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ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

【当ＷＥＢシステム利用上の注意】

再ログイン時には下記ＩＤ番号、パスワードが必要です。

＜ＩＤ番号、パスワードをメモしておくことをお薦めします＞ 

� 回答中に前ページに戻る際には、ページの一番下の「戻る」ボタンをクリックしてください。ブラウザの「戻る」ボタンは使用しないようご注意く

ださい。 

� 回答期間中は、土日も含め24時間回答可能です。 

� 推奨ブラウザはWindowsでは「InternetExplorer6～10」です。これ以外のブラウザでは回答時にエラーが出る可能性があります。 

� 一度、回答を完了すると再回答はできませんのでご注意下さい。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

ＩＤ番号: $Aid

パスワード: $Af

次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A1 

あなたは、結婚していますか。 （ひとつだけ） 

(a01)=1 現在結婚している（再婚、同棲を含む）

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 a01.htm）

(pid)

(a01)=2 （最後の）配偶者と死別して、現在独身である

(a01)=3 （最後の）配偶者と離別して、現在独身である

(a01)=4 未婚である（これまで一度も結婚したことがない）

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A1SA1 

「現在結婚している（再婚、同棲を含む）」「（最後の）配偶者と死別して、現在独身である」

「（最後の）配偶者と離別して、現在独身である」と答えた方は、結婚や死別や離別が何年前だった

のかも教えてください。 

（半角カタカナは使用しないでく

ださい） 

現在結婚している（再婚、同棲を含む） (a01sa1x_1) 年前

（最後の）配偶者と死別して、現在独身である (a01sa1x_2) 年前

（最後の）配偶者と離別して、現在独身である (a01sa1x_3) 年前

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

（調査NO.14-406-0583） 
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� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A2 

あなたの、現在存命中の子ども（現在同居していない人も含む）の人数をお選びください。子どもが

いない場合は0人をお選びください。 

（ひとつだけ） 

(a02)=   ▽以下から選択

(a02)=00   0人

(a02)=01   1人

(a02)=02   2人

(a02)=03   3人

(a02)=04   4人

(a02)=05   5人

(a02)=06   6人

(a02)=07   7人

(a02)=08   8人

(a02)=09   9人

(a02)=10   10人

(a02)=11   11人以上

A3 

あなたの家族で、現在介護が必要な方はいらっしゃいますか。あてはまるものをすべて選んでくださ

い。 

（いくつでも） 

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 a02.htm）

(a03_1)=1 自分が主として介護をしている、同居中の、自分や配偶者の親や配偶者本人

(a03_2)=1 自分の配偶者が主として介護をしている、同居中の、自分や配偶者の親や自分自身

(a03_3)=1 自分が主として介護をしている、別居中の、自分や配偶者の親や配偶者本人

(a03_4)=1 自分の配偶者が主として介護をしている、別居中の、自分や配偶者の親

(a03_5)=1 介護施設等に入居している、自分や配偶者の親や配偶者本人

(a03_6)=1 上記のいずれにもあてはまらない、介護が必要な家族

(a03_7)=1 現在介護が必要な家族はいない

A4 

あなたは現在どのような形で働いていますか。2つ以上お仕事をおもちの方は、主な仕事1つについて

お答えください。 

（ひとつだけ） 

(a04)=01 会社などの役員

(a04)=02 正社員・正規の公務員（病気や育児等により一時的に休業中の場合も含む）

(a04)=03 臨時雇用・パート・アルバイト

(a04)=04 派遣・契約・嘱託社員

(a04)=05 自営業主・自由業者

(a04)=06 家族従業者（自家営業の手伝い）

(a04)=11 失業中で、現在仕事を探している

(a04)=12 仕事をしておらず、探してもいない（専業主婦・主夫、学生、定年退職など）

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 



(pid)

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A4SA1 

あなたの役職は、この中のどれにあたりますか。 （ひとつだけ） 

(a04sa1)=01 役職なし

(a04sa1)=02 職長・班長・組長など

(a04sa1)=03 係長（係長相当）

(a04sa1)=04 課長（課長相当）

(a04sa1)=05 部長（部長相当）

(a04sa1)=99 わからない

A4SA2 

同じ会社・組織で働いている方の人数は、この中のどれにあたりますか。身近な職場だけでなく、会

社・組織全体でお答えください。また、あなた自身、家族従業者、パートタイムの方など、働いてい

る方すべてを含めてお答えください。 

（ひとつだけ） 

(a04sa2)=01 1人

(a04sa2)=02 2～4人

(a04sa2)=03 5～29人

(a04sa2)=04 30～99人

(a04sa2)=05 100～299人

(a04sa2)=06 300～999人

(a04sa2)=07 1,000人以上

(a04sa2)=08 官公庁

(a04sa2)=99 わからない

（調査NO.14-406-0583） 
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A4SA3 

あなたは通常、どのような仕事をしていますか。仕事の内容を具体的にお聞かせください。（たとえ

ば、小学校教員、塾の講師、農作業、バスの運転、自動車の修理、スーパーのレジ、銀行の経理、コ

ンピュータのプログラマー、営業事務、化粧品の外回り営業、などのように） 

（半角カタカナは使用しないでく

ださい） 

(a04sa3x)





このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A4SA4 

直近の最後のお仕事を辞めたのは今からどれくらい前でしたか。

いままでに一度も就業したことがない場合は「0年0ヶ月前」とお答えください。 

（ひとつだけ） 

(a04sa4_1)=   ▽以下から選択

(a04sa4_1)=00   0   

(a04sa4_1)=01   1   

（調査NO.14-406-0583） 



(a04sa4_1)=02   2   

(a04sa4_1)=03   3   

(a04sa4_1)=04   4   

(a04sa4_1)=05   5   

(a04sa4_1)=06   6   

(a04sa4_1)=07   7   

(a04sa4_1)=08   8   

(a04sa4_1)=09   9   

(a04sa4_1)=10   10   

(a04sa4_1)=11   11   

(a04sa4_1)=12   12   

(a04sa4_1)=13   13   

(a04sa4_1)=14   14   

(a04sa4_1)=15   15   

(a04sa4_1)=16   16   

(a04sa4_1)=17   17   

(a04sa4_1)=18   18   

(a04sa4_1)=19   19   

(a04sa4_1)=20   20   

(a04sa4_1)=21   21   

(a04sa4_1)=22   22   

(a04sa4_1)=23   23   

(a04sa4_1)=24   24   

(a04sa4_1)=25   25   

(a04sa4_1)=26   26   

(a04sa4_1)=27   27   

(a04sa4_1)=28   28   

(a04sa4_1)=29   29   

(a04sa4_1)=30   30   

年 



(a04sa4_2)=   ▽以下から選択

(a04sa4_2)=00   0   

(a04sa4_2)=01   1   

(a04sa4_2)=02   2   

(a04sa4_2)=03   3   

(a04sa4_2)=04   4   

(a04sa4_2)=05   5   

(a04sa4_2)=06   6   

(a04sa4_2)=07   7   

(a04sa4_2)=08   8   

(a04sa4_2)=09   9   

(a04sa4_2)=10   10   

(a04sa4_2)=11   11   

ヶ月前 

A4SA5 

あなたの配偶者（夫または妻）は、現在どのような形で働いていますか。2つ以上お仕事をおもちの場

合は、主な仕事1つについてお答えください。 

（ひとつだけ） 

(a04sa5)=01 会社などの役員

(a04sa5)=02 正社員・正規の公務員（病気や育児等により一時的に休業中の場合も含む）

(a04sa5)=03 臨時雇用・パート・アルバイト

(a04sa5)=04 派遣・契約・嘱託社員

(a04sa5)=05 自営業主・自由業者

(a04sa5)=06 家族従業者（自家営業の手伝い）

(a04sa5)=11 失業中で、現在仕事を探している

(a04sa5)=12 仕事をしておらず、探してもいない（専業主婦・主夫、学生、定年退職など）

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ
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� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A4SA6 

あなたの配偶者の役職は、この中のどれにあたりますか。 （ひとつだけ） 

(a04sa6)=01 役職なし

(a04sa6)=02 職長・班長・組長など

(a04sa6)=03 係長（係長相当）

(a04sa6)=04 課長（課長相当）

(a04sa6)=05 部長（部長相当）

(a04sa6)=99 わからない

A4SA7 

あなたの配偶者と同じ会社・組織で働いている方の人数は、この中のどれにあたりますか。 （ひとつだけ） 

(a04sa7)=01 1人

(a04sa7)=02 2～4人

(a04sa7)=03 5～29人

(a04sa7)=04 30～99人

(a04sa7)=05 100～299人

(a04sa7)=06 300～999人

(a04sa7)=07 1,000人以上

(a04sa7)=08 官公庁

（調査NO.14-406-0583） 
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(a04sa7)=99 わからない

A4SA8 

あなたの配偶者は通常、どのような仕事をしていますか。仕事の内容を具体的にお聞かせください。

（たとえば、小学校教員、塾の講師、農作業、バスの運転、自動車の修理、スーパーのレジ、銀行の

経理、コンピュータのプログラマー、営業事務、化粧品の外回り営業、などのように） 

（半角カタカナは使用しないでく

ださい） 

(a04sa8x)





このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A5 

あなたがお住まいの都道府県をお選びください。 （ひとつだけ） 

（調査NO.14-406-0583） 



(a05)=   ▽以下から選択

(a05)=01 北海道

(a05)=02 青森県

(a05)=03 岩手県

(a05)=04 宮城県

(a05)=05 秋田県

(a05)=06 山形県

(a05)=07 福島県

(a05)=08 茨城県

(a05)=09 栃木県

(a05)=10 群馬県

(a05)=11 埼玉県

(a05)=12 千葉県

(a05)=13 東京都

(a05)=14 神奈川県

(a05)=15 新潟県

(a05)=16 富山県

(a05)=17 石川県

(a05)=18 福井県

(a05)=19 山梨県

(a05)=20 長野県

(a05)=21 岐阜県

(a05)=22 静岡県

(a05)=23 愛知県

(a05)=24 三重県

(a05)=25 滋賀県

(a05)=26 京都府

(a05)=27 大阪府

(a05)=28 兵庫県

(a05)=29 奈良県

(a05)=30 和歌山県



（ファイル名 a05.htm）
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(a05)=31 鳥取県

