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JILPT アーカイブ No.64 

「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査」

（調査シリーズ No.106）の Read me 

「男女正社員のキャリアと両立支援に関する調査」のアーカイブデータは、企業調査、管理

職調査、一般従業員調査の３ファイルから成ります。本アーカイブデータについて、注意が必

要な箇所を以下に示しました。

１ 本調査では、①従業員 300 人以上規模の企業と②従業員 100～299 人規模の企業に分けて

調査対象企業を抽出しており、これを踏まえ、調査報告書での集計・分析も別々に行われて

います。各データに含まれている「常用労働者数 2 区分」というラベルの変数（変数名：

「kibo@2」）はこの区分に対応したものです。 

２ マッチング用データについて

従業員調査（管理職調査、一般従業員調査）のファイルにはデータマッチング用に、対応

する企業調査の設問と回答を入れてあります。区別のため、企業調査の設問に対応する変数

には冒頭に「k」を付しています（例：「企業調査」問１－１→「kq1_1」）。マッチングの有

無に関しては変数「match」で確認が可能です。また、一部変数は企業調査のファイルと同

様に数値記入をカテゴリ化して収録していますので、それらの詳細につきましては以下の「企

業調査」注２の表および注３の記述をご参照ください。

企業調査 

１ 自由記述欄の記入内容は含めていません。

２ 次の調査項目の回答は数値記入をカテゴリ化して入れてあります。

調査項目 変数 カテゴリ数 各カテゴリの内容（ラベル） 

問１－２： 

常用労働者数 

(男性、女性) 

q1_2_male_ca, q1_2_female_ca 7 

「０人」、「1－49 人」、「50－99 人」、

「100－199 人」、「200－299 人」、 

「300－499 人」、「500 人以上」 

企業調査 

共通
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問１－２： 

常用労働者数 

(合計) 

