平成27年国勢調査を全国一斉に実施します

④調査票を提出

国勢調査を装った「かたり調査」に注意！
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照会先 教育委員会学校教育課☎85－7600
◆国勢調査は回答の義務があります

!
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③調査票を配付
②インターネットで回答

総務防災課
☎85－9561
照会先

①調査員が皆さんの自宅を訪問し、調査書類
（インター ネット用ＩＤ）を配付します。
②インターネットでの回答を受け付けます。
③インターネットでの回答がなかった世帯に
対し、紙の調査票を配付します。
④調査票を提出してください。

※
「体操の日」
は、温泉幼稚園で毎週月曜日、箱根幼稚園で毎週火曜日、宮城野保育園で毎週
木曜日、湯本幼児学園で毎週水曜日、仙石原幼児学園で毎朝実施しています。

5

11

10月 １ 日㈭～ ７ 日㈬
IDを配付

▶国勢調査では、金銭を要求することはありません。また、
銀行口座の暗証番号や、クレジットカード番号などを聞
くこともありません。
▶国勢調査を装った不審な訪問者や、不審な電話、Ｅメー
ルなどに注意してださい。不審に思った際には、回答を
せず、速やかに総務防災課に連絡してください。
▶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。
※一部の地域では、調査員事務を「建
物を管理する事業者等」に委託してお
り「国勢調査業務委託証明書」を携帯
しています。
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９ 月26日㈯～30日㈬
９ 月10日㈭～20日㈰

神奈川県・箱根町

9 月上旬から 調査員が訪問します

箱根ハートフルプログラムを通じ
て、クラスに主体的に関わるよう
になると、そこから責任を持つ、
自分の存在を肯定的にとらえるこ
とができるようになるよ。
また、自分の意見を持つことはも
ちろん、それを相手に伝えたり、
友達の意見を受け入れ尊重したり
することもできるようになるよ。
それから、問題解決力が身に付く
ことも期待されているんだよ。

９ 月10日㈭～12日㈯
①インターネット回答用

総務省統計局
国勢調査は統計法という法律に基づき、日本に住む全ての人・
世帯を対象として実施する統計調査です。

〜『箱根ハートフルプログラム』と
地域の中で育てていくということ〜

幼稚園での取り組みを紹介
箱根ハートフルプログ
ラムって僕たちにどん
な効果があるの？
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