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さっそくですが、あなたご自身のことをうかがいます。 

問 1(1)  性別 〔見て判断できれば、聞かなくてもよい〕 

問 1(1) 性別 

(ア) 男性

(イ) 女性

問 1 (2) あなたのお生まれは何年何月ですか。 

問 1(2) 生年月 

西暦 19  ( 昭和・平成 )年  

  月生まれ 

満   歳 (今月 1 日時点) 

続いてあなたの暮らしについてうかがいます。 

問 2 あなたはつぎにあげるようなことをどの程度していますか。あてはまるものをお答えくださ

い。 

a) 国政選挙や自治体選挙の際の投票

b) 国会や地方議会の議員とのつきあい

c) 市民運動への参加

d) ボランティア・NPO活動

e) 募金や寄付

f) サプリメント・健康食品の利用

g) プレミアム(ワンランク上の)商品の購入

(ア) いつもしている

(イ) よくしている

(ウ) ときどきしている

(エ) めったにしない

(オ) したことがない

問3  あなたは、つぎにあげるような活動をしていますか。最近の５、６年についてお答えくださ

い。 

a) クラシック音楽の音楽会・コンサートへ行く

(ア) 月に１回以上

(イ) 年に１回から数回

(ウ) 数年に１回くらい

(エ) 最近５、６年はしたことはない

(オ) 今まで１度もしたことがない

b) 美術展や博物館に行く 

(ア) 月に１回以上

(イ) 年に１回から数回

(ウ) 数年に１回くらい

(エ) 最近５、６年はしたことはない

(オ) 今まで１度もしたことがない
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 c) 小説や歴史の本を読む 

(ア) 週に１回以上 

(イ) 月に１回くらい 

(ウ) 年に１回から数回 

(エ) 数年に１回くらい 

(オ) 最近５、６年はしたことがない 

d) 図書館に行く 

(ア) 週に１回以上 

(イ) 月に１回くらい 

(ウ) 年に１回から数回 

(エ) 数年に１回くらい 

(オ) 最近５、６年はしたことがない 

e) 海外旅行に行く 

(ア) 月に１回以上 

(イ) 年に１回から数回 

(ウ) 数年に１回くらい 

(エ) 最近５、６年はしたことはない 

(オ) 今まで１度もしたことがない 

 

つぎにあなたの人生のあゆみについてうかがいます。 

問 4 あなたが最後に行かれた(または現在行かれている)学校はつぎのどちらにあたりますか。１つ

だけお答えください。中退も卒業と同じ扱いでお答えください。 

問４ 最後に行かれた学校 

(ア)  中学校 

(イ)  中学校卒業後に専門学校 

(ウ)  職業科高校(工業、商業、農業・家政など) 

(エ)  普通科高校(普通科、理数科など) 

(オ)  高校卒業後に専門学校 

(カ)  短期大学・高等専門学校 

(キ) 大学の人文社会系学部(四年制) 

(ク) 大学の理工系学部(四年制) 

(ケ)  大学の六年制学部(医・歯など) 

(コ)  大学院修士課程 

(サ)  大学院博士課程 

(シ)  その他・どれにあたるか判断できない(⇒入力画面へ) 

問 4 (s1) 具体的な学校名をお答えください。 

問 4(s1) 具体的な学校名をお答えください。 

 

問 4 (s2) 小学校１年生からの通算通学年数をお答えください。浪人や留年、休学

の期間は除いてください。 

問 4(s2) 通算通学年数 
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問 5(1) 最後に行かれた学校を出てから、これまでに収入を伴うお仕事に就いたこ

とはありますか。(在学中のアルバイトは除きます) 

問 5(1) 就職経験の有無 

  (ア) 仕事に就いたことがある 

  (イ) 一度も仕事をしたことはない 

問 5 (2) それでは、最後に行かれた学校を出てから、最初の仕事に就かれたのは何

年何月ですか(在学中のアルバイトは除きます)。 

問 5(2) 最初に就職した年月 

  年 月 

満   歳  

問 5 (3) その後、転職や退職でお仕事をやめたことはありますか。ただし、同じ企業体や自治体

の中での出向、異動、転属と休職は、除いてお答えください。  

問 5(3) 転職・退職経験の有無 

(ア) 現在まで同じ勤め先で、仕事を続けている 

(イ) 一度だけやめた 

(ウ) 二度やめた 

(エ) 三度以上やめた 

 

