
JILPT アーカイブ No.142 

「管理職の働き方に関する調査｣  

（事業所調査及び管理職調査）（調査シリーズ No.212）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、 「 事業所調査データ 」 とそこで働く 「 管理職調査 デー

タ 」 の 2 つのデータ で構成されており、データに収納されている「管理番号」を

用いたマッチングが可能です。

2． なお、「 事業所調査データ 」には無回答割合の高い設問がありますので、予め統計表

でご確認ください。 

3． 「 事業所調査データ 」にはウェイト値（変数名：WB）が設定されています。ウェ

イト値については、報告書 7 頁に掲載されている復元倍率表をご参照ください。

4． 非該当は「8888888」で統一されています。 

5． 多重回答の無回答「 99 」は、選択肢内に付与されています。 

6． 秘匿化のため、自由記述回答の内容は含まれていません。 

7． 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。 

【 事業所調査データ 】 

調査項目 変数名 
カテ

ゴリ数 
各カテゴリの内容(ラベル) 

問３－１．事業所の 

常用労働者数 
Q3_1_ca 7 

10～49 人、50～99 人、100～299

人、300～499 人、500～999 人、

1,000～4,999 人、5,000 人以上 

問４．（２） 

ライン職の段階数
Q4_2_ca 12 

0 段階､1 段階､2 段階､3 段階、4 段階､

5 段階､6 段階､7 段階、8 段階､9 段

階、10 段階以上、無回答 

問５．（１）支社長・事業 

部長・工場長クラス 

①ライン職 役職者数

②スタッフ職 役職者数

Q5_111_ca 

Q5_121_ca 
11 

1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､7 人､ 

8 人､9 人、10 人以上､無回答 
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問５．（１）支社長・事業 

部長・工場長クラス 

①ライン職 管理職数

②スタッフ職 管理職数

Q5_112_ca 

Q5_122_ca 
12 

0 人､1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､ 

7 人､8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５． （２）部長クラス 

①ライン職 役職者数

②スタッフ職 役職者数

Q5_211_ca 

Q5_221_ca 
11 

1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､7 人､ 

8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５． （２）部長クラス 

①ライン職 管理職数

②スタッフ職 管理職数

Q5_212_ca 

Q5_222_ca 
12 

0 人､1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､ 

7 人､8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５． （３）部次長クラス 

①ライン職 役職者数

②スタッフ職 役職者数

Q5_311_ca 

Q5_321_ca 
11 

1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､7 人､ 

8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５．（３）部次長クラス 

①ライン職 管理職数

②スタッフ職 管理職数

Q5_312_ca 

Q5_322_ca 
12 

0 人､1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､ 

7 人､8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５．（４）課長クラス 

①ライン職 役職者数

②スタッフ職 役職者数

Q5_411_ca 

Q5_421_ca 
11 

1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､7 人､ 

8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５．（４）課長クラス 

①ライン職 管理職数

②スタッフ職 管理職数

Q5_412_ca 

Q5_422_ca 
12 

0 人､1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､ 

7 人､8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５．（５）課長代理クラス

①ライン職 役職者数

②スタッフ職 役職者数

Q5_511_ca 

Q5_521_ca 
11 

1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､7 人､ 

8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５．（５）課長代理クラス

①ライン職 管理職数

②スタッフ職 管理職数

Q5_512_ca 

Q5_522_ca 
12 

0 人､1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､ 

7 人､8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５．（６）係長クラス 

①ライン職 役職者数

②スタッフ職 役職者数

Q5_611_ca 

Q5_621_ca 
11 

1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､7 人､ 

8 人､9 人、10 人以上､無回答 

問５．（６）係長クラス 

①ライン職 管理職数

②スタッフ職 管理職数

Q5_612_ca 

Q5_622_ca 
12 

0 人､1 人､2 人､3 人､4 人、5 人､6 人､ 

7 人､8 人､9 人、10 人以上､無回答 
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【 管理職調査データ 】 

調査項目 変数名 
カテ

ゴリ数 
各カテゴリの内容(ラベル) 

問 2．年齢 Q2_ca 12 

20～24 歳、25～29 歳、30～34 歳、 

35～39 歳、40～44 歳、45～49 歳、

50～54 歳、55～59 歳、60～64 歳、

65～69 歳、70 歳以上、無回答 

問 3-3．卒業・中退した年月 Q3_3_ca 8 

1979 年以前、1980～1985 年、 

1986～1990 年、1991～1995 年、 

1996～2000 年、2001～2010 年、 

2011～2020 年、無回答 

問 4．入社年月 Q4_ca 8 

1979 年以前、1980～1985 年、 

1986～1990 年、1991～1995 年、 

1996～2000 年、2001～2010 年、 

2011～2020 年、無回答 

問 8．管理監督する 

部下の人数 
Q8sq_ca 12 

5 人未満、5～9 人、10～14 人、 

15～19 人、20～24 人、25～29 人、

30～34 人、35～39 人、40～44 人、

45～49 人、50 人以上、無回答 

問 13．（１）2020 年 

9 月の月間労働日数 
Q13_1_ca 7 

0 日、1～9 日、10～14 日、15～19

日、20～24 日、25 日以上、無回答 

問 13．（２）2020 年 

9 月の月間総実労働時間 
Q13_2_ca 7 

0 時間、150 時間未満、150～170 時

間未満、170～190 時間未満、 

190～220 時間未満、220 時間以上、

無回答 

問 13．（３）2020 年 

9 月の残業時間数 
Q13_3sq_ca 9 

0 時間、1～5 時間未満、5～10 時間未

満、10～20 時間未満、20～30 時間未

満、30～40 時間未満、40～50 時間未

満、50 時間以上、無回答 

問 13．（４）2020 年 

9 月の深夜労働の回数 
Q13_4_ca 12 

0 回、1 回、2 回、3 回、4 回、5 回、

6 回、7 回、8 回、9 回、10 回以上、

無回答 
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問 13．（５）2020 年 

9 月の深夜労働の時間数 
Q13_5_ca 8 

0 時間､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 30 時間未満､30 時間以上 40

時間未満､40 時間以上､無回答 

問 16．有給休暇 

（昨年の総日数） 
Q16A_ca 12 

5 日未満、5 日以上 10 日未満、10 日

以上 15 日未満、15 日以上 20 日未

満、20 日以上 25 日未満、25 日以上

30 日未満、30 日以上 35 日未満、35

日以上 40 日未満、40 日、40 日超 60

日未満、60 日以上、無回答 

問 16．有給休暇 

（うち一昨年からの繰越分） 

有給休暇（消化日数） 

Q16B_ca 

Q16C_ca 
7 

5 日未満、5 日以上 10 日未満、10 日

以上 15 日未満、15 日以上 20 日未

満、20 日、20 日超、無回答 

問 17．昨年 1 年間の収入 Q17TOTAL_ca 15 

0 万円、１～99 万円、100～199 万

円、200～299 万円、300～399 万

円、400～499 万円、500～599 万

円、600～699 万円、700～799 万

円、800～899 万円、900～999 万

円、1,000～1,499 万円、1,500～

1,999 万円、2,000 万円以上、無回答 

問 17．うち、役職手当 Q17ALLOW_ca 7 

0 万円、１～49 万円、50～99 万円、

100～199 万円、200～299 万円、 

300 万円以上、無回答 

問 18．昨年の賞与 Q18_ca 13 

0 万円､1~49 万円､50~99 万円、

100~149 万円､150~199 万円、

200~249 万円､250~299 万円、

300~349 万円､350~399 万円、

400~449 万円､450~499 万円、 

500 万円以上､無回答 
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