資料２

諮問第 47 号の答申
住宅・土地統計調査の変更について（案）
本委員会は、諮問第47号による住宅・土地統計調査の変更について審議した結果、下記のとおり
結論を得たので、答申する。
記
１ 本調査計画の変更
（１）承認の適否
総務大臣から諮問のあった平成 24 年 11 月 28 日付け総政企第 362 号の別紙に付す平成 24 年
11 月 14 日付け総統勢第 228 号により申請された「基幹統計調査の変更について（申請）」（以
下「本申請」という。）について審議した結果、以下のとおり、統計法（平成 19 年法律第 53
号）第 10 条各号の要件（基幹統計の作成目的に照らして必要かつ十分であること、統計技術的
に合理的かつ妥当なものであること、他の基幹統計調査との間の重複が合理的な範囲を超えて
いないこと）のいずれにも適合しているため、
「住宅・土地統計調査」
（基幹統計調査）
（以下「本
調査」という。
）の変更を承認して差し支えない。
ただし、以下の「（２）理由等」で指摘した事項については、計画を修正する必要がある。
（２）理由等
ア 調査事項の主な変更
＜調査票甲及び調査票乙に共通する調査事項＞
（ア）変更事項１
勤めか自営かなどの別に関する調査事項の選択肢について、本申請では、表１のとおり、
変更する計画である。
表１
調査内容
変更前

勤めか自営かなどの別

変更後

変更理由

世帯の家計を支える世帯員の雇用実態をより詳細に把握するため。

これについては、世帯の家計を支える世帯員が雇われている場合の選択肢のうち、非正
規雇用者の区分である臨時雇を「労働者派遣事業所派遣社員」及び「パート・アルバイト・
その他」に細分化するとともに、これらとの対比が容易となるよう、正規雇用者の区分で
ある常雇を「正規の職員・従業員」に変更するものである。
これにより世帯の家計を支える世帯員の雇用形態を近年の法令、政策・研究で一般的と
なっている雇用形態の分類概念により、居住住宅の種類（持ち家、公営の借家、民営借家
等）や居住水準等との関係についてのデータが得られると認められることから、適当であ
る。
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（イ）変更事項２
子の住んでいる場所に関する調査事項の見出し及び選択肢について、本申請では、表２
のとおり、変更する計画である。
表２
調査内容

子の住んでいる場所

変更前

変更後

変更理由

子が近くに住んでいるか否かの実態をより正確に把握するため。

これについては、本調査事項の目的は、「別世帯となっている子」がいるか否かではな
く、「子」が近くに住んでいるか否か（近居）を明らかにし、高齢単身世帯等とその支援
世帯がお互いに交流・援助しながら生活する環境の整備実態について把握することである。
このため、この目的に沿って当該実態をより正確に把握することができるよう見出しや選
択肢の内容を変更するものであり、これにより調査事項の目的に沿った的確な記入が図ら
れるものと認められることから、適当である。
（ウ）変更事項３
東日本大震災による転居の有無及び転居した場合の理由に関する調査事項について、本
申請では、表３のとおり、追加する計画である。
表３
調査内容
変更前
変更後

変更理由

東日本大震災による転居
―

東日本大震災の影響による転居等の実態を把握するため。

これにより我が国の住宅に関する実態に広範かつ重大な影響を与えたと認められる東日
本大震災について、それがもたらした居住状況の変化等に関する具体的なデータを把握し
ようとするものであると認められることから、適当である。
ただし、本事項については、以下のとおり指摘する。
① （イ）の転居理由に関する選択肢については、「住宅に住めなくなった」及び「その
他」のいずれか一つを選択するものであることを、より一層明確にするため、表４のと
おり、設問文を「（イ）転居の主な理由は何ですか」に修正する必要がある。
② （イ）の転居理由に関する選択肢のうち「住宅に住めなくなった」には、住宅が震災
の被害を受けたことにより物理的に住めなくなったケースのほか、東京電力福島第一原
子力発電所事故の発生に伴い、警戒区域等の指定を受け、自由に住宅への出入りができ
なくなったケースなども該当する。このため、報告者が記入に当たって混乱することが
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ないように、「住宅に住めなくなった」に該当するケースを「調査の記入のしかた」に
おいて十分に説明する必要がある。
表４（統計委員会指摘事項）
調査内容
申請案
東日本大震災により
（設問（イ））
転居した場合の理由
転居の理由は何ですか

統計委員会修正案
（設問（イ））
転居の主な理由は何ですか

（エ）変更事項４
住宅の増改築、改修工事等に関する調査事項について、本申請では、表５のとおり、変
更する計画である。
表５
調査内容
変更前

住宅の増改築、改修工事等

変更後

変更理由

・
・

調査時点の推移に対応した住宅の増改築等の実態を把握するため。
東日本大震災による被災箇所の改修工事の実態を把握するため。

これについては、調査時点に関する表記を、個別の設問文から冒頭の設問の見出しに移
すとともに、従来から把握していた住宅の増改築や改修工事等の実態に加え、我が国の住
宅に関する実態に広範かつ重大な影響を与えたと認められる東日本大震災による被災箇所
の改修工事の実態を把握しようとするものであると認められることから、適当である。
（オ）変更事項５
住宅の水洗トイレ等の有無に関する調査事項について、本申請では、表６のとおり、削
除する計画である。
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表６
調査内容
変更前

水洗トイレ等の有無

変更後
変更理由

（削除）
過去２回の調査結果において、時系列的に高い普及率の実態が把握されたため。

これについては、住宅の水洗トイレ等の有無に関する実態は、過去２回の本調査（平成
15 年、20 年に実施）の結果において、時系列的に大きな変化はなく、かつ、普及率がいず
れの設備も約９割と高い状況が把握されたことから削除するものであり、適当である。
（カ）変更事項６
自動火災感知設備（住宅用火災警報器等）に関する調査事項について、本申請では、表
７のとおり、削除する計画である。
表７
調査内容
変更前

自動火災感知設備（住宅用火災警報器等）

変更後
変更理由

（削除）
他の調査等により自動火災感知設備（住宅用火災警報器等）の実態の把握が可能となったため。

これについては、以下の理由から削除するものであり、適当である。
① 総務省消防庁において、全国規模で自動火災感知設備の設置率に係る調査が行われ、
当該設置率に関するデータを得ることが可能となったこと
② 新築住宅については、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第９条の２の規定により、
平成 18 年６月 1 日から住宅用火災警報器の設置が義務化され、また、既存住宅について
も、消防法の上記規定に基づく市町村条例の規定により 23 年６月１日までに順次、当該
設置が義務化されたことにより、今後、当該設置の進展が見込まれること
＜調査票甲に関する調査事項＞
（キ）変更事項７
現住居以外の土地に関する調査事項について、本申請では、表８のとおり、追加する計
画である。
表８
調査内容
変更前
変更後

変更理由

現住居以外の土地
―

現住居以外の土地の所有状況をより正確に推計するため。
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これについては、現住居以外の土地に係る面積について、従来、調査票乙により把握し
ていたところであるが、国土交通省から過小推計の可能性があったとの指摘（注）を受けた
ため、調査票甲において、新たに当該土地の所有の有無等を把握し、調査票乙において把
握する現住居以外の土地の面積の推計を行う際のベンチマークとして活用するために追加
するものであり、推計精度を高めるものと認められることから、適当である。
（注） 国土交通省が、平成 20 年に実施された前回の本調査の結果を転写・集計することにより取りまとめた
「平成 20 年世帯に係る土地基本統計」において、15 年から 20 年にかけて世帯が所有する土地の面積が 10％
以上の大幅減少していることから、同省は過小推計の可能性があったと指摘している。

＜調査票乙に関する調査事項＞
（ク）変更事項８
現住居以外の土地の所有に関する調査の対象範囲について、本申請では、表９のとおり、
変更する計画である。
表９
調査内容
現住居以外の土地
の所有（所有して
いる土地の種類及
び所有総数）

