています !!

　多くの皆さんに、プラン策定の過程や内容を知っていた

だくために、プランの具体的内容やまちづくり審議会の議

事録などを若狭町のホームページで公表しています。

　今後、計画の決定前に住民の皆さんからご意見を伺う「パ

ブリックコメント」を実施する予定です。

氏　名 (行政区 ) 役職など

〔会長〕

大下恭弘 (田井野 )
ハスプロジェクト推進協議会会長 など

〔副会長〕

出口由喜美 (小原 )
若狭ものづくり美学舎総括ディレクター

池上成志 (三田 ) れいなん森林組合総括管理部長 (樹木医 )

岡本利子 (下タ中 ) 医療法人嶺南病院 作業療法士

岡本宏一 (熊川 ) わかさ東商工会熊川支部役員 など

金森啓子 (上瀬 ) 若狭町伝統文化保存協会常任理事

重田利男 (世久見 ) 福井県漁村青壮年グループ連合会会長理事

下島芳和 (末野 ) パレアボランティアスタッフ (PaBos) 代表 など

千田敏子 (鳥浜 ) 若狭町女性の会会長

舘 陽子 (三方 ) 若狭町民生委員児童委員協議会 主任児童委員

田辺盛昭 (伊良積 ) 三方五湖農業協同組合 梅生産部会長

鳥居幹晴 (三方 ) わかさ東商工会理事 など

西田久恵 (井ノ口 ) 若狭町社会福祉協議会 介護支援専門員

西野徳三 (新道 ) 熊川公民館長 など

坊 善次 (南前川 ) 三方五湖農業協同組合 梅の里会館館長

保志公平 (海士坂 ) 専業農家（かみなか農楽舎出身） など

村上美恵子 (グリーンハイツ ) C ネットふくい若狭事業所相談支援専門員今までの計画と違うところは？
　今回策定するプランは、2つの特徴があります。

集落や地域の身近な課題解決や住民ニーズを

計画に反映するとともに、行政と住民の協働の

まちづくりを進めるための「手づくりの計画」

とします。

将来の社会情勢を見据え、若狭町らしいまちづ

くりの方向性を示す計画として、事業実施計画

や検証 ･ 評価できるシステムを構築し「生きた

計画」とします。

【若狭町まちづくり審議会委員】

皆さんのご意見を計画策定に活

かすため、お気づきの点や、ご

意見 ･ ご要望などがございまし

たらお寄せください。
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●問い合わせ　産業課　TEL 45-9102

すまいるすまいる
子育て・介護・健康・食育
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1日のスタートは朝ごはんから
　おにぎりからはじめてみてはいかがでしょうか。

　きっと『いいカンジ♪』で１日が過ごせると思います。

シャキッとスタート！

勉強・仕事の集中力アップ！
　朝食をきちんと食べる習慣のある学生ほど、学力調査の正解率が高い。そんな傾向があるこ

とはご存知ですか？脳の唯一のエネルギー源は『ブドウ糖』。朝ごはんでしっかりエネルギーを

チャージして、仕事・勉強にがんばりましょう !

食育って
なあに？　　　　　　「食育」っていう言葉をしばしば耳にしますが、　

　　　　　どういう意味なんでしょう。「食育」とは子どもの頃

から体によい食べ物を選ぶ力を養い、「食」の大切さを学び、好

ましい食習慣と豊かな心を身につける教育です。

食育とは･･･

人を

く良
育てること

行事食を家庭に取り入れよう！

月 見 子団
「秋にな～れば

　思い出す ･･･」

米粉を使った料理です。ぜひ作ってみてくださいネ。

＜材　料＞　米粉（上新粉）　200g　　

　　　　　　熱湯　　　　　 200ml

＜作り方＞　①ボウルに米粉と熱湯を入れ、菜ばしで手

　　　　　　　早くかき混ぜたあと、手でよくこねる。

　　　　　　②一口サイズにちぎり、蒸し器で 15 分蒸す。

　　　　　　③体重をかけてよくこね、丸めて完成。

　　　　　　　※きな粉や黒蜜をかけていただきます。

(20 個分 )

第1回若狭町食育連携会議

　生産者や食生活改善推進員、学校、

福祉関係者など様々な立場の委員で構

成。「町の『食』の魅力を高めていき

たい」とのテーマで話し合いました。

　その結果、まちぐるみで「おもてな

しの心」を育て、特産品を活かした、

魅力ある「食の逸品」づくりを進めて

いくこととなりました。

　朝食を抜いて学校や職場に行くと、なんとなくイライラ

したり、集中力がなくて、勉強や仕事がはかどらない事は

ありませんか？

　これは、脳のエネルギーが不足していることが原因です。
　おにぎり　梅とヘシコ (右 )

朝ご
はん力


