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研究目的（計画の意義・成果/目的） 

第 3次産業が全体の約 7割を占める現代の我が国では，ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

能力は，職場等で重要な役割を果たしており，それを不得意とする

発達障がい者は，社会生活において様々な生きづらさを抱えること

が多く見られる．患者本人も成人するまで発達障がいに気づかない

ことも多く，就職後にうつ病等の二次障がいで離職に追い込まれる

ケースは多い．現在では発達障がいに対する理解や支援の輪が広ま

り，患者は様々な社会的支援を利用することが可能になった．実際

医療福祉サービス等の支援を利用した場合，健康な状態を維持しな

がら長期にわたり職場に定着し自立することがある．患者の自立に

向けた施策は個人の幸福のためだけでなく，増大する社会保障費の

観点からも，さらなる充実と周知の徹底が望まれる． 

本研究では疫学調査で発達障がいの有病率と支援の利用率を推算

し，支援活動が患者の社会生活にどのような影響を与えているかを

明らかにする．過去には発達障がいの一種である，ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ症候群

（AS）と高機能自閉症の有病率を，推算した先行研究１）があるが，

注意欠陥多動性障がい（ADHD），学習障がい（LD），二次障がいにま

で踏み込んだ調査はされていない．また仕事に対する患者の満足度

を測る研究や，患者側と使用者側の双方の側面から，職場定着に導

く要因を，統計的に分析した研究は，国内外を含めておこなわれて
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いないため，実社会での発達障がい者と，その疑いがある労働者の

総数や支援の利用率は未知である．また効果的な支援のあり方や発

達障がいの特性を活かせる適職にも様々な議論がある． 

そこで本研究では支援活動が，患者の就業状況や日常生活におけ

る満足度等の社会的健康状態，そして心身の健康状態にどのような

影響を与えているかを明らかにする．そして仕事のやりがいや生き

やすさ，二次障がいや生活習慣病発症の有無などで，違いが生じて

いるかを検討し，職場定着例から成功に導く要因と，発達障がいに

向く職種を統計的に推論する．職場定着促進に向け重点を置くべき

取り組みを把握することで，今後の支援施策に役立てることが可能

になる． 

したがって本研究結果は今後，効率的・効果的な就労支援策を講

ずる一助となり，他県においても応用が可能であり，研究の発展性

が大いに見込まれる． 

 

参考文献 

１） http://www.m-base.co.jp/colum/201106.html 

（平成 29 年 8 月 24 日アクセス） 
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研究内容 

発達障がいに関して質問票を使って，福島県民を対象とした疫学調

査を，Web 調査と配布回収調査によりおこなう（図１）． 

 

スクリーニングでは最新版の質問票で，発達障がい（AS，高機能

自閉症，ADHD，その他）の頻度を推算し，そこから支援の利用率を

推算する．そして支援利用の有無で回答者を 2 群に分け，独自に考

案した「特性を理解し就職する行動変容ステージ」（図 2）を用いて，

各ステージ別に回答者を分類する． 

図 1 研究の概略 
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そして人数割合，二次障がい（うつ病，抑うつ状態等）や生活習

慣病の発症状況等から，心身の健康状態を 2 群間で比較し，就労や

生活における満足度等の社会的健康状態も同様に比較する．そして

患者支援の有効性を明らかにするとともに，今の職場でこれからも

働き続けたい理由をもとに，成功事例から長期の職場定着（維持期）

に導く明確な要因を統計的に分析（共分散構造分析）する．さらに

職種別に満足度の平均を比較し，満足度が高い状態で職場定着にい

たる割合が多い，発達障がいに向く職種（厚生労働省大分類）を統

計解析で明らかにする． 

 なお本研究の実施に関して，福島県立医科大学医学部の疫学および

神経精神医学（発達障がい）分野から，それぞれ専門家による指導体制

が整い，調査票は完成し県内 6 施設の障がい者就業・生活支援センター

からも，配布回収調査の実施に関して協力の同意が得られている． 

図 2 特性を理解し就職する行動変容ステージ 
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研究期間 