q1_2_total_ca 5 

「100－199 人」、「200－299 人」、

「300－499 人」、「500－999 人」、 

「1000 人以上」 

問１－３： 

正社員人数・内訳

（男性、女性） 

q1_3_male_ca, q1_3_female_ca 10 

「０人」、「１－９人」、「10－19 人」、 

「20－49 人」、「50－99 人」、 

「100－199 人」、「200－299 人」、 

「300－499 人」、「500 人以上」、 

「無回答」 

問１－３： 

正社員人数・内訳 

大卒（男性、女性） 

q1_3_univ_male_ca, 

q1_3_univ_female_ca 
10 

「０人」、「１－９人」、「10－19 人」、 

「20－49 人」、「50－99 人」、 

「100－199 人」、「200－299 人」、 

「300－499 人」、「500 人以上」、 

「無回答」 

問１－３： 

正社員人数・内訳 

大卒・総合職 

（男性、女性） 

q1_3_univ_sougou_male_ca, 

q1_3_univ_sougou_female_ca 
10 

「０人」、「１－９人」、「10－19 人」、 

「20－49 人」、「50－99 人」、 

「100－199 人」、「200－299 人」、 

「300－499 人」、「500 人以上」、 

「無回答」 

問１－３： 

正社員人数 
q1_3_total_ca 9 

「０人」、「１－49 人」、「50－99 人」、 

「100－199 人」、「200－299 人」、 

「300－499 人」、「500－999 人」、 

「1000 人以上」、「無回答」 

問１－３： 

正社員人数・内訳 

大卒 

q1_3_univ_total_ca 9 

「０人」、「１－49 人」、「50－99 人」、 

「100－199 人」、「200－299 人」、 

「300－499 人」、「500－999 人」、 

「1000 人以上」、「無回答」 

問１－３： 

正社員人数・内訳 

大卒・総合職 

q1_3_univ_sougou_ca 9 

「０人」、「１－49 人」、「50－99 人」、 

「100－199 人」、「200－299 人」、 

「300－499 人」、「500－999 人」、 

「1000 人以上」、「無回答」 

問１－４： 

正社員の平均年齢 

（男性・女性） 

q1_4_a_male_ca, 

q1_4_a_female_ca 
6 

「35 歳未満」、「35－39 歳」、 

「40－44 歳」、「45－49 歳」、 

「50 歳以上」、「無回答」 
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問１－４： 

正社員の平均勤続

年数 

（男性・女性） 

q1_4_b_male_ca, 

q1_4_b_female_ca 
6 

「５年未満」、「５－９年」、 

「10－14 年」、「15－19 年」、 

「20 年以上」、「無回答」 

問１－５： 

役職者・役員人数 

係長・主任相当職 

（男性・女性） 

q1_5_kakaricho_male_ca, 

q1_5_kakaricho_female_ca 
7 

「０人」、「１－９人」、「10－19 人」、 

「20－49 人」、「50－99 人」、 

「100 人以上」、「無回答」 

問１－５： 

役職者・役員人数 

課長相当職 

（男性・女性） 

q1_5_kacho_male_ca, 

q1_5_kacho_female_ca 
7 

「０人」、「１－９人」、「10－19 人」、 

「20－49 人」、「50－99 人」、 

「100 人以上」、「無回答」 

問１－５： 

役職者・役員人数 

部長相当職以上 

（男性・女性） 

q1_5_bucho_male_ca, 

q1_5_bucho_female_ca 
6 

「０人」、「１－４人」、「５－９人」、 

「10－29 人」、「30 人以上」、 

「無回答」 

問１－５： 

役職者・役員人数 

常勤役員 

（男性・女性） 

q1_5_yakuin_male_ca, 

q1_5_yakuin_female_ca 
6 

「０人」、「１－４人」、「５－９人」、 

「10－29 人」、「30 人以上」、 

「無回答」 

問６－４： 

新入社員が最初の

役職につくまでの

期間 

もっとも早い場合 

(主任・係長、課長

相当職) 

q6_4_1_a_ca, q6_4_2_a_ca 8 

「０年目」、「１－３年目」、 

「４－６年目」、「７－９年目」、 

「10－14 年目」、「15－19 年目」、 

「20 年目以上」、「無回答」 

問６－４： 

新入社員が最初の

役職につくまでの

期間 

平均的な場合 

q6_4_1_b_ca, q6_4_2_b_ca 8 

「０年目」、「１－３年目」、 

「４－６年目」、「７－９年目」、 

「10－14 年目」、「15－19 年目」、 

「20 年目以上」、「無回答」 
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F1： 

昨年度正社員採用

者数（新卒者全員） 

（男性・女性） 

f1_male_ca, f1_female_ca 6 

「０人」、「１－４人」、「５－９人」、 

「10－19 人」、「20 人以上」、 

「無回答」 

F1： 

昨年度正社員採用

者数（新卒者・大卒

以上） 

（男性・女性） 

f1_univ_male_ca, 

f1_univ_female_ca 
6 

「０人」、「１－４人」、「５－９人」、 

「10－19 人」、「20 人以上」、 

「無回答」 

F1： 

昨年度正社員採用

者数（中途採用） 

（男性・女性） 

f1_chuto_male_ca, 

f1_chuto_female_ca 
6 

「０人」、「１－４人」、「５－９人」、 

「10－19 人」、「20 人以上」、 

「無回答」 

F1： 

昨年度正社員採用

者数（新卒者全員） 

（男女合計） 

f1_shinsotsu_ca 7 

「０人」、「１－４人」、「５－９人」、 

「10－19 人」、「20－49 人」、 

「50 人以上」、「無回答」 

F1： 

昨年度正社員採用

者数（新卒者・大卒

以上） 

（男女合計） 

f1_shinsotsu_univ_ca 7 

「０人」、「１－４人」、「５－９人」、 

「10－19 人」、「20－49 人」、 

「50 人以上」、「無回答」 

F1： 

昨年度正社員採用

者数（中途採用） 

（男女合計） 

f1_chuto_ca 7 

「０人」、「１－４人」、「５－９人」、 

「10－19 人」、「20－49 人」、 

「50 人以上」、「無回答」 

F2： 

直近の年間売上高 
f2_1_ca 7 

「10 億円未満」、「10－49 億円」、 

「50－99 億円」、「100－499 億円」、

「500－999 億円」、「1000 億円以上」

「無回答」 

F2： 

直近の年間経常利

益 

f2_2_ca 7 

「０円未満（マイナス）」、 

「１億台未満」、「１－４億円台」、 

「５－９億円台」、「10－14 億円台」、

「１５億円以上」、「無回答」 
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３ 問１－１「主な業種」に関して

