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2021年国勢調査：世帯に関する質問票ガイダンス

私たちは、2021年国勢調査への参加をできる限りサポートしたいと考えています。そこで、
世帯に関する質問票の記入に役立つよう、この小冊子をガイダンスとして作成しました。こ
れは、世帯に関する質問票に記載された指示、世帯に関する質問、1人目の個人への質問お
よび訪問客に関する質問を翻訳したものです。 

1人目の個人への質問の繰り返しになりますので、2人目から5人目の個人への質問に回答
するときも必要に応じて、1人目の個人への質問の翻訳を利用してください。

この小冊子には回答を記入しないようご注意ください。世帯に関する質問票をまだ受け取
っていない場合は、日本語ヘルプライン、0800 587 2021に電話して、世帯に関する質問票
を別途送付するよう依頼してください。 

世帯に関する質問票の回答は、英語で記入してください。

さらにサポートが必要な場合は、日本語ヘルプラインを利用して通訳に相談してください。

日本語ヘルプラインのチームは、その他のサポートも可能です。例えば、世帯の人数が五人
を超える場合は、世帯に関する追加質問票をお送りすることが可能です。

2021年国勢調査にご参加いただきありがとうございます。
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2021年国勢調査：知っておく必要のあること

国勢調査とはどういうもので、誰が実施するのか？ 
国勢調査は、イングランドおよびウェールズのすべての人および世帯の現状を把握するため、10年
ごとに実施する調査です。これは、各地域の公共事業の計画および資金供給に役立ちます。
Office for National Statistics（英国統計局）（ONS）は、他の統計局と共同で英国の明確な現状
を描写することを目的として、イングランドおよびウェールズの国勢調査を計画および実施しま
す。ONSは英国議会の直属機関ですが、特定の政党のために仕事をすることはありません。

国勢調査は自分にどう役立つのか？ 
地方自治体から慈善事業まで、あらゆる種類の組織が国勢調査の情報を利用して、交通機関、教
育、医療を含め、私たちすべてに必要なサービスの提供に役立てます。
調査への参加は、あなたと地域社会が現在および将来必要なサービスを確実に受けるために役
立ちます。

自分は参加しなければならないのか？ 
国勢調査への回答は、法律で義務付けられています。回答しない場合、または虚偽の情報を提供
した場合、最高1,000ポンドの罰金を科されることがあります。一部の質問には、はっきり任意と記
載されています。このような質問には回答しなくても罪になりません。

参加する方法は？ 
この小冊子を使用して、世帯に関する質問票という書類に記入します。この国勢調査質問票ガイダ
ンス用小冊子には回答を書き込まないようご注意ください。その後、添付の料金前納郵便の封筒
で、記入済の世帯に関する質問票を返送してください。

いつ記入するのか？ 
調査に提供する情報は、2021年3月21日日曜日、国勢調査の日に世帯にいる人に関するものであ
ることが必要です。その当日、またはその後できる限り早く、質問票に記入してください。

質問票には誰を含めて記入するのか？ 
世帯に関する質問票では、以下の人について個人への質問に回答する必要があります：
• あなたと永続的に同居する、またはあなたの住所を自宅とするすべての人 
• 一時的に自宅を離れている人、例えば寄宿する学生や学童など
• 英国に住み、他に住所がなく、あなたと一時的に同居している人 
• 英国外から訪れ、英国に三カ月以上滞在し、あなたと一時的に同居している人
訪問客についても、回答するセクションが別にあります。これは、2021年3月21日日曜日、国勢調
査の日にあなたの家に宿泊中のすべての人のことです。

自分の情報は安全で、秘密は保持されるのか？ 
あなたから提供される個人情報は、すべて安全に保管します。その方法に関する情報は、この小冊
子の裏表紙に記載するプライバシーに関する通知をご覧ください。プライバシーに関する声明の全
文は、census.gov.ukにログインして英語版をご覧ください。
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オンラインで回答する
www.census.gov.uk
あなたの世帯のアクセスコード：

または、 この質問票の用紙に記入してください。

宣言書
自分の知る限り、信じる限りにおいて、この質問票には
すべて回答しました。

住所に誤りがある場合、または住所が記載されていな
い場合は、以下に正しい住所を記入してください：

国勢調査の実施には、あなたのご協力が必要です。こ
れは、交通機関、教育および医療などのサービスを計
画するために必要不可欠な情報の収集を目的に行い
ます。
すべての世帯で、国勢調査への回答を2021年3月21日
に、またはその後できる限り早く完了してください。 
ご希望により、以下の方法に従ってオンラインで  
質問票に回答することも可能です：