問 5(4) これまでの人生において、つぎのような経験がありますか。 

 a) 学校を出るまでの間の浪人・留年 

 b) 学校を出た後の 3ヶ月以上の失業・職探しの期間 

(ア) 経験したことがある  

(イ) 経験したことがない 

 

それでは現在のお仕事の様子についてうかがいます。 

問 6(1) あなたがなさっているお仕事は、大きく分けてこの中のどれにあたりますか。 

問 6(1) 働き方 

(ア) 経営者、役員 

(イ) 常時雇用されている一般従業者 (ア以外の正社員、正職員など) 

(ウ) 臨時雇用・パート・アルバイト 

(エ) 派遣社員 

(オ) 契約社員、嘱託 

(カ) 自営業主、自由業者 

(キ) 家族従業者(農家や商店などで家業を手伝っている) 

(ク) 内 職 

(ケ) 無職：仕事を探している 

(コ) 無職：仕事を探していない 

(サ) 学 生 

 

問 6(2) あなたの勤め先は、どのような事業をいとなんでいますか。 
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問 6(2) 勤め先の事業内容 

(ア) 農業、林業 

(イ) 漁業 

(ウ) 鉱業、採石業、砂利採取業（鉱物資源の採掘など)） 

(エ) 建設業(建物や土木設備の建設) 

(オ) 製造業(モノを組み立てたり作ったりするメーカー) 

(カ) 電気・ガス・熱供給・水道業(社会基盤・インフラの供給の企業) 

(キ) 情報通信業 

(ク) 運輸業(モノや人の運搬をする企業)、郵便業 

(ケ) 卸売業 

(コ) 小売業 

(サ) 金融業、保険業（郵貯・簡保を含む） 

(シ) 不動産業、物品賃貸業 

(ス) 学術研究、専門・技術サービス業(学校など) 

(セ) 宿泊業、飲食サービス業 

(ソ) 生活関連サービス業、娯楽業 

(タ) その他・この中にはない (⇒入力画面へ) 

問 6(2s) 具体的な事業内容をお答えください。 

問 6(2s) 具体的な事業内容をお答え下さい。 

 

問 6(3) 現在の従業員(働いている人)は、ご自分を含め、会社全体で何人ぐらいですか。家族従業

者、パート・アルバイトなども含めて考えてください。 

問 6(3) 従業先の企業規模 

(ア) 1 人 

(イ) 2～4 人 

(ウ) 5～9 人 

(エ) 10～29 人 

(オ) 30～99 人 

(カ) 100～299 人 

(キ) 300～499 人 

(ク) 500～999 人  

(ケ) 1000 人以上 

(コ) 官公庁(独立行政法人) 

問 6(4) 何かの役職についていますか。 

問 6(4) 役職 

(ア) 役職なし 

(イ) 監督、職長、班長、組長 

(ウ) 係長、係長相当職 

(エ) 課長、課長相当職 

(オ) 部長、部長相当職 

(カ) 社長、重役、役員、理事 

(キ) 選ぶものがない・その他 ⇒入力画面へ 
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問 6(4s) その役職の名前を具体的にお答えください。 

問 6(4s) 役職の名前を具体的にお答えください。 

                      

問 6(5) あなたは職場でどのような仕事をしていますか。具体的な仕事の内容を問いの流れに沿っ

て選んでいってください。 

問 6(5) 現在のお仕事の内容 

問 6(5s) 具体的に仕事の内容を入力してください。 

 プルダウン選択システム 

問 6(5s) 具体的に仕事の内容を入力してください。 

 

問 6(6) あなたは、何年何月から現在のお勤め先で働いておられますか。 

問 6(6) 今の仕事に就いた時期 

   年   月 

満   歳 

問 6(7) 現在のお仕事をふだん週何時間くらいしていますか。残業の時間も含めてください。隔

週勤務などの方は、１ヶ月に何時間くらい働いているかをお考えください。 

問 6(7) 仕事時間 

 