変更前
宅地など（農地・山林以外の
土地）及び農地・山林につい
て、所有する全区画等が対象

変更後
宅地などについては面積の大き
い区画から順に３区画まで、農
地・山林については所在する市
区町村ごとまとめて所有面積の
大きい順に２市区町村までが対
象

変更理由
過去３回の本調査結
果から、宅地などに
は３ 区画まで、 農
地・山林は２市区町
村までで、面積のほ
ぼ 100％が把握でき
るため。

これについては、過去３回の本調査（平成 10 年、15 年、20 年に実施）の結果を分析し
た結果、面積の大きい順に宅地などは３区画、農地・山林については２市区町村分まで把
握することにより、現住居以外に所有している土地の面積をほぼ 100％把握できることが
明らかになったため、調査の対象範囲を上記の３区画等に限定するものである。
これにより、報告者の記入負担が軽減されるのみならず、従来、調査員は報告者に対し、
所有区画数等が調査票に記入可能な４区画等を超えるか否かを確認し、該当する場合に別
途調査票を追加配布する必要があったが、当該配布が不要となり、調査員事務の負担軽減
も図られることから、適当である。
（ケ）変更事項９
現住居以外の土地にある建物の所有者の属性に関する調査事項について、本申請では、
表 10 のとおり、削除する計画である。
表 10
調査内容
変更前

変更後
変更理由

建物の所有者

（削除）
過去３回の本調査の結果において、時系列的に大きな変化がみられず、一定の傾向が把握された
ため。

これについては、現住居以外の土地にある建物の所有者の実態は、過去３回の本調査（平
成 10 年、15 年、20 年に実施）の結果において、時系列的に大きな変化はなく、かつ、そ
の所有者は当該土地の所有者世帯の世帯員が約８割と一定の傾向が把握されたことから、
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当該調査事項を削除するものであり、適当である。
（コ）変更事項 10
現住居以外の土地の主たる使用者に関する調査事項について、本申請では、表 11 のとお
り、選択肢を追加する計画である。
表 11
調査内容
変更前

土地の主たる使用者

変更後

変更理由

使用者のいない土地の実態をより詳細に把握するため。

これについては、現住居の敷地以外の宅地などの土地について主たる使用者のいないカ
テゴリーを設け未使用の実態を把握しようとするものであり、土地の利用状況の適切な把
握に資するものと認められることから、適当である。
<建物調査票に関する調査事項>
（サ）変更事項 11
長屋建及び共同住宅における総住宅数に関する調査事項について、本申請では、表 12
のとおり、追加する計画である。
表 12
調査内容
変更前
変更後
変更理由

長屋建と共同住宅について、これらの建物内の総住宅数
（調査の事前準備において作成する調査対象名簿に建物内総住宅数を記入）
長屋建と共同住宅について、これらの建物内の総住宅数を把握するため「建物内総住宅数」の設
問を追加
より正確な記入を図るため。

これについては、従来は調査員が調査の事前準備において作成する調査対象名簿におい
て建物内総住宅数を把握していたが、
「建物内総住宅数」に係る項目を建物調査票に移し、
調査員が建物調査票による実査の際に把握することとするためである。
これにより、建物調査票において、建物内総住宅数との整合性の確保が必要な他の調査
事項である「住宅の建て方」（一戸建て、長屋建て、共同住宅等）との突合が容易になり、
より正確な記入が図られるものと認められることから、
適当である（図１及び図２を参照）。
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図１ 【従来】調査対象名簿（平成 20 年住宅･土地統計調査）

図２ 【今回】建物調査票（案）（平成 25 年住宅･土地統計調査）

イ 調査方法の変更等
（ア）インターネットを用いた回答方式を選択できる対象地域の拡大
総務省は、調査実施の効率化等の観点から、前回調査で一部地域（11 都道府県の 15 市。
約８万世帯）において導入したインターネットを用いた回答方式（以下「オンライン調査」
という。）について、表 13 のとおり、対象地域を全市町村に拡大して実施することを計画
している。
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また、オンライン調査の実施に当たっては、市町村ではオンライン調査による回答の受
付状況を確認の上、当該状況を調査員に伝達し、これに基づき調査員は調査票未提出世帯
については再度訪問して、調査票（紙ベース）を回収する必要がある。こうしたことから、
オンライン調査の対象地域を拡大した場合、調査員による調査票回収が従来より長期化す
ることが予想されるため、調査期間を平成 20 年の前回調査（９月 23 日から 10 月 15 日）
に比べ今回調査（９月 23 日から 10 月 24 日）では、９日間延長することとしている。
表 13
区 分
実施範囲
調査対象
回答形式
回答率

平成 20 年調査
11 都道府県 15 市
約 5,400 調査区、約 80,000 世帯
ＰＤＦ形式
約 5.3％

平成 25 年調査(案)
全市町村
約 205,000 調査区、約 3,500,000 世帯
ＨＴＭＬ形式
−

これらについては、報告者の利便性を向上させ、調査票の円滑な提出を可能とする措置
であることから、適当である。
（イ）コールセンターの拡充
今回、総務省は、本調査に関する調査対象世帯からの照会に的確かつ効率的に対応する
観点から、表 14 のとおり、民間事業者に委託して設置するコールセンターを拡充する計画
である。
表 14
前回（平成 20 年）調査における応答実績（応答率：約 70％）を踏まえ、今回調査においては、応答
率 90％程度を確保すべく席を配置しつつ、以下のとおり、調査実施の事前周知、調査票配布、調査票
回収、調査票督促期間等の時期に応じて弾力的に席数を設定。
・ 平成 20 年調査
期 間
08 月 16 日〜09 月 15 日（29 日間）
09 月 16 日〜09 月 20 日（05 日間）
09 月 21 日〜10 月 15 日（23 日間）
合

席 数
12 席
24 席
60 席

時 間
13 時間
13 時間
13 時間

計

延べ席数
4,524 席
1,560 席
17,940 席
24,024 席

・着信総数：72,770 件
・応答率：70.7％（応答総数：51,469 件）
・延べ席数：24,024 席
・１席当たりの延べ処理件数：2.1 件（51,469/24,024）

・

平成 25 年調査（案）
期 間
09 月 01 日〜09 月 19 日（19 日間）
09 月 20 日〜10 月 07 日（18 日間）
10 月 08 日〜10 月 15 日（08 日間）
10 月 16 日〜10 月 27 日（12 日間）
合

席 数
15 席
100 席
50 席
15 席
計

時 間
13 時間
13 時間
13 時間
13 時間

延べ席数
3,705 席
23,400 席
5,200 席
2,340 席
34,654 席

・着信総数：80,000 件
⇒ 今回調査では、オンライン調査に関する照会増を踏まえ、前回の 1.1 倍と想定
・応答率：90％以上（応答総数：72,000 件）
⇒ 厳しい調査環境の下、報告者の忌避感を緩和するため、今回調査では、応答率を 90％以上に設定
・１席当たりの延べ処理件数：2.1 件
⇒ 前回調査実績に基づく。
・応答総数（72,000 件）÷１席当たりの延べ処理件数（2.1 件）＝延べ席数：34,000 席が必要
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これについては、オンライン調査の対象地域の拡大等により、調査対象世帯から地方公
共団体への照会が増加することが予想される中、前回調査における照会総数や照会時期の
実績を考慮しつつ応答率の向上を図るため席数を設定しており、これにより調査の円滑な
実施や地方公共団体の照会対応業務の負担軽減が図られるものと認められることから、適
当である。
ウ

集計事項の充実
今回、総務省は、世帯の家計を支える世帯員の雇用形態に関する把握の詳細化、東日本大
震災による転居の有無・転居理由や改修工事の有無・工事内容の追加等の調査事項の変更に
伴い、関連する集計事項を変更する計画である。
これらについては、世帯の家計を支える世帯員の雇用形態に係る一般的な分類概念と居住
住宅との関係にデータや東日本大震災が住民の居住や住宅に及ぼした影響に関するデータ等
が新たに把握できることになること等と認められることから、適当である。

