
国民年金納付者行動データベースⅠ 
2007年9月実施 

※本調査は、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業（平成19～21年度）によるものです。  

設問状況 

PAGE 0 

 

. 

PAGE 1 

 

. 

PAGE 2 

 

. 

PAGE 3 

 

. 

PAGE 4 

 
アンケートにご協力お願いします。 
 
※本調査は、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業（平成19～21年度） によるものです。

 次へ 

問1．あなたは国民年金の保険料を過去に1度でも支払ったご経験がおありですか？ 
   あてはまるものをお選びください。 [設問1:SA] 

ある【1】

ない【2→設問3】

 次へ 

問2．問1で「ある」を選ばれた方におうかがいします。 
   現在も国民年金の保険料をお支払い中ですか。あてはまるものをお選びください。 [設問2:SA] 

支払っている【1→設問11】

支払っていない【2】

 次へ 

問3．問1で「ない」あるいは、問2で「支払っていない」を選ばれた方におうかがいします。 
   あてはまるものをお選びください。 [設問3:SA] 

免除制度を利用している【1→設問11】

免除制度を利用していない【2】

 次へ 

問4．問3で「免除制度を利用していない」を選ばれた方におうかがいします。 
   保険料を支払わない理由は何ですか？あてはまるものをお選びください。 [設問4:SA] 

経済的な余裕が無いから支払わない【1】

経済的な余裕は有るが支払わない【2】

 [設問(番号無):NONE] 

問5．保険料を支払わない行動を選ばれた情報源を1つだけ選んで、あてはまるものをお選びください。 [設問5:SA] 

テレビ報道【1[R]】

新聞報道（インターネット上のニュースサイトを除く）【2[R]→設問7】

週刊誌・月刊誌報道【3[R]→設問8】

インターネット情報（報道機関のニュースサイト・電子掲示板・ブログ・SNSなど）【4[R]→設問9】
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友人知人等からの電子メールもしくは電話【5[R]→設問10】

その他【6→設問11】   $FA_5.2$

 次へ 

問6．問5の質問で「テレビ報道」を選ばれた方におうかがいします。 
   あなたが最も信頼をおいておられる放送局を選んで、あてはまるものをお選びください。 [設問6:SA] 

NHK【1[R]】

民間の5大ネットワーク【2[R]】

CATV（ケーブルテレビ）【3[R]】

 次へ 

問7．問5の質問で「新聞報道」を選ばれた方におうかがいします。 [設問7:NONE] 

問7－1．ご家庭では新聞を何紙とっておられますか。あてはまるものをお選びください。 [設問7_1:SA] 

1紙【1】

2紙【2】

3紙【3】

4紙以上【4】

0紙【5】

 [設問(番号無):NONE] 

問7－2．あなたが最も信頼をおいておられる新聞名を1つだけ選んで、あてはまるものをお選びください。 [設問7_2:SA] 

朝日新聞【1[R]】

読売新聞【2[R]】

日本経済新聞【3[R]】

毎日新聞【4[R]】

産経新聞【5[R]】

地方紙【6[R]】

スポーツ紙【7[R]】

夕刊紙【8[R]】

その他【9】   $FA_7_2.2$

 次へ 

問8．問5の質問で「週刊誌・月刊誌報道」を選ばれた方におうかがいします。 [設問8:NONE] 

問8－1．定期的に購入される週刊誌・月刊誌の数について、あてはまるものをお選びください。 [設問8_1:SA] 

1誌【1】

2誌【2】

3誌【3】

4誌以上【4】

0誌【5】

 [設問(番号無):NONE] 
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問8－2．あなたがもっとも信頼をおいておられる週刊誌・月刊誌名をご記入ください。 [設問8_2:FA:40×1] 

 $FA_8_2.1$

 次へ 

問9．問5の質問で「インターネット情報」を選ばれた方におうかがいします。 
   あなたが最も重視されるインターネット情報を1つだけ選んで、あてはまるものをお選びください。 [設問9:SA] 