１週間におよそ     時間くらい 

１ヶ月に換算するとおよそ     時間くらい 

 

問 6(8) 現在のお仕事では、自分でモノを作ったり扱ったりすることが多いですか、それとも人

と接したりコミュニケーションをとることが多いですか。 

問 6(8) 仕事の中身 

(ア) おもに自分でモノを作ったり扱ったりしている 

(イ) どちらかといえば、モノを作ったり扱ったりして

いることが多い 

(ウ) モノを扱うことと、人とのコミュニケーションが

半々ぐらい 

(エ) どちらかといえば、人と接したりコミュニケーシ

ョンをとることが多い 

(オ) おもに人と接したりコミュニケーションをとっ

ている 
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問 6(9) 今の職場で、これらのことがらは、あなたの場合にどの程度あてはまりますか。 

a) 職場では自分の働きぶりが認められている 

(ア) そう思う 

(イ) ややそう思う  

(ウ) あまりそう思わない 

(エ) そう思わない 

 

b) 自分の仕事の内容やペースを自分で決めることができる 

(ア) かなりあてはまる 

(イ) ある程度あてはまる 

(ウ) あまりあてはまらない 

(エ) あてはまらない 

 

  c) 職場全体の仕事のやり方に自分の意見を反映させることができる 

 

(ア) かなりあてはまる 

(イ) ある程度あてはまる 

(ウ) あまりあてはまらない 

(エ) あてはまらない 

 

あなたの配偶者(夫または妻)についてうかがいます。 

問 7(1) あなたは現在結婚されていますか。 

問 7(1) 結婚 

(ア) 結婚している(事実婚を含む) 

(イ) 未婚(結婚したことがない) 

(ウ) 離別 

(エ) 死別 

問 7(2) 現在の配偶者と結婚されたのは、あなたが何歳のときでしたか。 

問 7(2) 結婚された年齢 

あなたが 

満      歳 のとき 

年 ごろ 

問 7(3) 配偶者のお生まれは何年ですか。 

問 7(3) 配偶者の生年月 

年 月生まれ 

およそ    歳  
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問 8 あなたの配偶者が最後に行かれた(または現在行かれている)学校はつぎのどちらにあたりま

すか。中退も卒業と同じ扱いでお答えください。 

問 8 配偶者が行かれた学校 

(ア)  中学校 

(イ)  中学校卒業後に専門学校 

(ウ)  高校 

(エ)  高校卒業後に専門学校 

(オ)  短期大学・高等専門学校 

(カ)  大学(四年制) 

(キ)  大学(六年制) 

(ク)  大学院 

(ケ)  その他・どれにあたるか判断できない ⇒入力画面へ 

問 8s 具体的にお答えください。 

問 8s 具体的にお答えください。 

                      

問 9 あなたの配偶者の現在のお仕事についてうかがいます。その方のお仕事は大きく分けてこの

中のどれにあたりますか。 

問 9 配偶者の働き方   

(ア) 経営者・役員・大企業の課長相当以上 

(イ) 常時雇用されている一般従業者 (ア以外の正社員、正職員など) 

(ウ) 臨時雇用・パート・アルバイト 

(エ) 派遣社員 

(オ) 契約社員、嘱託 

(カ) 自営業主、自由業者(従業員 4 人以下) 

(キ) 自営業主、自由業者(従業員 5 人以上) 

(ク) 家族従業者(農家や商店などで家業を手伝っている) 

(ケ) 内 職 

(コ) 無職：仕事を探している 

(サ) 無職：仕事を探していない 

(シ) 学 生 

(ス) この中にはあてはまるものがない ⇒入力画面へ 

 

問 9s 具体的にお答えください。 

問 9s 具体的にお答えください。 
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ご家族についておたずねします。 

問 10(1) 同居されているご家族は、あなたご自身を含めて何人いらっしゃいますか(ペットは除く)。 

問 10(1) 同居家族の人数 

あなたを含めて   人 

 

