
インドネシア共和国

2020年国勢調査

SP2020-C1

105. 所帯主の氏名 :

107. 連絡がとれている家族

:a. 氏名

:
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302. 電力を利用していますか

303. ご家庭の飲用水は主にどこから供給されていますか。

201. 氏名 :

202. コード :

203. 実施日 /: /

1. はい、 PLN 利用、 900ワット以上

2. はい、 PLN 利用、450ワットまたは 900ワット

3. はい、 PLN 利用、電力メーターなし

4. はい、PLN以外からの電力を利用しています

5. 電力を利用していない

1. 市販の詰め替え飲用水

2. 水道

3. ポンプ・掘抜き井戸

4. 井戸

5. 泉

6. 河川・湖

7. 雨水

8. その他

305. ご自宅で最も広い床の床材は何ですか。

1.セラミック・大理石・花崗岩

2. タイル

3. セメント

4. 木材・板

5. 竹

6. 土間

7. その他      

アンケート記入の注意事項：

 2B鉛筆を使用すること

 訂正する場合は消しゴムで訂正される個所

をきれいに消すこと

 本記入用紙がきれいで乾いている状況にし

ましょう。折ってはいけません

101.          州    県・市*)    郡      村*)

家族の順番

106. 家族の人数 :

102. 最小単位名 / 非最小単位名*)

103. 最小単位のコード / 非最小単位コード*) 番地

104. 住所 :

:

2    0    2   0

第2部　調査員について

301. 現在のご自宅となる建物
1. 自己所有（マイホーム）

2. 賃借り

3. 無償で入居している（居候） 

4. 社宅

5. その他

304. ご自宅には大便のための便所または浄化 

    槽がありますか。 

         1.はい、浄化槽がついている 

2.はい、浄化槽がない

3. いいえ

部のうちの第 部

1. はい 2. いいえ

記入例：

第3部　自宅となる建物の所有形態

第1部　住所について

現住所

b. 携帯番号 

調査員 調査班の責任者 
(2) (3)(1)

/ / 2    0    2   0

SP2020-DP一覧表の質問101、102及び103の回答コードを写してください

-

: : : :

極秘

*) 該当しない箇所を二重線で消すこと

 

:



053. 電車の操縦士

054. 技士

055. 大臣 

056. 水先案内人

057. 漁師

058. 公証人

059. 機械技師

060. 法廷の書記官

061. 産婆

062. シャーマン

063. 神父

064. 商人

065. 行商人（飲食品）

066. 行商人（非飲食品）

067. オンライン商人

068. 仕立屋

069. 印刷業の従業員
070.スポーツのインストラクタ

071.レストラン・料理屋の給仕

072. 店員

073. メード

074. 食品の製造業者 

075. 飲料の製造業者

076. タバコ加工業の従業員
077.靴・かばんの製造業の従業員

078. 債務取立人

079. カウンセラー

080. 服装デザイナ

081. 理髪師

082. 美容師

083. 牧師

084. 研究者

085. 翻訳者

086. 弁護士

087. ベビーシッター
088.オンラインバイク・タクシ

       ー・ドライバー

089.バイク・タクシー・ド

       ライバー

090. 石工

091. 木材・竹細工の職人
092.皮革製品及び繊維加工業者

093. 金属加工業者

094. 装身具加工業者

095. 陶磁器職人

096. 守衛

097. 仕立屋

001. 会計士
002.上院議員（インドネシア全国各

       州を代表する国会議員）

003. 州・県・市議員

004. 国会議員

005. 薬剤師

006. 建築士

007. 薬剤師助手

008. 在外大使館参事

009. 選手

010. 船乗り

011. 修道士・修道女

012. 助産婦

013. 株式取引ブローカー

014. 県長

015. 荷役労働者

016. 建設労働者

017. 産業労働者

018. 漁業労働者

019. 鉱山労働者

020. 農業・林業労働者

021. 畜産業労働者

022. 郡長

023. 料理人

024. 代表取締役 (CEO)

