
この市・町或いは郷に 身体障害がありますか

移り住んでどのくらいですか

ーもしあれば、

　”身体障害の詳細”を記入せよ

引越しの経験が無い場合 例えば 例えば

"引越し経験無し"と記入 職を求めて 両眼盲目

（（２2）と（２3）は解答の必要なし 職務上の理由 発声障害/聾唖/吃音症

（２4）へ） 教育のため 腕/脚が少なくても片側の手足先から付根まで

家族一員に従って 　　順々に欠損している/麻痺している

帰郷 精神障害/感情障害/加虐症/

居住場所を変更 失語症/自閉症

寄宿舎入り 知的発達遅滞/精薄

その他 身体障害が1種類以上ある場合

該当する身体障害全部を明記せよ

身体障害が無い場合は”無し”と記入

（終わったら、質問用紙下部の

”家屋の形態”へ

(20) (24)

 (9) ”この家屋は飲料水及び用水をどこから得ていますか”  (10) ”2010年7月1日現在、この家屋では以下のような用具有していますか”  (11) ”2010年7月1日現在、この家屋に以下のような

（飲料水と用水共に をつける事） （該当する用具の枠に を付ける事） テクノロジー器具・用具がありますか”

 飲料水 用水 （存在するものの枠に を記入する事）

1. 水道水 1. 電話機 7. 洗濯機

2. 処理場通過した用水（沸騰/ろ過） 2. ＶＣＤ/ＤＶＤ機 8. 空調機 1. ケーブルテレビ

3. 井戸水 3. 携帯電話 9. 自家用車/小型トラック/バン 2. 人工衛星チャンネル

4. 貯水池水 4. コンピューター 10. オートバイ 3. インターネット

5. 川/小川/運河の水　/滝水/山水 5. 冷蔵庫/冷凍庫 11. ４輪トラクター

6. 雨水 6. マイクロウエーブ/オーブン 12. ２輪耕作機

7. 瓶入り飲料水・コイン飲料水販売機水

8. その他<明記せよ）................................

引越しした理由は

(23)

何ですか

県/外国

どこの市町或は郷里から

引っ越してきましたか

(22)
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(19)

この市・町或いは郷に来る前

どこの県/郡或いは

外国に住んでいましたか

(21)

出生の県或いは

外国

SPKh.2/1
（特別全数調査様式）

この家屋の.......................... 枚のうち............. 枚目

  （自分で記入する場合或いはインターネットまたは電話による情報提供）

宛先：世帯主への

通知事項 ․ 貴方の家屋内に実際にj居住する者全員に関する情報をお知らせ下さい。（戸籍簿に記録されている者もいない者も）

常住する者、一時的居住して3ヶ月を超えた者及び他の場所に一時的に移動した者（但し他に常住場所がない事）も含む。

․ 貴方から入手した情報は、国家機密扱いとし、国家統計事務局が、統計集計を実施し、

国家の発展の目的のために使用するものであり、税金徴収とは全く関係がありません。

情報提供方法 1) この様式に記入が終わったら、記入済み様式を同封する封筒に入れ、返送して下さい。

担当係官が引き取り訪問するか郵便切手を貼らないで郵便送付（2010年７月以内までに）

或いは 2) インターネットを介して情報を提供される場合は：ウエッブサイトwww.nso.go.thに 参考コード番号 20 個を使用

或いは 3) 電話を介して情報を提供される場合は：Hot Line　1111

․ 国家統計事務局は質問用紙への記入にご協力下さった事に厚くお礼を申し上げます。

家屋の所在地

a. 番地、通り、小道、小路、水路或いは家屋周域（場所の名称があればそれも記入）..........

..................................................................電話番号 ................................................

地方 .......................................................................................................................... 地方 1

県 ............................................................................................................................... 県 2 - 3

郡/区 ......................................................................................................................... 郡/区 4 - 5

郷/副区 .................................................................................................................... 郷/副区 6 - 7

b. 行政区画 市町内..............1   市町外..................2 行政区画 8

市町名 ..................  郷里行政区名.............................. 市町/郷行政議会 9 - 11

c. 全数調査地区 ........................................................................................................... 全数調査 12 - 14

d. 第 .............. ムー 村落名 ............................................................................... 第。。。。ムー 15 - 16

e. 家屋の種類 　（様式SPKh.１ C17-C18より)

個人家屋 ............ 1 複数個人家屋 ............ 2 家屋の種類 17

f. 家屋の順序 　（様式SPKh.１ C17-C18より) 家屋の順序 18 - 20

g. 家屋内のメンバーが日常使用している言語

タイ語のみ使用..........1 タイ語と他言語併用...........２ 他言語のみ使用............... ３ 使用している言語 21

他言語 22 - 23

h. 家屋内人員数（全数調査完了後に記入せよ）.......................... 人 全人員数 24 - 27

担当係官記入欄

使用している他言語（記入せよ）......................

仏暦2553年（西暦2010年）国勢・家屋調査

User name 用の 20 個参考コード番号

インターネットを介して情報を提供する場合：www.nso.go.th

或いは電話の場合はHot Line 1111

 仏暦2553年（西暦2010年）国勢・家屋調査

全数調査担当官

担当官の氏名 .............................................

