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調査概要

【目的】
60代就業者の意識や実態を把握する。

【調査対象母集団】
クロス・マーケティング登録モニター。
60代で、現在仕事をしている男女。地域は全国。

【サンプル数】
2000名＇男性1232名、女性768名（

【サンプリング】
60～64歳、65～69歳の２年齢階層と男女別に割り付けを行った。
割り付けは「平成19年度就業構造基本調査」＇総務省（に基づいた。

【調査期間】
2011年12月21日～12月26日

【調査方法】
インターネット調査
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第１部

単純集計値
＇設問一覧（
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第１章 単純集計値 ＇設問一覧（ ★は、本報告書用の注釈。

回答数 ％

2000 100.0 

1 男性 1232 61.6 

2 女性 768 38.4 

歳

　平均値 63.6 

　最小値 60.0 

　最大値 69.0 

　

　 回答数 ％

2000 100.0 

1 収入を得られる仕事をしている 2000 100.0 

2 収入を得られる仕事はしていない 0 0.0 

全体

全体

スクリーニング質問1　あなたの性別をお答えください。（単一回答）

スクリーニング質問2　あなたの現在の年齢をお答えください。（回答は半角数字で入力）／歳

スクリーニング質問3　現在、あなたは、収入が得られる仕事をしていますか。自営の仕事の手伝いも含
みます。（ボランティア等、収入のないものは除きます）（単一回答）

Q1

（複数回答）

回答数 ％

1 467 23.4 

2 301 15.1 

3 557 27.9 

4 40 2.0 

5 110 5.5 

6 71 3.6 

7 3 0.2 

8 45 2.3 

9 139 7.0 

10 375 18.8 

　1.正社員・正職員をしている場合の、勤め先の社数

社

　平均値 1.0 

　最小値 1 

　最大値 3 

業務委託を受けている

株式会社を経営している

NPO法人(特定非営利活動法人)を経営している

その他の法人を経営している

家族従業をしている

その他

以下、本調査

全体（N=2000）

正社員・正職員をしている

契約社員・嘱託をしている

パート・アルバイトをしている

派遣社員をしている

全体（N＝467）

あなたの現在の働き方（収入を得ている就業形態）は次のどれにあたりますか。勤め先の社数ととも
に、あてはまるものをお選びください。ただし、臨時に収入を得る先は除きます。また、複数の働き方
をしている場合は、あてはまるものをすべてお選びください。（いくつでも）
※社数は半角数字で入力
※例 ( 1 )社で正社員・正職員をしている
※例 ( 2 )社でパート・アルバイトをしている、 ( 2 )社から業務委託を受けている
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　2.契約社員・嘱託をしている場合の、勤め先の社数
社

　平均値 1.0 

　最小値 1 

　最大値 3 

　3.パート・アルバイトをしている場合の、勤め先の社数
社

　平均値 1.1 

　最小値 1 

　最大値 6 

　4.派遣社員をしている場合の、勤め先の社数
社

　平均値 1.1 

　最小値 1 

　最大値 2 

　5.業務委託を受けている場合の、勤め先の社数
社

　平均値 1.3 

　最小値 1 

　最大値 5 

　6.株式会社を経営している場合の、勤め先の社数
社

　平均値 1.1 

　最小値 1 

　最大値 2 

全体（N＝301）

全体（N＝557）

全体（N＝40）

全体（N＝110）

全体（N＝71）

　7.ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）を経営している社数
社

　平均値 1.3 

　最小値 1 

　最大値 2 

　8.その他の法人を経営している社数
社

　平均値 1.0 

　最小値 1 

　最大値 2 

　9.家族従業をしているヵ所
ヵ所

　平均値 1.0 

　最小値 1 

　最大値 3 

全体（N＝3）

全体（N＝45）

全体（N＝139）
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Q2 現在のあなたのお仕事の内容(収入を得ているもの)を、なるべく具体的にご記入ください。
複数の種類の働き方をされている場合はそれぞれの欄ごとに仕事内容をご記入ください。

また、それぞれの働き方が仕事で得ている収入に占める割合を入力してください。
※仕事で得ている収入に占めるそれぞれの割合(%)は、半角数字・整数で入力。
※仕事で得ている収入に占めるそれぞれの割合(%)は、合計すると100%になるように入力してください。
※ただし、正社員・正職員、契約社員・嘱託、パート・アルバイト、派遣社員、NPOの経営で各6社以上、業務
委託、株式会社の経営で各11社以上、その他の法人経営で6社以上、家族従業で各4ヶ所以上の働き先がある場
合は、それぞれの社数を越えた箇所の記入は省略します。その場合は、仕事で得ている収入の割合(%)の合計が
100%にならなくてもエラーにはなりません。

※　無回答および明らかな誤回答を除く。また、明らかな誤字は修正し、社名など固有名詞については削除した。

正社員・正職員　１社目　　　　＇Ｎ＝467（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

＇有（ 100

60歳定年後、関係会社に再採用。現在その
会社の取締役として、社業全般を担当してい
る。

100

ICカードをベースとした、プリペイド決済サー
ビスのシステム開発、機器開発、保守の総責
任者

100

IT企画 100

ある会社で役員として働いている 100

イラスト・デザインの制作 100

オーディオアクセサリー製造販売 100

カーテン生地、小物販売 100

カー用品 100

ｶｯﾄﾊﾟｰﾏ 100

ギフト店の経営 100

ケアマネージャー 100

サ－ビス業で多数の客相手でがんばってま
すが

100

ゴルフ会員権の売買 100

ゴルフ用品小売 100

コンサルタント 100

コンストラクトエンジニア 100

コンピューターシステムエンジニア 100

コンピュタ－経理処理 100

サービス(福祉・教育)総務課長 100

サービス業 100

サービス業 100

サービス業　　事務 100

サービス業　総務 100

システムエンジニア 100

システム開発 100

システム設計 100

★無回答および明らかな誤回答を除く。また、明らかな誤字は修正し、社名など固有名詞については削除した。

ショールームの管理 100

その他のサービス業 100

ソフトウェアｰ開発 100

タクシードライバー 100

タクシーの営業運転 100

タクシー乗務員 100

ディスクリート半導体製品の開発、設計業務 100

デザイン 100

テナントビルの設備管理 100

ビルマンション清掃業務の労務管理 100

ビル管理会社で営業担当として勤務 100

ビル設備の維持管理 100

ビル設備管理 100

ビル電気設備保守 100

プラント設計の電気設備を計画・設計・調達・
現地検査している。

100

プログラム開発とコンサルティング 100

プロジェクト事務作業 100

マーケティング 100

マスコミ関連会社で総務・庶務・経理関係の
仕事をしている。

100

マンション管理 100

マンション管理員 100

マンション管理会社で清掃指導員をしてい
る。

100

マンション管理人 100

マンション管理組合職員 100

組合法人 100

レジャー施設での接客 100

医師 100

医薬品卸問屋で管理薬剤師 100

医療 100

医療 100
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医療関係 100

医療関係 100

医療関係の公務員 100

医療関係管理 100

医療関係事務 100

医療従事者 100

一般事務 100

一般事務 100

一般事務 100

一般事務、経理 100

印刷 100

飲食店 100

飲食店 100

運送会社の冷蔵庫内で商品の受けと仕分け
作業を主としている。その他に社内で使用す
る書類などをパソコンを使用して作成してい
る。

100

運輸・倉庫会社の情報システム部でネット
ワーク、サーバーの管理をしている

100

運輸物流会社で支店長をしている 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業 100

営業、人事管理等 100

営業・技術サービス 100

営業サポート 100

営業職、各客先の技術担当者の技術的な打
ち合わせやフォロー

100

営業職、事務の仕事 100

卸売業で代表をして営業活動をしている 100

卸売業の営業 100

下水道施設の水質管理 100

化学工場 100

仮設業 100

家電販売、修理 100

火災予防 100

荷物の仕分け 100

菓子製造小売り 100

介護 100

会計事務所勤務 100

会社で会長をしている 100

会社の営業の役員 100

会社の社長をしている。 100

会社員 100

会社員 100

会社経営 100

会社事務 100

会社社長 100

会社役員 100

海外担当~販路開拓 100

開発管理部勤務 100

外資系の窯業製品のメーカーで営業部長職
をしている。

100

外食飲食店、製造販売サービス 100

確認審査の一貫で構造計算書、図面のチェッ
ク、審査

100

学習指導 100

学習支援 100

額縁製造販売業 100

鰹節、昆布等の卸売り、小売会社の受注受
付、売上計算事務。

100

株式会社で研究職 100

株式会社の監査役 100

環境担当役員 100

監査 100

監査役 100

監査役 100

監査役 100

監視 100

看護師 100

管工事設備会社営業所長をしている 100

管理建築士 100

管理職 100

管理職 100

管理職 100

機械 100

機械管理 100

機械技師 100

機械工具の卸販売 100

機械設計 100

機械部品製造 100

給与 100

給与 100

協同組合事務 100

教育 100

教育 100

教員 100

教員 100

教員 100

教職 100

業界団体の役員 100

業種　卸売　事務職 100

＇Q2つづき（



ＲＥＣＲＵＩＴ Works Institute

６０代の就業に関する調査 データ集

10

空調メーカーから空調部材会社に出向して海
外向け営業を担当している。

100

管理職として勤務 100

経営コンサルティングを行う会社に勤務し、営
業活動および顧客に対するコンサルティング･
サービスを担当している。

100

経営管理 100

経営企画 100

経営企画室で科学技術関係の渉外業務 100

経理 100

経理 100

経理 100

経理 100

経理 100

経理 100

経理、財務担当 100

経理・財務 100

経理・財務 100

経理・総務事務 100

経理と営業事務 100

経理関連事務 100

経理財務 100

経理事務 100

経理事務 100

経理事務 100

経理事務 100

経理事務 100

経理事務 100

経理事務＇70%) 庶務事務(30%) 100

建設コンサルタント 100

建設営業 100

建設会社で一般事務をしている 100

建設会社で経理担当をしている 100

建設会社で現場管理 100

建設会社勤務 100

建設業 100

建設業＇取締役（、飲食店＇店長（ 100

建設業での管理職の業務を担当 100

建設業の役員 100

建設業事務 100

建設土木業 100

建築 100

建築 100

建築作業所でのアドバイス 100

建築設計 100

建築設計 100

研究 100

研究開発 100

研究開発 100

研究開発に従事 100

現場工事の作業管理 100

顧客に電話で利用状況を確認している 100

顧問＇銀行担当（ 100

交通誘導警備員 100

公務 100

公務に伴う事務をしている 100

公務員 100

公務員 100

公務員である 100

公務員で学校の用務員 100

公務員として主に建築に関する許認可の仕
事をしている。

100

工作機械製作会社で機械設計の仕事 100

工場のトップの補佐 100

工場管理職＇工場長（ 100

工場設備設計および営業 100

工場全体の経営管理。 100

高圧ガス設備等の保守、点検業務 100

高齢者住宅を経営している 100

国立大学＇国立大学法人（で特任研究員とし
て勤務

100

国立大学法人で教員をしている 100

再任用公務員として、公務員の身分を持ちな
がら短時間勤務をしている。

100

在宅マッサージ 100

財団勤務 100

財団法人 100

財務、総務、人事 100

財務・経理 100

財務･経理その他事務一切を担当。 100

財務管理 100

財務全般 100

雑貨販売の企画営業 100

機械の会社で制御開発及び製作、設置 100

市立図書館 100

支店の統括責任者 100

施設で働いている 100

施設の管理 100

私立学校に正規の教諭として勤務している。
100

私立学校教員 100

試験・検査 100

歯科技工士 100

事務 100

事務 100

事務 100

事務 100

事務 100

事務 100

事務 100

事務 100

事務 100

事務の仕事をしている。 100

事務員 100

事務員 100

事務機器開発のコンサルタント (海外担当（ 100

事務処理 100

＇Q2つづき（
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事務職 100

事務職 100

事務職 100

事務職 100

事務全般　経理事務特に　請求書の発行　集
金の確認　給料計算　電話番

100

児童劇団のオルグ(公演契約の営業) 100

自営業で小売業をしている 100

自営業の手伝い 100

自動機械の開発設計 100

執行役員 100

社団法人 100

社団法人で管理職をしている 100

取締役として就任 100

酒類販売 100

受注の処理、発送、売掛金管理 100

受電設備の点検保守の請負 100

宗教法人役員 100

獣医医療用機械器具製造、土壌作物分析機
用試薬及び計測機器製造工場での開発・設
計・生産技術

100

処理場の維持管理 100

書籍や積木の販売、園庭遊具の設計施工。
図書館改修などの提案施工。

100

商社の専務 100

小売業 100

障害者施設 100

常勤監査役 100

情報処理 100

浄水場の運転管理業務 100

職員の教育 100

食品関連の団体職員　事務職 100

食品製造 100

新規農薬の防除効果の調査 100

診療 100

人材育成 100

人事総務 100

図書館の司書 100

図書館司書 100

正社員 100

正社員 100

正社員 100

正社員 100

正社員　　営業職　商社 100

正社員、年金 100

正社員・経理・総務 100

正社員で働いている。 100

正社員として勤務 100

生産管理 100

生産管理業務 100

生命保険の営業 100

＇Q2つづき（

精密機械製造業　研究開発 100

精密電子機器設計、製造 100

製造 100

製造業 100

製造業 100

製造業 100

製造業 100

製造業で営業 100

製造業労務職 100

製造部門の管理 100

製造部門の事務 100

製造部門の統括をしている常務付きとして主
に特命事項を担当している。

100

製品クレームの処理 100

製品品質管理業務に携わっている 100

税理士 100

石材会社で主に墓石等の設置施工を担当し
ています。

100

接客業でこの仕事で99%の収入がある。 100

設計 100

設計・技術開発関係に従事 100

設備の運転・保守 100

設備管理で情報システム関連の仕事をしてい
る。

100

専門技能職 100

全国に３，０００近くある支店の支店長をして
いる。

100

倉庫 100

倉庫管理業務 100

倉庫業 100

倉庫業で事務職 100

相談員 100

総合設備会社 100

総務 100

総務 100

総務 100

総務＇総務、人事、経理（ 100

総務、経理事務 100

総務・経理業務 100

総務・事務一般 100

総務経理として、決算は税理士に資料を渡す
まで、総務人事全般給与、年末調整、申告、
社会保険手続き全般です。

100

総務事務 100

総務担当事務管理職 100

総務部総務課 100

総務部長 100

総務部長として管理職です。 100

総務部門 100

総務部門に所属 100

損害保険サービス 100
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＇Q2つづき（

損害保険の代理店で営業 100

損害保険の募集 100

損害保険の募集人 100

損害保険代理店 100

損保代理店で、事務の仕事全般をしています
100

代表取締役専務 100

大学 100

大学のスポーツ関係。各部員の統括。 100

大学教員 100

大学教員 100

大学教員、教授、フルタイム、教育と研究 100

大学教授 100

大学職員です。 100

団体役員 100

団体役員としての仕事 100

地質調査　営業 100

地方公務員 100

地方公務員　事務 100

調剤 100

調剤薬局で管理薬剤師 100

調理師として 100

通信の営業 100

鉄鋼業。鉄の溶接や加工等。 100

鉄鋼業で、リサイクルプラントの製造、販売を
行なっている。

100

電機製造業の設計技術を担当している 100

電気･空調、施工･管理 100

電気機器部品製造の会社で生産管理を担当
100

電気工事会社 100

電気通信設備工事会社　役員 100

電気部品の製作 100

電話秘書代行業 100

土建業 100

土木工事積算、工事管理 100

土木作業型枠組み立て 100

土木設計 100

土木設計 100

土木設計技師としてコンサルタントで働いて
いる

100

道路に設置するセンサーの製造・販売に関す
る技術営業

100

特許明細書の作成 100

特務プロジェクト推進事務局の管理職 100

鳶職＇足場の組立、解体　鉄骨組立、解体そ
の他（

100

内部監査部門 100

入試広報 100

任意団体の運営 100

配管工 100

半導体、電子部品＇代理店（の商社で東京の
営業所長として働いている。

100

半導体製造。 100

美容師 100

病院 100

病院で看護師として働いている 100

病院の看護師 100

病院職員　専門職＇放射線技師（ 100

病院薬剤師 100

不動産 100

不動産管理 100

不動産業 100

不動産業(賃貸)の管理業務 100

不動産賃貸 100

不動産賃貸 100

不動産賃貸業の企業会計を担当 100

不動産販売会社＇新築マンション（ 100

舞踊用品販売会社 100

米国系機械メーカーで秘書 100

保安 100

保育園事務 100

保険１００％ 100

保険の営業の仕事をしている。 100

保険会社 100

保険外交員 100

保険代理店 100

放課後の児童の見守り 100

放射能測定 100

放送・広報番組制作 100

訪問診療のクリニックで診療車の運転及び事
務処理を担当。

100

無店舗の石材の小売業の役員をしておりま
す。小さな会社ですので商品の仕入れから受
注、発送など社内誰でも社の業務をこなせる
ような会社です。基本的にわたしは経理およ
び営業の仕事をしています。

