
QS1 あなたの性別はどちらですか。

（回答は１つ）

QS2 あなたの現在の年齢は何歳ですか。

（回答は半角数字で入力）

QS3 あなたが現在居住されている地域をお答えください。

（回答は1つ）

（回答は1つ）

※勤め先での一時休業や産前・産後の休暇、育児休業、介護休業などで仕事を一時的に休んでいる方は、

休業・休暇の前の就業形態をお答えください。

あなたの現在の就業形態についてお答えください。QS4

あなたの今の雇用契約期間についてお答えください。QS5

（回答は1つ）

※契約を更新している場合は、通算期間ではなく、現在の契約についてお答えください。

【条　件】

QS4 の選択肢『1.正社員（役員を除く）』〜『6.嘱託』のいずれかを選択した
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【条　件】

QS4 の選択肢『1.正社員（役員を除く）』〜『6.嘱託』のいずれかを選択した

あなたの勤め先の主な業種をお答えください。

1 年前のあなたの就業状況について、 以下の中からあてはまるものをお答えください。

1 年前と比べて、 現在の日本の景気は良くなったと思いますか、 悪くなったと思いますか。

1 年後の日本の景気は、 現在と比べて良くなると思いますか、 悪くなると思いますか。

1 年前と比べて、 あなたの勤め先の会社の現在の経営状況 ( 業績 ) はどのような状況ですか。

QS6

Q １

Q ２

Q ３

Q ４

（回答は1つ）

※派遣労働者の方は、派遣先の会社等についてお答えください。その他の方は、雇われて働いている会

社等についてお答えください。

（回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は1つ）

※派遣労働者の方は、派遣先の会社についてお答えください。その他の方は、雇われて働いている会社

についてお答えください。

（回答は1つ）

※勤め先での一時休業や産前・産後の休暇、育児休業、介護休業などで仕事を一時的に休んでいた方は、

休業・休暇の前の就業状態をお答えください。
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あなたの勤め先の会社の 1 年後の経営状況 ( 業績 ) は、 現在と比べてどのようになると思いますか。

1 年前と比べて、 あなたが現在働いている職場で次の従業員数はそれぞれ増えましたか、 減りましたか。

1 年前と比べて、 あなたの実労働時間 （残業 ・ 休日出勤を含む） は増えましたか、 減りましたか。Q ５

Q ６

Q ７

（回答は1つ）

※派遣労働者の方は、派遣先の会社についてお答えください。その他の方は、雇われて働いている会社

についてお答えください。

（回答は横の行ごとに1ずつ）

（回答は1つ）

今後 1 年くらいの間にあなたご自身が失業する不安を感じますか。

1 年前と比べて、 あなた自身の賃金収入は増えましたか、 減りましたか。

Q ８

Q ９

（回答は1つ）

（回答は1つ）
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1 年後のあなた自身の賃金収入は、 現在と比べて増えると思いますか、 減ると思いますか。 1 年前と比べて、 世帯全体の消費は増えましたか、 減りましたか。

1 年後の世帯全体の消費は、 現在と比べて増えると思いますか、 減ると思いますか。

あなたは、 1 年前と比べて物価は上がったと思いますか、 下がったと思いますか。

1 年前と比べて、 世帯全体の収入は増えましたか、 減りましたか。

1 年後の世帯全体の収入は、 現在と比べて増えると思いますか、 減ると思いますか。

Q10 Q13

Q14

Q15

Q11

Q12

（回答は1つ） （回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は1つ）
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あなたは、 1 年後の物価は、 現在と比べて上がると思いますか、 下がると思いますか。

あなたの世帯の暮らしむきは、 1 年前と比べて良くなったと思いますか、 悪くなったと思いますか。

1 年後のあなたの世帯の暮らしむきは、 現在と比べて良くなると思いますか、 悪くなると思いますか。

あなたの今の仕事についてお聞きします。 以下のそれぞれの項目についてどの程度当てはまりますか。Q16

Q17

Q18

Q19

（回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は横の行ごとに1つずつ） 　

※派遣労働者の方は、派遣先の会社での仕事についてお答えください。その他の方は、雇われて働いて

いる会社での仕事についてお答えくださ
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あなたは、 今の勤め先の会社を変わりたいと思っていますか。