問 10(2 ) つぎの中から、同居されているご家族をすべて選んでください。 

問 10(2) 同居家族のうちわけ 

a) あなたご自身   いる  いない 

b) 配偶者      いる  いない 

c) 子ども      いる  いない 

d) 子どもの配偶者  いる  いない 

e) あなたの兄弟姉妹 いる  いない  

f) あなたの父親   いる  いない 

g) あなたの母親   いる  いない 

h) 配偶者の父親   いる  いない 

i) 配偶者の母親   いる  いない 

j) 祖父母      いる  いない 

k) あなたの孫    いる  いない 

l) その他      いる  いない⇒入力画面へ 

問 10(2s) 具体的にお答えください。 

問 10 (2s) 具体的にお答えください。 

                      

お子さんについておたずねします。現在、離れて暮らしておられるお子さんもすべて含めてお答え

ください。 

問 11(1) あなたにはお子さんはいらっしゃいますか。 

問 11(1) 子ども 

(ア) いる 

(イ) いない  
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問 11(2) あなたのお子さんには、どのような方が、何人いらっしゃるかをお答えください。 

問 11(2) 子どものうちわけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからは、あなたのお考えをお答えいただきます。 

問 12 あなたはつぎのようなことがらについて、どの程度満足していますか。 

a) 生活全般 

b) 自分の学歴 

(ア) 満足している 

(イ) どちらかといえば満足している 

(ウ) どちらともいえない 

(エ) どちらかといえば不満である 

(オ) 不満である 

 

つぎのことがらについてお答えください。 

問 13(1) かりに現在の日本の社会全体を、このリストに書いてあるように 5 つの層に分けるとす

れば、あなた自身はこのどれに入ると思いますか。  

問 13(1) 層 
 

(ア) 上 

(イ) 中の上 

(ウ) 中の下 

(エ) 下の上 

(オ) 下の下 
 

問 13(2) かりに、日本の社会全体のひとびとを上、中、下の 3 つの層に分けるとすれば、 

a) 上(じょう)の層は何パーセントぐらいいると思いますか。 

   ％  

b) 下(げ)の層は何パーセントぐらいいると思いますか。 

   ％  

 

 男性 女性 

新生児~未就学児童   

小学生   

中学生   

高校生   

専門学校(高卒後に進

学したもの)の学生 

  

短大・高専の学生   

大学生   

その他の生徒・学生   

学校は卒業(中退)した

人 

  

 男性 女性 

合計     人    人 
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問 13(3) それでは、このリストに書いてあるように、1 から 10 までの 10 の層に分けるとすれば、

あなた自身はどれに入ると思いますか。 

問 13(3) 層 

 

┌ 1 

  ├ 2 

  ├ 3 

  ├ 4 

  ├ 5 

  ├ 6 

  ├ 7 

   ├ 8 

   ├ 9 

└10 

 

問 14 それではつぎのことがらについて、現代の日本社会における最高の水準を 1、最低の水準を

10 とすると、現在のあなたご自身はどの位にあたると思われますか。 

a) 収入 

b) 学歴 

c) 何かあった時に頼れる資産や財産 

 

┌ 1 

  ├ 2 

  ├ 3 

  ├ 4 

  ├ 5 

  ├ 6 

  ├ 7 

   ├ 8 

   ├ 9 

└10 

 

問 15(1) 現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」を 10 点、「とても不幸」を 0 点とす

ると、何点くらいになると思いますか。 

問 15(1) あなたはどの程度幸せですか。 

とても不幸                   とても幸せ 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

上 

下 

上 

下 
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問 15(2) あなたは、現在のご自分健康状態をどう思いますか。 

問 15(2) 健康状態 

(ア) よい 

(イ) まあよい 

(ウ) ふつう 

(エ) あまりよくない 

(オ) わるい 

 

問 16  あなたが日頃から何かと頼りにし、親しくしている方は何人くらいでしょうか。 

問 16 頼りにしている親しい人 

 

                     人       

 

 