(a05)=32 島根県

(a05)=33 岡山県

(a05)=34 広島県

(a05)=35 山口県

(a05)=36 徳島県

(a05)=37 香川県

(a05)=38 愛媛県

(a05)=39 高知県

(a05)=40 福岡県

(a05)=41 佐賀県

(a05)=42 長崎県

(a05)=43 熊本県

(a05)=44 大分県

(a05)=45 宮崎県

(a05)=46 鹿児島県

(a05)=47 沖縄県

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

（調査NO.14-406-0583） 



ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A6 

あなたがお住まいの市区町村をお選びください。 （ひとつだけ） 

北海道

(a06)=01101 札幌市中央区

(a06)=01102 札幌市北区

(a06)=01103 札幌市東区

(a06)=01104 札幌市白石区

(a06)=01105 札幌市豊平区

(a06)=01106 札幌市南区

(a06)=01107 札幌市西区

(a06)=01108 札幌市厚別区

(a06)=01109 札幌市手稲区

(a06)=01110 札幌市清田区

(a06)=01202 函館市

(a06)=01203 小樽市

(a06)=01204 旭川市

(a06)=01205 室蘭市

(a06)=01206 釧路市

(a06)=01207 帯広市

(a06)=01208 北見市

(a06)=01209 夕張市

(a06)=01210 岩見沢市

(a06)=01211 網走市

(a06)=01212 留萌市

(a06)=01213 苫小牧市

(a06)=01214 稚内市

(a06)=01215 美唄市

(a06)=01216 芦別市

(a06)=01217 江別市

(a06)=01218 赤平市

(a06)=01219 紋別市

(a06)=01220 士別市

(a06)=01221 名寄市

(a06)=01222 三笠市

(a06)=01223 根室市

(a06)=01224 千歳市

(a06)=01225 滝川市

(a06)=01226 砂川市

(a06)=01227 歌志内市

(a06)=01228 深川市

(a06)=01229 富良野市

(a06)=01230 登別市

(a06)=01231 恵庭市

(a06)=01233 伊達市

(a06)=01234 北広島市

(a06)=01235 石狩市

(a06)=01236 北斗市

(a06)=01999 その他の市町

村

青森県

(a06)=02201 青森市

(a06)=02202 弘前市

(a06)=02203 八戸市

(a06)=02204 黒石市

(a06)=02205 五所川原市

(a06)=02206 十和田市

(a06)=02207 三沢市

(a06)=02208 むつ市

(a06)=02209 つがる市

(a06)=02210 平川市

(a06)=02999 その他の市町

村

岩手県

(a06)=03201 盛岡市

(a06)=03202 宮古市

(a06)=03203 大船渡市

(a06)=03205 花巻市

(a06)=03206 北上市

(a06)=03207 久慈市

(a06)=03208 遠野市

(a06)=03209 一関市

(a06)=03210 陸前高田市

(a06)=03211 釜石市

(a06)=03213 二戸市

(a06)=03214 八幡平市

(a06)=03215 奥州市

(a06)=03216 滝沢市

(a06)=03999 その他の市町

村

宮城県



(a06)=04101 仙台市青葉区

(a06)=04102 仙台市宮城野

区

(a06)=04103 仙台市若林区

(a06)=04104 仙台市太白区

(a06)=04105 仙台市泉区

(a06)=04202 石巻市

(a06)=04203 塩竈市

(a06)=04205 気仙沼市

(a06)=04206 白石市

(a06)=04207 名取市

(a06)=04208 角田市

(a06)=04209 多賀城市

(a06)=04211 岩沼市

(a06)=04212 登米市

(a06)=04213 栗原市

(a06)=04214 東松島市

(a06)=04215 大崎市

(a06)=04999 その他の市町

村

秋田県

(a06)=05201 秋田市

(a06)=05202 能代市

(a06)=05203 横手市

(a06)=05204 大館市

(a06)=05206 男鹿市

(a06)=05207 湯沢市

(a06)=05209 鹿角市

(a06)=05210 由利本荘市

(a06)=05211 潟上市

(a06)=05212 大仙市

(a06)=05213 北秋田市

(a06)=05214 にかほ市

(a06)=05215 仙北市

(a06)=05999 その他の市町

村

山形県

(a06)=06201 山形市

(a06)=06202 米沢市

(a06)=06203 鶴岡市

(a06)=06204 酒田市

(a06)=06205 新庄市

(a06)=06206 寒河江市

(a06)=06207 上山市

(a06)=06208 村山市

(a06)=06209 長井市

(a06)=06210 天童市

(a06)=06211 東根市

(a06)=06212 尾花沢市

(a06)=06213 南陽市

(a06)=06999 その他の市町

村

福島県

(a06)=07201 福島市

(a06)=07202 会津若松市

(a06)=07203 郡山市

(a06)=07204 いわき市

(a06)=07205 白河市

(a06)=07207 須賀川市

(a06)=07208 喜多方市

(a06)=07209 相馬市

(a06)=07210 二本松市

(a06)=07211 田村市

(a06)=07212 南相馬市

(a06)=07213 伊達市

(a06)=07214 本宮市

(a06)=07999 その他の市町

村

茨城県

(a06)=08201 水戸市

(a06)=08202 日立市

(a06)=08203 土浦市

(a06)=08204 古河市

(a06)=08205 石岡市

(a06)=08207 結城市

(a06)=08212 常陸太田市

(a06)=08214 高萩市

(a06)=08215 北茨城市

(a06)=08216 笠間市

(a06)=08217 取手市

(a06)=08219 牛久市

(a06)=08222 鹿嶋市

(a06)=08223 潮来市

(a06)=08224 守谷市

(a06)=08225 常陸大宮市

(a06)=08226 那珂市

(a06)=08227 筑西市

(a06)=08230 かすみがうら

市

(a06)=08231 桜川市

(a06)=08232 神栖市

(a06)=08233 行方市

(a06)=08234 鉾田市

(a06)=08235 つくばみらい



(a06)=08208 龍ケ崎市

(a06)=08210 下妻市

(a06)=08211 常総市

(a06)=08220 つくば市

(a06)=08221 ひたちなか市

(a06)=08228 坂東市

(a06)=08229 稲敷市

市

(a06)=08236 小美玉市

(a06)=08999 その他の市町

村

栃木県

(a06)=09201 宇都宮市

(a06)=09202 足利市

(a06)=09203 栃木市

(a06)=09204 佐野市

(a06)=09205 鹿沼市

(a06)=09206 日光市

(a06)=09208 小山市

(a06)=09209 真岡市

(a06)=09210 大田原市

(a06)=09211 矢板市

(a06)=09213 那須塩原市

(a06)=09214 さくら市

(a06)=09215 那須烏山市

(a06)=09216 下野市

(a06)=09999 その他の市町

村

群馬県

(a06)=10201 前橋市

(a06)=10202 高崎市

(a06)=10203 桐生市

(a06)=10204 伊勢崎市

(a06)=10205 太田市

(a06)=10206 沼田市

(a06)=10207 館林市

(a06)=10208 渋川市

(a06)=10209 藤岡市

(a06)=10210 富岡市

(a06)=10211 安中市

(a06)=10212 みどり市

(a06)=10999 その他の市町

村

埼玉県

(a06)=11101 さいたま市西

区

(a06)=11102 さいたま市北

区

(a06)=11103 さいたま市大

宮区

(a06)=11104 さいたま市見

沼区

(a06)=11105 さいたま市中

央区

(a06)=11106 さいたま市桜

区

(a06)=11107 さいたま市浦

和区

(a06)=11108 さいたま市南

区

(a06)=11109 さいたま市緑

区

(a06)=11110 さいたま市岩

槻区

(a06)=11206 行田市

(a06)=11207 秩父市

(a06)=11208 所沢市

(a06)=11209 飯能市

(a06)=11210 加須市

(a06)=11211 本庄市

(a06)=11212 東松山市

(a06)=11214 春日部市

(a06)=11215 狭山市

(a06)=11216 羽生市

(a06)=11217 鴻巣市

(a06)=11218 深谷市

(a06)=11219 上尾市

(a06)=11221 草加市

(a06)=11222 越谷市

(a06)=11223 蕨市

(a06)=11224 戸田市

(a06)=11225 入間市

(a06)=11227 朝霞市

(a06)=11228 志木市

(a06)=11229 和光市

(a06)=11230 新座市

(a06)=11231 桶川市

(a06)=11232 久喜市

(a06)=11233 北本市

(a06)=11234 八潮市

(a06)=11235 富士見市

(a06)=11237 三郷市

(a06)=11238 蓮田市

(a06)=11239 坂戸市

(a06)=11240 幸手市

(a06)=11241 鶴ヶ島市

(a06)=11242 日高市

(a06)=11243 吉川市

(a06)=11245 ふじみ野市

(a06)=11246 白岡市

(a06)=11999 その他の市町

村



(a06)=11201 川越市

(a06)=11202 熊谷市

(a06)=11203 川口市

千葉県

(a06)=12101 千葉市中央区

(a06)=12102 千葉市花見川

区

(a06)=12103 千葉市稲毛区

(a06)=12104 千葉市若葉区

(a06)=12105 千葉市緑区

(a06)=12106 千葉市美浜区

(a06)=12202 銚子市

(a06)=12203 市川市

(a06)=12204 船橋市

(a06)=12205 館山市

(a06)=12206 木更津市

(a06)=12207 松戸市

(a06)=12208 野田市

(a06)=12210 茂原市

(a06)=12211 成田市

(a06)=12212 佐倉市

(a06)=12213 東金市

(a06)=12215 旭市

(a06)=12216 習志野市

(a06)=12217 柏市

(a06)=12218 勝浦市

(a06)=12219 市原市

(a06)=12220 流山市

(a06)=12221 八千代市

(a06)=12222 我孫子市

(a06)=12223 鴨川市

(a06)=12224 鎌ケ谷市

(a06)=12225 君津市

(a06)=12226 富津市

(a06)=12227 浦安市

(a06)=12228 四街道市

(a06)=12229 袖ケ浦市

(a06)=12230 八街市

(a06)=12231 印西市

(a06)=12232 白井市

(a06)=12233 富里市

(a06)=12234 南房総市

(a06)=12235 匝瑳市

(a06)=12236 香取市

(a06)=12237 山武市

(a06)=12238 いすみ市

(a06)=12239 大網白里市

(a06)=12999 その他の市町

村

東京都

(a06)=13101 千代田区

(a06)=13102 中央区

(a06)=13103 港区

(a06)=13104 新宿区

(a06)=13105 文京区

(a06)=13106 台東区

(a06)=13107 墨田区

(a06)=13108 江東区

(a06)=13109 品川区

(a06)=13110 目黒区

(a06)=13111 大田区

(a06)=13112 世田谷区

(a06)=13113 渋谷区

(a06)=13114 中野区

(a06)=13115 杉並区

(a06)=13116 豊島区

(a06)=13117 北区

(a06)=13118 荒川区

(a06)=13119 板橋区

(a06)=13120 練馬区

(a06)=13121 足立区

(a06)=13122 葛飾区

(a06)=13123 江戸川区

(a06)=13201 八王子市

(a06)=13202 立川市

(a06)=13203 武蔵野市

(a06)=13204 三鷹市

(a06)=13205 青梅市

(a06)=13206 府中市

(a06)=13207 昭島市

(a06)=13208 調布市

(a06)=13209 町田市

(a06)=13210 小金井市

(a06)=13211 小平市

(a06)=13212 日野市

(a06)=13213 東村山市

(a06)=13214 国分寺市

(a06)=13215 国立市

(a06)=13218 福生市

(a06)=13219 狛江市

(a06)=13220 東大和市

(a06)=13221 清瀬市

(a06)=13222 東久留米市

(a06)=13223 武蔵村山市

(a06)=13224 多摩市

(a06)=13225 稲城市

(a06)=13227 羽村市

(a06)=13228 あきる野市

(a06)=13229 西東京市

(a06)=13999 その他の市町

村



神奈川県

(a06)=14101 横浜市鶴見区

(a06)=14102 横浜市神奈川

区

(a06)=14103 横浜市西区

(a06)=14104 横浜市中区

(a06)=14105 横浜市南区

(a06)=14106 横浜市保土ケ

谷区

(a06)=14107 横浜市磯子区

(a06)=14108 横浜市金沢区

(a06)=14109 横浜市港北区

(a06)=14110 横浜市戸塚区

(a06)=14111 横浜市港南区

(a06)=14112 横浜市旭区

(a06)=14113 横浜市緑区

(a06)=14114 横浜市瀬谷区

(a06)=14115 横浜市栄区

(a06)=14116 横浜市泉区

(a06)=14117 横浜市青葉区

(a06)=14118 横浜市都筑区

(a06)=14131 川崎市川崎区

(a06)=14132 川崎市幸区

(a06)=14133 川崎市中原区

(a06)=14134 川崎市高津区

(a06)=14135 川崎市多摩区

(a06)=14136 川崎市宮前区

(a06)=14137 川崎市麻生区

(a06)=14151 相模原市緑区

(a06)=14152 相模原市中央

区

(a06)=14153 相模原市南区

(a06)=14201 横須賀市

(a06)=14203 平塚市

(a06)=14204 鎌倉市

(a06)=14205 藤沢市

(a06)=14206 小田原市

(a06)=14207 茅ヶ崎市

(a06)=14208 逗子市

(a06)=14210 三浦市

(a06)=14211 秦野市

(a06)=14212 厚木市

(a06)=14213 大和市

(a06)=14214 伊勢原市

(a06)=14215 海老名市

(a06)=14216 座間市

(a06)=14217 南足柄市

(a06)=14218 綾瀬市

(a06)=14999 その他の市町

村

新潟県

(a06)=15101 新潟市北区

(a06)=15102 新潟市東区

(a06)=15103 新潟市中央区

(a06)=15104 新潟市江南区

(a06)=15105 新潟市秋葉区

(a06)=15106 新潟市南区

(a06)=15107 新潟市西区

(a06)=15108 新潟市西蒲区

(a06)=15202 長岡市

(a06)=15204 三条市

(a06)=15205 柏崎市

(a06)=15206 新発田市

(a06)=15208 小千谷市

(a06)=15209 加茂市

(a06)=15210 十日町市

(a06)=15211 見附市

(a06)=15212 村上市

(a06)=15213 燕市

(a06)=15216 糸魚川市

(a06)=15217 妙高市

(a06)=15218 五泉市

(a06)=15222 上越市

(a06)=15223 阿賀野市

(a06)=15224 佐渡市

(a06)=15225 魚沼市

(a06)=15226 南魚沼市

(a06)=15227 胎内市

(a06)=15999 その他の市町

村

富山県

(a06)=16201 富山市

(a06)=16202 高岡市

(a06)=16204 魚津市

(a06)=16205 氷見市

(a06)=16206 滑川市

(a06)=16207 黒部市

(a06)=16208 砺波市

(a06)=16209 小矢部市

(a06)=16210 南砺市

(a06)=16211 射水市

(a06)=16999 その他の市町

村

石川県



(a06)=17201 金沢市

(a06)=17202 七尾市

(a06)=17203 小松市

(a06)=17204 輪島市

(a06)=17205 珠洲市

(a06)=17206 加賀市

(a06)=17207 羽咋市

(a06)=17209 かほく市

(a06)=17210 白山市

(a06)=17211 能美市

(a06)=17212 野々市市

(a06)=17999 その他の市町

村

福井県

(a06)=18201 福井市

(a06)=18202 敦賀市

(a06)=18204 小浜市

(a06)=18205 大野市

(a06)=18206 勝山市

(a06)=18207 鯖江市

(a06)=18208 あわら市

(a06)=18209 越前市

(a06)=18210 坂井市

(a06)=18999 その他の市町

村

山梨県

(a06)=19201 甲府市

(a06)=19202 富士吉田市

(a06)=19204 都留市

(a06)=19205 山梨市

(a06)=19206 大月市

(a06)=19207 韮崎市

(a06)=19208 南アルプス市

(a06)=19209 北杜市

(a06)=19210 甲斐市

(a06)=19211 笛吹市

(a06)=19212 上野原市

(a06)=19213 甲州市

(a06)=19214 中央市

(a06)=19999 その他の市町

村

長野県

(a06)=20201 長野市

(a06)=20202 松本市

(a06)=20203 上田市

(a06)=20204 岡谷市

(a06)=20205 飯田市

(a06)=20206 諏訪市

(a06)=20207 須坂市

(a06)=20208 小諸市

(a06)=20209 伊那市

(a06)=20210 駒ヶ根市

(a06)=20211 中野市

(a06)=20212 大町市

(a06)=20213 飯山市

(a06)=20214 茅野市

(a06)=20215 塩尻市

(a06)=20217 佐久市

(a06)=20218 千曲市

(a06)=20219 東御市

(a06)=20220 安曇野市

(a06)=20999 その他の市町

村

岐阜県

(a06)=21201 岐阜市

(a06)=21202 大垣市

(a06)=21203 高山市

(a06)=21204 多治見市

(a06)=21205 関市

(a06)=21206 中津川市

(a06)=21207 美濃市

(a06)=21208 瑞浪市

(a06)=21209 羽島市

(a06)=21210 恵那市

(a06)=21211 美濃加茂市

(a06)=21212 土岐市

(a06)=21213 各務原市

(a06)=21214 可児市

(a06)=21215 山県市

(a06)=21216 瑞穂市

(a06)=21217 飛騨市

(a06)=21218 本巣市

(a06)=21219 郡上市

(a06)=21220 下呂市

(a06)=21221 海津市

(a06)=21999 その他の市町

村

静岡県



(a06)=22101 静岡市葵区

(a06)=22102 静岡市駿河区

(a06)=22103 静岡市清水区

(a06)=22131 浜松市中区

(a06)=22132 浜松市東区

(a06)=22133 浜松市西区

(a06)=22134 浜松市南区

(a06)=22135 浜松市北区

(a06)=22136 浜松市浜北区

(a06)=22137 浜松市天竜区

(a06)=22203 沼津市

(a06)=22205 熱海市