あなたは、 今の勤め先での仕事について、 満足していますか。

あなたは生活全般について、 満足していますか。

Q20

Q21

Q22

（回答は1つ）

※派遣労働者の方は、派遣先の会社についてお答えください。その他の方は、雇われて働いている会社

についてお答えください。

（回答は1つ）

※派遣労働者の方は、派遣先の会社での仕事についてお答えください。その他の方は、雇われて働いて

いる会社での仕事についてお答えください。

（回答は1つ）

●労働組合の状況などについてお答えください。

あなたの勤め先に労働組合がありますか。

あなた自身は現在、 労働組合に加入していますか。

Q23

Q24

（回答は1つ）

※「勤め先」とは、派遣労働者の方は派遣元の会社を、その他の方は雇われて働いている会社を指しま

す。 

（回答は1つ）

※「勤め先」とは、派遣労働者の方は派遣元の会社を、その他の方は雇われて働いている会社を指しま

す。 
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あなたは、 労働組合は必要だと思いますか。

あなたが今年 9 月の一か月間に所定労働時間を超えて働いた時間を 1 時間単位でお答えください。

あなたは今年 9 月の一か月間に所定労働時間を超えて働く際に、どのように感じていまし
たか。 もあてはまると思うものを選んでいください。

あなたは今年 9 月の一か月間に、 会社の業務で所定労働時間を超えて働きましたか。

Q26

Q28

Q29

Q27

（回答は1つ）

（回答は1つ）

※分単位は切り捨てて計算してください。

（回答は1つ） 

（回答は1つ）

※1 残業手当の支払い対象であるか否かにかかわらず、実際に所定労働時間を超えて働いた時間につい

てお答えください（休日労働を含む）。

※ 2 裁量労働制や事業場外みなし労働時間制などの場合は、月間のみなし労働時間を超えて働いた時間

についてお答えください。

【条　件】

Q24 の選択肢『3.現在は加入してい...』、『4.現在は加入してい...』のいずれかを選択した

【条　件】

Q27の選択肢『1.所定労働時間を超 ...』を選択した

【条　件】

Q27の選択肢『1.所定労働時間を超 ...』を選択した

●労働時間や労働時間管理についておうかがいします。

労働組合に加入する気持ちはありますか。Q25

（回答は1つ）

Q24で「現在は加入していないが、過去に加入していた」「現在は加入していないし、過去にも加入したこ

とはない」とお答えの方（現在労働組合に、加入していない方）におたずねします。
Q28、Q29、Q30は、Q27で「所定労働時間を超えて働いた」とお答えの方におたずねします。
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Q32は Q31で「支給される立場である」とお答えの方におたずねします。

Q33、Q34は Q32で「申告しなかった時間がある」とお答えの方におたずねします。

あなたが今年 9月の一か月間に所定労働時間を超えて働いた理由は何ですか。あてはま
るものをすべて選んでください。 あなたが今年 9 月の一か月間に会社の業務で所定労働時間を超えて働いた時間のうち、

残業手当の支払い対象であるにもかかわらず、 申告をしなかった時間はありますか。

あなたは残業手当が支給される立場ですか。それとも管理監督者など残業手当が支給さ
れない立場ですか。

あなたが今年 9 月の一か月間に残業手当の支払い対象であるにもかかわらず、 申告をし
なかった時間を 1 時間単位でお答えくださ

Q30
Q32

Q31

Q33

（回答はいくつでも）

（回答は1つ）

※休日労働も所定労働時間を超えて働いた時間に含めてください。

※裁量労働制や事業外みなし労働時間制などの場合は、 月間のみなし労働時間を超えて働いた時間に

ついてお答えください

（回答は1つ）

（回答は半角数字で入力）

※分単位は切り捨てて計算してください。

（回答は1つ）

あなたが今年 9 月の一か月間に会社の業務で所定労働時間を超えて働いた時間をその
とおりに申告しなかったのはなぜですか。 次の中から選んでください。

Q34

【条　件】

Q27の選択肢『1.所定労働時間を超 ...』を選択した

【条　件】

Q31の選択肢『1.支給される立場である』を選択した かつ Q27の選択肢『1.所定労働時間を超 ...』を

選択した

【条　件】

Q32の選択肢『1.申告しなかった時...』を選択した

【条　件】

Q32の選択肢『1.申告しなかった時...』を選択した
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Q35は Q34で「申告する際に、自分自身で調整したから」とお答えの方におたずねします。