1. www.census.gov.ukへ。
2. この質問票の表紙に記載された  

世帯アクセスコードを入力する。
3. 質問に回答して送信を選択する。 

ご協力に感謝いたします。

Ian Diamond卿 教授
国家統計学者

あなたの情報は 法律により 保護されています。
さらに詳しくは、この質問票に添付の  
パンフレットをご覧ください。

国勢調査への参加は、法律で義務付けられています。
参加しない場合、または虚偽の情報を提供した場合、
罰金を科されることがあります。一部の質問には、はっ
きり任意と記載されています。このような質問には回
答しなくても罪になりません。

添付の封筒を紛失した場合は、回答済の質問票を以
下の宛先に返送してください： 

FREEPOST Census 2021

以下のサポートを利用可能です：
www.census.gov.uk/help
連絡センター 0800 141 2021
NGT (18001) 0800 141 2021
日本語ヘルプライン 0800 587 2021

FREEPOST （料金受取人払）
Census 2021 (2021年国勢調査)

H1

郵便番号

署名 日付

世帯に関する質問票
イングランド
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世帯主には、この質問票にすべて確実に記入して返送する責任があります。

世帯主とは、その住所に居住または所在し、以下に当てはまる人のことです：
• その住居を所有／賃借（または共同で所有／賃借）している人、および／または
• 家計費の支払いに責任（または共同で責任）を負う人

世帯とは、以下に当てはまるもののことです：
• 一人暮らしの人、または
• 同一の住所に居住し、調理設備を共用し、リビングもしくは居間、または食事用エリアを共用するグループ 

（親族に限りません）

この質問票には何を記入するのか？

•  世帯に関する3 ～6ページの質問は、この世帯およびその住居に関する質問です。

•  個人への7 ～31ページの質問は、通常この世帯で生活するすべての人への質問です。
英国で 3カ月以上 暮らしている、または暮らす予定のすべての人は、その人の英国内の通常住所用の調査票
で、これらの質問の回答に含める必要があります。

•  裏表紙（32ページ）の訪問客に関する質問は、2021年3月21日にこの世帯に宿泊中のその他すべての人に関す
る質問です。
一人も忘れないよう、この世帯に宿泊中の訪問客についても必ず回答してください。また、通常英国内の別の場
所に住んでいる訪問客については、その人の通常の住所でも国勢調査質問票の回答に含める必要があります。

この質問票への回答に誰を含めるかについてさらに詳しくは、添付のパンフレットをご覧ください。

追加の質問票が必要な場合は？

•  この世帯のメンバーが5人を超える場合、または3人を超える訪問客が宿泊中の場合は、 質問票全体にすべて
オンラインで回答するか、またはこの質問票に記入してから 追加質問票を請求してください。

•  世帯内の他のメンバーに自分の情報を開示したくない人がいる場合は、 個別質問票を請求することができま
す。その場合も、この質問票の世帯に関する質問 （H1からH14まで）にはその人を含めて回答し、その人の個人
への質問（1から51まで）は空白にしておいてください。

•  この住所に住む世帯が一世帯を超える場合は、世帯に関する質問票を一部以上追加して請求してください。 

質問票の追加は、オンラインで www.census.gov.uk から、または 0800 141 2021 に電話して請求することが可
能です。

質問票に正しく記入するには？

以下の点に注意して記入してください：
•  回答には黒または青のペンを使用する 

•  マス目の内側に、このようにチェックを入れる：   

•  マス目の内側に、このように一文字ずつ、ブロック体の大文字で記入する：   

•   間違いを訂正するには、マス目をこのように埋める：        

またはこのように埋める：

•  単語が入りきらない場合は、次の行にこのように続ける（可能な場合）：

•    の指示に従い、回答する必要のない質問やページは空白の 
ままにしておいてください。印や線を入れると、回答と間違われることがあります

S M I T H

S MT I T H
P A D D I N G T O
N    S T R E E T

始める前に
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通常、ここには誰が住んでいますか？
  当てはまるものにすべてチェックを入れてください。誰を含めるかについてさらに詳しくは、添付のパンフレットをご覧ください