(a06)=22206 三島市

(a06)=22207 富士宮市

(a06)=22208 伊東市

(a06)=22209 島田市

(a06)=22210 富士市

(a06)=22211 磐田市

(a06)=22212 焼津市

(a06)=22213 掛川市

(a06)=22214 藤枝市

(a06)=22215 御殿場市

(a06)=22216 袋井市

(a06)=22219 下田市

(a06)=22220 裾野市

(a06)=22221 湖西市

(a06)=22222 伊豆市

(a06)=22223 御前崎市

(a06)=22224 菊川市

(a06)=22225 伊豆の国市

(a06)=22226 牧之原市

(a06)=22999 その他の市町

村

愛知県

(a06)=23101 名古屋市千種

区

(a06)=23102 名古屋市東区

(a06)=23103 名古屋市北区

(a06)=23104 名古屋市西区

(a06)=23105 名古屋市中村

区

(a06)=23106 名古屋市中区

(a06)=23107 名古屋市昭和

区

(a06)=23108 名古屋市瑞穂

区

(a06)=23109 名古屋市熱田

区

(a06)=23110 名古屋市中川

区

(a06)=23111 名古屋市港区

(a06)=23112 名古屋市南区

(a06)=23113 名古屋市守山

区

(a06)=23114 名古屋市緑区

(a06)=23115 名古屋市名東

区

(a06)=23116 名古屋市天白

区

(a06)=23201 豊橋市

(a06)=23202 岡崎市

(a06)=23203 一宮市

(a06)=23204 瀬戸市

(a06)=23205 半田市

(a06)=23206 春日井市

(a06)=23207 豊川市

(a06)=23208 津島市

(a06)=23209 碧南市

(a06)=23210 刈谷市

(a06)=23211 豊田市

(a06)=23212 安城市

(a06)=23213 西尾市

(a06)=23214 蒲郡市

(a06)=23215 犬山市

(a06)=23216 常滑市

(a06)=23217 江南市

(a06)=23219 小牧市

(a06)=23220 稲沢市

(a06)=23221 新城市

(a06)=23222 東海市

(a06)=23223 大府市

(a06)=23224 知多市

(a06)=23225 知立市

(a06)=23226 尾張旭市

(a06)=23227 高浜市

(a06)=23228 岩倉市

(a06)=23229 豊明市

(a06)=23230 日進市

(a06)=23231 田原市

(a06)=23232 愛西市

(a06)=23233 清須市

(a06)=23234 北名古屋市

(a06)=23235 弥富市

(a06)=23236 みよし市

(a06)=23237 あま市

(a06)=23238 長久手市

(a06)=23999 その他の市町

村

三重県

(a06)=24201 津市

(a06)=24202 四日市市

(a06)=24205 桑名市

(a06)=24207 鈴鹿市

(a06)=24210 亀山市

(a06)=24211 鳥羽市

(a06)=24215 志摩市

(a06)=24216 伊賀市



(a06)=24203 伊勢市

(a06)=24204 松阪市

(a06)=24208 名張市

(a06)=24209 尾鷲市

(a06)=24212 熊野市

(a06)=24214 いなべ市

(a06)=24999 その他の市町

村

滋賀県

(a06)=25201 大津市

(a06)=25202 彦根市

(a06)=25203 長浜市

(a06)=25204 近江八幡市

(a06)=25206 草津市

(a06)=25207 守山市

(a06)=25208 栗東市

(a06)=25209 甲賀市

(a06)=25210 野洲市

(a06)=25211 湖南市

(a06)=25212 高島市

(a06)=25213 東近江市

(a06)=25214 米原市

(a06)=25999 その他の市町

村

京都府

(a06)=26101 京都市北区

(a06)=26102 京都市上京区

(a06)=26103 京都市左京区

(a06)=26104 京都市中京区

(a06)=26105 京都市東山区

(a06)=26106 京都市下京区

(a06)=26107 京都市南区

(a06)=26108 京都市右京区

(a06)=26109 京都市伏見区

(a06)=26110 京都市山科区

(a06)=26111 京都市西京区

(a06)=26201 福知山市

(a06)=26202 舞鶴市

(a06)=26203 綾部市

(a06)=26204 宇治市

(a06)=26205 宮津市

(a06)=26206 亀岡市

(a06)=26207 城陽市

(a06)=26208 向日市

(a06)=26209 長岡京市

(a06)=26210 八幡市

(a06)=26211 京田辺市

(a06)=26212 京丹後市

(a06)=26213 南丹市

(a06)=26214 木津川市

(a06)=26999 その他の市町

村

大阪府

(a06)=27102 大阪市都島区

(a06)=27103 大阪市福島区

(a06)=27104 大阪市此花区

(a06)=27106 大阪市西区

(a06)=27107 大阪市港区

(a06)=27108 大阪市大正区

(a06)=27109 大阪市天王寺

区

(a06)=27111 大阪市浪速区

(a06)=27113 大阪市西淀川

区

(a06)=27114 大阪市東淀川

区

(a06)=27115 大阪市東成区

(a06)=27121 大阪市東住吉

区

(a06)=27122 大阪市西成区

(a06)=27123 大阪市淀川区

(a06)=27124 大阪市鶴見区

(a06)=27125 大阪市住之江

区

(a06)=27126 大阪市平野区

(a06)=27127 大阪市北区

(a06)=27128 大阪市中央区

(a06)=27141 堺市堺区

(a06)=27142 堺市中区

(a06)=27143 堺市東区

(a06)=27203 豊中市

(a06)=27204 池田市

(a06)=27205 吹田市

(a06)=27206 泉大津市

(a06)=27207 高槻市

(a06)=27208 貝塚市

(a06)=27209 守口市

(a06)=27210 枚方市

(a06)=27211 茨木市

(a06)=27212 八尾市

(a06)=27213 泉佐野市

(a06)=27214 富田林市

(a06)=27219 和泉市

(a06)=27220 箕面市

(a06)=27221 柏原市

(a06)=27222 羽曳野市

(a06)=27223 門真市

(a06)=27224 摂津市

(a06)=27225 高石市

(a06)=27226 藤井寺市

(a06)=27227 東大阪市

(a06)=27228 泉南市

(a06)=27229 四條畷市

(a06)=27230 交野市



(a06)=27116 大阪市生野区

(a06)=27117 大阪市旭区

(a06)=27118 大阪市城東区

(a06)=27119 大阪市阿倍野

区

(a06)=27120 大阪市住吉区

(a06)=27144 堺市西区

(a06)=27145 堺市南区

(a06)=27146 堺市北区

(a06)=27147 堺市美原区

(a06)=27202 岸和田市

(a06)=27215 寝屋川市

(a06)=27216 河内長野市

(a06)=27217 松原市

(a06)=27218 大東市

(a06)=27231 大阪狭山市

(a06)=27232 阪南市

(a06)=27999 その他の市町

村

兵庫県

(a06)=28101 神戸市東灘区

(a06)=28102 神戸市灘区

(a06)=28105 神戸市兵庫区

(a06)=28106 神戸市長田区

(a06)=28107 神戸市須磨区

(a06)=28108 神戸市垂水区

(a06)=28109 神戸市北区

(a06)=28110 神戸市中央区

(a06)=28111 神戸市西区

(a06)=28201 姫路市

(a06)=28202 尼崎市

(a06)=28203 明石市

(a06)=28204 西宮市

(a06)=28205 洲本市

(a06)=28206 芦屋市

(a06)=28207 伊丹市

(a06)=28208 相生市

(a06)=28209 豊岡市

(a06)=28210 加古川市

(a06)=28212 赤穂市

(a06)=28213 西脇市

(a06)=28214 宝塚市

(a06)=28215 三木市

(a06)=28216 高砂市

(a06)=28217 川西市

(a06)=28218 小野市

(a06)=28219 三田市

(a06)=28220 加西市

(a06)=28221 篠山市

(a06)=28222 養父市

(a06)=28223 丹波市

(a06)=28224 南あわじ市

(a06)=28225 朝来市

(a06)=28226 淡路市

(a06)=28227 宍粟市

(a06)=28228 加東市

(a06)=28229 たつの市

(a06)=28999 その他の市町

村

奈良県

(a06)=29201 奈良市

(a06)=29202 大和高田市

(a06)=29203 大和郡山市

(a06)=29204 天理市

(a06)=29205 橿原市

(a06)=29206 桜井市

(a06)=29207 五條市

(a06)=29208 御所市

(a06)=29209 生駒市

(a06)=29210 香芝市

(a06)=29211 葛城市

(a06)=29212 宇陀市

(a06)=29999 その他の市町

村

和歌山県

(a06)=30201 和歌山市

(a06)=30202 海南市

(a06)=30203 橋本市

(a06)=30204 有田市

(a06)=30205 御坊市

(a06)=30206 田辺市

(a06)=30207 新宮市

(a06)=30208 紀の川市

(a06)=30209 岩出市

(a06)=30999 その他の市町

村

鳥取県

(a06)=31201 鳥取市 (a06)=31203 倉吉市 (a06)=31204 境港市 (a06)=31999 その他の市町



(a06)=31202 米子市

村

島根県

(a06)=32201 松江市

(a06)=32202 浜田市

(a06)=32203 出雲市

(a06)=32204 益田市

(a06)=32205 大田市

(a06)=32206 安来市

(a06)=32207 江津市

(a06)=32209 雲南市

(a06)=32999 その他の市町

村

岡山県

(a06)=33101 岡山市北区

(a06)=33102 岡山市中区

(a06)=33103 岡山市東区

(a06)=33104 岡山市南区

(a06)=33202 倉敷市

(a06)=33203 津山市

(a06)=33204 玉野市

(a06)=33205 笠岡市

(a06)=33207 井原市

(a06)=33208 総社市

(a06)=33209 高梁市

(a06)=33210 新見市

(a06)=33211 備前市

(a06)=33212 瀬戸内市

(a06)=33213 赤磐市

(a06)=33214 真庭市

(a06)=33215 美作市

(a06)=33216 浅口市

(a06)=33999 その他の市町

村

広島県

(a06)=34101 広島市中区

(a06)=34102 広島市東区

(a06)=34103 広島市南区

(a06)=34104 広島市西区

(a06)=34105 広島市安佐南

区

(a06)=34106 広島市安佐北

区

(a06)=34107 広島市安芸区

(a06)=34108 広島市佐伯区

(a06)=34202 呉市

(a06)=34203 竹原市

(a06)=34204 三原市

(a06)=34205 尾道市

(a06)=34207 福山市

(a06)=34208 府中市

(a06)=34209 三次市

(a06)=34210 庄原市

(a06)=34211 大竹市

(a06)=34212 東広島市

(a06)=34213 廿日市市

(a06)=34214 安芸高田市

(a06)=34215 江田島市

(a06)=34999 その他の市町

村

山口県

(a06)=35201 下関市

(a06)=35202 宇部市

(a06)=35203 山口市

(a06)=35204 萩市

(a06)=35206 防府市

(a06)=35207 下松市

(a06)=35208 岩国市

(a06)=35210 光市

(a06)=35211 長門市

(a06)=35212 柳井市

(a06)=35213 美祢市

(a06)=35215 周南市

(a06)=35216 山陽小野田市

(a06)=35999 その他の市町

村

徳島県

(a06)=36201 徳島市

(a06)=36202 鳴門市

(a06)=36204 阿南市

(a06)=36205 吉野川市

(a06)=36206 阿波市

(a06)=36207 美馬市

(a06)=36208 三好市

(a06)=36999 その他の市町



(a06)=36203 小松島市

村

香川県

(a06)=37201 高松市

(a06)=37202 丸亀市

(a06)=37203 坂出市

(a06)=37204 善通寺市

(a06)=37205 観音寺市

(a06)=37206 さぬき市

(a06)=37207 東かがわ市

(a06)=37208 三豊市

(a06)=37999 その他の市町

村

愛媛県

(a06)=38201 松山市

(a06)=38202 今治市

(a06)=38203 宇和島市

(a06)=38204 八幡浜市

(a06)=38205 新居浜市

(a06)=38206 西条市

(a06)=38207 大洲市

(a06)=38210 伊予市

(a06)=38213 四国中央市

(a06)=38214 西予市

(a06)=38215 東温市

(a06)=38999 その他の市町

村

高知県

(a06)=39201 高知市

(a06)=39202 室戸市

(a06)=39203 安芸市

(a06)=39204 南国市

(a06)=39205 土佐市

(a06)=39206 須崎市

(a06)=39208 宿毛市

(a06)=39209 土佐清水市

(a06)=39210 四万十市

(a06)=39211 香南市

(a06)=39212 香美市

(a06)=39999 その他の市町

村

福岡県

(a06)=40101 北九州市門司

区

(a06)=40103 北九州市若松

区

(a06)=40105 北九州市戸畑

区

(a06)=40106 北九州市小倉

北区

(a06)=40107 北九州市小倉

南区

(a06)=40108 北九州市八幡

東区

(a06)=40109 北九州市八幡

西区

(a06)=40131 福岡市東区

(a06)=40132 福岡市博多区

(a06)=40133 福岡市中央区

(a06)=40135 福岡市西区

(a06)=40136 福岡市城南区

(a06)=40137 福岡市早良区

(a06)=40202 大牟田市

(a06)=40203 久留米市

(a06)=40204 直方市

(a06)=40205 飯塚市

(a06)=40206 田川市

(a06)=40207 柳川市

(a06)=40210 八女市

(a06)=40211 筑後市

(a06)=40212 大川市

(a06)=40213 行橋市

(a06)=40214 豊前市

(a06)=40215 中間市

(a06)=40216 小郡市

(a06)=40217 筑紫野市

(a06)=40218 春日市

(a06)=40219 大野城市

(a06)=40220 宗像市

(a06)=40221 太宰府市

(a06)=40223 古賀市

(a06)=40224 福津市

(a06)=40225 うきは市

(a06)=40226 宮若市

(a06)=40227 嘉麻市

(a06)=40228 朝倉市

(a06)=40229 みやま市

(a06)=40230 糸島市

(a06)=40999 その他の市町

村



(a06)=40134 福岡市南区

佐賀県

(a06)=41201 佐賀市

(a06)=41202 唐津市

(a06)=41203 鳥栖市

(a06)=41204 多久市

(a06)=41205 伊万里市

(a06)=41206 武雄市

(a06)=41207 鹿島市

(a06)=41208 小城市

(a06)=41209 嬉野市

(a06)=41210 神埼市

(a06)=41999 その他の市町

村

長崎県

(a06)=42201 長崎市

(a06)=42202 佐世保市

(a06)=42203 島原市

(a06)=42204 諫早市

(a06)=42205 大村市

(a06)=42207 平戸市

(a06)=42208 松浦市

(a06)=42209 対馬市

(a06)=42210 壱岐市

(a06)=42211 五島市

(a06)=42212 西海市

(a06)=42213 雲仙市

(a06)=42214 南島原市

(a06)=42999 その他の市町

村

熊本県

(a06)=43101 熊本市中央区

(a06)=43102 熊本市東区

(a06)=43103 熊本市西区

(a06)=43104 熊本市南区

(a06)=43105 熊本市北区

(a06)=43202 八代市

(a06)=43203 人吉市

(a06)=43204 荒尾市

(a06)=43205 水俣市

(a06)=43206 玉名市

(a06)=43208 山鹿市

(a06)=43210 菊池市

(a06)=43211 宇土市

(a06)=43212 上天草市

(a06)=43213 宇城市

(a06)=43214 阿蘇市

(a06)=43215 天草市

(a06)=43216 合志市

(a06)=43999 その他の市町

村

大分県

(a06)=44201 大分市

(a06)=44202 別府市

(a06)=44203 中津市

(a06)=44204 日田市

(a06)=44205 佐伯市

(a06)=44206 臼杵市

(a06)=44207 津久見市

(a06)=44208 竹田市

(a06)=44209 豊後高田市

(a06)=44210 杵築市

(a06)=44211 宇佐市

(a06)=44212 豊後大野市

(a06)=44213 由布市

(a06)=44214 国東市

(a06)=44999 その他の市町

村

宮崎県

(a06)=45201 宮崎市

(a06)=45202 都城市

(a06)=45203 延岡市

(a06)=45204 日南市

(a06)=45205 小林市

(a06)=45206 日向市

(a06)=45207 串間市

(a06)=45208 西都市

(a06)=45209 えびの市

(a06)=45999 その他の市町

村

鹿児島県



（ファイル名 a06.htm）

(pid)

(a06)=46201 鹿児島市

(a06)=46203 鹿屋市

(a06)=46204 枕崎市

(a06)=46206 阿久根市

(a06)=46208 出水市

(a06)=46210 指宿市

(a06)=46213 西之表市

(a06)=46214 垂水市

(a06)=46215 薩摩川内市

(a06)=46216 日置市

(a06)=46217 曽於市

(a06)=46218 霧島市

(a06)=46219 いちき串木野

市

(a06)=46220 南さつま市

(a06)=46221 志布志市

(a06)=46222 奄美市

(a06)=46223 南九州市

(a06)=46224 伊佐市

(a06)=46225 姶良市

(a06)=46999 その他の市町

村

沖縄県

(a06)=47201 那覇市

(a06)=47205 宜野湾市

(a06)=47207 石垣市

(a06)=47208 浦添市

(a06)=47209 名護市

(a06)=47210 糸満市

(a06)=47211 沖縄市

(a06)=47212 豊見城市

(a06)=47213 うるま市

(a06)=47214 宮古島市

(a06)=47215 南城市

(a06)=47999 その他の市町

村

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

A6SA1 

自治体の財政状況などの情報を使うために、お住まいの町村名を把握したいので、恐れ入りますが郵

便番号を選んでください。 

（調査NO.14-406-0583） 
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� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査
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=05