２ 諮問第１号答申「平成 20 年に実施される住宅・土地統計調査の計画について」（平成 19 年 12
月 10 日府統委第 26 号）における今後の課題への対応について
本調査については、平成 20 年に実施された前回の本調査に係る本委員会の答申（諮問第１号答
申「平成 20 年に実施される住宅・土地統計調査の計画について」（平成 19 年 12 月 10 日府統委
第 26 号、以下「前回答申」という。））において、今後の課題として、以下の３事項に関する検
討の必要性が指摘されている。
① 住宅の「質」の確保に留意した調査事項の見直しの検討
② 世帯の収入構造等に関する調査事項を追加することの検討
③ 本調査と住生活総合調査とを統合すること等の是非及び可否の検討
これらの指摘事項に関する総務省の検討結果の概要は、表 15 のとおりである。
表 15
前回答申の指摘事項
① 今後、調査事項を
見直すに際しては、
住宅に関する施策に
お い てど のよ うな
「質」を確保すべき
かについて留意しつ
つ、施策の立案者等
との間で十分な検討
を行う必要がある。

②

住宅・土地に関す
る施策の企画・立案
に際して、住宅の選
択に影響を及ぼして

指摘事項に関する総務省の検討結果の概要
① 本調査の調査事項の見直しに当たり、従来の調査事項に加え、住宅のソフト面において、
どのような「質」を把握する必要があるのかという点に留意しつつ、以下のプロセスによ
り検討を行った結果、住宅の「質」に関する調査事項として、新規に把握する必要性のあ
る事項は特にないとの結論に至った。
第１段階：要望把握の実施
平成 23 年６月に、各府省、都道府県及び主要ユーザーから調査事項に係る要望把握を実
施し、436 件の要望事項を把握した。
第２段階：住宅・土地統計調査に関する研究会等における審議等
「平成 25 年住宅・土地統計調査に関する研究会」（平成 23 年９月から 24 年 11 月まで
６回開催。座長：浅見泰司東京大学大学院工学研究科都市工学専攻教授。オブザーバーと
して国土交通省及び東京都も参加）を開催し、上記要望事項等に基づき、調査事項に関す
る具体の審議を行った。
また、この研究会での審議と並行して、住宅施策の立案者である国土交通省との間で、
平成 23 年 11 月から 24 年２月にかけて、上記要望事項等に基づき調査事項の精査を行った。
これらの審議等の結果、住宅の「質」に関して新規に把握すべき調査事項の候補として、
風力発電装置や高効率給湯設備の有無等の把握が挙がったが、認知度等の問題から、平成
25 年調査において把握する必要性は低いとの結論に至った。
② 世帯の収入構造等に関する調査事項の追加について、上記①の研究会において検討を行
った結果、以下の理由により、困難かつ必要性が低いとの結論に至った。
ⅰ）当該調査事項は、他の統計調査の結果からみて、調査対象世帯の忌避感が非常に強いも
のであることから、その追加は、本調査の円滑な実施に大きな影響を与えるおそれがある
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前回答申の指摘事項
指摘事項に関する総務省の検討結果の概要
こと。
いる事項を明らかに
する必要があると考 ⅱ）当該調査事項は、他の統計調査（全国消費実態調査）において、一定の住宅関連事項（住
居の所有関係、敷地面積、建築時期等）とともに把握されており、同調査の調査票情報の
えられることから、
二次利用により、収入構造等と居住住宅との関係を分析することが可能であること。
世帯の収入構造等に
関する調査事項を追
加することについて
検討を行う必要があ
る。
③ 本 調 査 に つ い て ③ 本調査と住生活総合調査（国土交通省所管の一般統計調査）について、調査の効率的な
実施の観点から、両調査の統合や同時実施の可否等について検討を行った結果、以下のと
は、実施後に調査世
おり、両調査の統合や同時実施については困難であるとの結論に至った。
帯の一部に対して住
しかしながら、前回（平成 20 年）調査と同様、各調査毎に別の時期に調査を実施するも
生活総合調査（仮称）
のの、国土交通省と連携を図り、実務面での創意工夫（本調査の調査対象名簿等の住生活
が実施される予定と
総合調査における再利用に加え、本調査を実施する際の住生活総合調査の趣旨に係る事前
なっており、２つの
周知、両調査の調査員の共通化等）による調査対象世帯の負担感の軽減や調査の円滑化を
調査の結果が一体的
図ることとしている。
に利用されることと
なることから、住生
統合に係る検討状況
活総合調査（仮称）
平成 20 年に実施された本調査（調査票甲）の調査事項は調査票４面に 40 事項、同様に
との関係を整理し、
住生活総合調査は調査票８面に 98 事項と非常に多いことから、調査事項の量を従来のまま
統合すること等の是
統合した場合、記入者負担の大幅増に伴う両調査の結果精度の悪化が懸念されるため、統
非及び可否を検討す
合に当たっては両調査の既存の調査事項の大幅な削減が必要である。
る必要がある。
このため、国土交通省とともに調査事項の削減を検討したが、本調査の調査事項は、住
生活関連諸施策の基礎的なデータとして必要最小限のものに限定されており、また、住生
活総合調査の既存の調査事項についても、その調査結果が住生活基本法に基づく住生活基
本計画（全国計画）（平成 23 年３月 15 日閣議決定）及び都道府県計画の指標等に使用さ
れており、施策推進の観点から大幅な削減が困難な状況である。
以上のことから、両調査の統合については困難であるとの結論に至った。
同時実施に係る検討
両調査の同時実施については、以下の点が課題であると考えられた。
ⅰ 前述のとおり、両調査の調査事項を大幅に削減することは困難であることから、両調査
の調査対象となる世帯は、報告者負担が非常に大きくなるため、両調査の回収率の大幅
な低下を招かないようにすること
ⅱ 本調査は、約 350 万世帯（住戸）を対象として、都道府県・市町村の統計主管課経由の
調査員調査で実施している一方、住生活総合調査は、本調査の調査対象世帯のうち約 10
万世帯を対象として、主に都道府県・市町村の住宅主管課経由の調査員調査で実施して
おり、調査対象の規模や調査方法が異なっているため、二つの調査系統の間で、実査に
ついて十分な連携を図る必要があること
こうしたことから、上記課題への対応可能性を検討するため、平成 24 年７月に、５都府
県 10 市町において本調査に係る試験調査を実施した際に、一部の調査区（120 調査区・約
2,040 住戸の３分の１に当たる 40 調査区・約 680 住戸）を住生活総合調査試験調査と同一
の調査区（同時実施調査区）とし、実地に検証を行った。
同時実施調査区においては、本調査の調査対象となる 17 住戸の中から住生活総合調査の
調査対象となる 12 世帯を抽出し、当該世帯に対し、本調査試験調査の調査票（調査票甲）
と住生活総合調査試験調査の調査票を同時に配布した。残りの５世帯については、住宅・
土地統計調査試験調査の調査票甲のみを配布し、それぞれの調査票回収状況等を比較した。
その結果、回収率については、同時実施調査区において、本調査試験調査の調査票甲の
みを配布した世帯（各５世帯）の調査票回収率が 83.1％であったのに対し、両調査の調査
票を同時に配布した世帯（各 12 世帯）の調査票回収率が 79.8％と 3.3％下落した。特に大
都市において顕著に表れ、以下のとおり 10％以上の差となっている。
・東京都世田谷区：▲12.8％ ・東京都荒川区：▲10.0％
・愛知県名古屋市：▲10.4％ ・京都府京都市：▲19.7％
また、実査面についても、調査対象世帯により、本調査の調査票のみを配布する場合と
本調査と住生活総合調査の両方の調査票を配布する場合があることから、調査票の誤配布
が発生しており、調査員の配布作業に混乱が発生した。
以上のことから、両調査の同時実施についても困難であるとの結論に至った。
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前回答申の指摘事項に関する総務省の検討については、以下のとおり評価する。
（１）住宅の「質」の確保に留意した調査事項の見直しの検討について
各府省、都道府県及び主要ユーザーから調査事項に係る要望把握を実施し、これらの要望
事項を踏まえ、「平成 25 年住宅・土地統計調査に関する研究会」（以下「研究会」という。）
において調査事項に関する審議を行うとともに、住宅施策の立案者である国土交通省との間
で調査事項の精査を行った。その結果、本調査の平成 25 年調査において、住宅の「質」に関
し、新規に把握する必要性のある事項は特にないとの結論を得たことは、検討結果として妥
当と評価する。
（２）世帯の収入構造等に関する調査事項を追加することの検討について
世帯の収入構造等に関する調査事項の追加について、研究会において検討を行った。その
結果、当該調査事項に係る調査対象世帯の忌避感やこれを追加した場合の調査実施への影響、
他の統計調査の調査票の二次利用による世帯の収入構造等と居住住宅との関係の分析可能性
等を勘案すると、当該追加は困難かつ必要性が低いとの結論を得たことは、検討結果として
妥当と評価する。
（３）本調査と住生活総合調査とを統合すること等の是非及び可否の検討について
本件課題については、総務省と国土交通省が連携し、かつ、有識者を交えた研究会を設け
て検討が行われ、その結果は次のようになっている。
ア 両調査の統合等は行わず、各調査ごとに別の時期に調査を実施する。これは、以下の理
由による。
ⅰ) 両調査の目的及び施策への活用状況に照らせば調査事項の削減が困難である一方、両
調査の統合実施をする場合に報告者の負担増とそれによる回収率の低下を防ぐ観点から
は調査事項の削減が求められるところ、両者の両立は困難であり、結果的に統合が困難
であること。
ⅱ) ⅰ)が難しい場合であってもなお、両調査の同時実施の可能性を求め、試験調査を実施
したが、大都市等における著しい回収率の低下と、調査票の誤配布等実査上の混乱が生
じたこと。
イ 調査対象世帯の負担感及び実査を担当する地方公共団体や調査員の事務負担を軽減する
ため、次の措置を実施する。
ⅰ) 本調査を実施する際の住生活総合調査の趣旨等に係る事前周知
ⅱ) 住生活総合調査の調査票の形式の変更（本調査の調査票に倣った用紙規格のＡ４版へ
の変更や回答方式のマークシート方式の導入及び調査事項の読みやすさなどを勘案した
レイアウトへの変更)
この結果については、
・ その検討が関係者の連携の下で有識者も交えた場で行われたものであること、
・ 二つの調査の統合という課題設定が報告者負担の軽減を目指したものであることを踏ま
えて幅広く可能性を検討した上で導かれたものであること、
・ 結果として導き出された報告者の負担感等の軽減措置の実施が計画されていること
から、妥当と評価する。
３

