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（参考）22年国勢調査は東京都のみオンライン調査 
    対象世帯数：約630万世帯。うちオンライン回答：約53万世帯（国内最大） 

平成27年国勢調査における『ビッグチャレンジ』 

我が国のＩＣＴを活用したオンライン調査の推進 

※諸外国との比較 

国名 日本 韓国 カナダ イギリス 

世帯数 約5200万 約1760万 約1330万 約2300万 

オンライン回答世帯数 1000万以上 約840万 約720万 約370万 

○ 日本初の取組 
      全国津々浦々でオンライン調査を実施 

○ 世界最大規模のオンライン調査 
      オンライン回答は約1000万世帯超（目標値） 

○ 先進的な調査方式 
   スマートフォン調査システムの導入 
   オンライン調査の先行実施 
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平成27年国勢調査の実施スケジュール   

  

      ９月10日～12日 調査員がインターネット回答用ＩＤ等 
             を世帯に配布 
 
   ９月10日～20日 インターネット回答期間 
 
   ９月21日～25日   市区町村が調査員にインターネット回答世帯 
                   を伝達 
 
    
       ９月26日～30日   調査員が調査票を世帯に配布 
            （インターネット回答のなかった世帯のみ） 

 
    10月１日～20日   調査員が各世帯から調査票を取集 
           （督促を含む） 
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Ⅰ 平成27年国勢調査における 
  オンライン調査の実施状況 

  

○ オンライン回答率は36.9％で，３世帯に１世帯がオンラインで回答 
 
○ オンライン回答のうち34.4％がスマートフォンからの回答 
 

オンライン
36.9%

郵送 36.5%

調査員等
26.6%

オンライン回答状況

n=53,403,226 世帯

19,493,107 世帯(*)

19,722,062 世帯

14,188,057 世帯

*郵送は2月24日までの受付数

スマートフォン
34.4%

ＰＣ
65.6%

機器別のオンライン回答状況

n=19,722,062 世帯

6,787,545 世帯

12,934,517 世帯
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○ オンライン回答のピークは，最初の日曜日である９月13日で，約272万件 
  （回答率5.1％） 
○  スマートフォンによる回答のピークは，最後の日曜日である９月20日で， 
  約101万件（回答率1.9％） 
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全体 うちスマートフォン（再掲）
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○ オンラインで回答した人の８割強（85.6%）が「操作が簡単だった」と回答 
○  「70歳以上」においても８割近く（79.3%）が「操作が簡単だった」と回答 

85.6%

72.9%

82.4%

86.2%

87.6%

87.3%

85.5%

79.3%

5.1%

13.4%

7.6%

4.7%

3.6%

4.1%

5.3%

8.8%

9.1%

13.4%

9.8%

8.9%

8.6%

8.4%

9.0%

11.6%

0.3%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20歳未満

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

年齢階級別 アンケート項目「操作が簡単であったか」 に対する回答状況

はい いいえ どちらでもない 不詳
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○ オンラインで回答した人の９割強（92.4%）が「次回もインターネットで回答し
たい」と回答 

92.4%

79.4%

86.7%

91.3%

93.0%

94.0%

94.0%

91.7%

7.0%

20.2%

12.9%

8.2%

6.3%

5.3%

5.4%

7.6%

0.6%

0.4%

0.4%

0.5%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20歳未満

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

年齢階級別 アンケート項目「次回調査もインターネットで回答したいか」に対する回答状況

したい したくない 不詳
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Ⅱ 平成27年国勢調査人口速報集計結果 
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日本の人口は１億2711万人 

・平成22年から94万７千人減少、0.7％減 
・大正９年の調査開始以来、初めての減少 

人口及び人口増減率の推移 
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日本の人口のピークは平成20年、１億2808万人 

平成12年以降の人口の推移 
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<参考> 人口動態統計による自然増減の推移 

出生率、死亡率及び自然増減率の推移 

出典：厚生労働省「人口動態統計」、平成27年は推計値 

・平成19年以降、死亡率が出生率を上回り、自然減が続く 
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人口性比は緩やかに低下 