025. 企業の渉外担当者

026. 歯医者

027. 獣医

028. 専門医

029. 医者

030. 大学教員

031. 大使

032. フォトグラファー

033. 知事

034. 教諭

035. 裁判官

036. 最高裁判官

037.モスク（イスラム礼拝所）

        の住職

038. 検事

039. 検事総長

040. 製図技術者

041. 料理人

042. カメラマン

043. 船長

044. レジ

045. 隣組長

046. 村の長老

047. 組合長

048. コンサルタント

049. 配達夫

050. 村長

051. 業者

052. 総支配人

127. 銀行員

128. 洗濯を職業とする者

129. 清掃員

130. 事務員

131. 国軍

132. 建設労働者

133. 塗装職人 

134. 床屋

135. コピー（複写）業者

136. 入れ歯職人

137. ガラスを取り付ける職人 

138. 大工 

139. 合鍵作製の職員

140. 溶接工

141. 電気工事の職人

142. マッサージ師

143. 配管職人

144.Tシャツに柄をプリントす

       る職人

145. 靴修理の職人

146. タイヤ修理職人

147. 樵

148. イスラム教の宗教師

149. 副県長

150. 副知事

151. 副大統領

152. 助役

153.市長

154. 記者

155. その他

098. 作家

099. イベント・オーガナイザー

100. ラジオ・アナウンサ

101. テレビ・キャスタ

102. 占い師

103. ファッションデザイナー

104. 村役人

105. 看護師

106. 水産物養殖業者

107. 農民・プランター

108. 畜産業者

109. パイロット

110. 官職にある国家公務員

111. 一般国家公務員

112. 役職付き国家公務員

113. 警察

114. キャビンアテンダント

115. 大統領 

116. プログラマー

117. 精神科医

118. 心理学者

119. 広報担当

120. 受付

121. 秘書

122. 芸術家

123. 運転手 

124. スーパーバイザー

125. 伝統療法の医者

126. 技術士
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職業コード
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第4部　住民に関するデータ

SP2020DP一覧表にコード1または

3の欄に(P)をつけてください。
既にオンライン国勢調査      に必要 

事項を記入した

州 県・市 郡 村 最小単位のコード/ 

非最小単位のコード 家族の順番 家族構成員の順番

-

番地 

*)該当しない箇所を二重線で消すこと

2. 女

402. 性別

1. 男

2. 外国籍

407. 国籍

質問409へ1.インドネシア国籍

1. はい

     404.現住所は戸籍謄本記載の住所と一致していますか。

2.いいえ

408. 部族 (調査班責任者がコード
を記入する )

住民基本番号を記入したら質問404へ

403.a. 住民基本番号    

401. 戸籍謄本または身分証明書記載の氏名

b.住民基本番号が記入されていない場合、

     
1.書類が紛失・破損したため

2.戸籍謄本または身分証明書をまだ持っていない、または持っていない

3.戸籍謄本または身分証明書は他所にある

409. 宗教・信仰

1. イスラム教

2. キリスト教

3. カトリック

4. ヒンズー教

5. 仏教

6. 儒教

7. 民間信仰

8.その他（記入してください）

406.a.民事登録事務所発行の出生証明書を持っていますか。

1.はい

2.持っていない

3.分からない

質問407へ

質問407へ

b. 出生証明書を持っていない主な理由は何ですか。

1. 費用が払えない

2.出生証明書の手続きをす
 る役所の場所が遠い  

3.出生証明書が必要 

であることが分からない
4. その他

/ /
c. 生年月日 年齢 (．．．才)

:

405.a. 出身地

:州                       

県・市*)        

(調査班責任者がコ
ードを記入する )

インドネシア生まれ: 

外国生まれ:

