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●変更点その１ ●変更点その２

シリーズ国勢調査②

　平成27年10月１日現在で、全国一斉に実施される国勢調査。
前回の国勢調査との変更点をお知らせし、皆さんが感じている
調査への疑問や不安についてQ＆Aでお答えします。

問 総務課　総務管理担当（☎358-0621）

○封入提出した場合
調査員は封筒を開封せず、封をしたまま市町村に届けます。
調査員が調査票の内容を確認することはありません。

○封入せずに提出した場合
調査員により調査票の記入漏れ、記入誤りなどの確認をさせ
ていただきます。

〇インターネット回答のメリット
１　 仕事の都合などで日中不在がちな世帯の

方でも、回答期間内であれば24時間お好
きな時間に回答できます。

２　 回答時間が短縮され、記入漏れがなく容
易に提出できます。

9/10（木）～12（土） 9/10（木）～20（日）

9/26（土）～30（水） 10/1（木）～7（水）

➡ ➡

➡ ➡

インターネット
回答用 ID等を
世帯に配布

パソコンや
スマートフォン
から回答

調査終了

インターネット回答用IDはセ
キュリティ確保のため、原則
再発行しません。調査終了ま
で大切に保管してください。

調査票に回答
調査員に手渡
しまたは郵便
ポストへ投函

調査終了
インターネット回答
のなかった世帯へ
調査票を配布

※ ９/10（木）～20（日）の期間内にインターネットで回答
していただいた世帯には、紙の調査票は配布しません。

Q　インターネットが使えな
いので、はじめから紙の調査
票を渡してもらえるの？
A　「インターネット回答の利用
案内」は全世帯に配布すること
とされています。インターネッ
ト回答をされない世帯へは紙の
調査票を9月26日～9月30日に
配布しますので、ご了承願います。

～2016 市制移行へ～

国勢調査 日本の〝今〟を 映し出す
（標語一般部門　総務大臣賞）

国勢調査国勢調査国勢調査

成田東小学校
せせらぎコンサート
　６月26日（金）、成田東
小学校でせせらぎコンサー
トが開催されました。児童
たちは、学年ごとに日頃か
ら練習してきた歌を披露
し、集まった保護者・地域
の皆さんの心に響く素敵な
ハーモニーを奏でました。

カンキョウマンと
子どもエコ教室
　７月１日（水）、富ケ丘
公民館でカンキョウマン
と子どもエコ教室が開催
されました。子どもたち
は、カンキョウマンとの
勉強会やクイズイベント
等を通して、楽しくエコ
について学びました。

ドッチボール大会
　７月17日（金）、日吉台公民館でドッチボール大会
が行われました。子どもたち全員が元気いっぱいの
力強いプレーを見せ、どの試合も白熱し盛り上がり
ました。

Q　インターネット回答は便
利そうだけど、個人情報の流
出が心配だけど大丈夫なの？
A　回答データはすべて暗号化
され国に直接送信されます。ま
た、不正なアクセスなどの監視
を24時間行っていますので、個
人情報は厳重に守られますので
ご安心ください。

Q　国勢調査に必ず回答しな
ければならないのですか？

A　すべての世帯の方に必ず回
答していただくこととしていま
す。国勢調査は日本国内に住む
すべての人や世帯の実態を明ら
かにする調査になりますので、
ご協力お願いします。

平成22年
前回

調査員に調査票提出の際、封筒に入れ封をし
て提出（封入提出）

提出時の封入を選択できる任意封入方式とな
ります

平成22年
前回

回答方法は、紙の調査票で
の回答のみ

紙の調査票のほか、インターネッ
トによる回答が可能になります

平成27年
今回

平成27年
今回　明石町内会は、富谷町の南東部に位置し、田んぼや畑

など農業が盛んです。また、ブルーベリーつみとり農園
や大黒澤苑、動物愛護センターなど地区独自の施設が多
くあり、町内外から多くの方が訪れる地区です。
　年間を通してクリーン作戦や花壇作り、河川の草刈り
など定期的に行っており、地区の特徴・自慢である豊か
な自然を住民皆で維持しています。近年は、その自然を
残しつつも道路整備等が進み、明石台や成田団地も近く
なり、非常に便利になっています。
　明石の自慢は何と言っても町の特産品であるブルーベ
リーです。町内唯一の摘み取り農園があり、毎年小学生
や家族連れが訪れ、旬のブルーベリーを堪能しています。

地区ごとで見た生産量も明石が一番多く、ブルー
ベリー加工工場もあります。
　また、祭田あったか炭クラブも活発に活動して
います。炭クラブでは、明石地区農家の有志で結

成されており、木の切り出しから運搬、炭入れ、火力の
調整などすべて自分たちの手で行っています。ここ数年、
町主催のウォーキング行事では、参加した皆さんへ炭ク
ラブの炭を利用して焼き芋を振る舞いました。
　このように地区住民が活発に活動している同地区です
が、次の担い手がいないということが大きな課題となっ
ています。将来的には、農業だけでなく、生産していな
い田んぼや空いている土地などを利用し、パークゴルフ
場や公園などの整備を行政と進めていくことも考えてい
ます。地の利を活かし、使われていない土地を有効活用
することで、仙台市や富谷の団地に住む方々と交流を図
り、新たな活気を生み出していきたいと思います。

役場
東
北
自
動
車
道

仙台北部道路
富谷JCT

富谷I.C.

★明石町内会

明石町内会 会　長　相澤　明 さん
会員数　47世帯

私たちの
町内会
地域の源
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