100

市 100

夜勤専従看護師として１６時間を１勤務とし
て、１カ月９回勤務している。

100

役員 100

役員 100

役員 100

役員として財務総務 100

薬剤師 100

輸入雑貨卸売業＇バイヤー（ 100

運送の有限会社 100

郵便配達 100

幼稚園事務職 100

流通　小売り 100
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旅行代理店にてシステム構築・運営の業務を
している

100

労務職 100

和服のクリーニング会社で事務をしている 100

病院勤務 99

オフコンのソフト開発 95

株式会社取締役営業統括本部長 90

建物解体工事業 90

非営利の学校法人でフルタイムの教員をして
いる

90

保険外交員 90

製造業 80

印刷　製本 75

経理財務分析 70

保険代理店 70

IT技術者の派遣営業 66

医療 60

下記以外の時間勤務している。収入６０％ 60

常務取締役 60

建設業 50

病院に勤務して、入院患者を診ている 50

保険の営業 50

薬品販売 50

老人ホームで顧問 50

会社経営 40

事務関係 40

中国より輸入の建設資材の販売 40

著述会社の代表取締役 40

電気工事業　経理事務 38

執行役員 30

ロッカー巡回管理に対する仕事 25

役員 20

正社員・正職員　２社目　　　　＇Ｎ＝４（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

技術部長 70

大学の教授 60

常務取締役 40

役員 30

正社員・正職員　３社目　　　　＇Ｎ＝１（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

役員 50

契約社員・嘱託　１社目　　　　＇Ｎ＝301（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

社員に対する人権啓発教育の推進と社外人
権団体との交流。

100

電力削減コンサルタント 100

経理事務 100

製品の開発及び設計業務 100

経理伝票と請求書・領収書間のチェック、貸
室の管理と利用後のチェック、ホームページ
の更新

100

ＳＥ＇システムエンジニア（ 100

経理 100

経理事務 100

万引きGメン 100

病院 100

経理・財務・総務・人事等いわゆる総経関係
の業務

100

定年後嘱託としてフルタイムで、元の職場で
退職前と同じ業務をしている。

100

機械のメンテナンス 100

産業用機械の販売アドバイザー 100

地方公務員 100

定年後の再雇用でフルタイム働いている。 100

総合病院で歯科技工をしている 100

電気通信回線及び通信機器の故障修理。 100

設計 100

タクシー運転手 100

ファシリティマネジメントの調査、企画、資料作
成業務

100

新規開発プロジェクトの開発契約 100

繊維製品の輸出入業務 100

介護職員 100

市役所 100

学校職員 100

不動産業、マンション用地の仕入、事業企
画、

100

官庁で相談事務の仕事をしている 100

ＳＥ 100

区役所非常勤 100

建築板金業 100

マンション監理員 100

独立行政法人で週4日勤務 100

金属建具メーカーで技術開発のサポートをし
てる

100

認知症対応型共同生活介護＇グループホー
ム（にて介護の仕事

100

内科の診療所で看護師として、１年契約で週
２回働いている

100

タクシー乗務員 100

コインロッカーの保守・点検 100

養護学校介助員 100

区立の介護施設で契約社員として 100

現地管理業務 100

学校給食調理の仕事をしている。 100

土木設計 100

地方自治体において埋蔵文化財の仕事 100

＇Q2つづき（
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店舗物件の契約の更改、解約などの折衝を
行っている

100

債権の集金・回収 100

警備員 100

以前と同じ営業、給料だけが減った 100

出版社の営業で書店に新刉の案内をし注文
を受ける

100

定年後の再雇用で事務の仕事 100

事務受託業務の一般事務 100

医療機関事務局業務を受託する会社の業務
請負社員で当該事務局の管理事務業務

100

経営企画＇運営方針立案、経営革新推進（、
若手社員教育、

100

契約社員で社長車専属の運転手。 100

製造業のシステム部門で営業系のシステム
開発に携わっている

100

販売員 100

Ｗｅｂクリエーター 100

シニア契約で、フルタイムで勤務している。 100

製造販売 100

企業研修の講師 100

資料整理・保管 100

コールセンターでのテレフォンオペレーター 100

経理財務 100

農業関係の技術アドバイザー 100

定年となり、そのままの職位＇グループリー
ダー（で単年度契約で残留。

100

ＩＳＯ審査登録機関の契約審査員として、各社
の品質・環境の審査をしている。

100

自動車ディラー 100

撮影所の営業、契約社員 100

情報処理会社で事務、データ入力をしている 100

経理事務 100

調査 100

非営利財団法人で音楽芸術担当の嘱託社員
100

運輸会社で嘱託員として、伝票の発行と、積
み荷の確認を併せて行う。

100

郵便の集荷・ドライバー 100

不動産会社、総合事務 100

３０年超正社員で勤務した、生命保険会社で
企業年金を貰いながら、委任職制で勤務中。

100

ｻｰﾋﾞｽ､ﾃﾞｽｸﾜｰｸ､営業､他 100

設備保全 100

営業 100

コンサルタント 100

教育関係(大学)の授業の補助をしています。
100

駐輪場管理人 100

システム開発 100

公立の学童保育事業の受付から承認、関連
事務全般。

100

清掃 100

C/P　オペレター 100

建物管理 100

公共施設の警備、安全サービス 100

電機メーカーで企画業務に従事 100

事務 100

訪問販売 100

専門学校で週１日朝から就業時まで、講師を
している。

100

顧問 100

大型バス運転手 100

定年後再雇用 100

税理士補助業務 100

ガソリンスタンドで給油・灯油の配達等の業務
100

特許の調査業務 100

技術開発コンサル 100

建築設計受注業務 100

衛星通信に関するアドバイス 100

海外営業１００％ 100

事務管理 100

自動車損害保険会社で保険金のお支払いを
しています。

100

プログラマ 100

スーパーの食品加工 100

管理部門 100

入場券販売管理 100

電気設備設計 100

警備会社で保安の仕事をしている 100

事務 100

研究開発の技術企画 100

住宅管理 100

契約社員として電話受付として勤務している 100

経営管理支援 100

日給・月給 100

㈱ 100

建築設備計画 100

事務 100

会社顧問として、新工場の建設にかかわる、
ほぼ全て(動力設備、生産設備、配置、その
他)に関わっている。

100

研究開発の指導 100

市の嘱託で小学校の講師 100

契約社員 100

管理会社のマンションの管理人 100

WEB雑誌の編集 100

場所長代理として統括管理補佐 100

顧問 100



ＲＥＣＲＵＩＴ Works Institute

６０代の就業に関する調査 データ集

15

特許出願のサポート。 100

マンション管理員 100

公共施設の管理業務 100

継続雇用 100

教員研修 100

IＴ関連システム開発に関する、教育や品質管
理

100

自動車製造・開発 100

損害保険の事務に関する仕事 100

100%長期に契約 100

家電量販店での説明員 100

食品の販売 100

生涯学習施設＇公民館（の運営と自主事業の
立案、実施など。

100

電気通信設備　所内設備の保守・運用 100

人事部で新卒・中途社員の採用と入社後の
導入研修を担当

100

一般事務 100

金融。投信販売。保険募集。及びこれらに付
随する業務。

100

学長 100

入社以来の会社で定年退職後に引き続き一
年契約で社員として勤務

100

小さな会社で週３回出勤、その会社の管理関
係等のお手伝い！

100

物流 100

監査業務 100

一般乗用旅客運送事業で車両整備管理業務
をしている

100

後輩にクレーン運転資格の学科試験の勉強
を教えている

100

施設維持管理 100

ビル設備管理 100

出身校の同窓会事務局事務 100

営業 100

給与 100

工務店でのフルコミッション営業及び設計 100

業務委託会社の公営駐車場の係り員 100

事務職 100

事務的業務 100

委嘱を受けた案件でコンサルタント行ってい
る。

100

保険営業 100

警備士 100

土木職　現場管理をしている。 100

情報処理システムの運用およびコンサル 100

ISO審査業務 100

総務的業務 100

健康保険組合　常務理事 100

コーディネーター 100

期間雇用社員の採用時研修担当 100
国立大学医学系基礎医学研究員 100
コンピュータのソフトウェアー開発。その後の
システム・エンジニアリング・サービス。 100

経営企画業務に携わっている。 100
設計業務 100
技術指導 100
経理 100
清掃 100
販売及び催事の人員配置表作成他 100
海外営業 100
契約確認業務 100
事務 100
一般、専門家、自治体関係者等への施設案
内、開発内容紹介、プレス取材対応などの技
術的広報活動

100

仕入管理業務 100
総合病院の透析室で勤務 100
情報システムに関する仕事全般をシニアとし
て継続従事している 100

加工治具作成 100
商品管理 100
輸送業で営業を担当している 100
中古建設機械販売 100
運転手 100
在宅勤務で時間給。 100
建設会社より派遣されて現場事務所での事
務 100

建物サ－ビス 100
ハウスクリーニング会社で消費者相談を担
当。 100

企画構成 100
国立研究所で補助員をしている 100
営業及び得意先への配達等 100
総務業務 100
ガソリンスタンド店員 100
鉄道の駅の改札員 100
学習塾の事務長として、契約社員として働い
ている。 100

事務職 100

公益法人＇体育館（で受付、お客様対応をして
いる。＇回数券の販売、グッズの販売など（

100

社内ネットワーク管理 100
会社紹介と営業支援 100
公共施設の清掃 100
損保、生保の募集 100
事務 100
店舗開発・メンテナンス業務 100

＇Q2つづき（
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スーパー銭湯にて、朝の掃除をしている。日
曜祭日　月の内数日　駐車場の整理をしてい
る。