国       :

b.現住所は戸籍謄本または身分証明書記載の住所と一致していますか。
1. はい 2.いいえ・戸籍謄本または身分証明書を持って

b.「既婚」または「離別」または「死別」の場合、結

410.a. 婚姻状態

質問411へ1. 未婚

2. 既婚

3. 離別

4. 死別

第5部　5才以上の住民

411. 所帯主との続き柄

07. 親

08. 義理の親

09. 親族

10. メード

11. その他

01. 所帯主

02. 夫

03. 妻

04. 子

05. 義理の子

06. 孫

413. 最終学歴

01. 未就学

02. 小学校中途退学

03. 小学校卒業

04. 中学校卒業

05. 高等学校卒業

06. 専門学校卒業

07. 短期大学卒業

08. 大学卒業

09.修士課程修了

10.博士課程修了

b.現住所に入居してから一年間未満の場合、 

1.  はい 2. いいえ

一年間以上経ちました。 一年間以上

412.a. 現住所に居住する期間 

現住所に入居してから一年間以上経ちましたか。

1.はい, 

一年未満数か月間です。2. いいえ,
 (四捨五入でお願いします)

質問413へ

(四捨五入でお願いします)

 504. 就労の形態

1.自営業・他者が無償で 3. 会社員

2.自営業、従業員を雇用し 4. 家族労働者（無償）

1. はい

b. 定年退職しましたか。
(退職金・年金を受給している)

2.いいえ

仕事していない (質問 502.a.iに 

Ѵをコード2につけた)場合、次の家族構成員の項目へ

502.a. 日常活動について
1. はい 2. いいえ

i. 仕事している？

ii. 主婦・主夫？

iii. 就学している？

iv.その他（あれば、教えてく 

1. はい

501. インドネシア語が話せますか。

2. いいえ

503. 職業
(調査班責任者がコード

を記入する )(できる限り詳細に記入してください)

 その理由を説明してください。 :

     

(調査班責任者がコ
ードを記入する )

いない

婚証明書または離婚証明書または亡き配偶者の死亡証

明書の番号を記入してください。  

今後も現住 所に定住する予定ですか。 

ださい）

協力してくれる

ている
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第4部　住民に関するデータ

SP2020DP一覧表にコード1また

は3の欄に(P)をつけてください

既にオンライン国勢調査      に必要 

事項を記入した

家族構成員の順番

*)該当しない箇所を二重線で消すこと

2. 女

402. 性別

1. 男

1. はい

     404. 現住所は戸籍謄本記載の住所と一致していますか。

2. いいえ

住民基本番号を記入したら質問404へ

403.a. 住民基本番号    

401. 戸籍謄本または身分証明書記載の氏名

b. 住民基本番号が記入されていない場合、

1. 書類が紛失・破損したため

2.戸籍謄本または身分証明書をまだ持っていない、または持っていない

3.戸籍謄本または身分証明書は他所にある

406.a. 民事登録事務所発行の出生証明書を持っていますか。

1. はい

2. 持っていない

3. 分からない

質問407へ

質問407へ

b. 出生証明書を持っていない主な理由は何ですか。

/ /
c. 生年月日 年齢 (．．．才)

:

405.a. 出身地

:州

県・市*)        

(調査班責任者がコードを
記入する )

インドネシア生まれ: 

外国生まれ:

国     :

b.現住所は戸籍謄本または身分証明書記載の住所と一致していますか。
1. はい 2. いいえ・戸籍謄本または身分証明書を持って

第5部　5才以上の住民

その理由を説明してください。 :

(調査班責任者がコードを
記入する )

いない

1. 費用が払えない

2.出生証明書の手続きをす
 る役所の場所が遠い  

3.出生証明書が必要 

であることが分からない
4. その他

2. 外国籍

407. 国籍

1.インドネシア国籍

408. 部族 (調査班責任者がコード
を記入する )

409. 宗教・信仰

1. イスラム教

2. キリスト教

3. カトリック

4. ヒンズー教

5. 仏教

6. 儒教

7. 民間信仰

8.その他（記入してください）

b.「既婚」または「離別」または「死別」の場合、結

410.a. 婚姻状態

質問411へ1. 未婚

2. 既婚

3. 離別

4. 死別

婚証明書または離婚証明書または亡き配偶者の死亡証

明書の番号を記入してください。  

411. 所帯主との続き柄

07. 親

08. 義理の親

09. 親族

10. メード

11. その他

01. 所帯主

02. 夫

03. 妻

04. 子

05. 義理の子

06. 孫

b.現住所に入居してから一年間未満の場合、 

1.  はい 2. いいえ

一年間以上

412.a. 現住所に居住する期間 

現住所に入居してから一年間以上経ちましたか。

1.はい, 

一年未満2. いいえ,
 (四捨五入でお願いします)

