
A票 変数ラベルなど 変数名 備考

Q1 性別 sexa
Q2 年齢 ageb
Q3 テレビ視聴時間 hrtv
Q4 1ヶ月の読書冊数 fq5read
Q5 新聞を読む頻度 fq5newsp
Q6 インターネットでニュース記事を読む頻度 fq6nwsin
Q7-1 利用通信媒体 docompj~
Q7-2 インターネットの利用 doinbrs~
Q8 定期的に行なうスポーツ：頻度 fqsport
Q9A 家族と一緒の夕食：頻度 fq7ffdnr
Q9B 友人との会食：頻度 fq7frsee
Q9C 夕食の用意：頻度（本人） fq7ckdnr
Q9D 洗濯：頻度（本人） fq7wash
Q9E 買い物：頻度（本人） fq7shop
Q9F 家の掃除：頻度（本人） fq7clean
Q9G ゴミ出し：頻度（本人） fq7garb
Q9H 家の簡単な修理：頻度（本人） fq7rph
Q10 喫煙経験 dosmokex
Q11 飲酒頻度 do7drink
Q12A 生活満足度：居住地域 st5areay
Q12B 生活満足度：余暇利用 st5leisy
Q12C 生活満足度：家庭生活 st5lifey
Q12D 生活満足度：家計状態 st5ecny
Q12E 生活満足度：友人関係 st5friy
Q12F 生活満足度：健康状態 st5hlthy
Q12G 生活満足度：配偶者との関係 st5ssrel
Q13 幸福度 op5happz
Q14 居住形態：持ち家 ownhouse
Q15 居住形態:一戸建て （tphouse）
Q16 現在の居住地域への居住年数 xliveyr
Q17 現在の居住地域に住み続けたいか wllive
Q18 居住地域の規模 sizehmt
Q19 家計状態の変化 op3ecn3a
Q20 世帯収入のレベル op5ffinx
Q21 15歳の頃の世帯収入レベル opffix15
Q22 生活水準向上機会の有無 op5chnca
Q23 階層帰属意識 op5levk
Q24 将来の経済的不安 axecnsf
Q25 所得格差への意見 opincdif
Q26A 国か個人か：高齢者の生活保障 op5srwfy
Q26B 国か個人か：高齢者の医療・介護 op5srmdy
Q26C 国か個人か：子どもの教育 op5cced
Q26D 国か個人か：保育・育児 op5ccare
Q27 貧富解消政策への賛否 q5gveqaa
Q28 政治意識（保革５段階） op5radca
Q29 支持政党 xx8plpty
Q30A 政治に関心がある q5poplint
Q30B 社会のために役立ちたい q5cntsoc
Q30C 自分の問題は他人に頼らず解決したい q5slvprb
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Q31A 意見についての賛否：性役割分担 q4wwhhx
Q31B 意見についての賛否：妻の仕事 q4wwjbia
Q31C 意見についての賛否：男性の家事 q4wncook
Q31D 意見についての賛否：女性の幸福 q4wnmga
Q31E 意見についての賛否：男性の幸福 q4mnmga
Q31F 意見についての賛否：子どもへの影響 q4jbmmcc
Q32A 組織への所属：政治団体 mempltgp
Q32B 組織への所属：業界団体 memind
Q32C 組織への所属：ボランティアのグループ memvlntr
Q32D 組織への所属：市民運動のグループ memcivil
Q32E 組織への所属：宗教の団体や会 memrl
Q32F 組織への所属：スポーツ関係のグループやクラブ memsport
Q32G 組織への所属：趣味の会 memhobby
Q32H 組織への所属：生協 memcoop
Q33-1 信仰する宗教の有無（本人） dorl
Q33-2 信仰する宗教（本人） xxrl
Q33-3 信仰の度合い（本人） do3pious
Q34A 組織への信頼：大企業 tr3corpz
Q34B 組織への信頼：宗教団体 tr3rlgpz
Q34C 組織への信頼：学校 tr3schlz
Q34D 組織への信頼：中央官庁 tr3bcraz