100

経理事務一般 100

品質マネジメントシステム審査員 100

経理・財務顧問 100

新商品の開発 100

公立研究機関で，技術者として，企業からの
依頼試験，技術相談，研究開発に従事してい
る。分野は皮革，有機化学，計算化学。

100

事務系のデスクワーク。 100

営業 100

レジ　食品品だし。 100

警備会社の警備員 100

警備員として派遣されている 100

マンション管理 100

運転手 100

ホテル等の展示会で時計や宝石の販売 100

電子楽器に関する社団法人で事務局一般を
やってます。

100

総務部　総務人事G　一般事務職 100

介護福祉士 100

定年後嘱託社員、事務職 100

非常勤顧問 100

タクシー運転手 100

事務・営業サポート 100

ケアワ－カ－ 100

シルバーセンターの派遣で駐車場管理の夜
勤業務をしている。

100

専門技師として働いている 100

運輸業　＇株（の　営業推進部長 100

タクシードライバー 100

標準化に関わる国際会議への参加 100

会社非常勤役員、嘱託 100

英語通訳、翻訳 100

専門＇産業用繊維資材（商社で営業を担当し
ている。

100

運輸関係で事務の仕事をしている。 100

パチンコ店場内の管理、見回り業務。 100

事務 100

不動産管理関係 100

ボイラー技士 100

ATM障害対応 100

学校の教員 100

大学講師 100

営業活動サポート 100

福祉関係の情報センターの非常勤役員 100

秘書 100

ＩＳＯコンサル業務 100

施設警備員 100

食品スーパー 100

ネットショップの運営管理 100

ヘルパー 100

寮管理員 100

事務職、経理、その他雑用 100

税理事務所　確定申告の時期1月～3月 100

パソコンによる記録の検索 100

鍍金取り付け 100

保険 100

一般事務 100

産業医 100

特定郵便局窓口業務 100

契約社員として働いている 95

薬剤師としての調剤業務 95

建設コンサルタントの技術顧問として、調査報
告書の照査、指導。

90

産業技術研究所で研究 85

警備員 80

経理事務 80

施設の管理 75

審査業務、コンサル業務 70

施設内外保全・営繕 70

月次の業績結果に基く経営指標等の評価 70

警備員 70

データ入力　CAD　GIS　報告書・調査書作成
etc

60

技術士事務所を開設して契約している 60

料理 60

楽器レンタル 60

受託システムの開発＆サポート 60

非常勤講師 50

訪問介護ヘルパー 50

建設業 50

顧問契約 50

総務、人事の事務処理その他秘書的な雑用
50

賃貸が主な不動産会社の売買の仕事が在っ
たときだけ仕事をしている年に１・２件

50

＇株（で鉄道会社の警備業にかかわるツール
の編集。

40

＇株（の社外カウンセラー 40

塾の講師 40

不動産販売 30

講師 30

不動産 15

水産加工 10

医療情報提供NPOの電話通訳 10

経営顧問 10

関連子会社監査役 5

出資企業における嘱託監査業務 5

顧問 5

＇Q2つづき（
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警備員 100

研究所で研究補助をしている 100

事務年金 100

社内売店販売 100

清掃業務 100

土木関係の仕事 100

飲食店での調理補助業務 100

ガソリンスタンドで夜勤の販売 100

配送業務 100

経理事務 100

外食産業 100

情報処理の会社で事務の仕事 100

公共施設管理 100

コンビニ弁当の製造工場で調理に携わってい
る。

100

自転車の販売、整備点検、修理。 100

事務 100

書類の作成管理 100

子供服販売員 100

バーゲンのお知らせ、電話する 100

総務部でお茶汲み 100

事務職 100

卸売業で事務 100

主に商品の入荷・ピッキング・梱包。 100

総合精神保健福祉センター 100

郵便仕分け 100

高速バスの予約コールセンター 100

小学校の特別支援補助教員 100

ホームヘルパー 100

介護 100

宗教法人の開祖の法話データ整理 100

事務員 100

情報通信会社の子会社 100

販売 100

地方公共団体施設の受付 100

体育館の受付業務、備品の準備、館の開閉
作業等

100

医療器具製作パート事務 100

保育士 100

野菜の出荷前の梱包と検査 100

マンションの挨拶文を印刷し、指定された企
業にチラシを送る。印刷、梱包、発送の仕事。

100

ケアホーム世話人 100

コインパーキングのメンテナンス，清掃 100

個人整形外科医院のリハビリ助手 100

協同組合のアルバイト職員で、ごみ処理作業
を担当

100

非常勤講師 100

パートでの朝夕２時間前後のパートでドライ
バー

100

＇Q2つづき（

契約社員・嘱託　２社目　　　　＇Ｎ＝８（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

訪問介護ヘルパー 50

顧問契約 50

精神科クリニックカウンセラー 40

非常勤講師 30

塾の講師 30

大学で教育 15

建築設計事務所の調査報告書の指導。 10

関連子会社監査役 5

契約社員・嘱託　３社目　　　　＇Ｎ＝２（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

産婦人科医院カウンセラー 20

非常勤講師 20

パート・アルバイト　１社目　　　　＇Ｎ＝557（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

訪問介護事業所で事務 100

公立図書館 100

うどんのチェーン店で厨房と販売 100

結婚式場で着付け 100

会社のＰＲ。チラシ配布や販売営業。 100

個人宅への宅配業務 100

営業事務 100

清掃業務 100

結婚式の介添人 100

調剤薬局の医療事務 100

看護師 100

郵便局で窓口の販売をしている。 100

郵便仕分け作業 100

大学の窓口業務 100

介護サービス 100

施設の維持管理 100

調理場で働いている 100

学校警備 100

調理ほか 100

地方公務員 100

パソコンの設定・廃棄 100

介護ヘルパー 100

学習教室の助手 100

営業事務 100

シルバー人材センター 100

ヘルパー 100

フルタイム勤務、食品＇玉子製品（のピッキン
グ梱包等

100
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音楽教室受付 100

和装帯仕立て 100

福祉関係 100

寺で秘書の様な仕事 100

1社でアルバイトをしている 100

製造事務 100

財団法人 100

主に病院の清掃 100

一日７時間の事務労働日給です。 100

介護施設送迎ドライバー 100

小売業の販売 100

小売業 100

小売業の販売で短時間のアルバイト 100

学童保育パート 100

健康体操のインストラクター 100

スーパーのレジ 100

福祉事務所で介護職 100

荷物の取り出し 100

水産部門で加工の作業をしている 100

NC自動旋盤で自動車部品を造っています。 100

販売 100

知的障害者介護施設 100

飲食店での経理　会計伝票入力　請求書発
送　売掛管理　決算

100

介護 100

教育関係 100

経理 100

コープ 100

高齢者グループホームで介護福祉士のパー
ト

100

定年退職した会社で退職前と同様な仕事をし
ている。

100

クリーニング工場でワイシャツの仕上げ。 100

食品製造会社で事務補助の仕事と忙しい時
に出荷の手伝いをしている

100

スーパーで早朝青果物の　荷降ろし・荷運
び、品出し等をしている。

100

コンビニの店員 100

熱延工場資材倉庫の機械部品の管理・調達
業務を担当している

100

老人ホームで清掃やボランティアをしている 100

スーパーのテナントのパン屋で販売、製造補
助をしています。

100

エクステリア関係の展示場での接客及び事務
仕事

100

特養の厨房で食事の盛り付け配膳後かたず
け

100

サービス 100

掃除。 100

WEB製作関係 100

公園清掃 100

公民館管理業務 100

中国からの輸入業務 100

調剤薬局で薬剤師をしてます。就業時間は１
日８時間週５日です。

100

マンション清掃 100

パート事務 100

図書館で本の貸し出し、返却、延滞者への督
促

100

事務員 100

事務 100

病院の薬剤の取り出し、配達 100

介護ヘルパー 100

ホテルの客室係 100

生花小売店の事務 100

郵便仕分け 100

運送荷物の仕分け 100

電鉄会社内の駅構内清掃をパートタイムで
行ってる。

100

清掃 100

家具の販売 100

印刷、コピー、スキャニング、製本等の作業 100

塾講師 100

社会福祉施設で給食調理の仕事をしている 100

朝8：00～昼1：00までの勤務。鮮魚水産、塩
干商品を取り扱い。切り身をトレーに並べて、
そして機械でパック、値付けをします。その
後、店内に陳列する。

100

製造プラント潤滑油のメンテナンス 100

高齢者の家事援助 100

給食センターで清掃業務 100

事務職 100

郵便物の区分け作業 100

分析、実験。 100

寿司店で洗い場で洗浄したり、赤出汁を温め
たりしている

100

陶芸教室の講師 100

業務は、発送および雑用 100

スイーツ製造補助、梱包。 100

車の運転 100

医療関係の仕事 100

不定期　事務作業 100

新築マンションの簡単な検査 100

スーパーのレジ業務 100

テレフォﾝオペレーター 100

介護 100

ﾋﾞﾙ清掃 100

花の卸し会社で花材販売 100

介護老人福祉 100

経理事務 100

マンション管理 100

＇Q2つづき（
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グループホームで介護士 100

事務職 100

コールセンター 100

主に、パソコンを使用する、事務系とデザイン
系の仕事。

100

社会福祉協会 100

理学療法 100

流通センターで軽作業 100

有料道路の料金徴収 100

研究開発の仕事に従事しているが、４週に１
０日の勤務である。

100

PCデ－タ入力 100

郵便事業 100

事務員 100

定年後、同社でアルバイトを契約している 100

翻訳業務 100

音楽教室の受付。募集・企画・雑用・販売 100

飲食店 100

朝の新聞配達 100

運送会社で荷物の発送作業 100

月10日病院の薬剤科にて勤務 100

現業業務の派遣会社にパート契約で所属し
ており、銀行店舗で「ロビー案内」に従事。

100

清掃 100

呉服販売 100

地域のコミュニティで受付の仕事をしている。
100

宝くじの販売 100

診療放射線技師 100

運転配達 100

研究所勤務 100

顧客を訪問し、ある確認を行う。 100

介護福祉士としてヘルパーをしている 100

一般事務 100

手芸品会社でパソコンを使う仕事をしている。
100

公共機関でファイル閲覧サービス作業 100

菓子店の売り子 100

飲食業の本社での経理事務 100

パソコンのアドバイザー 100

客室清掃 100

旅館で、修学旅行生の食事時の世話・観光
旅行のお客様のお世話。

100

シルバーセンターで駐輪場の仕事 100

ホテルの客室清掃 100

介護福祉でパート社員として 100

販売 100

運転業務 100

子育て支援業＇ベビーシッター（ 100

不動産の物件の印刷 100
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アパレル 100

派遣　家事代行 100

交通誘導 100

調剤薬局の調剤業務と接客業務を行う薬剤
師

100

ホームセンターでDIYアドバイザーとして 100

年金関係業務 100

事務所 100

調査員 100

設備管理 100

電話受付　窓口対応　パソコン入力など。 100

警備業で主として施設警備員の業務で就業 100

ホテル 100

学校での教育支援 100

訪問介護 100

警備員 100

事務職。 100

食品製造業 100

施設警備 100

清掃作業 100

図書管理 100

マンション管理 100

事務会計の仕事 100

月に１２日間だけ、朝８時から１２時半まで、
スーパーマーケットの清掃の仕事をしている。

100

マンションの管理員 100

産廃処理 100

福祉関連で認知症対応のグループホームで
介護の仕事をしている

100

医療事務、 100

歯科助手 100

週２日勤務 100

マンション管理員 100

ホテルのメイクさん 100

給食センター 100

商品の補充 100

介護の送迎の運転手 100

ホテルで什器管理 100

会社の清掃等の環境整備 100

パート 100

デイサービスの厨房 100

ビルメンテナンス会社に勤務　　派遣で病院
の清掃

100

建設関係の見積もり、積算業務 100

事務職 100

子供＇小学生（の放課後の面倒をみる 100

マンション管理員 100

レジャー関係 100

食品製造 100

保育 100
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公民館図書室　非常勤 100

給料と年金 100

登録のホームヘルパー 100

マンション管理 100

社業 100

製品開発 100

倉庫で箱つめ作業 100

小売サービス作業 100

サービス 100

看護 100

スーパー鮮魚で調理作業。 100

週２０時間の契約 100

スーパーで発注担当・品出し 100

小学校の放課後クラブで囲碁の指導 100

流通で事務 100

銀行でのロビー案内 100

スーパーでレジをしてる。 100

地域振興財団で遺跡発掘の調査補助員 100

物流センターで商品の入出業務 100

総務事務 100

ゴルフ場でパート勤務　日３時間週３日　収入
というより体力維持の為　勤務後ラウンド

100

福祉業務で相談員 100

ドライバー 100

経理 100

LED照明の電源回路設計 100

早朝の新聞配送 100

調理員 100

スーパーマーケットの青果部で野菜、果物の
加工、品出しをしている

100

スーパーでレジ 100

施設宿日直業務 100

清掃業 100

ホームヘルパー 100

旅館にて調理師 100

着物の着付け 100

ホテルの客室清掃 100

商品のピッキングと出荷業務 100

退職後、同店舗にて、調理下準備をしている 100

婦人服の寸法直し 100

列車見張り員 100

教育関係の仕事場で事務補助をしている 100

荷物の受けつけ 100

区民利用施設のコミュニティハウスでスタッフ
として勤務

100

荷物の受けいれ 100

品質改善、業務改善を立案し社長に提言する
仕事。

100

アパレルの入出荷業務 100

事務作業　３万円程度 100
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運送業社で事務 100

学校給食で調理補助の仕事をしてます 100

グループホームのヘルパー 100

経理 100

事務 100

事務一般 100

飲食店で洗い場担当 100

駐車場管理業務 100

事務コンピューターへ入力事務 100

スーパーの薬局 100

石油販売会社のガソリンスタンドで深夜の監
視員をしている

100

生命保険会社の営業所の事務 100

５時間勤務のパート 100

スーパーの作業 100

ガソリンスタンド・年金 100

行政施設の設備保全を実施 100

交通局自転車駐輪場管理員 100

広告用エキストラ 100

保育協会 100

美術館監視員 100

経理事務 100

地方自治体での窓口対応 100

マンション管理 100

ホテルの飲食部で働く 100

婦人服の販売 100

ハンドキャリー 100

不動産管理会社でマンションの管理人をして
いる。週3日で年収総額の2割を占める

100

レジ 100

主に経理。人事を含む庶務業務も兼務。 100

ホテルフロント 100

塗装会社にて、事務全般の仕事 100

事務職＇庶務（ 100

会館、ホール清掃 100

繊維製造 100

内部監査業務 100

パソコン販売会社でのオリジナルパソコン製
造部門

100

チラシ配り 100

時間講師をしている 100

グループホームで介護ヘルパー 100

経理事務 100

販売営業事務 100

自営の設計事務所の経理、一般事務、雑務
を担当

100

図書関係 100

受付業務ほか一般事務 100

定年後パートとしてゴルフ場で芝を刈る作業
をしている

100
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公益財団法人 100

事務職で電話での案内 100

チラシの配達 100

小学校学習補助 100

調剤 100

官庁 100

屋外広告業 100

電話教育相談 100

配達 100

喫茶店＇有限会社（のカウンター内で調理 100

ポスティング 100

保守用部品の倉庫における入庫、出庫の管
理業務を担当しています。業務内容は出庫用
の伝票作成をパソコンで実施し、出庫の荷造
りを行っています。

100

看板方式のケース製造 100

スーパー販売員 100

登録ヘルパー 100

市の保育園で時間外保母 100

食堂、お弁当作り配達など 100

保険営業 100

駐輪の管理 100

不動産会社で営業支援の仕事をしている 100

販売 100

市役所 100

医療事務、先生の補助 100

施設警備 100

工場内での製品加工 100

セレモニーの警備 100

研修所の管理 100

障害者のヘルパー 100

警備員 100

サービス 100

シルバー人材派遣 100

勤務時間は３種類あり、昼勤・夜勤・２４時間
勤務で仕事の内容はほぼ同じで、ビルの施
設管理である。定期的に施設内を巡回して室
内灯の球切れ交換、電気・水道・ボイラーの
点検を行う。夜と早朝にはビルの施錠、解錠
及び巡回による点検などの警備の仕事を行
う。

100

販売会社 100

中型トラックで食品の運搬をしている 100

事務 100

袋詰め 100

料理屋さんで盛り付けとかたずけ 100

介護福祉 100

ビジネスホテルでフロント業務 100

労務作業 100

警備関係の仕事 100

美容師 100

＇Q2つづき（

教育関係 100

飲食店のホール 100

介護施設の宿直 100

知的障がい者によるリサイクル事業での作業
指導＇アルバイト契約（。障がいを持つ作業員
にパソコン等の解体、資源の分別方法等の
指導を行っている。

100

オンラインシステム監視業務 100

梱包、出荷作業 100

事務処理 100

飲食業 100

警備員 100

清掃 100

検査センターでの検査業務 100

公益社団法人シルバーセンターでの駐輪場
管理業務

100

ホテル　フロント 100

指定管理者による施設管理 100

トラックの運転手 100

パートでシフト制４～６時間/日、１４～１６日/

月
100

チラシモニター 100

メール便配送 100

サービス業、銀行のロビー案内 100

リゾートホテルの送迎要員 100

パートタイム：インストラクター 100

ホテルの清掃 100

ホームヘルパー 100

総務関係の書類整理や雑務 100

修理工房 100

病院の掃除 100

事務 100

マンションの管理員の仕事をしている。 100

自転車・原付等の保管管理業務 100

介護職 100

運転手 100

調理補助 100

保育園での子どもの健康管理や保護者支援
100

病院事務 100

外人と富裕層向けマンションの週末と祭日の
管理人。

100

引き出物の検品 100

マンション共有部分の清掃 100

駐輪場の管理 100

スーパーでの労務作業 100

ピッキング 100

マンションの代行管理人、管理人が休暇を
とった時、代わりにそのマンションで仕事をす
る

100

デイサービスの運転手 100
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飲食業 100

下水道、土木工事 100

シルバー人材センターで駐輪場管理人をして
いる

100

訪問介護 100

倉庫 100

ビルの掃除 100

社長宅の家事全般 100

弁当の仕込み、盛り付け 100

ホール清掃員 100

事務職 100

割烹での接客業 100

デーサービスで食事の調理補助をしている 100

飲食店で調理補助、ホール、後片付けのお掃
除など全般にやってます。

100

労務 100

スナック 100

商店で食品製作販売 100

日本語教師 100

事務職 100

スーパーで品出し 100

医療機関の受付事務 100

介護事業所 100

精神・知的障害者の授産施設にて、寮の生活
支援員をしています。

100

事務 100

清掃 100

一般事務 100

飲食店の裏方 100

介護支援専門員として働いている。 100

調理補助 100

飲食店 100

かつら屋で販売の仕事 100

請求事務 100

スーパーの惣菜 100

高層賃貸ﾏﾝｼｮﾝの受け付け 100

介護 100

コールセンターのオペレーター 100

セラピスト 100

飲食店の受付 100

一般事務、売掛先の請求事務 100

マンションの管理人週３日２１時間勤務＇内容
は清掃・業者への立ち会い・集金・居住者の
窓口（

100

知的障害者支援のNPOで外出支援のアルバ
イト。収入にしめる割合は、１０％以下です。
満額ではありませんが、もう年金をもらってい
ますので。

100

教育委員会で、小学校で外国人児童への日
本語指導をしている。

100

マンションの清掃 100

ホテル内ギャラリーの運営・企画・接客担当。
100

オペレーター 100

工場内で魚などの袋詰めやパック詰めをして
いる

100

子育て支援員 100

遺跡発掘作業 100

サービス業＇その他（ 100

自動車学院で、生徒さんの送迎バスの運転
手を＇3回/週（している。

99

販売 95

社員食堂で５時間のパート 90

青果市場 90

医療系 90

障碍者福祉施設 90

公益法人 90

事務作業 90

給与計算、社会保険関係他総務事務 90

医療機関での医療補助及び受付業務 85

保育所で保育士として 80

一般事務 80

交通機関での誘導 80

飲食業　調理師 80

社会福祉法人の特養で介護パート 80

オフィス清掃 80

酒類卸、小売業社の事務員 80

非常勤講師 75

楽器店事務 70

パート 70

ポステイング 70

事務職 70

スーパーの鮮魚 70

看護師 70

マンション管理人 70

清掃 65

マンション管理 60

一社の銀行のパートで中小企業の融資先開
拓の仕事をやっています

60

スーパー　商品補充 60

給食会社　調理業務 60

訪問ヘルパー 60

きものの催事販売 60

パート 60

講師 50

事務 50

経理事務処理でＰＣに入力。 50

清掃 50

海外業者への工事引き合い仕様書作成 50

送迎ドライバ－ 50

清掃業務 50

＇Q2つづき（
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＇株（ 50

機械メンテ 50

ポスティング 50

ピッキング 50

夫の経営する会社の社員 50

専門学校の非常勤講師 50

人材派遣会社の事務 50

中国語講習会の講師、通訳 45

老人介護のデイサービスで運転手。 44

お弁当屋さんで調理 40

講師 40

不動産会社のチラシ配布 40

シルバーセンター 40

事務処理 40

パート 40

介護福祉 35

社会福祉法人での夜間受付業務 34

マンション管理員 31

データ入力 30

家事代行サービス 30

飲食店 30

家電設置 30

スーパー商品作業場清掃 30

料理 30

情報関連での成果主義での　バイト 30

調剤をしている 30

ディシュウオッシュ 25

デイサービスの送迎車の運転 25

レジ 20

新聞配達 20

医療 20

経理補助 20

週に2回病院の内科外来を担当している 10

家庭教師 10

非営利の学校法人で非常勤講師をしている 10

仕事があるとき・依頼されたときにする 10

介護ヘルパー 7

薬剤師としての調剤業務 5

病院手伝い 1

新聞配達 1

パート・アルバイト　２社目　　　　＇Ｎ＝45（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

経理事務 80

データ入力 70

小学校の管理人 70

調剤している 70

パチンコ店清掃作業 60

新聞配達。 56

講師 50

経理事務処理でＰＣに入力。 50

清掃 50

送迎ドライバ－ 50

清掃業務 50

鉄道会社 50

運輸 50

職業訓練校の非常勤講師 50

駐輪場管理 40

牛乳配達 40

訪問ヘルパー 40

コンビニアルバイト 40

パート 40

新聞関連会社のチラシ配 40

フロント業務 35

パート 30

ポステイング 30

掃除 30

ヘルパー 30

講師 30

介護福祉 30

ベビーシッター 20

学童保育の保育補助 15

社団法人 10

視覚障害者のガイドヘルプ 10

受け付け事務 10

医療検診 10

産業医として働いている 10

試験の採点 10

着付け 5

介護ヘルパー 3

不動産会社　案内 2

インタネットのオクション 1

パート・アルバイト　３社目　　　　＇Ｎ＝５（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

講師 30

在宅訪問サービス 20

介護福祉 20

産業医として働いている 10

倉庫管理 10

パート・アルバイト　４社目　　　　＇Ｎ＝２（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

介護福祉 15

産業医として働いている 10

パート・アルバイト　５社目　　　　＇Ｎ＝１（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

産業医として働いている 10

派遣社員　１社目　　　　＇Ｎ＝40（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

損保代理店で、損保全般事務及び店頭来客
応対

100

金融事務 100

派遣会社による病院の警備業務 100

営業事務 100

介護 100

証券アドバイザ－ 100
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業務委託　１社目　　　　＇Ｎ＝110（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