質問413へ

(四捨五入でお願いします)

今後も現住 所に定住する予定ですか。 

413. 最終学歴

01. 未就学

02. 小学校中途退学

03. 小学校卒業

04. 中学校卒業

05. 高等学校卒業

06. 専門学校卒業

09.修士課程修了

10.博士課程修了

 504. 就労の形態

1.自営業・他者が無償で 3. 会社員

2.自営業、従業員を雇用し 4. 家族労働者（無償）

1. はい

b. 定年退職しましたか。
(退職金・年金を受給している)

2.いいえ

仕事していない (質問 502.a.iに 

Ѵをコード2につけた)場合、次の家族構成員の項目へ

502.a. 日常活動について
1. はい 2. いいえ

i. 仕事している？

ii. 主婦・主夫？

iii. 就学している？

iv.その他（あれば、教えてく 

1. はい

501. インドネシア語が話せますか。

2. いいえ

503. 職業
(調査班責任者がコード

を記入する )(できる限り詳細に記入してください)

ださい）

協力してくれる

ている
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第4部　住民に関するデータ

SP2020DP一覧表にコード1または

3の欄に(P)をつけてください。
既にオンライン国勢調査      に必要 

事項を記入した

州 県・市 郡 村 最小単位のコード/ 

非最小単位のコード 家族の順番 家族構成員の順番

-

番地 

*)該当しない箇所を二重線で消すこと

2. 女

402. 性別

1. 男

2. 外国籍

407. 国籍

質問409へ1.インドネシア国籍

1. はい

     404.現住所は戸籍謄本記載の住所と一致していますか。

2.いいえ

408. 部族 (調査班責任者がコード
を記入する )

住民基本番号を記入したら質問404へ

403.a. 住民基本番号    

401. 戸籍謄本または身分証明書記載の氏名

b.住民基本番号が記入されていない場合、

     
1.書類が紛失・破損したため

2.戸籍謄本または身分証明書をまだ持っていない、または持っていない

3.戸籍謄本または身分証明書は他所にある

409. 宗教・信仰

1. イスラム教

2. キリスト教

3. カトリック

4. ヒンズー教

5. 仏教

6. 儒教

7. 民間信仰

8.その他（記入してください）

406.a.民事登録事務所発行の出生証明書を持っていますか。

1.はい

2.持っていない

3.分からない

質問407へ

質問407へ

b. 出生証明書を持っていない主な理由は何ですか。

1. 費用が払えない

2.出生証明書の手続きをす
 る役所の場所が遠い  

3.出生証明書が必要 

であることが分からない
4. その他

/ /
c. 生年月日 年齢 (．．．才)

:

405.a. 出身地

:州                       

県・市*)        

(調査班責任者がコ
ードを記入する )

インドネシア生まれ: 

外国生まれ:

国       :

b.現住所は戸籍謄本または身分証明書記載の住所と一致していますか。
1. はい 2.いいえ・戸籍謄本または身分証明書を持って

b.「既婚」または「離別」または「死別」の場合、結

410.a. 婚姻状態

質問411へ1. 未婚

2. 既婚

3. 離別

4. 死別

第5部　5才以上の住民

411. 所帯主との続き柄

07. 親

08. 義理の親

09. 親族

10. メード

11. その他

01. 所帯主

02. 夫

03. 妻

04. 子

05. 義理の子

06. 孫

413. 最終学歴

01. 未就学

02. 小学校中途退学

03. 小学校卒業

04. 中学校卒業

05. 高等学校卒業

06. 専門学校卒業

07. 短期大学卒業

08. 大学卒業

09.修士課程修了

10.博士課程修了

b.現住所に入居してから一年間未満の場合、 

1.  はい 2. いいえ

一年間以上経ちました。 一年間以上

412.a. 現住所に居住する期間 

現住所に入居してから一年間以上経ちましたか。

1.はい, 

一年未満数か月間です。2. いいえ,
 (四捨五入でお願いします)

