
アンケートページにアクセスいただきまして、ありがとうございます。

今回のアンケートは、「「「「あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身にににに関関関関するアンケートするアンケートするアンケートするアンケート」」」」です。

【【【【モニターのモニターのモニターのモニターの皆皆皆皆様様様様へのおへのおへのおへのお願願願願いいいい】】】】

本アンケートは一般に公開していない情報が含まれる場合がございます。

アンケート内で知り得た、いかなる情報についても、決して第三者に口外なさらぬようお願いします。

「第三者「第三者「第三者「第三者へのへのへのへの口外」口外」口外」口外」にににに含含含含まれるまれるまれるまれる例例例例

・口頭、電話、メール等で友人・知人に情報共有すること

・掲示板やブログに書き込むことで不特定多数に情報共有すること

・その他いかなる手段でも情報が漏れてしまうことに寄与する行為

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】

・当社は会員の個人情報を、個人情報保護方針に基づいて取り扱います。

・複数のアンケート画面を同時に開きますと、正常に回答できず、ポイント付与の対象になりません。

同時に複数のアンケートにご回答なさらないようにご注意ください。

・当社のアンケートへの回答は、Internet Explorer 7、8を推奨環境とさせていただいております。

「同意し、アンケート開始」ボタンをクリックすると、アンケート画面が別ウィンドウで表示されます。

上記注意事項にご同意いただけない場合は、下の「閉じる」ボタンをクリックしてください。 

同意し、アンケート開始

閉じる

SC1SC1SC1SC1
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの現在（調現在（調現在（調現在（調査査査査時時時時点点点点；；；；2014201420142014年年年年3333月月月月1111日時日時日時日時点点点点））））のののの年年年年齢齢齢齢をををを教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。
（半角（半角（半角（半角数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））

歳 （※回答例[30]歳） （（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----99999999））））

次へ

SC2SC2SC2SC2
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの現在現在現在現在のののの会会会会社社社社でのでのでのでの就業形態就業形態就業形態就業形態はははは、以下、以下、以下、以下のどれにあたりますかのどれにあたりますかのどれにあたりますかのどれにあたりますか。。。。

1. 正社員

2. 契約社員（フルタイムで期間を定めて雇用される者。定年退職の再雇用者除く）

3. パート・アルバイト

4. 派遣社員（労働者派遣事業者から派遣されている労働者）

5. その他

次へ
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分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC2SC2SC2SC2 orororor 1))))

SC3SC3SC3SC3
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく事業所事業所事業所事業所のののの主主主主なななな産産産産業分野業分野業分野業分野はははは以下以下以下以下のどれにあたりますかのどれにあたりますかのどれにあたりますかのどれにあたりますか。。。。

1. 農林漁業 11. 学術研究、専門・技術サービス業

2. 鉱業、採石業、砂利採取業 12. 宿泊業、飲食サービス業

3. 建設業 13. 生活関連サービス業、娯楽業

4. 製造業 14. 教育、学習支援業

5. 電気・ガス・熱供給・水道業 15. 医療、福祉

6. 情報通信業 16. 複合サービス事業（郵便局・協同組合）

7. 運輸業、郵便業 17. サービス業（他に分類されないもの）

8. 卸売業、小売業 18. 公務

9. 金融業、保険業 19. その他

10. 不動産業、物品賃貸業

次へ

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17))))

SC4SC4SC4SC4 あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく事業所事業所事業所事業所のののの業種業種業種業種はどれにあたりますかはどれにあたりますかはどれにあたりますかはどれにあたりますか。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 4))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

【【【【こちらをクリックしてこちらをクリックしてこちらをクリックしてこちらをクリックして御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください】】】】

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 6))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

11111111．情報．情報．情報．情報サービスサービスサービスサービス業業業業 情報情報情報情報のののの処処処処理、提供理、提供理、提供理、提供などのサービスをなどのサービスをなどのサービスをなどのサービスを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

12121212．．．．インターネットインターネットインターネットインターネット附附附附随随随随サービスサービスサービスサービス業業業業
インターネットをインターネットをインターネットをインターネットを通通通通じてじてじてじて、、、、
通信及通信及通信及通信及びびびび情報情報情報情報サービスにサービスにサービスにサービスに関関関関するするするする事業事業事業事業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

13131313．映像．映像．映像．映像・・・・音音音音声声声声・・・・文字情報制作業文字情報制作業文字情報制作業文字情報制作業
映映映映画画画画、、、、ビデオビデオビデオビデオ、又、又、又、又はテレビジョンはテレビジョンはテレビジョンはテレビジョン番組番組番組番組のののの制作制作制作制作・・・・配給配給配給配給をををを行行行行うううう事業所、事業所、事業所、事業所、
レコードレコードレコードレコード又又又又はラジオはラジオはラジオはラジオ番組番組番組番組のののの制作制作制作制作をををを行行行行うううう事業所、新聞事業所、新聞事業所、新聞事業所、新聞のののの発発発発行又行又行又行又はははは書籍、書籍、書籍、書籍、
定期刊行物（定期刊行物（定期刊行物（定期刊行物（雑雑雑雑誌）誌）誌）誌）などのなどのなどのなどの出版出版出版出版をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

14141414．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの情報通信業情報通信業情報通信業情報通信業 11111111～～～～13131313にににに分類分類分類分類されないされないされないされない情報通信業情報通信業情報通信業情報通信業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件
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分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 7))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

15151515．道路旅客運送業．道路旅客運送業．道路旅客運送業．道路旅客運送業 主主主主としてとしてとしてとして自動車等自動車等自動車等自動車等によりによりによりにより旅客旅客旅客旅客のののの運送運送運送運送をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

16161616．道路貨物運送業．道路貨物運送業．道路貨物運送業．道路貨物運送業 主主主主としてとしてとしてとして自動車等自動車等自動車等自動車等によりによりによりにより貨物貨物貨物貨物のののの運送運送運送運送をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

17171717．運輸．運輸．運輸．運輸にににに附附附附帯帯帯帯するサービスするサービスするサービスするサービス業業業業
鉄鉄鉄鉄道、自動車、船舶及道、自動車、船舶及道、自動車、船舶及道、自動車、船舶及びびびび航空機航空機航空機航空機によるによるによるによる運送運送運送運送にににに附附附附帯帯帯帯するサービスをするサービスをするサービスをするサービスを
提供提供提供提供するするするする事業所。例事業所。例事業所。例事業所。例えばえばえばえば、港、港、港、港湾湾湾湾運送業、梱包業運送業、梱包業運送業、梱包業運送業、梱包業などなどなどなど。。。。

18181818．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの運輸業、郵便業運輸業、郵便業運輸業、郵便業運輸業、郵便業
15151515～～～～17171717にににに分類分類分類分類されないされないされないされない運輸業及運輸業及運輸業及運輸業及びびびび郵便業郵便業郵便業郵便業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、鉄鉄鉄鉄道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業などなどなどなど。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 8))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

【【【【こちらをクリックしてこちらをクリックしてこちらをクリックしてこちらをクリックして御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください】】】】

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 10))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

28282828．不動．不動．不動．不動産産産産取引業取引業取引業取引業
主主主主としてとしてとしてとして不動不動不動不動産産産産のののの売売売売買、交換又買、交換又買、交換又買、交換又はははは不動不動不動不動産産産産のののの売売売売買、貸借、買、貸借、買、貸借、買、貸借、
交換交換交換交換のののの代理若代理若代理若代理若しくはしくはしくはしくは仲介仲介仲介仲介をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

29292929．不動．不動．不動．不動産産産産賃貸業賃貸業賃貸業賃貸業・・・・管理業管理業管理業管理業 主主主主としてとしてとしてとして不動不動不動不動産産産産のののの賃貸又賃貸又賃貸又賃貸又はははは管理管理管理管理をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

30303030．物品賃貸業．物品賃貸業．物品賃貸業．物品賃貸業

産産産産業用、事務用業用、事務用業用、事務用業用、事務用のののの機械器具、自動車、機械器具、自動車、機械器具、自動車、機械器具、自動車、スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ・娯楽娯楽娯楽娯楽用品、用品、用品、用品、
映映映映画画画画・・・・演劇用品演劇用品演劇用品演劇用品などのなどのなどのなどの物品物品物品物品をををを賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー、、、、DVDDVDDVDDVD等等等等のののの賃貸、賃貸、賃貸、賃貸、レンタルショップなどレンタルショップなどレンタルショップなどレンタルショップなど。。。。
船舶船舶船舶船舶をををを貸渡貸渡貸渡貸渡しするしするしするしする事業所事業所事業所事業所はははは
「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業―18.―18.―18.―18.上記以外上記以外上記以外上記以外のののの運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。
映映映映画画画画館、劇場、競館、劇場、競館、劇場、競館、劇場、競輪輪輪輪場、競場、競場、競場、競馬馬馬馬場場場場などのなどのなどのなどの施設施設施設施設をををを賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする事業所事業所事業所事業所はははは
「「「「生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業―41.―41.―41.―41.上記以外上記以外上記以外上記以外のののの生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽
業」業」業」業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。

31313131．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの不動不動不動不動産産産産業、業、業、業、
    物品賃貸業物品賃貸業物品賃貸業物品賃貸業

28282828～～～～30303030にににに分類分類分類分類されないされないされないされない不動不動不動不動産産産産業、物品賃貸業業、物品賃貸業業、物品賃貸業業、物品賃貸業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

18181818．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの運輸業、郵便業運輸業、郵便業運輸業、郵便業運輸業、郵便業 15151515～～～～17171717にににに分類分類分類分類されないされないされないされない運輸業及運輸業及運輸業及運輸業及びびびび郵便業郵便業郵便業郵便業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、鉄鉄鉄鉄道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業などなどなどなど。。。。

41414141．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの生活生活生活生活関関関関連連連連
サービスサービスサービスサービス業業業業・・・・娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業

39393939、、、、40404040にににに分類分類分類分類されないされないされないされない生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
主主主主としてとしてとしてとして個人個人個人個人をををを対対対対象象象象としてサービスをとしてサービスをとしてサービスをとしてサービスを提供提供提供提供するするするする。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 11))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

32323232．．．．専専専専門門門門サービスサービスサービスサービス業業業業
    （（（（法法法法務、務、務、務、財財財財務、務、務、務、税税税税務等）務等）務等）務等）