2019 年 1 月 ～ 2020 年 9 月 

2019 年 1 月 福島県立医科大学倫理委員会 審査済 

2 月 配布回収調査開始済（就業・生活支援センター） 

4 月 経過報告済（福島県労働保健センター） 

6 月 Web 調査実施予定（楽天インサイト株式会社） 

    Web 調査結果の統計解析開始予定 

7 月 Web 調査結果で論文執筆開始予定 

10 月 Web 調査結果の論文執筆完了予定 

配布回収調査終了及び統計解析開始予定 

12 月 配布回収調査の統計解析終了予定 

2020 年 1 月 配布回収調査結果で論文執筆開始予定 

3 月 経過報告（福島県労働保健センター） 

9 月 配布回収調査結果の論文執筆完了予定 

11 月 結果報告（倶進会） 

2021 年 3 月 結果報告（福島県労働保健センター） 

 

本研究に対して、助成を受けている団体 

団体名：公益財団法人 福島県労働保健センター 金額：\200,000 

団体名：公益財団法人 倶進会 金額：\300,000 



　アンケート調査ご協力のお願いをお読みになってからご回答ください.なお本アンケートに関する詳細な情報は，

福島県立医科大学ホームページの「人を対象とする医学系研究に関する情報公開」（研究課題名：福島県民を

対象とした発達障がい者支援の有効性に関する調査）に公開しておりますので，後述のURLをご参照ください．

（URL：http://www.fmu.ac.jp/univ/sangaku/rinri.html）

質問票 回答月　平成＿＿年＿＿月

①男性 ②女性

Q2．あなたの年齢を教えてください．

　　　　歳

Q3．あなたご自身を含めた，同居家族の人数を教えてください．

①　1 人（同居する家族はいない） ②　2 人 ④　4 人

Q4.　同居のご家族を教えてください．(複数回答)

①．同居の家族はいない． ②．配偶者 ③．お子様

④．父親（配偶者の父親を含む） ⑤．母親（配偶者の母親を含む）

⑥．祖父母 ⑦．お孫様 ⑧．兄弟姉妹 ⑨．その他（　　　）

Q5. あなたの居住地を以下のなかから選択してください．

① 県北（福島市，二本松市，伊達市，本宮市，伊達郡，安達郡）

② 県中（郡山市，須賀川市，田村市，岩瀬郡，石川郡，田村郡）

③ 県南（白河市，西白河郡，東白川郡）

④ いわき（いわき市）

⑤ 南相馬（相馬市，南相馬市，双葉郡，相馬郡）

⑥ 会津（会津若松市，喜多方市，耶麻郡，河沼郡，大沼郡，南会津郡）

Q6．あなたは今までに発達障がい，あるいは自閉スペクトラム症（自閉症）の診断を受けたことがありますか．

①　はい→　あなたが今までに診断を受けた発達障がい，あるいは自閉スペクトラム症（自閉症）の診断名を

　　　　　　教えてください．(複数回答)

ⅰ)　ADHD（注意欠陥・多動性障がい） ⅱ)　高機能自閉症 ⅲ)　アスペルガー症候群

ⅳ)　LD(学習障がい) ⅴ)　特定不能の広範性発達障がい ⅵ)　その他　＿＿＿＿

②　いいえ

Q7．あなたが今までに診断を受けた，または現在治療中の精神疾患があれば教えてください．(複数回答)

①　うつ病 ②　（抑）うつ状態 ③　躁うつ病（双極性障がい） ④　不安障がい（神経症）

⑤　適応障がい ⑥　強迫性障がい ⑦　摂食障がい（拒食症,過食症など）

⑧　睡眠障がい（不眠症,過眠症など） ⑨　パーソナリティ障がい ⑩　反抗挑戦性障がい

⑪　トゥレット症候群（チック障がい） ⑫　依存症（ｱﾙｺｰﾙ,ﾆｺﾁﾝ,ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ,薬物,ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ,性行為等）