それはどのような理由からですか。 次の中から も近いものを選んでください。Q35

（回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は1つ）

（回答は1つ）あなたは現在、 交替勤務 （複数の勤務時間帯が組ごとまたは労働者ごとに周期的に替わる形態） をしていますか。

所定労働時間における始終業時間が深夜の時間帯 （午後 10 時～午前 5 時） にかかることがありますか。

あなたが該当する労働時間制は次のうちどれですか。

あなたは過去 6 か月間に、 長時間労働が原因で体調を崩した経験がありますか。

Q36

Q37

Q38

Q39

【条　件】

Q34 の選択肢『1.申告する際に、自...』を選択した　　

あなたは現在の職場で上司による労働時間や仕事の管理について、 次のようなことが行わ
れていると思いますか。 以下のそれぞれの項目についてあてはまるものを選んでください。Q40

（回答は横の行ごとに1つずつ）

9



あなたは、 仕事と私生活 （仕事以外の生活） について、 どちらを重視したいとお考えですか。 また、 現
実のあなたの生活を、 どのように評価していますか。 あなたのお考えに も近いものをお答えください。Q42

（回答は横の行ごとに1つずつ）

（回答は横の行ごとに1つずつ）

（回答は横の行ごとに1つずつ） 

※勤務日数が毎週大きく違うという方は、平均の日数をお答えください。

（回答は半角数字で入力） 

※時間は1時間単位の整数（0～24）、分は1分単位の整数（0～ 59）で入力してください。また、合計

が 24時間以内になるようにお答えください。 

※すべての解答欄に数値を入力してください。

※1　仕事：何らかの収入を得る行動。準備・片付け・移動、昼休み・休憩時間も含む（通勤時間除く）

※ 2　家事関連：炊事・洗濯・掃除、買い物、子どもの世話、家庭雑事、家族の介護等

勤務がある日、ない日とに分けてお考えください。

過去 1 年間に、 あなたの現在の職場において次のような問題のある状況があったと認識していますか。 あなたの一週間の勤務日数は通常何日ですか。 また、 一週間あたり何日の勤務が望ましいと考えますか。

あなたの一日の時間配分についてお答えください。

Q41 Q43

Q44

●仕事と生活の調和（ワークライフバランス）についておうかがいします。
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（回答は半角数字で入力） 

※時間は1時間単位の整数（0～24）、分は1分単位の整数（0～ 59）で入力してください。また、合計

が 24時間以内になるようにお答えください。

※すべての解答欄に数値を入力してください。

※1　仕事：何らかの収入を得る行動。準備・片付け・移動、昼休み・休憩時間も含む（通勤時間除く）

※ 2　家事関連：炊事・洗濯・掃除、買い物、子どもの世話、家庭雑事、家族の介護等

勤務がある日、ない日とに分けてお考えください。

あなたが望ましいと考える一日の時間配分についてお答えください。Q45　
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（回答は横の行ごとに1つずつ） 

