
 

国⺠年⾦に関する調査（第1回） 
 
2009年12⽉実施 
※本調査は、⽂部科学省私⽴⼤学学術⾼度化推進事業（平成19〜21年度）によるものです。 
 
 

 
 

 

本アンケートにお答えいただく前に、あなた⾃⾝についてお伺いします。 
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F1 性別 【必須】 

  男性  

  ⼥性  

F2 年齢 【必須】 

 歳 

F3 婚姻状況 【必須】 

  未婚  

  既婚  

F4 都道府県 【必須】 

 お選びください

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。 
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選択肢番号の表示/非表示

Q1 あなたは，厚⽣年⾦もしくは共済年⾦に加⼊しておられますか。 【必須】 

   はい   →終了 

   いいえ  

Q2 あなたは，専業主婦もしくは専業主夫であり，かつ，配偶者は厚⽣年⾦もしくは共済年⾦に加⼊しておられますか。 【必須】 

   はい   →終了 

   いいえ  

Q3 あなたは，⼤学⽣もしくは⼤学院⽣ですか。 【必須】 

   はい  

   いいえ   <GO> 
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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。 
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選択肢番号の表示/非表示

Q1 あなたは国⺠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 

Q2 前問で「ある」を選ばれた⽅におうかがいします。 
現在も国⺠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。 【必須】 

   ⽀払っている   → Q5へ 

   ⽀払っていない  

Q3 
前問で「（国⺠年⾦の保険料を⽀払ったことが） ない」あるいは「（現在国⺠年⾦を） ⽀払っていない」を選ばれた⽅におうか
がいします。 
あなたは免除制度を利⽤していますか。あてはまるものをお選びください。 【必須】 

   免除制度を利⽤している   → Q5へ 

   免除制度を利⽤していない  

Q4 前問で「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。 【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  

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 
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【入力形式：数値】  
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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。 
 
※ここで未納の期間とは，国⺠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。 【必須】 

   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(チェックはいくつでも)】 

   国⺠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   <EX> 

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】 

   公的年⾦に対する信頼感が増した  

   公的年⾦に対する信頼感に変化はなかった  

   公的年⾦に対する信頼感が低下した  

Q9 今後の国⺠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  

Q10 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】 

  

 ％以上 （半⾓数字3⽂字以内）

Q11 国⺠年⾦に不満がありますか。以下のものから当てはまるものをお選びください。 【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  
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【表側-ランダム】  
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   年⾦未納者の割合が⾼く，⾃分が払うことに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> 

Q12 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1つだけお選びください。 【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           

Q13 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  

Q14 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  

Q15 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  
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   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  

Q16 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  

Q17 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】 

Q18 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  

   パート・アルバイト労働者  

   派遣社員  
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   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  

Q19 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   → Q22へ 

Q20 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。 【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】 

Q21 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  

Q22 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)】 

   配偶者  
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   ⼦ども  

   ⼦どもの配偶者  

   孫  

   ⽗親／義⽗  

   ⺟親／義⺟  

   祖⽗⺟  

   きょうだい  

   その他    【FA必須】 

   同居している家族はいない   <EX> 

Q23 現在，あなたが⽀持している政党はありますか。 【必須】 

   ⽀持している政党がある  

   ⽀持している政党はない   → Q25へ 

Q24 現在，あなたが最も⽀持している政党をひとつお選びください。 【必須】 

   ⾃⺠党（⾃由⺠主党）  

   ⺠主党  

   公明党  

   共産党  

   社会⺠主党  

   国⺠新党  

   新党⽇本  

   みんなの党  

   その他    【FA必須】 

Q25 以下のそれぞれの項⽬について、あてはまるものをそれぞれ1つずつお選びください。 【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】
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   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】 

   【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  

Q28 20歳から59歳まで国⺠年⾦の保険料をきちんと納めた場合，⽉あたりだいたいいくらの年⾦が給付されるとお考えですか。 
⾦額をご記⼊ください。 【必須】 

 
  ※単位：円 
    記⼊例：「50000円」の場合→ 「50000」とご記⼊ください 

だいたい⽉  円 （半⾓数字6⽂字以内）

Q29 
≪20歳から59歳まで国⺠年⾦の保険料をきちんと納めた場合，現在給付される国⺠年⾦の年⾦額は⽉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】 