問 17  あなたは以下のことについてそう思いますか、それともそうは思いませんか。あてはまるも

のをお答えください。 

 

a) 困っているとき、近所の人たちは手助けをしてくれる 

b) 近所の人たちは強いきずなで結ばれている 

(ア) とてもそう思う 

(イ) そう思う 

(ウ) どちらともいえない 

(エ) そう思わない 

(オ) 全くそう思わない 

 

 

問 18 あなたはつぎのような意見についてそう思いますか、それともそうは思いませんか。あては

まるものをお答えください。 

 

a) 働くことは、社会に対する義務である 

b) 「宗教的な心」というものは大切だと思う 

c) チャンスが平等にあたえられるなら、競争で貧富の差がついてもしかたがない 

d) 競争の自由をまもるよりも、格差をなくしていくことの方が大切だ 

e) 今後、日本で格差が広がってもかまわない 

f) 今の日本では資産の格差が大きすぎる 

g) 大きな資産を持てるようになるかどうかは、本人の努力次第だ 

h) 本人の社会的地位は、家庭の豊かさや親の社会的地位で決まっている 

 

(ア) そう思う 

(イ) ややそう思う 

(ウ) どちらともいえない 

(エ) あまりそう思わない 

(オ) そう思わない 
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問 19 あなたにとってつぎのような気持ちや考え、生き方はどの程度あてはまりますか。 

a) 自分の仕事のために、家庭や私生活を犠牲にしていることが多い 

(ア) よくあてはまる 

(イ) ややあてはまる 

(ウ) どちらともいえない 

(エ) あまりあてはまらない 

(オ) まったくあてはまらない 

(カ) 仕事をしていない(非該当) 

b) 将来のために節約・努力するよりも、今の自分の人生を楽しむようにしている 

c) まごまごしていると、他人に追い越されそうな不安を感じる 

d) うかうかしていると、自分がこれまで獲得したものを失ってしまいそうな不安を感じる 

e) もっと多くを手にするよりも、これまでに獲得したものを維持することの方が重要である

と思う 

f) 私の生き方は、おもに自分の考えで自由に決められる 

(ア) よくあてはまる 

(イ) ややあてはまる 

(ウ) どちらともいえない 

(エ) あまりあてはまらない 

(オ) まったくあてはまらない 

 

問 20 つぎにあげることがらは、あなたにとってどのくらい重要ですか。 

a) 社会的評価の高い職業につくこと 

b) 高い収入を得ること 

c) 家族との時間を大切にすること 

 

(ア) 重要である 

(イ) やや重要である 

(ウ) あまり重要ではない 

(エ) 重要ではない 

問 21 子どもの教育についてつぎのような意見があります。それぞれについて、あなたはどう思わ

れますか。 

a) 子どもには、大学以上の教育を受けさせるのがよい 

b) 子どもには、学校教育のほかに家庭教師をつけたり、塾に通わせた方がよい 

c) 子どもには、海外留学をさせたほうがよい 

 

(ア) そう思う 

(イ) ややそう思う 

(ウ) あまりそう思わない 

(エ) そう思わない 

 

問 22 あなたはつぎのような意見についてそう思いますか、それともそうは思いませんか。 

 

a) 男性は外で働き、女性は家庭を守るべきである 

b) 夫が妻と同じくらい家事や育児をするのはあたりまえのことだ 
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(ア) そう思う 

(イ) どちらかといえばそう思う 

(ウ) どちらかといえばそう思わない 

(エ) そう思わない 

 

問 23 つぎのような意見について、あなたはそう思いますか、それともそうは思いませんか。 

a) 政治のことは難しすぎて自分にはとても理解できない 

b) 政治のことはやりたい人にまかせておけばよい 

c) これからは、経済成長よりも環境保護を重視した政治を行うべきだ 

d) 今の日本にはリーダーシップを持った政治家が必要だ 

e) 国民の意見や希望は、国の政治にはほとんど反映されていない 

f) 権威のある人々にはつねに敬意を払わなければならない 

g) 以前からなされていたやり方を守ることが、最上の結果を生む 

h) 伝統や習慣にしたがったやり方に疑問を持つ人は、結局は問題をひきおこすことになる 

i) この複雑な世の中で何をなすべきかを知る一番よい方法は、指導者や専門家に頼ることである 

(ア) そう思う 

(イ) どちらかといえばそう思う 

(ウ) どちらともいえない 

(エ) どちらかといえばそう思わない 

(オ) そう思わない 

問 24  あなたは 2014年 12月の衆議院選挙の時点では、何党を支持していましたか。支持していた

政党を１つ選んでください。 

問 24 2014年 12月時点のあなたの支持政党 

 