編集・配番　　西暦２０１０年..........月.............日

担当官の氏名 ..........................................

編集・配番担当官

全数調査：西暦２０１０年..........月..............日実施

国家統計事務局

秘密

（システムに入るための茶色枠の番号）

国家統計事務局

タイランド国勢調査百年
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世帯主との 宗教 国籍 学業のレベル 学習中の場所 職場の 地方県

続柄 は何県或いは 種類 或いは

何国？ 仕事している場合 外国で仕事

職種、職位（あれば）

　を明確に記入せよ

例えば 学習中でない場合 学習した事が全然 例えば 例えば 例えば 例えば

夫、妻 ”学習中でない” 無い場合 独身　既婚/同棲 銀行支配人 商業銀行 雇用主

義理の息子、義理の娘 と記入する事 ”学習した事なし” 死亡数 夫婦 電気技師 炭酸水製造工場 個人経営

孫 （その後 と記入 （婚姻届の有無 小学校教員 小学校  （従業員なし）

父、母、義理の父、義理の母 第10項へ） に係わらず） 仕立て屋店主 仕立て屋 家業の手伝い

使用人 あなたは やもめ、離婚 皿洗い うどん屋 　（給料なしで）

など 外国語の 別居中 　　　　　　など 　　　　など 国家公務員

読み書きが など 多くの職業を営む場合 公社職員

. できますか 一番時間を費やしている職業を記入せよ 民間職員

（はい この家屋在住 仕事をしていない場合

（何語か） ”仕事無し”と記入せよ

県/国 /いいえ） （人） （人） （（19）へ） 県/外国

人順 (2) (5) (6) (8) (9) (13) (16) (18)

1 世帯主

2

3

4

5

6

7

住宅の形態（世帯主のみ解答する）　○ に　 　印を一個だけつける事  或いは情報を ................... の上に記入する事

 (1) ”この家屋の建物の種類”  (2) 建造用材形態  (3) 家屋内の居住者の居住形態  (4) "住んでいる家が建っている土地の  (5) ”この家屋に寝るための寝室及び  (6) ”この家屋で主に使用  (7) "この家屋内で調理に使用する  (8) ”この家屋が使用する

（多軒ある場合は世帯主が住む場所に 印をつける事） （（１）で1-5に をつけた者だけ返答せよ） （土地を含まない） 所有権状況”     その他の部屋が何室ありますか” している照明器具は何ですか” 主な燃料は何ですか” トイレはどんな種類ですか”

   （（3）で1-3に をつけた者だけ返答せよ）     （無ければ”０”と記入）

1. 一軒家 1. コンクリート造 1. 所有主　まだ返済義務有

2. タウンハウス、対建て住宅、タウンホーム 2. 木造 2. 所有主　返済義務無し 1. 所有主 1. 寝室の数 1. 電源からの電気 1. ガス 1. 腰掛式トイレ

3. コンドミニウム/マンション 3. 半コンクリート・半木 3. 賃貸購入 2. 土地の賃貸購入 ...........................室 2. 太陽光線エネルギー 2. 石炭/薪/木片 2. しゃがみこみ式トイレ

4. フラット/アパートメント/寮 4. 現地の非恒久材　例ば、竹、ニッパ葉 4. 賃貸 3. 賃貸 （太陽電池） 3. 電気 3. 腰掛式・しゃがみこみ式

5. 共同アパート/文化住宅/長屋 5. リサイクル材、残材　例ば、簡易箱、組立箱 5. 賃貸料無しで居住 4. 土地賃貸料支払わない 2. 寝るためのその他の部屋数 3. 自家発電 4. 灯油/その他.................. 4. 堀穴式/溜桶式/

6. 家の中の部屋 6. その他（明記せよ）........................ 理由は賃金の一部だから 5. その他（記入せよ............... ...........................室 4. その他（明記せよ）........... 5. 調理設備なし 川・運河放出式

7. 事務所内の部屋 6. 賃貸料無しで居住 5. トイレ無し

8. 船/いかだ/車 理由は無料で住ませてくれているから

0. その他（明記せよ）........................................ 7. その他（明記せよ）.........................................

(17)(11) (12) (14) (15)

（はい 他家に在住

/いいえ）

（人）

読み書きが

できますか 子供なければ”０”と記入

など

（この家屋在住者と他家

在住者を合計する）

あなたは

タイ語の

現在の生存者数”

（生存中数と死亡数合計

　2010年7月1日現在）

生存中の子供数

職務

読み書き ”出産した子供数及び （2010年7月1日現在） 状態

言語の 女性にのみ質問 婚姻状況 現在の主な職業

- 2 - この家屋内に実際に居住する人々に関する詳細を記入して下さい。　１人当たり１行（戸籍簿に登録されているか否かに関係なく記入）

最終学歴

（有/無）

戸籍簿上に名前が

あるか否かは関係なく

上の氏名

の有無

（家屋内に実際に居住

する者全員）

(1) (7) (10)

性別

(3)

年齢（満年齢）

(4)

この戸籍簿氏名

（(3)へ）
（(5)へ）