 自分 － ここは自宅または実家である

 パートナー、子供、2021年3月21日までに生まれた乳幼児を含む家族

 学期中、自宅から離れて生活する学生および／または学童

 同居者、賃借人または下宿人

 通常は英国外に住んでいるが、英国に3カ月以上滞在している人

 英国内の自宅から離れて仕事をしている人、または軍隊に所属しているが、ここが自宅または実家である人

 12カ月未満、一時的に英国外にいる人

 一時的に滞在している人で、通常英国に住んでいるが、英国内に別の住所はない人、例えば、親族や友人など

 その他、一時的に自宅から離れているすべての人を含め、通常ここに住んでいる人

 または、 通常ここには誰も住んでいない、例えば、ここが第二の住所もしくは休暇用の別荘などの場合  H4 へ

質問H1の回答に含めた全員を合計すると、通常ここには何人が住んでいますか？

質問H4の回答に含めた人だけを合計すると、2021年3月21日にここに宿泊している訪問客は何人ですか？

 その人たちに関しては、裏表紙（32ページ）にある訪問客に関する質問にも必ず回答してください
 通常ここには誰も住んでいない（訪問客だけがここに宿泊している）場合 

質問H2で合計した全員とは別に、2021年3月21日には他の誰が宿泊していますか？
その人たちは訪問客として数えます。子供や乳幼児も忘れずに記入してください。

 当てはまるものにすべてチェックを入れてください

 通常は英国内の別の場所に住んでいる人、例えば、ボーイフレンド／ガールフレンド、友人、親族など
 例えば、仕事などで第二の住所としてここに滞在している人。別の場所に自宅または実家がある人
 通常は英国外に住んでいるが、英国に3カ月未満滞在している人
 休暇でここに来ている人

 または、 2021年3月21日に宿泊している訪問客はいない  H6 へ

自分の氏名から順番に、子供、乳幼児、下宿人も含めて、質問H2で合計した全員の氏名を記入 
してください。

 個別質問票を請求した人がこの世帯にいる場合、その人の氏名の横のマス目にチェックを入れ、 
その人用の個人への質問1から51は空白のままにしておいてください

人数が5人を超える場合、質問票全体にすべてオンラインで回答するか、または追加質問票を請求してください。

個別質問票を 
請求しましたか？

ファーストネーム（名） ラストネーム（姓）
自分  

（1人目）

2人目

3人目

4人目

5人目

H1

H2

H3

H4

H5

 H7 へ

世帯に関する質問



4ページ

この世帯のメンバーは、互いにどのような関係がありますか？親族ではない場合、「親族ではない」のマス目にチェックを入れてく
ださい。

 質問H3（3ページ）の回答と同じ順序で、ここに通常住んでいる全員の氏名を各列の一番上に記入してください。子供、乳幼児、
個別質問票を請求した人も忘れずに含めてください

 この世帯のそれぞれの人と他のメンバーとの関係を示すマス目にチェックを入れてください
 通常ここには誰も住んでおらず、2021年3月21日に宿泊している訪問客もいない場合  H7 へ

2人目の  
次の人との続柄：

3人目の  
次の人との続柄：

2人目の  
次の人との続柄：

質問 H3の回答に記入し
た1人目の氏名をここに記

入してください

あなたが一人暮らしの場
合は H7へ

1人目の氏名

1人目の氏名

例：
ここでは、両親2人と 
子供3人の世帯で、 
互いの続柄を示します

このセクションには 
書き込まないよう 
ご注意ください

世帯のメンバーに関する詳
細は、この下のセクション
に記入してください

2人目の氏名 3人目の氏名

2人目の氏名

夫または妻
法律に基づいて登録され
た市民（同性）パートナー
パートナー
息子または娘
継子
兄弟姉妹（異母・異父  
兄弟姉妹を含みます）

夫または妻
法律に基づいて登録された市民（
同性）パートナー
パートナー
息子または娘
継子
兄弟姉妹（異母・異父  
兄弟姉妹を含みます）
継兄弟または継姉妹
母または父
継母または継父
孫
祖父母
親族 – その他
親族ではない  

（里子を含みます）

夫または妻
法律に基づいて登録された市民

（同性）パートナー
パートナー
息子または娘
継子
兄弟姉妹（異母・異父  
兄弟姉妹を含みます）
継兄弟または継姉妹
母または父
継母または継父
孫
祖父母
親族 – その他
親族ではない  

