
 

国民年金納付者行動データベースⅡ質問票(2)
2009年2月実施
※本調査は、文部科学省人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業（平成20年度）によるものです。
 

属性スクリーニング調査

※実際の調査票では、青色の注意書きは表示されません。

予備調査

※実際の本調査では、青色の注意書きは表示されません。

本調査

※実際の本調査では、青色の注意書きは表示されません。

Q1 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。 【必須】

  ある 

  ない   → Q3へ

【-------------改ページ-------------】

Q2 Q1で「ある」とお答えいただい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。 【必須】

  支払っている   → Q5へ

  支払っていない 

【-------------改ページ-------------】

Q3 あなたは免除制度を利用していますか。 【必須】

  利用している   → Q5へ

  利用していない 

【-------------改ページ-------------】

Q4 「免除制度を利用していない」とお答えいただい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。 【必須】

  経済的な余裕が無いから支払わない 

  経済的な余裕は有るが支払わない 

  その他    【FA必須】
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【-------------改ページ-------------】

Q5 あなたは、年金特別便を受け取りましたか。 【必須】

  受け取った 

  受け取っていない   → Q10へ

  わからない   → Q10へ

【-------------改ページ-------------】

Q6 年金特別便について、年金保険料の未納の期間がありましたか。 【必須】

※ここで未納の期間とは、国民年金の加入月数よりも保険料納付済月数（学生納付特例月数や保険料免除を含む）が少ない場合をいいます。

  未納の期間があった 

  未納の期間はなかった 

Q7 年金特別便に誤りがありましたか。 【必須】

  国民年金保険料を支払った期間（学生納付特例や保険料免除期間）が納付済月数（学生納付特例月数や保

険料免除月数）に算入されていない 

  厚生年金・共済年金に加入していた期間に加入記録がない 

  誤りはない 

Q8 年金特別便により、公的年金に対する信頼感に変化はありましたか。 【必須】

  信頼感が増した 

  信頼感に変化はなかった 

  信頼感が低下した 

Q9 今後の国民年金の保険料のお支払いについてどう考えていますか。 【必須】

  保険料をできる限り支払いたいと思う 

  保険料の支払いはやめたいと思う 

  保険料を払うかどうか分からない 

【-------------改ページ-------------】

仮にあなたが次の2つの時期のどちらかにお金をもらえることとします。1つは1ヶ月後で額は1万円です。もう1つはさらに1年経った13ヶ月後です。

Q10 あなたは1ヶ月後に1万円もらう代わりに、13ヶ月後に何円もらえれば納得できますか。納得できる最低額をお答えください 【必須】

13ヶ月後に、最低  円 もらえれば納得できる （半角数字8文字以内）

【入力形式：数値】

【-------------改ページ-------------】

Q11 あなたが普段お出かけになるときに、傘を持って出かけるのは降水確率が何％以上のときですか。 【必須】
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 ％以上 （半角数字3文字以内）

【入力形式：数値】

【-------------改ページ-------------】

Q12 あなたは、国民年金に不満がありますか。当てはまるものをすべてお選びください。 【必須(チェックはいくつでも)】

  年金の記録問題・改ざん問題 

  社会保険庁や厚生労働省の組織の問題 

  積立金のむだづかい 

  年金未納者の割合が高く、自分が払うことを不公平に感じること 

  若い世代ほど不利になること 

  年金を受給するために25年以上保険料を納付しなければならないこと 

  給付額が低すぎること 

  保険料が高すぎること 

  不満を感じることはない   <EX>

Q13
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、それぞれ当てはまるものを1つずつお選びください。 【必須】

 強く信頼できる やや信頼できる どちらでもない あまり信頼できない 全く信頼できない

テレビ報道

新聞報道

インターネット情報

隣近所の噂

職場の同僚の噂

友人知人の電子メール・電話

週刊誌・月刊誌

【表側-ランダム】

【-------------改ページ-------------】

Q14 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。 【必須】

  100万円未満 

  100万円以上500万円未満 

  500万円以上1000万円未満 

  1000万円以上 

Q15 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。 【必須】

  100万円未満 

  100万円以上500万円未満 

  500万円以上1000万円未満 

  1000万円以上 

【-------------改ページ-------------】
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Q16 あなたご自身の年収をお選びください。 【必須】