(b05_3)

=06

(b05_3)

=07

(b05_3)

=08

(b05_3)

=09

(b05_3)

=10

(b05_3)

=99

いま

の日

本で

は収

入の

格差

が大

きす

ぎる

(b05_4)

=00

(b05_4)

=01

(b05_4)

=02

(b05_4)

=03

(b05_4)

=04

(b05_4)

=05

(b05_4)

=06

(b05_4)

=07

(b05_4)

=08

(b05_4)

=09

(b05_4)

=10

(b05_4)

=99

10年

後の

日本

は、

収入

の格

差が

いま

より

も大

きく

なっ

てい

るだ

(b05_5)

=00

(b05_5)

=01

(b05_5)

=02

(b05_5)

=03

(b05_5)

=04

(b05_5)

=05

(b05_5)

=06

(b05_5)

=07

(b05_5)

=08

(b05_5)

=09

(b05_5)

=10

(b05_5)

=99



（ファイル名 b05.htm）

(pid)

ろう

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

B6 

どのような人が高い地位や経済的豊かさを得るのがよいかという点について、次のような意見があり

ます。あなたの意見にいちばん近いと思われるものをひとつお選びください。 

（ひとつだけ） 

(b06)=01 実績を上げた人ほど多く得るのが望ましい

(b06)=02 努力した人ほど多く得るのが望ましい

(b06)=03 生まれつきの能力の高い人ほど多く得るのが望ましい

(b06)=04 必要としている人が必要なだけ得るのが望ましい

(b06)=05 だれもが同じくらいに得るのが望ましい

(b06)=99 わからない

B7 

あなたが最後に通った学校の同姓の同級生のうち、何人かの人を具体的にイメージしてみてくださ
（半角カタカナは使用しないでく

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 b06.htm）

(pid)

い。その人たちの現在の世帯年収（税込み）は、平均するといくらくらいだと思いますか。正確な情

報でなくても、単なる想像でかまいません。 

ださい） 

約 (b07x_1) 万円くらい

(b07_99999)=1 まったく想像できない

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

B7SB1 

あなたは、自分の世帯の年収（税込み）がいくらくらいあれば十分だと思いますか。現在の年収より

高い金額をお答えになる場合は、努力すれば現実に可能と思われる金額をお答えください。 

（半角カタカナは使用しないでく

ださい） 

約 (b07sb1x_1) 万円くらい

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 b07sb1.htm）

(pid)

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

B8 

あなたのくらしむきは、どのように変化しましたか（変化すると思いますか）。 （それぞれひとつずつ） 

と

て

も

悪

く

な

っ

た

悪

く

な

る

だ

ろ

う

← ← ← ←

変

わ

ら

な

い

変

わ

ら

な

い

だ

ろ

う

→ → → →

と

て

も

良

く

な

っ

た

良

く

な

る

だ

ろ

う

わ

か

ら

な

い

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15歳

の頃

と比

べた

とき

の、

現在

の自

分の

くら

しむ

き

(b08_1)

=00

(b08_1)

=01

(b08_1)

=02

(b08_1)

=03

(b08_1)

=04

(b08_1)

=05

(b08_1)

=06

(b08_1)

=07

(b08_1)

=08

(b08_1)

=09

(b08_1)

=10

(b08_1)

=99

5年

前の

自分

のく

らし

むき

と比

べた (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2) (b08_2)

（調査NO.14-406-0583） 
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とき

の、

現在

の自

分の

くら

しむ

き

=00 =01 =02 =03 =04 =05 =06 =07 =08 =09 =10 =99

現在

の自

分の

くら

しむ

きと

比べ

たと

き

の、

5年

後の

自分

のく

らし

むき

(b08_3)

=00

(b08_3)

=01

(b08_3)

=02

(b08_3)

=03

(b08_3)

=04

(b08_3)

=05

(b08_3)

=06

(b08_3)

=07

(b08_3)

=08

(b08_3)

=09

(b08_3)

=10

(b08_3)

=99

現在

の自

分の

くら

しむ

きと

比べ

たと

き

の、

老後

の自

分の

くら

しむ

き

(b08_4)

=00

(b08_4)

=01

(b08_4)

=02

(b08_4)

=03

(b08_4)

=04

(b08_4)

=05

(b08_4)

=06

(b08_4)

=07

(b08_4)

=08

(b08_4)

=09

(b08_4)

=10

(b08_4)

=99

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 



(pid)

（ファイル名 b08sb1.htm）

(pid)

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

B8SB1 

0から10までの数字の書かれた段のある階段を想像してみてください。最上段はあなたが考えられる最

高の人生、最下段はあなたが考えられる最低の人生だとします。高い段にいるほど自分の人生をよい

と感じ、低い段にいるほど自分の人生を悪いと感じるとしたときに、現時点では、あなたはこの階段

の何段目にいると感じますか。あなたが最も近いと感じる段の数字を1つ選んでください。 

（ひとつだけ） 

最

低

の

人

生

← ← ← ← ・ → → → →

最

高

の

人

生

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(b08sb1)

=00

(b08sb1)

=01

(b08sb1)

=02

(b08sb1)

=03

(b08sb1)

=04

(b08sb1)

=05

(b08sb1)

=06

(b08sb1)

=07

(b08sb1)

=08

(b08sb1)

=09

(b08sb1)

=10

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

（調査NO.14-406-0583） 

（調査NO.14-406-0583） 



ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

C1 

あなたは、次の人びとを信頼できると思いますか。それとも信頼できないと思いますか。 （それぞれひとつずつ） 

と

て

も

信

頼

で

き

る

信

頼

で

き

る

あ

る

程

度

信

頼

で

き

る

ほ

と

ん

ど

信

頼

で

き

な

い

ま

っ

た

く

信

頼

で

き

な

い

職

場

に

同

僚

が

い

な

い

・

仕

事

を

し

て

い

な

い

ほとんどの人 (c01_1)

=05

(c01_1)

=04

(c01_1)

=03

(c01_1)

=02

(c01_1)

=01

(c01_1)

=88

家族・親戚 (c01_2)

=05

(c01_2)

=04

(c01_2)

=03

(c01_2)

=02

(c01_2)

=01

(c01_2)

=88

近所の人びと (c01_3)

=05

(c01_3)

=04

(c01_3)

=03

(c01_3)

=02

(c01_3)

=01

(c01_3)

=88

友人・知人 (c01_4)

=05

(c01_4)

=04

(c01_4)

=03

(c01_4)

=02

(c01_4)

=01

(c01_4)

=88

職場の同僚 (c01_5)

=05

(c01_5)

=04

(c01_5)

=03

(c01_5)

=02

(c01_5)

=01

(c01_5)

=88

見知らぬ人 (c01_6)

=05

(c01_6)

=04

(c01_6)

=03

(c01_6)

=02

(c01_6)

=01

(c01_6)

=88

市町村役場の職員や警察官

などの公務員

(c01_7)

=05

(c01_7)

=04

(c01_7)

=03

(c01_7)

=02

(c01_7)

=01

(c01_7)

=88

C2 



（ファイル名 c01.htm）

(pid)

あなたは、次の人びとと、どれほど頻繁に会っていますか。 （それぞれひとつずつ） 

週

に

数

回

以

上

日

常

的

に

付

き

合

っ

て

い

る

週

一

回

|

月

に

数

回

程

度

あ

る

程

度

頻

繁

に

付

き

合

っ

て

い

る

月

一

回

|

年

に

数

回

程

度

と

き

ど

き

付

き

合

っ

て

い

る

年

一

回

|

数

年

に

一

回

程

度

め

っ

た

に

付

き

合

っ

て

い

な

い

ま

っ

た

く

付

き

合

っ

て

い

な

い

親戚 

(c02_1)=5 (c02_1)=4 (c02_1)=3 (c02_1)=2 (c02_1)=1

友人・知人と学校や職場以外で 

(c02_2)=5 (c02_2)=4 (c02_2)=3 (c02_2)=2 (c02_2)=1

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

C3 

あなたは、ご近所の方とどのようなお付き合いをされていますか。 

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 c03.htm）

(pid)

付き合いの程度 （ひとつだけ） 

(c03_1)=5 家族とまったく同じような付き合いをしている人が多い

(c03_1)=4 中には相談事をしたり日用品の貸し借りをするなど、協力し合っている人がいる

(c03_1)=3 近所の人とは日常的に立ち話をする程度の付き合いをしている

(c03_1)=2 近所の人とはあいさつ程度の最小限の付き合いしかしていない

(c03_1)=1 近所の人とはまったく付き合いをしていない

付き合っている人の割合 （ひとつだけ） 

(c03_2)=5 近所の人のほとんどと面識・交流がある

(c03_2)=4 近所の人のうちかなりの人と面識・交流がある

(c03_2)=3 近所の人のうち面識・交流がある人とない人がおおむね半々である

(c03_2)=2 ごく近所の人とのみ面識・交流がある

(c03_2)=1 隣人の名前を知らない

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

C4 

（それぞれひとつずつ） 

（調査NO.14-406-0583） 



あなたは、最近1年間で、次のような地域活動にどの程度参加しましたか。 

週

一

回

程

度

月

一

回

程

度

年

に

数

回

程

度

こ

こ

一

年

間

は

参

加

し

て

い

な

い

今

ま

で

一

度

も

参

加

し

た

こ

と

が

な

い

そ

の

よ

う

な

活

動

が

身

近

に

な

い

スポーツ・趣味・娯楽活動（町

内会等の活動は除く） 

(c04_1)

=05

(c04_1)

=04

(c04_1)

=03

(c04_1)

=02

(c04_1)

=01

(c04_1)

=88

まちづくり活動（町内会等の活

動は除く） 

(c04_2)

=05

(c04_2)

=04

(c04_2)

=03

(c04_2)

=02

(c04_2)

=01

(c04_2)

=88

高齢者支援活動（町内会等の活

動は除く） 

(c04_3)

=05

(c04_3)

=04

(c04_3)

=03

(c04_3)

=02

(c04_3)

=01

(c04_3)

=88

子育て支援活動（町内会等の活

動は除く） 

(c04_4)

=05

(c04_4)

=04

(c04_4)

=03

(c04_4)

=02

(c04_4)

=01

(c04_4)

=88

防犯活動（町内会等の活動は除

く） 

(c04_5)

=05

(c04_5)

=04

(c04_5)

=03

(c04_5)

=02

(c04_5)

=01

(c04_5)

=88

防災活動（町内会等の活動は除

く） 

(c04_6)

=05

(c04_6)

=04

(c04_6)

=03

(c04_6)

=02

(c04_6)

=01

(c04_6)

=88

町内会・自治会等の活動（会合

を含む） 

(c04_7)

=05

(c04_7)

=04

(c04_7)

=03

(c04_7)

=02

(c04_7)

=01

(c04_7)

=88

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ



（ファイル名 c04.htm）
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� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

C5 

あなたの地域で行われる、地域社会の構成員の多くが関与する祭礼等に、あなたは普段どの程度参加

しますか。ここでの祭礼等とは、近隣の神社の例大祭や盆踊り等を意味します。 

（ひとつだけ） 

必ず参加する 

できるだけ

参加する 

たまに参加する あまり参加しない 

まったく

参加しない 

地域で行われてい

る祭礼等がない

(c05)=05 (c05)=04 (c05)=03 (c05)=02 (c05)=01 (c05)=88

C6 

あなたは、あなたと次の関係にある人びとの結婚式やお葬式に出席しなければならないと思います

か。それぞれあてはまるものをすべて選んでください。 

結婚式 （いくつでも） 

(c06_1_1)=1 家族

(c06_1_2)=1 親戚

(c06_1_3)=1 友人・知人

(c06_1_4)=1 近所の人びと

(c06_1_5)=1 職場の同僚・上司

(c06_1_6)=1 どれもあてはまらない

お葬式 （いくつでも） 

(c06_2_1)=1 家族

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 c05.htm）

(pid)

(c06_2_2)=1 親戚

(c06_2_3)=1 友人・知人

(c06_2_4)=1 近所の人びと

(c06_2_5)=1 職場の同僚・上司

(c06_2_6)=1 どれもあてはまらない

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

C7 

すでに亡くなった身近な人や先祖の供養を、あなたはどのような頻度で行っていますか。ここでの供

養とは、仏壇、神棚、寺院・神社・教会等でのお祈りや、墓参り・周年祭（年忌供養）等を意味しま

す。 

（ひとつだけ） 

(c07)=6 ほぼ毎日

(c07)=5 週に1回程度

(c07)=4 月に1回程度

(c07)=3 年に数回程度

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 c07.htm）

(pid)

(c07)=2 数年に1回程度

(c07)=1 まったくしない

C8 

あなたは、将来自分が死んだ後に、子どもや子孫に供養してもらえると思いますか。ここでの供養と

は、仏壇、神棚、寺院・神社・教会等でのお祈りや、墓参り・周年祭（年忌供養）等を意味します。 

（ひとつだけ） 

とてもそう思う そう思う ある程度そう思う ほとんどそう思わない まったくそう思わない 

(c08)=5 (c08)=4 (c08)=3 (c08)=2 (c08)=1

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

D1 

あなたの世帯では次のことがらを、直近ではいつ経験しましたか。 （それぞれひとつずつ） 

（調査NO.14-406-0583） 
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収入が少なくて生計に支障をきたしたこと (d01_1)

=5

(d01_1)

=4

(d01_1)

=3

(d01_1)

=2

(d01_1)

=1

世帯内の誰かの病気やけがで生計に支障をきた

したこと

(d01_2)

=5

(d01_2)

=4

(d01_2)

=3

(d01_2)

=2

(d01_2)

=1

食糧不足 (d01_3)

=5

(d01_3)

=4

(d01_3)

=3

(d01_3)

=2

(d01_3)

=1

安全な水の確保に支障をきたしたこと (d01_4)

=5

(d01_4)

=4

(d01_4)

=3

(d01_4)

=2

(d01_4)

=1

交通手段や道路事情の悪さで生活に支障をきた

したこと

(d01_5)

=5

(d01_5)

=4

(d01_5)

=3

(d01_5)

=2

(d01_5)

=1

戦争、内戦、武力衝突 (d01_6)

=5

(d01_6)

=4

(d01_6)

=3

(d01_6)

=2

(d01_6)

=1

政治的抑圧、人権軽視 (d01_7)

=5

(d01_7)

=4

(d01_7)

=3

(d01_7)

=2

(d01_7)

=1

世帯内の誰かが犯罪に巻き込まれたこと (d01_8)

=5

(d01_8)

=4

(d01_8)

=3

(d01_8)

=2

(d01_8)

=1

世帯内の誰かが公務員から賄賂を要求されるな

ど汚職の被害を受けたこと

(d01_9)

=5

(d01_9)

=4

(d01_9)

=3

(d01_9)

=2

(d01_9)

=1

このページに⼊⼒したものを全てクリアする



（ファイル名 d01.htm）

(pid)