(ア) 自民党(自由民主党)  

(イ) 民主党 

(ウ) 公明党 

(エ) 維新の党 

(オ) 次世代の党 

(カ) 共産党(日本共産党) 

(キ) 生活の党 

(ク) 社民党(社会民主党) 

 (ケ) その他(具体的に)⇒入力画面へ  

(コ) 支持政党なし 

 

問 24s 具体的に党名をお答えください。 

問 24s具体的に党名をお答えください。 

                

 

あなたのご両親についてうかがいます。亡くなられている場合もお答えください。 

問 25(1) あなたのお父さんが最後に行かれた学校はつぎのどれにあたりますか(中退も卒業と同じ

扱いでお答えください)。 
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問 25(1) お父さんが行かれた学校 

(ア) 新制中学校 
(イ) 新制高校(高卒後の専門学校を含む) 
(ウ) 新制短大・高専 
(エ) 新制大学(大学院を含む) 
(オ) 旧制尋常小学校 
(カ) 旧制高等小学校 
(キ) 旧制中学校・実業学校・師範学校 
(ク) 旧制高校・旧制専門学校 
(ケ) 旧制大学(大学院を含む) 
(コ) その他(具体的に)⇒ 

問 25(1s) 具体的にお答えください。 

問 25(1s) 具体的にお答えください。 

                       

 

問 25(2) あなたのお母さんが最後に行かれた学校はつぎのどれにあたりますか(中退も卒業と同じ

扱いでお答えください)。 

問 25(2) お母さんが行かれた学校 

(ア) 新制中学校 
(イ) 新制高校(高卒後の専門学校を含む) 
(ウ) 新制短大・高専 
(エ) 新制大学(大学院を含む) 
(オ) 旧制尋常小学校 
(カ) 旧制高等小学校 
(キ) 旧制中学校・実業学校・師範学校 
(ク) 旧制高校・旧制専門学校 
(ケ) 旧制大学(大学院を含む) 
(コ) その他(具体的に)⇒ 

問 25(2s) 具体的にお答えください。 

問 25(2s) 具体的にお答えください。 

                       

 あなたが 15 歳の頃(中学 3 年生の時)のことについてうかがいます。 

問 26(1) あなたが 15 歳のころの日本社会を、このリストに書いてあるように、1 から 10 までの

10 の層に分けるとすれば、あなたの育ったご家庭はどこに入っていたと思いますか。 

問 26(1) 15歳時の層 

 

┌ 1 

  ├ 2 

  ├ 3 

  ├ 4 

  ├ 5 

  ├ 6 

  ├ 7 

   ├ 8 

   ├ 9 

└10 

 

上 

下 
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問 26 (2) あなたが 15 歳の頃、あなたのお宅には、つぎに挙げるものがありましたか。 

問 26(2) 15歳時にお宅にあったもの 

a) 持ち家 

あった なかった 

b) 住居以外の土地や建物 

あった なかった 

c) 乗用車 

あった なかった 

d) 子ども部屋 

あった なかった 

e) あなた自身の学習机 

あった なかった 

f) ピアノ 

あった なかった 

g) 文学全集・図鑑 

あった なかった 

h) 美術品・骨董品(こっとうひん) 

あった なかった 

 i) 田畑(家庭菜園は除く) 

あった なかった 

問 27(1) あなたの現在のお住まいは、つぎのどれにあたりますか。 

問 27(1) あなたの現在のお住まい 

 

 

 

 

 

 

問 27(1s) 具体的にお答えください。 

問 27(1s) 具体的にお答えください。 

                       

問 27(2) あなたのお住まいはどれくらいの広さ(延床面積)ですか。平米数または坪数でお答えくだ

さい。 

問 27(2) お住まいの広さ 

約   ㎡ 

約   坪 

 