法法法法務、務、務、務、財財財財務、務、務、務、税税税税務務務務にににに関関関関するするするする事務、事務、事務、事務、助言助言助言助言、、、、相談相談相談相談のサービスのサービスのサービスのサービス、、、、
書類書類書類書類のののの作作作作成成成成などなどなどなど、、、、専専専専門的門的門的門的なサービスをなサービスをなサービスをなサービスを提供提供提供提供するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
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例例例例えばえばえばえば、、、、法律法律法律法律事務所、事務所、事務所、事務所、会会会会計計計計事務所事務所事務所事務所などなどなどなど。。。。

33333333．．．．広広広広告告告告業業業業

主主主主としてとしてとしてとして依依依依頼頼頼頼人人人人のたのたのたのためめめめにににに広広広広告告告告にににに係係係係るるるる総総総総合的合的合的合的なサービスをなサービスをなサービスをなサービスを
提供提供提供提供するするするする事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび広広広広告媒体告媒体告媒体告媒体のスのスのスのスペペペペースースースース又又又又はははは時時時時間間間間をををを
当当当当該該該該広広広広告媒体企告媒体企告媒体企告媒体企業業業業とととと契約契約契約契約しししし、、、、依依依依頼頼頼頼人人人人のたのたのたのためめめめにににに広広広広告告告告するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、広広広広告告告告代理代理代理代理店店店店。。。。

34343434．．．．技術技術技術技術サービスサービスサービスサービス業業業業
    （動物（動物（動物（動物病院病院病院病院、、、、建築建築建築建築、、、、測量測量測量測量、、、、

写写写写真真真真制作等）制作等）制作等）制作等）

獣医学獣医学獣医学獣医学的的的的サービスサービスサービスサービス、、、、土木建築土木建築土木建築土木建築にににに関関関関するするするする設計設計設計設計やややや相談相談相談相談のサービスのサービスのサービスのサービス、、、、
商商商商品品品品検検検検査査査査、、、、計量証明計量証明計量証明計量証明及及及及びびびび写写写写真真真真制作制作制作制作などのなどのなどのなどの
技術的技術的技術的技術的なサービスをなサービスをなサービスをなサービスを提供提供提供提供するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、動物、動物、動物、動物病院病院病院病院、、、、建築設計建築設計建築設計建築設計事務所、事務所、事務所、事務所、写写写写真真真真スタジオなどスタジオなどスタジオなどスタジオなど。。。。

35353535．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの学学学学術術術術研研研研究究究究、、、、
専専専専門門門門・・・・技術技術技術技術サービスサービスサービスサービス業業業業

32323232～～～～34343434にににに分類分類分類分類されないされないされないされない学学学学術術術術研研研研究究究究、、、、専専専専門門門門・・・・技術技術技術技術サービスサービスサービスサービス業業業業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、学学学学術的術的術的術的研研研研究究究究、、、、試試試試験験験験、、、、開開開開発発発発研研研研究究究究などをなどをなどをなどを行行行行うううう事業所、事業所、事業所、事業所、
例例例例えばえばえばえば各種各種各種各種研研研研究究究究所所所所などがなどがなどがなどが含含含含まれるまれるまれるまれる。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 12))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

36363636．．．．宿泊宿泊宿泊宿泊業業業業

ホホホホテルテルテルテル、旅館、、旅館、、旅館、、旅館、民宿民宿民宿民宿のののの他他他他、、、、特特特特定定定定のののの団団団団体体体体のののの会会会会員員員員ののののみみみみにににに限限限限られるられるられるられる
宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設、、、、会会会会社、社、社、社、官公署官公署官公署官公署、、、、学学学学校校校校、、、、病院病院病院病院などのなどのなどのなどの事業事業事業事業体体体体附附附附属属属属のののの宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設及及及及びびびび
キャキャキャキャンプンプンプンプ場場場場などなどなどなど、、、、宿泊宿泊宿泊宿泊又又又又はははは宿泊宿泊宿泊宿泊とととと食食食食事事事事をををを提供提供提供提供するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
貸貸貸貸間間間間業業業業はははは「不動「不動「不動「不動産産産産業、物品賃貸業業、物品賃貸業業、物品賃貸業業、物品賃貸業―30.―30.―30.―30.物品賃貸業」物品賃貸業」物品賃貸業」物品賃貸業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。
社社社社会会会会福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設のののの宿泊宿泊宿泊宿泊所所所所はははは
「「「「医医医医療療療療、、、、福祉福祉福祉福祉―47.―47.―47.―47.上記以外上記以外上記以外上記以外のののの医医医医療療療療、、、、福祉福祉福祉福祉」」」」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。

37373737．．．．飲飲飲飲食店食店食店食店

客客客客のののの注文注文注文注文にににに応応応応じじじじ調理調理調理調理したしたしたした飲飲飲飲食料食料食料食料品、品、品、品、そそそそのののの他他他他のののの食料食料食料食料品、品、品、品、
アアアアルコールをルコールをルコールをルコールを含含含含むむむむ飲飲飲飲料料料料ををををそそそそのののの場所場所場所場所でででで
飲飲飲飲食食食食ささささせせせせるるるる事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび主主主主としてカラオとしてカラオとしてカラオとしてカラオケケケケ、、、、ダダダダンスンスンスンス、、、、ショーショーショーショー、、、、
接待接待接待接待サービスなどによりサービスなどによりサービスなどによりサービスなどにより遊興遊興遊興遊興飲飲飲飲食食食食ささささせせせせるるるる事業所事業所事業所事業所がががが分類分類分類分類されるされるされるされる。。。。

38383838．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの宿泊宿泊宿泊宿泊業、業、業、業、
飲飲飲飲食食食食サービスサービスサービスサービス業業業業

36363636、、、、37373737にににに分類分類分類分類されないされないされないされない宿泊宿泊宿泊宿泊業、業、業、業、飲飲飲飲食食食食サービスサービスサービスサービス業業業業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
持持持持ちちちち帰帰帰帰り・り・り・り・配配配配達達達達飲飲飲飲食食食食サービスサービスサービスサービス業業業業をををを含含含含むむむむ。。。。
持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり、配、配、配、配達達達達飲飲飲飲食食食食サービスサービスサービスサービス業業業業はははは、、、、
客客客客のののの注文注文注文注文にににに応応応応じじじじそそそそのののの場所場所場所場所でででで調理調理調理調理したしたしたした飲飲飲飲食料食料食料食料品品品品をををを提供提供提供提供するがするがするがするが、、、、
そそそそのののの場所場所場所場所でででで飲飲飲飲食食食食することをすることをすることをすることを主主主主たるたるたるたる目的目的目的目的としたとしたとしたとした設備設備設備設備をををを
有有有有さないさないさないさない事業所事業所事業所事業所がががが分類分類分類分類されるされるされるされる。。。。

18181818．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの運輸業、郵便業運輸業、郵便業運輸業、郵便業運輸業、郵便業
15151515～～～～17171717にににに分類分類分類分類されないされないされないされない運輸業及運輸業及運輸業及運輸業及びびびび郵便業郵便業郵便業郵便業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、鉄鉄鉄鉄道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業などなどなどなど。。。。

30303030．物品賃貸業．物品賃貸業．物品賃貸業．物品賃貸業

産産産産業用、事務用業用、事務用業用、事務用業用、事務用のののの機械器具、自動車、機械器具、自動車、機械器具、自動車、機械器具、自動車、スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ・娯楽娯楽娯楽娯楽用品、用品、用品、用品、
映映映映画画画画・・・・演劇用品演劇用品演劇用品演劇用品などのなどのなどのなどの物品物品物品物品をををを賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー、、、、DVDDVDDVDDVD等等等等のののの賃貸、賃貸、賃貸、賃貸、レンタルショップなどレンタルショップなどレンタルショップなどレンタルショップなど。。。。
船舶船舶船舶船舶をををを貸渡貸渡貸渡貸渡しするしするしするしする事業所事業所事業所事業所はははは
「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業―18.―18.―18.―18.上記以外上記以外上記以外上記以外のののの運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。
映映映映画画画画館、劇場、競館、劇場、競館、劇場、競館、劇場、競輪輪輪輪場、競場、競場、競場、競馬馬馬馬場場場場などのなどのなどのなどの施設施設施設施設をををを賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする事業所事業所事業所事業所はははは
「「「「生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業―41.―41.―41.―41.上記以外上記以外上記以外上記以外のののの生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽
業」業」業」業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。

41414141．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの生活生活生活生活関関関関連連連連
サービスサービスサービスサービス業業業業・・・・娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業

39393939、、、、40404040にににに分類分類分類分類されないされないされないされない生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
主主主主としてとしてとしてとして個人個人個人個人をををを対対対対象象象象としてサービスをとしてサービスをとしてサービスをとしてサービスを提供提供提供提供するするするする。。。。

47474747．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの医医医医療療療療、、、、福祉福祉福祉福祉
45454545、、、、46464646にににに分類分類分類分類されないされないされないされない医医医医療療療療、、、、福祉福祉福祉福祉をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生にににに関関関関するサービスをするサービスをするサービスをするサービスを提供提供提供提供するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 13))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。
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39393939．．．．洗濯洗濯洗濯洗濯・・・・理理理理容容容容・・・・美容美容美容美容・・・・浴浴浴浴場業場業場業場業
洗濯洗濯洗濯洗濯業、業、業、業、洗張洗張洗張洗張・・・・染染染染物業、理物業、理物業、理物業、理容容容容業、業、業、業、美容美容美容美容業、業、業、業、浴浴浴浴場業場業場業場業などのなどのなどのなどの
主主主主としてとしてとしてとして個人個人個人個人にににに対対対対してしてしてして身身身身のののの回回回回りのりのりのりの清清清清潔潔潔潔をををを
保持保持保持保持するたするたするたするためめめめのサービスをのサービスをのサービスをのサービスを提供提供提供提供するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。

40404040．．．．娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業

映映映映画画画画、演劇、演劇、演劇、演劇そそそそのののの他他他他のののの興興興興行及行及行及行及びびびび娯楽娯楽娯楽娯楽をををを提供提供提供提供しししし、、、、
又又又又はははは休養休養休養休養をををを与与与与えるえるえるえる事業所事業所事業所事業所並並並並びにこれにびにこれにびにこれにびにこれに附附附附帯帯帯帯するサービスをするサービスをするサービスをするサービスを
提供提供提供提供するするするする事業所事業所事業所事業所がががが分類分類分類分類されるされるされるされる。。。。
映映映映画画画画・ビデオ・ビデオ・ビデオ・ビデオ制作業制作業制作業制作業にににに附附附附帯帯帯帯するサービスをするサービスをするサービスをするサービスを提供提供提供提供するするするする事業所事業所事業所事業所はははは
「情報通信業「情報通信業「情報通信業「情報通信業―13.―13.―13.―13.映像映像映像映像・・・・音音音音声声声声・・・・文字情報制作業」文字情報制作業」文字情報制作業」文字情報制作業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。
娯楽娯楽娯楽娯楽用品、映用品、映用品、映用品、映画画画画・・・・演劇用品演劇用品演劇用品演劇用品などのなどのなどのなどの物品（物品（物品（物品（DVDDVDDVDDVD等）等）等）等）をををを賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする事業所事業所事業所事業所はははは、、、、
「不動「不動「不動「不動産産産産業、物品賃貸業業、物品賃貸業業、物品賃貸業業、物品賃貸業―30.―30.―30.―30.物品賃貸業」物品賃貸業」物品賃貸業」物品賃貸業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。