家事サービスの手伝い 100

自動販売機の修理 100

事故調査業務 100

人事・総務の責任者として管理部門をマネー
ジしている。

100

財務・経理・総務業務へのアドバイス、サポー
ト

100

パソコン業務ソフトの管理 100

技術的な検討およびアドバイス 100

カスタマーサポート 100

公立小中学校でＩＣＴサポートをしている 100

小学生相手の塾で講師をしている。 100

医療事務 100

ホテルの宴会部門でサービスの仕事をしてい
ます。

100

ビルメン派遣、清掃業務 100

情報処理システムのISO認証取得の指導及
び品質監査

100

看護師補助及び清掃 100

大型SCで買い物用の【カート・買い物籠】を買
い物客が駐車場などに放置したものを集め、
玄関に整理する内容の仕事。

100

区都市整備公社でサービス業をしている 100

現在の会社では支店長を任されており、業務
全体を見ています。特に総務がメインです
が、現場作業などの業務作業も見ています。

100

警備業務 100

旅行添乗員 100

夜間監視 100

研究所 100

某製造業の検査業務。 100

機械設計 100

社内規定の管理 100

講師 100

銀行のロビー案内 100

コールセンター 100

写真講師 100

駐車場の運営管理業務 90

建設会社で現場員 50

海外業者への工事引き合い仕様書作成 50

いろいろな単純作業 50

販売 20

宅急便の荷物仕分 20

バンケット 10

中国語講習会の講師 10

派遣社員　２社目　　　　＇Ｎ＝2（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

デモンストレーター 10

介護事業所 20

＇財（に登録し、業務依頼に基づき、ＩＳＯ認証
の審査員の業務をしている。

100

ソフトウェア開発の受託 100

ガソリンスタンドで受注した中古車の販売の
実務＇仕入・販売・オークション会場への出品
等（を請け負っている。

100

書店の販売促進と営業 100

損害保険会社 100

ポスティング 100

週刉のタウン情報誌に、住まいの形態に合わ
せた広告を入れ込み、それぞれに配達する

100

講師 100

設備工事工事監理 100

以前勤務していた会社の関連会社から部分
的な仕事を受託している

100

太陽光発電システムの事業確立 100

講師 100

人材紹介 100

衛生設備全般 100

内装監理 100

ＩＴコンサルタント 100

地方自治体 100

公共施設管理業務 100

通信教育の添削を家でしている。 100

建設土木業の営業および業務一般 100

納品代行会社＇業務委託（から個人的に再業
務委託を受け主に商品の検品・値札着け・梱
包発送業務をしている

100

研修講師 100

教育コンサルタントとして社員教育の一部を
担当

100

家庭教師 100

新事業に関する調査・企画 100

技術文献抄録作成、翻訳。 100

添削業務 100

乳製品の個別販売 100

受験生向け答案の添削業務100%大学受験
生向け答案の添削業務

100

建築設備設計 100

委託 100

ソフトウェア 100

自家用車でお弁当の配達。 100

知的財産権＇特に特許（に関する実務や書類
管理等の補助業務

100

幼児教育塾の模試用の問題制作。 100

特許調査 100

生命保険・損害保険・募集人 100

医学・薬学論文のインデキシング＇キーワード
選択、抄録作成等（

100

無線従事者資格講師 100

添削指導業務 100

委託先にフルタイムで出勤、監査業務を司っ
ている。

100

事務 100
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①電気主任技術者②その他設備の保守管理
(簡単な修理も含む（

100

調査事務 100

講師 100

生命保険、損害保険代理店に登録。委託業
務をする。

100

資料整理 100

地域新聞の配達業務 100

営業 90

翻訳のアウトソーシング 90

サービス提供 90

ITインフラ構築・パソコン教育・システム開発
と運用・会計業務全般・資金運用支援業務

85

財団法人から写真つき取材の仕事を得て、そ
の財団法人ホームページに掲載している。

80

建築図の鋼製建具のＣＡＤソフトによる作図
業務。主にメールのやり取りです。

80

特許関係 80

外人旅行＇インバウンド（の斡旋業者。国内の
モデルコースの設定、宿泊施設などの選定、
事業計画の一環で宿泊施設、飲食施設など
の運営受託などコンサルタント。

80

メール便の配達 80

カルチャーセンターのケーキ料理講師 60

翻訳 60

副業 60

趣味教室の教師 60

営業取り扱い 60

保険調査員 60

アンケートデータ等の入力 60

社会保険関係 50

会社から家庭教師の業務委託を受けている。
生徒の自宅で教える場合と教室で教える場
合の２通りあります。

50

企業診断と各種セミナー講師担当 50

家庭内清掃業務等委託 50

事務所掃除メンテナンス 50

電力会社からの業務委託 50

弁護士会からのスペイン語接見通訳(被疑者
と弁護士との接見立会（。

50

介護の事業者連絡協議会の事務局の仕事を
自宅で行っている。

50

編集補助 50

従来からの業務を第三者的観点から業務し、
後輩社員を育成している

40

計算サーバーの監視メールのチェック、定期
システム保守実施

40

設計会社 40

電気工事の業者斡旋 40

営業支援活動 40

編集企画 33

井戸工事 30

運送会社 30

技術アドバイス 30

長年仕事をしてきたお客からの依頼を口座の
問題で仕事を回している。

30

調査 30

不動産会社の繁忙期における社内業務全般
30

翻訳、EXCELでの表整理その他事務一般 25

就職作文類の添削・評価業務 20

出版社で｢輸入車中古車情報｣の編集＆原
稿。

20

東京都内の案内を業務委託されております。
委託内容により収入が変わりますが収入は
月により異なります。最大で50％位です。

20

某新聞社の特定のイベントの構成演出 20

支援 20

ネットワーク試験監督 20

生協の広報紙の原稿作成 20

夕食宅配 20

食品 20

産業カウンセラーとして、社外で心理相談室
を開いている

14

ライフプラン研修の運営業務 10

講習、講演会 10

健診結果判定 10

優良店会 10

事務管理補助 10

個人代理店業務 5

社交ダンスの講師 4

業務委託　２社目　　　　＇Ｎ＝25（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

工場管理の指導 70

管理業務 67

ＬＥＤの販売紹介 60

社会保険、経理 50

会社から家庭教師の業務委託を受けている。
生徒の自宅で教える場合と教室で教える場
合の２通りあります。

50

展示会の手伝い、通訳 50

翻訳会社からのスペイン語産業翻訳(スペイ
ン語から日本語への翻訳が大部分（。

50

ガス会社で専任のケーキ料理講師 40

趣味教室の通信教師 40

保険調査員 40

アンケートデータ等の入力、ホームページの
製作

40

設計会社 40

食品 30

新聞社のデータ入力の仕事 20

建築図の鋼製建具のＣＡＤソフトによる作図
業務。主にメールのやり取りです。

20

特許関係 20

ホテル運営会社。新規ホテルの事業計画の
コンサルタント。

20
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株式会社　経営　１社目　　　　＇Ｎ＝71（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