公的統計の整備に関する基本的な計画における指摘への対応について
本調査については、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21 年３月 13 日閣議決定）
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（以下「基本計画」という。）において、住宅・土地に関する統計体系について検討することが
指摘されており、具体の指摘事項とこれらに関する総務省の検討結果の概要は、表 16 のとおりで
ある。
表 16
基本計画の指摘事項
（具体的な措置、方策等）
○ 住宅・土地に関する統計体系につ
いて検討する。
なお、この検討に当たっては、
① 住宅・土地統計調査と国勢調査
との関係や在り方の見直し、
② 住宅・土地統計調査への住生活
総合調査の統合の是非、
③ 住 宅や土 地の 外形面 だけで な
く、価格、購入者、世帯の収入構
造等の把握
などの観点を踏まえる。
（実施時期）
平成 25 年調査の企画時期までに結
論を得る。

指摘事項に関する総務省の検討結果の概要
・

「①住宅・土地統計調査と国勢調査との関係や在り方の見直し」の観
点からは、平成 25 年住宅・土地統計調査の企画時期までに結論が得られ
る部分に着目し、結果利用上の利便性向上に資するため、両調査の調査
結果の整合を図ることについて検討を行った。
その結果、例えば、「夫婦と子供から成る世帯」の内訳として「夫婦
のいずれかが家計主」と「子供が家計主」の集計区分を導入することで、
国勢調査結果との整合が取りやすくなるといった集計上の工夫を図る
という結論に至った（下表を参照）。

（例：家族類型のイメージ）
【旧】
総数

親族世帯
総数

核家族世帯
総数

夫婦のみ
の世帯

夫婦と子供から
成る世帯

男親と子供から
成る世帯

女親と子供から
成る世帯

【新】
総数

親族世帯
総数
総数

夫婦のみ
の世帯

核家族世帯
夫婦と子供から
男親と子供から
成る世帯
成る世帯
夫婦のいずれ 子 供 が 男 親 が
子供が
かが家計主 家 計 主 家 計 主
家計主

女親と子供から
成る世帯
女親が
子供が
家計主
家計主

・

「②住宅・土地統計調査への住生活総合調査の統合の是非」及び「③
住宅や土地の外形面だけでなく、価格、購入者、世帯の収入構造等の把
握」の検討結果については、前述２のとおりである。

以上のうち、指摘①に関する総務省の検討結果については、本調査の結果と国勢調査の結果と
の整合が取りやすくなるように集計上の工夫を行っていることが認められることから、基本計画
における指摘への対応として評価する。
なお、指摘②及び③に係る評価については、前述２のとおりである。
４

東日本大震災により仮設住宅に入居している世帯に対する配慮等
今回、総務省は、一昨年の東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県、宮城県及び福島県の３
県における仮設住宅入居世帯への対応として、下記のとおり、当該世帯を対象とした代理申告等
による調査の実施等の対応を行うこととしている。
①

代理申告（調査員が世帯員以外の者に質問することによる調査）

②

市町村職員及び指導員が調査員に随行し調査

③

仮設住宅入居者に協力を依頼し、調査員に任命した上での調査

④

市町村が所有する行政記録情報等によるデータ補完（住宅の属性情報を中心に補完）

このことについては、特例的ではあるが、３県における仮設住宅入居者の心情等に配慮し、報
告者負担の軽減を図るものであり、調査の円滑な実施に資するものと認められることから、適当
である。
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５