⑬　統合失調症（精神分裂病） ⑭　自律神経失調症 ⑮　心因反応

⑯　急性ストレス障害　 ⑰　PTSD（外傷後ストレス障がい） ⑱　その他＿＿＿＿

Q1. あなたの性別を教えてください．

　⑤　5 人以上　③　3 人

 1 裏面に続きます



Q8　あなたが今までに診断を受けた，または現在治療中の生活習慣病があれば教えてください．(複数回答)

①　高血圧症（血圧が高め）

②　糖尿病（血糖値が高め）　

③　脂質代謝異常症（高脂血症，高中性脂肪血症，高コレステロール血症，高LDL血症，低HDL血症）

④　痛風（高尿酸血症，尿酸値が高め）

⑤　歯周病（歯肉炎，歯周炎）

⑥　その他＿＿＿＿

Q9．あなたは現在，療養手帳あるいは精神障がい保険福祉手帳，自立支援受給者証をお持ちですか．

①　手帳と自立支援受給者証を持っている．

②　自立支援受給者証のみ持っている．

③　手帳も自立支援受給者証も持っていない．

Q10．Q6で「②いいえ」を選んだ方（発達障がいの診断を受けたことがない方）におたずねします．

Q6で「①はい」を選んだ方（診断を受けた方）はQ12にお進みください．

       以下の50問の質問文を読んで，それぞれ自分に最も適当なものを

①　そうである ②　どちらかといえばそうである ③　どちらかといえばそうでない ④　そうでない

　　のなかから自分に最も適当と思われるものを選択してください．

①
そうであ
る

②
どちらか
といえば
そうであ
る

③
どちらか
といえば
そうでな
い

④そうで
ない

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

回答

質問

事務局記入欄

自分のおかれている社会的な状況（自分の立場）がすぐにわかる。

ほかの人は気がつかないような細かいことに、すぐに気づくことが多い。

車のナンバーや時刻表の数字などの一連の数字や、特に意味のない情報に注目す

る（こだわる）ことがよくある。
自分ではていねいに話したつもりでも、話し方が失礼だと周囲の人から言われる

ことがよくある。
小説などの物語を読んでいるとき、登場人物がどのような人か（外見など）につ

いて簡単にイメージすることができる。

日付についてのこだわりがある。

パーティーや会合などで、いろいろな人の会話についていくことが簡単にでき

る。

何かをするときには、一人でするよりも他の人といっしょにする方が好きだ。

同じやりかたを何度もくりかえし用いることが好きだ。

何かを想像するとき、映像（イメージ）を簡単に思い浮かべることができる。

ほかのことがぜんぜん気にならなくなる（目に入らなくなる）くらい、何かに没

頭してしまうことがよくある。

他の人が気がつかないような小さい物音に気がつくことがよくある。
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①
そうであ
る