（里子を含みます）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ファーストネーム（
名）

ラストネーム（姓）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

MARY ROBERT

SMITH SMITH

H6

1 1

1

2

世帯に関する質問 — 続き
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5人目（James）は、1人目 
（Mary）と2人目（Robert）の息子で、 
3人目（Alison）と4人目（Stephen） 
の兄弟です。

  人数が5人を超える場
合、追加質問票をご請求
ください

3人目の  
次の人との続柄：

4人目の  
次の人との続柄：

5人目の  
次の人との続柄：

5人目の  
次の人との続柄：

4人目の  
次の人との続柄：

4人目の氏名 5人目の氏名

3人目の氏名 4人目の氏名 5人目の氏名

夫または妻
法律に基づいて登録された市民

（同性）パートナー
パートナー
息子または娘
継子
兄弟姉妹（異母・異父  
兄弟姉妹を含みます）
継兄弟または継姉妹
母または父
継母または継父
孫
祖父母
親族 – その他
親族ではない  

（里子を含みます）

夫または妻
法律に基づいて登録され
た市民（同性）パートナー
パートナー
息子または娘
継子
兄弟姉妹（異母・異父  
兄弟姉妹を含みます）

夫または妻
法律に基づいて登録され
た市民（同性）パートナー
パートナー
息子または娘
継子
兄弟姉妹（異母・異父  
兄弟姉妹を含みます）

夫または妻
法律に基づいて登録され
た市民（同性）パートナー
パートナー
息子または娘
継子
兄弟姉妹（異母・異父  
兄弟姉妹を含みます）

夫または妻
法律に基づいて登録された市民

（同性）パートナー
パートナー
息子または娘
継子
兄弟姉妹（異母・異父  
兄弟姉妹を含みます）
継兄弟または継姉妹
母または父
継母または継父
孫
祖父母
親族 – その他
親族ではない  

（里子を含みます）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4
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あなたの世帯はこの住居を所有または賃借しています
か？

 一つのマス目だけにチェックを入れてください

 完全に所有している

 所有しているが、住宅ローンなどがある

 部分的に所有し、部分的に賃借している（分割所有）

 賃借している（住宅手当受給の有無を問わず）

 賃借料なしで住んでいる

家主は誰ですか？

 一つのマス目だけにチェックを入れてください

 住宅協会、住宅協同組合、 
公益信託、登録公営住宅供給者

 カウンシルまたは地方自治体

 個人の家主または賃貸住宅仲介業者

 世帯メンバーの雇用主

 世帯メンバーの親族または友人

 その他

この世帯の人たちが所有する、または利用可能な乗用車
もしくはライトバンは合計何台ありますか？

 私的に利用できる社用車や会社のライトバンがあれば、 
すべて含めてください

 ない

 1台

 2台

 3台

 4台

 5台以上 － 台数を記入してください

ここはどの種類の住居ですか？

次のような家または平屋住宅：
 一戸建て
 二戸建て
 テラスハウス（エンドテラスを含みます）

次のようなマンション、メゾネットまたはアパート：
 マンションやアパート専用として建てられた集合住宅内
 改造・改築された家または共用住宅の一部（貸間も含み

ます）
  改造・改築された別の建物の一部（例えば、  

以前は学校、教会または倉庫だった建物）
  商業ビル内（例えば、オフィスビルやホテル内、店舗の上

階など）

次のような移動住宅または仮設住宅： 
 トレーラーハウス、その他の移動住宅や仮設住宅

この住居のすべての部屋は、台所、浴室、トイレを含めて、す
べてこの世帯だけが使用できるドアの内側にありますか？

 はい

 いいえ、一つ以上の部屋を別の世帯と共用しています

この世帯だけが利用可能な寝室は何室ありますか？
 寝室として使うために建てられた、または改造・改築された
すべての部屋を含めてください

寝室の数

この住居には、どのような種類のセントラルヒーティン
グがありますか？

  使用しているかどうかを問わず、当てはまるものすべてにチ
ェックを入れてください

 セントラルヒーティングとは、複数の部屋に暖房を供給する
集中システムのことです 

 セントラルヒーティングはない
 本管のガスを使用
 タンクまたはボンベのガスを使用
 電気を使用（蓄熱暖房を含みます）
 石油を使用
 木質燃料を使用（例えば、薪木、木廃材、木質ペレットな