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

D2 

日常生活の個人的な問題や心配ごと（失業、収入の少なさ、病気、老後、日常の身の回り等）につい

て、あなたはどのような人または組織を頼りにしますか。 

（それぞれひとつずつ） 

と

て

も

頼

り

に

す

る

頼

り

に

す

る

あ

る

程

度

頼

り

に

す

る

ほ

と

ん

ど

頼

り

に

し

な

い

ま

っ

た

く

頼

り

に

し

な

い

市区町村役場 (d02_01)

=5

(d02_01)

=4

(d02_01)

=3

(d02_01)

=2

(d02_01)

=1

学校、病院などの公的機関 (d02_02)

=5

(d02_02)

=4

(d02_02)

=3

(d02_02)

=2

(d02_02)

=1

警察 (d02_03)

=5

(d02_03)

=4

(d02_03)

=3

(d02_03)

=2

(d02_03)

=1

消防組織 (d02_04)

=5

(d02_04)

=4

(d02_04)

=3

(d02_04)

=2

(d02_04)

=1

自衛隊 (d02_05)

=5

(d02_05)

=4

(d02_05)

=3

(d02_05)

=2

(d02_05)

=1

（調査NO.14-406-0583） 



政党、政治家 (d02_06)

=5

(d02_06)

=4

(d02_06)

=3

(d02_06)

=2

(d02_06)

=1

地縁団体（町内会など） (d02_07)

=5

(d02_07)

=4

(d02_07)

=3

(d02_07)

=2

(d02_07)

=1

ボランティア、NPO、市民団体

等

(d02_08)

=5

(d02_08)

=4

(d02_08)

=3

(d02_08)

=2

(d02_08)

=1

寺や教会などの宗教組織 (d02_09)

=5

(d02_09)

=4

(d02_09)

=3

(d02_09)

=2

(d02_09)

=1

職場の雇い主 (d02_10)

=5

(d02_10)

=4

(d02_10)

=3

(d02_10)

=2

(d02_10)

=1

職場の同僚 (d02_11)

=5

(d02_11)

=4

(d02_11)

=3

(d02_11)

=2

(d02_11)

=1

近所の人びと (d02_12)

=5

(d02_12)

=4

(d02_12)

=3

(d02_12)

=2

(d02_12)

=1

家族 (d02_13)

=5

(d02_13)

=4

(d02_13)

=3

(d02_13)

=2

(d02_13)

=1

親戚 (d02_14)

=5

(d02_14)

=4

(d02_14)

=3

(d02_14)

=2

(d02_14)

=1

友人、知人 (d02_15)

=5

(d02_15)

=4

(d02_15)

=3

(d02_15)

=2

(d02_15)

=1

と
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も
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このページに⼊⼒したものを全てクリアする



（ファイル名 d02.htm）

(pid)

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

D3 

住民同士のトラブル（ゴミ出し、騒音、日照等）が起こったときに、地域内の人だけで問題を解決で

きると思いますか。 

（ひとつだけ） 

とてもそう思う そう思う ある程度そう思う ほとんどそう思わない まったくそう思わない 

(d03)=5 (d03)=4 (d03)=3 (d03)=2 (d03)=1

D4 

以下は仮定の話としてお考えください。あなたの友人で困っている人がいたときに、10万円を貸すこ

とを検討しているとします。1年後にいくら返してくれるのであれば、貸す気になりますか。 

（ひとつだけ） 

(d04)=1 8万円以下

(d04)=2 9万円

(d04)=3 10万円

(d04)=4 11万円

(d04)=5 12万円以上

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 d03.htm）

(pid)

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

D5 

次のような大規模な災害について、それぞれあてはまるものをすべて選んでください。 

あなた自身がこれまで経験したことがあるもの （いくつでも） 

(d05_1_1)=1 台風、水害、酷寒・酷暑等

(d05_1_2)=1 地震、噴火、地滑り等

(d05_1_3)=1 伝染病や風土病、虫鳥害等

(d05_1_4)=1 大気汚染、水質汚濁、騒音や振動、悪臭、地盤沈下等

(d05_1_5)=1 工場や作業現場等における事故や労災等

(d05_1_6)=1 電車・バス・飛行機・船舶の事故等

(d05_1_7)=1 戦争等

(d05_1_8)=1 設計や施工のずさんさによる事故、行政措置の不当、流言ひ語等

(d05_1_9)=1 どれもあてはまらない

あなたのお住まいの地域（市町村）において、体験が伝承されているもの （いくつでも） 

(d05_2_1)=1 台風、水害、酷寒・酷暑等

(d05_2_2)=1 地震、噴火、地滑り等

(d05_2_3)=1 伝染病や風土病、虫鳥害等

(d05_2_4)=1 大気汚染、水質汚濁、騒音や振動、悪臭、地盤沈下等

(d05_2_5)=1 工場や作業現場等における事故や労災等

(d05_2_6)=1 電車・バス・飛行機・船舶の事故等

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 d05.htm）

(pid)

(d05_2_7)=1 戦争等

(d05_2_8)=1 設計や施工のずさんさによる事故、行政措置の不当、流言ひ語等

(d05_2_9)=1 どれもあてはまらない

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

D6 

あなたがお住まいの地域において、大規模な自然災害や事件が発生した場合、あなたはどのような人

または組織を頼りにしますか。 

（それぞれひとつずつ） 
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市区町村役場 (d06_01)

=5

(d06_01)

=4

(d06_01)

=3

(d06_01)

=2

(d06_01)

=1

学校、病院などの公的機関 (d06_02)

=5

(d06_02)

=4

(d06_02)

=3

(d06_02)

=2

(d06_02)

=1

警察 (d06_03)

=5

(d06_03)

=4

(d06_03)

=3

(d06_03)

=2

(d06_03)

=1

消防組織 (d06_04)

=5

(d06_04)

=4

(d06_04)

=3

(d06_04)

=2

(d06_04)

=1

自衛隊 (d06_05)

=5

(d06_05)

=4

(d06_05)

=3

(d06_05)

=2

(d06_05)

=1

政党、政治家 (d06_06)

=5

(d06_06)

=4

(d06_06)

=3

(d06_06)

=2

(d06_06)

=1

地縁団体（町内会など） (d06_07)

=5

(d06_07)

=4

(d06_07)

=3

(d06_07)

=2

(d06_07)

=1

ボランティア、NPO、市民団体

等

(d06_08)

=5

(d06_08)

=4

(d06_08)

=3

(d06_08)

=2

(d06_08)

=1

寺や教会などの宗教組織 (d06_09)

=5

(d06_09)

=4

(d06_09)

=3

(d06_09)

=2

(d06_09)

=1

職場の雇い主 (d06_10)

=5

(d06_10)

=4

(d06_10)

=3

(d06_10)

=2

(d06_10)

=1

職場の同僚 (d06_11)

=5

(d06_11)

=4

(d06_11)

=3

(d06_11)

=2

(d06_11)

=1

近所の人びと (d06_12)

=5

(d06_12)

=4

(d06_12)

=3

(d06_12)

=2

(d06_12)

=1

家族 (d06_13)

=5

(d06_13)

=4

(d06_13)

=3

(d06_13)

=2

(d06_13)

=1

親戚 (d06_14)

=5

(d06_14)

=4

(d06_14)

=3

(d06_14)

=2

(d06_14)

=1



（ファイル名 d06.htm）
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友人、知人 (d06_15)

=5

(d06_15)

=4

(d06_15)

=3

(d06_15)

=2

(d06_15)

=1
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このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E1 

