
JILPT アーカイブ No.121 

 

「労働時間管理と効率的な働き方に関する調査」(企業調査) 

「労働時間や働き方のニーズに関する調査」（労働者調査） 

（調査シリーズ№148）の Read me 

 

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。 

 

［データに関する注意］ 

1. 本アーカイブデータは、「企業調査データ」と「労働者調査データ」の 2 つのデータで

構成されていますが、マッチングによる関連づけはできません。 

 

2. 無回答は「99」、非該当は「88」で統一されています。 

 

3. 多重回答の無回答「99」は、選択肢内に付与されています。 

 

4. 秘匿化のため、自由記述回答の内容は含まれていません。 

 

5. 秘匿化のため、以下の表に示す変数はカテゴリ化されています。 

企業調査データ 

調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

問３① 従業員全体に占める正社員の

割合、②正社員に占める女性の割合、

⑤正社員の入社 3 年後の平均在籍率、

⑥正社員の入社 10 年後の平均在籍率 

q3_sq1 

q3_sq2 

q3_sq5 

q3_sq6 

11 

0～10％、10％超～20％、20％超～

30％、30％超～40％、40％超～

50％、50％超～60％、60％超～

70％、70％超～80％、80％超～

90％、90％超、無回答 

問３③ 正社員の平均年齢 q3_sq3 10 

24 歳以下、25～29 歳、30～34 歳、

35～39 歳、40～44 歳、45～49 歳、

50～54 歳、55～59 歳、60 歳以上、

無回答 

問３④ 正社員の平均年収 q3_sq4 10 

300 万円未満、300 万～400 万円未

満、400 万～500 万円未満、500 万

～600 万円未満、600 万～700 万円

未満、700 万～800 万円未満、800

万～900 万円未満、900 万～1,000 万

円未満、1,000 万円以上、無回答 
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調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

問４ 売上高 q4_1_1 9 

1 億円以下、1 億円超～5 億円以下、

5 億円超～10 億円以下、10 億円超～

50 億円以下、50 億円超～100 億円以

下、100 億円超～500 億円以下、500

億超～1,000 億円以下、1,000 億円

超、無回答 

問４ 経常利益 q4_1_3 15 

△10 億円未満、△10 億円～△1億円

未満、△1億円～△1千万円未満、

△1千万円～0 円未満、経常利益なし

（0 円）、0 円超～1 千万円以下、1

千万円超～1 億円以下、1 億円超～5

億円以下、5 億円超～10 億円以下、

10 億円超～50 億円以下、50 億円超

～100 億円以下、100 億円超～500

億円以下、500 億円超～1,000 億円以

下、1,000 億円超、無回答 

問５ 正社員の 1 週間当たりの 

所定労働時間 
q5 10 

20 時間未満、20 時間～30 時間未

満、30 時間～35 時間未満、35 時間

～36 時間未満、36 時間～37 時間未

満、37 時間～38 時間未満、38 時間

～39 時間未満、39 時間～40 時間未

満、40 時間以上、無回答 

問５付問 過去１年間に 60 時間を 

超えた従業員割合 

問６付問 1 ヶ月の所定外労働時間が

45･60･80 時間を超えた従業員割合 

問１３ 正社員の年次有給休暇の 

平均・最高・最低取得率 

q5_sq1_sc 

q6_sq1_1_sc 

q6_sq1_2_sc 

q6_sq1_3_sc 

q13_1 

q13_2 

q13_3 

11 

0～10％、10％超～20％、20％超～

30％、30％超～40％、40％超～

50％、50％超～60％、60％超～

70％、70％超～80％、80％超～

90％、90％超、無回答 

問６ 正社員の１ヶ月当たりの 

平均的な所定外労働（残業）時間 
q6 10 

20 時間以下、20 時間超～25 時間、

25 時間超～30 時間、30 時間超～ 

35 時間、35 時間超～40 時間、40 時

間超～45 時間、45 時間超～60 時

間、60 時間超～80 時間、80 時間

超、無回答 
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労働者調査データ 

調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

Ｆ２ 現在の年齢 F2 10 

24 歳以下、25～29 歳、30～34 歳、

35～39 歳、40～44 歳、45～49 歳、

50～54 歳、55～59 歳、60 歳以上、

無回答 

Ｆ７ 勤続年数 F7 11 

3 年未満、3 年～5 年未満、5 年～10

年未満、10 年～15 年未満、15 年～

20 年未満、20 年～25 年未満、25 年

～30 年未満、30 年～35 年未満、35

年～40 年未満、40 年以上、無回答 

Ｑ２ １週間の所定労働時間 q2_sq1 10 

20 時間未満、20 時間～30 時間未

満、30 時間～35 時間未満、35 時間

～36 時間未満、36 時間～37 時間未

満、37 時間～38 時間未満、38 時間

～39 時間未満、39 時間～40 時間未

満、40 時間以上、無回答 

Ｑ２（２）１週間の残業時間も含めた

実際の労働時間 
q2_sq2 15 

20 時間未満、20 時間～30 時間未

満、30 時間～35 時間未満、35 時間

～40 時間未満、40 時間～45 時間 

未満、45 時間～50 時間未満、50 時

間～55 時間未満、55 時間～60 時間

未満、60 時間～65 時間未満、65 時

間～70 時間未満、70 時間～75 時間

未満、75 時間～80 時間未満、80 時

間～85 時間未満、85 時間以上、 

無回答 

Ｑ６（１）（ａ）２０１３年度に新規

に付与された年次有給休暇の日数 

（ｂ）２０１２年度から繰り越された

年次有給休暇の日数 

Ｑ６（２）実際に取得して休んだ 

年次有給休暇日数 

q6_sq1a 

q6_sq1b 

q6_sq2 

7 

0 日～5 日未満、5 日～10 日未満、 

10 日～15 日未満、15 日～20 日 

未満、20 日、20 日超、無回答 

Ｑ７（１）夏季特別休暇（年次有給 

休暇以外）、（２）年末年始休暇（年

休、法定祝日以外）、（３）自分の病気

q7_1 日数 

q7_2 日数 

q7_3 日数 

7 

0 日～5 日未満、5 日～10 日未満、

10 日～15 日未満、15 日～20 日未

満、20 日、20 日超、無回答 
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・なお、報告書附属統計表の p149（F7）で、｢20 年～20 年未満｣｢25 年～20 年未満｣｢30 年 

～20 年未満｣｢35 年～20 年未満｣と表記されているのは、正しくは｢20 年～25 年未満｣｢25 

年以上～30 年未満｣｢30 年～35 年未満｣｢35 年～40 年未満｣です。 

 

のための特別休暇、（４）子どもや 

家族の病気等の看護休暇、（５）家族

等の介護休暇、（６）配偶者の出産の

ための特別休暇、（７）一定の勤続年

数等で付与されるリフレッシュのため

の特別休暇、（８）自己啓発、研修等

のための特別休暇、（９）ボランティ

ア活動のための特別休暇、（１０） 

その他の特別休暇の各取得日数 

q7_4 日数 

q7_5 日数 

q7_6 日数 

q7_7 日数 

q7_8 日数 

q7_9 日数 

q7_10 日数 

Ｑ９ 育児・介護休業の取得日数 
q9 育児日数 

q9 介護日数 
8 

1 日～31 日（1 ヶ月）以下、31 日超

～93 日（3 ヶ月）以下、93 日超～

183 日（6 ヶ月）以下、183 日超～

365 日（1 年）以下、365 日超～427

日（1 年 2 ヶ月）以下、427 日超～

548 日（1 年 6 ヶ月）以下、548 日

超、無回答 
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