ど）
 固形燃料（例えば、石炭など）
 再生可能エネルギー（例えば、太陽熱 

やヒートポンプなど）
 地域または共同暖房ネットワーク
 その他

 H14 へ
 H14 へ

通常一人以上がここに住んでいる場合

または、 通常ここには誰も住んでいない  
（訪問客だけがここに滞在している）場合
  32ページへ

または、 通常ここには誰も住んでおらず、2021年3月21
日に滞在している訪問客もいない場合
  表紙の宣言書へ

 H12 へ
H11

H12

H13

H14

H7

H8

H9

H10

世帯に関する質問 — 続き



7ページ

質問H3の回答に記入した人たちのリストの中で、  
1人目はあなたですか？

 はい
 いいえ － このセクションには、1人目の詳細を記入してく

ださい

一年間にあなたが別の住所に滞在する日数は  
30日を超えますか？

 連続した日数でも連続しない日数でもかまいません

 いいえ
 はい － 英国内の別の住所を下に記入してください

 または、 はい － 英国外の場合は国名を記入してくださ
い

その住所はどれに当たりますか？

 軍隊の基地の住所
 自宅から離れて仕事をするときの別の住所
 学生の自宅の住所
 学生の学期中の住所
 別の親または保護者の住所
 パートナーの住所
 休暇用の別荘
 その他

学期中、通常どこに住んでいますか？

 この質問票の表紙に記載された住所
 質問6で回答した住所 

 別の住所

どこの国で生まれましたか？

 イングランド

 ウェールズ

 スコットランド

 北アイルランド

 アイルランド共和国

 その他 － その国の現在の名称を記入してください

あなたは全日制の教育を受ける学童または学生ですか？

 はい  いいえ

あなたが法律上結婚した相手、または登録した  
市民（同性）パートナーはどんな人です（でした）か？

 異性

 同性

2021年3月21日現在、あなたの法律上の婚姻状況または  
登録された市民（同性）パートナーシップ状況はどのようなも
のですか？

 一度も結婚したことがなく、 一度も市民（同性） 
パートナーシップの登録をしたことがない

 既婚
 登録した市民（同性）パートナーがいる
 別居中だが、法律上はまだ結婚している
 別居中だが、法律上はまだ市民（同性） 

パートナーがいる
 離婚
 以前は市民（同性）パートナーがいたが、現在は  

法的に解消している
 死別
 登録した市民（同性）パートナーと死別

あなたの氏名を記入していただけますか？ 
（質問H3の回答に記入した1人目）

あなたの生年月日を記入していただけますか？

あなたの性別を教えていただけますか？
 16歳以上の場合、性自認に関する質問が続きます

 女性

 男性

 8 へ

 6 へ  10 へ

 51 へ
 51 へ

 13 へ
 13 へ
 13 へ
 13 へ

ファーストネーム（名）

ミドルネーム（複数可）

ラストネーム（姓）

日 月 年

郵便番号

P 6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

個人への質問 — 1人目はここから
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生まれた国が英国以外の場合、ここに住むために最後に入
国したのはいつですか？
  英国外に短期間出かけた旅行などは含めないでください

  入国したのが2020年3月21日より前だった場合

 入国したのが2020年3月21日、 
またはそれ以後だった場合

あなたの民族グループを教えていただけますか？
 AからEまでの中から 一つ 選び、あなたの民族グループま
たは民族的背景について最もよく表している マス目一つ
にチェックを入れてください

A 白人

 イングランド人、ウェールズ人、スコットランド人、北アイル
ランド人またはイギリス人

 アイルランド人

 ジプシーまたはアイリッシュトラベラー

 ロマ民族

 その他あらゆる民族的背景の白人 － 記入してください

B 混血または複数の民族グループ

 白人とカリブ系黒人

 白人とアフリカ系黒人

 白人とアジア人

 その他あらゆる民族的背景の混血または複数の民族的
背景 － 記入してください

C アジア人またはアジア系イギリス人

 インド人

 パキスタン人

 バングラデシュ人

 中国人

 その他あらゆるアジア系の民族的背景 － 記入してくだ
さい

D 黒人、黒人イギリス人、カリブ系またはアフリカ系

 カリブ系

 アフリカ系の民族的背景 － 下に記入してください

 その他あらゆる黒人、黒人イギリス人またはカリブ系の民
族的背景 － 記入してください

E その他の民族グループ

 アラブ人

 その他あらゆる民族グループ － 記入してください

これまでここで過ごした期間を含め、英国にどのくらいの期
間滞在する予定ですか？

 12カ月未満
 12カ月以上

あなたの国民意識をどう表現しますか？

 当てはまるものにすべてチェックを入れてください

 イギリス人

 イングランド人

 ウェールズ人

 スコットランド人

 北アイルランド人

 その他 － 記入してください

あなたの一年前の通常の住所はどこでしたか？
 一年前に通常の住所がなかった場合、滞在していた  

住所を記入してください

 

