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2019年 10月                        No.          

 

 

 

■ご協力のお願い 

 この調査は、都市における政治や生活に関する皆様のご意見を、学術的な立場から明ら

かにするために行っている調査です。 

 ご回答は統計の形にまとめますので、個人のお名前が公表されることは決してありませ

ん。どうぞご安心のうえ、ありのままを率直にお答えくださいますようよろしくお願い申

し上げます。 

 なおこの調査は、立教大学社会学部の承認を受けたものであることを申し添えます。 

 

―ご記入にあたってのお願い― 

 お答えはご本人（お送りした封筒の宛名の方）がご記入ください。 

 原則として、1 つの質問につきあてはまる番号（１、２、３、…）１つに○をつけ

てください。ただし「あてはまるものすべてに○」とあるものについては、あては

まるものすべてに〇をつけてください 

 選択肢がない質問は、各質問文の説明にあるとおりにお答えください。 

 アンケート用紙は全部で 9 ページあります。ご記入漏れのないようご注意くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

【調査主体】立教大学社会学部 

  

http:// www.rikkyo.ac.jp/ 

 研究代表者 須永 将史 立教大学社会学部 助教 

調査担当者 曺 慶鎬 立教大学兼任講師 
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■はじめに、先ごろ行われた参議院選挙についてお伺いいたします。

問1  2019 年（令和元年）7 月 21 日に行われた参議院選挙において、選挙区では、どの政

党の候補者に投票しましたか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

1． 自民党

2． 公明党

3． 立憲民主党

4． 国民民主党

5． 共産党

6． 日本維新の会

7． 社民党 

8． れいわ新選組 

9． その他の政党 

10．無所属 

11．白票を投じた 

12．投票に行かなかった 

問2  2019 年（令和元年）7 月 21 日に行われた参議院選挙において、比例区では、どの政

党の候補者に投票しましたか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

1． 自民党

2． 公明党

3． 立憲民主党

4． 国民民主党

5． 共産党

6． 日本維新の会

7． 社民党 

8． れいわ新選組 

9． その他の政党 

10．白票を投じた 

11．投票に行かなかった 

■次に、ご自身とご家族についてお伺いいたします。

問3 あなたの性別と年齢をご記入ください。 

1. 男性 2. 女性 満 歳 

問4 あなたは結婚されていますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

1. 未婚 2. 既婚 3. 離別・死別

問5 あなたにはお子さまが何人いらっしゃいますか。あてはまるもの１つに○をつけて

ください。 

1. いない 2. １人 3. ２人 4. ３人以上

問6 あなたと一緒に暮らしている方は、あなたを除いて何人になりますか。具体的な数字

を記入してください。 

あなたを除いて 人 
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問7  あなたと一緒に暮らしている方はどのような人ですか。あてはまるものすべてに○

をつけてください。 

 a. 配偶者 

b. 子 

c. 子の配偶者 

d. 孫 

e. ご自身または配偶者の父母 

f. ご自身または配偶者の祖父母 

g. ご自身または配偶者の兄弟姉妹 

h. その他 

i. 誰とも一緒に暮らしていない 

 

 

■次に、趣味と消費についてお伺いいたします。 

問8   あなたは以下のような文化的な趣味をお持ちですか。あてはまるものすべてに○を

つけてください。 

 a. 美術館に行く 

b. 絵や陶芸をする 

c. 楽器を演奏する 

d. 日本芸能、西洋芸能の鑑賞に行く 

e. クラシック音楽のコンサートに行く 

f. 茶道・華道・書道をする 

g. 短歌・俳句を詠む 

h. この中にあてはまる趣味はない 

 

問9  上記の趣味や娯楽を一緒に楽しむ友人は、何人いますか。あてはまるもの１つに○を

つけてください。 

 1． まったくいない（０人） 

2． 少しだけいる（１～２人） 

3． まあまあいる（３～４人） 

4． たくさんいる（５人以上） 

 

問10  あなたの商品の選び方についてお伺いいたします。下記の質問のうちあてはまるも

のそれぞれ１つに〇をつけてください。 

 
 

とても 

当てはまる 

ある程度 

当てはまる 

あまり当て

はまらない 

まったく当て

はまらない 

 a. 周囲が持っている商品

を持っていないと気に

なる 

1 2 3 4 

 b. 流行や話題になってい

る商品を選ぶ 
1 2 3 4 

 c. 新しい商品が出るとほ

しくなる 
1 2 3 4 

 d. 性能よりもデザインを

重視して商品を選ぶ 
1 2 3 4 

 e. 少し値段が高くても、有

名なブランドやメーカ

ーの商品を選ぶ 

1 2 3 4 
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■次に、近隣の人びととの関係についてお伺いいたします。 

問11  あなたの隣近所や地域における現在の関係はどのようなものですか。あてはまるも

の１つに○をつけてください。 

 1． 色々と相談したり、助け合える関係 

2． あまり堅苦しくなく話し合える関係 

3． 会った時にあいさつする程度の関係 

4． 隣近所の人と関係はない 

 

