（独）労働政策研究・研修機構 データアーカイブ

JILPT アーカイブ No.129
「女性活躍と両立支援に関する調査」
（調査シリーズ No.196）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。
1.

本アーカイブデータは「企業・団体データ」と「正規従業員データ」で構成されてお
り、変数「ID」を用いてマッチングによる関連づけが可能です。

2.

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・団体データ】
質問項目

カテ

変数名

カテゴリ

ゴリ数

1944 年以前、1945-49 年、1950 年
q１_1 設立年

q1_1_ca

10

代、1960 年代、1970 年代、1980 年
代、1990 年代、2000 年代、2010 年
代、無回答
いない、1-9 人、10-29 人、30-49

q1_5 正社員数男女計

q1_5_ca

8

人、50-99 人、100-299 人、300 人以
上、無回答

q1_5_1a 男性 常用労働者数

q1_5_1a_ca

q1_5_1b 男性 うち正社員数

q1_5_1b_ca

q1_5_1a 男性 うち派遣社員数

q1_5_1c_ca

q1_5_2a 女性 常用労働者数

q1_5_2a_ca

q1_5_2b 女性 うち正社員数

q1_5_2b_ca

q1_5_2c 女性 うち派遣社員数

q1_5_2c_ca

q1_6_1a 男性 平均年齢

q1_6_1a_ca

q1_6_2a 女性 平均年齢

q1_6_2a_ca

Q1_6_1b 男性 勤続年数

q1_6_1b_ca

Q1_6_2b 女性 勤続年数

q1_6_2b_ca

q1_7a 平均付与日数

q1_7a_ca

q1_7b 平均取得日数

q1_7b_ca

q2_1_1a 男性 新規学卒者数

q2_1_1a_ca

q2_1_1b 男性 中途採用者数

q2_1_1b_ca

q2_1_2a 女性 新規学卒者数

q2_1_2a_ca

q2_1_2b 女性 中途採用者数

q2_1_2b_ca
1

いない、1-9 人、10-29 人、30-49
8

人、50-99 人、100-299 人、300 人以
上、無回答

7
6
6

7

18-29 歳、30-34 歳、35-39 歳、40-44
歳、45-49 歳、50 歳以上、無回答
0-4 年、5-9 年、10-14 年、15-19 年、
20 年以上、無回答
0-4 日、5-9 日、10-14 日、15-19 日、
20 日以上、無回答
0 人、1-2 人、3-4 人、5-9 人、10-19
人、20 人以上、無回答
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q2_1_1c 男性 正社員転換者数

q2_1_1c_ca2

q2_1_1d 男性 再雇用者数

_1_1d_ca

q2_1_2c 女性 正社員転換者数

q2_1_2c_ca

q2_1_2d 女性 再雇用者数

q2_1_2d_ca

5

0 人、1 人、2 人、3 人以上、無回答

q2_2_1a ①男性
H19 年新卒採用者数

q2_2_1a_ca

Q2-2_1b うち在籍者数

q2_2_1b_ca

Q2-2_1a ②女性

q2_2_2a_ca

H19 年新卒採用者数

q2_2_2b_ca

6

0 人、1-2 人、3-4 人、5-9 人、10 人
以上、無回答

Q2-2_1b うち在籍者数
q3_1a_1 男性係長相当職人数

q3_1a_1_ca

q3_1a_2 女性係長相当職人数

q3_1a_2_ca

q3_1b_1 男性課長相当職人数

q3_1b_1_ca

q3_1b_2 女性課長相当職人数

q3_1b_2_ca

q3_1c_1 男性部長相当職人数

q3_1c_1_ca

q3_1c_2 女性部長相当職人数

q3_1c_2_ca

q3_1d_1 男性役員職人数

q3_2d_1_ca

q3_1d_2 女性役員職人数

q3_2d_2_ca

q3_2a_1 男性係長相当昇進者数

q3_2a_1_ca

q3_2a_2 女性係長相当昇進者数

q3_2a_2_ca

q3_2b_1 男性課長相当昇進者数

q3_2b_1_ca

q3_2b_2 女性課長相当昇進者数

q3_2b_2_ca

q3_2c_1 男性部長相当昇進者数

q3_2c_1_ca

q3_2c_2 女性部長相当昇進者数

q3_2c_2_ca

q3_2d_1 男性役員相当昇進者数

q3_2d_1_ca

q3_2d_2 女性役員相当昇進者数

q3_2d_2_ca

8

8

0 人、1-2 人、3-4 人、5-9 人、10-19
人、20-49 人、50 人以上、無回答

0 人、1-2 人、3-4 人、5-9 人、10-19
人、20-49 人、50 人以上、無回答

【正規従業員データ】
質問項目

カテ

変数名

カテゴリ

ゴリ数

18-19 歳、20-24 歳、25-29 歳、30q1_2 満年齢

q1_2_ca

8

34 歳、35-39 歳、40-49 歳、50-65
歳、無回答

q1_3sq 入社年

q1_3sq_ca

5

q2_3 1 週間の平均実労働時間

q2_3_ca

8
2

1989 年以前、1990 年代、2000 年
代、2010 年代、無回答
34 時間未満、35-39 時間、40 時間、
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41-44 時間、45-49 時間、50-59 時
間、60 時間以上、無回答
1-9 日、10-14 日、15-19 日、20 日、
問 2-4 年次有給休暇の付与日数

q2_4a_ca

9

21-29 日、30-39 日、40 日以上、付
与なし（2017 年入社のため付与な
し）、無回答
0 日、1-9 日、10-14 日、15-19 日、

問 2-4 年次有給休暇の取得日数

q2_4b_ca

10

20 日、21-29 日、30-39 日、40 日以
上、付与なし（2017 年入社のため付
与なし）、無回答

・なお、
「F2 付問 2 一番上の子どもの満年齢」、
「F2 付問 3 一番下の子どもの満年齢」は原
則スケールで収納されていますが、
「20 歳」以上の回答にトップコーディングを行ってい
ます。
・なお、報告書 P108 で「Q1-6②b 平均年齢・女性」となっているのは、正しくは｢Q1-6②
a｣です。
・なお、報告書Ｐ252 で「2019 年入社のため付与なし」となっているのは、正しくは「2017
年」です。
・なお報告書Ｐ286 で「問 5-2.現在の勤務先で利用経験のある両立支援制度（複数回答）
」
となっているのは、正しくは「問 5-1」です。

3