※「年度」とは、年次有給休暇を付与する基準単位となっている一年間のことです。

あなたは、 以下にあげる年次有給休暇の日数について、 それぞれ正確に把握していますか。Q46　

昨年度の年次有給休暇の取得実績についてお聞きします。あなたは昨年度に付与された
年次有給休暇 （※） のうち、 どの程度昨年度中に取得しましたか。Q47　

（回答は横の行ごとに1つずつ） 

※「年度」とは、年次有給休暇を付与する基準単位となっている一年間の事です。

※一昨年度からの繰り返し日数はこの中には含みません。

【条　件】

Q47の選択肢『1.全て取得した』〜『5.まったく取得しな...』の中でいずれかを選択した

あなたの昨年度の付与日数と取得日数をお答えください （わからない方は、 次の設問にお進みください）。Q48

（回答は半角英数字で入力）

※「年度」とは、年次有給休暇を付与する基準単位となっている一年間のことです。

※一昨年度からの繰り越し日数はこの中には含みません。

Q48、Q49は、Q47で年次有給休暇を付与された方におたずねします。

●年次有給休暇の付与状況、取得状況についておうかがいします。

（※）休暇には、利用目的を問わず自由に利用できる年次有給休暇と、病気や介護、慶弔行事などの特

定の事由が生じた場合に認められる特別休暇があります。Q46～ 50では、年次有給休暇に関してお答え

ください。
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あなたの職場では、 以下にあげる休暇関連制度を導入したり、 設定したりしていますか。
それぞれの項目について当てはまるものを選んでください。Q51　

（回答は横の行ごとに1つ） 

【条　件】

Q47の選択肢『1.全て取得した』〜『5.まったく取得しな...』の中でいずれかを選択した

あなたが、 年次有給休暇を取り残すのはどのような理由によると思いますか。 主な理由を、 お答えください。

あなたは、 あなたの希望した時期 （時季） に、 年次有給休暇を取得できていますか。

あなたの職場には、 以下のような特別休暇制度がありますか。 当てはまるものを選んでください。

Q49

Q50

Q52

●年次有給休暇に関する制度等についておうかがいします。

●特別休暇制度についておうかがいします。

（回答は 3つまで）

（回答は1つ）

（回答はいくつでも）
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（回答は横の行ごとに1つずつ）  

あなたの職場の状況や取り組みについてお聞きします。 以下のそれぞれの項目についてどの程度当てはまりますか。Q53　
あなたは日本国籍を有していますか。Q54

（回答は1つ）　　

●現在の日本における外国人の実態についておうかがいします。

あなたは、 日本の総人口のうち、 現在日本国内に暮らす外国人の割合は何％程度だと思いますか。

あなたは、 日本国内で働く労働者のうち、 外国人の割合は何％程度だと思いますか。

Q55　

Q56　

（回答は1つ）

（回答は1つ）
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あなたの職場に外国人はいますか。 あてはまるものすべてをお答えください。Q57

（回答はいくつでも）

少子化が進む日本で、どう働き手を確保していくかが課題になりつつあります。 働き手とし
て外国人にきてもらうことについて、 どのように感じますか。

あなたは、学校の教員の平均的な労働時間が、他の地方公務員や民間の労働者に比べ
て長時間となっていることを知っていますか。

日本で働き生活する外国人が増加した場合の影響 （期待や不安） について、あなたのお
考えをお聞きします。 以下のそれぞれの項目についてどの程度当てはまりますか。

Q58　

Q60　

Q59　

（回答は1つ） 

（回答は1つ） 

（回答は横の行ごとに1つずつ） 

●外国人（労働者）の受け入れに関する認識についておうかがいします。

●学校（※）の教員の働き方や学校運営についてお聞きします。

　（※）ここでは、大学や専修学校などを除く地域の小学校・中学校・高校についてお答えください。
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【条　件】

Q60 の選択肢『1.知っている』を選択した

【条　件】

Q63の選択肢『1.小学校に通う子ど...』〜『3.高校に通う子ども...』の中でいずれかを選択した

（回答はいくつでも）

あなたには、 小学校 ・ 中学校 ・ 高校のいずれかの学校に通う子どもがいますか。 当てはまるものすべてを選んでください。

あなたは、 子どもの通う学校や教員に次のようなことを望みますか。

Q63　

Q64　　

学校の教員の労働時間が長時間となっているのは、 どのようなことが原因だと思います
か。 主な原因と考えるものについて、 3 つまで選択してください。

あなたは、 公立学校の教員が所定内労働時間 （あらかじめ決められた始終業時間） を超えて行っている、
部活動指導や授業準備、 テストの採点などの仕事には残業代が支払われていないことを知っていますか。