②
どちらか
といえば
そうであ
る

③
どちらか
といえば
そうでな
い

④そうで
ない

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

回答

（Q10の続き）
質問

事務局記入欄

人と雑談のような社交的な会話をすることが得意だ。

新しい友人を作ることは、むずかしい。

いつでも、ものごとの中に何らかのパターン（型や決まりなど）のようなも

のに気づく。

博物館に行くよりも、劇場に行く方が好きだ。

自分の日課が妨害されても、混乱することはない。

パーティーなどよりも、図書館に行く方が好きだ。

作り話には、すぐに気がつく（すぐわかる）。

モノよりも人間の方に魅力を感じる。

他の人と、雑談などのような社交的な会話を楽しむことができる。

自分が話をしているときには、なかなか他の人に横から口をはさませない。

数字に対するこだわりがある。

小説などを読んだり、テレビでドラマなどを見ているとき、登場人物の意図

をよく理解できないことがある。

小説のようなフィクションを読むのは、あまり好きではない。

それをすることができないとひどく混乱して（パニックになって）しまうほ

ど、何かに強い興味を持つことがある。

会話をどのように進めたらいいのか、わからなくなってしまうことがよくあ

る。
誰かと話をしているときに、相手の話の‘言外の意味’を理解することは容易で

ある。

電話番号をおぼえるのは苦手だ。

状況（部屋の様子やものなど）や人間の外見（服装や髪型）などが、いつも

とちょっと違っているくらいでは、すぐには気がつかないことが多い。
自分の話を聞いている相手が退屈しているときには、どのように話をすればい

いかわかっている。

同時に2つ以上のことをするのは、かんたんである。

電話で話をしているとき、自分が話をするタイミングが分からないことがあ

る。

自分から進んで何かをすることは楽しい。

細部よりも全体像に注意が向くことが多い。

冗談がわからないことがよくある。

相手の顔を見れば、その人が考えていることや感じていることが分かる。

じゃまが入って何かを中断されても、すぐにそれまでやっていたことに戻る

ことができる。

 3 裏面に続きます



①
そうであ
る

②
どちらか
といえば
そうであ
る

③
どちらか
といえば
そうでな
い

④そうで
ない

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

　 事務局記入欄

Q11．Q6で「②いいえ」を選んだ方（発達障がいの診断を受けたことがない方）におたずねします．

Q6で「①はい」を選んだ方（診断を受けた方）は，Q12にお進みください．

　次の６つの質問に，それぞれ  a.「全然ない」，b.「まれに」，c.「ときどき」，d.「しばしば」，e.「とてもよくある」の

5段階でお答えください．

回答

質問

a.

全然

ない

b.

まれに

c.

ときどき

d.

しばしば

e.

とても

よくある

1）誰かがあなたに直接話しかけられているにもかかわらず、その内容に

　　集中することが困難だと感じることはありますか．

2）会議といった着席すべき場面で離席してしまうことはありますか．

3）余暇にくつろいだり、リラックスして過ごしたりすることが難しいと

　　感じることはありますか．

4）誰かと会話しているとき、相手の話がまだ終わっていないのに途中で

　　割り込んで相手の話を終わらせてしまうことはありますか．

5）しなくてはならない物事をギリギリまで先延ばしすることはありますか．

6）日々の生活をスムーズに送るために，誰かに依存することがありますか．

　事務局記入欄

特定の種類のものについての（車について、鳥について、植物についてのよ

うな）情報を集めることが好きだ。

（Q10の続き）
質問

回答

社交的な場面（機会）は楽しい。

同じことを何度も繰り返していると、周囲の人からよく言われる。

子どものころ、友達といっしょに、よく‘○○ごっこ’（ごっこ遊び）をして遊

んでいた。

あること（もの）を、他の人がどのように感じるかを想像するのは苦手だ。

自分がすることはどんなことでも慎重に計画するのが好きだ。

他の人の考え（意図）を理解することは苦手だ。

新しい場面（状況）に不安を感じる。

初対面の人と会うことは楽しい。

社交的である。

人の誕生日を覚えるのは苦手だ。

子どもと‘○○ごっこ’をして遊ぶのがとても得意だ。
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Q12．過去30日の間にどれくらいの頻度で次のことがありましたか．それぞれ，①「まったくない」，