男女別人口及び人口性比の推移 

・男性は6183万人、女性は6528万人、人口性比は94.7 
・高齢化に伴い、人口性比は緩やかに低下 
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全国の人口の１割以上が東京都に集中 

都道府県別人口 

・人口上位９都道府県で、全国の５割以上を占める 
・東京圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）で全国の１／４以上を占める 
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大阪府が人口増加から減少へ 

都道府県別人口増減率 

・平成22年から人口が増加したのは、８都県 
・人口増加率が最も高いのは沖縄県（3.0％）、減少率が最も高いのは秋田県（5.8％） 
・多くの県で、人口減少幅が拡大 
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全市町村の８割以上で人口が減少 

人口増減率階級別市町村数の割合 

・人口が増加した市町村は全体の17.6％。大都市及びその周辺市町村が中心 
・人口が５％以上減少した市町村は約半数 
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日本の世帯数は5340万世帯 

世帯数及び１世帯当たり人員の推移 

・日本の世帯数は5340万世帯、平成22年から2.8％増加 
・１世帯当たり人員は2.38人で、引き続き減少 

16 



世帯数は42都道府県で増加 

都道府県別世帯増減率 

・世帯増加率が最も高いのは沖縄県（7.6％） 
・高知県、鹿児島県、青森県、和歌山県、秋田県では減少 
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平成27年国勢調査結果の公表予定 

◆ 速報集計 
 人口速報集計      平成28年2月 ← 調査結果の第一報！ 
 抽出速報集計      平成28年6月 
◆ 基本集計 
 人口等基本集計     平成28年10月 ← 確定人口 
 就業状態等基本集計  平成29年4月 
 世帯構造等基本集計  平成29年9月 
◆ その他 
 人口移動集計      平成29年1月以降 
 従業地・通学地集計  平成29年6月以降 
 抽出詳細集計      平成29年12月 ← 最終の公表 
 小地域集計       各集計の公表後 
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参考Ⅰ 国勢調査とは 

１ 調査の沿革 

 ・大正９年以降、ほぼ５年毎に実施 

 

 ・10年毎に大規模調査、中間年は簡易調査 

  ⇒ 大規模調査と簡易調査の違いは調査事項の数 

 

 ・平成27年国勢調査は、20回目の国勢調査で簡易調査 
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参考Ⅰ 国勢調査とは 

２ 調査期日と調査の対象 

 ・10月1日午前零時現在 

 ・日本国内にふだん住んでいるすべての人を対象 

  （病院の入所者など例外あり） 

  ⇒ ふだん住んでいる場所で調査 ＝ 常住地方式 

 ・日本に居住する外国人も対象 

（参考）ふだん住んでいる人（常住している人）とは？ 

 ・当該住居に３か月以上にわたって住んでいる人、又は住むことになっている人 

 (注)３か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない 

   人は、調査日に住んでいる場所を「常住地」とみなして、調査を行います。 
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参考Ⅰ 国勢調査とは 
３ 調査の法的根拠 

  統計法（抄） 
  

（国勢統計） 

第５条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者に 

 ついて、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計 

 （以下この条において「国勢統計」という。）を作成しなければな 

 らない。 

２ 総務大臣は、前項に規定する全数調査（以下「国勢調査」とい 

 う。）を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。 

 ただし、当該国勢調査を行った年から５年目に当たる年には簡易な 

 方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。 

３ 略 
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参考Ⅰ 国勢調査とは 

４ 調査方法 

 ・調査開始以来、配布・回収ともに調査員が実施 

  → ＩＣＴの進展と世帯の利便性を向上させるため、 

    平成27年国勢調査ではオンライン調査を全国で導入 

 ・調査員は、あらかじめ区画され、指定された調査区を 

  くまなく巡回 

 ・調査票の記入は、調査開始以来「自計方式」で実施 

  → 背景として、我が国では、高い識字率を有する 

    ※ 義務教育期間：大正９年で６年間。現在は９年間。 
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【調査の流れ】 