今後の課題
今回、本調査において、対象地域を全市町村に拡大して実施することを計画しているオンライ
ン調査については、適切に回答しないと次の設問に進めない等の仕組みにより不詳の発生が少な
いこと、調査員が面接して調査票を回収することが困難な若年層等から回答を得る方法として効
果的なものであることなどから、調査方法として、今後、より一層推進される必要がある。
一方で、オンライン調査の実施に当たっては、市町村がオンライン調査による回答の受付状況
を確認の上、その状況を調査員に伝達し、これに基づき調査員が調査票未提出世帯を訪問して調
査票を回収する必要があるなど実査事務が従来よりも煩雑となるといった問題もある。
こうした中で、平成 25 年の本調査は、調査対象世帯が全国約 350 万世帯という最大規模の標本
調査において、当該世帯に対して等しくオンライン調査を認める初めての調査であり、この実施
を通じて得られるオンライン調査に関する知見は、次回の本調査（平成 30 年調査）のみならず、
今後、他の統計調査においてオンライン調査を導入・拡大するに当たっても、極めて有用なもの
になると考えられる。
したがって、今回の本調査の実施に当たっては、オンライン調査の実施に伴う実査事務、コス
ト、記入者負担等様々な観点から、その効果や問題点、改善点等の把握に努め、得られた結果に
ついて、次回の本調査（平成 30 年調査）に反映させることはもとより、国勢調査等他の統計調査
においてオンライン調査を実施する場合の参考となるよう各府省に情報を提供する必要がある。
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➨  ᅇேཱྀ࣭♫⤫ィ㒊⤖ᯝᴫせ
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㸦㸯㸧ᑂ㆟యࡘ࠸࡚
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ᮏㄪᰝࡢᐇ⪅࡛࠶ࡿ⥲ົ┬㸦⤫ィᒁ㸧ཬࡧఫ⏕ά⥲ྜㄪᰝࡢᐇ⪅࡛࠶ࡿᅜᅵ㏻┬ࡽࠊ
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 ۑᖹᡂ  ᖺࡢ㝿ࠊఫᏯ㛵ࡍࡿࣇ࢙ࢫ㡯ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄪᰝ୍࡛ᣓࡋ࡚ㄪᰝࡋࠊࡑࡢ⤖
ᯝࢆఫ⏕ά⥲ྜㄪᰝ࡛⏝ࡍࡿࡇࡉࢀࠊ୧ㄪᰝࡢㄪᰝ㡯ࡀᩚ⌮ࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊ୧ㄪᰝࡢ
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ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ۑ୧ㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪᰝつᶍࡸㄪᰝࡢὶࢀࡢ┦㐪ࡀ㠀ᖖࡁ࠸ࡇࡽࠊ⤫ྜ➼ࢆ⾜࠺
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 ۑᐇᰝࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ❧ሙࡽゝ࠺ࠊྛㄪᰝࢆ༢⊂࡛ᐇࡋ࡚ࡶᅇࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
≧ἣࡢ୰࡛ࠊࡉࡽ୧ㄪᰝࢆ⤫ྜ࠶ࡿ࠸ࡣྠᐇ࠸࠺ᙧ࡛ᐇࡍࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠊ
ᕷ༊⏫ᮧࡸㄪᰝဨࡢ㈇ᢸࡀᖜቑຍࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ୧ㄪᰝࡣࡶࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢఫᏯ
⟇ࡢ᥎㐍ᚲせྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬࢆ຺ࡍࡿࠊྛㄪᰝࡈูࡢᮇㄪ
ᰝࢆᐇࡍࡿ᪉ἲࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿࠋ
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ゎ࡛ࡁࡿࠊㄪᰝ⚊ࡀぢࡸࡍ࠸➼㉳ᅉࡍࡿᚰ⌮ⓗ࡞㈇ᢸ࠸ࡗࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࡇࡽࠊ
ሗ࿌⪅㈇ᢸࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᚋ⪅ࡢⅬࡶ༑ศ຺ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
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ᢕᥱࡍࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ۑᖹᡂ  ᖺࡢᮏㄪᰝࡢᐇྥࡅ࡚ࠊᚋࡶࠕఫᏯࡢ㉁ࠖ㛵ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ほⅬࡽ᳨ウࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠕ ۑఫᏯࡢ㉁ࠖࡘ࠸࡚୰㛗ᮇⓗ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇࡣ㔜せᛮࢃࢀࡿࡀࠊᅇࡢ㒊ᑂ㆟
࠾࠸࡚ࠊᙜ㠃ࠊఫᏯࡢ㉁ࡢほⅬࡽ㏣ຍࡍࡁㄪᰝ㡯ࡣ࡞࠸ࡢ⤖ㄽ࡞ࡗࡓࡇࡽࠊ
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⤫ィἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨  ᮲➨㸯㡯ࡢつᐃᇶ࡙ࡁࠊ⥲ົ⮧ࡽ
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ఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝࡢㄪᰝ⚊ࡢᴫせ
ㄪᰝ⚊
ㄪᰝ⚊⏥㸦ࢩࣙ
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ㄪᰝ⚊⏥ࡢㄪᰝ㡯ຍ࠼ࠊ⌧ఫᒃ௨እ
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ࡀపୗࡋࡓタၥࡢ๐㝖➼ࢆ⾜࠺ࡶࡢࠋ
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ࠕ୍⥴ఫࢇ࡛࠸ࡿ㸦ྠࡌᘓ≀ཪ
ࡣᩜᆅෆఫࢇ࡛࠸ࡿሙྜࡶྵ
ࡵࡲࡍ㸧ࠖ





⌧⾜
ࠕᖖ㞠ࠖ
ࠕ⮫㞠ࠖ


ࠕูୡᖏ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᏊࡢఫ
ࢇ࡛࠸ࡿሙᡤࠖ

ࠕูୡᖏࡢᏊࡣ࠸࡞࠸㸦Ꮚࡀ࠸
࡞࠸ሙྜࡶྵࡵࡲࡍ㸧ࠖ

ࠕ୍⥴ఫࢇ࡛࠸ࡿࠖཬࡧࠕྠ
ࡌᘓ≀ཪࡣྠࡌᩜᆅෆఫࢇ
࡛࠸ࡿࠖ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᙳ㡪
ࢆᢕᥱࡍࡿタၥཬࡧ
㑅ᢥ⫥ࡢ㏣ຍ

タၥࡢ๐㝖

ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡿ㌿ᒃࡢ᭷
↓ࠖཬࡧᙜヱࠕ㌿ᒃࡢ⌮⏤ࠖ
ࠕఫᏯࡢቑᨵ⠏ࠊᨵಟᕤ➼ࠖࡢ
㑅ᢥ⫥ࠕᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡼࡿ⿕
⅏ಶᡤࡢᨵಟᕤࢆࡋࡓࠖ

㸦๐㝖㸧
㸦๐㝖㸧

㸦タၥࡢ㏣ຍ㸧

㸦㑅ᢥ⫥ࡢ㏣ຍ㸧
ࠕỈὙࢺࣞࡢ᭷↓ࠖࠊࠕὒᘧ
ࢺࣞࡢ᭷↓ࠖࠊࠕᾎᐊࡢ᭷↓ࠖ
ཬࡧࠕὙ㠃ᡤࡢ᭷↓ࠖ
ࠕ⮬ືⅆ⅏ឤ▱タഛࡢ᭷↓ࠖ


  ㄪᰝ⚊⏥㛵ࡋࠊḟࡢㄪᰝ㡯ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࠋ
ኚ᭦ෆᐜ
タၥࡢ㏣ຍ

ኚ᭦ᚋ
ࠕ⌧ఫᒃ௨እࡢᅵᆅࡢᡤ᭷ࠖ

⌧⾜
㸦㏣ຍ㸧



  ㄪᰝ⚊எ㛵ࡋࠊḟࡢㄪᰝ㡯ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࠋ
ኚ᭦ෆᐜ
ᡤ᭷༊⏬ࡢㄪᰝ⠊ᅖ
ࡢኚ᭦

タၥࡢ๐㝖

ኚ᭦ᚋ
࣭Ꮿᆅ࡞㸸㠃✚ࡢࡁ࠸༊⏬
ࡽ㡰㸱༊⏬ࡲ࡛グධ
࣭㎰ᆅ࣭ᒣᯘ㸸ᡤᅾࡍࡿᕷ༊⏫
ᮧࡈࡲࡵ࡚ᡤ᭷㠃✚ࡢ
ࡁ࠸㡰㸰ᕷ༊⏫ᮧࡲ࡛グධ
㸦๐㝖㸧

⌧⾜
࣭Ꮿᆅ࡞ࡣᡤ᭷༊⏬ࡈࠊ
ࡲࡓࠊ㎰ᆅ࣭ᒣᯘࡣᡤᅾࡍࡿᕷ
༊⏫ᮧࡈࡲࡵ࡚ᡤ᭷ࡍ
ࡿࡍ࡚ࢆグධ
ࠕᘓ≀ࡢᡤ᭷⪅ࠖ


  ᘓ≀ㄪᰝ⚊㛵ࡋࠊḟࡢㄪᰝ㡯ࡢኚ᭦ࢆ⾜࠺ࠋ
ኚ᭦ෆᐜ
タၥࡢ㏣ຍ

ኚ᭦ᚋ
ࠕᘓ≀ෆ⥲ఫᏯᩘࠖ

⌧⾜
㸦㏣ຍ㸧


  ࡑࡢࠊㄪᰝ⚊ࡢࢹࢨ࣭ࣥࣞ࢘ࢺࠊタၥࡸ㑅ᢥ⫥ࡢᩥゝ⾲⌧➼ࡢᚲ
せ࡞ᨵၿࢆ⾜࠺ࡶࠊ๓ᅇ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸧ㄪᰝ࠾࠸࡚ᑟධࡋࠊ୍㒊ࡢሗ
࿌⪅ࢆᑐ㇟㸦ᑐ㇟ᆅᇦ㸸 㒔㐨ᗓ┴  ᕷ㸧⏝ྍ⬟ࡋ࡚࠸ࡓࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺࡼࡿሗ࿌᪉ἲࢆࠊ࡚ࡢሗ࿌⪅ࢆᑐ㇟㸦ᑐ㇟ᆅᇦ㸸ᕷ⏫ᮧ㸧⏝ྍ
⬟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀక࠺ሗ࿌⪅ࡽࡢ↷௳ᩘࡢቑຍຠ⋡ⓗᑐᛂࡍࡿ
ࡓࡵࠊࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮㸦Ẹ㛫ᴗ⪅ጤク㸧ࡢᣑࢆᅗࡿࠋ