コンサルタント 100

機械器具設置業の営業兼経営 100

家電販売店の経営 100

警備会社 100

不動産管理会社です。内容は、貸しビル２、
貸しマンション３．

100

建設業 100

不動産の売買の仲介および有効利用のコン
サルタント

100

取締役 100

情報通信に関する国際標準化のコンサルティ
ング

100

プログラムの開発 100

広告代理店経由の不動産、直接取引の石材
店等のパンフレット、カタログ等の印刷物の企
画・コピー及び進行管理、印刷を受注

100

会社経営 100

代表取締役 100

語学サービス業 100

経営者としての仕事 100

代表取締役 100

運輸 100

建築塗装業 100

商社経営 100

不動産の仲介・売買・住宅のリフォーム工事７
０％家賃収入　　３０％

100

会社の経理から運営まで 100

経営者 100

製造関係の会社の経営をしている 100

環境プランナー、アドバイザー。iso関連業務 100

食品の製造及び卸小売業を行なっている。 100

不動産会社。土地や建売住宅を販売・仲介業
務。

100

その他サービス業 100

石油製品小売業 100

コンサルタント 100

会員制の情報提供サービスと関連商品の販
売事業

100

コンビニ 100

不動産賃貸業 100

管理 100

工場機械設備の計画販売を行い収益を得て
いる

100

電気工事士 100

主に外資系金融企業向けに人材紹介。また
キャリアカウンセラーとしても就業していま
す。

100

経営一般 100

経営 100

建築設計事務所 100

繊維製造 100

特許の管理運用会社で執行役員社長をして
いる。

100

経営・営業・機器開発・その他 100

経営、管理業務 100

精密機械製造業 100

建築士　建築設計業　設計事務所の経営 100

工作機械を初めとする設備装置関連の販売 100

金融業 100

ITコンサル 100

会社経営 100

旅行斡旋業全般 100

経理 100

商工サービス 100

代表取締役 100

小売り 100

翻訳、ＤＴＰ、データベース 100

陶磁器卸売 100

輸入雑貨卸売業 95

代表 95

金属製品製造 90

メール便の配達 20

翻訳 20

計算サーバーの監視メールのチェック 20

運送会社 20

教育機関のマルチメディアシステム運用のサ
ポート業務

15

産業カウンセラーとして、社外で心理相談室
を開いている

14

検査 10

出版社で情報誌がらみの企画・編集。 10

業務委託　３社目　　　　＇Ｎ＝７（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

食品 50

計算サーバーの構築 40

自動車修理店 30

翻訳 20

設計会社 15

産業カウンセラーとして、社外で心理相談室
を開いている

14

広告会社でPRツールの企画・編集。 10

業務委託　４社目　　　　＇Ｎ＝３（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

運送会社 20

産業カウンセラーとして、社外で心理相談室
を開いている

14

設計会社 3

業務委託　５社目　　　　＇Ｎ＝２（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

産業カウンセラーとして、社外で心理相談室
を開いている

14

設計会社 2
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保険仲立人 80

保険 60

経営者としての業務 60

機械技術者としての仕事と経営全般 60

運輸業 45

中国語翻訳、貿易 45

経営 30

中古自動車輸出 30

個人の仕事形態としては自由業ですが、他の
企業からの委託で事業をしますので株式会
社にしています。

20

株式会社　経営　２社目　　　　＇Ｎ＝４（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

経営 60

機械技術者としての仕事と経営全般 40

経営コンサルタント顧問 20

ＮＰＯ法人　経営　１社目　　　　＇Ｎ＝3（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

環境創造研究 50

移送サービス 25

車椅子ダンス 1

ＮＰＯ法人　経営　２社目　　　　＇Ｎ＝１（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

民族音楽平和運動 50

その他の法人経営　１社目　　　　＇Ｎ＝45（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

幼稚園長 100

不動産賃貸業 100

有限会社にて建物賃貸業としてテナントから
の家賃収入による経営

100

経営。経理。人事。その他管理。 100

個人タクシー 100

団体のwebデザインをしている 100

石油製品販売 100

建物に関するコンサルティング 100

不動産賃貸業 100

飲食店 100

アパート賃貸・管理 100

造園コンサルタント 100

財団法人専務理事 100

資料発刉、販売 100

手彫り印鑑･ゴム印・表札・シャチハタネーム
印・年賀状印刷・プログラム･メニュー・伝票・
冊子等写真のDPE＇扱い枚数地域一番店（

100

ソフトウェア開発 100

自営の会社からの収入 100

保険代理店 100

建築設計、管理 100

有限会社 100

不動産賃貸 100

鍼灸治療院を経営、家賃収入の売り上げ。 100

賃貸業を経営 100

保育所運営 100

プラスチック加工 100

不動産業 100

飲食店 100

小売業ですが法人にしてあります 100

不動産賃貸 100

空調工事(エアコン取り付け、移動､外し（、電
気工事

100

経営と技術開発 100

経営と実務＇トレードやせどり等（ 100

会員制医療 100

歯科医業 100

不動産＇マンション（の管理運営、ピラティスス
タジオの経営

100

建築設計 90

監査役、他に年金 75

封筒、旗などの販売 60

雑貨輸入販売 60

薬局 50

雑貨輸入販売 30

請負 30

社長業 20

サービス提供 10

その他の法人経営　２社目　　　　＇Ｎ＝２（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

リゾートハウス経営管理 10

中古車輸出業 40

家族従業　１ヵ所目　　　　＇Ｎ＝139（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

電気工事 100

商品販売、管理 100

アパート経営 100

医療機関で受付や事務の仕事をしている。 100

アパート管理 100

小売業 100

保険代理店 100

自営業の専従 100

農業＇茶・山葵（ 100

漁業 100

弁当屋 100

税理士 100

美容業 100

経理、事務 100

農業を行い、生産した野菜等を産地消費で
売っていなす。

100

運転手 100

印刷物の請負、企画営業 100

店の手伝い。 100

アパート経営の専従者になっている 100

テニス場経営 100
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不動産賃貸業 100

法律の専門職 100

写真館の受付、接客 100

製造業、 100

家賃収入。 100

塾 100

理容業 100

自動車販売　修理 100

家族従業1ヶ所 100

経理、事務 100

化粧品、アジア雑貨販売 100

ロッジの個人経営　調理、清掃、事務、建物
管理など全般をしている

100

宿泊業 100

建築設計監理 100

不動産賃貸 100

経理、事務その他 100

経理、事務 100

インターネットを使ってＰＣの販売をしている
古物商

100

小売 100

農業 100

美術作家 100

畳製造販売 100

速記、テープ起こし 100

ある商品の販売代理店の経理事務等 100

不動産賃貸 100

自営業 100

自由業　専門職 100

不動産経営管理 100

不動産仲介 100

小売業 100

不動産管理＇主な収入は個人の不動産賃貸
収入（

100

事務用品　文具店で　仕入れ　伝票入力　納
品に関与している

100

事務所の清掃留守番 100

理容業 100

税務会計 100

染色業 100

縫製業＇自営（ 100

農業 100

文具販売 100

経理、縫製 100

学生に英語を教えている。 100

駐車場経営 100

自宅で予約制でエステをやっている。 100

夫婦２人でカレーやハンバーグなどの飲食店
をやっています。

100

ネット販売 100

貸家業 95

水道業事務 90

事務全般及び対外折衝 75

夫の個人経営の仕事の事務全般 50

アルバイト 100

フレンチレストラン経営 100

農産物小売業 100

貸家経理 100

小売り販売 100

自転車修理・販売 100

不動産貸付業なので、税理や建物メンテナン
ス等に関わっている。

100

小売店家族経営 100

自営で電気通信業の経理をしている 100

美容師として自営 100

美容業 100

不動産賃貸業 100

営業 100

宿泊業務全般 100

不動産業 100

美容室経営 100

クリーニングの取次ぎ 100

ケーキ製造販売 100

調理、サービス、他 100

ｱﾊﾟｰﾄ経営をしている夫の手伝い。経理・入居者への対応100

不動産貸付業 100

農業 100

洋服等に刺繍を入れる補助作業 100

経理 100

文房具の小売りを自営業でしている。 100

医院の経理 100

写真店受付 100

不動産賃貸管理 100

理容所の経営 100

夫婦で自営の割烹店接客サービス 100

農業＇主に稲作（ 100

主人が自宅で通販の仕事をしており、その手伝いをしている。100

管理人業務 100

駐車場経営 100

データベース管理 100

経理 100

足で踏むマッサージ 100

自動車の、修理・販売・車検・整備・自賠責保険。 100

中華レストランを自営しています。 100

ホームページ委託製作 100

パソコンの販売と修理 100

ソフト保守 100

自営運送業事務手伝い 100

商店自営 100

農業 100

自営でクリーニング業を営んでおります。 100

不動産貸付 100

自営　不動産業 100
たばこジュ－スの自動販売機での販売。野菜
の地域販売所への出品。 100

アパート経営 100

薬店 100

小売り 100

小売自営業 100
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学習塾 50

食料品、飲料水の販売 50

電気工事全般 50

不動産賃貸 45

農業 40

不動産管理 40

経理の部分を任せている。 30

保険代理店 30

医薬品販売 30

野菜販売 20

建築系 10

自由業 10

解体工事業に付帯する鉄屑業 10

二男の経営するレストランでホール、キッチン
の補助作業

5

家族従業　２ヵ所目　　　　＇Ｎ＝５（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

農業 60

クリーニング取次ぎ 70

学習塾 50

部屋の賃貸 50

長男経営のレストランで仕込み手伝い 3

家族従業　３ヵ所目　　　　＇Ｎ＝1（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

自宅で事務作業 2

その他　　　　＇Ｎ＝376（
仕事で得てい
る収入に占め
る割合＇％（

市の嘱託。カウンセリング。 100

オリジナルニットのデザイン・製作 100

データー処理 100

ビル賃貸 100

個人学習塾 100

生協店舗で食品等の一部の仕入れ、食品等
の販売＇レジ含む（。

100

大学で語学講師をつとめている。 100

公民館で夜の管理 100

大学非常勤講師 100

障害児・者教育の講師 100

家電販売 100

大学非常勤講師 100

SOHO 100

カメラマン 100

自宅で手編み製品　製造　知り合いからの注
文

100

株取引 100

株トレーダ 100

文化系エンタメ。ワークショップ、企画・脚本・
演出・出演等の派遣。公演。

100

文字筆耕業 100

不動産貸し付け 100

賃貸アパートサービス 100

建設機械請負業 100

設計業務 100

コンサルタント業　4社 100

美容院経営 100

学習支援 100

依頼を受けての演奏、ライブハウス等での演
奏、音楽学校での指導

100

駄菓子小売 100

お稽古ごと和教室を持って生徒さんに教えて
いる

100

賃貸不動産60・保険会社委託業務40 100

英仏語を教える語学教室を経営している。 100

家具製作を中心とする木工所を自営してい
て、主に個人からの注文によりオリジナル製
品を作っている。

100

教師 100

ピアノ教室で数人にレッスンをして月謝を貰っ
ている。

100

区役所の案内係 100

手作り品を雑貨店に納品 100

自営業 100

個人事業を経営 100

トレーダー 100

パソコン関係の指導等 100

アパート経営 100

カウンセリング 100

経理、総務担当の役員 100

洋書の輸入販売とハンドメイド品の作成と販
売

100

自営業 100

学習塾の経営者、講師 100

社会事件、事象の依頼リライト。児童図書の
創作活動。講演会など。

100

サービス 100

展示館の用務員 100

一級建築事務所と賃貸住宅の経営 100

科学技術計算ソフトの作成 100

保育園で保育をしている 100

有償助け合いシステムでコーディネーターを
している。

100

管工事・空調工事で収入を得てます。 100

駐車場経営・管理 100

各種清掃、配達、限定品購入などの代行 100

設計 100

外国企業と国内企業との情報の橋渡し等の
業務や人材派遣等の業務をしている。

100
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学習塾経営 100

公立高校で、週２８時間の勤務。ただし、身分
は教諭＇常勤と同等待遇（。

100

五月人形鎧のパーツつくり 100

フリーランスで通訳 100

専門職の人たちへの特別講演研修会の講義
執筆活動

100

グラフィック・デザイナー 100

便利屋 100

アナログ回路開発 100

先月、会社を定年退職。失業保険受給中　４
５％、地方自治体外郭団体の依頼で、なぎな
た　の指導　１０％、基礎年金　４５％

100

自営 100

歯科補綴物を製作している 100

システム、特にデータベースの論理設計、要
件定義など

100

オーナーのため毎月決まった金額が、入る 100

薬剤師 100

県庁で技術職の再任用職員として行政事務
＇施設の維持管理及び設計業務（に携わって
いる。

100

寺院に所属して葬儀や法事で収入を得てい
る

100

酒屋の経営 100

裁判所調停委員 100

パソコン教室 100

不動産賃貸業 100

飲食店　自営 100

行政書士 100

夫の税理士事務所で職員が足りないときな
ど、事務作業を手伝う

100

専門学校で、教師をしている。 100

看護 100

大学で非常勤講師をしている 100

ピアノ教師 100

自営業70、年金30 100

社会保険・資産運用などについて非拘束的に
指導

100

音楽制作、印税 100

建築設計事務所の代表 100

飲食店 100

自営 100

建築設計事務所経営で収入を得ている。 100

家賃収入 100

＇飲食店（買出し、洗い場、店内清掃、帳簿 100

シルバー人材センター会員 100

輸入雑貨販売 100

サービス業 100

写真家として写真を販売している。 100

大学非常勤講師、作曲印税、講演及び音楽
出演料、企業向けプランニング料ほか

100

家事援助 100

写真家として、広告･出版･業界紙広報等の撮
影依頼を受けて、不定期に仕事をしている。

100

指導、演奏 100

不動産の貸付業をしている。 100

模型の個人向け製作販売。関連商品の販
売。

100

自宅で個人経営、カウンセリング 100

日用雑貨品の仕入れ及び販売 100

ネットワーク設計、コンサルティング 100

水稲栽培 100

機械設計事務所経営及び実務作業 100

ISO認証コンサル 100

家賃収入 100

自宅で英語・英会話の個人教授 100

サービス 100

パソコンメンテナンスサービス 100

信用取引や現物運用をデイトレードしている。
100

マンション管理業７０パーセント年金　30パー
セント

100

建設関係で受注営業の業務です。 100

靴修理 100

学習塾自営 100

作曲と指揮活動、他指導など 100

ポイント稼ぎ他 100

小売業の株式会社の社外取締役をしている 100

通信工事 100

専門士業で各顧客から報酬として収入を得て
いる

100

社会福祉法人 100

書道教師 100

幼稚園で運転手兼日常業務をしている 100

電機機器製造の自営業 100

都立高校で一年契約という時間講師をしてい
ます。

100

電気設備工事　設計業務 100

木材販売 100

定年後の再雇用 100

保険募集 100

理容の自営業の経営 100

自営業　インテリア・プランナーとして従事。 100

木造住宅新築・増改築・店舗内装工事一式 100

社員教育、営業指導など 100

アパートや駐車場の貸し付け 100

手作りの小物を作って自分の店で売っている
100

家賃 100

＇Q2つづき（
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個人起業のコンサルタントで主に海外での企
業改善に従事。

100

建設現場で、内装仕上げ工事を請け負ってい
る。

100

トマトの施設栽培 100

建築の電気設備設計業務＇現在は積算で工
事原価の算出（

100

アパート経営全般 100

アパートなど賃貸 100

司法書士 100

不動産賃貸 100

包装資材販売 100

作業服のフランチャイズ店のオーナー 100

通訳、英語指導 100

映像作家 100

肥料関係の小売 100

ピアノの演奏、ピアノの指導 100

建築鈑金 100

自営 100

製造業 100

大工仕事、増改築、床の張り替え、外壁塗
装、東屋の改造、70％　造園立木の伐採

100

美容業 100

保険代理店 100

製造業 100

自営業 100

個人で医療事務代行 100

非常勤講師として数学を教えている。 100

公立学校の新任教師の後補充講師として働
いている

100

シルバー人材センターで月 １０日アルバイト
している

100

税理士業務 100

著述講演 100

自営 100

ソフトウエアのシステムアナリスト 100

ＰＣ入力下請会社経営 100

不動産賃貸 100

DMの封入 100

技術の指導 100

模型制作 100

美術商 100

建設業 100

ＦＸトレード 100

ITコンサル 100

翻訳業英会話講師 100

駐車場管理 100

個人事業主で農業経営 100

学習支援 100

農業・専業農家 100

＇Q2つづき（

顧客の業務に適したソフトの斡旋、無料ソフト
も斡旋しており、海外のものは翻訳もし、使用
法を指導している。アパート経営もしている。

100

農業 100

建築設計 100

しいて言えば、個人投資家かな。規模は小さ
いけれど。

100

コンタクトレンズ販売 100

電気制御盤等の設計製作 100

家電小売業 100

絵画教室経営、 100

フリーライターとして依頼原稿を書く仕事 100

不動産業 100

専従者給与・・・主に事務をやってます 100

公益法人の非常勤役員３割＋年金 100

福祉協議会の依頼で家事サポ－トなど訪問
による仕事

100

社会福祉法人の経営管理 100

金型研磨業 100

自営業　理容業と貸店舗の家賃で生計を立
てている

100

土木・建築 100

電化製品小売・電気工事・不動産賃貸料収
入・年金

100

ピアノの先生 100

不動産賃貸業 100

透析患者の送迎および施設営繕清掃 100

個人事業主とその他サービス事業で収入を
得ている

100

建設業 100

フリーランスのデザイナー 100

自宅で建築設計の仕事をしている 100

アパート経営 100

ＦＰ 100

DTP 100

新聞送達及び販売 100

市町村の検診業務の手伝い 100

公務災害補償基金の指導員
財団法人の講習講師

100

新現役で中小企業支援を行なっているが来
年３月で期限切れとなる

100

自宅で月１，２回、料理講習会を開いている 100

商業施設のデザイン・設計・監理業務 100

米販売　石油販売ネット販売 100

自動機制御設計・施工および委託により自動
機械の補修

100

生花店 100

市の主催の栄養教室、公民館主催の料理教
室などで調理指導や栄養指導

100

パチンコ屋さんでお掃除　1.5時間 100
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障害者就労雇用支援センターの喫茶で障害
者の就職前の訓練に携わっています。

100

㈱構内の通路掃除・草取り・樹木の剪定作
業。

100

医療機関への薬剤購入のアドバイス等のコン
サルタントを主に働いている

100

学習教室、会報編集委員、テープ起こし 100

アパートの部屋を貸して収入を得ている 100

手作り品販売 100

会計の決算と顧問をしている。 100

地方裁判所の委託を受けて立会い人。 100

英語学習支援業 100

施設の管理業務 100

人材育成に関する事業 100

税理士 100

自営賃貸収入８０％。年金２０％。 100

電気工事 100

駐車場収入は約10万円/月 100

音楽力の講師、医療関係、介護施設、大学の
学習センターでの講師

100

知的障害児童のケア 100

依頼があれば独語、英語関係の翻訳をして
いる

100

園芸植物販売 100

金融機関むけ＇信用金庫（に販促品を自宅を
事務所にして販売している。

100

呼吸法指導 100

稲作、果樹＇桃（栽培 100

子供のモノづくり指導 100

賃貸75農業5年金20 100

老齢の知人の家の掃除 100

入力業務、チラシ配布 100

入れ歯製作 100

社会保険労務士 100

行政書士・市議 100

アパート経営 100

内外における美術展企画・実施 100

ピアノ教室 100

図面作成 100

工場ラインの電気制御、プログラミング 100

米造りをしている。 100

住宅の増改築請負 100

人材育成コンサルタントとして企業からのコン
サル依頼、講演、授業講師をやっている。

100

自営業＇美容業（ 100

ファミリータイプのマンションの貸し付けをして
いる

100

建築設計 100

登録ヘルパー 100

大学で週一回90分の講義。そのほか雑誌の
仕事、勉強会の指導による謝礼等、収入不定
期。

100

法衣製造、卸販売、会社役員収入、株主配
当、音楽演奏

100

３大学で資格課程の非常勤講師 100

管理業 100

配布作業 100

個人タクシー 100

不動産賃貸業 100

ピアノ教師 100

熊野古道の語り部をしています。 100

土地家屋の登記業務 100

自営業 100

１社の非常勤監査役 100

建築関係の自営業で下請け、元受の仕事を
している

100

個人別荘の管理業務 100

製パン業 100

法人立ち上げの準備室に理事として勤務 100

個人宅なんでも相談、お手伝い 100

年金７０％＋顧問料３０％ 100

電気工事業 100

会計事務所経営 100

大人対象に子どもの読書(絵本を主に（につ
いての講演会講師絵本とふれあい遊びの指
導講師おとなや子ども対象におはなし会講師

100

建築設計 100

アンケートサイト 100

工業デザイン業 100

国内株式のデイトレードで利ざやを稼いでい
る

100

建築設計事務所経営 100

登録ヘルパー 100

受験参考書や問題集の執筆。講演活動 100

自動車整備・販売・板金・塗装 100

電子・電気絶縁材料の製造に関するコンサル
タント

100

整体業と年金 100

市のシルバー人材センターに登録し、主に市
の公共施設の清掃を月に８日ほどしている。

100

アパート経営 100

インターネットで収入を得る 100

書籍編集業、著述業。 100

おしぼりリース 100

建築設計　５０％現場監理　３０％　　営繕　２
０％

100

PCと写真、ビデオ関係の個人指導 100

＇Q2つづき（
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＇Q2つづき（

市民のサークルで歌唱指導。自宅での個人
レッスン

100

農業 100

設備エンジニアでの収入 100

デザイン制作、イラスト制作 100

ネットトレーダー 100

専従者　事務 100

賃貸業 100

役員報酬を得ている 100

自宅で英語教室、中学生に教えています。 100

対事業所サービス 100

理容師 100

大学で非常勤講師専門学校で非常勤講師 100

サービス業 100

アパート経営 100

ピアノ個人教師 100

原稿料 100

大学の２年生の後期16回の授業の非常勤講
師

100

アパート経営 100

歌を歌っています。ライブ、コンサート、パー
ティーなど依頼があった時だけ仕事をしてい
る。

100

会計経理記帳 100

不動産賃貸業を経営 100

国立市社会福祉協議会での安心サービス事
業で家庭のサポートに時間給で働いている

100

家で弟子に邦楽を教えている 100

マンション経営 100

学習指導 100

保育園に入れなかった子供をみている。学童
クラブの後、親が迎えに来るまで食事をさせ
て一緒に待つ。会議中の間、子供の保育をし
ている。週に2～3日短時間で、始めたばかり
で収入については把握していない。子供の保
育は1時間1000円。

100

ガーデニングの講師 100

眼科診療所で事務長および診療に関する検
査をしている

100

バレエ教室運営 100

県の事業の買収に伴う登記事務を行ってい
る。

100

アート関係製作販売 100

自宅でピアノ教室ピアノ指導ソルフェージュ指
導週１回出勤して幼児に集団でソルフェー
ジュ個人にピアノ指導

100

ヒーリング 100

自営業 100

不動産賃貸 100

不動産の賃貸と年金 100

事務 100

体操指導 100

陶磁器小売業です。 100

事業団からの依頼でガイドヘルパーをしてい
る。２箇所

100

インターネットで株式のトレーダーで利益を出
し収入を得ている。

100

不定期に技術的アドバイスを求められて出張
サービスをする

100

2軒のアパート経営 99

通訳・翻訳業 90

損保代理店 85

本来の旅行会社〔旅行代理店〕を経営 80

整体療術 80

学習支援業 80

ECO製品販売。 80

著作権業は不定期になりますが依頼により仕
事をしています。

60

ＭＬＭ 60

保険代理店 50

不動産賃貸業 50

自分で学習塾お経営 50

ピアノ教室主宰 50

自宅で学研の教室を運営 50

アパート経営 40

音楽教室講師 30

議員 30

改善活動支援 30

心理カウンセラーとして、個人でカウンセリン
グルームを主宰している

30

フリーの企画編集者として、小規模出版社の
単行本企画構成＆発刉に至るまでの進行管
理。

20

体操指導員 20

翻訳のフリーランス 10

個人でのマンション経営 10

人材派遣・人材採用会社の会議への参加、
アドバイス

10

知人のカラオケスタジオの夜の部の手伝い 5
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Q3

　1.正社員・正職員の仕事（１社目）の収入割合
％

　平均値 97.6 

　最小値 20 

　最大値 100 

　2.正社員・正職員の仕事（２社目）の収入割合
％

　平均値 50.0 

　最小値 30 

　最大値 70 

　3.正社員・正職員の仕事（３社目）の収入割合
％

　平均値 50.0 

　最小値 50 

　最大値 50 

　4.正社員・正職員の仕事（４社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　5.正社員・正職員の仕事（５社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　6.契約社員・嘱託の仕事（１社目）の収入割合

％

　平均値 94.4 

　最小値 5 

　最大値 100 

　7.契約社員・嘱託の仕事（２社目）の収入割合
％

　平均値 28.8 

　最小値 5 

　最大値 50 

　8.契約社員・嘱託の仕事（３社目）の収入割合
％

　平均値 20.0 

　最小値 20 

　最大値 20 

全体（N＝1）

全体（N＝467）

それぞれの働き方が仕事で得ている収入に占める割合（％）を入力ください。※
仕事で得ている収入に占めるそれぞれの割合（％）は、半角数字で入力。

全体（N＝4）

全体（N＝301）

全体（N＝3）

全体（N＝2）
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　9.契約社員・嘱託の仕事（４社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　10.契約社員・嘱託の仕事（５社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　11.パート・アルバイトの仕事（１社目）の収入割合
％