 
  ※単位：円 
    記⼊例：「50000円」の場合→ 「50000」とご記⼊ください 

最⾼で ⽉  円 まで払う （半⾓数字6⽂字以内）

Q30 2009年8⽉30⽇の衆議院総選挙に投票しましたか。 【必須】 

   ⼩選挙区・⽐例区の両⽅に投票した  

   ⼩選挙区には投票したが、⽐例区には投票していない  

   ⼩選挙区には投票していないが、⽐例区には投票した  

   投票に⾏っていない   → Q33へ 

Q31 2009年8⽉30⽇の衆議院総選挙の⼩選挙区であなたが投票した議員の政党をお教えください。 【必須】 

   ⾃⺠党（⾃由⺠主党）  

   ⺠主党  

   公明党  

   共産党  
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【設問表示設定：［ Q30-1 ］または［ Q30-3 ］】  
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   社会⺠主党  

   国⺠新党  

   新党⽇本  

   みんなの党  

   その他    【FA必須】 

Q32 2009年8⽉30⽇の衆議院総選挙の⽐例選挙区であなたが投票した議員の政党をお教えください。 【必須】 

   ⾃⺠党（⾃由⺠主党）  

   ⺠主党  

   公明党  

   共産党  

   社会⺠主党  

   国⺠新党  

   新党⽇本  

   みんなの党  

   その他    【FA必須】 

 
◆福祉の領域を⼤きく次の【1】〜【10】 の領域に分類した場合，あなたのいまの，あるいは，これからの⽣活に
とって，重要な領域，⼒を⼊れてほしい領域はどれですか。 
 
Q33で1番重要な領域，2番⽬に重要な領域，3番⽬に重要な領域について 
Q34で1番⼒を⼊れてほしい領域，2番⽬に⼒を⼊れてほしい領域，3番⽬に⼒を⼊れてほしい領域について 
 
それぞれ以下の⼀覧から選んでください。 
 

【1】 医療と保健 健康の増進，病気の予防，医療施設やサービスの整備・充実など

【2】 教育と⽂化 教育⽂化施設 (幼稚園，学校，図書館など )の整備，教育内容の充実，教育の
機会均等，⽂化遺産の保護など

【3】勤労⽣活 職場の安全，雇⽤の安定，就労機会の確保，就業能⼒の開発・増進など

【4】 休暇と余暇 ⽣活休暇制度の充実，余暇施設(公園，運動施設，交通・宿泊機関など)やサー
ビスの整備・充実など

【5】 収⼊と消費⽣活 収⼊の着実な増加，物価の安定，商品の安全性確保，商品価格の適正化など

【6】 ⽣活環境 住宅の確保と質的向上，ゴミ・し尿，下⽔処理など居住環境の向上，公害・災
害の減少など

【7】 安全と個⼈の保護 犯罪の減少，⼈権の保護，公正な法の執⾏など

親⼦・夫婦・きょうだい間の信頼，家庭福祉サービスの充実，家族解体の減少
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【8】 家族 など

【9】 地域⽣活 地域施設 (市⺠センター，集会場など )の充実，地域⾏事・社会教育の充実，
地域活動の活発化

【10】 公正と⽣活保障 所得分配の公正，不平等の是正，⾼齢者・⼼⾝障害者の福祉の向上など

Q33 重要な領域 【必須】 

  

1番⽬に重要な領域 いずれかを選択してください

2番⽬に重要な領域 いずれかを選択してください

3番⽬に重要な領域 いずれかを選択してください

Q34 ⼒を⼊れてほしい領域 【必須】 

  

1番⽬に⼒を⼊れてほしい領域 いずれかを選択してください

2番⽬に⼒を⼊れてほしい領域 いずれかを選択してください

3番⽬に⼒を⼊れてほしい領域 いずれかを選択してください

 
 

◆1998年度から2008年度までの10年間の経済成⻑率は，平均マイナス0.28%でした。
また，同期間の物価上昇率は，平均マイナス0.27％でした。 
さらに，1997年から2006年までの全世帯の1世帯当たり平均所得の伸び率は，平均マイナス1.53％でした。 
 
今後10年の経済状態について，あなたの予想を伺います。 
経済成⻑率，あなたの所得，物価⽔準は，今後10年で平均的に⾒て上昇(増加)すると思いますか。 
 
各項⽬について上昇(増加)の場合はプラスを選択し，下落(減少)の場合はマイナスを選択してください。。 
チェックを⼊れた後，10年間で平均何％上昇(増加)するかを，⼩数点以下第⼆位まで，⼊⼒してください。 
 ※1つの枠に1つの数字のみ⼊⼒可能です。＜⼊⼒例＞ 「5%」の場合 ⇒ 「05.00」（%）とご⼊⼒ください。 
 