　　②「少しだけある」，③「ときどきある」，④「たいていある」，⑤「いつもある」の5段階で

　　お答えください．

質問

2).　絶望的だと感じましたか。

3).　そわそわ、落ち着かなく感じましたか。

5).　何をするのも骨折りだと感じましたか。

6).　自分は価値のない人間だと感じましたか。

　　事務局記入欄

Q13．現在の就業状況（主たる職業）についておたずねします．

①　就業している（学生，主婦・主夫は含みます．ﾄﾗｲｱﾙ雇用と就労継続A，B型および移行支援は含みません．）

　→就業日あるいは派遣先就業日からの勤続期間（または入学，結婚してからの期間）

ア）1年以上 イ）1年未満

　→現在の雇用形態

ⅰ　公務員 ⅱ　正社員 ⅲ　契約社員 ⅳ　臨時，季節社員

ⅴ　派遣社員 ⅵ　自営業，個人事業主，フリーランス ⅶ　パート，アルバイト

ⅷ　主婦・主夫 ⅸ　学生

　→現在の社会保険（複数回答）

a　健康保険 b　厚生年金 c　介護保険 d　雇用保険 e　労災保険

　→就職時の雇用形態

ⅰ　公務員 ⅱ　正社員 ⅲ　契約社員 ⅳ　臨時，季節社員

ⅴ　派遣社員 ⅵ　自営業，個人事業主，フリーランス ⅶ　パート，アルバイト

ⅷ　主婦・主夫 ⅸ　学生

②　求職中で会社説明会や採用面接を前提とした見学・実習に参加するなど，積極的に就職活動をしている．

　　または内定が取れた．

③　求職中で自己分析をしながらJobトレや就労継続A，B型および移行支援に通うなど，就労に向けての

　　訓練をしている．

④　求職していない．

1).　神経過敏に感じましたか。

4).　気分が沈み込んで、何が起こっても気が

　晴れないように感じましたか．

①

まったく

ない

②

少しだ

けある

③

ときど

きある

④

たいて

いある

⑤

いつも

ある
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Q14．今までにご利用になった，あるいは現在利用している就職，就労および生活支援に関する制度があれば

　　　教えてください．（複数回答）

①　就職支援ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ（ハローワーク） ②　Jobトレ（地域若者サポートステーション）

③　職業能力開発 ④　職業準備支援（障がい者職業センター）

⑤　職場見学・実習

⑦　ﾃﾞｲｹｱ（認知行動療法，ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等） ⑧　障がい年金

⑨　就労継続A，B型および移行支援

⑩　障がい者雇用促進法に基づく障がい者枠雇用

　　→現在障がい者枠雇用で就労されていますか．

ⅰ　はい　 ⅱ　いいえ　

⑪　ジョブコーチ（職場適応援助者）あるいは就業支援員／ワーカー（就業・生活支援センター，

　　就労継続支援A，B型事業所，就労移行支援事業所）の就業支援

ⅰ　事前支援（支援計画作成，職業評価，職場訪問等）

ⅱ　集中支援期（週3.4回の同行支援）

ⅲ　移行支援期（週1.2回の同行支援）

ⅳ　ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ期（数週間～数ヶ月に一度の面談）

ⅴ　支援終了

Q15．就業・生活支援センターで，生活面の支援を受けていますか（いましたか）．

①　はい ②　いいえ

Q16．今の生活の満足度を教えてください．

①　とても満足 ②　満足 ③　やや満足

④　やや不満足 ⑤　不満足 ⑥　とても不満足

　　→今の支援の段階を教えてください．

⑥　ﾄﾗｲｱﾙ雇用
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以下のQ17～22は現在就業中（Q13で①）の方，あるいは就職活動中（Q13で②）の方におたずねします．

就労訓練中の方（Q13で③の方）と求職していない方（Q13で④の方）は，ここでアンケート終了となります．

Q17．今までに発達障がい，あるいは自閉スペクトラム症の診断を受けた方（Q6で① はいの方）で，障がい者枠雇用を

　　利用せず，一般雇用枠で勤務（学生，主婦・主夫は含みます）もしくは就職活動をされている方におたずねします．

　　診断を受け現在，障がい者枠雇用で勤務もしくは就職活動をされている方，特例子会社にお勤めの方，診断を受けた

　　ことがない方（Q6で② いいえの方）は本設問への回答は不要です．

　　今の職場や就職活動において，発達障がいの診断を受けたことを開示していますか．

①　開示している

　→　現在就業中（Q13で①）の方におたずねします．職場（あるいは学校＊，ご家庭＊＊）で，

　　どこまで（誰に）開示していますか．(複数回答)

ⅰ　キーパーソン 　ⅱ　同じ係（チーム） ⅲ　同じ課（部署） 　ⅳ　同じ部（部門）

ⅴ　その他＿＿＿＿

＊学生の方　→ ⅰ　担任教諭 ⅱ　進路指導教諭 　ⅲ　養護教諭 ⅳ　ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