注）1 坪は畳 2 畳分で約 3.3 ㎡です。 

問 28 あなたは、現在の地域(ご自宅周辺)に約何年お住まいですか。他の地域に転居していた時期

を除いた、合計の年数をお答えください。 

問 28 居住年数 

(ア)持ち家(一戸建) 

(イ)持ち家(分譲マンション) 

(ウ)借家・賃貸のアパート・マンション 

(エ)社宅・寮・官舎 

(オ)その他(具体的に)⇒ 
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  約    年   

問 29 現在、お宅では、つぎに挙げるものをお持ちですか。 

問 29 所有しているもの 

a) 乗用車 

ある  ない 

b) 犬・猫などのペット 

ある  ない 

c) 子ども部屋 

ある  ない 

d) ピアノ 

ある  ない 

e) バリアフリー設備 

ある  ない 

f) 食器洗い機 

ある  ない 

g) 文学全集・図鑑 

ある  ない 

h) 美術品・骨董品(こっとうひん) 

ある  ない 

i) 田畑(家庭菜園は除く) 

ある  ない 

j) 金庫 

ある  ない 
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問 30(1) あなたと同年代の人の平均的な世帯年収は、いくらぐらいだと思いますか。つぎの中から

1 つだけお選びください。    

問 30(1) 他の人の収入 

１ な し 

２ 25 万円未満 

３ 25～50 万円未満 

４ 50～75 万円未満 

５ 75～100 万円未満 

６ 100～125 万円未満 

７ 125～150 万円未満 

８ 150～200 万円未満 

９ 200～250 万円未満 

10 250～300 万円未満 

11 300～350 万円未満 

12 350～400 万円未満 

13 400～450 万円未満 

14 500 万円位(450～550 万円未満) 

15 600 万円位(550～650 万円未満) 

16 700 万円位(650～750 万円未満) 

17 800 万円位(750～850 万円未満) 

18 900 万円位(850～950 万円未満) 

19 1,000 万円位(950～1,050 万円未満) 

20 1,100 万円位(1,050～1,150 万円未満) 

21 1,200 万円位(1,150～1,250 万円未満) 

22 1,300 万円位(1,250～1,350 万円未満) 

23 1,400 万円位(1,350～1,450 万円未満) 

24 1,500 万円位(1,450～1,550 万円未満) 

25 1,600 万円位(1,550～1,650 万円未満) 

26 1,700 万円位(1,650～1,750 万円未満) 

27 1,800 万円位(1,750～1,850 万円未満) 

28 1,900 万円位(1,850～1,950 万円未満) 

29 2,000 万円位(1,950～2,050 万円未満) 

30 2,050 万円～2500万円未満 

31 2,500 万円～3000万円未満 

32 3,000 万円～4000万円未満 

33 4,000 万円～5000万円未満 

34 5,000 万円～6000万円未満 

35 6,000 万円～7000万円未満 

36 7,000 万円～8000万円未満 

37 8,000 万円～9000万円未満 

38 9,000 万円～1億円未満 

39 1 億円以上 
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問 30(2) 現在のご自身の収入について、あなたはどのように感じていますか。あなたの気持ちに

いちばん近い選択肢を１つお選びください。 

 

a)個人収入について 

 

ｂ)世帯収入について 

       

 

「ここから 2 問は、収入についておうかがいします。私(調査員)にはお選びになった回答が見えな

いしくみになっています。この 2 問で、質問は終わりです。それぞれの質問では、回答をお選びに

なった後、右下にある「確定」というボタンをタッチしてください。次に進むための操作は、私(調

査員)が行いますが、私(調査員)の画面では、お選びになった回答は一切表示されません。では、ご

回答をよろしくお願いします。 

(ア) とても少ない 

(イ) どちらかといえば少ない 

(ウ) ちょうどいい 

(エ) どちらかといえば多い 

(オ) とても多い 

(カ) 個人収入はない 

(ア) とても少ない 

(イ) どちらかといえば少ない 

(ウ) ちょうどいい 

(エ) どちらかといえば多い 

(オ) とても多い 
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問 31(1)  過去１年間のあなた個人の収入は、税込みでいくらぐらいでしたか。年金、株式配当や