㸰 ⌧⾜ࡢఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝࡢᴫせ
ᮏㄪᰝࡣࠊ⥲ົ┬ࡀᐇࡍࡿᇶᖿ⤫ィㄪᰝ࡛࠶ࡾࠊᪧ⤫ィἲ㸦  ᖺἲᚊ
➨  ྕ㸧ୗ࡛ࡣྠἲ➨㸰᮲ࡢつᐃᇶ࡙ࡃᣦᐃ⤫ィ㸦ᣦᐃ⤫ィ➨  ྕ㸧ࢆసᡂ
ࡍࡿࡓࡵࡢㄪᰝࡋ࡚ᐇࡉࢀࡓࠋ  ᖺఫᏯ⤫ィㄪᰝࡋ࡚➨㸯ᅇㄪᰝ
ࢆᐇࡋ࡚௨᮶ࠊ㸳ᖺ࿘ᮇ࡛ᐇࡉࢀࠊ㏻⟬࡛  ᅇᐇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᖹᡂ  ᖺ
➨  ᅇ ㄪᰝࡽࡣఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝࡋ࡚ᐇ㸧ࠋ
ᮏㄪᰝࡢ┠ⓗࡣࠊᡃࡀᅜ࠾ࡅࡿఫᏯཬࡧఫᏯ௨እ࡛ேࡀᒃఫࡍࡿᘓ≀㸦௨ୗ
ࠕఫᏯ➼ࠖ࠸࠺ࠋ㸧㛵ࡍࡿᐇែ୪ࡧ⌧ఫᒃ௨እࡢఫᏯཬࡧᅵᆅࡢಖ᭷≧ἣ
ࡑࡢఫᏯ➼ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿୡᖏ㛵ࡍࡿᐇែࢆㄪᰝࡋࠊࡑࡢ⌧≧᥎⛣ࢆᅜ
ཬࡧᆅᇦู᫂ࡽࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ



⥲ົ┬ࡣࠊㄪᰝ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࠊᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయ࠾࠸࡚ఫᏯᨻ⟇ࠊᅵᆅᨻ⟇
࡞ᅜẸࡢఫ⏕ά㛵ಀࡍࡿᵝࠎ࡞⾜ᨻ⟇ࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡢᇶ♏㈨ᩱࡋ
࡚ᖜᗈࡃά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸱 ≉グ㡯
  ๓ᅇࡢᖹᡂᖺఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝಀࡿ⤫ィጤဨࡢ⟅⏦ࠕᖹᡂᖺ
ᐇࡉࢀࡿఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝࡢィ⏬ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥ࡅᗓ⤫
ጤ➨ྕ㸧ཬࡧࠕබⓗ⤫ィࡢᩚഛ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࠖ㸦ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥
㛶㆟Ỵᐃ㸧࠾࠸࡚ࠊఫ⏕ά⥲ྜㄪᰝ㸦ᅜᅵ㏻┬ࡀ㸳ᖺ࿘ᮇ࡛ᐇࡋ࡚࠸ࡿ
୍⯡⤫ィㄪᰝ㸧ࡢ⤫ྜࡢ㠀➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ⥲ົ┬ཬࡧᅜᅵ㏻┬ࡣࠊୖグ  ࢆཷࡅ࡚ࠊ⤫ྜࡢ㠀➼ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝ㸦ㄪᰝ⚊⏥㸸㸿㸲∧㸲㠃㸧ఫ⏕ά⥲ྜㄪ
ᰝ㸦ㄪᰝ⚊㸸㸿㸲∧㸶㠃㸧ࢆ⤫ྜࡋࡓሙྜࠊㄪᰝ⚊ࡣ㸿㸲∧㠃௨ୖ┦ᙜࡍ
ࡿศ㔞࡞ࡿࡓࡵࠊሗ࿌⪅㈇ᢸࡢ㍍ῶࡸㄪᰝࡢຠ⋡ⓗ࡞ᐇࢆᅗࡿほⅬࡽࠊ
ㄪᰝ㡯ࢆᖜ๐ῶࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣ࡞ࡿࡀࠊఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝࡣࠊ
ᇶᖿ⤫ィㄪᰝࡋ࡚ఫ⏕ά㛵㐃ㅖ⟇ࡢᇶ♏㈨ᩱࢆᆅᇦู㸦ᕷ༊⏫ᮧ༢㸧
⤖ᯝ⾲❶ࡍࡿ㔜せ࡞⤫ィㄪᰝ࡛࠶ࡾࠊ᪤Ꮡࡢㄪᰝ㡯ࡢᖜ࡞๐ῶࡣᅔ㞴࡛࠶
ࡿ୍᪉ࠊఫ⏕ά⥲ྜㄪᰝࡢ᪤Ꮡࡢㄪᰝ㡯ࡘ࠸࡚ࡶࠊఫ⏕άᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ
ᖺἲᚊ➨ྕ㸧ᇶ࡙ࡃࠕఫ⏕άᇶᮏィ⏬㸦ᅜィ⏬㸧ࠖ㸦ᖹᡂᖺ㸱᭶᪥
㛶㆟Ỵᐃ㸧ཬࡧ㒔㐨ᗓ┴ィ⏬ࡢᣦᶆ➼⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄪᰝ㡯ࡢᖜ࡞๐
ῶࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡢ⤖ㄽ⮳ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ⥲ົ┬ཬࡧᅜᅵ㏻┬ࡣࠊ୧ㄪᰝࡢ⤫ྜࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡋ࡚ࡶࠊྠ
ᐇࡍࡿࡇࡼࡾㄪᰝࡢຠ⋡➼ࢆᅗࢀ࡞࠸ࡢほⅬࡽࠊᖹᡂᖺ㸵
᭶ᐇࡍࡿఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝヨ㦂ㄪᰝࡢ୍㒊ࡢㄪᰝ༊࠾࠸࡚ࠊఫ⏕ά⥲
ྜㄪᰝヨ㦂ㄪᰝࡢᐇᆅㄪᰝࢆྠ⾜࠸ࠊྠᐇࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊྠᐇక࠸ㄪᰝ⚊ࡢᅇ⋡ࡀపୗࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞
ࡾࠊࡲࡓࠊᙜヱヨ㦂ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᆅ᪉බඹᅋయࡽࡣࠊ⤖ᯝ⢭ᗘࡢᝏຍ࠼ࠊ
ᐇᰝᴗົࡸົ㈇ᢸࡀ┦ᙜ⛬ᗘቑຍࡍࡿࡇࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࡋ࡚ࠊྠᐇ
ᑐࡍࡿពぢࡀከᩘࢆ༨ࡵࡓࠋ
௨ୖࡢࡇࡽࠊ⥲ົ┬ཬࡧᅜᅵ㏻┬ࡣࠊ୧ㄪᰝࡢ⤫ྜࡸྠᐇࡣᅔ㞴
࡛࠶ࡿࡢ⤖ㄽ⮳ࡗࡓㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡞࠾ࠊ⯡ࡢᮾ᪥ᮏ㟈⅏࡛ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓᒾᡭ┴ࠊᐑᇛ┴ࠊ⚟ᓥ┴
➼ࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࡣࠊ౫↛ࡋ࡚௬タఫᏯ࡛ࡢ⏕άࢆవ࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿከᩘ
ࡢ᪉ࡀ࠾ࡾࠊ௬タఫᏯᑐࡍࡿㄪᰝᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⾜ᨻグ㘓ሗ㸦௬タఫᏯ➼
ධᒃ⏦ㄳሗ➼㸧ࡢά⏝ࡢవᆅ➼ࢆྵࡵࠊධᒃ⪅ࡢᚰ➼༑ศ㓄៖ࡋࡓㄪᰝ
ࡢᐇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ











ᲬᲯ࠰˰ܡȷעםወᚘᛦ௹Ʒಒᙲ
ᛦ௹Ʒಒᙲ



Ũᛦ ௹ Ʒ Ⴘ ႎᲴ˰ܡŴעםƷ̬ஊཞඞӏƼɭ࠘Ʒ˰އཞඞሁƷܱ७Ǜᛦ௹ƠŴƦƷྵཞƱਖ਼ᆆǛμӏ
ӏƼ؏עКƴଢǒƔƴƢǔŵ

Ũᛦ
  ௹ Ʒ ԗ Ჴଯԧ  ࠰ˌஹᲯ࠰ƝƱƴܱƠƯƓǓŴ  ࠰ᛦ௹Ƹ  ׅႸƴ࢘ƨǔŵ
Ũᛦ ௹ ଐ Ჴ Ჯ࠰  உᲫଐ ҜЭᩐྵנ
Ũᛦ ௹ Ʒ  ݣᝋᲴኖ  ɢᛦ௹ғŴኖ  ɢ˰ৎȷɭ࠘
ŨɼƳᛦ௹ʙᲴ˰ܡሁƴ᧙ƢǔʙᲢܴ˰އૠӏƼ࠼ƞŴஊ᧙̞Ŵע᩿ᆢŴನᡯŴƯ૾ሁᲣ
Ŵɭ
࠘ƴ᧙ƢǔʙᲢɭ࠘ƷನᲢɭ࠘ʴՃૠŴࣱКŴ࠰ᱫሁᲣ
Ŵ࠰᧓ӓλŴᡫѮ᧓Ŵλ

އሁᲣ
Ŵிଐஜٻᩗƴ᧙ƢǔʙŴ˰ؾƴ᧙ƢǔʙᲢܤμࣱŴࣛᢘࣱሁᲣ
Ŵ

ྵ˰ٳˌއƷ˰ܡӏƼעםƴ᧙Ƣǔʙ ሁ

Ũʙ Ѧ Ʒ ් ǕᲴ

ዮѦႾወᚘޅ
ᣃᢊࡅჄ
ࠊғထ
ਦݰՃ
ᛦ௹Ճ
ᛦ௹ɭ࠘
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ȷӏƼ૾עπσ˳ׇƕ˰ဃؕஜඥƴؕƮƖ˺Ƣǔ˰ဃؕஜᚘဒƷ˰᧙ܡᡲᜂሊƷሊܭӏ

ƼƦƷᚸ̖

ȷםʩᡫႉǍኺฎᝠႉሁƴƓƚǔЎௌȷᚸ̖

  ȷൟኺฎᚘምƷਖ਼ᚘ
ȷܖٻƦƷ˂Ʒᄂᆮೞ᧙ሁƴƓƚǔᣃࠊȷ˰ܡȷ᧸ሁƷᄂᆮ




ᡈ࠰Ʒᙲᛢ᫆ᲢૼƨƳȋȸǺᲣ
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 ҄٭Ǜ៊ǇƑŴᛦ௹ϋܾƷᙸႺƠሁǛᘍƏŵ
Ũ˰ܡሁƴ˰އƢǔɭ࠘Ʒᨽဇ࢟७ӏƼ˰އཞඞƷႎᄩƳ৭੮
Ũ܇ݲȷ᭗ᱫ҄ᅈ˟ǛૅƑǔ˰އؾƷദᄩƳ৭੮

Ũிଐஜٻᩗႆဃƴ̞ǔ᠃އሁƴ᧙Ƣǔܱ७Ʒ৭੮

Ũᛦ௹ؾƷ҄٭Ǜ៊ǇƑƨᛦ௹ƷјྙႎƔƭό๖Ƴܱ
  

 


   ࠰ᛦ௹ƷȝǤȳȈ


Ũ˰ܡሁƴ˰އƢǔɭ࠘Ʒᨽဇ࢟७ሁǛǑǓᛇኬƴ৭੮ƢǔƨǊŴ᩼ദᙹᨽဇᎍƷғЎǛኬЎ҄ Ტᛦ௹

ᅚဍӏƼᛦ௹ᅚʊᲣ

Ũ܇Ʒ˰ǜưƍǔئǛǑǓദᄩƴ৭੮ƢǔƨǊŴᛦ௹ʙǛ ٭Ტᛦ௹ᅚဍӏƼᛦ௹ᅚʊᲣ


Ũிଐஜٻᩗႆဃƴ̞ǔ᠃އሁƱƷ᧙̞Ǜ৭੮ƢǔƨǊŴᩗƴǑǔ᠃އƷஊŴྵנƷ˰އཞඞŴ˰

ܡᘮሖƷો̲ʙƷཞඞሁǛ৭੮Ƣǔᛦ௹ʙǛᡙь Ტᛦ௹ᅚဍӏƼᛦ௹ᅚʊᲣ

Ũעםਖ਼ᚘችࡇƷӼɥǛǔƨǊŴྵ˰ٳˌއƷעםƷஊƴ̞ǔᛦ௹ʙǛᡙь Ტᛦ௹ᅚဍᲣ

Ũྵ˰ٳˌއƷ˰ܡȷעםƷஊཞඞƴ᧙Ƣǔᛦ௹ርƴƭƍƯŴ᩿ᆢƷٻƖƍƴŴעܡሁƸᲭғဒǇ

ưŴᠾעȷޛƸᲬࠊғထЎǇưƴ ٭Ტᛦ௹ᅚʊᲣ

ŨǤȳǿȸȍȃȈׅሉ૾ࡸƷݰλݣᝋȷ؏עƷਘٻƱƜǕƴࣖݣƢǔƨǊƷǳȸȫǻȳǿȸƷਘΪ










ࠕㅎၥ➨㸯ྕ⟅⏦ᖹᡂ  ᖺᐇࡉࢀࡿఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪᰝࡢィ⏬ࡘ࠸࡚ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥ᗓ⤫ጤ➨  ྕ㸧࠾ࡅࡿࠕᚋࡢㄢ㢟ࠖ

㸰 ᚋࡢㄢ㢟
  ఫᏯ㛵ࡍࡿ⟇ࡀࠕ౪⤥㔞ࠖࡢ☜ಖࡽࠕ㉁ࠖࡢ☜ಖࢆ㔜どࡍࡿࡶࡢ࡞ࡗ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㉁ࠖࡢࡽ࠼᪉ࡘ࠸࡚ࡣᵝࠎ࡞⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࡇࡽࠊᚋࠊ
ㄪᰝ㡯ࢆぢ┤ࡍ㝿ࡋ࡚ࡣࠊᙜヱ⟇࠾࠸࡚ࡢࡼ࠺࡞ࠕ㉁ࠖࢆ☜ಖࡍࡁ
ࡘ࠸࡚␃ពࡋࡘࡘࠊ⟇ࡢ❧⪅➼ࡢ㛫࡛༑ศ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

  ఫᏯ࣭ᅵᆅ㛵ࡍࡿ⟇ࡢ⏬࣭❧㝿ࡋ࡚ࠊఫᏯࡢ㑅ᢥᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚
࠸ࡿ㡯ࢆ᫂ࡽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇࡽࠊୡᖏࡢධᵓ㐀➼㛵
ࡍࡿㄪᰝ㡯ࢆ㏣ຍࡍࡿࡇࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

  ᮏㄪᰝࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇᚋㄪᰝୡᖏࡢ୍㒊ᑐࡋ࡚ఫ⏕ά⥲ྜㄪᰝ㸦௬⛠㸧
ࡀᐇࡉࢀࡿணᐃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㸰ࡘࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࡀ୍యⓗ⏝ࡉࢀࡿࡇ࡞
ࡿࡇࡽࠊఫ⏕ά⥲ྜㄪᰝ㸦௬⛠㸧ࡢ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡋࠊ⤫ྜࡍࡿࡇ➼ࡢ㠀ཬ
ࡧྍྰࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ





ࠕබⓗ⤫ィࡢᩚഛ㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࠖ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧
㸦ᢤ⢋㸧

ู⾲ᚋ㸳ᖺ㛫ㅮࡎࡁලయⓗ⟇
ࠕ➨㸰 බⓗ⤫ィࡢᩚഛ㛵ࡋ⥲ྜⓗࡘィ⏬ⓗㅮࡎࡁ⟇ࠖ㒊ศ

㡯┠

ලయⓗ࡞ᥐ⨨ࠊ᪉⟇➼

ᢸᙜᗓ┬

㸱♫ⓗ࣭ᨻ⟇  ۑఫᏯ࣭ᅵᆅ㛵ࡍࡿ⤫ィ ⥲ົ┬
ⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࡢ
ኚᛂࡌࡓ