41414141．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの生活生活生活生活関関関関連連連連
サービスサービスサービスサービス業業業業・・・・娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業

39393939、、、、40404040にににに分類分類分類分類されないされないされないされない生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
主主主主としてとしてとしてとして個人個人個人個人をををを対対対対象象象象としてサービスをとしてサービスをとしてサービスをとしてサービスを提供提供提供提供するするするする。。。。

13131313．映像．映像．映像．映像・・・・音音音音声声声声・・・・文字情報制作業文字情報制作業文字情報制作業文字情報制作業
映映映映画画画画、、、、ビデオビデオビデオビデオ、又、又、又、又はテレビジョンはテレビジョンはテレビジョンはテレビジョン番組番組番組番組のののの制作制作制作制作・・・・配給配給配給配給をををを行行行行うううう事業所、事業所、事業所、事業所、
レコードレコードレコードレコード又又又又はラジオはラジオはラジオはラジオ番組番組番組番組のののの制作制作制作制作をををを行行行行うううう事業所、新聞事業所、新聞事業所、新聞事業所、新聞のののの発発発発行又行又行又行又はははは書籍、書籍、書籍、書籍、
定期刊行物（定期刊行物（定期刊行物（定期刊行物（雑雑雑雑誌）誌）誌）誌）などのなどのなどのなどの出版出版出版出版をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

18181818．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの運輸業、郵便業運輸業、郵便業運輸業、郵便業運輸業、郵便業
15151515～～～～17171717にににに分類分類分類分類されないされないされないされない運輸業及運輸業及運輸業及運輸業及びびびび郵便業郵便業郵便業郵便業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、鉄鉄鉄鉄道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業道業、水運業、航空運輸業、倉庫業、郵便業などなどなどなど。。。。

30303030．物品賃貸業．物品賃貸業．物品賃貸業．物品賃貸業

産産産産業用、事務用業用、事務用業用、事務用業用、事務用のののの機械器具、自動車、機械器具、自動車、機械器具、自動車、機械器具、自動車、スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ・娯楽娯楽娯楽娯楽用品、用品、用品、用品、
映映映映画画画画・・・・演劇用品演劇用品演劇用品演劇用品などのなどのなどのなどの物品物品物品物品をををを賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、レンタカーレンタカーレンタカーレンタカー、、、、DVDDVDDVDDVD等等等等のののの賃貸、賃貸、賃貸、賃貸、レンタルショップなどレンタルショップなどレンタルショップなどレンタルショップなど。。。。
船舶船舶船舶船舶をををを貸渡貸渡貸渡貸渡しするしするしするしする事業所事業所事業所事業所はははは
「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業「運輸業、郵便業―18.―18.―18.―18.上記以外上記以外上記以外上記以外のののの運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」運輸業、郵便業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。
映映映映画画画画館、劇場、競館、劇場、競館、劇場、競館、劇場、競輪輪輪輪場、競場、競場、競場、競馬馬馬馬場場場場などのなどのなどのなどの施設施設施設施設をををを賃貸賃貸賃貸賃貸するするするする事業所事業所事業所事業所はははは
「「「「生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽業業業業―41.―41.―41.―41.上記以外上記以外上記以外上記以外のののの生活生活生活生活関関関関連連連連サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、娯楽娯楽娯楽娯楽
業」業」業」業」をおをおをおをお選選選選びくださいびくださいびくださいびください。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 14))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

42424242．．．．学学学学校校校校教教教教育育育育
所定所定所定所定のののの学学学学科課程科課程科課程科課程をををを教教教教授授授授するするするする事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび学学学学校校校校教教教教育育育育のののの支援支援支援支援をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、小小小小、、、、中中中中、、、、高校高校高校高校、、、、大大大大学学学学、、、、専専専専修修修修学学学学校校校校、各種、各種、各種、各種学学学学校校校校などなどなどなど。。。。

43434343．．．．そそそそのののの他他他他のののの教教教教育育育育、、、、学学学学習支援習支援習支援習支援業業業業

学学学学校校校校教教教教育育育育をををを除除除除くくくく組組組組織的織的織的織的なななな教教教教育活育活育活育活動動動動をををを行行行行うううう事業所、事業所、事業所、事業所、
学学学学校校校校教教教教育育育育のののの補習補習補習補習教教教教育育育育をををを行行行行うううう事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび教教教教養養養養、、、、
技能技能技能技能、、、、技術技術技術技術などをなどをなどをなどを教教教教授授授授するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、学学学学習塾習塾習塾習塾、、、、予備校予備校予備校予備校、、、、図図図図書館書館書館書館などなどなどなど。。。。

44444444．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの教教教教育育育育、、、、学学学学習支援習支援習支援習支援業業業業
42424242、、、、43434343にににに分類分類分類分類されないされないされないされない教教教教育育育育、、、、学学学学習支援習支援習支援習支援業。業。業。業。
例例例例えばえばえばえば、自動車、自動車、自動車、自動車教教教教習習習習所、所、所、所、料料料料理理理理学学学学校校校校、、、、洋裁洋裁洋裁洋裁学学学学校校校校、、、、
歯歯歯歯科衛生士養成科衛生士養成科衛生士養成科衛生士養成所所所所などなどなどなど専専専専修修修修学学学学校校校校、各種、各種、各種、各種学学学学校校校校にににに含含含含まれないまれないまれないまれない事業所。事業所。事業所。事業所。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 15))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

45454545．．．．医医医医療療療療業業業業
医医医医師師師師又又又又はははは歯歯歯歯科科科科医医医医師師師師等等等等がががが患患患患者者者者にににに対対対対してしてしてして医医医医業又業又業又業又はははは医医医医業類業類業類業類似似似似行行行行為為為為をををを
行行行行うううう事業所及事業所及事業所及事業所及びこれにびこれにびこれにびこれに直接直接直接直接関関関関連連連連するサービスをするサービスをするサービスをするサービスを提供提供提供提供するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
例例例例えばえばえばえば、、、、病院病院病院病院、、、、鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸、、、、ああああんんんんままままママママッサージなどッサージなどッサージなどッサージなど。。。。

46464646．社．社．社．社会会会会保保保保険険険険・・・・社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉・・・・
    介介介介護護護護事業事業事業事業

社社社社会会会会保保保保険険険険、社、社、社、社会会会会福祉福祉福祉福祉又又又又はははは介介介介護護護護事業事業事業事業をををを
行行行行うううう事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび更生保護更生保護更生保護更生保護事業事業事業事業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

47474747．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のののの医医医医療療療療、、、、福祉福祉福祉福祉
45454545、、、、46464646にににに分類分類分類分類されないされないされないされない医医医医療療療療、、、、福祉福祉福祉福祉をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。
保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生にににに関関関関するサービスをするサービスをするサービスをするサービスを提供提供提供提供するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
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分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 17))))

※※※※各分類各分類各分類各分類のののの詳細詳細詳細詳細はははは以下以下以下以下をををを御確認御確認御確認御確認くださいくださいくださいください。。。。

48484848．．．．職職職職業業業業紹紹紹紹介介介介・・・・労労労労働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣業業業業
主主主主としてとしてとしてとして労労労労働働働働者者者者にににに職職職職業業業業をををを斡旋斡旋斡旋斡旋するするするする事業所及事業所及事業所及事業所及びびびび
労労労労働働働働者者者者派遣派遣派遣派遣業業業業をををを行行行行うううう事業所。事業所。事業所。事業所。

49494949．上記以外．上記以外．上記以外．上記以外のサービスのサービスのサービスのサービス業業業業
48484848以外以外以外以外のサービスをのサービスをのサービスをのサービスを提供提供提供提供するするするする事業所。事業所。事業所。事業所。
廃廃廃廃棄棄棄棄物物物物処処処処理、自動車理、自動車理、自動車理、自動車整備整備整備整備、機械等、機械等、機械等、機械等修修修修理、理、理、理、建建建建物物物物サービスサービスサービスサービス業、業、業、業、警備警備警備警備業、業、業、業、
宗宗宗宗教教教教、、、、政治政治政治政治、、、、経済経済経済経済、文、文、文、文化化化化団団団団体体体体などなどなどなど含含含含むむむむ。。。。

選選選選択択択択肢表示肢表示肢表示肢表示ロジックロジックロジックロジック設定設定設定設定

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 製造業 

表示選択肢 ： 1.食料品製造業 、2.繊維工業 、3.木材・木製品製造業（家具を除く） 、4.窯業・土石製品製造業 、5.生産用
機械器具製造業 、6.電子部品・デバイス・電子回路製造業 、7.電気機械器具製造業 、8.情報通信機械器
具製造業 、9.輸送用機械器具製造業 、10.上記以外の製造業 、25.飲食料品小売業 、27.上記以外の小売
業 、38.上記以外の宿泊業、飲食サービス業 、50.建設業 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 情報通信業 

表示選択肢 ： 11.情報サービス業 、12.インターネット附随サービス業 、13.映像・音声・文字情報制作業 、14.上記以外の
情報通信業 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 運輸業、郵便業 

表示選択肢 ： 15.道路旅客運送業 、16.道路貨物運送業 、17.運輸に附帯するサービス業 、18.上記以外の運輸業、郵便
業 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 卸売業、小売業 

表示選択肢 ： 19.各種商品卸売業 、20.繊維・衣服等卸売業 、21.飲食料品卸売業 、22.上記以外の卸売業 、23.各種商
品小売業 、24.織物・衣服・身の回り品小売業 、25.飲食料品小売業 、26.機械器具小売業 、27.上記以外
の小売業 、38.上記以外の宿泊業、飲食サービス業 、49.上記以外のサービス業 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 不動産業、物品賃貸業 

表示選択肢 ： 18.上記以外の運輸業、郵便業 、28.不動産取引業 、29.不動産賃貸業・管理業 、30.物品賃貸業 、31.上記
以外の不動産業、物品賃貸業 、41.上記以外の生活関連サービス業・娯楽業 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 学術研究、専門・技術サービス業 

表示選択肢 ： 32.専門サービス業（法務、財務、税務等） 、33.広告業 、34.技術サービス業（動物病院、建築、測量、写真
制作等） 、35.上記以外の学術研究、専門・技術サービス業 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 宿泊業、飲食サービス業 

表示選択肢 ： 18.上記以外の運輸業、郵便業 、30.物品賃貸業 、36.宿泊業 、37.飲食店 、38.上記以外の宿泊業、飲食サ
ービス業 、41.上記以外の生活関連サービス業・娯楽業 、47.上記以外の医療、福祉 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 生活関連サービス業、娯楽業 

表示選択肢 ： 13.映像・音声・文字情報制作業 、18.上記以外の運輸業、郵便業 、30.物品賃貸業 、39.洗濯・理容・美容・
浴場業 、40.娯楽業 、41.上記以外の生活関連サービス業・娯楽業 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 教育、学習支援業 

表示選択肢 ： 42.学校教育 、43.その他の教育、学習支援業 、44.上記以外の教育、学習支援業 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

対象選択肢 ： 医療、福祉 

表示選択肢 ： 45.医療業 、46.社会保険・社会福祉・介護事業 、47.上記以外の医療、福祉 

対象質問 ： SC3.あなたが働く事業所の主な産業分野は以...

