「かたり調査」が発生しています!
不審な電話にご注意下さい
平成２７年（２０１５年）１１月２５日
長野県企画振興部情報政策課統計室

県内において、統計調査をかたって個人情報を聞き出そうとする事案が発生しています。
統計調査実施の際は、必ず身分証を携帯した「統計調査員」が訪問し、調査のお願いを
しています。
県民の皆様には、十分に御注意いただきますようお願いいたします。
【発生した事案】
〔平成 27 年度〕
①平成 27 年９月８日（火）
小谷村
調査員証を携帯した調査員が先に訪問した後の個人宅に、国勢調査をかたった者が訪問してイン
ターネットの使用の可否を聞き出そうとした事案
②平成 27 年９月 10 日（木）～12（土）
長野市
「国勢調査に準ずる市町村単位での調査で、16 歳から 64 歳（69 歳？）が対象、地域で先着 100
名（200 名？）に 2,000 円の謝礼を差し上げる。
」という内容のものが世帯にポスティングされた
事案
③平成 27 年９月 14 日（月）
諏訪市
個人宅に「電話での国勢調査です」と丁寧な口調の女性の声で電話があった事案

④平成 27 年９月 17 日（木）
長野市
既に地区調査員が訪問して世帯員数や世帯主の氏名は聞かれた後の個人宅に電話し、国勢調査
のためとして世帯員の数や世帯主の名前などを聞き出そうとする事案
⑤平成 27 年９月 18 日（金）
須坂市
国勢調査員を名乗る 30～40 代男が 70 代女性宅に電話をかけて年齢を聞き出そうとし、不審に感
じた女性が回答を断ると、
「回答は義務であり、回答しない場合は 500 万円の罰金が発生する。こ
れから罰金の手続きに入る」と女性を脅迫した事案
⑥平成 27 年９月 29 日（火）
長野市
高齢の独居女性宅に電話で「市から委託を受け、記入漏れがあった家に照会をかけているので回
答願いたい。
」と本人、長男及び長女の名前を出して、生年月日を聞きだそうとした事案
⑦平成 27 年 10 月７日（水）
白馬村
国勢調査の調査員を名乗る本来の調査員ではない 50 歳ぐらいの男が、調査票の回収のためとし
て世帯を訪問し、記入済みの調査票を騙し取った事案
⑧平成 27 年 10 月 15 日（木）
白馬村
国勢調査の調査員を名乗る本来の調査員ではない 40～50 歳ぐらいの男が、調査票の回収のため
として世帯を訪問し、調査票を回収しようとした事案
⑨平成 27 年 10 月 18 日（日）
伊那市
60 歳ぐらいの男（名札を下げているも、裏返しで詳細不明）が世帯を訪問し「国勢調査は済み
ましたか？」と尋ね、
「提出した」と答えたところ更に氏名を聞いてきた事案

⑩平成 27 年 10 月 29 日（木）
岡谷市
50～60 歳ぐらいの女が長野県の国税局をかたり、
「国民年金の税金の状況を調べている統計調査
です。
」という電話を個人宅にかけてきた事案
⑪平成 27 年 11 月 20 日（金）
飯田市
白いタントに乗った茶髪の若い男性が「国勢調査です」と言って個人アパートを訪問した事案