ポータルサイトのニュースページ（Yahoo!JAPANのニュースページなど）【1[R]】

報道機関のニュースサイト（asahi.comなど）【2[R]】

BBS（掲示板）【3[R]】

SNS（mixiなど）【4[R]】

ブログ【5[R]】

メールマガジン【6[R]】

 次へ 

問10．問5の質問で「友人知人等からの電子メールもしくは電話」を選ばれた方におうかがいします。 [設問10:NONE] 

問10－1．毎日直接会われてお話をされるご近所の方の人数についてあてはまるものを1つだけお選びください。 [設問10_1:SA]

会話しない【1】

1人【2】

2人【3】

3人【4】

4人以上【5】

 [設問(番号無):NONE] 

問10－2．隣近所の方と直接会われて会話される回数についてあてはまるものを1つだけお選びください。 [設問10_2:SA] 

1日1回以上【1】

2～3日おき【2】

週に1回【3】

月に1～2回【4】

隣近所とほとんど会話しない【5】

 次へ 

問11．以下の情報源に対するあなたの信頼の度合いについておうかがいします。各情報源について、各行から、 
   当てはまるものを1つだけお選びください。 [設問11:MT] 

 
強く信頼でき

る 
【1】

やや信頼でき
る 

【2】

どちらでもな
い 

【3】

あまり信頼できな
い 

【4】

全く信頼できな
い 

【5】

テレビ報道[R] [設問11_1:SA【1R】]

新聞報道[R] [設問11_2:SA【2R】]

インターネット情報[R] [設問11_3:SA【3R】]

隣近所の噂[R] [設問11_4:SA【4R】]

職場の同僚の噂[R] [設問11_5:SA【5R】]
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友人知人の電子メール・電話[R] [設問11_6:SA
【6R】]

週刊誌・月刊誌[R] [設問11_7:SA【7R】]

 次へ 

問12．あなたご自身の預・貯金の普通・定期を含む合計金額をお選びください。 [設問12:SA] 

500万円未満【1】

500万円以上1000万円未満【2】

1000万円以上【3】

 [設問(番号無):NONE] 

問13．あなたの世帯全体の預・貯金の普通・定期を含む合計金額をお選びください。 [設問13:SA] 

500万円未満【1】

500万円以上1000万円未満【2】

1000万円以上【3】

 [設問(番号無):NONE] 

問14．あなたご自身の年収をお選びください。課税前の数字で結構です。 [設問14:SA] 

200万円未満【1】 600万円以上700万円未満【6】

200万円以上300万円未満【2】 700万円以上800万円未満【7】

300万円以上400万円未満【3】 800万円以上900万円未満【8】

400万円以上500万円未満【4】 900万円以上1000万円未満【9】

500万円以上600万円未満【5】 1000万円以上【10】

 [設問(番号無):NONE] 

問15．あなたの世帯全体の年収をお選びください。課税前の数字で結構です。 [設問15:SA] 

200万円未満【1】 600万円以上700万円未満【6】

200万円以上300万円未満【2】 700万円以上800万円未満【7】

300万円以上400万円未満【3】 800万円以上900万円未満【8】

400万円以上500万円未満【4】 900万円以上1000万円未満【9】

500万円以上600万円未満【5】 1000万円以上【10】

 次へ 

問16．あなたの最終学歴についておうかがいします。あてはまるものをお選びください。 [設問16:SA] 

中学卒業【1】

短期大学・高等学校卒業【2】

高等専門学校卒業【3】

大学学部卒業【4】

大学院修了【5】

その他【6】   $FA_16.2$

 [設問(番号無):NONE] 

問17－1．あなたに配偶者（夫もしくは妻）はおられますか。 [設問17:SA] 
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いる【1】

いない【2→設問18】

 次へ 

問17－2．配偶者のおられる方におうかがいします。 
     あなたの配偶者の最終学歴について、あてはまるものをお選びください。 [設問17_2:SA] 