Q61　

Q62　

（回答は 3つまで） 

（回答は横の行ごとに1つずつ）

（回答は1つ） 

Q60で「知っている」と回答した方におたずねします。

Q63で「小学校・中学校・高校のいずれかの学校に通う子どもがいる」と回答した方におたずねします。

●すべての方におたずねします。
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P
T
A

あなたの 終学歴をお答えください。

あなたはご結婚 （事実婚含む） されていますか。

あなたが生計を同一にしている家族をすべてお答えください。

Q66

Q67

Q68

（回答は１つ） 

（回答は１つ） 

（回答はいくつでも） 

あなたは、 この 1 年間に、 地域の学校へのかかわりとして次のようなことを経験しましたか。 また、 学校から次の
ようなことを頼まれたら、 あなたは協力しようと思いますか。 それぞれ、 当てはまるものをすべて選択してください。Q65　

（回答は横の行ごとにいくつでも） 

●すべての方におたずねします。 ●あなたご自身についておうかがいします。
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（回答は１つ）

（回答は１つ）

（回答は１つ）

（回答は半角数字で入力）

（回答はいくつでも）

現在、 日常生活に介護を必要とする家族 （配偶者の親を含みます） がいますか。

現在、 主としてあなたの世帯の生計を支えているのはどなたですか。

あなたの世帯では現在、 あなた以外に賃金収入を得ている方はいますか。

生計を同一にしている末子の現在の年齢をお答えください。

現在、 あなた以外で賃金収入を得ている方はどなたですか。Q70

Q71

Q72　

Q69　

Q73

【条　件】

Q68 の選択肢『2.子ども』を選択した

【条　件】

Q72の選択肢『1.いる』を選択した

Q68で「子ども」とお答えの方におたずねします。

Q72で「いる」とお答えの方におたずねします。
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（回答は1つ）

※勤め先での一時休業や産前・産後の休暇、育児休業、介護休業などで仕事を一時的に休んでいる場合

は、休業・休暇の前の就業形態をお答えください。

（回答は1つ）

※派遣労働者の方は、派遣先の会社についてお答えください。その他の方は、雇われて働いている会社

についてお答えください。

（回答は1つ）

※派遣労働者の方は、派遣先の会社での職種についてお答えください。その他の方は、雇われて働いて

いる会社での職種についてお答えください。

※回答にあたっては、下の《職種分類の例》を参考にお答えください。

※勤め先での一時休業や産前・産後の休暇、育児休業、介護休業などで仕事を一時的に休んでいる方は、

休業・休暇の前の職種をお答えください。

あなたの配偶者 （事実婚の相手を含む） の現在の就業形態についてお答えください。

あなたの勤め先の企業全体の従業員規模をお答えください。

あなたの勤め先で、 あなたが現在従事している主な職種をお答えください。

Q74

Q75

Q76
【条　件】

Q73の選択肢『1.あなたの配偶者（...』を選択した

Q73で「あなたの配偶者」とお答えの方におたずねします。
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（回答は半角数字で入力） 

※派遣労働者の方は、派遣先の会社での就業期間についてお答えください。その他の方は、雇われて働

いている会社での勤続についてお答えください。

※1年に満たない月単位の勤続年数は、６か月以上を１年、６か月未満を 0年として数えてください。

あなたの現在の勤め先での勤続年数は何年ですか。Q77

あなたが仕事をしている時間 （実際に働いている時間） についてお聞きします。
先月の１週間あたりのおおよその実老僧時間 （含む残業） をお答えください。

あなたご自身の過去 1 年間のおおよその賃金年収 （税込） と、 あなたの世帯全体 （配
偶者等の収入を含む） の過去 1 年間の年収 （税込） をお答えください。

Q78

Q79　　　

（回答は1つ） 

（回答は横の行ごとに1つずつ） 

※世帯全体の年収については、退職金や土地の売却代金など一時的な収入は除き、年金は含めてくださ

い。

（回答は１つ）

現在、 あなたの世帯における蓄え （預金や有価証券などの合計） はおおよそどれくらいですか。Q80
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（回答は１つ）

（回答は１つ）

現在、 あなたやあなたの世帯には、 以下のローンがありますか。

あなたは現在の内閣を支持しますか。

Q81

Q82
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