6/27 ページ【楽天リサーチ】 あなたご自身に関するアンケート

労働政策研究・研修機構（JILPT)



対象選択肢 ： サービス業（他に分類されないもの） 

表示選択肢 ： 48.職業紹介・労働者派遣業 、49.上記以外のサービス業 

【必須】【必須】【必須】【必須】

1.食料品製造業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

2.繊維工業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

3.木材・木製品製造業（家具を除く）（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

4.窯業・土石製品製造業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

5.生産用機械器具製造業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

6.電子部品・デバイス・電子回路製造業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

7.電気機械器具製造業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

8.情報通信機械器具製造業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

9.輸送用機械器具製造業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

10.上記以外の製造業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

11.情報サービス業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

12.インターネット附随サービス業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

13.映像・音声・文字情報制作業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

14.上記以外の情報通信業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

15.道路旅客運送業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

16.道路貨物運送業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

17.運輸に附帯するサービス業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

18.上記以外の運輸業、郵便業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

19.各種商品卸売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

20.繊維・衣服等卸売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

21.飲食料品卸売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

22.上記以外の卸売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

23.各種商品小売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

24.織物・衣服・身の回り品小売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

25.飲食料品小売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

26.機械器具小売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

27.上記以外の小売業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

28.不動産取引業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

29.不動産賃貸業・管理業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

30.物品賃貸業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

31.上記以外の不動産業、物品賃貸業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

32.専門サービス業（法務、財務、税務等）（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

33.広告業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

34.技術サービス業（動物病院、建築、測量、写真制作等）（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

35.上記以外の学術研究、専門・技術サービス業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

36.宿泊業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

37.飲食店（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

38.上記以外の宿泊業、飲食サービス業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

39.洗濯・理容・美容・浴場業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

40.娯楽業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

41.上記以外の生活関連サービス業・娯楽業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

42.学校教育（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

43.その他の教育、学習支援業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

44.上記以外の教育、学習支援業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

45.医療業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

46.社会保険・社会福祉・介護事業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

47.上記以外の医療、福祉（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

48.職業紹介・労働者派遣業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

49.上記以外のサービス業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

50.建設業（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

次へ
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終了終了終了終了条条条条件件件件

【【【【SCSCSCSC】】】】 No. 条件式 メモ

終了条件 1 ((((SC1SC1SC1SC1 0-14)))) OROROROR ((((SC1SC1SC1SC1 35-99)))) 調査対象外のため

2 ((((SC2SC2SC2SC2 orororor 2, 3, 4, 5)))) 調査対象外のため

SCSCSCSC終了質問終了質問終了質問終了質問

【【【【SCSCSCSC】】】】 No. 条件 質問

SC終了質問 -

本調本調本調本調査査査査対対対対象象象象条条条条件件件件

【【【【本本本本調調調調査査査査】】】】 No. 条件式 メモ

本調査対象 1 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 2)))) 鉱業、採石業、砂利採取業

2 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 3)))) 建設業

3 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 4)))) 製造業

4 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 5)))) 電気・ガス・熱供給・水道業

5 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 6)))) 情報通信業

6 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 7)))) 運輸業、郵便業

7 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 8)))) 卸売業、小売業

8 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 9)))) 金融業、保険業

9 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 10)))) 不動産業、物品賃貸業

10 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 11)))) 学術研究、専門・技術サービス業

11 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 12)))) 宿泊業、飲食サービス業

12 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 13)))) 生活関連サービス業、娯楽業

13 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 14)))) 教育、学習支援業

14 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 15)))) 医療、福祉

15 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 16)))) 複合サービス事業（郵便局・協同組合）

16 ((((SC3SC3SC3SC3 orororor 17)))) サービス業（他に分類されないもの）

QQQQ1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在現在現在現在のののの会会会会社社社社でででで働働働働きききき始始始始めめめめたのはたのはたのはたのは何何何何年年年年何何何何月月月月ですかですかですかですか。。。。西西西西暦暦暦暦でおでおでおでお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。出。出。出。出向向向向やややや転転転転勤中勤中勤中勤中のののの方方方方はははは、、、、
企企企企業業業業ググググループループループループ全体全体全体全体でででで働働働働きききき始始始始めめめめたたたた時期時期時期時期をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。
非正規非正規非正規非正規従従従従業業業業員員員員（（（（パパパパート・ート・ート・ート・アアアアルルルルババババイトイトイトイト、、、、契約契約契約契約社社社社員員員員、、、、派遣派遣派遣派遣社社社社員員員員））））からからからから正正正正社社社社員員員員にににに登登登登用用用用されたされたされたされた方方方方はははは、、、、
非正規非正規非正規非正規従従従従業業業業員員員員でででで働働働働きききき始始始始めめめめたたたた時期時期時期時期をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。
（半角（半角（半角（半角数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））

西暦 年 【必須】【必須】【必須】【必須】（（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::1980198019801980----2014201420142014）））） 月 （※回答例[2006]年[10]月） 

【必須】【必須】【必須】【必須】（（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::1111----12121212））））

次へ

QQQQ2222
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在現在現在現在のののの会会会会社社社社でのでのでのでの採採採採用形態用形態用形態用形態はははは、以下、以下、以下、以下のどれにあたりますかのどれにあたりますかのどれにあたりますかのどれにあたりますか。。。。

1. 新卒採用

2. 中途採用

3. 非正規従業員からの内部登用

次へ
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■■■■新卒採用新卒採用新卒採用新卒採用をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ2222 orororor 1))))

QQQQ2222----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在現在現在現在のののの会会会会社社社社にににに採採採採用用用用されたされたされたされた時時時時のののの、、、、同同同同期入社期入社期入社期入社はははは何人何人何人何人くらいいましたかくらいいましたかくらいいましたかくらいいましたか。。。。

1人（あなたのみ）

2～4人

5～9人

10～19人

20～49人

50～99人

100～199人

200人以上

次へ

■■■■新卒採用新卒採用新卒採用新卒採用をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ2222 orororor 1))))

QQQQ2222----2222
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在現在現在現在のののの会会会会社社社社でのでのでのでの採採採採用用用用試試試試験験験験（（（（面接面接面接面接をををを含含含含むむむむ））））はははは、、、、ああああわせわせわせわせてててて何回何回何回何回くらいくらいくらいくらい行行行行わわわわれましたかれましたかれましたかれましたか。。。。

1回

2回

3回

4回

5回以上

試験および面接を受けていない

次へ

■■■■新卒採用新卒採用新卒採用新卒採用およびおよびおよびおよび、中途採用、中途採用、中途採用、中途採用をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ2222 orororor 1, 2))))

QQQQ2222----3333
【必須】【必須】【必須】【必須】

どのようなルートでどのようなルートでどのようなルートでどのようなルートで、現在、現在、現在、現在のののの会会会会社社社社にににに採採採採用用用用されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。

1. ハローワーク

2. 民間の人材紹介や派遣会社

3. 学校からの紹介

4. 業界関係者からの紹介

5. 縁故

6. 求人広告（雑誌、新聞折り込み、フリーペーパー等）

7. リクナビ、マイナビなどの就職情報サイト

8. 現在の会社の採用WEBページ

9. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）
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次へ

■■■■中途採用中途採用中途採用中途採用およびおよびおよびおよび、非正規、非正規、非正規、非正規従従従従業員業員業員業員からのからのからのからの内内内内部登用部登用部登用部登用をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ2222 orororor 2, 3))))

QQQQ2222----4444
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは学学学学校校校校をををを卒卒卒卒業業業業してからしてからしてからしてから、現在、現在、現在、現在のののの会会会会社社社社でででで働働働働くくくく前前前前にににに、、、、
正正正正社社社社員員員員以外（以外（以外（以外（パパパパート・ート・ート・ート・アアアアルルルルババババイトイトイトイト、、、、契約契約契約契約社社社社員員員員、、、、派遣派遣派遣派遣社社社社員員員員などなどなどなど））））でででで働働働働いたいたいたいた経験経験経験経験はありますかはありますかはありますかはありますか。。。。
（（（（正正正正社社社社員員員員とのとのとのとの掛掛掛掛けけけけ持持持持ちちちち就業（就業（就業（就業（副副副副業）業）業）業）はははは含含含含めめめめまままませんせんせんせん））））

1. ある

2. ない

次へ

■■■■あるとあるとあるとあると答答答答えたえたえたえた方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ2222----4444 orororor 1))))

QQQQ2222----5555
【必須】【必須】【必須】【必須】

学学学学校校校校をををを卒卒卒卒業業業業してからしてからしてからしてから、現在、現在、現在、現在のののの会会会会社社社社でででで働働働働くくくく前前前前にににに、、、、正正正正社社社社員員員員以外以外以外以外でででで働働働働いたいたいたいた期期期期間間間間はははは、通、通、通、通算算算算でどのくらいですかでどのくらいですかでどのくらいですかでどのくらいですか。。。。
（半角（半角（半角（半角数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））

【【【【正正正正社社社社員員員員以外以外以外以外でででで働働働働いたいたいたいた期期期期間間間間】】】】

通算約 年 【必須】【必須】【必須】【必須】（（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----34343434）））） か月 

