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全員を数えます。
この国勢調査の目的は、適切な場所で、アメリカ合衆国在住者全員を一度ずつ
数えることです。コミュニティにいる全員が必ず数えられるように、ご協力をお
願いいたします。

国勢調査データは重要です。	
アメリカ合衆国憲法により、10年ごとに国勢調査を行うことが義務付けられ
てます。国勢調査の結果に基づいて、議会における各州の議席数、選挙区の 
画定、6750億ドル以上の連邦政府の資金が毎年どのようにコミュニティへ
分配されるかなどが決定されます。

参加は住民の義務です。
国勢調査への回答は必須です。つまり、民主社会に参加して、「私は数に	
入っています！」と言うことでもあります。

個人情報は保護されます。	
あなたの回答は連邦法によって保護されます。いただいたご回答を統計作成
のためのみに使用し、政府機関や裁判所により、あなたに不利な証拠として使
用されることはありません。

このガイドに従って、2020年国勢調査紙の調査票に記
入してください。
2020年国勢調査紙の調査票は、アメリカ国内すべての住所に郵送または玄
関先にお届けします。

– –

Were there any additional  people staying here on April 1, 2020
that you did not include  in Question 1?

Mark all that apply.

Start here

2.
Use a blue or black pen.

Before you answer Question 1, count the people living in this
house, apartment, or mobile home using our guidelines.

• Coun t all people, including babies, who live and sleep here
most of the time.

1. How many people were living or staying in this house,
apartment, or mobile home on April 1, 2020?

Number o f people =

• If no one liv es and sleeps at this address most of the time , go
online  or call the number on page 8.

Children, related or unrelated, such as newborn babies, 
grandchildren, or foster children

Relatives, such as adult children, cousins, or in-laws

Nonrelatives, such as roommates or live-in babysitters

People staying here temporarily

No additional people

3. Is this house, apartment, or mobile home — Mark ONE box.

Owned by you or someone in this household with a mortgage
or loan? Include home equity loans.

Owned by you or someone in this household free and clear
(without a mortgage or loan)?

Rented?

Occupied without payment of rent?

The census must also include people without a permanent
place to live, so:

• If someone who does no t have a permanent place to live is
staying here on April 1, 2020, count that person.

4. What is your telephone number?

Telephone Number

We will only contact you if needed for o�cial Census Bureau
business .

The Census Bureau also conducts counts in institutions and
other places, so:

• Do no t count anyone living away from here, either at college
or in the Armed Forces.

• Do no t count anyone in a nursing home, jail, prison, detention
facility, etc., on April 1, 2020.

• Leave these people o� your questionnaire, even if they will
return to live here after they leave college, the nursing home ,
the military, jail, etc. Otherwise, they may be counted twice.

OR go online  to complete your 2020 Census questionnaire.

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Economics and Statistics Administration

U.S. CENSUS BUREAUThis is the o�cial questionnaire for this address.
It is quick and easy to respond, and your answers are protected by law.

FOR
OFFICIAL

USE ONLY

TM

2020年国勢調査へようこそ
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はじめる前に

1.	 調査票を用意して、最初のページを開いてください。

2.	 この日本語のガイドに従って、英語の紙の調査票に回答をマークしてください。		
このガイドに回答を記入しないでください。

3.	 最初の質問に回答する前に、以下のガイドラインに使用してこの家、	
アパート、またはモービルホームに住んでいる人々を数えてください。

次ページの質問と手引きをお読みください。	
このガイドに回答を記入しないでください。

以下の方たちを人数に入れてください 

この家、アパート、またはモービルホームに住んでい
る人々を数えてください:

•	 ここに、たいてい住んで寝る人全員（乳幼児	
を含む）を人数に入れてください。

•	 この住所に、たいてい誰も住んでいない、また
は寝ていない場合は、オンラインで回答してく
ださい。	

 国勢調査では、特定の住所を持たない人も必ず人
数に入れてください:

• 2020	年4月1日に、特定の住所を持たない
人が、ここに滞在している場合は、その人を人
数に入れてください。	

国勢調査局は、施設や他の場所でも人数を数え
ます:

• 2020年4月1日に、介護施設（老人ホー	ムや
グループホーム）、拘置所、刑務所などにいた
人は、人数に入れないでください。	

•	 大学、介護施設	（老人ホームやグループホー
ム）、軍隊、拘置所などを離れた後、この住所に
住む予定の方であっても、調査票の人数に入
れないでください。含めると、それらの方は重
複して数えられる可能性があります。
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前面の質問に回答してください
このガイドに回答を記入しないでください

電話番号を記入してください。	

国勢調査局から必要がある場合に限ってご連絡いたします。	

電話番号

2020年4月1日に、この住所に滞在していたにもかかわらず、	
質問1の人数に入っていない方で、追加する方がいますか？	

該当者をすべてマーク	 	してください。	

	� 新生児、孫、里子など、血縁関係の有無に関わらない子供
	� 成人した子供、いとこ、義理の親族などの親族
	� ルームメイトや住み込みベビーシッターなど、	
親族でない人

	� 一時的に滞在している人
	� 追加する人はいない

この家、アパートまたはモービルホームの住居の種類に最も近
いものを	—
ひとつ選んでマーク	 	してください。

	� ご自分、またはこの世帯のどなたかが、住宅ローン（住宅担
保融資を含む）で所有する

	� ご自分、またはこの世帯のどなたかが、住宅ローンなしで
所有する

	� 賃貸
	� 家賃を払わずに居住	

2020年4月1日に、この家、アパートまたはモービルホームに、	
住んでいた、または滞在していた人は何人ですか?	