中学卒業【1】

短期大学・高等学校卒業【2】

高等専門学校卒業【3】

大学学部卒業【4】

大学院修了【5】

その他【6】   $FA_17_2.2$

 次へ 

問18．あなたのお住まいの地域周辺の環境についてあてはまるものをお選びください。 [設問18:SA] 

住宅地【1】

商業地【2】

工場地帯【3】

農・山・漁村【4】

その他【5】   $FA_18.2$

 次へ 

問19．2007年5月、公的年金の記録漏れ問題が報道された時にあなたは以下のいずれの行動をとられましたか？ 
   最もあてはまるものを1つだけお選びください。 [設問19:SA] 

すぐ自分の勤務先に問合わせた【1[R]】

信頼する人に電話もしくは電子メールで相談した【2[R]】

社会保険庁に電話もしくは電子メールで問合わせた【3[R]】

社会保険庁のホームページを閲覧した【4[R]】

社会保険事務所や公的機関に相談に行った【5[R]】

とりあえず手近（隣近所・職場）にいる人に面談して相談した【6[R]】

何もしなかった【7】

その他【8】   $FA_19.2$

 [設問(番号無):NONE] 

問20．あなたのご自身のお仕事についておうかがいします。あてはまるものをお選びください。 [設問20:SA] 

自営業主【1】

家族従業者【2】

常用雇用（正社員など）【3】

臨時雇用・パート労働者（アルバイトを含む）【4】

派遣社員【5】
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仕事をしていないが求職活動中である【6】

仕事をしていないし、かつ求職活動もしていない【7】

 [設問(番号無):NONE] 

問21．あなたと同居されている方の数をご記入下さい。同居されている方がおられない場合は 
   0をご記入ください。 [設問21:FA:5×1] 

 $FA_21

 次へ 

問22．あなたは、「ほとんどの人は基本的に正直である」と思っていますか？ 
   あてはまるものを1つだけお選びください。 [設問22:SA] 

全くそう思わない【1】

あまりそう思わない【2】

どちらでもない【3】

ある程度そう思う【4】

完全にそう思う【5】

 [設問(番号無):NONE] 

問23．あなたは、「私は人を信頼する方である」と思っていますか？ 
   あてはまるものを1つだけお選びください。 [設問23:SA] 

全くそう思わない【1】

あまりそう思わない【2】

どちらでもない【3】

ある程度そう思う【4】

完全にそう思う【5】

 [設問(番号無):NONE] 

問24．あなたは、「ほとんどの人は基本的に善良で親切である」と思っていますか？ 
   あてはまるものを1つだけお選びください。 [設問24:SA] 

全くそう思わない【1】

あまりそう思わない【2】

どちらでもない【3】

ある程度そう思う【4】

完全にそう思う【5】

 [設問(番号無):NONE] 

問25．あなたは、「ほとんどの人は他人を信頼している」と思っていますか？ 
   あてはまるものを1つだけお選びください。 [設問25:SA] 

全くそう思わない【1】

あまりそう思わない【2】

どちらでもない【3】

ある程度そう思う【4】

完全にそう思う【5】

 [設問(番号無):NONE] 

問26．あなたは、「ほとんどの人は信用できる」と思っていますか？ 
   あてはまるものを1つだけお選びください。 [設問26:SA] 
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全くそう思わない【1】

あまりそう思わない【2】

どちらでもない【3】

ある程度そう思う【4】

完全にそう思う【5】

 [設問(番号無):NONE] 

問27．日本の公的年金制度に対するあなたの信頼度についておうかがいします。 
   あてはまるものを1つだけお選びください。 [設問27:SA] 

全く信頼できない【1】

あまり信頼できない【2】

どちらでもない【3】

ある程度信頼できる【4】

完全に信頼できる【5】

 次へ 

「送信ボタン」を押すと、アンケートが完了します 
 

. 

 
アンケートは以上です。ありがとうございました。 

 送信 

Page 7 of 7