あなたの性別をお選びください。 （ひとつだけ） 

(e01)=1 男性

(e01)=2 女性

E2 

（調査NO.14-406-0583） 



次の方の生まれた年を教えてください。なお、和暦を西暦に変換するには、昭和生まれの方は和暦の

数字に1925を足し（昭和20年なら20+1925=西暦1945年）、大正生まれの方は和暦に1911を足し（大正

10年なら10+1911=西暦1921年）、明治生まれの方は和暦に1867を足してください（明治40年なら

40+1867=西暦1907年）。 

（それぞれひとつずつ） 

あなた自身

西暦

(e02_1)= －

(e02_1)=1945   1945年

(e02_1)=1946   1946年

(e02_1)=1947   1947年

(e02_1)=1948   1948年

(e02_1)=1949   1949年

(e02_1)=1950   1950年

(e02_1)=1951   1951年

(e02_1)=1952   1952年

(e02_1)=1953   1953年

(e02_1)=1954   1954年

(e02_1)=1955   1955年

(e02_1)=1956   1956年

(e02_1)=1957   1957年

(e02_1)=1958   1958年

(e02_1)=1959   1959年

(e02_1)=1960   1960年

(e02_1)=1961   1961年

(e02_1)=1962   1962年

(e02_1)=1963   1963年

(e02_1)=1964   1964年

(e02_1)=1965   1965年

(e02_1)=1966   1966年

(e02_1)=1967   1967年

(e02_1)=1968   1968年

(e02_1)=1969   1969年

(e02_1)=1970   1970年



(e02_1)=1971   1971年

(e02_1)=1972   1972年

(e02_1)=1973   1973年

(e02_1)=1974   1974年

(e02_1)=1975   1975年

(e02_1)=1976   1976年

(e02_1)=1977   1977年

(e02_1)=1978   1978年

(e02_1)=1979   1979年

(e02_1)=1980   1980年

(e02_1)=1981   1981年

(e02_1)=1982   1982年

(e02_1)=1983   1983年

(e02_1)=1984   1984年

(e02_1)=1985   1985年

(e02_1)=1986   1986年

(e02_1)=1987   1987年

(e02_1)=1988   1988年

(e02_1)=1989   1989年

(e02_1)=1990   1990年

(e02_1)=1991   1991年

(e02_1)=1992   1992年

(e02_1)=1993   1993年

(e02_1)=1994   1994年

(e02_1)=1995   1995年

あなたの配偶者

西暦

(e02_2)= －

(e02_2)=1925   1925年以

前

(e02_2)=1926   1926年

(e02_2)=1927   1927年

(e02_2)=1928   1928年



(e02_2)=1929   1929年

(e02_2)=1930   1930年

(e02_2)=1931   1931年

(e02_2)=1932   1932年

(e02_2)=1933   1933年

(e02_2)=1934   1934年

(e02_2)=1935   1935年

(e02_2)=1936   1936年

(e02_2)=1937   1937年

(e02_2)=1938   1938年

(e02_2)=1939   1939年

(e02_2)=1940   1940年

(e02_2)=1941   1941年

(e02_2)=1942   1942年

(e02_2)=1943   1943年

(e02_2)=1944   1944年

(e02_2)=1945   1945年

(e02_2)=1946   1946年

(e02_2)=1947   1947年

(e02_2)=1948   1948年

(e02_2)=1949   1949年

(e02_2)=1950   1950年

(e02_2)=1951   1951年

(e02_2)=1952   1952年

(e02_2)=1953   1953年

(e02_2)=1954   1954年

(e02_2)=1955   1955年

(e02_2)=1956   1956年

(e02_2)=1957   1957年

(e02_2)=1958   1958年

(e02_2)=1959   1959年

(e02_2)=1960   1960年



(e02_2)=1961   1961年

(e02_2)=1962   1962年

(e02_2)=1963   1963年

(e02_2)=1964   1964年

(e02_2)=1965   1965年

(e02_2)=1966   1966年

(e02_2)=1967   1967年

(e02_2)=1968   1968年

(e02_2)=1969   1969年

(e02_2)=1970   1970年

(e02_2)=1971   1971年

(e02_2)=1972   1972年

(e02_2)=1973   1973年

(e02_2)=1974   1974年

(e02_2)=1975   1975年

(e02_2)=1976   1976年

(e02_2)=1977   1977年

(e02_2)=1978   1978年

(e02_2)=1979   1979年

(e02_2)=1980   1980年

(e02_2)=1981   1981年

(e02_2)=1982   1982年

(e02_2)=1983   1983年

(e02_2)=1984   1984年

(e02_2)=1985   1985年

(e02_2)=1986   1986年

(e02_2)=1987   1987年

(e02_2)=1988   1988年

(e02_2)=1989   1989年

(e02_2)=1990   1990年

(e02_2)=1991   1991年

(e02_2)=1992   1992年



(e02_2)=1993   1993年

(e02_2)=1994   1994年

(e02_2)=1995   1995年

あなたの父親

西暦

(e02_3)= －

(e02_3)=1900   1900年以

前

(e02_3)=1901   1901年

(e02_3)=1902   1902年

(e02_3)=1903   1903年

(e02_3)=1904   1904年

(e02_3)=1905   1905年

(e02_3)=1906   1906年

(e02_3)=1907   1907年

(e02_3)=1908   1908年

(e02_3)=1909   1909年

(e02_3)=1910   1910年

(e02_3)=1911   1911年

(e02_3)=1912   1912年

(e02_3)=1913   1913年

(e02_3)=1914   1914年

(e02_3)=1915   1915年

(e02_3)=1916   1916年

(e02_3)=1917   1917年

(e02_3)=1918   1918年

(e02_3)=1919   1919年

(e02_3)=1920   1920年

(e02_3)=1921   1921年

(e02_3)=1922   1922年

(e02_3)=1923   1923年

(e02_3)=1924   1924年

(e02_3)=1925   1925年



(e02_3)=1926   1926年

(e02_3)=1927   1927年

(e02_3)=1928   1928年

(e02_3)=1929   1929年

(e02_3)=1930   1930年

(e02_3)=1931   1931年

(e02_3)=1932   1932年

(e02_3)=1933   1933年

(e02_3)=1934   1934年

(e02_3)=1935   1935年

(e02_3)=1936   1936年

(e02_3)=1937   1937年

(e02_3)=1938   1938年

(e02_3)=1939   1939年

(e02_3)=1940   1940年

(e02_3)=1941   1941年

(e02_3)=1942   1942年

(e02_3)=1943   1943年

(e02_3)=1944   1944年

(e02_3)=1945   1945年

(e02_3)=1946   1946年

(e02_3)=1947   1947年

(e02_3)=1948   1948年

(e02_3)=1949   1949年

(e02_3)=1950   1950年

(e02_3)=1951   1951年

(e02_3)=1952   1952年

(e02_3)=1953   1953年

(e02_3)=1954   1954年

(e02_3)=1955   1955年

(e02_3)=1956   1956年

(e02_3)=1957   1957年



(e02_3)=1958   1958年

(e02_3)=1959   1959年

(e02_3)=1960   1960年

(e02_3)=1961   1961年

(e02_3)=1962   1962年

(e02_3)=1963   1963年

(e02_3)=1964   1964年

(e02_3)=1965   1965年

(e02_3)=1966   1966年

(e02_3)=1967   1967年

(e02_3)=1968   1968年

(e02_3)=1969   1969年

(e02_3)=1970   1970年

(e02_3)=1971   1971年

(e02_3)=1972   1972年

(e02_3)=1973   1973年

(e02_3)=1974   1974年

(e02_3)=1975   1975年

(e02_3)=1976   1976年

(e02_3)=1977   1977年

(e02_3)=1978   1978年

(e02_3)=1979   1979年

(e02_3)=1980   1980年

(e02_3)=1981   1981年

(e02_3)=1982   1982年

(e02_3)=1983   1983年

(e02_3)=1984   1984年

(e02_3)=1985   1985年

(e02_3)=1986   1986年

(e02_3)=1987   1987年

(e02_3)=1988   1988年

(e02_3)=1989   1989年



(e02_3)=1990   1990年

(e02_3)=1991   1991年

(e02_3)=1992   1992年

(e02_3)=1993   1993年

(e02_3)=1994   1994年

(e02_3)=1995   1995年

(e02_3a_99)=1 わからない

あなたの母親 西暦

(e02_4)= －

(e02_4)=1900   1900年以

前

(e02_4)=1901   1901年

(e02_4)=1902   1902年

(e02_4)=1903   1903年

(e02_4)=1904   1904年

(e02_4)=1905   1905年

(e02_4)=1906   1906年

(e02_4)=1907   1907年

(e02_4)=1908   1908年

(e02_4)=1909   1909年

(e02_4)=1910   1910年

(e02_4)=1911   1911年

(e02_4)=1912   1912年

(e02_4)=1913   1913年

(e02_4)=1914   1914年

(e02_4)=1915   1915年

(e02_4)=1916   1916年

(e02_4)=1917   1917年

(e02_4)=1918   1918年

(e02_4)=1919   1919年

(e02_4)=1920   1920年

(e02_4)=1921   1921年

(e02_4)=1922   1922年



(e02_4)=1923   1923年

(e02_4)=1924   1924年

(e02_4)=1925   1925年

(e02_4)=1926   1926年

(e02_4)=1927   1927年

(e02_4)=1928   1928年

(e02_4)=1929   1929年

(e02_4)=1930   1930年

(e02_4)=1931   1931年

(e02_4)=1932   1932年

(e02_4)=1933   1933年

(e02_4)=1934   1934年

(e02_4)=1935   1935年

(e02_4)=1936   1936年

(e02_4)=1937   1937年

(e02_4)=1938   1938年

(e02_4)=1939   1939年

(e02_4)=1940   1940年

(e02_4)=1941   1941年

(e02_4)=1942   1942年

(e02_4)=1943   1943年

(e02_4)=1944   1944年

(e02_4)=1945   1945年

(e02_4)=1946   1946年

(e02_4)=1947   1947年

(e02_4)=1948   1948年

(e02_4)=1949   1949年

(e02_4)=1950   1950年

(e02_4)=1951   1951年

(e02_4)=1952   1952年

(e02_4)=1953   1953年

(e02_4)=1954   1954年



(e02_4)=1955   1955年

(e02_4)=1956   1956年

(e02_4)=1957   1957年

(e02_4)=1958   1958年

(e02_4)=1959   1959年

(e02_4)=1960   1960年

(e02_4)=1961   1961年

(e02_4)=1962   1962年

(e02_4)=1963   1963年

(e02_4)=1964   1964年

(e02_4)=1965   1965年

(e02_4)=1966   1966年

(e02_4)=1967   1967年

(e02_4)=1968   1968年

(e02_4)=1969   1969年

(e02_4)=1970   1970年

(e02_4)=1971   1971年

(e02_4)=1972   1972年

(e02_4)=1973   1973年

(e02_4)=1974   1974年

(e02_4)=1975   1975年

(e02_4)=1976   1976年

(e02_4)=1977   1977年

(e02_4)=1978   1978年

(e02_4)=1979   1979年

(e02_4)=1980   1980年

(e02_4)=1981   1981年

(e02_4)=1982   1982年

(e02_4)=1983   1983年

(e02_4)=1984   1984年

(e02_4)=1985   1985年

(e02_4)=1986   1986年



(e02_4)=1987   1987年

(e02_4)=1988   1988年

(e02_4)=1989   1989年

(e02_4)=1990   1990年

(e02_4)=1991   1991年

(e02_4)=1992   1992年

(e02_4)=1993   1993年

(e02_4)=1994   1994年

(e02_4)=1995   1995年

(e02_4a_99)=1 わからない

E4 

あなたは、現在お住まいの地域（市町村）に何年お住まいですか。数字でお答えください。いったん

よそで暮らして、この地域に戻ってこられた方は、通算した居住年数をお答えください。 

（ひとつだけ） 

通算

(e04)=   ▽以下から選択

(e04)=00   0年

(e04)=01   1年

(e04)=02   2年

(e04)=03   3年

(e04)=04   4年

(e04)=05   5年

(e04)=06   6年

(e04)=07   7年

(e04)=08   8年

(e04)=09   9年

(e04)=10   10年

(e04)=11   11年

(e04)=12   12年



(e04)=13   13年

(e04)=14   14年

(e04)=15   15年

(e04)=16   16年

(e04)=17   17年

(e04)=18   18年

(e04)=19   19年

(e04)=20   20年

(e04)=21   21年

(e04)=22   22年

(e04)=23   23年

(e04)=24   24年

(e04)=25   25年

(e04)=26   26年

(e04)=27   27年

(e04)=28   28年

(e04)=29   29年

(e04)=30   30年

(e04)=31   31年

(e04)=32   32年

(e04)=33   33年

(e04)=34   34年

(e04)=35   35年

(e04)=36   36年

(e04)=37   37年

(e04)=38   38年

(e04)=39   39年

(e04)=40   40年

(e04)=41   41年

(e04)=42   42年

(e04)=43   43年



(e04)=44   44年

(e04)=45   45年

(e04)=46   46年

(e04)=47   47年

(e04)=48   48年

(e04)=49   49年

(e04)=50   50年

(e04)=51   51年

(e04)=52   52年

(e04)=53   53年

(e04)=54   54年

(e04)=55   55年

(e04)=56   56年

(e04)=57   57年

(e04)=58   58年

(e04)=59   59年

(e04)=60   60年

(e04)=61   61年

(e04)=62   62年

(e04)=63   63年

(e04)=64   64年

(e04)=65   65年

(e04)=66   66年

(e04)=67   67年

(e04)=68   68年

(e04)=69   69年

このページに⼊⼒したものを全てクリアする



（ファイル名 e01.htm）

(pid)

（ファイル名 e05.htm）

(pid)

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E5 

あなたの家族は、現在お住まいの地域（市町村）にどの世代からお住まいですか。 （ひとつだけ） 

(e05)=1 自分の代から

(e05)=2 両親の代から

(e05)=3 祖父母の代から

(e05)=4 それより以前から

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

（調査NO.14-406-0583） 

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 e06.htm）

(pid)

E6 

あなたのご両親は、あなたが15歳（中学3年生）だった頃、どのような形で働いていましたか。2つ以

上お仕事をおもちだった場合は、主な仕事1つについてお答えください。 

（それぞれひとつずつ） 

会

社

な

ど

の

役

員

正

社

員

・

正

規

の

公

務

員

臨

時

雇

用

・

パ

｜

ト

・

ア

ル

バ

イ

ト

派

遣

・

契

約

・

嘱

託

社

員

自

営

業

主

・

自

由

業

者

家

族

従

業

員

自

家

営

業

の

手

伝

い

専

業

主

婦

・

主

夫

/

学

生

/

定

年

退

職

な

ど

仕

事

を

し

て

い

な

か

っ

た

1

5

歳

の

と

き

に

は

父

親

や

母

親

が

い

な

か

っ

た

わ

か

ら

な

い

父

親 

(e06_1)

=01

(e06_1)

=02

(e06_1)

=03

(e06_1)

=04

(e06_1)

=05

(e06_1)

=06

(e06_1)

=12

(e06_1)

=88

(e06_1)

=99

母

親 

(e06_2)

=01

(e06_2)

=02

(e06_2)

=03

(e06_2)

=04

(e06_2)

=05

(e06_2)

=06

(e06_2)

=12

(e06_2)

=88

(e06_2)

=99

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 e06se1.htm）

(pid)

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E6SE1 

あなたのご両親が、あなたが15歳（中学3年生）の頃されていたお仕事の内容を具体的にお聞かせくだ

さい。（たとえば、小学校教員、塾の講師、農作業、バスの運転、自動車の修理、スーパーのレジ、

銀行の経理、コンピュータのプログラマー、営業事務、化粧品の外回り営業、などのように） 

父親

(e06se1_1)=01 お仕事の内容： (e06se1_1_01x)

(e06se1_1)=99 わからない

母親

(e06se1_2)=01 お仕事の内容： (e06se1_2_01x)