 
 Q35、36⇒ 【1】 経済成⻑率 
 Q37、38⇒ 【2】 あなたの所得 
 Q39、 40⇒ 【3】 物価⽔準 
 

Q35 【1】 経済成⻑率 
プラス／マイナスをお選びください。 【必須】 

   プラス  

   マイナス  

Q36 【1】 経済成⻑率 
数値をご⼊⼒ください。※1つの枠に1⽂字ご⼊⼒ください。 【必須】 

 
 記⼊例： 「5%」の場合 → 
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        ⼗の位    「0」 
        ⼀の位    「5」 
        ⼩数点第⼀位 「0」 
        ⼩数点第⼆位 「0」（%）とご⼊⼒ください。 

（半⾓数字1⽂字以内） 

⼗の位 ⼀の位 ⼩数点第⼀位 ⼩数点第⼆位 

    ．    ％  

Q37 【2】 あなたの所得 
プラス／マイナスをお選びください。 【必須】 

   プラス  

   マイナス  

Q38 【2】 あなたの所得 
数値をご⼊⼒ください。※1つの枠に1⽂字ご⼊⼒ください。 【必須】 

 
 記⼊例： 「5%」の場合 → 
        ⼗の位    「0」 
        ⼀の位    「5」 
        ⼩数点第⼀位 「0」 
        ⼩数点第⼆位 「0」（%）とご⼊⼒ください。 

（半⾓数字1⽂字以内） 

⼗の位 ⼀の位 ⼩数点第⼀位 ⼩数点第⼆位 

    ．    ％  

Q39 【3】 物価⽔準 
プラス／マイナスをお選びください。 【必須】 

   プラス  

   マイナス  

Q40 【3】 物価⽔準 
数値をご⼊⼒ください。※1つの枠に1⽂字ご⼊⼒ください。 【必須】 

 
 記⼊例： 「5%」の場合 → 
        ⼗の位    「0」 
        ⼀の位    「5」 
        ⼩数点第⼀位 「0」 
        ⼩数点第⼆位 「0」（%）とご⼊⼒ください。 

（半⾓数字1⽂字以内） 

⼗の位 ⼀の位 ⼩数点第⼀位 ⼩数点第⼆位 

    ．    ％  
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Q41 ある⾦額【A】を今⽇受け取ることと，別の⾦額【B】を1週間後受け取ることのどちらがよいかを考えてください。 
1.〜5.のそれぞれについて，あなたにとって【A】か【B】かのどちらかを選んでください。 【必須】 

 【A】を選ぶ 【B】を選ぶ  

1. 【A】今⽇受け取る 10,000円     1. 【B】1 週間後受け取る 10,000円

2. 【A】今⽇受け取る 10,000円     2. 【B】1 週間後受け取る 10,004円

3. 【A】今⽇受け取る 10,000円     3. 【B】1 週間後受け取る 10,012円

4. 【A】今⽇受け取る 10,000円     4. 【B】1 週間後受け取る 10,019円

5. 【A】今⽇受け取る 10,000円     5. 【B】1 週間後受け取る 10,038円

Q42 ある⾦額【A】を今⽇受け取ることと，別の⾦額【B】を1年後受け取ることのどちらがよいかを考えてください。 
1.〜5.のそれぞれについて，あなたにとって【A】か【B】かのどちらかを選んでください。 【必須】 

 【A】を選ぶ 【B】を選ぶ  

1. 【A】今⽇受け取る 10,000円     1. 【B】1 年後受け取る 10,000円

2. 【A】今⽇受け取る 10,000円     2. 【B】1 年後受け取る 10,200円

3. 【A】今⽇受け取る 10,000円     3. 【B】1 年後受け取る 10,600円

4. 【A】今⽇受け取る 10,000円     4. 【B】1 年後受け取る 11,000円

5. 【A】今⽇受け取る 10,000円     5. 【B】1 年後受け取る 12,000円

Q43 ある⾦額【A】を今⽇受け取ることと，別の⾦額【B】を10 年後受け取ることのどちらがよいかを考えてください。 
1.〜5.のそれぞれについて，あなたにとって【A】か【B】かのどちらかを選んでください。 【必須】 

 【A】を選ぶ 【B】を選ぶ  

1. 【A】今⽇受け取る 10,000円     1. 【B】10 年後受け取る 10,000円

2. 【A】今⽇受け取る 10,000円     2. 【B】10 年後受け取る 12,190円

3. 【A】今⽇受け取る 10,000円     3. 【B】10 年後受け取る 17,908円

4. 【A】今⽇受け取る 10,000円     4. 【B】10 年後受け取る 25,937円

5. 【A】今⽇受け取る 10,000円     5. 【B】10 年後受け取る 61,917円

Q44 

≪半々の確率で当たりかはずれになり，当たった場合には2000円もらえますが，はずれた場合には何ももらえない宝くじがあ
ります≫ 
 
あなたはこの宝くじが200円で売っていれば買いますか。当てはまるものを１つお選びください。 【必須】 

   買う  

   買わない   → Q46へ 

前問で「買う」と回答した⽅にお伺いします。 

Q45 前問の宝くじがいくらまで⾼くなっても買いますか。 
※200円以上の⾦額をご記⼊ください 【必須】 

 円になっても買う（200円以上） （半⾓数字5⽂字以内）
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前問で「買わない」と回答した⽅にお伺いします。 