Q34E 組織への信頼：労働組合 tr3unnz
Q34F 組織への信頼：新聞 tr3nwspz
Q34G 組織への信頼：病院 tr3hsplz
Q34H 組織への信頼：テレビ tr3tvz
Q34I 組織への信頼：裁判所 tr3spcaz
Q34J 組織への信頼：学者・研究者 tr3acdaz
Q34K 組織への信頼：国会議員 tr3cgmnz
Q34L 組織への信頼：市区町村議会議員 tr3cityz
Q34M 組織への信頼：自衛隊 tr3defz
Q34N 組織への信頼：警察 tr3copz
Q34O 組織への信頼：金融機関 tr3finz
Q35 健康状態（本人） op5hlthz
Q36A 時間的なゆとり感 tmaffl
Q36B 心のゆとり感 pcmind
Q36C 孤独感 lonely
Q37A 希望のなさ：将来の希望が持てない nofutr
Q37B 希望のなさ：目標は達成できない nogoal
Q38A 精神的健康：おちついた気分 sfmhpeac
Q38B 精神的健康：活力にあふれる sfmhengy
Q38C 精神的健康：おちこんだ気分 sfmhdprs
Q39 理想的な子どもの人数 appccnum
Q40 希望する子どもの性別 appccsxb
Q41 三世代同居観 op2gnr
Q42 外国人増加の賛否 qfnrincr
Q43 人への信頼感 op4trust
Q44 人間観（一般）：人間の本性 op7gdevo
Q45 留置票の記入日：月日 xxtoday
Q46 新型コロナウイルス：感染への不安 新規設問
Q47 新型コロナウイルス予防行動 新規設問
Q48 新型コロナウイルス感染（一般）：本人の責任 新規設問
Q49 新型コロナウイルス感染（本人）：本人の責任 新規設問
Q50 新型コロナウイルスワクチン接種の予定 新規設問（ESS項目）
Q51 感染リスクの可能性 新規設問
Q52 新型コロナウイルス感染拡大の影響（経験） 新規設問
Q53 新型コロナウイルス感染拡大の影響（自粛） 新規設問
Q54 新型コロナウイルス感染拡大の影響（仕事・職場の変化） 新規設問
Q55 新型コロナウイルス感染拡大の影響（仕事・職場の経験） 新規設問
Q56A 感染拡大防止か経済活動か 新規設問(ESS項目）



Q56B 行動追跡かプライバシーか 新規設問(ESS項目）
Q56C 国境封鎖の重要性 新規設問(ESS項目）
Q56D 移動制限 新規設問(ESS項目）
Q57 政府の新型コロナウイルス対応に対する評価 新規設問(ESS項目）
Q58 新型コロナウイルス：情報源 新規設問
Q59A 近隣状況：安心して生活できる opnbsafe
Q59B 近隣状況：互いに気にかけている opnbmtcn
Q59C 近隣状況：手助けしてくれる opnbass
Q60 自宅周辺の危険な場所の有無 fearwalk
Q61A 災害発生の可能性：地震 disquake
Q61B 災害発生の可能性：津波 distsnm
Q61C 災害発生の可能性：高潮や河川の氾濫 disflood
Q61D 災害発生の可能性：豪雪 distsnow
Q61E 災害発生の可能性：噴火 disvolc
Q61F 災害発生の可能性：土砂災害 disland
Q61G 災害発生の可能性：原子力発電所の事故 disnuc
Q62 災害発生に対する不安 axdis
Q63 自然災害時の地域の人どうしの協力 commdis
Q64-1 被災経験 新規設問
Q64-2 被災経験の最も長かった期間 新規設問
Q64-3 被災経験の時期 新規設問
Q65 避難の場所 新規設問
Q66 避難に対する準備 新規設問
Q67 政府の復興政策 新規設問
Q68A 環境被害：大気汚染 enhmap
Q68B 環境被害：水質汚染 enhmwp
Q68C 環境被害：土壌汚染 enhmsp
Q68D 地域問題：高齢化 enhmagng
Q68E 地域問題：買い物の不便さ enhmshop
Q68F 地域問題：空き家の増加 enhmemp
Q68G 地域問題：犯罪の増加 enhmdcrm
Q68H 地域問題：人口の流出 enhmdepp
Q68I 地域問題：公共交通機関の不便さ enhmtrns