質問413へ

(四捨五入でお願いします)

 504. 就労の形態

1.自営業・他者が無償で 3. 会社員

2.自営業、従業員を雇用し 4. 家族労働者（無償）

1. はい

b. 定年退職しましたか。
(退職金・年金を受給している)

2.いいえ

仕事していない (質問 502.a.iに 

Ѵをコード2につけた)場合、次の家族構成員の項目へ

502.a. 日常活動について
1. はい 2. いいえ

i. 仕事している？

ii. 主婦・主夫？

iii. 就学している？

iv.その他（あれば、教えてく 

1. はい

501. インドネシア語が話せますか。

2. いいえ

503. 職業
(調査班責任者がコード

を記入する )(できる限り詳細に記入してください)

 その理由を説明してください。 :

     

(調査班責任者がコ
ードを記入する )

いない

婚証明書または離婚証明書または亡き配偶者の死亡証

明書の番号を記入してください。  

今後も現住 所に定住する予定ですか。 

ださい）

協力してくれる

ている



第6ページ

第4部　住民に関するデータ

SP2020DP一覧表にコード1また

は3の欄に(P)をつけてください

既にオンライン国勢調査      に必要 

事項を記入した

家族構成員の順番

*)該当しない箇所を二重線で消すこと

2. 女

402. 性別

1. 男

1. はい

     404. 現住所は戸籍謄本記載の住所と一致していますか。

2. いいえ

住民基本番号を記入したら質問404へ

403.a. 住民基本番号    

401. 戸籍謄本または身分証明書記載の氏名

b. 住民基本番号が記入されていない場合、

1. 書類が紛失・破損したため

2.戸籍謄本または身分証明書をまだ持っていない、または持っていない

3.戸籍謄本または身分証明書は他所にある

406.a. 民事登録事務所発行の出生証明書を持っていますか。

1. はい

2. 持っていない

3. 分からない

質問407へ

質問407へ

b. 出生証明書を持っていない主な理由は何ですか。

/ /
c. 生年月日 年齢 (．．．才)

:

405.a. 出身地

:州

県・市*)        

(調査班責任者がコードを
記入する )

インドネシア生まれ: 

外国生まれ:

国     :

b.現住所は戸籍謄本または身分証明書記載の住所と一致していますか。
1. はい 2. いいえ・戸籍謄本または身分証明書を持って

第5部　5才以上の住民

その理由を説明してください。 :

(調査班責任者がコードを
記入する )

いない

1. 費用が払えない

2.出生証明書の手続きをす
 る役所の場所が遠い  

3.出生証明書が必要 

であることが分からない
4. その他

2. 外国籍

407. 国籍

1.インドネシア国籍

408. 部族 (調査班責任者がコード
を記入する )

409. 宗教・信仰

1. イスラム教

2. キリスト教

3. カトリック

4. ヒンズー教

5. 仏教

6. 儒教

7. 民間信仰

8.その他（記入してください）

b.「既婚」または「離別」または「死別」の場合、結

410.a. 婚姻状態

質問411へ1. 未婚

2. 既婚

3. 離別

4. 死別

婚証明書または離婚証明書または亡き配偶者の死亡証

明書の番号を記入してください。  

411. 所帯主との続き柄

07. 親

08. 義理の親

09. 親族

10. メード

11. その他

01. 所帯主

02. 夫

03. 妻

04. 子

05. 義理の子

06. 孫

b.現住所に入居してから一年間未満の場合、 

1.  はい 2. いいえ

一年間以上

412.a. 現住所に居住する期間 

現住所に入居してから一年間以上経ちましたか。

1.はい, 

一年未満2. いいえ,
 (四捨五入でお願いします)

質問413へ

(四捨五入でお願いします)

今後も現住 所に定住する予定ですか。 

413. 最終学歴

01. 未就学

02. 小学校中途退学

03. 小学校卒業

04. 中学校卒業

05. 高等学校卒業

06. 専門学校卒業

09.修士課程修了

10.博士課程修了

 504. 就労の形態

1.自営業・他者が無償で 3. 会社員

2.自営業、従業員を雇用し 4. 家族労働者（無償）

1. はい

b. 定年退職しましたか。
(退職金・年金を受給している)