Q46 
前問の宝くじがいくらまで安くなれば買いますか。ぎりぎりの値段をご記⼊ください。 
※1円でも買わない場合は「0」を⼊⼒してください。 
※200円未満の⾦額をご記⼊ください。 【必須】 

 円になれば買う（200円未満） （半⾓数字3⽂字以内）

Q47 

≪半々の確率で当たりかはずれになり，当たった場合には2000円もらえますが，はずれた場合には何ももらえない宝くじがあ
ります≫ 
 
あなたはこの宝くじを200円で売ってほしい⼈がいれば売りますか。当てはまるものを１つお選びください。 【必須】 

   売る  

   売らない   → Q49へ 

前問で「売る」と回答した⽅にお伺いします。 

Q48 前問の宝くじがいくらまで安くなっても売りますか。ぎりぎりの値段をご記⼊ください。 
※200円以下の⾦額をご記⼊ください。 【必須】 

円になっても売る（200円以下） （半⾓数字3⽂字以内）

前問で「売らない」と回答した⽅にお伺いします。 

Q49 前問の宝くじがいくらまで⾼くなれば売りますか。ぎりぎりの値段をご記⼊ください。 
※200円より⼤きい⾦額をご記⼊ください。 【必須】 

 円になれば売る（200円より⼤きい） （半⾓数字5⽂字以内）

Q50 
≪百分の⼀の確率で当たり，当たった場合には10万円もらえますが，はずれた場合には何ももらえない宝くじがあります≫ 
 
あなたはこの宝くじが200円で売っていれば買いますか。当てはまるものを1つお選びください。 【必須】 

   買う  

   買わない   → Q52へ 

前問で「買う」と回答した⽅にお伺いします。 

Q51 
前問の宝くじがいくらまで⾼くなっても買いますか。 
ぎりぎりの値段をご記⼊ください。 
※200円以上の⾦額をご記⼊ください。 【必須】 

 円までなら買う（200円以上） （半⾓数字5⽂字以内）
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前問で「買わない」と回答した⽅にお伺いします。 

Q52 
前問の宝くじがいくらまで安くなれば買いますか。ぎりぎりの値段をご記⼊ください。 
※1円でも買わない場合は「0」を⼊⼒してください。 
※200円未満の⾦額をご記⼊ください。 【必須】 

 円になれば買う（200円未満） （半⾓数字3⽂字以内）

Q53 あなたは⽼後の⽣活費として最低限⽉に1⼈あたりいくら必要だと思いますか。 【必須】 

 
  ※単位：円 
    記⼊例：「50000円」の場合→ 「50000」とご記⼊ください 

 円 （半⾓数字7⽂字以内）

Q54 以下の項⽬についてあてはまるものをそれぞれ1つだけお選びください。 【必須】 

 はい いいえ 

知⼈・友⼈が年⾦の保険料を⽀払っていれば、⽀払おうと思う     

知⼈・友⼈が年⾦の保険料を⽀払っていなければ、⽀払おうと思う     

知⼈・友⼈は、あなたが年⾦の保険料を⽀払っていれば、⽀払うと思う     

知⼈・友⼈は、あなたが年⾦の保険料を⽀払っていなければ、⽀払うと
思う     

Q55 

あなたは、あなたの友⼈・知⼈の何％のが年⾦の保険料を納付っていれば、⽀払おうと思いますか。 
 
もし、知⼈・友⼈の年⾦の保険料を⽀払っている割合に関係なく、年⾦の保険料を⽀払う意思があれば「0」、また年⾦の保険
料を⽀払う意思がなければ「100」と記⼊してください。 【必須】 

友⼈・知⼈の  ％が⽀払っていれば⽀払おうと思う （半⾓数字3⽂字以
内） 

Q56 あなたのご住所の郵便番号7桁をお教えください。 
※ハイフン（-）なしの7ケタでご記⼊ください。 例）「123-4567」 ⇒ 「1234567」 【必須】 

 （ハイフンなし） （半⾓数字7⽂字以内）

選択肢番号の表示/非表示
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