　平均値 92.7 

　最小値 1 

　最大値 100 

　12.パート・アルバイトの仕事（２社目）の収入割合
％

　平均値 33.3 

　最小値 1 

　最大値 80 

　13.パート・アルバイトの仕事（３社目）の収入割合
％

　平均値 18.0 

　最小値 10 

　最大値 30 

　14.パート・アルバイトの仕事（４社目）の収入割合
％

　平均値 12.5 

　最小値 10 

　最大値 15 

　15.パート・アルバイトの仕事（５社目）の収入割合
％

　平均値 10.0 

　最小値 10 

　最大値 10 

　16.派遣社員の仕事（１社目）の収入割合
％

　平均値 86.8 

　最小値 10 

　最大値 100 

　17.派遣社員の仕事（２社目）の収入割合
％

　平均値 15.0 

　最小値 10 

　最大値 20 

全体（N＝1）

全体（N＝40）

全体（N＝557）

全体（N＝2）

全体（N＝45）

全体（N＝5）

全体（N＝2）
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　18.派遣社員の仕事（３社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　19.派遣社員の仕事（４社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　20.派遣社員の仕事（５社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　21.業務委託の仕事（１社目）の収入割合
％

　平均値 71.1 

　最小値 4 

　最大値 100 

　22.業務委託の仕事（２社目）の収入割合
％

　平均値 33.4 

　最小値 10 

　最大値 70 

　23.業務委託の仕事（３社目）の収入割合
％

　平均値 25.6 

　最小値 10 

　最大値 50 

　24.業務委託の仕事（４社目）の収入割合
％

　平均値 12.3 

　最小値 3 

　最大値 20 

　25.業務委託の仕事（５社目）の収入割合
％

　平均値 8.0 

　最小値 2 

　最大値 14 

　26.業務委託の仕事（６社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　27.業務委託の仕事（７社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　28.業務委託の仕事（８社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　29.業務委託の仕事（９社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　30.業務委託の仕事（１０社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

全体（N＝110）

全体（N＝25）

全体（N＝7）

全体（N＝3）

全体（N＝2）



ＲＥＣＲＵＩＴ Works Institute

６０代の就業に関する調査 データ集

37

　31.株式会社経営（１社目）の収入割合
％

　平均値 91.4 

　最小値 20 

　最大値 100 

　32.株式会社経営（２社目）の収入割合
％

　平均値 37.5 

　最小値 20 

　最大値 60 

　33.株式会社経営（３社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　34.株式会社経営（４社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　35.株式会社経営（５社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　36.株式会社経営（６社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　37.株式会社経営（７社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　38.株式会社経営（８社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　39.株式会社経営（９社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　40.株式会社経営（１０社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　41.ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）（１社目）の仕事の収入割合
％

　平均値 25.3 

　最小値 1 

　最大値 50 

　42.ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）（２社目）の仕事の収入割合
％

　平均値 50.0 

　最小値 50 

　最大値 50 

　43.ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）（３社目）の仕事の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　44.ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）（４社目）の仕事の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　45.ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）（５社目）の仕事の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

全体（N＝71）

全体（N＝4）

全体（N＝3）

全体（N＝1）
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　46.その他の法人経営（１社目）の収入割合
％

　平均値 87.7 

　最小値 10 

　最大値 100 

　47.その他の法人経営（２社目）の収入割合
％

　平均値 25.0 

　最小値 10 

　最大値 40 

　48.その他の法人経営（３社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　49.その他の法人経営（４社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　50.その他の法人経営（５社目）の収入割合
★回答数が0のため、掲載しません。

　51.家族従業の仕事（１ヵ所目）の収入割合
％

　平均値 92.3 

　最小値 5 

　最大値 100 

　52.家族従業の仕事（２ヵ所目）の収入割合
％

　平均値 46.6 

　最小値 3 

　最大値 70 

　53.家族従業の仕事（３ヵ所目）の収入割合
％

　平均値 2.0 

　最小値 2 

　最大値 2 

　54.その他の仕事の収入割合

％

　平均値 96.1 

　最小値 5 

　最大値 100 

全体（N＝45）

全体（N＝2）

全体（N＝139）

全体（N＝5）

全体（N＝1）

全体（N＝376）
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Q4
★実査画面には補足として、すでに回答した勤務先を表示。

★3～10、12～15、18～20は回答数0のため掲載しません。

回答数 ％

61 100.0 

1 株式会社経営　１社目　 35 57.4 

2 株式会社経営　２社目　 2 3.3 

11 ＮＰＯ法人　１社目　 2 3.3 

16 その他の法人経営　１社目　 23 37.7 

17 その他の法人経営　２社目　 2 3.3 

Q5

日

　平均値 4.4 

　最小値 1 

　最大値 7 

時間

　平均値 30.6 

　最小値 1 

　最大値 105 

Q6

回答数 ％

2000 100.0 

1 ぜひ働いていたい 590 29.5 

2 働いていたい 748 37.4 

3 まあ働いていたい 434 21.7 

4 どちらともいえない 141 7.1 

5 あまり働いていたくない 64 3.2 

6 働いていたくない 14 0.7 

7 まったく働きたくない 9 0.5 

全体

全体

全体（N＝2000）

全体（N＝2000）

現在の下記の働き方のうち、仲間と経営しているものがあればお選びください。（複数回答）

あなたは、現在働くことに対して、どの程度の意欲をお持ちですか。（単一回答）

また１週間の平均的労働時間は全部でどれくらいですか。
（回答は半角数字で入力）

現在、１週間のうち、何日働いていますか。（回答は半角数字で入力）
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Q7

★実査画面には補足として、すでに回答した勤務先を表示。

★4、5、8-10、13-15、17-20、24-30、33-40、42-45、47-50、53は回答数0のため掲載しません。

回答数 ％

2000 100.0 

1 正社員・正職員　１社目 458 22.9 

2 正社員・正職員　２社目　 2 0.1 

3 正社員・正職員　３社目　 1 0.1 

6 契約社員・嘱託　１社目　 288 14.4 

7 契約社員・嘱託　２社目　 1 0.1 

11 パート・アルバイト　１社目　 519 26.0 

12 パート・アルバイト　２社目　 10 0.5 

16 派遣社員　１社目　 35 1.8 

21 業務委託　１社目　 81 4.1 

22 業務委託　２社目　 4 0.2 

23 業務委託　３社目　 1 0.1 

31 株式会社経営　１社目　 67 3.4 

32 株式会社経営　２社目　 1 0.1 

41 ＮＰＯ法人　１社目　 1 0.1 

46 その他の法人経営　１社目　 39 2.0 

51 家族従業　１ヵ所 125 6.3 

52 家族従業　２ヵ所 3 0.2 

54 その他　 364 18.2 

SQ7

年

　平均値 1997.8 

　最小値 1960 

　最大値 2011 

全体（N=2000)

(Q3の回答最大値がカテゴリ内で1つのみの場合表示)
あなたの収入に占める割合（％）が最も多い以下の働き方の勤務先についてお尋ねします。
あなたがその勤務先で働き始めたのは何年からですか。
※回答は半角数字で入力してください。※年は西暦でご記入ください。（単一回答）

(Q3の回答最大値がカテゴリ内で2つ以上の場合表示)
前問で回答した、あなたが現在働いている勤務先の中で、
最も収入の割合が多く重要な勤務先についてお尋ねします。
あなたがその勤務先で働き始めたのは何年からですか。
※回答は半角数字で入力してください。※年は西暦でご記入ください。（単一回答）

全体

あなたの現在の働き方のなかで、同じ割合（％）で最も収入が多い働き方が、
以下のように複数ありました。
その複数の働き方のなかで最も重要と思われる働き方をひとつお選びください。
※各選択肢の後ろのカッコには、ご記入いただいた仕事内容と収入に占める割合(%)を表示しています。
（単一回答）
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Q8

回答数 ％

2000 100.0 

1 農林漁業 20 1.0 

2 鉱業 1 0.1 

3 建設業 142 7.1 

4 製造業 222 11.1 

5 電気・ガス・熱供給・水道業 18 0.9 

6 情報通信業 44 2.2 

7 運輸業 53 2.7 

8 卸売・小売業 232 11.6 

9 金融・保険業 59 3.0 

10 不動産業 101 5.1 

11 飲食店、宿泊業 48 2.4 

12 医療・福祉 154 7.7 

13 教育・学習支援 146 7.3 

14 郵便 8 0.4 

15 サービス業 434 21.7 

16 公務 68 3.4 

17 その他 250 12.5 

全体

(Q3の回答最大値がカテゴリ内で1つのみの場合表示)
あなたの収入に占める割合（％）が最も多い以下の働き方の勤務先についてお尋ねします。
その勤務先の業種は何ですか。（単一回答）

(Q3の回答最大値がカテゴリ内で2つ以上の場合表示)
最も収入の割合が多く重要な勤務先についてお尋ねします。
その勤務先の業種は何ですか。（単一回答）

Q9

回答数 ％

2000 100.0 

1 １人（自分のみ） 311 15.6 

2 ２～４人 311 15.6 

3 ５～９人 161 8.1 

4 １０～１９人 143 7.2 

5 ２０～２９人 92 4.6 

6 ３０～４９人 134 6.7 

7 ５０～９９人 190 9.5 

8 １００～２９９人 198 9.9 

9 ３００～４９９人 78 3.9 

10 ５００～９９９人 88 4.4 

11 １０００～１９９９人 62 3.1 

12 ２０００～４９９９人 76 3.8 

13 ５０００人以上 114 5.7 

14 公務（官公庁） 42 2.1 

全体

(Q3の回答最大値がカテゴリ内で1つのみの場合表示)
あなたの収入に占める割合（％）が最も多い以下の働き方の勤務先についてお尋ねします。
その勤務先の従業員数（常用雇用のアルバイト・パートを含む人数）は、
会社全体でどれくらいですか。（単一回答）

(Q3の回答最大値がカテゴリ内で2つ以上の場合表示)
最も収入の割合が多く重要な勤務先についてお尋ねします。
その勤務先の従業員数(常用雇用のアルバイト・パートを含む人数)は、
会社全体でどれくらいですか。（単一回答）
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Q10

回答数 ％

2000 100.0 

1 社長など代表取締役 217 10.9 

2 取締役・監査役など役員クラス 96 4.8 

3 顧問・相談役 37 1.9 

4 事業本部長クラスの管理職 15 0.8 

5 事業本部長クラスと同待遇の専門職 7 0.4 

6 部長クラスの管理職 71 3.6 

7 部長クラスと同待遇の専門職 34 1.7 

8 課長クラスの管理職 34 1.7 

9 課長クラスと同待遇の専門職 38 1.9 

10 係長・主任クラスの管理職 11 0.6 

11 係長・主任クラスと同待遇の専門職 27 1.4 

12 役職にはついていない 1132 56.6 

13 その他 281 14.1 

Q11

回答数 ％

2000 100.0 

1 サービス職 322 16.1 

2 保安・警備職 45 2.3 

3 農林漁業関連職 18 0.9 

4 運輸・通信関連職 35 1.8 

5 生産工程・労務職 72 3.6 

6 管理職 223 11.2 

7 事務職 313 15.7 

8 営業・販売職 225 11.3 

9 専門職　・技術職 509 25.5 

10 分類不能の職業 238 11.9 

全体

全体

(Q3の回答最大値がカテゴリ内で1つのみの場合表示)
あなたの収入に占める割合（％）が最も多い以下の働き方の勤務先についておたずねします。
その勤務先での役職は、次のどれにあてはまりますか。
名称が異なる場合も、職階（職位）が近いと思われるものをお選びください。
※ここでの「専門職」は、営業、技術、事務など、すべての分野を含みます。
※出向中の場合は本社の役職でお答えください。（単一回答）

(Q3の回答最大値がカテゴリ内で2つ以上の場合表示)
最も収入の割合が多く重要な勤務先についてお尋ねします。
その勤務先での役職は、次のどれにあてはまりますか。
名称が異なる場合も、職階(職位)が近いと思われるものをお選びください。
※ここでの「専門職」は、営業、技術、事務など、すべての分野を含みます。
※出向中の場合は本社の役職でお答えください。（単一回答）

現在のあなたの職種は何ですか。あてはまるものを１つお選びください。現在、複数の職種で働いてい
る場合は、主な収入源となっている職種についてお答えください。（単一回答）
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Q12

年

　平均値 17.2 

　最小値 0 

　最大値 51 

Q13

回答数 ％

2000 100.0 

1 82 4.1 

2 589 29.5 

3 311 15.6 

4 660 33.0 

5 358 17.9 

Q14

回答数 ％

2000 100.0 

1 とても満足している 209 10.5 

2 満足している 1040 52.0 

3 どちらともいえない 590 29.5 

4 不満である 131 6.6 

5 とても不満である 30 1.5 

Q15

年

　平均値 1999 

　最小値 1960 

　最大値 2011 

Q16 現在のような働き方を、これからも続けたいですか？（単一回答）

回答数 ％

1 続けたい 606 30.3 

2 ある程度続けたい 947 47.4 

3 どちらともいえない 284 14.2 

4 あまり続けたくない 115 5.8 

5 できればやめたい 48 2.4 

また、現在の職種の経験年数はどれくらいですか。
前問でお選びになった職種の経験年数をお答えください。(回答は半角数字で入力)
※12ヶ月未満の場合は「0」年と入力
※複数の会社で同じ職種についている場合は合計の年数をお答えください。

全体

全体（N=2000)

全体（N=2000)

全体（N=1998)

全体

あなたは現在の仕事において、どの段階だと顧客や上司から思われていますか。（単一回答）

第１段階　仕事の基本ややり方を習得しつつある段階

第３段階　常に、期待以上の成果をあげ続けている段階

第４段階　自分ならではの知識や技術、やり方が高く評価されている段階

第５段階　その道をきわめ、第一人者として社会的に広く認められている段階

あなたは現在の働き方に満足していますか。
※「働き方」とは、仕事の内容ややり方、働く時間や場所など、働くこと全般をさします。（単一回答）

いつから、現在のような働き方をしていますか。
※回答は半角数字で入力してください。

第２段階　ひとり立ちしている段階
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Q17 現在のような働き方を、今後も続けられると思いますか？（単一回答）

回答数 ％

1 長く続けられると思う 230 11.5 

2 ある程度続けられると思う 1236 61.8 

3 どちらともいえない 298 14.9 

4 あまり続けられると思えない 175 8.8 

5 続けられると思えない 61 3.1 

Q18 (%)

1.体力的
にきつい

2.精神的
にきつい

3.仕事の
量が多い

4.仕事が
むずかし

い

5.周囲の
サポート
がえられ

ない

6.仕事の
人間関係
に悩んで

いる

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 5.5 6.6 4.0 3.4 4.2 1.4 

2 ややあてはまる 23.7 24.2 15.4 12.2 13.1 5.9 

3 どちらともいえない 19.4 22.8 29.4 24.5 28.7 16.7 

4 あまりあてはまらない 29.6 28.2 30.8 34.5 33.9 35.2 

5 あてはまらない 21.9 18.2 20.5 25.5 20.2 40.9 

7.上司と
合わない

8.定年が
ある

9.契約期
間が決

まってい
る

10.賃金
への不満
がある

11.勤務
条件（勤
務時間、
休日数、
勤務地な
ど）への
不満があ

る

12.勤め
ている会
社や団体
の経営方
針に不満
がある

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 2.0 16.8 18.6 8.9 3.7 2.9 

2 ややあてはまる 5.2 8.1 11.2 21.4 9.6 8.5 

3 どちらともいえない 15.1 10.2 10.5 28.2 21.5 23.0 

4 あまりあてはまらない 29.4 16.5 14.3 18.2 28.2 23.7 

5 あてはまらない 48.4 48.5 45.5 23.4 37.1 42.0 

全体（N=2000)

現在の働き方で、あてはまるものを１項目につき１つずつお選びください。（単一回答）

全体（N=2000)

全体（N=2000)

13.勤め
ている会
社や団体
の配置・
出向・転
籍のさせ
方に不満
がある

14.勤め
ている会
社や団体
が人員整
理・解雇
をしてい

る

15.勤め
ている会
社や団体
の将来性
や方向性
に不安が

ある

16.自分
の仕事が
減ってき
ている

17.今
やってい
る仕事は
見通しが
立ちにく

い

18.やり
たい仕事
ではない

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 1.3 1.4 4.3 4.3 5.0 2.6 

2 ややあてはまる 4.0 5.3 12.9 15.2 17.5 7.2 

3 どちらともいえない 18.7 17.4 25.4 22.9 29.1 22.3 

4 あまりあてはまらない 23.9 22.3 21.1 25.2 24.7 30.1 

5 あてはまらない 52.2 53.7 36.5 32.5 23.8 38.0 

全体（N=2000)
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19.自分
の性格に
むいてい
る仕事で
はない

20.自分
の能力や
専門性が
活かせな

い

21.仕事
を通じて
成長でき

ない

22.ほか
にやりた
い仕事や
働きたい
会社や団
体がある

23.独立
や起業を
したい

24.信学
や資格取
得をした

い

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 1.7 3.9 3.5 1.9 2.0 1.4 

2 ややあてはまる 5.9 8.7 10.3 7.4 4.3 5.4 

3 どちらともいえない 23.2 22.3 30.1 21.8 16.2 15.2 

4 あまりあてはまらない 31.9 29.3 30.0 29.0 22.6 21.9 

5 あてはまらない 37.4 35.9 26.3 40.1 55.0 56.3 

全体（N=2000)

