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JILPT アーカイブ No.124 

 

「ＩＴ分野の教育訓練の現状に関する調査（教育訓練実施事業者調査）」 

及び「ＩＴ教育訓練受講者アンケート調査（教育訓練受講者調査）」 

（調査シリーズ№188）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. 教育訓練実施事業者データと教育訓練受講者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. 秘匿化のため、自由記述回答の内容は含まれていません。 

 

3. 秘匿化のため、以下の表に示す変数はカテゴリ化を行っています。 

教育訓練実施事業者データ 

質問項目 変数名 
カテ 

ゴリ数 
カテゴリ 

Ｆ１ 設立年 Ｆ1 5 
1960 年以前、1960~70 年代、1980 年

代、1990 年代、2000 年代以降 

Ｆ2 都道府県 Ｆ2 8 

北海道・東北、関東（東京以外）、 

東京、中部、近畿、中国・四国、 

九州、無回答 

F4_1 全社員数 F4_1 7 
9 人以下、10~29 人、30~49 人、50~99

人、100~299 人、300 人以上、無回答 

F4_2 正社員数 F4_2 7 
9 人以下、10~29 人、30~49 人、50~99

人、100~299 人、300 人以上、無回答 

F5 年間売上高 F5 7 

1 億未満、1 億以上 2 億未満、2 億以上

3 億未満、3 億以上 5 億未満、5 億以上

10 億未満、10 億以上、無回答 

問 1 教育事業開始時期 q1 7 

1960 年以前、1960~70 年代、1980 年

代、1990 年代、2000 年代、2010 年

代、無回答 

問 4_1 講師・インスト 

ラクターの全人数 
q4_1 8 

0 人、1~4 人、5~9 人、10~29 人、

30~49 人、50~99 人、100 人以上、 

無回答 
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問 4_2 インストラクターの

うち非正社員の人数 
q4_2 8 

0 人、1~4 人、5~9 人、10~29 人、

30~49 人、50~99 人、100 人以上、 

無回答 

問 9 ＩT 関連分野の 

教育事業開始時期 
q9 5 

1989 年以前、1990 年代、2000 年代、

2010 年代、無回答 

問 11 対面型講義  

①実施した延べコース数 
q11_1 8 

1 コース、2~4 コース、5~9 コース、

10~29 コース、30~49 コース、50~99

コース、100 コース以上、無回答 

問 11 対面型講義  

②延べ受講者数 
q11_2 7 

9 人以下、10~29 人、30~49 人、50~99

人、100~299 人、300 人以上、無回答 

問 16 オンライン講義 

 ①実施した延べコース数 
q16_1 6 

1 コース、2~4 コース、5~9 コース、

10~19 コース、20 コース以上、無回答 

問 16 オンライン講義  

②延べ受講者数 
q16_2 5 

10 人未満、10 人以上 100 人未満、100

人以上 1,000 人未満、1,000 人以上、無

回答 

問 24_1_①_b_１コース 

当たりの受講者数 

問 24_1_②_b_１コース 

当たりの受講者数 

問 24_1_③_b_１コース 

当たりの受講者数 

q24_1_1_b 

q24_1_2_b 

q24_1_3_b 

5 
9 人以下、10~19 人、20~29 人、30~49

人、50 人以上 

問 24_1_①_ｃ_ 

年間実施回数 

問 24_1_②_ｃ_ 

年間実施回数 

問 24_1_③_ｃ_ 

年間実施回数 

q24_1_1_ｃ 

q24_1_2_ｃ 

q24_1_3_ｃ 

5 
1 回、2~3 回、4~9 回、10~19 回、 

20 回以上 

問 24_1_①_ｄ_ 

延べ受講者数 

問 24_1_②_ｄ_ 

延べ受講者数 

問 24_1_③_ｄ_ 

延べ受講者数 

q24_1_1_ｄ 

q24_1_2_ｄ 

q24_1_3_ｄ 

6 
9 人以下、10~19 人、20~29 人、30~49

人、50~99 人、100 人以上 

問 24_2_①_ａ_ 

１コース当たりの研修時間 

問 24_2_②_ａ_ 

q24_2_1_a 

q24_2_2_a 

q24_2_3_a 

6 

5 時間未満、5 時間以上 10 時間未満、

10 時間以上 20 時間未満、20 時間以上

100 時間未満、100 時間以上 500 時間 
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１コース当たりの研修時間 