【必須】【必須】【必須】【必須】（（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----11111111））））

次へ

■■■■中途採用中途採用中途採用中途採用およびおよびおよびおよび、非正規、非正規、非正規、非正規従従従従業員業員業員業員からのからのからのからの内内内内部登用部登用部登用部登用をををを選選選選択択択択したしたしたした方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ2222 orororor 2, 3))))

QQQQ2222----6666
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは学学学学校校校校をををを卒卒卒卒業業業業してしてしてして、、、、初初初初めめめめてててて就就就就いたいたいたいた仕仕仕仕事（事（事（事（初職初職初職初職））））のののの雇雇雇雇用形態用形態用形態用形態はははは次次次次のうちどれでしたかのうちどれでしたかのうちどれでしたかのうちどれでしたか。。。。

1. 正社員

2. 契約社員（フルタイムで期間を定めて雇用される者）

3. パート・アルバイト

4. 派遣社員（労働者派遣事業者から派遣されている労働者）

5. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

次へ

QQQQ3333
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在現在現在現在のののの会会会会社社社社にににに正正正正社社社社員員員員としてとしてとしてとして採採採採用用用用されるされるされるされる前前前前にににに行行行行っっっったことはたことはたことはたことは何何何何ですかですかですかですか。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））
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1. 会社情報をホームページで調べた

2. 会社情報を会社四季報や新聞などで調べた

3. 口コミ情報をネットで調べた

4. 会社説明会に行った

5. OB（OG）など会社に勤めている人を訪問した

6. インターンや非正規従業員などで働いた

7. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

8. 特に何も行っていない（（（（排他排他排他排他））））

次へ

QQQQ4444
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが、現在、現在、現在、現在のののの会会会会社社社社をををを選選選選んんんんだだだだ理理理理由由由由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））

1. 仕事の内容に興味があったから 7. 会社の将来性が期待できるから

2. 自分の都合のよい時間で働きたいから 8. 給料など収入が高いから

3. 好きな勤務地を選べるから 9. 休みがとりやすいから

4. 専門的な知識・技術を活かせるから 10. 家事・育児・介護などの事情から

5. 実務経験やキャリアを積めるから 11. 入社しやすかったから

6. 仕事の範囲や責任が明確だから 12. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

次へ

QQQQ5555
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在現在現在現在のののの会会会会社社社社にににに採採採採用用用用されるされるされるされる前前前前にににに提提提提示示示示されたされたされたされた求人求人求人求人情報情報情報情報とととと、、、、実実実実際際際際のののの労労労労働働働働条条条条件件件件とをとをとをとを比較比較比較比較したしたしたした時時時時ににににギャギャギャギャップはありますかップはありますかップはありますかップはありますか。。。。
（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

提示された条件よりも悪い

2.

想定の範囲内

1.1.1.1.労労労労働働働働時時時時間間間間のののの長長長長ささささ

2.2.2.2.休暇休暇休暇休暇のののの取取取取得得得得ししししややややすさすさすさすさ

3.3.3.3.給給給給与与与与水水水水準準準準

4.4.4.4.手手手手当当当当やややや福利厚生福利厚生福利厚生福利厚生のののの内内内内容容容容

5.5.5.5.仕仕仕仕事事事事のののの内内内内容容容容

次へ

QQQQ6666
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの現在現在現在現在のののの職職職職場場場場でのでのでのでの職職職職種（種（種（種（仕仕仕仕事事事事内内内内容容容容））））はははは、以下、以下、以下、以下のどれにあたりますかのどれにあたりますかのどれにあたりますかのどれにあたりますか。。。。

1. 管理職（リーダー職含む） 7. 販売職

2. 事務職（一般事務、コールセンター、受付等） 8. 生産・技能職

3. 事務系専門職（市場調査、財務、翻訳、秘書等） 9. 接客サービス職

4. 技術系専門職（研究開発、設計、SE等） 10. 運輸・通信職

5. 医療福祉・教育関係の専門職 11. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

6. 営業職

11/27 ページ【楽天リサーチ】 あなたご自身に関するアンケート

労働政策研究・研修機構（JILPT)



次へ

QQQQ7777
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが携携携携わっわっわっわっているているているている仕仕仕仕事事事事のののの難易度難易度難易度難易度はははは、以下、以下、以下、以下のどれにあてはまるとのどれにあてはまるとのどれにあてはまるとのどれにあてはまると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

1. 指示を受けて行う定型的な仕事

2. おおむね指示を仰ぎながら、本人の判断もある程度必要な仕事

3. たまに指示を受ける程度で、おおむね本人の判断による仕事

4. ほぼ指示を受けずに、本人の判断で行う仕事

次へ

QQQQ8888
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの現在現在現在現在のののの役職役職役職役職はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。

1. 役職はない

2. 係長相当職（主任・リーダー含む）

3. 課長相当職

4. 部長相当職以上

次へ

■■■■役職役職役職役職のあるのあるのあるのある方（選方（選方（選方（選択択択択肢肢肢肢2222～～～～4444））））におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ8888 orororor 2, 3, 4))))

QQQQ8888----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

最初最初最初最初にににに役職役職役職役職にににに就就就就いたのはいたのはいたのはいたのは入社入社入社入社してしてしてして何何何何年年年年目目目目ですかですかですかですか。。。。

※※※※非正規非正規非正規非正規従従従従業業業業員員員員からからからから登登登登用用用用されたされたされたされた方方方方はははは、、、、正正正正社社社社員員員員になになになになっっっってからのてからのてからのてからの年年年年数数数数をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

3年未満

3～5年未満

5～10年未満

10年以上

次へ

QQQQ9999
【必須】【必須】【必須】【必須】

ももももしししし、、、、今今今今のあなたののあなたののあなたののあなたの仕仕仕仕事事事事をををを新新新新人人人人におにおにおにおぼぼぼぼえさえさえさえさせせせせるとするとるとするとるとするとるとすると、、、、ひひひひととおりととおりととおりととおり仕仕仕仕事事事事をこなをこなをこなをこなせせせせるようになるたるようになるたるようになるたるようになるためめめめにににに、、、、
どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの期期期期間間間間がかかるとがかかるとがかかるとがかかると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

1ヶ月未満

1ヶ月～半年未満

半年～1年未満

1年～2年未満

2年～3年未満

3年～5年未満

5年～10年未満

10年以上

わからない
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次へ

QQQQ10101010
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの仕仕仕仕事事事事ににににつつつついていていていて、以下、以下、以下、以下のののの項項項項目目目目であてはまるであてはまるであてはまるであてはまるもももものをおのをおのをおのをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。
（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

か
な
り
で
き
る

2.

や
や
で
き
る

3.

ほ
と
ん
ど
で
き
な
い

4.

ま
っ
た
く
で
き
な
い

1.1.1.1.仕仕仕仕事事事事のののの量量量量をををを自分自分自分自分でででで決決決決めめめめることがでることがでることがでることができきききるるるる

2.2.2.2.自分自分自分自分のののの仕仕仕仕事事事事ののののややややりりりり方方方方をををを自自自自由由由由にににに決決決決めめめめることがでることがでることがでることができきききるるるる

次へ

QQQQ11111111
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの（（（（1111））））1111日日日日のののの所定所定所定所定労労労労働働働働時時時時間間間間はははは何何何何時時時時間間間間ですかですかですかですか。。。。またまたまたまた、（、（、（、（2222））））週週週週あたりのあたりのあたりのあたりの所定所定所定所定労労労労働働働働日日日日数数数数はははは何何何何日日日日ですかですかですかですか。。。。
変変変変形形形形労労労労働働働働時時時時間間間間（（（（フフフフレックスタイレックスタイレックスタイレックスタイムムムム制制制制やややや、、、、裁量裁量裁量裁量労労労労働働働働制）制）制）制）でででで勤勤勤勤務務務務されているされているされているされている方方方方はははは、、、、
平均平均平均平均のののの所定所定所定所定労労労労働働働働時時時時間間間間およびおよびおよびおよび日日日日数数数数をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

※※※※所定所定所定所定労労労労働働働働時時時時間間間間とはとはとはとは、、、、労労労労働働働働基基基基準法準法準法準法でででで定定定定めめめめられておりられておりられておりられており
1111日日日日8888時時時時間間間間をををを超超超超えないようにえないようにえないようにえないように個個個個々々々々のののの会会会会社社社社でででで定定定定めめめめられていますられていますられていますられています。。。。

（1）1日の所定労働時間 時間 【必須】【必須】【必須】【必須】（（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::1111----8888）））） 分 （※例1）[7]時間[30]分）（※例2）[8]時間[0]分） 

【必須】【必須】【必須】【必須】（（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----59595959））））

（2）週の所定労働日数 日 （※例）[5]日） 【必須】【必須】【必須】【必須】（（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::1111----7777））））

次へ

QQQQ12121212
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは先先先先月（月（月（月（2222月）月）月）月）にににに、、、、残残残残業（所定外業（所定外業（所定外業（所定外労労労労働働働働、、、、休休休休日出日出日出日出勤勤勤勤をををを含含含含むむむむ））））をしましたかをしましたかをしましたかをしましたか。。。。
残残残残業代業代業代業代のののの支支支支払払払払いのいのいのいの有有有有無無無無にかかにかかにかかにかかわわわわららららずずずずおおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。「。「。「。「持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり残残残残業」業」業」業」もももも含含含含みみみみますますますます。。。。

【【【【残残残残業（所定外業（所定外業（所定外業（所定外労労労労働働働働）】）】）】）】

1. あり

2. なし

次へ

■■■■ありとありとありとありと答答答答えたえたえたえた方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ12121212 orororor 1))))

QQQQ12121212----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

先先先先月（月（月（月（2222月）月）月）月）にににに残残残残業業業業をどのくらいしましたかをどのくらいしましたかをどのくらいしましたかをどのくらいしましたか。。。。

【残業（所定外労働）】 時間 （（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::1111----400400400400））））
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分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ12121212 orororor 1))))

QQQQ12121212----2222
【必須】【必須】【必須】【必須】

またまたまたまた、、、、そそそそのうちのうちのうちのうち残残残残業代（所定外業代（所定外業代（所定外業代（所定外手手手手当当当当））））をををを申請申請申請申請したしたしたした時時時時間間間間はどのくらいですかはどのくらいですかはどのくらいですかはどのくらいですか。。。。
（半角（半角（半角（半角数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））