問12  あなたが考える隣近所や地域における理想の関係はどのようなものですか。あては

まるもの１つに○をつけてください。 

 1． 色々と相談したり、助け合える関係 

2． あまり堅苦しくなく話し合える関係 

3． 会った時にあいさつする程度の関係 

4． 隣近所の人と関係はない 

 

■次に、周囲との関係についてお伺いいたします。 

問13  あなたは、自分の生活が忙しいと感じていますか。それとも感じていませんか。あて

はまるもの１つに○をつけてください。 

 1． とてもそう感じている 

2． ややそう感じている 

3． あまりそう感じていない 

4． そう感じていない 

 

問14  休日は現在のお住いからどのくらい離れたところで過ごすことが多いですか。以下

のうちあてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1． 家の中 

2． 家から２ｋｍ圏内の場所 

3． 家から２ｋｍ以上１０ｋｍ圏内の場所 

4． 家から１０ｋｍ以上の場所 

 

問15  あなたは、以下にあげる人をどのくらい信頼できますか。あてはまるものそれぞれ１

つに〇をつけてください。 

 
 

とても 

信頼できる 

ある程度 

信頼できる 

あまり 

信頼できない 

まったく 

信頼できない 

 a. 家族 1 2 3 4 

 b. 友人 1 2 3 4 

 c. 学校・職場の人 1 2 3 4 
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■次に、仕事と生活のバランスについてお伺いいたします。 

問16  あなたは、日頃の生活の中で、休んだり、好きなことをしたりする時間のゆとりがあ

りますか（睡眠・入浴などの生活に必要な時間を除く）。あてはまるもの１つに○を

つけてください。 

 1． かなりゆとりがある 

2． ある程度ゆとりがある 

3． あまりゆとりがない 

4． ゆとりがない 

 

問17  あなたには、「仕事とはあくまで生活の一部分である」という意識はどのくらいあり

ますか。あなたのお考えや現状に最も近いもの１つに○をつけてください。 

 1． とてもある 

2． ある程度ある 

3． あまりない 

4． まったくない 

 

問18  あなたは生活全般に満足していますか。それとも満足していませんか。あてはまるも

の１つに○をつけてください。 

 1． とても満足している 

2． ある程度満足している 

3． あまり満足していない 

4． まったく満足していない 

 

問19  ふだん生活していて、以下のように後ろ向きの気持ちになることはありますか。あて

はまるものそれぞれ１つに〇をつけてください。 

 
 当てはまる 

だいたい 

当てはまる 

あまり当て

はまらない 

当てはまら

ない 

 a. 精神的に疲れを感じる 1 2 3 4 

 b. 仕事または家事へのやり

がいを感じない 
1 2 3 4 

 c. そわそわしたり、落ち着

きがなく感じる 
1 2 3 4 

 d. よく眠れないことがある 1 2 3 4 

 e. 気分が沈みこんで、何が

起こっても気が晴れない 
1 2 3 4 

 f. 何をするのも骨折りだと

感じる 
1 2 3 4 

 

■次に、家事についてお伺いいたします。 

問20  あなたは、家事を１日に平均何時間程度行いますか。あてはまるもの１つに○をつけ

てください。 

 
1． ８時間以上 

2． ６時間以上８時間未満 

3． ４時間以上６時間未満 

4． ２時間以上４時間未満 

5． ２時間未満 

6． ほとんどしない 
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問21  あなたは、家事に関する外部サービス（掃除代行、家事代行など）を利用したいと思

いますか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1． 積極的に利用したい 

2． 一部は利用したい 

3． できるかぎり利用したくない 

4． まったく利用したくない 

 

問22  あなたは、家事から解放されたいと思ったご経験はありますか。それともありません

か。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1． よくある 

2． ときどきある 

3． あまりない 

4． まったくない 

 

問23  「愛情があれば、家族のために家事をすることは苦にならないはずだ」という考えが

あります。あなたはこの考えに賛成ですか、それとも反対ですか。あてはまるもの１

つに○をつけてください。 

 1． 賛成である 

2． どちらかといえば賛成である 

3． どちらかといえば反対である 

4． 反対である 

 

問24  あなたが好ましいと思う夫婦の働き方は、以下の選択肢の中でどれに最も近いです

か。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1． 夫は外で働き、妻は家事を行う 

2． 夫婦共働きだが、主に家事をしてい

るのは妻である 

3． 夫婦共働きで、家事は同程度に行う 

4． 夫婦共働きだが、主に家事をしてい

るのは夫である 

5． 妻は外で働き、夫は家事を行う 

 

 

■次に、女性の出産と仕事のあり方についてお伺いいたします。 

問25  あなたの母親は出産後も仕事をしていましたか。あてはまるもの１つに○をつけて

ください。 

 1． フルタイムで働いていた 

2． パートタイムで働いていた 

3． 働いていなかった 

4． そのほか 

5． わからない 

 

 

問26  あなたは、女性が出産後も仕事をすることに賛成ですか、それとも反対ですか。あて

はまるもの１つに○をつけてください。 

 1． とても賛成である 

2． やや賛成である 

3． やや反対である 

4． まったく反対である 
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■次に、奨学金についてお伺いいたします。 