25.もっ
と趣味の
時間をと
りたい

26.もっ
とボラン
ティアの
時間をと
りたい

27.もっ
と家族と
の時間を
とりたい

28.もっ
と地域で
活動する
時間をと
りたい

29.もっ
と介護の
時間をと
りたい

30.もっ
と勉強や
学ぶ時間
をとりた

い

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 5.0 1.0 2.1 0.8 0.6 2.2 

2 ややあてはまる 22.5 7.7 13.7 8.0 3.3 14.8 

3 どちらともいえない 25.8 30.0 31.6 30.3 17.1 27.5 

4 あまりあてはまらない 21.3 25.7 23.5 26.9 23.8 23.7 

5 あてはまらない 25.6 35.7 29.2 34.1 55.4 31.9 

31.年を
とって続
けている
人があま
りいない
仕事であ

る

32.創造
的な仕事
をしてい

る

33.後輩
や若い世
代を助け
ることを
大切にし
ている

34.自分
がいなく
なった後
も、貢献
したこと
が残るよ
うな仕事
をしてい

る

35.人の
世話をす
るような
仕事をし
ている

36.次の
社会や世
代に役立
つような
仕事をし
ている

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 3.0 7.0 9.0 7.0 8.2 7.7 

2 ややあてはまる 10.0 16.5 27.3 19.7 22.4 22.7 

3 どちらともいえない 22.9 28.7 34.3 34.2 29.5 35.8 

4 あまりあてはまらない 30.8 23.2 14.3 18.4 18.1 17.1 

5 あてはまらない 33.3 24.7 15.2 20.9 22.0 16.8 

全体（N=2000)

全体（N=2000)
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37.働く
ことがで
きるな

ら、高齢
になって
も働くべ
きだと思

う

38.怪我
や病気を
抱えて働
いている

39.仕事
のペース
を落とし

たい

40.引退
したい

100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 26.1 3.2 1.9 2.9 

2 ややあてはまる 43.4 12.1 12.3 8.4 

3 どちらともいえない 19.8 17.3 32.8 24.2 

4 あまりあてはまらない 5.9 24.9 26.1 25.3 

5 あてはまらない 4.9 42.5 27.0 39.3 

全体（N=2000)

Q19

回答数 ％

1 サービス職 235 11.8 

2 保安・警備職 15 0.8 

3 農林漁業関連職 12 0.6 

4 運輸・通信関連職 40 2.0 

5 生産工程・労務職 65 3.3 

6 管理職 301 15.1 

7 事務職 364 18.2 

8 営業・販売職 281 14.1 

9 専門職　・技術職 579 29.0 

10 分類不能の職業 108 5.4 

Q20

回答数 ％

1 ある 854 42.7 

2 ない 1146 57.3 

Q21

年齢

　平均値 59.8 

　最小値 35 

　最大値 69 

あなたは定年の経験がありますか。（単一回答）

全体（N=2000)

これまでに最も長く経験されてきた職種は何ですか。あてはまるものを１つお選びください。
（単一回答）

全体（N=2000)

全体（N=853)

定年を迎えられたのは、何歳の時ですか。（回答は半角数字で入力）／歳
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Q22
回答数 ％

1 元の会社で再雇用 246 28.8 

2 元の会社で勤務延長 65 7.6 

3 関連会社へ転籍 55 6.4 

4 元の会社の斡旋で転職 48 5.6 

5 自分で探した会社に再就職 184 21.5 

6 自分で自営業を開業 59 6.9 

7 家業などを手伝う 15 1.8 

8 失業、求職活動 75 8.8 

9 引退 48 5.6 

10 その他 59 6.9 

Q23

回答数 ％

854 100.0 

1 はい 277 32.4 

2 いいえ 577 67.6 

Q24

回答数 ％

2000 100.0 

1 もっている 1511 75.6 

2 もっていない 489 24.5 

全体

現在も、定年を迎えられた時点と同じ状態、働き方ですか。（単一回答）

あなたは、仕事において、実績を積んだ得意分野や専門領域をおもちですか。（単一回答）

全体（N=854)
定年を迎えられた時点で、どうなさいましたか。（単一回答）

全体
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Q25 （Q24で「もっている」と答えた人に）それはどのような得意分野や専門領域ですか。
なるべく具体的にお書きください。

★無回答および明らかな誤回答を除く。また、明らかな誤字は修正し、社名など固有名詞については削除した。

★自由回答のあとのカッコつき数字は、同様の回答の数。カッコつき数字がない自由回答は、その１件のみ。

Ｑ２５　実績を積んだ得意分野や専門領
域

＇1511ｓ（資材調達

管理

（損保関連の）無認可共済（保険業法改正の為廃
止になったが）
１０４　番号案内

①学習指導　②社会福祉（地域福祉）

１級施工監理技士

1級電気工事施工管理技士、電気主任技術者、監理
技術者資格証等
①情報システム（汎用コンピュータ及びPOSシステ
ム提案・構築）②スーパーの調達物流から配送物
①電気関係の知識を利用した設計業務、保守業務
など。②パソコンの各種ソフトを利用した図面作
成、帳票作成など。
１電気工事　電気設備メンテナンス

①電気主任技術者と冷凍機、ボイラ、危険物の国
家資格を持つ専門技術者。②その他設備全般の保
守点検（簡卖な故障修理含む）
30年　飲食業に携わり　お客様が　心地よく　食
事が出来る雰囲気作り、おもてなしが出来る
30年以上、食品の販売職をしてきました。（サー
ビス業にチェックをしてしまいましたが）
４０年前に薬種商の試験に合格し薬店を経営、現
在は薬局で登録販売者として医薬品の販売に従
ＡＶ機器のメンテナンスや機器の構成や修理ノウ
ハウについての指導を前職でしていた。
cad　経理

ＣＡＤの図面作成

ＣＡＥ解析領域

デザイナーの指導、育成

DIYアドバイザー

ＦＰ、不動産売買・賃貸、クレーム・トラブル処
理FPという資格をいかした仕事

FPの国家資格をとり、顧客に最適なライフプラン
をたてること。
ＦＰ技能検定3級

HOSTコンピューターの言語知識

ISO1400環境マネジメントシステム審査員補の資格
を持っている。
ＩＳＯ品質・環境審査員

ＩＴ関連　（７）

IT、語学

ＩＴｺﾝｻﾙ

ITシステムのプロジェクトマネジメント、品質保
証の分野
ＩＴの知識とＩＴシステム構築技術、プロジェク
ト管理技術
IT関係のソフトの専門技術や軍事関係のミサイル
の弾道計算等を主体とした技術。
IT関係の技術

IT技術　（２）

ＩＴ分野の顧客サポート

M  and　Ａ

ＭＲ、Ｗｅｂクリエーター

NC自動旋盤技術

PC

PCでイラストレーター、フォトショップを使用手
作りでペーパークラフト
PCでの事務職

PCでマイクロソフトのMOTを取得インストラクター
をした

ＰＣにかかわる分野。ＰＣ出始めからかかわって
いる

PCによる効率化（ACCESS等）

ｐｃの操作

ＰＣを使った事務作業

ＰＣ関係（ＷＯＲＤ・ＥＸＣＥＬオペレーショ
ン）

PC関連知識が豊富

ＰＣ技術、データの整理・分析

ＰＯＳ機器メンテナンス

Project管理のマネージメント、プリンターなどの
制御

アナログ回路開発

アナログ回路設計

アナログ写真の処理工程全般。

アパート経営

アフターサービス

アプリケーションシステム開発

アプローチ表の作成

アメリカ文学についての論文を書く

印鑑の手作りをしているので　細かい事は得意か
も？しれません
インテリア

インテリアデザイン

インテリア設計、屋外遊具の設計

エアコンの取り付け工事

エステの技術

エレクトロニクスの設計の仕事。

オーダーメイドの機械の開発・製造（プログラミ
ングも含む）
オペレーション

オペレーター

おもとの鑑定

お客との忚対。

お客様の質問に的確に答えられる

お客様の心と､つながっている｡

ガーデニングの講師をしている

カウンセリング

カウンセリングという特殊な仕事。自立に向けて
教育をし完治させた
ｶﾂﾄ

ガンマー線測定

ギフト

きものの製造から販売までに関する全て

ギャラリー運営においての知識

キャリアコンサルティングと企業研修ができる

クラシックの声楽

グラフィック・デザイナー。ブックデザイン。雑
誌デザイン。ポスター。チラシなど
グラフィック創作／制作全般

クリエイティブ

クリニックの受付のため患者さんの

ケアマネジャーとして相談援助業務。主任ケアマ
ネの資格持っている
ケーキや料理を教えて居て、出張講師にも出かけ
る環境を整備しつつある。県の出先や教育委員会
からも声がかかるようになった。それもHPをたち
あげているからである。パソコンにも強いという
のは大きな力になっている。
ケーキ製造

ケーブルテレビの営業販売

コミュニティー研究

ゴルフクラブ修理

コンサルティング　（２）

コントローラー

コンピュータ・システム・エンジニア

コンピューター・システムの調査・分析・基本設
計およびプロジェクトリーダー。
コンピューターゲーム制作

コンピューターシステムの運用、保守分野

コンピューターに強い

コンピューターの知識

コンピューター利用技術

コンピュータシステムオペレーテイングシステム
の開発技術
コンピュータシステムの設計

コンピュータシステム開発

コンピュータシステム全般

コンピュータソフトの使い方が判っている

コンピュータのシステム関連

コンピュータの活用、エクセルの活用、ファイリ
ングシステムの作成
コンピュータを使った忚用開発

コンピュータを使っての事務管理

コンピュータを使用したシステム開発。システム
分析、設計、プログラミング、デバック、システ
ム移行。各種計算業務（料金･賃金等）、オンライ
コンピュータ関係のソフトウェア全般

コンピュータ関連　（４）

コンピュータ周辺機器の設計

コンピュターの勉強をしたことが役に立ってる

サービス

サービス業＝販売職

サービス業なので人の顔が1度で覚えられる。

サイコセラピー

サインデザイン、調理

自営業なので不動産関係です

システム

システムエンジニア　（５）

システムエンジニア、法人税申告

システムの使い方

システムの設計

システム開発　（３）

システム開発の管理および営業関連

システム開発をしてきたので、各プログラミング
や設計が得意分野。
システム関係

システム企画

システム構築　分析

システム設計、特にデータベースの論理設計から
開発システム設計関連　（２）

ジュエリーのデザイン製造、ピラティスのインス
トラクター
ショッピングセンターの催事のポップ＆看板等の
制作スピーカーの設計

スペイン語学高度能力と中单米市場知見。機械全
般輸出業務。
スポーツの指導・なぎなた

スポーツ関連

スポーツ指導

セラミックアート、文化、歴史

ソフトウェア

ソフトウェアに対する専門知識

ソフトウェア開発　（２）

タレント育成
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＇Q25つづき（

ディスクリート半導体製品であるが、世の中に自
らが設計・開発した製品を送り出し、それを多く
使ってもらっている。
デザイン　（２）

デザイン・染の技術

デザイン、企画　（２）

デザインとイラストの分野でハイレベルな技術を
有し、専門学校でも20年以上の指導して来た。
デザイン関係社会保険、給料計算、一般会計

デザイン系の学校を出ているので、デザイン系の
仕事にとても強く、会社でも求められている。
デザイン分野

テナントビルの総合設備管理

テニス

テレビ受信技術

ドイツ語翻訳

トマトの栽培方法とその販売ルート

ﾄﾗｯｸの運転手

トランスミッションの設計

トレース

なんにでも対忚出来る（今の会社で）

ニットデザイン・製作

パ－トで金庫の管理 銀行の管理を長年勤めた

パソコンによるメール配信、インターネットの使
い方など。
パソコンの資格を取得しているので、他の人たち
にも時には指導している。　経理、請求等の責任
者、管理者である。
パソコンの設定、

パソコンの知識（会社で必要とされている範囲
で）

パソコンの知識をもとにしたパソコン利用の方法

パソコンメンテナンスのスキル。パソコンソフト
の使いこなし。
パソコンを使用した効率化が得意分野で、オフコ
ンの時代からシステムに拘わっているため、無駄
のない作業をするよう、常に業務フローを提示し
て、業務の隘路をなくす提案を得意としている。
パソコン関係　（５）

パソコン業務ソフトの作成と修正

パソコン全般のスキル　（２）

パナソニックでの家電商品の修理サービス。

バレエを通しての身体の使い方

パン。和。洋。生菓子の製造

パン製造

ピアノ、音楽。技術、歴史。

ピアノの演奏が出来る

ピアノの指導で生徒がピアノが上手になるだけで
なく人生を楽しめている生徒の親の子育ての悩み
など聞いて指導支援している
ピアノを教えていますが、何時も熱心に教えてい
ますし、人間性を含め、生徒やその親と関わって
いると自負しています。
ピアノ演奏

ピアノ講師、生け花、フラワーデザイン講師

ピアノ指導　（２）

ヒーリング・人を癒し、意識を変える

ファイナンシャルプランナー

フライス盤作業

プラスチック系床工事

フラワーアレンジ

フラワーアレンジの花材購入アドバイス

プラント

プラント運転・保守業務

プラント総合管理（人事、設備管理）

プラント総合制御

プレス金型、射出成形金型設計製作技術、成形技
術、品質管理、生産技術、微細加工技術等
プローモーション、英語

プログラマ

プログラマー、システムエンジニア

プロジェクトマネジメント　（２）

プロパンカ゜ス販売管理、保安管理などのシステ
ム開発

ヘアメイク

ヘルパ―１級

ヘルパー

べンチャー企業の経営

ホームヘルパーの資格取得

ホスピタリティ

ホテルのサービス職を育成する教育分野

マーケットシェア

マーケティング　（３）

マーケティング、都市開発

マーケティング知識とマーケティング業務全般。
営業マン教育と人事管理。
マグネットワイヤー製造の生産技術、品質保証、
得意先への技術サービス等々、ＩＳＯ９００１、
１４００１等の専門技術。　ＰＣでの各種統計処
理表の作成、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ等によるプレ
ゼン。

マッサージ

マンションの管理人としての知識。

マンションの事業企画、土地の特性に合った建物
の企画マンションの清掃管理全般

マンション管理を8年間に渡り行い、専門領域に
なったと思う。
マンション管理業務主任者の立場で働いている

むずかしい修理を担当している。

メカエンジニア

もともとは楽器会社の技術職であったが、ある時
期業界団体を設立するため出向したその時点で事
務局長としてすべてのことに挑戦してきた。特に
得意という分野は考えてません。
よりよい施工方を考えて工事をする

ライフデザイン

リフレクソロジストリンパケアセラピスト

ルート営業

レイアウト作成

レザークラフト．アートフラワーなどの資格を持
ち教室を開いている。また材料や製品の販売もし
ている。

ロシア語を話せる

ロボットおよびシーケンス制御設計

ワード　エクセルで表をおこす

安全保安に関する知識

衣料製造

衣料品、服飾での販売及びバイヤーの経験。

遺物実測

医学・薬学、特に薬理学、安全性関連

医学、医療における免疫学の研究・教育

医学です

医学教育、医学研究

医薬品会社のセールスマン教育、学術知識パソコ
ンソフトのオペレーション
医薬品開発、特許

医薬品開発管理及び医療機関における治験推進業
務医療・介護・心理相談他

医療関係　（９）

医療機関でもリハビリに関しては患者の意欲やス
タッフのフォローが重要でドクターが診断した事
を元に手助けしているが、メンタル面のケアもか
なり重要になるがこの点では信頼があると思う。
医療事務　（２）

医療事務、定年まで20年近く事務長として勤務し
ていたのでそれらの分野
医療事務管理士

育児、保育

一級建築士

一級建築士として住宅やマンション、学校、教会
の設計監理。
一級土木施工管理技師、一級造園施工管理技師で
技術顧問
印刷

印刷営業　（２）

印刷関係　校正　電算写植

印刷企画

飲食店経営。調理他ノウハウ

宇宙

運行管理

運行管理者を取得

運転技術

運輸・倉庫業

運輸関連行政

営業　（11）

営業　管理

営業・接客

営業、化粧品、ケーブルテレビ

営業、管理、経理

営業、人事

営業、販売並びに事務

営業＆営業管理＆新規事業

営業で新規開拓及び国家試験の取得

営業ノウハウ

営業ノウハウ、顧客管理

営業のノウハウ・顧客管理維持

営業の方法

営業を経験したことにより色々な方と人間関係を
うまくやっていける
営業関係の仕事が長かったので顧客の幹部層に人
脈があり、販売促進等に尽力できると考えている
営業企画