臨時収入、副収入などもすべて含めてお答えください。(１つ選択) 

問 31(1) ご自身の年収 

１ な し 

２ 25 万円未満 

３ 25～50 万円未満 

４ 50～75 万円未満 

５ 75～100 万円未満 

６ 100～125 万円未満 

７ 125～150 万円未満 

８ 150～200 万円未満 

９ 200～250 万円未満 

10 250～300 万円未満 

11 300～350 万円未満 

12 350～400 万円未満 

13 400～450 万円未満 

14 500 万円位(450～550 万円未満) 

15 600 万円位(550～650 万円未満) 

16 700 万円位(650～750 万円未満) 

17 800 万円位(750～850 万円未満) 

18 900 万円位(850～950 万円未満) 

19 1,000 万円位(950～1,050 万円未満) 

20 1,100 万円位(1,050～1,150 万円未満) 

21 1,200 万円位(1,150～1,250 万円未満) 

22 1,300 万円位(1,250～1,350 万円未満) 

23 1,400 万円位(1,350～1,450 万円未満) 

24 1,500 万円位(1,450～1,550 万円未満) 

25 1,600 万円位(1,550～1,650 万円未満) 

26 1,700 万円位(1,650～1,750 万円未満) 

27 1,800 万円位(1,750～1,850 万円未満) 

28 1,900 万円位(1,850～1,950 万円未満) 

29 2,000 万円位(1,950～2,050 万円未満) 

30 2,050 万円～2500万円未満 

31 2,500 万円～3000万円未満 

32 3,000 万円～4000万円未満 

33 4,000 万円～5000万円未満 

34 5,000 万円～6000万円未満 

35 6,000 万円～7000万円未満 

36 7,000 万円～8000万円未満 

37 8,000 万円～9000万円未満 

38 9,000 万円～1億円未満 

39 1 億円以上 

40 わからない・答えたくない 
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問 31(2) 過去１年間のあなたのお宅(生計をともにしている家族)の収入は、税込みでいくらぐらい

でしたか。他のご家族の方の収入も含めてお答えください。年金、株式配当や臨時収入、副収入な

どもすべて含めてお答えください。(１つ選択) 

問 31(2)世帯の年収 

１ な し 

２ 25 万円未満 

３ 25～50 万円未満 

４ 50～75 万円未満 

５ 75～100 万円未満 

６ 100～125 万円未満 

７ 125～150 万円未満 

８ 150～200 万円未満 

９ 200～250 万円未満 

10 250～300 万円未満 

11 300～350 万円未満 

12 350～400 万円未満 

13 400～450 万円未満 

14 500 万円位(450～550 万円未満) 

15 600 万円位(550～650 万円未満) 

16 700 万円位(650～750 万円未満) 

17 800 万円位(750～850 万円未満) 

18 900 万円位(850～950 万円未満) 

19 1,000 万円位(950～1,050 万円未満) 

20 1,100 万円位(1,050～1,150 万円未満) 

21 1,200 万円位(1,150～1,250 万円未満) 

22 1,300 万円位(1,250～1,350 万円未満) 

23 1,400 万円位(1,350～1,450 万円未満) 

24 1,500 万円位(1,450～1,550 万円未満) 

25 1,600 万円位(1,550～1,650 万円未満) 

26 1,700 万円位(1,650～1,750 万円未満) 

27 1,800 万円位(1,750～1,850 万円未満) 

28 1,900 万円位(1,850～1,950 万円未満) 

29 2,000 万円位(1,950～2,050 万円未満) 

30 2,050 万円～2500万円未満 

31 2,500 万円～3000万円未満 

32 3,000 万円～4000万円未満 

33 4,000 万円～5000万円未満 

34 5,000 万円～6000万円未満 

35 6,000 万円～7000万円未満 

36 7,000 万円～8000万円未満 

37 8,000 万円～9000万円未満 

38 9,000 万円～1億円未満 

39 1 億円以上 

40 わからない・答えたくない 

 