య⣔ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ

⤫ィࡢᩚഛ

࡚ࡣࠊձఫᏯ࣭ᅵᆅ⤫ィㄪ 

㛵ࡍࡿ㡯

ᰝᅜໃㄪᰝࡢ㛵ಀࡸ

 ᬽࡽࡋ᪉ࡢ

ᅾࡾ᪉ࡢぢ┤ࡋࠊղఫᏯ࣭

ኚᑐᛂࡋ

ᅵᆅ⤫ィㄪᰝࡢఫ⏕ά

ࡓ⤫ィࡢᩚഛ

⥲ྜㄪᰝࡢ⤫ྜࡢ㠀ࠊճ
࡛࡞ࡃࠊ౯᱁ࠊ㉎ධ⪅ࠊୡ
ᖏࡢධᵓ㐀➼ࡢᢕᥱ࡞
ࡢほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࠋ



ᖹᡂ ᖺㄪᰝࡢ

㸦㛵㐃㸸ᅜᅵ㏻  ⏬  ᮇ ࡲ ࡛ 

࡞࠾ࠊࡇࡢ᳨ウᙜࡓࡗ ┬㸧

ఫᏯࡸᅵᆅࡢእᙧ㠃ࡔࡅ

ᐇᮇ

⤖ㄽࢆᚓࡿࠋ



˰ܡȷעםወᚘᛦ௹ኽௐƷМဇཞඞ 


⾜ᨻୖࡢ⟇ࡢ⏝


ձఫ⏕άᇶᮏィ⏬
ᅜẸࡢ㇏࡞ఫ⏕άࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿࡓࡵࠊఫᏯᛶ⬟Ỉ‽ࡸᒃఫỈ‽➼ࡘ࠸࡚
ࡢᣦᶆࢆ⟇ᐃࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
یఫ⏕άᇶᮏィ⏬㸦ᅜィ⏬㸧
ఫ⏕άᇶᮏἲ㸦ᖹᡂ  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧ᇶ࡙ࡁᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿఫ⏕ά
ᇶᮏィ⏬㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࠾࠸࡚ࠊᏳ࣭Ᏻᚰ࡛㇏
࡞ఫ⏕άࢆᨭ࠼ࡿ⏕ά⎔ቃࡢᵓ⠏ࠊఫᏯࡢ㐺ṇ࡞⟶⌮ཬࡧ⏕ࠊከᵝ࡞
ᒃఫࢽ࣮ࢬࡀ㐺ษᐇ⌧ࡉࢀࡿఫᏯᕷሙࡢ⎔ቃᩚഛࠊఫᏯࡢ☜ಖ≉
㓄៖ࢆせࡍࡿ⪅ࡢᒃఫࡢᏳᐃࡢ☜ಖ㛵ࡍࡿ┠ᶆタᐃࡸᙜヱఫ⏕ά㛵㐃
⟇ࡢィ⏬ⓗ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ղᑂ㆟➼
⏘یᴗᵓ㐀ᑂ㆟
ఫ⎔ቃࡢᨵၿ࣭㨩ຊ࠶ࡿ㒔ᕷࡢᵓ⠏ࡀ≌ᘬࡍࡿ⤒῭ᡂ㛗ཬࡧఫᏯᑐࡍ
ࡿ₯ᅾ㟂せ㸦ఫᏯࡢᘓ⠏ᮇูྜ㸧㛵ࡍࡿᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
⛯یไㄪᰝ
ఫᏯ࣭ᅵᆅ⛯ไ㛵ࡍࡿᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
یᅵᆅ⏝ィ⏬➼ࡢ⏝
ᅜࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢᅵᆅ⏝ィ⏬ࠊ⥲ྜ㛤Ⓨィ⏬ࠊ㒔ᕷᅪ㛵ࡍࡿᩚ
ഛィ⏬ࠊఫᏯ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࠊබႠఫᏯᘓタィ⏬ࠊఫᏯ࣭Ꮿᆅ⼥㈨ィ⏬
࡞ࡢ⏬࣭❧ࡢࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱࡸᅜᅵ㏻┬ᆅ᪉ᩚഛᒁࡼࡿᆅᇦ
ࡈࡢఫᏯࡢ⌧≧ࡢศᯒࡸఫᏯᨻ⟇ࡢࣅࢪࣙࣥࢆ⟇ᐃࡍࡿ㝿ࡢᇶ♏
㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ճࡑࡢ
  یᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢᑐᛂ㛵ಀ
⿕⅏ᆅᇦ࠾ࡅࡿᕷ༊⏫ᮧูࡢᘓ≀ࡢ⿕⅏ᴫἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏㈨
ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ



ᅜẸ⤒῭ィ⟬ࡢ᥎ィࡢ⏝


Ẹ㛫ᨭฟ࠾ࡅࡿᐙ㈤ࡢ᥎ィࠊㄪᰝ⤖ᯝࡽᚓࡽࢀࡿ⥲ᗋ㠃✚ᐙ㈤༢౯
ࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ






ⓑ᭩➼࠾ࡅࡿศᯒ࡛ࡢ⏝


ձᅜᅵ㏻ⓑ᭩ 
ی㒔㐨ᗓ┴ูࡢ✵ࡁᐙ⋡
یୡᖏูᣢࡕᐙ⋡ࡢኚ
یᏊ౪ୡᖏࡢᒃఫሙᡤࡢ㛵ಀ
یᮾ᪥ᮏ㟈⅏࠾ࡅࡿఫᏯࡢᆅᇦูࡢ⿕⅏ᴫἣ㸦᥎ィ㸧
ղᅵᆅⓑ᭩
یఫᏯࢫࢺࢵࢡࡢ᥎⛣
یఫᏯὶ㏻㔞༨ࡵࡿ୰ྂఫᏯὶ㏻ᡞᩘࡢྜࡢ᥎⛣
ճ⤒῭㈈ᨻⓑ᭩
یධᒃᙧែูྜ㛵ࡍࡿࢥ࣮࣮࣍ࢺศᯒ
մẕᏊᐙᗞࡢẕࡢᑵᴗࡢᨭ㛵ࡍࡿᖺḟሗ࿌
یẕᏊᐙᗞ➼ࡢఫᒃࡢ≧ἣ

 
ᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿ⏝

ᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿఫ⏕άᇶᮏィ⏬㸦㒔㐨ᗓ┴ィ⏬㸧➼
࣭ᆅ᪉බඹᅋయ࠾ࡅࡿఫ⏕άᇶᮏィ⏬㸦㒔㐨ᗓ┴ィ⏬㸧⟇ᐃࡸఫᏯ࣐ࢫࢱ
࣮ࣉࣛࣥ⟇ᐃࡢᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭㧗㱋♫࠾ࡅࡿࣂࣜࣇ࣮ࣜ᥎㐍ࡢᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭⪏㟈ᨵಟᕤࡢಁ㐍ィ⏬ཬࡧຓᡂไᗘࡢ᳨ウࡢᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
࣭බႠఫᏯࡢ౪⤥┠ᶆ㔞ࢆ⟬ฟࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ


Ꮫ⾡◊✲➼ࡢ⏝

⪏ی㟈ࡸ㜵⅏ࢆ㍈ࡋࡓఫᏯࡸ㒔ᕷィ⏬࡙ࡃࡾࡢ◊✲

یఫᏯᕷሙࡢᵓ㐀㛵ࡍࡿ◊✲

یኴ㝧⇕ࢆ⏝ࡍࡿࢯ࣮࣮ࣛࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࠊ㧗Ẽᐦ࣭㧗᩿⇕࡞ࢆᅗ
ࡗࡓ┬࢚ࢿఫᏯࡢ◊✲

یᒃఫࢥࢫࢺࡸఫᏯỈ‽ࡀᑡᏊཬࡰࡍᙳ㡪㛵ࡍࡿ◊✲