問 24_2_③_ａ_ 

１コース当たりの研修時間 

未満、500 時間以上 

問 24_2_①_ｂ_ 

１コース当たりの受講料 

問 24_2_②_ｂ_ 

１コース当たりの受講料 

問 24_2_③_ｂ_ 

１コース当たりの受講料 

q24_2_1_b 

q24_2_2_b 

q24_2_3_b 

6 

無料、10,000 円未満、10,000 円以上

50,000 円未満、50,000 円以上 100,000

円未満、100,000 円以上 500,000 円 

未満、500,000 円以上 

問 24_8_1 女性受講者比率 

問 24_8_2 女性受講者比率 

問 24_8_3 女性受講者比率 

q24_8_1 

q24_8_2 

q24_8_3 

5 
いない、10％未満、10％以上 30％ 

未満、30％以上 50％未満、50％以上 

問 25_1_①_ｂ_通信教育 

講座１コース当たりの 

受講者数 

問 25_1_②_ｂ_通信教育 

講座１コース当たりの 

受講者数 

問 25_1_③_ｂ_通信教育 

講座１コース当たりの 

受講者数 

q25_1_1_b 

q25_1_2_b 

q25_1_3_b 

6 
9 人以下、10~19 人、20~29 人、30~49

人、50 人以上、無回答 

問 25_1_①_ｃ_通信教育 

講座の年間実施回数 

問 25_1_②_ｃ_通信教育 

講座の年間実施回数 

問 25_1_③_ｃ_通信教育 

講座の年間実施回数 

q25_1_1_c 

q25_1_2_c 

q25_1_3_c 

5 
1 回、2~3 回、4~9 回、10~19 回、 

20 回以上 

問 25_1_①_d_通信教育 

講座の年間延べ受講者数 

問 25_1_②_d_通信教育 

講座の年間延べ受講者数 

問 25_1_③_d_通信教育 

講座の年間延べ受講者数 

q25_1_1_d 

q25_1_2_d 

q25_1_3_d 

6 
9 人以下、10~19 人、20~29 人、30~49

人、50~99 人、100 人以上 

問 25_2_①_ａ_通信教育 

講座の研修時間 

問 25_2_②_ａ_通信教育 

q25_2_1_a 

q25_2_2_a 

q25_2_3_a 

6 

5 時間未満、5 時間以上 10 時間未満、

10 時間以上 20 時間未満、20 時間以上

100 時間未満、100 時間以上 500 時間 
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講座の研修時間 

問 25_2_③_ａ_通信教育 

講座の研修時間 

未満、500 時間以上 

問 25_2_①_ｂ_通信教育 

講座の受講料 

問 25_2_②_ｂ_通信教育 

講座の受講料 

問 245_2_③_ｂ_通信教育 

講座の受講料 

q25_2_1_b 

q25_2_2_b 

q25_2_3_b 

6 

無料、10,000 円未満、10,000 円以上

50,000 円未満、50,000 円以上 100,000

円未満、100,000 円以上 500,000 円 

未満、500,000 円以上 

問 25_8_1 通信教育講座の 

女性受講者比率 

問 25_8_2 通信教育講座の 

女性受講者比率 

問 25_8_3 通信教育講座の 

女性受講者比率 

q25_8_1 

q25_8_2 

q25_8_3 

5 
いない、10％未満、10％以上 30％ 

未満、30％以上 50％未満、50％以上 

 

・なお、報告書 p80 の F2 で｢関東（東京以外）40.1％｣となっているのは、正しくは｢関東 

（東京以外）13.7％｣です。 

・なお、報告書 p81 の F6 で｢４ セキュリティ 7.5％｣と掲載されているのは、調査票 

（収納データ）上は｢４ セキュリティ 4.7％｣（F6_4_ma）あるいは｢23 情報セキュリ 

ティ 4.8％｣（F6_23_ma）となっているのを、いずれかに回答があったものとして集計 

した結果です。 

・なお、報告書 p81 の問 1 で｢1990 年代 12.5％｣｢2010 年代 22.6％｣となっているのは、 

 正しくは｢1990 年代 12.4％｣｢2010 年代 22.7％｣です。 

・なお、報告書 p84 の問 12 で｢4 セキュリティ 37.9％｣と掲載されているのは、調査票 

（収納データ）上は｢４ セキュリティ 24.9％｣（q12_1_4_ma）あるいは｢23 情報セキ 

ュリティ 25.4％｣（q12_1_23_ma）となっているのを、いずれかに回答があったものと 

して集計した結果です。 

・なお、報告書 p85 の問 16①で｢20 コース以上 15.5％｣となっているのは、正しくは｢20 

コース以上 15.6％｣です。 

・なお、報告書 p85 の問 16②で｢10 人以上 100 人未満 15.5％｣『1000 人以上 15.5％』 

 となっているのは、正しくは｢10 人以上 100 人未満 15.6％｣『1000 人以上 15.6％』 

です。 

・なお、報告書 p85 の問 17（１）で｢４ セキュリティ 31.3％｣と掲載されているのは、 

調査票（収納データ）上は｢４ セキュリティ 25.0％｣（q17_1_4_ma）あるいは｢23  

情報セキュリティ 21.9％｣（q17_1_23_ma）となっているのを、いずれかに回答があっ 
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たものとして集計した結果です。 

・なお、報告書 p89～91 の問 24 と問 25 は、コースについて集計した結果となっています。 

 

教育訓練受講者データ 

質問項目 変数名 

カ

テ

ゴ

リ

数 

カテゴリ 

ＳC１ 年齢 SC1_ca 5 
29 歳以下、30 歳代、40 歳代、50 歳

代、60 歳以上 

Q2 勤め先の従業員数 ｑ2_ca 6 
9 人以下、10~29 人、30~49 人、

50~99 人、100~299 人、300 人以上 

Q15 受講のための総額費用 ｑ15_ca 5 

無料、10,000 円未満、10,000 円以上

50,000 円未満、50,000 円以上 100,000

円未満、100,000 円以上 

 

・なお、報告書 p96 の Q14 で｢４ セキュリティ 34.6％｣と掲載されているのは、調査票 

（収納データ）上は｢４ セキュリティ 26.0％｣（q14_4_ma）あるいは｢23 情報セキ 

ュリティ 14.6％｣（q14_23_ma）となっているのを、いずれかに回答があったものと 

して集計した結果です。 
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