問27  あなたは大学に通う際に、奨学金を利用しましたか。あてはまるもの１つに○をつけ

てください。 

 1． 返済の必要のない、給付型奨学金を利用した（している） 

2． 返済の必要のある、貸与型奨学金を利用した（している） 

3． 利用しなかった（していない） 

4． 大学に進学しなかった 

 

問28  現在、教育機会の平等に向けた対策として、返済の必要のない給付型奨学金について

さまざまな議論がなされています。あなたは給付型奨学金の拡充について賛成です

か、それとも反対ですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1． 賛成である 

2． どちらかといえば賛成である 

3． どちらかといえば反対である 

4． 反対である 

 

問29  あなたは大学などで高等教育を受ける際にかかる費用を誰（または機関）が負担すべ

きだと考えますか。あてはまるものそれぞれ１つに〇をつけてください。 

 
 

とても 

そう思う 

ある程度 

そう思う 

あまりそう

思わない 

まったくそ

う思わない 

 a. 国や自治体（行政） 1 2 3 4 

 b. 親 1 2 3 4 

 c. 教育を受ける本人 1 2 3 4 

 

■次に、捕鯨問題と動物愛護についてお伺いいたします。 

問30  あなたはクジラとイルカを可愛い動物だと思いますか。あてはまるものそれぞれ１

つに〇をつけてください。 

 
 

とても 

そう思う 

ある程度 

そう思う 

あまり 

そう思わない 

まったく 

そう思わない 

 a. クジラ 1 2 3 4 

 b. イルカ 1 2 3 4 

 

問31  あなたはクジラとイルカを食べるべきでないと思いますか。あてはまるものそれぞ

れ１つに〇をつけてください。 

 
 食べるべきでない 

なるべく 

食べるべきでない 

ある程度 

食べても良い 
食べても良い 

 a. クジラ 1 2 3 4 

 b. イルカ 1 2 3 4 
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問32  あなたは飼育されている動物に対して苦痛を感じさせないような配慮が必要だと思

いますか。あてはまるもの１つに〇をつけてください。 

 1． とても必要だと思う 

2． ある程度必要だと思う 

3． あまり必要だと思わない 

4． まったく必要だと思わない 

 

問33  あなたは人権と同程度に動物の権利を尊重することが重要だと思いますか。あては

まるもの１つに〇をつけてください。 

 1． とても重要だと思う 

2． ある程度重要だと思う 

3． あまり重要だと思わない 

4． まったく重要だと思わない 

 

■最後に、ご自身の学歴とお仕事についてお伺いいたします。 

問34  あなたが最後に卒業した学校（在学中を含む）はどちらですか。あてはまるもの１つ

に○をつけてください。 

 1． 中学校（旧制尋常小学校・旧制高等小学校を含む） 

2． 高校（旧制中学・旧制中学校・高等女学校・実業学校を含む） 

3． 専門学校・短大・高専（旧制高校・旧制師範学校・旧制高等師範学校を含む） 

4． 大学（旧制大学を含む）・大学院 

 

問35  あなたのお仕事について、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1. 専業主婦・主夫（パートや内職、家族

従業をしていない方） 

2. 学生（アルバイトをしている方を含む） 

3. 無職（専業主婦・主夫や学生以外の方） 

4. 臨時雇用、パート、アルバイト 

5. 派遣社員、契約社員、請負・委託業務 

6. 常時雇用されている一般職（役職な

し） 

7. 常時雇用されている管理職 

8. 営業主または家族従業者 

9. 経営者、会社・団体役員 

10. そのほか 

 

問36  昨年１年間のあなたの収入は、税込みで次の中のどれに近いですか（臨時収入、副収

入を含む）。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1. なし 

2. １００万円未満 

3. １００万円以上３００万円未満 

4. ３００万円以上６００万円未満 

5. ６００万円以上９００万円未満 

6. ９００万円以上１２００万円未満 

7. １２００万円以上１５００万円未満 

8. １５００万円以上 

 

9. わからない 
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問37  昨年１年間のご家族全体の収入は、税込みで次の中のどれに近いですか（臨時収入、

副収入を含む）。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1. なし 

2. １００万円未満 

3. １００万円以上３００万円未満 

4. ３００万円以上６００万円未満 

5. ６００万円以上９００万円未満 

6. ９００万円以上１２００万円未満 

7. １２００万円以上１５００万円未満 

8. １５００万円以上 

 

9. わからない 

 

問38  １５歳のころのあなたのお宅の暮らし向きはどのようでしたか。当時のふつうの暮

らし向きと比べて、あてはまるもの１つに○をつけてください。 

 1. 豊か 

2. やや豊か 

3. ふつう 

4. やや貧しい 

5. 貧しい 

6. わからない 

 

問39  かりに、現在の日本の社会全体を、以下に書いてあるように５つの層に分けるとすれ

ば、現在のあなた自身は、どれに入ると思いますか。あてはまるもの１つに○をつけ

てください。 

 1. 上 

2. 中の上 

3. 中の下 

4. 下の上 

5. 下の下 

 

 

■質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 

本調査について、ご意見がありましたらお書き下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