ⅵ　その他＿＿＿＿

＊＊主婦・主夫の方　→ ⅰ 配偶者 ⅱ 自分の親 ⅲ 　その他＿＿＿＿

②　開示していない

以下Q18～23は現在就業している方（Q13で①を選んだ方）におたずねします．

就職活動中の方はここでアンケート終了となります．

Q18．今の職場での仕事内容（あるいは学生生活，主婦・主夫として担う家事）に対する満足度を教えてください．

①　とても満足 ②　満足 ③　やや満足

④　やや不満足 ⑤　不満足 ⑥　とても不満足

Q19．今の職場（あるいは学校，家庭）で，これからも仕事（あるいは学業，家事）を続けていくことに,

①　まったく不安はない ②　ほぼ不安はない

③　少し不安がある ④　不安がたくさんある

以下Q20～23は官公庁または企業等にお勤めの方，自ら事業を営んでいる方におたずねします．

学生，主婦・主夫の方はここでアンケート終了となります．

Q20．以下の職業大分類（厚生労働省編）A～Kの記号の中から，現在のあなたの職業に一番近いものを教えてください．

　　（　）内は職業の例です．

A 管理的職業 （管理的公務員，議会議員，大臣，地方公共団体議会議員，会社社長，会社取締役，

会社役員，独立行政法人等の管理職員，会社の部長課長，その他の管理的職業）
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B 専門的・技術的職業 （研究職，化学・製造・設計・開発・建築・情報・通信技術者，医療専門職，

医療技術者，保健専門職，福祉専門職，法務専門職，経営・金融・保険専門職，

教員，教育専門職，コーチ，ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ，宗教家，学芸員，ｶｳﾝｾﾗｰ，職業スポーツ家，

著述家，記者，編集者，美術家，ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ，写真家，映像撮影者，音楽家，

図書館司書，舞台芸術家，通信機器捜査員，その他専門的職業）

C 事務的職業 （電話対応，ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ操作，ﾃﾞｰﾀ入力，校閲，総務，人事，企画･調査，受付・案内，

秘書，総合事務，医療・介護事務，経理，銀行窓口，現金出納，生産現場事務，

出荷・受付係，営業・販売事務員， 集金係，訪問調査員，旅客・貨物事務，

運行管理，郵便事務，その他の一般事務の職業）

D 販売の職業 （卸売・小売店の店長および販売員，訪問・移動販売員，再生資源回収・卸売人， 

商品仕入営業員，不動産仲介・売買人，保険代理人・仲立人，有価証券売買・

 仲立人，金融仲立人，医薬品営業員， 機械器具販売営業員，通信・情報ｼｽﾃﾑ営業員，

金融・保険営業員， 不動産営業員，旅行営業員，広告代理業， 製造受注営業員，

その他の営業の職業）

E サービスの職業 （ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ，介護職，飲食店の店長および接客，卸売・小売店の出入荷，旅館・

ホテルの店主および接客，家政婦， ﾍﾞﾋﾞｰｼｯﾀｰ，学童保育指導員，理容師，美容師，

美容ｻｰﾋﾞｽ，大衆浴場，飲食物調理，ﾊﾞｰﾃﾝﾀﾞｰ，ｷｬﾋﾞﾝｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄ，芸能人，芸者，

ダンサー，娯楽場の支配人および施設係，ﾏﾝｼｮﾝ･ｱﾊﾟｰﾄ・下宿・寮・ビル・

駐車場管理人，添乗員，観光案内人，物品賃貸人，ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ係，民営職業紹介，

旅行案内係，広告宣伝人，ｾﾗﾋﾟｽﾄ，葬儀師，等）

F 保安の職業 （自衛官，警察官，海上保安官，看守，消防員，警備員，等）

G 農林漁業の職業 （稲作・畑作作業員，園芸・工芸作物栽培作業員，養畜作業員，植木職，造園師，

伐木・造材・集材作業員，漁労作業員，漁労船の船長・航海士，海藻・

貝類採取作業員，水産養殖作業員，等）

H 生産工程の職業 （工場ライン，金属非金属材料製造加工，医薬品・ｶﾞﾗｽ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｺﾞﾑ・