(e06se1_2)=99 わからない

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

（調査NO.14-406-0583） 



ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E8 

次の方の現在のお仕事において、以下のことがらに普段平均してどのくらいの時間をかけています

か。数字をお選びください。 

（それぞれの項目についてお答え

ください） 

あなた自身の毎日の通勤時間（片道）

約 

(e08_1_1)= －

(e08_1_1)=00   0   

(e08_1_1)=01   1   

(e08_1_1)=02   2   

(e08_1_1)=03   3   

(e08_1_1)=04   4   

(e08_1_1)=05   5   

(e08_1_1)=06   6   

(e08_1_1)=07   7   

(e08_1_1)=08   8   

(e08_1_1)=09   9   

(e08_1_1)=10   10   

(e08_1_1)=11   11   

(e08_1_1)=12   12   

(e08_1_1)=13   13   

(e08_1_1)=14   14   

(e08_1_1)=15   15   

(e08_1_1)=16   16   

(e08_1_1)=17   17   

(e08_1_1)=18   18   

(e08_1_1)=19   19   

(e08_1_1)=20   20   

(e08_1_1)=21   21   

(e08_1_1)=22   22   

(e08_1_1)=23   23   

(e08_1_1)=24   24   



時間 

(e08_1_2)= －

(e08_1_2)=00   0   

(e08_1_2)=05   5   

(e08_1_2)=10   10   

(e08_1_2)=15   15   

(e08_1_2)=20   20   

(e08_1_2)=25   25   

(e08_1_2)=30   30   

(e08_1_2)=35   35   

(e08_1_2)=40   40   

(e08_1_2)=45   45   

(e08_1_2)=50   50   

(e08_1_2)=55   55   

分 

あなた自身の週あたりの勤務時間（残業や休

日出勤等も含む）

約 

(e08_2_1)= －

(e08_2_1)=000   0   

(e08_2_1)=001   1   

(e08_2_1)=002   2   

(e08_2_1)=003   3   

(e08_2_1)=004   4   

(e08_2_1)=005   5   

(e08_2_1)=006   6   

(e08_2_1)=007   7   

(e08_2_1)=008   8   

(e08_2_1)=009   9   

(e08_2_1)=010   10   

(e08_2_1)=011   11   

(e08_2_1)=012   12   

(e08_2_1)=013   13   

(e08_2_1)=014   14   

(e08_2_1)=015   15   



(e08_2_1)=016   16   

(e08_2_1)=017   17   

(e08_2_1)=018   18   

(e08_2_1)=019   19   

(e08_2_1)=020   20   

(e08_2_1)=021   21   

(e08_2_1)=022   22   

(e08_2_1)=023   23   

(e08_2_1)=024   24   

(e08_2_1)=025   25   

(e08_2_1)=026   26   

(e08_2_1)=027   27   

(e08_2_1)=028   28   

(e08_2_1)=029   29   

(e08_2_1)=030   30   

(e08_2_1)=031   31   

(e08_2_1)=032   32   

(e08_2_1)=033   33   

(e08_2_1)=034   34   

(e08_2_1)=035   35   

(e08_2_1)=036   36   

(e08_2_1)=037   37   

(e08_2_1)=038   38   

(e08_2_1)=039   39   

(e08_2_1)=040   40   

(e08_2_1)=041   41   

(e08_2_1)=042   42   

(e08_2_1)=043   43   

(e08_2_1)=044   44   

(e08_2_1)=045   45   

(e08_2_1)=046   46   

(e08_2_1)=047   47   



(e08_2_1)=048   48   

(e08_2_1)=049   49   

(e08_2_1)=050   50   

(e08_2_1)=051   51   

(e08_2_1)=052   52   

(e08_2_1)=053   53   

(e08_2_1)=054   54   

(e08_2_1)=055   55   

(e08_2_1)=056   56   

(e08_2_1)=057   57   

(e08_2_1)=058   58   

(e08_2_1)=059   59   

(e08_2_1)=060   60   

(e08_2_1)=061   61   

(e08_2_1)=062   62   

(e08_2_1)=063   63   

(e08_2_1)=064   64   

(e08_2_1)=065   65   

(e08_2_1)=066   66   

(e08_2_1)=067   67   

(e08_2_1)=068   68   

(e08_2_1)=069   69   

(e08_2_1)=070   70   

(e08_2_1)=071   71   

(e08_2_1)=072   72   

(e08_2_1)=073   73   

(e08_2_1)=074   74   

(e08_2_1)=075   75   

(e08_2_1)=076   76   

(e08_2_1)=077   77   

(e08_2_1)=078   78   

(e08_2_1)=079   79   



(e08_2_1)=080   80   

(e08_2_1)=081   81   

(e08_2_1)=082   82   

(e08_2_1)=083   83   

(e08_2_1)=084   84   

(e08_2_1)=085   85   

(e08_2_1)=086   86   

(e08_2_1)=087   87   

(e08_2_1)=088   88   

(e08_2_1)=089   89   

(e08_2_1)=090   90   

(e08_2_1)=091   91   

(e08_2_1)=092   92   

(e08_2_1)=093   93   

(e08_2_1)=094   94   

(e08_2_1)=095   95   

(e08_2_1)=096   96   

(e08_2_1)=097   97   

(e08_2_1)=098   98   

(e08_2_1)=099   99   

(e08_2_1)=100   100   

(e08_2_1)=101   101   

(e08_2_1)=102   102   

(e08_2_1)=103   103   

(e08_2_1)=104   104   

(e08_2_1)=105   105   

(e08_2_1)=106   106   

(e08_2_1)=107   107   

(e08_2_1)=108   108   

(e08_2_1)=109   109   

(e08_2_1)=110   110   

(e08_2_1)=111   111   



(e08_2_1)=112   112   

(e08_2_1)=113   113   

(e08_2_1)=114   114   

(e08_2_1)=115   115   

(e08_2_1)=116   116   

(e08_2_1)=117   117   

(e08_2_1)=118   118   

(e08_2_1)=119   119   

(e08_2_1)=120   120   

(e08_2_1)=121   121   

(e08_2_1)=122   122   

(e08_2_1)=123   123   

(e08_2_1)=124   124   

(e08_2_1)=125   125   

(e08_2_1)=126   126   

(e08_2_1)=127   127   

(e08_2_1)=128   128   

(e08_2_1)=129   129   

(e08_2_1)=130   130   

(e08_2_1)=131   131   

(e08_2_1)=132   132   

(e08_2_1)=133   133   

(e08_2_1)=134   134   

(e08_2_1)=135   135   

(e08_2_1)=136   136   

(e08_2_1)=137   137   

(e08_2_1)=138   138   

(e08_2_1)=139   139   

(e08_2_1)=140   140   

(e08_2_1)=141   141   

(e08_2_1)=142   142   

(e08_2_1)=143   143   



(e08_2_1)=144   144   

(e08_2_1)=145   145   

(e08_2_1)=146   146   

(e08_2_1)=147   147   

(e08_2_1)=148   148   

(e08_2_1)=149   149   

(e08_2_1)=150   150   

(e08_2_1)=151   151   

(e08_2_1)=152   152   

(e08_2_1)=153   153   

(e08_2_1)=154   154   

(e08_2_1)=155   155   

(e08_2_1)=156   156   

(e08_2_1)=157   157   

(e08_2_1)=158   158   

(e08_2_1)=159   159   

(e08_2_1)=160   160   

(e08_2_1)=161   161   

(e08_2_1)=162   162   

(e08_2_1)=163   163   

(e08_2_1)=164   164   

(e08_2_1)=165   165   

(e08_2_1)=166   166   

(e08_2_1)=167   167   

時間 

(e08_2_2)= －

(e08_2_2)=00   0   

(e08_2_2)=05   5   

(e08_2_2)=10   10   

(e08_2_2)=15   15   

(e08_2_2)=20   20   

(e08_2_2)=25   25   

(e08_2_2)=30   30   



(e08_2_2)=35   35   

(e08_2_2)=40   40   

(e08_2_2)=45   45   

(e08_2_2)=50   50   

(e08_2_2)=55   55   

分 

あなたの配偶者の毎日の通勤時間（片道）
約 

(e08_3_1)= －

(e08_3_1)=00   0   

(e08_3_1)=01   1   

(e08_3_1)=02   2   

(e08_3_1)=03   3   

(e08_3_1)=04   4   

(e08_3_1)=05   5   

(e08_3_1)=06   6   

(e08_3_1)=07   7   

(e08_3_1)=08   8   

(e08_3_1)=09   9   

(e08_3_1)=10   10   

(e08_3_1)=11   11   

(e08_3_1)=12   12   

(e08_3_1)=13   13   

(e08_3_1)=14   14   

(e08_3_1)=15   15   

(e08_3_1)=16   16   

(e08_3_1)=17   17   

(e08_3_1)=18   18   

(e08_3_1)=19   19   

(e08_3_1)=20   20   

(e08_3_1)=21   21   

(e08_3_1)=22   22   

(e08_3_1)=23   23   



(e08_3_1)=24   24   

時間 

(e08_3_2)= －

(e08_3_2)=00   0   

(e08_3_2)=05   5   

(e08_3_2)=10   10   

(e08_3_2)=15   15   

(e08_3_2)=20   20   

(e08_3_2)=25   25   

(e08_3_2)=30   30   

(e08_3_2)=35   35   

(e08_3_2)=40   40   

(e08_3_2)=45   45   

(e08_3_2)=50   50   

(e08_3_2)=55   55   

分 

(e08_3_999)=1 わからない

あなたの配偶者の週あたりの勤務時間（残業

や休日出勤等も含む）

約 

(e08_4_1)= －

(e08_4_1)=000   0   

(e08_4_1)=001   1   

(e08_4_1)=002   2   

(e08_4_1)=003   3   

(e08_4_1)=004   4   

(e08_4_1)=005   5   

(e08_4_1)=006   6   

(e08_4_1)=007   7   

(e08_4_1)=008   8   

(e08_4_1)=009   9   

(e08_4_1)=010   10   

(e08_4_1)=011   11   

(e08_4_1)=012   12   

(e08_4_1)=013   13   



(e08_4_1)=014   14   

(e08_4_1)=015   15   

(e08_4_1)=016   16   

(e08_4_1)=017   17   

(e08_4_1)=018   18   

(e08_4_1)=019   19   

(e08_4_1)=020   20   

(e08_4_1)=021   21   

(e08_4_1)=022   22   

(e08_4_1)=023   23   

(e08_4_1)=024   24   

(e08_4_1)=025   25   

(e08_4_1)=026   26   

(e08_4_1)=027   27   

(e08_4_1)=028   28   

(e08_4_1)=029   29   

(e08_4_1)=030   30   

(e08_4_1)=031   31   

(e08_4_1)=032   32   

(e08_4_1)=033   33   

(e08_4_1)=034   34   

(e08_4_1)=035   35   

(e08_4_1)=036   36   

(e08_4_1)=037   37   

(e08_4_1)=038   38   

(e08_4_1)=039   39   

(e08_4_1)=040   40   

(e08_4_1)=041   41   

(e08_4_1)=042   42   

(e08_4_1)=043   43   

(e08_4_1)=044   44   

(e08_4_1)=045   45   



(e08_4_1)=046   46   

(e08_4_1)=047   47   

(e08_4_1)=048   48   

(e08_4_1)=049   49   

(e08_4_1)=050   50   

(e08_4_1)=051   51   

(e08_4_1)=052   52   

(e08_4_1)=053   53   

(e08_4_1)=054   54   

(e08_4_1)=055   55   

(e08_4_1)=056   56   

(e08_4_1)=057   57   

(e08_4_1)=058   58   

(e08_4_1)=059   59   

(e08_4_1)=060   60   

(e08_4_1)=061   61   

(e08_4_1)=062   62   

(e08_4_1)=063   63   

(e08_4_1)=064   64   

(e08_4_1)=065   65   

(e08_4_1)=066   66   

(e08_4_1)=067   67   

(e08_4_1)=068   68   

(e08_4_1)=069   69   

(e08_4_1)=070   70   

(e08_4_1)=071   71   

(e08_4_1)=072   72   

(e08_4_1)=073   73   

(e08_4_1)=074   74   

(e08_4_1)=075   75   

(e08_4_1)=076   76   

(e08_4_1)=077   77   



(e08_4_1)=078   78   

(e08_4_1)=079   79   

(e08_4_1)=080   80   

(e08_4_1)=081   81   

(e08_4_1)=082   82   

(e08_4_1)=083   83   

(e08_4_1)=084   84   

(e08_4_1)=085   85   

(e08_4_1)=086   86   

(e08_4_1)=087   87   

(e08_4_1)=088   88   

(e08_4_1)=089   89   

(e08_4_1)=090   90   

(e08_4_1)=091   91   

(e08_4_1)=092   92   

(e08_4_1)=093   93   

(e08_4_1)=094   94   

(e08_4_1)=095   95   

(e08_4_1)=096   96   

(e08_4_1)=097   97   

(e08_4_1)=098   98   

(e08_4_1)=099   99   

(e08_4_1)=100   100   

(e08_4_1)=101   101   

(e08_4_1)=102   102   

(e08_4_1)=103   103   

(e08_4_1)=104   104   

(e08_4_1)=105   105   

(e08_4_1)=106   106   

(e08_4_1)=107   107   

(e08_4_1)=108   108   

(e08_4_1)=109   109   



(e08_4_1)=110   110   

(e08_4_1)=111   111   

(e08_4_1)=112   112   

(e08_4_1)=113   113   

(e08_4_1)=114   114   

(e08_4_1)=115   115   

(e08_4_1)=116   116   

(e08_4_1)=117   117   

(e08_4_1)=118   118   

(e08_4_1)=119   119   

(e08_4_1)=120   120   

(e08_4_1)=121   121   

(e08_4_1)=122   122   

(e08_4_1)=123   123   

(e08_4_1)=124   124   

(e08_4_1)=125   125   

(e08_4_1)=126   126   

(e08_4_1)=127   127   

(e08_4_1)=128   128   

(e08_4_1)=129   129   

(e08_4_1)=130   130   

(e08_4_1)=131   131   

(e08_4_1)=132   132   

(e08_4_1)=133   133   

(e08_4_1)=134   134   

(e08_4_1)=135   135   

(e08_4_1)=136   136   

(e08_4_1)=137   137   

(e08_4_1)=138   138   

(e08_4_1)=139   139   

(e08_4_1)=140   140   

(e08_4_1)=141   141   



(e08_4_1)=142   142   

(e08_4_1)=143   143   

(e08_4_1)=144   144   

(e08_4_1)=145   145   

(e08_4_1)=146   146   

(e08_4_1)=147   147   

(e08_4_1)=148   148   

(e08_4_1)=149   149   

(e08_4_1)=150   150   

(e08_4_1)=151   151   

(e08_4_1)=152   152   

(e08_4_1)=153   153   

(e08_4_1)=154   154   

(e08_4_1)=155   155   

(e08_4_1)=156   156   

(e08_4_1)=157   157   

(e08_4_1)=158   158   

(e08_4_1)=159   159   

(e08_4_1)=160   160   

(e08_4_1)=161   161   

(e08_4_1)=162   162   

(e08_4_1)=163   163   

(e08_4_1)=164   164   

(e08_4_1)=165   165   

(e08_4_1)=166   166   

(e08_4_1)=167   167   

時間 

(e08_4_2)= －

(e08_4_2)=00   0   

(e08_4_2)=05   5   

(e08_4_2)=10   10   

(e08_4_2)=15   15   

(e08_4_2)=20   20   



（ファイル名 e08.htm）

(pid)