人数
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2ページ目の左側の質問に回答してください
このガイドに回答を記入しないでください

ミドルネームの
イニシャル	(MI)

ここに住んでいる人それぞれの情報を提供してください。家賃
を払っている、またはこの住居を所有する人が、ここに住んで
いる場合は、その人を世帯員	1に記入してください。所有者ま
たは家賃を払っている人が、ここに住んでいない場合は、ここ
に住む大人（どなたでも）を世帯員1に記入してください。

世帯員1の氏名を記入してください。	

世帯員1の氏名を英語で記入してください。

姓	
(Last Name)

名	
(First Name) 

世帯員	1の性別を選択してください。 
ひとつ選んでマーク	 	してください。

	� 男性 	� 女性

世帯員1	は、ヒスパニック系、ラテン系、スペイン系ですか?

	� いいえ、ヒスパニック系、ラテン系、スペイン系ではありま
せん

	� はい、メキシコ系、メキシコ系アメリカ人、チカーノです
	� はい、プエルトリコ系です
	� はい、キューバ系です
	� はい、その他のヒスパニック系、ラテン系、スペイン系で	
す—サルバドール系、ドミニカ系、コロンビア系、グアテマ
ラ系、スペイン系、エクアドル系	のように記入してください	。

月

世帯員	1の年齢と生年月日を記入してください。	

1歳未満の乳児は、月齢で年齢を記入しないでください。	
年齢を0と記入してください。

日 誕生年2020年4月
1日時点での

年齢
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2ページ目の右側の質問に回答してください
このガイドに回答を記入しないでください

世帯員1の人種を記入してください。

ひとつ以上のボックスをマーク	 	して、ルーツを記入してくだ
さい。

系、ソマリア系のように記入してください。
	� アメリカンインディアンまたはアラスカ原住民—ナバホ
族、ブラックフット族、マヤ族、アズテック族、アラスカ州バロ
ーネイティブ村イヌピアット伝統政府、ノームエスキモーコ
ミュニティのように登録したまたは主な部族を記入してく
ださい。

	� 中国系 	� ベトナム系 	� ハワイ原住民
	� フィリピン系 	� 韓国系 	� サモア系
	� インド系 	� 日系/日本人 	� チャモロ系
	� その他アジア
系—パキスタン
系、カンボジア
系、モン族のよ
うに記入してく
ださい。

	� その他太平洋諸島
民—トンガ系、フィ
ジー系、マーシャル
諸島民のように記
入してください。

	� 他の人種—人種またはルーツを記入してください。

�	 白人—ドイツ系、アイルランド系、イギリス系、イタリア系、
レバノン系、エジプト系のように記入してください。

�	 黒人またはアフリカ系アメリカ人—アフリカ系アメリカ
人、ジャマイカ系、ハイチ系、ナイジェリア系、エチオピア
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追加する世帯員それぞれについて、質問に回答 
してください
追加する世帯員それぞれには、以下の2つの質問もいたします

このガイドに回答を記入しないでください

ふだん別の場所に住んでいる、または滞在していますか?	
該当するものをすべてマーク	 	してください。
	� いいえ	
	� はい、大学に在学中のため
	� はい、軍の任務のため
	� はい、仕事のため
	� はい、介護施設（老人ホー
ムやグループホーム）に	
いるため

	� はい、親や他の親族とい
るため

	� はい、別荘または別宅にい
るため

	� はい、拘置所または刑務所
にいるため

	� はい、他の理由のため

この人は世帯員	1とどのような続柄ですか?	

ひとつ選んでマーク	 	してください。

	� 異性の夫/妻/配偶者
	� 異性の結婚していないパートナー
	� 同性の夫/妻/配偶者
	� 同性の結婚していないパートナー
	� 実子（息子または娘）
	� 養子（息子または娘）
	� 連れ子（息子または娘）
	� 兄弟・姉妹

	� 父または母
	� 孫
	� 義理の親
	� 義理の息子または娘
	� 他の親族
	� ルームメイトまたは同居人
	� 里子
	� その他の親族でない人
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6人を超える場合は、8ページ目に記入してください
このガイドに回答を記入しないでください

D-G (jpn) Japanese v2

2020年国勢調査は、より簡単に
なりました。

オンラインで回答できることをご存知でしょ
うか。
2020年国勢調査にオンラインで回答できる場合は、調
査票に記載のURLにアクセスしてください。	

2020年国勢調査のオンライン回答方法
についてのビデオガイドを下記のURLより、ご覧いただけます。	
2020census.gov/languages

回答済みの英語の調査票は、受け取った郵便料金支払い済みの封筒に入れて郵送してください。

世帯員1と親族関係にあ
りますか?
	� はい 	� いいえ

2020年4月
1日時点での

年齢

月 日男性 女性

姓	
(Last Name)

名	
(First Name) 

ミドルネームの
イニシャル	(MI)

誕生年