 この質問票の表紙に記載された住所
 英国内の学生の学期中の住所または寄宿学校の住所

 － 学期中の住所を下に記入してください
 英国内の別の住所 － 下に記入してください

 または、 はい － 英国外の場合は国名を記入してくださ
い

 13 へ

 12 へ

月 年

郵便番号

11

14

15

13

12

個人への質問 — 1人目の続き
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あなたが16歳以上の場合
あなたが15歳以下の場合

この質問は意図的に空白にしてあります

あなたの第一言語は何語ですか？

 英語
 その他 － 記入してください（手話を含みます）

あなたは英語をどの程度話すことができますか？

とてもよく話
せる

よく話せる あまり話せ
ない

まったく話せ
ない

あなたの宗教を教えていただけますか？
 この質問への回答は任意です

 無宗教
 キリスト教（カトリック、プロテスタント、その他  

すべてのキリスト教宗派を含みます） 

 仏教
 ヒンドゥー教
 ユダヤ教
 イスラム教
 シーク教
 その他あらゆる宗教 － 記入してください

身体的または精神的な症状または病気で、12カ月以上続い
ている、または続くと思うものがありますか？

 はい

 いいえ

あなたの症状または病気のために、日常生活を営む  
能力が低下していますか？

 はい、大きく低下しています
 はい、少し低下しています
 いいえ、まったく変わりません

あなたが自認する性別は、出生時に登録された性別と同じ
ですか？
 この質問への回答は任意です

 はい

 いいえ － 自認する性別を記入してください

あなたの性的指向を最もよく表しているのは、以下のうちど
れですか？
 この質問への回答は任意です

 異性愛者

 同性愛者

 両性愛者

 その他の性的指向 － 記入してください

長期的な身体的もしくは精神的な健康状態もしくは病気の
ため、または高齢に関連する問題のため、あなたが世話を 
している人、または手助けや支援をしている人はいますか？
 有給雇用の一部として行うものはすべて除いてください

 いいえ

 はい、週に9時間以下です

 はい、週に10～19時間です

 はい、週に20～34時間です

 はい、週に35～49時間です

 はい、週に50時間以上です

あなたはどこのパスポートを持っていますか？
 当てはまるものにすべてチェックを入れてください

 英国
 アイルランド
 その他 － 記入してください

 または、 持っていない

あなたの全般的な健康状態はどうですか？

とてもよい よい 普通 悪い とても悪い

 18 へ

 20 へ

 24 へ

 26 へ
 51 へ

16

20

17

18

19

21

22

23

24

25

26

27

個人への質問 — 1人目の続き
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徒弟訓練を完了しましたか？
 例えば、職業、上級、基礎、現代など