  100万円未満 

  100万円以上200万円未満 

  200万円以上300万円未満 

  300万円以上400万円未満 

  400万円以上500万円未満 

  500万円以上600万円未満 

  600万円以上700万円未満 

  700万円以上800万円未満 

  800万円以上900万円未満 

  900万円以上1000万円未満 

  1000万円以上 

Q17 あなたの世帯全体の年収をお選びください。 【必須】

  100万円未満 

  100万円以上200万円未満 

  200万円以上300万円未満 

  300万円以上400万円未満 

  400万円以上500万円未満 

  500万円以上600万円未満 

  600万円以上700万円未満 

  700万円以上800万円未満 

  800万円以上900万円未満 

  900万円以上1000万円未満 

  1000万円以上 

Q18 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。 【必須】

  中学卒業 

  高校卒業 

  専門学校卒業 

  短期大学・高専卒業 

  大学学部卒業 

  大学院修了 

  その他    【FA必須】

Q19 あなた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。 【必須】

  自営業主 

  家族従業者 

  正社員 
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  パート・アルバイト労働者 

  派遣社員 

  契約社員 

  業務請負 

  日雇いもしくは季節労働者 

  仕事をしていないが求職活動中である 

  仕事をしていないし、かつ求職活動もしていない 

  その他    【FA必須】

Q20 あなたに配偶者（夫もしくは妻）はおられますか。 ※事実上の夫、もしくは妻も含みます。 【必須】

  いる 

  いない   → Q23へ

【-------------改ページ-------------】

Q21 配偶者がいらっしゃ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。 【必須】

  中学卒業 

  高校卒業 

  専門学校卒業 

  短期大学・高専卒業 

  大学学部卒業 

  大学院修了 

  その他    【FA必須】

Q22 あなたの配偶者のお仕事について、あてはまるものをお選びください。 【必須】

  自営業主 

  家族従業者 

  正社員 

  パート・アルバイト労働者 

  派遣社員 

  契約社員 

  業務請負 

  日雇いもしくは季節労働者 

  仕事をしていないが求職活動中である 

  仕事をしていないし、かつ求職活動もしていない 

  その他    【FA必須】

【-------------改ページ-------------】

Q23 あなたと同居されている家族の方を選択してください。 【必須(チェックはいくつでも)】
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  配偶者 

  子ども 

  子どもの配偶者 

  孫 

  父親 

  母親 

  祖父母 

  兄弟・姉妹 

  その他    【FA必須】

  同居している家族はいない   <EX>

【-------------改ページ-------------】

Q24 現在、あなたが支持している政党はありますか。 【必須(チェックはいくつでも)】

  自民党（自由民主党） 

  民主党 

  公明党 

  共産党 

  社会民主党 

  国民新党 

  新党日本 

  支持している政党はない   <EX>

Q25 以下の中で、あなたのお気持ちに当てはまるものをお選びください。 【必須】

 全くそう思わない あまりそう思わない どちらでもない ある程度そう思う 完全にそう思う

ほとんどの人は基本的に正直である

私は人を信頼する方である

ほとんどの人は基本的に善良で親切であ

る

ほとんどの人は他人を信頼している

ほとんどの人は信用できる

Q26 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。 【必須】

  全く信頼できない 

  あまり信頼できない 

  どちらでもない 

  ある程度信頼できる 

  完全に信頼できる 

Q27 以下のA、Bのうちあなたの考えに近いのはどちらですか。 【必須】
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  A．利回りが期待できなくても安全性が高い預貯金の方法を考える 

  B．安全性がそれほど高くなくても、利回りが期待できる運用の方法を考える 

【-------------改ページ-------------】

Q28
20歳から59歳まで国民年金の保険料をきちんと納めた場合、月あたりいくらの年金が給付されるとお考えですか。

だいたいでお答えください。ただし、まったくわからない場合は、0円と回答してください。 【必須】

だいたい 月  円 （半角数字6文字以内）

【入力形式：数値】

【-------------改ページ-------------】

Q29
20歳から59歳まで国民年金の保険料をきちんと納めた場合、現在給付される国民年金の年金額は月6万6千円です。

今後もこの金額をもらえるとすると最高でいくらまでの保険料をお支払いになりますか。 【必須】

最高で 月  円 まで支払う （半角数字8文字以内）

【入力形式：数値】

Q30 あなたのご住所の郵便番号上3桁をお教えください。 【必須】

郵便番号 〒  （半角数字3文字以内）

【入力形式：数値】
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