うち、所定外手当を申請した時間（支払われる見込み） 時間 【必須】【必須】【必須】【必須】（（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----400400400400））））

次へ

■■■■ありとありとありとありと答答答答えたえたえたえた方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ12121212 orororor 1))))

QQQQ12121212----3333
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは「「「「持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり残残残残業」業」業」業」をしますかをしますかをしますかをしますか。。。。

1. よくする

2. ときどきする

3. しない

次へ

■■■■ありとありとありとありと答答答答えたえたえたえた方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ12121212 orororor 1))))

QQQQ12121212----4444
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが残残残残業業業業をするをするをするをする理理理理由由由由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））

1. 業務量が多い 7. 仕事や成果物へのこだわり

2. 納期にゆとりがない 8. 収入の確保

3. 目標値・ノルマが高い 9. 突発的に仕事が飛び込んでくるから

4. 無駄な仕事がある 10. 職場のムード（早く帰る人があまりいない等）

5. 人員不足 11. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

6. 仕事への責任感

次へ

QQQQ13131313
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは先先先先月（月（月（月（2222月）月）月）月）にににに何何何何日日日日休休休休みみみみましたかましたかましたかましたか。（。（。（。（公休公休公休公休およびおよびおよびおよび有有有有給給給給休暇休暇休暇休暇などすなどすなどすなどすべべべべてのてのてのての休休休休みみみみをををを合算合算合算合算してくださいしてくださいしてくださいしてください））））
（半角（半角（半角（半角数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））

※※※※公休公休公休公休とはとはとはとは、、、、労労労労働働働働者者者者にににに付付付付与与与与されるされるされるされる休休休休日日日日のうちのうちのうちのうち、、、、あらかじあらかじあらかじあらかじめめめめ会会会会社社社社からからからから指指指指定定定定されたされたされたされたもももものをいいますのをいいますのをいいますのをいいます。。。。
例例例例えばえばえばえば、、、、土土土土日日日日祝祭祝祭祝祭祝祭日日日日がががが公休公休公休公休のののの会会会会社社社社ではではではでは、、、、2222月月月月はははは9999日日日日数数数数がががが公休公休公休公休にあたりますにあたりますにあたりますにあたります。。。。

休んだ日数 日 （（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----28282828））））

次へ
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QQQQ14141414
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは2013201320132013年年年年度度度度のののの初初初初めめめめのののの時時時時点点点点でででで、年、年、年、年次有次有次有次有給給給給休暇休暇休暇休暇をををを付付付付与与与与されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。

※※※※年年年年次有次有次有次有給給給給休暇休暇休暇休暇のののの付付付付与与与与がががが年年年年単単単単位位位位のののの場場場場合合合合はははは2013201320132013年年年年1111月～月～月～月～2013201320132013年年年年12121212月月月月でおでおでおでお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

1. 付与された

2. 付与されていない

次へ

■■■■「付「付「付「付与与与与されたされたされたされた」」」」をををを選選選選択択択択されたされたされたされた方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ14141414 orororor 1))))

QQQQ14141414----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは2013201320132013年年年年度度度度のののの初初初初めめめめのののの時時時時点点点点でででで、、、、付付付付与与与与日日日日数数数数はははは何何何何日日日日ですかですかですかですか。。。。

※※※※年年年年次有次有次有次有給給給給休暇休暇休暇休暇のののの付付付付与与与与がががが年年年年単単単単位位位位のののの場場場場合合合合はははは2013201320132013年年年年1111月～月～月～月～2013201320132013年年年年12121212月月月月のののの期期期期間間間間でのでのでのでの日日日日数数数数をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

付与日数（ ）日 ※昨年度の繰越分は含みません （（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::1111----365365365365））））

次へ

■■■■「付「付「付「付与与与与されたされたされたされた」」」」をををを選選選選択択択択されたされたされたされた方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ14141414 orororor 1))))

QQQQ14141414----2222
【必須】【必須】【必須】【必須】

今今今今年年年年度度度度（（（（2013201320132013年年年年4444月月月月1111日～日～日～日～2014201420142014年年年年2222月月月月1111日日日日までまでまでまで））））のおおよのおおよのおおよのおおよそそそそ1111年年年年間間間間のののの年年年年次有次有次有次有給給給給休暇休暇休暇休暇でででで
実実実実際際際際にににに取取取取得得得得したしたしたした日日日日数数数数はははは何何何何日日日日ですかですかですかですか。。。。

0日

1～3日

4～6日

7～10日

11～15日

16～19日

20日

21日以上

次へ

QQQQ15151515
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在現在現在現在のののの会会会会社社社社からのからのからのからの、、、、初初初初めめめめてのてのてのての月給月給月給月給はいくらでしたかはいくらでしたかはいくらでしたかはいくらでしたか。（。（。（。（税税税税金金金金、社、社、社、社会会会会保保保保険険険険料料料料などなどなどなど控控控控除前除前除前除前のののの金額金額金額金額、、、、残残残残業代業代業代業代はははは含含含含まないまないまないまない））））
非正規非正規非正規非正規従従従従業業業業員員員員からからからから正正正正社社社社員員員員にににに登登登登用用用用されたされたされたされた方方方方はははは、、、、正正正正社社社社員員員員にににに登登登登用用用用されたされたされたされた直直直直後後後後のののの月給月給月給月給をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。
（半角（半角（半角（半角数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））

初めての月給 約 万円 （※千円以下は四捨五入してください） （（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----999999999999））））

次へ
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QQQQ16161616
【必須】【必須】【必須】【必須】

先先先先月（月（月（月（2222月）月）月）月）のののの月給月給月給月給はいくらでしたかはいくらでしたかはいくらでしたかはいくらでしたか。（。（。（。（税税税税金金金金、社、社、社、社会会会会保保保保険険険険料料料料などなどなどなど控控控控除前除前除前除前のののの金額金額金額金額。。。。残残残残業代業代業代業代はははは含含含含まないまないまないまない））））
（半角（半角（半角（半角数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））

先月（2月）の月給 約 万円 （※千円以下は四捨五入してください） （（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----999999999999））））

次へ

QQQQ17171717
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在現在現在現在のののの会会会会社社社社のののの正正正正社社社社員員員員のののの月給月給月給月給はははは、、、、成成成成果果果果やややや業業業業績績績績によによによによっっっってててて、下、下、下、下がることがありますかがることがありますかがることがありますかがることがありますか。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））

1.前年度の成績や業績により、次年度の月給が下がることがある

2.前月の成績や業績により、翌月の月給が下がることがある

3. 成績や業績により、月給が下がることはない（（（（排他排他排他排他））））

次へ

QQQQ18181818
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの職職職職場場場場ではではではでは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような目目目目標標標標管理管理管理管理がなされていますかがなされていますかがなされていますかがなされていますか。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））

1. 利益目標が設定されている

2. 売上目標が設定されている

3. 成果物の数の目標が設定されている

4. チャレンジングな活動目標が設定されている

5. プロセスに関する目標が設定されている

6. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

7. 特に目標管理はされていない（（（（排他排他排他排他））））

次へ

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ18181818 orororor 1, 2, 3, 4, 5, 6))))

QQQQ19191919
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、目目目目標標標標達成達成達成達成にににに向向向向けけけけたたたた進捗進捗進捗進捗管理管理管理管理をどのくらいのをどのくらいのをどのくらいのをどのくらいの頻頻頻頻度度度度でででで受受受受けけけけていますかていますかていますかていますか。。。。

1.毎日

2. 週に1度

3. 月に1度

4. 四半期に1度

5. 半年に1度

6. 年に1度

7. 行っていない

次へ

QQQQ20202020
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの会会会会社社社社はははは、、、、個人間個人間個人間個人間のののの競競競競争争争争がががが激激激激しいとしいとしいとしいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。
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1. 非常に激しい

2. やや激しい

3. あまり激しくない

4. まったく激しくない

次へ

QQQQ21212121
【必須】【必須】【必須】【必須】

今今今今年年年年度度度度のあなたののあなたののあなたののあなたの会会会会社社社社でのでのでのでの評評評評価価価価はははは、以下、以下、以下、以下のどのあたりだとのどのあたりだとのどのあたりだとのどのあたりだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

1. 上の方（上位20％）

2. やや上の方（上位40～20％）

3. 真ん中

4. やや下の方（下位20～40％）

5. 下の方（下位20％）

次へ

QQQQ22222222
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたにはあなたにはあなたにはあなたには、以下、以下、以下、以下のようなのようなのようなのような教教教教育育育育訓練訓練訓練訓練のののの適適適適用用用用がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））

1. 計画的なOJT（日常の業務につきながら行われる教育訓練）

2. 入社・入職時の研修

3. 職種・職務別の研修

4. 役職別研修

5.資格取得のための研修

6. 今後のキャリア形成に関する研修

7. 法令順守（コンプライアンス）研修

8. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

9. 教育訓練は特にない（（（（排他排他排他排他））））

次へ

QQQQ23232323
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの職職職職場場場場のののの人人人人とのとのとのとの交交交交流流流流はははは、以下、以下、以下、以下のどれにあてはまりますかのどれにあてはまりますかのどれにあてはまりますかのどれにあてはまりますか。。。。
（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

よくする

2.

たまにする

3.

ほとんどしない

4.

まったくしない

1.1.1.1.仕仕仕仕事上事上事上事上のののの相談相談相談相談【【【【同同同同僚僚僚僚とととと】】】】

2.2.2.2.仕仕仕仕事上事上事上事上のののの相談相談相談相談【上【上【上【上司司司司とととと】】】】

3.3.3.3.仕仕仕仕事以外事以外事以外事以外のののの日日日日常常常常会会会会話話話話・おし・おし・おし・おしゃべゃべゃべゃべりりりり【【【【同同同同僚僚僚僚とととと】】】】

4.4.4.4.仕仕仕仕事以外事以外事以外事以外のののの日日日日常常常常会会会会話話話話・おし・おし・おし・おしゃべゃべゃべゃべりりりり【上【上【上【上司司司司とととと】】】】

5.5.5.5.就業時就業時就業時就業時間間間間後後後後のののの夜夜夜夜のののの食食食食事、事、事、事、飲飲飲飲みみみみ会会会会【【【【同同同同僚僚僚僚とととと】】】】

6.6.6.6.就業時就業時就業時就業時間間間間後後後後のののの夜夜夜夜のののの食食食食事、事、事、事、飲飲飲飲みみみみ会会会会【上【上【上【上司司司司とととと】】】】

次へ
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QQQQ24242424
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは、現在、現在、現在、現在のののの仕仕仕仕事事事事のののの以下以下以下以下のののの事項事項事項事項ににににつつつついていていていて、、、、どのどのどのどの程度程度程度程度満満満満足足足足していますかしていますかしていますかしていますか。。。。
（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

満足している

2.