 はい  いいえ

過去七日間に、以下のいずれかをしていましたか？
 当てはまるものにすべてチェックを入れてください
 臨時または一時的な仕事も、たとえ一時間だけでもすべて

含めてください

 被雇用者として仕事をしていた

 自営業またはフリーランスだった

 病気、休暇、一時解雇により一時的に  
仕事から離れていた

 産休または育児休暇中だった

 その他の種類の有給の仕事をしていた

 または、 上のいずれにも当てはまらない

あなたの過去七日間の状況を表しているのは、以下のうち
どれですか？
 当てはまるものにすべてチェックを入れてください

 退職している（年金受給の有無を問わず）

 就学中

 家事や家族の世話

 長期にわたる病気または障がい

 その他

あなたは過去四週間に、どのような種類のものでも、  
有給の仕事を積極的に探していましたか？

 はい
 いいえ

もし今、就業できる仕事があれば、二週間以内に開始  
することが可能ですか？

 はい
 いいえ

あなたは過去七日間に、すでに採用の決まった仕事の  
開始を待っていましたか？

 はい
 いいえ

これまで有給の仕事をしたことはありますか？

 はい、過去12カ月以内です
 はい、でも過去12カ月以内ではありません
 いいえ、一度も働いたことがありません

ディグリーレベル以上の資格を取得しましたか？
 例えば、学士、準学士、HNDまたはHNC、NVQ level 4以上の

教職または看護職など

 はい  いいえ

以前に 英国の軍隊に所属したことはありますか？

  現在軍隊に所属している人 は、「いいえ」にチェックを入れ
てください

 はい、以前正規軍に属していました
 はい、以前予備軍に属していました
 または、 いいえ

その他に取得した資格はありますか？

 当てはまるものにすべてチェックを入れてください

GCSEsまたは同等資格

 5科目以上のGCSEs（A*–C、9–4）、O levels （合格）または
CSEs（グレード1）

 その他のGCSEs、O levels もしくはCSEs（すべてのグレー
ド）またはBasic Skillsコース

AS、A level またはそれらの同等資格

 2科目以上のA levels、4科目以上のAS levels

 1科目のA level、2～3科目のAS levels

 1科目のAS level

NVQ（全国職業資格）またはその同等資格

 NVQ level 3、BTEC National、ONDもしくはONC、  
City and Guilds Advanced Craft

 NVQ level 2、BTEC General、City and Guilds Craft

 NVQ level 1

または、その他の資格がある／取得した資格はない

 その他の資格で、同等資格が不明のもの

 取得した資格はない

 39 へ
 39 へ

 39 へ
 39 へ

 39 へ

 51 へ

次のいくつかの質問は、あなたの資格に関するものです。

 あなたがイングランド、ウェールズ、または全世界で  
これまでに取得した資格を、同等の資格も含めてすべて記
載してください。 現在は使用していなくてもかまいません。

残りの質問では、あなたの主な仕事について、または現在働
いていない場合は、前の主な仕事について回答してください。
 あなたの主な仕事とは、あなたが通常最も長時間従事する
（していた）仕事のことです

29

33

34

35

36

37

38

30

31

32

39

28
個人への質問 — 1人目の続き
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あなたの主な仕事では、雇用形態はどのようなものです 
（でした）か？

 被雇用者
 自営業またはフリーランスで、従業員はいない
 自営業で、従業員がいる あなたの主な仕事では、週に通常何時間働いていますか？

 有給および無給の残業を含みます

0～15時間 16～30時間 31～48時間 49時間以上

主にどこで仕事をしますか？

 職場で、または連隊本部に出勤して
 自宅で 
 沖合設備で
 決まった場所はない

あなたの職場または連隊本部の住所はどこですか？

通常、職場にはどのような交通手段で通勤していますか？
 通常の通勤の中で、 距離にして最も長い部分について、一
つのマス目だけにチェックを入れてください

 主に自宅で仕事をしている
 地下鉄、メトロ、軽鉄道（ライトレール）、路面電車
 鉄道
 バス、マイクロバスまたは長距離バス
 タクシー
 オートバイ、スクーターまたは原付（モペッド）
 乗用車またはライトバンを運転
 乗用車またはライトバンに同乗
 自転車
 徒歩
 その他

働いている（いた）組織または企業の名称を  
教えていただけますか？
 自営業である（だった）場合は、その事業名を記入してくだ
さい

 または、 組織ではない、もしくは私的な個人 
のために働いている（いた）

あなたの正式な（元の）役職名を教えていただけますか？
 例えば、 小売販売員（RETAIL ASSISTANT）、事務所清掃員
（OFFICE CLEANER）、訪問看護士（DISTRICT NURSE）、小学校

教員（PRIMARY SCHOOL TEACHER）など
 等級や給与帯は記入しないでください

主な仕事では何をしている（いた）か、簡単に説明してくだ
さい。

日常業務として、他の従業員の仕事を監督しています 
（いました）か？

 はい  いいえ

 51 へ
 51 へ

 51 へあなたの組織、企業またはフリーランスの仕事の  
主な事業・業務は何です（でした）か？
 例えば、 衣類小売（CLOTHING RETAIL）、総合病院（GENERAL 
HOSPITAL）、 初等教育（PRIMARY EDUCATION）、食品卸売

（FOOD WHOLESALE）など
  公務員の場合（だった場合）は、 CIVIL SERVICEと記入してく

ださい
 地方公務員の場合（だった場合）は、 LOCAL GOVERNMENT
と記入し、 その自治体内のあなたの部署名を記入してくだ
さい

先週、仕事に就いていた場合
先週、一時的に仕事を離れていた場合
先週、仕事に就いていなかった場合

1人目に対する質問は以上です。
  2人目に対する質問へ
または、 この世帯には他に誰もいない場合
  裏表紙の訪問客に関する質問へ
または、 ここに滞在している訪問客がいない場合
  表紙の宣言書へ