秘匿化のため、「鉱業、採石業、砂利採取業」を「その他」に含めた変数を入れてあります。

（変数名：q1-1_re） 

４ 問５－１付問１「コース別管理雇用制度の種類」に関して

「一部無回答」というカテゴリが設けてありますが、コースの種類を１つしか回答してい

ないケースがこれに該当します。

１ 自由記述欄の記入内容は含めていません

２ 次の調査項目の回答は数値記入をカテゴリ化したものも入れてあります

調査項目 変数名 カテゴリ数 カテゴリ

問１－１：入社年（西暦） q1_1_ca 7 

「1984 年以前」、「1985－1990 年」、 

「1991－1994 年」、「1995－2000 年」、 

「2001－2005 年」、「2006 年以降」、 

「無回答」 

問１－２付問１－１：転職回数 q1_2_sq1_1_ca 6 
「１回」、「２回」、「３回」、「４回」、 

「５回以上」、「無回答」 

問１－２付問１－２： 

正社員通算経験年数 
q1_2_sq1_2_ca 7 

「１－３年」、「４－６年」、「７－９年」、 

「10－14 年」、「15－19 年」、 

「20 年以上」、「無回答」 

問１－１１： 

一週間の平均労働時間 
q1_11_ca 6 

「１－39 時間」、「40－44 時間」、 

「45－49 時間」、「50－59 時間」、 

「60 時間以上」、「無回答」 

問４－１付問１： 

育児休業制度の取得期間 
q4_1_sq1_ca 5 

「１～５カ月」、「６カ月～１年未満」、 

「１年」、「１年超」、「無回答」 

F2：年齢 f2_ca 8 

「29 歳以下」、「30－34 歳」、 

「35－39 歳」、「40－44 歳」、 

「45－49 歳」、「50－54 歳」、 

「55 歳以上」、「無回答」 

管理職調査
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F4 付問１：子どもの人数 f4_sq1_ca 4 「１人」、「２人」、「３人以上」、「無回答」 

F4 付問２： 

一番上の子どもの年齢 
f4_sq2_ca 7 

「０歳」、「１－２歳」、「３－６歳」、 

「７－12 歳」、「13－17 歳」、 

「18 歳以上」、「無回答」 

F4 付問３： 

一番下の子どもの年齢 
f4_sq3_ca 7 

「０歳」、「１－２歳」、「３－６歳」、 

「７－12 歳」、「13－17 歳」、 

「18 歳以上」、「無回答」 

F5 付問１：初婚年齢 f5_sq1_ca 6 
「15-19 歳」、「20-24 歳」、「25-29 歳」、

「30-39 歳」、「40 歳以上」、「無回答」 

３ 「末子年齢」について

データ内に「masshi_sc」という変数がありますが、これは調査報告書（第二分冊）の基礎

集計表における表頭の F4 付問 3「子どもの年齢【子どもあり】一番下の子どもの年齢」、お

よび表側の F4【子ども有無と末子年齢】の末子年齢に対応しています。報告書 p.43 にある

通り、「調査票の質問とは異なり、子どもの人数に関係なく末子年齢を求めた」ものです。報

告書記載の表は F4 付問２や F4 付問３の回答をそのまま反映したものではないのでご注意く

ださい。なお、変数「masshi_ca」は報告書と同様にカテゴリ化したものです。 

４ 報告書の誤植について

調査報告書（第二分冊）に収録されている管理職調査の基礎集計表（pp.43-201）では表側

に「問１－６【役職】」とありますが、正しくは「問１－５【役職】」です。

１ 自由記述欄の記入内容は含めていません

２ 次の調査項目の回答は数値記入をカテゴリ化したものも入れてあります

調査項目 変数名 カテゴリ数 カテゴリ

問１－１：入社年（西暦） q1_1_ca 7 

「1984 年以前」、「1985－1990 年」、 

「1991－1994 年」、「1995－2000 年」、 

「2001－2005 年」、「2006 年以降」、 

「無回答」 

一般従業員調査
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問１－２付問１－１：転職回数 q1_2_sq1_1_ca 6 
「１回」、「２回」、「３回」、「４回」、 

「５回以上」、「無回答」 

問１－２付問１－２： 

正社員通算経験年数 
q1_2_sq1_2_ca 7 

「１－３年」、「４－６年」、「７－９年」、 

「10－14 年」、「15－19 年」、 

「20 年以上」、「無回答」 

問１－１２： 

一週間の平均労働時間 
q1_12_ca 6 

「１－39 時間」、「40－44 時間」、 

「45－49 時間」、「50－59 時間」、 

「60 時間以上」、「無回答」 

問４－１付問１： 

育児休業制度の取得期間 
q4_1_sq1_ca 5 

「１～５カ月」、「６カ月～１年未満」、 

「１年」、「１年超」、「無回答」 

F2：年齢 f2_ca 7 

「25－29 歳」、「30－34 歳」、 

「35－39 歳」、「40－44 歳」、 

「45－49 歳」、「50－54 歳」、 

「無回答」 

F4 付問１：子どもの人数 f4_sq1_ca 4 「１人」、「２人」、「３人以上」、「無回答」 

F4 付問２： 

一番上の子どもの年齢 
f4_sq2_ca 7 

「０歳」、「１－２歳」、「３－６歳」、 

「７－12 歳」、「13－17 歳」、 

「18 歳以上」、「無回答」 

F4 付問３： 

一番下の子どもの年齢 
f4_sq3_ca 7 

「０歳」、「１－２歳」、「３－６歳」、 

「７－12 歳」、「13－17 歳」、 

「18 歳以上」、「無回答」 

F5 付問１：初婚年齢 f5_sq1_ca 6 
「15-19 歳」、「20-24 歳」、「25-29 歳」、

「30-39 歳」、「40 歳以上」、「無回答」 

３ 「末子年齢」について

管理職調査と同様にデータに「masshi_sc」「masshi_ca」という変数を設けてあります。 