やや満足している

3.

どちらともいえない

4.

あまり満足していない

5.

満足していない

1.1.1.1.仕仕仕仕事事事事全体全体全体全体

2.2.2.2.労労労労働働働働時時時時間間間間

3.3.3.3.賃賃賃賃金金金金

4.4.4.4.休休休休日日日日・・・・休暇休暇休暇休暇

5.5.5.5.仕仕仕仕事事事事のののの内内内内容容容容

6.6.6.6.仕仕仕仕事事事事のののの量量量量

7.7.7.7.職職職職場場場場のののの人間人間人間人間関関関関係係係係

8.8.8.8.能能能能力力力力開開開開発発発発のののの機機機機会会会会

次へ

QQQQ25252525
【必須】【必須】【必須】【必須】

現在、現在、現在、現在、あなたはあなたはあなたはあなたは仕仕仕仕事上、以下事上、以下事上、以下事上、以下のののの事項事項事項事項ににににつつつついてどのようにいてどのようにいてどのようにいてどのように感感感感じていますかじていますかじていますかじていますか。。。。
（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

非常に感じる

2.

やや感じる

3.

あまり感じない

4.

感じない

1.1.1.1.会会会会社社社社のののの将来将来将来将来性性性性にににに不不不不安安安安

2.2.2.2.キャキャキャキャリリリリアアアアのののの方向方向方向方向性性性性ががががみみみみえないえないえないえない

3.3.3.3.自分自分自分自分のののの能能能能力力力力がががが高高高高まらないまらないまらないまらない

4.4.4.4.教教教教育育育育訓練訓練訓練訓練やややや能能能能力力力力開開開開発発発発のののの機機機機会会会会がががが与与与与えられないえられないえられないえられない

5.5.5.5.仕仕仕仕事事事事内内内内容容容容にににに興興興興味味味味がががが持持持持てないてないてないてない

6.6.6.6.目目目目標標標標となるとなるとなるとなる先輩先輩先輩先輩やややや上上上上司司司司がいないがいないがいないがいない

7.7.7.7.仕仕仕仕事事事事のモのモのモのモチベチベチベチベーションをーションをーションをーションを維維維維持持持持ででででききききないないないない

8.8.8.8.仕仕仕仕事事事事のののの責任責任責任責任がががが大大大大ききききいいいい

9.9.9.9.仕仕仕仕事事事事のののの量量量量がががが多多多多いいいい

10.10.10.10.労労労労働働働働時時時時間間間間がががが長長長長いいいい

1.

非常に感じる

2.

やや感じる

3.

あまり感じない

4.

感じない

11.11.11.11.休休休休みみみみがとれないがとれないがとれないがとれない

12.12.12.12.給給給給与与与与がががが低低低低いいいい

13.13.13.13.パパパパワハワハワハワハラ・ラ・ラ・ラ・セセセセククククハハハハラがあるラがあるラがあるラがある

14.14.14.14.業務上業務上業務上業務上のののの経経経経費費費費のののの自自自自己負己負己負己負担担担担があるがあるがあるがある
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15.15.15.15.達成達成達成達成すすすすべべべべききききノノノノルルルルママママ・・・・目目目目標標標標がががが高高高高いいいい

16.16.16.16.身体的身体的身体的身体的にににに体体体体調調調調をををを崩崩崩崩すかすかすかすかももももしれないしれないしれないしれない

17.17.17.17.精神精神精神精神的的的的にににに不調不調不調不調になるかになるかになるかになるかももももしれないしれないしれないしれない

18.18.18.18.辞辞辞辞めめめめささささせせせせられるかられるかられるかられるかももももしれないしれないしれないしれない

次へ

QQQQ26262626
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは今今今今後後後後どのようなどのようなどのようなどのような職職職職業業業業生活生活生活生活をおくりたいとをおくりたいとをおくりたいとをおくりたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。

1. 現在の会社で働き続けたい

2.転職したい

3.独立開業したい

4. 家業を継ぐ

5. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

6. 仕事をしたくない

7. わからない、成行きにまかせる

次へ

■■■■「現在「現在「現在「現在のののの会会会会社社社社でででで働働働働きききき続続続続けたいけたいけたいけたい」「」「」「」「転転転転職職職職したいしたいしたいしたい」」」」をををを選選選選択択択択されたされたされたされた方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ26262626 orororor 1, 2))))

QQQQ26262626----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

今今今今後後後後、、、、どのようなどのようなどのようなどのような雇雇雇雇用形態用形態用形態用形態ででででもっもっもっもっとととともももも働働働働ききききたいですかたいですかたいですかたいですか。。。。

1. 正社員

2. 契約社員

3. パート・アルバイト

4. 派遣社員

5. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

6. 特に希望する働き方はない

次へ

■■■■「「「「転転転転職職職職したいしたいしたいしたい」」」」をををを選選選選択択択択されたされたされたされた方方方方におききしますにおききしますにおききしますにおききします。。。。

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ26262626 orororor 2))))

QQQQ26262626----2222
【必須】【必須】【必須】【必須】

今今今今後後後後、、、、どのようなタイどのようなタイどのようなタイどのようなタイミミミミンンンンググググでででで転転転転職活職活職活職活動動動動をしたいとをしたいとをしたいとをしたいと考考考考えていますかえていますかえていますかえていますか。。。。

すぐにでも

数ヶ月先には

半年ぐらい先には

1年ぐらい先には
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3年以内には

3年以降

ゆくゆくは（特に時期は考えていない）

次へ

QQQQ27272727
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく会会会会社社社社はははは、、、、いいいいつつつつごごごごろろろろ設設設設立立立立されましたかされましたかされましたかされましたか。。。。

1989年以前

1990年代

2000年以降

次へ

QQQQ28282828
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく会会会会社社社社のののの業業業業績績績績はははは、、、、過去過去過去過去3333年年年年間間間間でどのようなでどのようなでどのようなでどのような状状状状況況況況にありますかにありますかにありますかにありますか。。。。

1. 好調

2.横ばい

3. 不調

次へ

QQQQ29292929
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは労労労労働働働働組組組組合合合合にににに入入入入っっっっていますかていますかていますかていますか。。。。

1. 入っている

2. 入っていない

次へ

QQQQ30303030
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく会会会会社社社社全体全体全体全体のののの正正正正社社社社員員員員数数数数はどのくらいですかはどのくらいですかはどのくらいですかはどのくらいですか。。。。
（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

10人未満 10～49人 50～99人 100～299人 300～499人 500人以上

1.1.1.1.会会会会社社社社全体全体全体全体のののの正正正正社社社社員員員員数数数数

次へ

選選選選択択択択肢表示肢表示肢表示肢表示ロジックロジックロジックロジック設定設定設定設定

対象質問 ：Q30.あなたが働く会社全体の正社員数はどの...

対象質問アイテム ：会社全体の正社員数
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対象選択肢 ：500人以上 

表示選択肢 ：10人未満 、10～49人 、50～99人 、100～299人 、300～499人 、500人以上 

対象質問 ：Q30.あなたが働く会社全体の正社員数はどの...

対象質問アイテム ：会社全体の正社員数

対象選択肢 ：300～499人 

表示選択肢 ：10人未満 、10～49人 、50～99人 、100～299人 、300～499人 

対象質問 ：Q30.あなたが働く会社全体の正社員数はどの...

対象質問アイテム ：会社全体の正社員数

対象選択肢 ：100～299人 

表示選択肢 ：10人未満 、10～49人 、50～99人 、100～299人 

対象質問 ：Q30.あなたが働く会社全体の正社員数はどの...

対象質問アイテム ：会社全体の正社員数

対象選択肢 ：50～99人 

表示選択肢 ：10人未満 、10～49人 、50～99人 

対象質問 ：Q30.あなたが働く会社全体の正社員数はどの...

対象質問アイテム ：会社全体の正社員数

対象選択肢 ：10～49人 

表示選択肢 ：10人未満 、10～49人 

対象質問 ：Q30.あなたが働く会社全体の正社員数はどの...

対象質問アイテム ：会社全体の正社員数

対象選択肢 ：10人未満

表示選択肢 ：10人未満

QQQQ30303030----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが現在現在現在現在働働働働いているいているいているいている事業所事業所事業所事業所のののの正正正正社社社社員員員員数数数数はどのくらいですかはどのくらいですかはどのくらいですかはどのくらいですか。。。。
（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

10人未満（（（（表表表表
示示示示ロロロロジックジックジックジック選選選選
択択択択肢肢肢肢））））

10～49人（（（（表表表表
示示示示ロロロロジックジックジックジック選選選選
択択択択肢肢肢肢））））

50～99人（（（（表表表表
示示示示ロロロロジックジックジックジック選選選選
択択択択肢肢肢肢））））

100～299人
（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック
選選選選択択択択肢肢肢肢））））

300～499人
（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック
選選選選択択択択肢肢肢肢））））

500人以上
（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック
選選選選択択択択肢肢肢肢））））

1.1.1.1.事業所事業所事業所事業所のののの正正正正社社社社員員員員数数数数

次へ

QQQQ31313131
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく事業所事業所事業所事業所のののの正正正正社社社社員員員員のののの離離離離職職職職状状状状況況況況はははは、以下、以下、以下、以下のどれにあてはまりますかのどれにあてはまりますかのどれにあてはまりますかのどれにあてはまりますか。。。。

1. 入社から約3年でほぼ全員が離職する

2. 入社から約3年で半分程度が離職する

3. 入社から約3年で辞めるのは2～3割程度

4. 入社から約3年ではほとんど辞めない

次へ

QQQQ32323232
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく事業所事業所事業所事業所のののの非正規非正規非正規非正規従従従従業業業業員員員員数数数数（（（（パパパパート・ート・ート・ート・アアアアルルルルババババイトイトイトイト、、、、契約契約契約契約社社社社員員員員、、、、派遣派遣派遣派遣社社社社員員員員のののの数数数数））））はははは、、、、
正正正正社社社社員員員員にににに比比比比べべべべてててて多多多多いですかいですかいですかいですか、、、、少少少少ないですかないですかないですかないですか。。。。

1. 正社員よりも少ない

2. 正社員と同じくらい

3. 正社員よりも多い

4. わからない

次へ
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QQQQ33333333
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく事業所事業所事業所事業所のののの形態形態形態形態はははは、、、、次次次次のどれですかのどれですかのどれですかのどれですか。。。。もっもっもっもっととととももももあてはまるあてはまるあてはまるあてはまるもももものをおのをおのをおのをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