 47 へ
 47 へ

 51 へ

郵便番号

44

45

46

47

48

49

50

51

40

41

42

43

個人への質問 — 1人目の続き
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質問H5の回答には何人の訪問客を記入しましたか？

 一人～三人の訪問客 － それぞれの訪問客について、以下のV1からV4までの質問に回答してください
 四人以上の訪問客 － 最初の三人の訪問客について、以下のV1からV4までの質問に回答した後、 www.census.gov.uk から、

または 0800 141 2021 に電話して追加質問票を請求してください

この訪問客の氏名は？V1

この訪問客の氏名は？V1

この訪問客の氏名は？V1

この訪問客の英国内の通常住所はどこですか？

 または、 英国外の場合は国名を記入してください

V4

この訪問客の英国内の通常住所はどこですか？

 訪問客Aと同じ住所

 または、 英国外の場合は国名を記入してください

V4

この訪問客の英国内の通常住所はどこですか？

 訪問客Aと同じ住所

 または、 英国外の場合は国名を記入してください

V4

この訪問客の生年月日はいつですか？V2

この訪問客の生年月日はいつですか？V2

この訪問客の生年月日はいつですか？V2

この訪問客の性別は？

 女性  男性

V3

この訪問客の性別は？

 女性  男性

V3

この訪問客の性別は？

 女性  男性

V3

訪問客A

訪問客B

訪問客C

それでは、表紙の宣言書に進んでください

ファーストネーム（名）

ファーストネーム（名）

ファーストネーム（名）

ラストネーム（姓）

ラストネーム（姓）

ラストネーム（姓）

日 月 年

日 月 年

日 月 年

郵便番号

郵便番号

郵便番号

V

訪問客に関する質問
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2021年国勢調査：あなたのプライバシーを保護しながら、あなたの情報
を使用します

私たち（ONS）は、社会の現状を詳細に把握する一助として、あなたの質問票からデータを収集し
て使用します。イングランドおよびウェールズの国勢調査から作成する統計情報は、政府および地
方自治体が教育、医師の診療所、道路などの地域サービスを計画し、資金供給を行うために役立
ちます。法律（1920年国勢調査法）により、国勢調査を行うことが認められています。国勢調査への
参加は義務であり、情報を提供しないこと、または虚偽の情報を提供することは犯罪です。これは、
起訴につながる可能性があります。調査を受ける人や調査員を保護するため、不動産または個人
に関する情報を記録することがあります。また、オンラインサービスの改善を可能にするため、この
調査票にオンラインで回答する人に関する情報を収集します。

誰がその情報にアクセスできるのか？
サードパーティのプロバイダーが、ONSの指示に従って作業し、国勢調査の実施をサポートします。
適法であり明確な公共の価値がある場合、後に一部のデータは認定を受けた研究調査員に提供
されることがあります。ONSの統計その他の研究調査では、個人を特定することはありません。さ
らに詳しくは、ONSのウェブサイトをご覧ください。 

個人データを保管する期間は？
ONSは、当初収集した目的を果たすために必要な最低量の個人データを保持します。適切な場
合、個人データは消去するか、匿名化します。国勢調査回答のデータセットは、英国国立公文書館
に100年間保管され、管理されます。 

あなたの権利
あなたには、あなたの個人データを保持するすべてのデータ管理者に対して、あなたについて保持
する情報へのアクセスを要求すること、誤った情報を訂正するよう依頼すること、ならびにあなた
の個人データの処理に異議を申し立てることができる法律上の権利があります。また、すべてのデ
ータ管理者に対して、あなたについて保持している可能性のあるすべての個人データを消去する
こと、あなたの個人データの処理を停止すること、またあなたについて保持しているすべてのデー
タを別のデータ管理者に移転するよう依頼する権利がある場合もあります。統計上の目的のみで
データを保持する場合、ONSはそれに応じる必要がない場合もあります。データ主体として法律上
の権利を行使することをご希望の場合、ONSのデータ保護責任者にご連絡ください。 

連絡先：
データ管理者： 01329 444972、census.customerservices@ons.gov.uk、 
Census Customer Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, 
Fareham, Hampshire, PO15 5RR

ONSデータ保護責任者： 0845 601 3034、DPO@statistics.gov.uk、 
Data Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, 
Fareham, Hampshire, PO15 5RR 

情報コミッショナーオフィス： 0303 123 1113、casework@ico.org.uk、 
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF  
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