化学製品生産・食料品生産・衣類・繊維・木製製品・パルプ・紙・印刷・

製本製品生産設備制御・監視員，機械器具・自動車組み立て修理・整備，

塗装，画工，製図， その他の生産関連・生産類似の職業）

I 輸送・機械運転の職業 （電車・バス運転士，トラック運転手，貨客船船長，航海士・運航士，

小型船舶運転者，車掌，駅構内係、信号係，甲板員，船舶機関員，

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転作業員， 発電・送電員，変電・配電員，ﾎﾞｲﾗｰｵﾍﾟﾚｰﾀｰ，

クレーン運転工，ポンプ・送風機・圧縮機運転工， 建設用機械車両運転工，

玉掛作業員，ビル設備管理員，冷凍機運転工，ケーブル機関運転工，

その他の定置・建設機械運転の職業）

J 建設・採掘の職業 （大工，とび工，鉄筋工，ブロック積工、タイル張工，屋根ふき工，左官，配管工，

内装工，防水工，潜水作業員，畳工，熱絶縁工，測量・送電線架線敷設・

配電線架線敷設・通信線架線敷設・電気通信設備作業員，土木，鉄道線路工事，

ダム・トンネル掘削作業員，採鉱員，石切出・じゃり・砂・粘土採取作業員，等）

K 運搬・清掃・包装等の職業 （郵便集配員，電報配達員，港湾荷役・陸上荷役運搬・倉庫作業員，荷物配達員，

商品集配員，荷造作業員，こん包工，出荷作業員，ビル・建物・道路・公園清掃員，

ごみ収集・し尿汲取作業員， 産業廃棄物収集作業員，製品包装作業員，等）
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 Q21．現在の年収を教えてください．

①0～100万円 ②101～200万円 ③201～300万円 ④301～400万円 ⑤401～500万円

⑥501～600万円 　⑦601～700万円 ⑧701～800万円 ⑨801～900万円

⑩901～1000万円 ⑪1001～1500万円 ⑫1501～2000万円 　⑬2001～2500万円 ⑭2501万円～

Q22．　今の収入と身分に対する満足度を教えてください．

①　とても満足 ②　満足 ③　やや満足

④　やや不満足 ⑤　不満足 ⑥　とても不満足

以下Q23は今の職場でこれからも働き続ける方におたずねします．

近々，転職を希望する方はここでアンケート終了となります．

Q23．今の職場でこれからも働き続けたい理由を，①あてはまる，②ややあてはまる，

③どちらかというとあてはまらない，④あてはまらない，の4段階評価でお答えください．

①

あては

まる

②

ややあて

はまる

③どちら

かという

とあては

まらない

④

あてはま

らない

仕事内容に興味があるから

自分でもできる仕事だから

自分の得意分野を生かせる仕事だから

やりがいや達成感を感じるから

自分の力が発揮できるから

夢だった職業だから

感謝されるから

専門的な知識や能力や資格などが身につき，スキルアップにつながるから

休暇や労働時間などの勤務条件がよいから

職場環境安全が配慮されているから（分煙，有機溶剤，騒音等）

社員に一人一人に対する配慮が行き届いているから

職場の雰囲気がよいから

満足できる収入が得られるから

福利厚生＊が充実しているから

研修やカウンセリングなどのバックアップ体制がしっかりしているから

会社の経営と雇用が安定しているから

ブランド力や知名度のある会社だから

経済的自立と世間体のため

家族を養っていくため

満足のできる転職先が見つからないため

転職するのが面倒だから

＊健康保険，厚生年金，介護保険，雇用保険，労災保険，住宅手当，通勤手当，家族手当等

質問

その他（自由回答）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
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アンケート終了です．

ご協力ありがとうございました．