1. 事務所

2. 営業所

3. 工場・作業所

4. 店舗・サービス提供施設

5. 研究所

6. その他（ ）（（（（回答回答回答回答必須）必須）必須）必須）

次へ

QQQQ34343434
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたにあなたにあなたにあなたに適適適適用用用用されているされているされているされている制制制制度度度度はどれですかはどれですかはどれですかはどれですか。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））

1. 雇用保険

2.健康保険

3.厚生年金

4.企業年金（年金基金など）

5.賞与

6. 退職金制度

7. 以上のいずれもない（（（（排他排他排他排他））））

次へ

QQQQ35353535
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたがあなたがあなたがあなたが働働働働くくくく事業所事業所事業所事業所のののの正正正正社社社社員員員員のののの状状状状況況況況ににににつつつついていていていて、、、、該該該該当当当当するとするとするとすると思思思思ううううもももものをのをのをのを選選選選んんんんでくださいでくださいでくださいでください。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））

1. 長時間労働をする人が多い 10. 同一業種の他企業に比べて賃金レベルが低い

2. 休みを取れない人が多い 11. 不払い残業がある

3.大量離職と大量採用が繰り返されている 12. 給与の支払いが遅れる

4.精神的に不調になり辞める人が多い 13. 販促や売上達成のための自己負担が大きい

5. セクハラ・パワハラが横行している 14. 社会保険に加入していない正社員がいる

6. ノルマ・目標管理が厳しい 15. 産休・育休・介護休業が取れない

7.苛烈に働かせられ、使い捨てにされる 16. 人事査定が低い者に対し退職勧奨している

8.深夜に突然呼び出される 17. 上記に該当するものはない（（（（排他排他排他排他））））

9. 入社3年未満で管理職に抜擢される人がいる

次へ

QQQQ36363636
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。

1.男性

2.女性

次へ

22/27 ページ【楽天リサーチ】 あなたご自身に関するアンケート

労働政策研究・研修機構（JILPT)



QQQQ37373737
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの最最最最終終終終学学学学歴歴歴歴をおをおをおをお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。（在。（在。（在。（在学学学学中中中中およびおよびおよびおよび中中中中退退退退はははは卒卒卒卒業業業業にににに含含含含みみみみまままませんせんせんせん））））

1. 中学校・高校

2. 専修・各種学校

3.短大・高専

4.大学・大学院

次へ

QQQQ38383838
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、結婚結婚結婚結婚していますかしていますかしていますかしていますか。。。。

1. 未婚

2.既婚（事実婚を含む）

3.離死別

次へ

QQQQ39393939
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたとあなたとあなたとあなたと同同同同居居居居しているしているしているしている方方方方をををを選選選選択択択択してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
（（（（いくいくいくいくつつつつででででもももも））））

配偶者（パートナー）

自分の子供

自分、あるいは配偶者（パートナー）の親

その他

1人暮らし（（（（排他排他排他排他））））

次へ

分岐分岐分岐分岐条条条条件件件件

分岐条件式 ： ((((QQQQ39393939 orororor 2))))

QQQQ39393939----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

末子末子末子末子（（（（一一一一番下番下番下番下のののの子子子子供）供）供）供）のののの年年年年齢齢齢齢はははは何何何何歳歳歳歳ですかですかですかですか。。。。
（半角（半角（半角（半角数数数数字字字字でごでごでごでご記入記入記入記入くださいくださいくださいください））））

末子年齢 歳 （（（（数数数数値値値値制限制限制限制限::::0000----34343434））））

次へ

QQQQ40404040
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたごあなたごあなたごあなたご自自自自身身身身のののの年年年年収収収収はははは、、、、おおよおおよおおよおおよそそそそどのくらいですかどのくらいですかどのくらいですかどのくらいですか。。。。
仕仕仕仕事以外事以外事以外事以外からからからから得得得得られるられるられるられる収収収収入入入入もももも含含含含めめめめておておておてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

1. 50万円未満

2. 50～100万円未満
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3. 100～150万円未満

4. 150～200万円未満

5. 200～250万円未満

6. 250～300万円未満

7. 300～400万円未満

8. 400～500万円未満

9. 500～700万円未満

10. 700～1,000万円未満

11. 1,000～1,500万円未満

12. 1,500万円以上

次へ

選選選選択択択択肢表示肢表示肢表示肢表示ロジックロジックロジックロジック設定設定設定設定

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：50万円未満

表示選択肢 ：50万円未満 、50～100万円未満 、100～150万円未満 、150～200万円未満 、200～250万円未満 、
250～300万円未満 、300～400万円未満 、400～500万円未満 、500～700万円未満 、700～1,000万
円未満 、1,000～1,500万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：50～100万円未満

表示選択肢 ：50～100万円未満 、100～150万円未満 、150～200万円未満 、200～250万円未満 、250～300万円
未満 、300～400万円未満 、400～500万円未満 、500～700万円未満 、700～1,000万円未満 、1,000
～1,500万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：100～150万円未満

表示選択肢 ：100～150万円未満 、150～200万円未満 、200～250万円未満 、250～300万円未満 、300～400万円
未満 、400～500万円未満 、500～700万円未満 、700～1,000万円未満 、1,000～1,500万円未満 、
1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：150～200万円未満

表示選択肢 ：150～200万円未満 、200～250万円未満 、250～300万円未満 、300～400万円未満 、400～500万円
未満 、500～700万円未満 、700～1,000万円未満 、1,000～1,500万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：200～250万円未満

表示選択肢 ：200～250万円未満 、250～300万円未満 、300～400万円未満 、400～500万円未満 、500～700万円
未満 、700～1,000万円未満 、1,000～1,500万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：250～300万円未満

表示選択肢 ：250～300万円未満 、300～400万円未満 、400～500万円未満 、500～700万円未満 、700～1,000万
円未満 、1,000～1,500万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：300～400万円未満

表示選択肢 ：300～400万円未満 、400～500万円未満 、500～700万円未満 、700～1,000万円未満 、1,000～1,500
万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：400～500万円未満

表示選択肢 ：400～500万円未満 、500～700万円未満 、700～1,000万円未満 、1,000～1,500万円未満 、1,500万
円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：500～700万円未満

表示選択肢 ：500～700万円未満 、700～1,000万円未満 、1,000～1,500万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：700～1,000万円未満

表示選択肢 ：700～1,000万円未満 、1,000～1,500万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...
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対象選択肢 ：1,000～1,500万円未満

表示選択肢 ：1,000～1,500万円未満 、1,500万円以上 

対象質問 ：Q40. あなたご自身の年収 は、おおよそどの...

対象選択肢 ：1,500万円以上 

表示選択肢 ：1,500万円以上 

QQQQ40404040----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの世世世世帯帯帯帯全体全体全体全体のののの年年年年収収収収はははは、、、、おおよおおよおおよおおよそそそそどのくらいですかどのくらいですかどのくらいですかどのくらいですか。。。。
仕仕仕仕事以外事以外事以外事以外からからからから得得得得られるられるられるられる収収収収入入入入もももも含含含含めめめめておておておてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

1. 50万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

2. 50～100万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

3. 100～150万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

4. 150～200万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

5. 200～250万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

6. 250～300万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

7. 300～400万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

8. 400～500万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

9. 500～700万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

10. 700～1,000万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

11. 1,000～1,500万円未満（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

12. 1,500万円以上（（（（表示表示表示表示ロロロロジックジックジックジック選選選選択択択択肢肢肢肢））））

次へ

QQQQ41414141
【必須】【必須】【必須】【必須】

あなたのあなたのあなたのあなたの将来将来将来将来のののの見見見見通通通通しにおいてしにおいてしにおいてしにおいて、以下、以下、以下、以下はどのはどのはどのはどの程度程度程度程度あてはまりますかあてはまりますかあてはまりますかあてはまりますか。。。。
（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

大
い
に
あ
て
は
ま
る

2.

や
や
あ
て
は
ま
る

3.

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い

4.

ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
ら
な
い

1.1.1.1.自分自分自分自分のののの収収収収入入入入がががが増増増増えるえるえるえる

2.2.2.2.自分自分自分自分のののの生活生活生活生活がががが豊豊豊豊かになるかになるかになるかになる

3.3.3.3.将来将来将来将来にににに希望希望希望希望がががが持持持持てるてるてるてる

4.4.4.4.安心安心安心安心してしてしてして老後老後老後老後をををを過過過過ごごごごせせせせるるるる

QQQQ41414141----1111
【必須】【必須】【必須】【必須】

（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

大
い
に
あ
て
は
ま
る

2.

や
や
あ
て
は
ま
る

3.

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い

4.

ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
ら
な
い

5.

す
で
に
該
当
し
て
い
る

1.1.1.1.子子子子どどどどももももをををを作作作作るるるる
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QQQQ41414141----2222
【必須】【必須】【必須】【必須】

（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

大
い
に
あ
て
は
ま
る

2.

や
や
あ
て
は
ま
る

3.

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い

4.

ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
ら
な
い

1.1.1.1.資資資資産産産産をををを残残残残すすすす

QQQQ41414141----3333
【必須】【必須】【必須】【必須】

（（（（矢印方向矢印方向矢印方向矢印方向ににににひひひひととととつつつつだだだだけけけけ））））

1.

大
い
に
あ
て
は
ま
る

2.

や
や
あ
て
は
ま
る

3.

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い

4.

ま
っ
た
く
あ
て
は
ま
ら
な
い

5.

す
で
に
該
当
し
て
い
る

1.1.1.1.持持持持ちちちち家家家家にににに住住住住むむむむ

次へ

QQQQ42424242 あなたのあなたのあなたのあなたの職職職職場場場場やややや会会会会社社社社でででで、下記、下記、下記、下記のトのトのトのトピピピピックからックからックからックから問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思わわわわれるれるれるれるもももものをのをのをのを1111つつつつ選選選選びびびび、、、、
そそそそのののの状状状状況況況況ににににつつつついてごいてごいてごいてご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

1. 労働時間について

2. 休日、休暇について

3. ノルマや成果、進捗管理について

4. いじめ、いやがらせについて

5. 退職勧奨について

6. その他

7. 特に問題はない

QQQQ42424242----1111 ごごごご自自自自由由由由にごにごにごにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。

次へ

アンケートにごアンケートにごアンケートにごアンケートにご回答、回答、回答、回答、ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。
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個人情報保護方針
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