〔平成 26 年度〕
①平成 26 年６月 10 日（火）
諏訪市
「岡山」ナンバーの車に乗った 40 歳代くらいの男性に隣人（一人暮らしの女性）の住所を尋
ねられ、用件を確認したところ、
「国勢調査」との返答があった事案
②平成 26 年７月 24 日（木）
諏訪市
長野県国勢調査を名乗る者から、個人宅へ電話が入り、転送された携帯電話に出た本人が、
家の電話へ改めて電話をするように伝えたところ、その後は連絡がなかった事案
③平成 26 年７月 31 日（木）
佐久市
「国勢調査員」を名乗り、個人宅への電話により個人情報（世帯人数）を聞き出そうとする
事案
④平成 26 年９月 19 日（金）
駒ヶ根市
「国勢調査担当」を名乗る男性から、個人宅への電話により個人情報（家族構成）を聞き出
そうとする事案
⑤平成 26 年 10 月 15 日（水）
飯田市
国勢調査をかたり、家族構成と年齢を聞き出そうとする男性の電話が個人宅２軒にあった事
案
⑥平成 26 年 10 月 30 日（木）
塩尻市
国勢調査をかたる男性が個人宅へ電話をし、「６５歳以上の人に名前を書いてもらいたいの
で、これから伺う。１分くらいで済む。
」と個人情報を入手しようとした事案
⑦平成 26 年 10 月 30 日（木）
松本市
自宅を出た女性が知事の名札を下げた県の職員と名乗る者から、国の調査と言って名前を聞
かれた事案
⑧平成 26 年 11 月６日（木）
県の職員を名乗る者から、60 歳代女性宅への電話により世帯人数などを聞き出そうとする
事案
⑨平成 26 年 11 月 14 日（金）
長野市
市役所の職員を名乗る男性から、個人宅へ国勢調査をかたる電話がかかってきた事案
⑩平成 26 年 12 月６日（土）
松本市
個人宅に「長野県在住の 60 歳以上の方を対象として国勢調査を実施しています。
」という電
話があり、年齢及び世帯人数を聞き出そうとする事案
⑪平成 26 年 12 月 21 日（日）～23 日（火）
高森町
個人宅に３日連続で「国税庁の者です。国勢（コクゼイ）調査の予備調査をしています。
」
という電話をして、年齢を聞き出そうとする事案
⑫平成 27 年１月 26 日（月）
松本市
高齢者宅に「内閣統計局」を名乗る者から健康状態や保有預金額を聞き出そうとする電話が
かかってきた事案

〔平成 25 年度〕
①平成 25 年４月 20 日（土）

長野市

個人宅への電話による「国勢調査」をかたった個人情報を聞き出そうとする事案
②平成 25 年６月

茅野市

高齢者への電話により、年金や世帯状況等の個人情報を聞き出そうとする事案
③平成 25 年８月

県内

個人宅に総務省統計局の職員を名乗る者が来訪し、住所、電話番号等の個人情報を聞き出そう
とする事案
④平成 25 年８月 28 日（水）

立科町

県の職員を名乗り、個人宅への電話により国勢調査（国の行っている統計調査）をかたって世帯
情報を聞き出そうとする事案

⑤平成 25 年９月 27 日（金）

中野市

１人暮らしの高齢者宅への電話による「統計調査」をかたって不動産の所有関係、家族構成及び
預金額を聞き出そうとする事案
⑥平成 25 年９月 30 日（月）
須坂市
個人宅への電話による「国勢調査」をかたった個人情報を聞き出そうとする事案
⑦平成 25 年 10 月１日（火）
白馬村
県の職員を名乗り、１人暮らしの高齢者宅への電話により国勢調査をかたって年齢、家族構成
及び預金額を聞き出そうとする事案
⑧平成 25 年 10 月３日（木）
池田町
県の職員を名乗り、高齢者宅への電話により国勢調査をかたって年齢を聞き出そうとする事案
⑨平成 25 年 10 月３日（木）
佐久穂町
県の職員を名乗り、高齢者宅への電話により国勢調査をかたって年齢、家族構成を聞き出そうと
する事案
⑩平成 25 年 11 月４日（月）
上田市
個人宅への電話による「県の健康調査に係る統計調査」
、
「市の健康診断結果調査」であるとして
病歴等を聞き出そうとする事案

※ 政府統計等を装い、紛らわしい表示や説明をして情報を得る不正行為（いわゆる「か

たり調査」
）に対しては、統計法で罰則規定（２年以下の懲役又は１００万円の罰金、
未遂を含む）が定められています。
統計調査をかたる不審な訪問や電話がありましたら、長野県企画振興部情報
政策課統計室（電話 ０２６－２３５－７０７４）または、市町村統計主管課
までお問い合わせください。