Q68J 地域問題：耕作放棄地の増加 enhmdsld
Q68K 地域問題：鳥や獣による被害 enhmanml
Q68L 地域問題：山林の維持管理 enhmd
Q69 エコ商品の利用 doecslp~
Q70A 電気はこまめに消す fq4denki
Q70B 消費電力を減らす工夫 fq4elc
Q71 原子力政策への意見 axdis
Q72 放射性物質による食品汚染の不安感 opnucpol
Q73-1 心配事を聞いてくれた人の有無 lscon
Q73-2 心配事を聞いてくれた人 lsconff~
Q7４ 自分の位置する階層 op10lvl
Q7５ 親による体罰の賛否 q5pmspnk
Q7６ 教師による体罰の賛否 q5ttspnk
Q77 先週の就労経験 xjob1wk
Q78-1 雇用関係 tpjb
Q78-2 雇用形態 tpjbs
Q78-3 役職 tpjobp
Q78-4 非正規の職員・従業員について主な理由 新規設問
Q78-5 従業員を持つ自営業者 tpjbse
Q79 就労時間数／週 wrkhrs
Q80 通勤時間 docmt
Q81 就労年数 xjobyr
Q82 業種 xwplc
Q83 職種 xxjob・xxje08
Q84 主な勤め先の種類：公益的団体 jobnpo
Q85 企業規模 szttlsta



Q86 本人年収：主な仕事 szxincc
Q87 労働組合の有無 dounion
Q88 現在の仕事の満足度 st5job
Q89 現在の会社・組織での就労継続意向 wlkeepja
Q90 失業の可能性 op4unemp
Q91 再就労の容易さ op3newjb
Q92－1 副業の有無 xsjb1wk_w2
Q92－2 副業の数 xsjbnum_w2
Q92－3 副業就労時間数／週 szsjbhwk_w2
Q92－4 副業の就労形態 xxsjob_w2
Q93 不就労の理由 tp5unemp
Q94 就労経験 xwork
Q95 離職年齢 agestpwk
Q96 離職理由 xxstpjb
Q97‐1 前職の雇用関係 tplstjb
Q97-2 前職の雇用形態 tplstjbs
Q97-3 前職の役職 tplstjbp
Q98 前職の職種（ISCO08） xxlstjb・xxlje08
Q99 前職の企業規模（6 分類） szstfls
Q100 求職の有無（全員） dolookjb
Q10１ 転職数 xnumcowk
Q102 専修学校・専門学校への通学経験(本人） xspsch
Q103 最終学校（本人） xlstsch
Q104 最終学校の卒業・中退（本人） dolstsch
Q105 家族人数(本人含む） szffttl
Q106 同居家族 COFMSS∼
Q107 最も高齢の同居家族 新規設問
Q108 世帯年収 szhhincc
Q109 本人年収：全体 szxincac
Q110 両親の学歴 plstsch、mlstsch
Q111‐1 子どもの人数 ccnumc
Q111‐2 末子の年齢 新規設問
Q112 結婚状況 domarry
Q113 配偶者の年齢 spagex
Q114 配偶者の健康 新規設問（選択肢修正）
Q115 専修学校・専門学校への通学経験（配偶者） pspsch
Q116 最終学校（配偶者） sslstsch
Q117 最終学校の卒業・中退（配偶者） ssdolsts
Q118-1 先週の就労経験（配偶者） ssjb1wk
Q118-2 不就労の理由（配偶者） sstpunem
Q119 就労時間数／週（配偶者） ssjbhrwk
Q120‐1 雇用関係（配偶者） sstpjb
Q120‐2 雇用形態（配偶者） sstpjbs
Q120‐3 役職（配偶者） sstpjobp
Q120‐4 従業員を持つ自営業者（配偶者） sstpjbse
Q12１ 業種（配偶者） ssxwplc
Q122 職種（配偶者） ssxxjob
Q123 主な勤め先の種類：公益的団体（配偶者） ssjbnpo
Q124 企業規模（配偶者） ssszstfa
Q125 配偶者年収：全体 ssszinca
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