※都道府県：47， 市区町村：1,916， 指導員：約9万人， 
  調査員：約70万人， 世帯：約5,200万世帯 

参考Ⅰ 国勢調査とは 

総務省 

統計局 
都道府県 市区町村 指導員 調査員 世帯 

手渡し 

郵送 

インターネット回答 H22調査から H27調査から 
導入 

H27調査から 
送付先を変更 
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５ 調査事項 

  平成27年国勢調査の調査事項は次のとおり。 

  （世帯員に関する事項）     
   ①氏名、②男女の別、③出生の年月、④世帯主との続き柄、⑤配偶の関係、 

   ⑥国籍、⑦現在の住居における居住期間、⑧５年前の住居の所在地、 

   ⑨就業状態、⑩所属の事業所の名称及び事業の種類、 

   ⑪仕事の種類、⑫従業上の地位、⑬従業地又は通学地 

 

 （世帯に関する事項）     
   ①世帯の種類、②世帯員の数、③住居の種類、④住宅の建て方 

参考Ⅰ 国勢調査とは 
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公的統計の作成・推計 
のための情報基盤 

公正な行政運営の 
基礎を成す情報基盤 

社会経済の発展を 
支える情報基盤 

  
・居住実態を反映 

・様々な統計情報を提供 ・標本調査の母集団 
・将来人口などの基礎データ 

国勢調査の役割 

  

参考Ⅱ 国勢調査の役割 
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公正な行政運営の基礎を成す情報基盤 

→衆議院議員の選挙区の画定 

→地方交付税の交付金額の算定基準 

→国や地方公共団体における各種行政施策の 

 策定・推進・評価 

  

  

※居住実態を反映＝公正な行政運営 

※多くの法令で利用が規定されている＝法定人口 

  

参考Ⅱ 国勢調査の役割 
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国勢調査結果の主な法定利用 

衆議院議員選挙区画定審議会設置法 

地方税法 
地方消費税の交付 ： 人口 
たばこ税の交付 ：  当該市町村の二十歳以上の人口及び当該市町村で従業・通学する者 
             のうち二十歳以上の者の人口 

地方自治法 
人口、町村部人口、市部人口 
都市計画区域における人口、六十五歳以上人口、七十五歳以上人口 
林業及び水産業の従業者数、世帯数 

政党助成法 

改定案の作成 ： 人口（速報人口及び確定数） 

政党交付金の算出 ： 人口（確定数） 

過疎地域自立促進特別措置法 過疎地域の認定 ： 人口減少率 
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社会経済の発展を支える情報基盤 

→民間企業の需要予測や店舗等の立地計画など 
 の経営管理 
 
→大学等の学術・研究機関における人口学・地 
 理学・経済学・社会学など社会経済の実態や 
 動向に関する実証的な研究  

  

  

※様々な統計情報を提供 

  ＝国や地域社会の実態を知るために幅広く活用 

参考Ⅱ 国勢調査の役割 
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公的統計の作成・推計のための情報基盤 

  

  

※標本調査の母集団 

  ＝抽出調査の効率的な実施と精度の高い統計の作成 

→毎月の最新の人口や将来人口を推計するため 
 の基礎データ   
→国民経済計算などの加工統計における推計の 
 基準人口として利用   
→労働力調査、国民生活基礎調査などの人・世 
 帯を対象とする標本調査の設計に利用 

参考Ⅱ 国勢調査の役割 
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人口に関する統計の利用 
 
○国勢調査 
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/index.htm 
   
 
○人口推計 
http://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.htm 
 
○住民基本台帳人口移動報告 
http://www.stat.go.jp/data/idou/index.htm 
 
○住宅・土地統計調査 
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.htm 
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平成27年に誕生。 
スマートフォンを持っている 

 
 
 

 ご清聴ありがとうございました。 

平成２年に誕生。 
ゆるキャラのさきがけ 