2.いいえ

仕事していない (質問 502.a.iに 

Ѵをコード2につけた)場合、次の家族構成員の項目へ

502.a. 日常活動について
1. はい 2. いいえ

i. 仕事している？

ii. 主婦・主夫？

iii. 就学している？

iv.その他（あれば、教えてく 

1. はい

501. インドネシア語が話せますか。

2. いいえ

503. 職業
(調査班責任者がコード

を記入する )(できる限り詳細に記入してください)

ださい）

協力してくれる

ている



第7ページ

第4部　住民に関するデータ

SP2020DP一覧表にコード1または

3の欄に(P)をつけてください。
既にオンライン国勢調査      に必要 

事項を記入した

州 県・市 郡 村 最小単位のコード/ 

非最小単位のコード 家族の順番 家族構成員の順番

-

番地 

*)該当しない箇所を二重線で消すこと

2. 女

402. 性別

1. 男

2. 外国籍

407. 国籍

質問409へ1.インドネシア国籍

1. はい

     404.現住所は戸籍謄本記載の住所と一致していますか。

2.いいえ

408. 部族 (調査班責任者がコード
を記入する )

住民基本番号を記入したら質問404へ

403.a. 住民基本番号    

401. 戸籍謄本または身分証明書記載の氏名

b.住民基本番号が記入されていない場合、

     
1.書類が紛失・破損したため

2.戸籍謄本または身分証明書をまだ持っていない、または持っていない

3.戸籍謄本または身分証明書は他所にある

409. 宗教・信仰

1. イスラム教

2. キリスト教

3. カトリック

4. ヒンズー教

5. 仏教

6. 儒教

7. 民間信仰

8.その他（記入してください）

406.a.民事登録事務所発行の出生証明書を持っていますか。

1.はい

2.持っていない

3.分からない

質問407へ

質問407へ

b. 出生証明書を持っていない主な理由は何ですか。

1. 費用が払えない

2.出生証明書の手続きをす
 る役所の場所が遠い  

3.出生証明書が必要 

であることが分からない
4. その他

/ /
c. 生年月日 年齢 (．．．才)

:

405.a. 出身地

:州                       

県・市*)        

(調査班責任者がコ
ードを記入する )

インドネシア生まれ: 

外国生まれ:

国       :

b.現住所は戸籍謄本または身分証明書記載の住所と一致していますか。
1. はい 2.いいえ・戸籍謄本または身分証明書を持って

b.「既婚」または「離別」または「死別」の場合、結

410.a. 婚姻状態

質問411へ1. 未婚

2. 既婚

3. 離別

4. 死別

第5部　5才以上の住民

411. 所帯主との続き柄

07. 親

08. 義理の親

09. 親族

10. メード

11. その他

01. 所帯主

02. 夫

03. 妻

04. 子

05. 義理の子

06. 孫

413. 最終学歴

01. 未就学

02. 小学校中途退学

03. 小学校卒業

04. 中学校卒業

05. 高等学校卒業

06. 専門学校卒業

07. 短期大学卒業

08. 大学卒業

09.修士課程修了

10.博士課程修了

b.現住所に入居してから一年間未満の場合、 

1.  はい 2. いいえ

一年間以上経ちました。 一年間以上

412.a. 現住所に居住する期間 

現住所に入居してから一年間以上経ちましたか。

1.はい, 

一年未満数か月間です。2. いいえ,
 (四捨五入でお願いします)

質問413へ

(四捨五入でお願いします)

 504. 就労の形態

1.自営業・他者が無償で 3. 会社員

2.自営業、従業員を雇用し 4. 家族労働者（無償）

1. はい

b. 定年退職しましたか。
(退職金・年金を受給している)

2.いいえ

仕事していない (質問 502.a.iに 

Ѵをコード2につけた)場合、次の家族構成員の項目へ

502.a. 日常活動について
1. はい 2. いいえ

i. 仕事している？

ii. 主婦・主夫？

iii. 就学している？

iv.その他（あれば、教えてく 

1. はい

501. インドネシア語が話せますか。

2. いいえ

503. 職業
(調査班責任者がコード

を記入する )(できる限り詳細に記入してください)