(e08_4_2)=25   25   

(e08_4_2)=30   30   

(e08_4_2)=35   35   

(e08_4_2)=40   40   

(e08_4_2)=45   45   

(e08_4_2)=50   50   

(e08_4_2)=55   55   

分 

(e08_4_999)=1 わからない

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

B9 

あなたとあなたの配偶者は、1日あたり平均してどれくらいの時間、次のことをしていますか。仕事を

している方は、仕事のある日とない日を平均してお考えください。まったくしていない場合は「0時間

0分」とお答えください。 

（それぞれの項目についてお答え

ください） 

夕食の準備

あなた

（調査NO.14-406-0583） 



(b09a_1_1)= －

(b09a_1_1)=00   0   

(b09a_1_1)=01   1   

(b09a_1_1)=02   2   

(b09a_1_1)=03   3   

(b09a_1_1)=04   4   

(b09a_1_1)=05   5   

(b09a_1_1)=06   6   

(b09a_1_1)=07   7   

(b09a_1_1)=08   8   

(b09a_1_1)=09   9   

(b09a_1_1)=10   10   

(b09a_1_1)=11   11   

(b09a_1_1)=12   12   

(b09a_1_1)=13   13   

(b09a_1_1)=14   14   

(b09a_1_1)=15   15   

(b09a_1_1)=16   16   

(b09a_1_1)=17   17   

(b09a_1_1)=18   18   

(b09a_1_1)=19   19   

(b09a_1_1)=20   20   

(b09a_1_1)=21   21   

(b09a_1_1)=22   22   

(b09a_1_1)=23   23   

(b09a_1_1)=24   24   

時間 

(b09a_1_2)= －

(b09a_1_2)=00   0   

(b09a_1_2)=05   5   

(b09a_1_2)=10   10   

(b09a_1_2)=15   15   

(b09a_1_2)=20   20   



(b09a_1_2)=25   25   

(b09a_1_2)=30   30   

(b09a_1_2)=35   35   

(b09a_1_2)=40   40   

(b09a_1_2)=45   45   

(b09a_1_2)=50   50   

(b09a_1_2)=55   55   

分 

洗濯

あなた

(b09a_2_1)= －

(b09a_2_1)=00   0   

(b09a_2_1)=01   1   

(b09a_2_1)=02   2   

(b09a_2_1)=03   3   

(b09a_2_1)=04   4   

(b09a_2_1)=05   5   

(b09a_2_1)=06   6   

(b09a_2_1)=07   7   

(b09a_2_1)=08   8   

(b09a_2_1)=09   9   

(b09a_2_1)=10   10   

(b09a_2_1)=11   11   

(b09a_2_1)=12   12   

(b09a_2_1)=13   13   

(b09a_2_1)=14   14   

(b09a_2_1)=15   15   

(b09a_2_1)=16   16   

(b09a_2_1)=17   17   

(b09a_2_1)=18   18   

(b09a_2_1)=19   19   

(b09a_2_1)=20   20   

(b09a_2_1)=21   21   



(b09a_2_1)=22   22   

(b09a_2_1)=23   23   

(b09a_2_1)=24   24   

時間 

(b09a_2_2)= －

(b09a_2_2)=00   0   

(b09a_2_2)=05   5   

(b09a_2_2)=10   10   

(b09a_2_2)=15   15   

(b09a_2_2)=20   20   

(b09a_2_2)=25   25   

(b09a_2_2)=30   30   

(b09a_2_2)=35   35   

(b09a_2_2)=40   40   

(b09a_2_2)=45   45   

(b09a_2_2)=50   50   

(b09a_2_2)=55   55   

分 

家の掃除
あなた

(b09a_3_1)= －

(b09a_3_1)=00   0   

(b09a_3_1)=01   1   

(b09a_3_1)=02   2   

(b09a_3_1)=03   3   

(b09a_3_1)=04   4   

(b09a_3_1)=05   5   

(b09a_3_1)=06   6   

(b09a_3_1)=07   7   

(b09a_3_1)=08   8   

(b09a_3_1)=09   9   

(b09a_3_1)=10   10   

(b09a_3_1)=11   11   



(b09a_3_1)=12   12   

(b09a_3_1)=13   13   

(b09a_3_1)=14   14   

(b09a_3_1)=15   15   

(b09a_3_1)=16   16   

(b09a_3_1)=17   17   

(b09a_3_1)=18   18   

(b09a_3_1)=19   19   

(b09a_3_1)=20   20   

(b09a_3_1)=21   21   

(b09a_3_1)=22   22   

(b09a_3_1)=23   23   

(b09a_3_1)=24   24   

時間 

(b09a_3_2)= －

(b09a_3_2)=00   0   

(b09a_3_2)=05   5   

(b09a_3_2)=10   10   

(b09a_3_2)=15   15   

(b09a_3_2)=20   20   

(b09a_3_2)=25   25   

(b09a_3_2)=30   30   

(b09a_3_2)=35   35   

(b09a_3_2)=40   40   

(b09a_3_2)=45   45   

(b09a_3_2)=50   50   

(b09a_3_2)=55   55   

分 

子どもの世話
あなた

(b09a_4_1)= －

(b09a_4_1)=00   0   

(b09a_4_1)=01   1   

(b09a_4_1)=02   2   



(b09a_4_1)=03   3   

(b09a_4_1)=04   4   

(b09a_4_1)=05   5   

(b09a_4_1)=06   6   

(b09a_4_1)=07   7   

(b09a_4_1)=08   8   

(b09a_4_1)=09   9   

(b09a_4_1)=10   10   

(b09a_4_1)=11   11   

(b09a_4_1)=12   12   

(b09a_4_1)=13   13   

(b09a_4_1)=14   14   

(b09a_4_1)=15   15   

(b09a_4_1)=16   16   

(b09a_4_1)=17   17   

(b09a_4_1)=18   18   

(b09a_4_1)=19   19   

(b09a_4_1)=20   20   

(b09a_4_1)=21   21   

(b09a_4_1)=22   22   

(b09a_4_1)=23   23   

(b09a_4_1)=24   24   

時間 

(b09a_4_2)= －

(b09a_4_2)=00   0   

(b09a_4_2)=05   5   

(b09a_4_2)=10   10   

(b09a_4_2)=15   15   

(b09a_4_2)=20   20   

(b09a_4_2)=25   25   

(b09a_4_2)=30   30   

(b09a_4_2)=35   35   



(b09a_4_2)=40   40   

(b09a_4_2)=45   45   

(b09a_4_2)=50   50   

(b09a_4_2)=55   55   

分 

家族の介護 あなた

(b09a_5_1)= －

(b09a_5_1)=00   0   

(b09a_5_1)=01   1   

(b09a_5_1)=02   2   

(b09a_5_1)=03   3   

(b09a_5_1)=04   4   

(b09a_5_1)=05   5   

(b09a_5_1)=06   6   

(b09a_5_1)=07   7   

(b09a_5_1)=08   8   

(b09a_5_1)=09   9   

(b09a_5_1)=10   10   

(b09a_5_1)=11   11   

(b09a_5_1)=12   12   

(b09a_5_1)=13   13   

(b09a_5_1)=14   14   

(b09a_5_1)=15   15   

(b09a_5_1)=16   16   

(b09a_5_1)=17   17   

(b09a_5_1)=18   18   

(b09a_5_1)=19   19   

(b09a_5_1)=20   20   

(b09a_5_1)=21   21   

(b09a_5_1)=22   22   

(b09a_5_1)=23   23   

(b09a_5_1)=24   24   



時間 

(b09a_5_2)= －

(b09a_5_2)=00   0   

(b09a_5_2)=05   5   

(b09a_5_2)=10   10   

(b09a_5_2)=15   15   

(b09a_5_2)=20   20   

(b09a_5_2)=25   25   

(b09a_5_2)=30   30   

(b09a_5_2)=35   35   

(b09a_5_2)=40   40   

(b09a_5_2)=45   45   

(b09a_5_2)=50   50   

(b09a_5_2)=55   55   

分 

夕食の準備

あなたの配偶者

(b09b_1_1)= －

(b09b_1_1)=00   0   

(b09b_1_1)=01   1   

(b09b_1_1)=02   2   

(b09b_1_1)=03   3   

(b09b_1_1)=04   4   

(b09b_1_1)=05   5   

(b09b_1_1)=06   6   

(b09b_1_1)=07   7   

(b09b_1_1)=08   8   

(b09b_1_1)=09   9   

(b09b_1_1)=10   10   

(b09b_1_1)=11   11   

(b09b_1_1)=12   12   



(b09b_1_1)=13   13   

(b09b_1_1)=14   14   

(b09b_1_1)=15   15   

(b09b_1_1)=16   16   

(b09b_1_1)=17   17   

(b09b_1_1)=18   18   

(b09b_1_1)=19   19   

(b09b_1_1)=20   20   

(b09b_1_1)=21   21   

(b09b_1_1)=22   22   

(b09b_1_1)=23   23   

(b09b_1_1)=24   24   

時間 

(b09b_1_2)= －

(b09b_1_2)=00   0   

(b09b_1_2)=05   5   

(b09b_1_2)=10   10   

(b09b_1_2)=15   15   

(b09b_1_2)=20   20   

(b09b_1_2)=25   25   

(b09b_1_2)=30   30   

(b09b_1_2)=35   35   

(b09b_1_2)=40   40   

(b09b_1_2)=45   45   

(b09b_1_2)=50   50   

(b09b_1_2)=55   55   

分 

洗濯

あなたの配偶者

(b09b_2_1)= －

(b09b_2_1)=00   0   

(b09b_2_1)=01   1   

(b09b_2_1)=02   2   



(b09b_2_1)=03   3   

(b09b_2_1)=04   4   

(b09b_2_1)=05   5   

(b09b_2_1)=06   6   

(b09b_2_1)=07   7   

(b09b_2_1)=08   8   

(b09b_2_1)=09   9   

(b09b_2_1)=10   10   

(b09b_2_1)=11   11   

(b09b_2_1)=12   12   

(b09b_2_1)=13   13   

(b09b_2_1)=14   14   

(b09b_2_1)=15   15   

(b09b_2_1)=16   16   

(b09b_2_1)=17   17   

(b09b_2_1)=18   18   

(b09b_2_1)=19   19   

(b09b_2_1)=20   20   

(b09b_2_1)=21   21   

(b09b_2_1)=22   22   

(b09b_2_1)=23   23   

(b09b_2_1)=24   24   

時間 

(b09b_2_2)= －

(b09b_2_2)=00   0   

(b09b_2_2)=05   5   

(b09b_2_2)=10   10   

(b09b_2_2)=15   15   

(b09b_2_2)=20   20   

(b09b_2_2)=25   25   

(b09b_2_2)=30   30   

(b09b_2_2)=35   35   

(b09b_2_2)=40   40   



(b09b_2_2)=45   45   

(b09b_2_2)=50   50   

(b09b_2_2)=55   55   

分 

家の掃除
あなたの配偶者

(b09b_3_1)= －

(b09b_3_1)=00   0   

(b09b_3_1)=01   1   

(b09b_3_1)=02   2   

(b09b_3_1)=03   3   

(b09b_3_1)=04   4   

(b09b_3_1)=05   5   

(b09b_3_1)=06   6   

(b09b_3_1)=07   7   

(b09b_3_1)=08   8   

(b09b_3_1)=09   9   

(b09b_3_1)=10   10   

(b09b_3_1)=11   11   

(b09b_3_1)=12   12   

(b09b_3_1)=13   13   

(b09b_3_1)=14   14   

(b09b_3_1)=15   15   

(b09b_3_1)=16   16   

(b09b_3_1)=17   17   

(b09b_3_1)=18   18   

(b09b_3_1)=19   19   

(b09b_3_1)=20   20   

(b09b_3_1)=21   21   

(b09b_3_1)=22   22   

(b09b_3_1)=23   23   

(b09b_3_1)=24   24   

時間 



(b09b_3_2)= －

(b09b_3_2)=00   0   

(b09b_3_2)=05   5   

(b09b_3_2)=10   10   

(b09b_3_2)=15   15   

(b09b_3_2)=20   20   

(b09b_3_2)=25   25   

(b09b_3_2)=30   30   

(b09b_3_2)=35   35   

(b09b_3_2)=40   40   

(b09b_3_2)=45   45   

(b09b_3_2)=50   50   

(b09b_3_2)=55   55   

分 

子どもの世話

あなたの配偶者

(b09b_4_1)= －

(b09b_4_1)=00   0   

(b09b_4_1)=01   1   

(b09b_4_1)=02   2   

(b09b_4_1)=03   3   

(b09b_4_1)=04   4   

(b09b_4_1)=05   5   

(b09b_4_1)=06   6   

(b09b_4_1)=07   7   

(b09b_4_1)=08   8   

(b09b_4_1)=09   9   

(b09b_4_1)=10   10   

(b09b_4_1)=11   11   

(b09b_4_1)=12   12   

(b09b_4_1)=13   13   

(b09b_4_1)=14   14   

(b09b_4_1)=15   15   



(b09b_4_1)=16   16   

(b09b_4_1)=17   17   

(b09b_4_1)=18   18   

(b09b_4_1)=19   19   

(b09b_4_1)=20   20   

(b09b_4_1)=21   21   

(b09b_4_1)=22   22   

(b09b_4_1)=23   23   

(b09b_4_1)=24   24   

時間 

(b09b_4_2)= －

(b09b_4_2)=00   0   

(b09b_4_2)=05   5   

(b09b_4_2)=10   10   

(b09b_4_2)=15   15   

(b09b_4_2)=20   20   

(b09b_4_2)=25   25   

(b09b_4_2)=30   30   

(b09b_4_2)=35   35   

(b09b_4_2)=40   40   

(b09b_4_2)=45   45   

(b09b_4_2)=50   50   

(b09b_4_2)=55   55   

分 

家族の介護 あなたの配偶者

(b09b_5_1)= －

(b09b_5_1)=00   0   

(b09b_5_1)=01   1   

(b09b_5_1)=02   2   

(b09b_5_1)=03   3   

(b09b_5_1)=04   4   

(b09b_5_1)=05   5   

(b09b_5_1)=06   6   



(b09b_5_1)=07   7   

(b09b_5_1)=08   8   

(b09b_5_1)=09   9   

(b09b_5_1)=10   10   

(b09b_5_1)=11   11   

(b09b_5_1)=12   12   

(b09b_5_1)=13   13   

(b09b_5_1)=14   14   

(b09b_5_1)=15   15   

(b09b_5_1)=16   16   

(b09b_5_1)=17   17   

(b09b_5_1)=18   18   

(b09b_5_1)=19   19   

(b09b_5_1)=20   20   

(b09b_5_1)=21   21   

(b09b_5_1)=22   22   

(b09b_5_1)=23   23   

(b09b_5_1)=24   24   

時間 

(b09b_5_2)= －

(b09b_5_2)=00   0   

(b09b_5_2)=05   5   

(b09b_5_2)=10   10   

(b09b_5_2)=15   15   

(b09b_5_2)=20   20   

(b09b_5_2)=25   25   

(b09b_5_2)=30   30   

(b09b_5_2)=35   35   

(b09b_5_2)=40   40   

(b09b_5_2)=45   45   

(b09b_5_2)=50   50   

(b09b_5_2)=55   55   



（ファイル名 b09a.htm）

(pid)

分 

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E9 

現在同居している家族の人数を、あなたも含めて数字でお答えください。 （ひとつだけ） 

(e09)=   ▽以下から選択

(e09)=01   1人

(e09)=02   2人

(e09)=03   3人

(e09)=04   4人

(e09)=05   5人

(e09)=06   6人

(e09)=07   7人

(e09)=08   8人

(e09)=09   9人

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 e09.htm）

(pid)

(e09)=10   10人

(e09)=11   11人以上

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E10 

現在あなたの家には、あなた以外に次のような方が同居していますか。あてはまるものをすべて選ん

でください。 

（いくつでも） 

(e10_01)=1 配偶者

(e10_02)=1 自分または配偶者の子ども

(e10_03)=1 自分または配偶者の甥や姪

(e10_04)=1 自分または配偶者の孫

(e10_05)=1 自分または配偶者のきょうだい

(e10_06)=1 自分の親

(e10_07)=1 配偶者の親

(e10_08)=1 自分または配偶者の叔父や叔母

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 e10.htm）

(pid)

(e10_09)=1 自分または配偶者の祖父母

(e10_10)=1 その他の親族

(e10_11)=1 親族以外の人

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E11 

現在同居している家族のうち、どなたが主な稼ぎ手ですか。 （ひとつだけ） 

(e11)=1 自分

(e11)=2 自分の配偶者

(e11)=3 息子

(e11)=4 娘

(e11)=5 自分または配偶者の父

(e11)=6 自分または配偶者の母

(e11)=7 自分または配偶者の祖父母

(e11)=8 その他 （具体的に： (e11_8x) ） 

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 e11.htm）

(pid)

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E12 

あなたの現在のお住まいをお選びください。 （ひとつだけ） 

(e12)=1 持ち家（一戸建て）

(e12)=2 持ち家（集合住宅）

(e12)=3 賃貸や寮等（民間の一戸建て）

(e12)=4 賃貸や寮等（民間の集合住宅）

(e12)=5 賃貸や寮等（公営の一戸建て）

(e12)=6 賃貸や寮等（公営の集合住宅）

(e12)=7 その他 （具体的に： (e12_7x) ） 

E13 

あなたは日頃、次のようなものを、自分自身で、読んだり利用したりしていますか。あてはまるもの

をすべて選んでください。 

（いくつでも） 

(e13_1)=1 新聞

(e13_2)=1 パソコン

(e13_3)=1 固定電話

(e13_4)=1 携帯電話

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 e12.htm）

(pid)

(e13_5)=1 自家用車

(e13_6)=1 いずれも利用していない

E14 

あなたが信仰している宗教を、1つ選んでください。 （ひとつだけ） 

(e14)=1 仏教

(e14)=2 キリスト教（カトリック）

(e14)=3 キリスト教（プロテスタント）

(e14)=4 イスラム教

(e14)=5 ヒンドゥー教

(e14)=6 自然崇拝（神道など）

(e14)=7 その他 （具体的に： (e14_7x) ） 

(e14)=8 特にない

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E15 

（調査NO.14-406-0583） 



（ファイル名 e15.htm）

次の人びとが最後に卒業した学校（中退は含まない）を選んでください。 （それぞれひとつずつ） 
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(e15_4)

=02

(e15_4)

=03

(e15_4)

=04

(e15_4)

=05

(e15_4)

=06

(e15_4)

=07

(e15_4)

=99

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 



(pid)

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E16 

過去一年間のあなた個人の収入は税込でいくらぐらいでしたか。 （ひとつだけ） 

(e16)=01 50万円未満

(e16)=02 50万円以上100万円未満

(e16)=03 100万円以上150万円未満

(e16)=04 150万円以上200万円未満

(e16)=05 200万円以上250万円未満

(e16)=06 250万円以上300万円未満

(e16)=07 300万円以上350万円未満

(e16)=08 350万円以上400万円未満

(e16)=09 400万円以上450万円未満

(e16)=10 450万円以上500万円未満

(e16)=11 500万円以上550万円未満

(e16)=12 550万円以上600万円未満

(e16)=13 600万円以上650万円未満

(e16)=14 650万円以上700万円未満

(e16)=15 700万円以上750万円未満

(e16)=16 750万円以上800万円未満

(e16)=17 800万円以上850万円未満

(e16)=18 850万円以上900万円未満

(e16)=19 900万円以上950万円未満

(e16)=20 950万円以上1000万円未満

(e16)=21 1000万円以上1100万円未満

(e16)=22 1100万円以上1200万円未満

（調査NO.14-406-0583） 



(e16)=23 1200万円以上1500万円未満

(e16)=24 1500万円以上2000万円未満

(e16)=25 2000万円以上

E17 

過去一年のあなたのお宅（生計を共にしている家族全体）の収入は、税込みでいくらぐらいでした

か。他の家族の方の収入も含めてお答えください。 

（ひとつだけ） 

(e17)=01 50万円未満

(e17)=02 50万円以上100万円未満

(e17)=03 100万円以上150万円未満

(e17)=04 150万円以上200万円未満

(e17)=05 200万円以上250万円未満

(e17)=06 250万円以上300万円未満

(e17)=07 300万円以上350万円未満

(e17)=08 350万円以上400万円未満

(e17)=09 400万円以上450万円未満

(e17)=10 450万円以上500万円未満

(e17)=11 500万円以上550万円未満

(e17)=12 550万円以上600万円未満

(e17)=13 600万円以上650万円未満

(e17)=14 650万円以上700万円未満

(e17)=15 700万円以上750万円未満

(e17)=16 750万円以上800万円未満

(e17)=17 800万円以上850万円未満

(e17)=18 850万円以上900万円未満

(e17)=19 900万円以上950万円未満

(e17)=20 950万円以上1000万円未満

(e17)=21 1000万円以上1100万円未満

(e17)=22 1100万円以上1200万円未満



（ファイル名 e16.htm）

(pid)

(e17)=23 1200万円以上1500万円未満

(e17)=24 1500万円以上2000万円未満

(e17)=25 2000万円以上

(e17)=99 わからない

このページに⼊⼒したものを全てクリアする

戻る 次へ

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

ライフスタイルと価値観に関する国際比較調査

E18 

この調査全体について、お気づきの点やお答えにくかった設問、ご感想などがありましたら、自由に

ご記入ください。 

（半角カタカナは使用しないでく

ださい） 

(pd_e18x)





このページに⼊⼒したものを全てクリアする
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（ファイル名 pd_e18.htm）

戻る 送信

� 回答内容により質問番号が飛ぶことがありますが、気にせずにご回答ください。 

� 回線の混雑などが原因で反応が遅くなることがあります。ご了承ください。 

� ブラウザの戻るボタンで戻った場合、回答が正しく受け付けられない場合があります。その場合、再度アンケートを最初からやり直して下さい。 

（調査NO.14-406-0583） 