 その理由を説明してください。 :

     

(調査班責任者がコ
ードを記入する )

いない

婚証明書または離婚証明書または亡き配偶者の死亡証

明書の番号を記入してください。  

今後も現住 所に定住する予定ですか。 

ださい）

協力してくれる

ている



第8ページ

第4部　住民に関するデータ

SP2020DP一覧表にコード1また

は3の欄に(P)をつけてください

既にオンライン国勢調査      に必要 

事項を記入した

家族構成員の順番

*)該当しない箇所を二重線で消すこと

2. 女

402. 性別

1. 男

1. はい

     404. 現住所は戸籍謄本記載の住所と一致していますか。

2. いいえ

住民基本番号を記入したら質問404へ

403.a. 住民基本番号    

401. 戸籍謄本または身分証明書記載の氏名

b. 住民基本番号が記入されていない場合、

1. 書類が紛失・破損したため

2.戸籍謄本または身分証明書をまだ持っていない、または持っていない

3.戸籍謄本または身分証明書は他所にある

406.a. 民事登録事務所発行の出生証明書を持っていますか。

1. はい

2. 持っていない

3. 分からない

質問407へ

質問407へ

b. 出生証明書を持っていない主な理由は何ですか。

/ /
c. 生年月日 年齢 (．．．才)

:

405.a. 出身地

:州

県・市*)        

(調査班責任者がコードを
記入する )

インドネシア生まれ: 

外国生まれ:

国     :

b.現住所は戸籍謄本または身分証明書記載の住所と一致していますか。
1. はい 2. いいえ・戸籍謄本または身分証明書を持って

第5部　5才以上の住民

その理由を説明してください。 :

(調査班責任者がコードを
記入する )

いない

1. 費用が払えない

2.出生証明書の手続きをす
 る役所の場所が遠い  

3.出生証明書が必要 

であることが分からない
4. その他

2. 外国籍

407. 国籍

1.インドネシア国籍

408. 部族 (調査班責任者がコード
を記入する )

409. 宗教・信仰

1. イスラム教

2. キリスト教

3. カトリック

4. ヒンズー教

5. 仏教

6. 儒教

7. 民間信仰

8.その他（記入してください）

b.「既婚」または「離別」または「死別」の場合、結

410.a. 婚姻状態

質問411へ1. 未婚

2. 既婚

3. 離別

4. 死別

婚証明書または離婚証明書または亡き配偶者の死亡証

明書の番号を記入してください。  

411. 所帯主との続き柄

07. 親

08. 義理の親

09. 親族

10. メード

11. その他

01. 所帯主

02. 夫

03. 妻

04. 子

05. 義理の子

06. 孫

b.現住所に入居してから一年間未満の場合、 

1.  はい 2. いいえ

一年間以上

412.a. 現住所に居住する期間 

現住所に入居してから一年間以上経ちましたか。

1.はい, 

一年未満2. いいえ,
 (四捨五入でお願いします)

質問413へ

(四捨五入でお願いします)

今後も現住 所に定住する予定ですか。 

413. 最終学歴

01. 未就学

02. 小学校中途退学

03. 小学校卒業

04. 中学校卒業

05. 高等学校卒業

06. 専門学校卒業

09.修士課程修了

10.博士課程修了

 504. 就労の形態

1.自営業・他者が無償で 3. 会社員

2.自営業、従業員を雇用し 4. 家族労働者（無償）

1. はい

b. 定年退職しましたか。
(退職金・年金を受給している)

2.いいえ

仕事していない (質問 502.a.iに 

Ѵをコード2につけた)場合、次の家族構成員の項目へ

502.a. 日常活動について
1. はい 2. いいえ

i. 仕事している？

ii. 主婦・主夫？

iii. 就学している？

iv.その他（あれば、教えてく 

1. はい

501. インドネシア語が話せますか。

2. いいえ

503. 職業
(調査班責任者がコード

を記入する )(できる限り詳細に記入してください)

ださい）

協力してくれる

ている
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