営業系のシステム構築

営業事務。

営業事務（ビル建設等の見積もり。プレゼン等）

営業職

営業職で危険物施設(石油関連）の建設等。

営業職に長く携わっているので経験があり得意で
ある

営業職物品販売

営業力・電気修理・ハウスメンテナンス・損害保
険

営収をあげる為の人の動向

映像関連のコーディネーター

映像編集・制作

栄養管理

栄養士業務。栄養料理指導

英会話、翻訳、英語契約書作成、

英語

英語　フランス語の翻訳

英語・日本語力、日本文化、技術知識を生かして
の通訳、英語指導。
英語、漢字
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英語。英会話。

英語の塾講師

英語を武器に仕事できる。

英語学習支援

英語教育　（２）

英語教育、教育工学、異文化コミュニケーション

英語教育、通訳、翻訳、金融サービス商品開発、
テレホン・バンキング・顧客サービス・センター
責任者、エステティシャン、
英語通訳翻訳

汚れの汚点を取る役目で動いていますが

押し花技能士として、押し花製品の製作販売をし
ている。おもに高級おし花名刺の製作販売。
屋根・壁・樋の専門職

音楽　（２）

音楽（洋楽関係）

音楽演奏

音楽家

音楽教室

音響関係

化学　栄養化学　食品化学

化学の特別な面の現場指導

化学系の試験、開発分野

化学系技術開発

化学工学・建設・工場建設

化学工学系機械設備設計、科学技術政策関連業
界・官庁渉外業務
化学品の開発営業

化学分析

化学薬品の知識

化粧品

加工食品会社の営業職を入社から退職するまで
やっていたので食品卸店、販売店等の商談、折衝
加工設備改善

家具などの木製品を、如何にして木の風合いと
いったデザインを大切にしながら、どのようにし
て製造工程の作業性や使用上の機能性とコストの
バランスを取るかということ。
家電の修理や電気工事

家電卸売、闇卸知識その他、販社の見分け方、販
売のやり方、経営の基本などを有しています。
家電小売での営業支援や指導

家電製品修理パソコンシステム構築データ処理

花の知識

菓子製造

画家。絵を描く事。

介護　（１０）

介護ヘルパー

介護技術　介護における資格　（介護福祉士　介
護支援専門員）介護における知識と技術は会社の
誰にも負けない。
介護士

介護支援専門員　（２）

介護福祉士・ケアマネジャア－

介護福祉士ケアマネージャー

介護用品専門相談員、医療用具販売員。

会員への食品衛生指導

会計　（２）

会計、簿記部門

会計学等を主体に業務全般に関する監査業務

会計監査・税務会計

会計業務

会計処理・労務関係

会計税務ができる

会社の各部門における業績分析

会社の設備関係の技術職

会社経営

海外の人脈

海外営業、購買、物流

海岸環境

海洋環境

海洋調査研究

絵画　（２）

開発

開発、品質管理、建設

外国為替業務、証券代行業務

外国語　（２）

外国語、海外駐在経験

外国人登録事務

外国人に日本語を教えること

外資系企業、広告宣伝、マーケティング

外資系企業における管理部門

各種デザイン（店舗設計・デザイン、住宅意匠設
計等）学習指導　（２）

学習支援・進路指導

学習塾、筝曲教室等など経営しました。宅建免許
で不動産会社の役員
楽器の演奏

楽器演奏・指導

官公庁、病院、学校、職域等への営業経験が活か
せる、提案書等も自分で作成立案できる。
官庁営業

環境

環境管理に関する知識

環境技術

環境測定

環境分野（ＩＳＯ１４０１対忚）

環境問題

監査　（２）

監査業務、経営・マネジメントコンサルティング
業務看護　（10）

看護教育学

看護師としていろいろな科で経験を積んだ

看護職の管理職を約30年行なってきた。

看板作成

管工事において、相当な仕事をしている。

管理

管理栄養士、調理士、販売士、

管理事務。介護職。

眼科に関する専門的な検査

企画　（２）

企画、建築

企画戦術

企画全般、教育訓練業務

企業のさまざまな経営課題の解決。（事業戦略、
系得計画、組織改革、人事制度改革など）
企業の上場維持。総務部門の管轄。マスコミ対
忚。企業勤務で出店事業の店舗設計と施工管理！

企業経営ビジネスコンサルタント、投資ファンド
マネージャー、ファイナンシャルプランナー
企業主催イベントにおける映像プロデュース

企業分析

危機管理

＇Q25つづき（

危機管理や法務関係

危険物取扱業務

危険物等の国家免許多数

基礎医学系感染学

基板設計技術

機械

機械・パソコンの知識

機械の開発設計・要素技術の試験研究、開発、改
良。

機械の構造設計、コンピューターのシステム関連
インテリアのリホーム技術
機械の据付メンテナンス等

機械の制御部分の電気設計、サービス

機械加工

機械管理

機械技術分野

機械系の物造り設計

機械工作技術

機械仕上げ・板金技術

機械製造部門（ディーゼル機関）の電気制御設
計、開発機械設計　（４）

機械設計、品質管理、工程管理

機械設計技術

機械操作

機械類、配管関係のエンジニア部門

機器の設計、製造

技術開発　（２）

技術関連業務

技術業務管理

技術国家資格

技術渉外・政府と共同の標準化・業界団体での
ルール化・産業動向の調査研究
技術的な機器へのメンテナンスや保全

技術分野、理美容の技術指導をしていた。

義歯製作

客先とのｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝ、客受けが良い。業務に関する
国家免許を取得している。
客先とのコンサル的な業務。

給食専門調理師　調理技能士　調理師　行政書士
宅建取引主任　それぞれの分野で資格と経験を有
しているので仕事には困らない。
魚の調理。

魚介類の種苗生産

教育　（10）

教育・学習指導

教育・管理部門

教育、教員研修

教育、心理学

教育(学習指導）

教育（小学校教諭）

教育（障害児教育－言語指導）

教育コンサルタント、カウンセラー

教育と研究　（２）

教育指導の知識と技術

教育職　（８）

教員免許があり、子供達への学習指導

教科指導

矯正施設での医療

業界内で必要不可欠な資格や知識を持っている。

業務システムの開発、データ処理

業務に関する専門知識、指導教育責任資格者とし
ての国家試験に合格し認定を受けている
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業務過程

業務管理

業務内容に精通している

業務分野、

金型の磨き技術では長年の経験が生かせる。

金属材料の分野

金属鍛造

金融・不動産関連

金融・保険

金融、財務

金融管理（与信・貸付・回収・管理など）全般。

金融関係　（４）

金融関係。コンピューター関係。電気・機械関係
の要免許業務
金融機関との折衝

金融機関関連のシステム開発全般

金融業

金融業の営業経営コンサルティング

金融法務、会計

銀行の経験で会社の分析

銀行業務

具体的な仕事の斡旋がお仕事ですが、カウンセリ
ングにより一人一人の生き方、価値観に対する精
神的なサポートができます。
空調

空調設備分野での営業職

型枠組み立て重機運転

契約書の作成、交渉

契約先等の会計、及び会計監査、不正の発見・予防

経営

経営、営業

経営、人事、購買

経営コンサル

経営管理　（２）

経営管理　営業管理システムの構築

経営管理。経理管理・労務管理

経営企画・経営計画策定、営業企画、人材育成、
経理・財務
経営企画、人事・労務管理、法務関連、経理・財
務

経営企画関連

経営全般

経営立て直し

経費勘定

経理　（30）

経理・財務　（６）

経理・財務全般、IT全般

経理・人事等総務全般

経理・税務

経理・労務

経理、財務、予算統制、管理、監査

経理、人事

経理、清算業務

経理、総務

経理、不動産資格

経理の分野で確定申告もやっている

経理を生かした仕事コンピューター作業の仕事

経理会計分野　会社に見合った経営数値の分析提
供　経営体質改善
経理関係　品質管理　コンピュータ関係　企画

経理業務と給与計算及び労務関係

経理財務　（２）

経理財務関連業務、営業企画業務

経理事務　（10）

経理事務、簿記２級の資格取得

経理関係　（９）

経理簿記。

計測データの分析

警備の国家資格所持

警備員の指導教育

警備業を運営するために、指導教育責任者資格及
び機械警備業務管理者の資格を所持、警備に関し
ては十分な経験を持っている。
警棒勤務

芸術（音楽）全般

決算事務　（２）

結構難しい建築技術、建築基準法を習得してい
る。

健康体操、フィットネスの指導員として、３０年
間継続している
健康保険、医療関係

健康保険、厚生年金、源泉徴収等の申請に関わる
事務建設一般　（２）

建設関係の資格

建設機械について

建設機械操縦技術

建設業にかかわる書類作成

建設業一般で（大工、サッシ工事等）

建設業金物製作

建設業経理事務

建設業経理事務士の二級を取得し、建設業の経理
事務の処理をＰＣソフトを使って入力し、要望が
あれば分析・説明を行う。
建設業務プロジェクトマネ－ジャ－

建築関係　（３）

建築・不動産コンサルタント

建築cad  家政学（住居学）の教員

建築における構造設計、耐震診断、及び審査能力

建築の基本設計・確認申請、不動産取引主任者の
業務、小規模な事業所の決算から確定申告までＰ
Ｃによる経理。
建築営業

建築確認

建築管理

建築関係(おもに増改築)

建築構造設計

建築行政

建築士

建築施工管理

建築設計　（７）

建築設計、PCに関する事

建築設計（建築物の設計、プラント架構設計等）

建築設計監理

建築設備の設計・施工管理工業用水事業の施設の
運転・保守・管理
建築設備の設計監理

建築設備全般

建築電気設備

建築電気設備におけるさまざまな知識と経験

建築等の企画・設計・監理

建築板金

建物の維持管理、情報処理

建物維持管理

建物設備の運用保守管理全般

憲法学

検眼、眼鏡専門知識

検討事項の判断に経験がいる事務

研究・教育

研究。

研究開発、特許関連

研究教育職

研磨(機械・資材のｾｰﾙｽｴﾝｼﾞﾆｱ)とﾛｽﾄﾜｯｸｽ製品輸入
販売。
研磨作業

元々は営業・管理部門

原子力エネルギーに関する研究開発

現在の一般のシステム開発よりもコストが半分以
下

現在の仕事をする以前、ホテルのフロント・秘書
などを長く経験してきているので幅広い知識も多
く、形は違うが現在の仕事にとても役立ってい
る。秘書検定の資格も持っている。
現在は、会社が倒産したため、やっていませんが
写植の仕事をして機械操作をしていました。
現場管理　（２）

個人的なコネが多い

古文書解読、編纂

呼吸器　アレルギー

呼吸器内科専門医、労働衛生指導医資格

呼吸法指導

雇用保険、社会保険の諸手続、登記関係

顧客管理　（２）

語学

語学。経理。

語学教育

語学力を生かした無線通信に関する国際標準化活
動。

交渉事

交通事故のアジャスト

光学及び構造の設計開発、熱の解析

公衆衛生

公立の高等学校で英語教師を３６年間務めまし
た。

公立学校での英語教員

公立学校の教員

公立保育園で子供の保育をしていた。

口腔衛生指導

工業デザイン、グラフィックデザイン、

工業用X－レイフイルム＆機器の販売とメンテナン
ス

工芸品に対する見識

工作機械などの大型産業分野向け投資案件への営
業と、空調消費財などのルート営業。
工作機械のプログラミング

工事

工事の施工管理施設の運転管理業務

工場の自動制御技術

工場の生産技術に関する、基幹設備や生産設備、
及びそれらのもっとも有効なシステム造りが得意
分野とおもっている。　また、既設のラインや作
業のIE的作業改善も得意分野である。
工場生産設備の計画考案

工場設備の保守管理

工程管理能力

広く知識を持っている

広告写真

広告制作、販売促進企画

航空宇宙

航空機開発

航空機関係

航空機整備　（２）
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社長車の運転

社内ネツトワーク管理

社内的な知識

車の運転業務

車の整備、消火設備の点検整備。

若手で出来ない　熟練の仕事で色彩の感覚が人よ
り数段優れてる能力が有ると思うので、色彩での
クレ－ム処理に奮闘しています
手書きの機械部品加工製図。健康体操による体の
健康維持方法
手先の細かい作業

酒について

酒類に関する情報

受電設備の良否が判断できる。

樹脂の技術

周産期

宗教家

集客ノウハウ

什器管理

住宅リフォームアドバイス

住宅建材の見積

住宅設計　ＣＡＤ　住宅営業

出版企画

潤滑油の専門知識

書籍編集

書籍編集　ＤＰＥ

書道教師

書類作成・パソコン入力

商業空間の設計・施工。

商社系の営業が長く、あらゆる工業製品を扱える

商売の秘訣

商売を営む課程で人付き合い

商品の企画設計提案、営業販売、生産工場の管理
運営、運送管理
商品の専門性

商品の販売動向の調査分析

商品開発　設計

商品管理

商品撮影の所謂テーブルスチール、家具、光物(ｶﾞ
ﾗｽ製品・陶磁器・スプーンや刃物・刀・ナイフ等)
以前は、宮崎アニメの雑誌用セル画撮影も。
商品知識と仕入メーカーとのパイプ

小・中生への学習支援

小学校教師

小学生、中学生（英語）を教える冊子や会報など
の編集作業
小児理学療法

小中学校の教師

小売業における商品仕入れ、売場レイアウトの作
成消防設備についての知識

渉外業務、資金管理業務

証券一般

障害のある方の補助。

障害児教育

障害者の生活支援と相談支援

情報サービス業：コンピューターソフト

情報システム営業職

情報システム開発・管理

情報システム開発プロジェクト管理、システム商
品開発情報システム関連

情報システム分野に関する企画から運用、予算管
理など運営に関する管理業務全般

＇Q25つづき（

行政一般

講師歴　語学

購買業務で世界の市況の分析。

鋼構造物の建設

鋼製建具の作図は、建築・ＰＣ・アプリケーショ
ン・鋼製建具のそれぞれの知識が無いと図面が描
けない、ということ。
香料の品質管理

高圧ガスの製造

高圧ガス設備の工事、検査

高等学校教員

高等数学の各種専門分野の教育ができる。

高齢の方にも子供にも、解るように、図や表を書
いて説明すること。
国プロ支援

国家試験で監理技士・消防設備塔を取得し病院施
設の空調・管工事を得意としている
国語教育

国際会議の運営・管理通訳者・翻訳者のコーディ
ネート

国際協力

今までやってきたメカトロである。

採譜　写譜

採用と社員教育

材料科学、環境・リサイクル、資源、製錬。M&A

材料開発

財形業務主体

財務　（４）

財務・会計・経理業務ほか管理部門

財務・経理　（３）

財務・経理・総務業務

財務分析・運用・管理

作曲、講演

作曲と指揮

撮影所、撮影スタジオの運営、設計・施工

雑誌やPR誌に関して記事や内容の企画から編集・
取材・原稿・デザイン、全てトータルで行える。
宣伝・広告に関するノウハウと企画制作力も持っ
ている。最近は自らが現場で実務をするより、各
能力を持った人材をまとめ、仕事が完成するまで
の進行管理を手がけることが多くなった
雑誌編集業務

三ヶ国語翻訳家

山岳ガイド

産業機械の設計、計画

産業廃棄物の処理についてプラントの使い方など
を研究している。
産業保安

産婦人科専門医

仕事の業務改善とマニュアルつくり

仕事の取扱規程

司書　（２）

司書資格課程で図書館情報学の授業担当

司法書士

子どもを育てる団体の事務局として、長年務め
た。子ども英会話講師

子ども向けの文化的な脚本・演出

子育て支援

子育て支援、障害児保育や保護者、保育士への助
言子供の扱い方

指揮

施工図作成

施設の新設

施設を利用した野菜の栽培技術

私立学校の経営に関するアドバイスなど。

紙・板紙・フイルム

試験品の製造技術、品質管理、実験計画

試験問題作成

資格　介護福祉士を取得した

資格を持っている

歯科医療

歯科衛生士　（２）

歯科技工

歯科技工士

歯科助手

事故対忚

事務、経理、警備などを経験してきた

事務関係の仕事　（４）

事務職で管理的立場にいた。

事務職で教育関係

事務職においては経理の経験があり簿記の２級を
持っている。
事務職全般。簿記、計算、ワード、エクセル。

時計宝石の輸入商社の営業職で務めていました
が、卸業務の他、直接のユーザー販売で頓著な成
績をあげてました。
自営飲食店にて調理士として作業経営共にしてお
り、退職後息子に譲り、無理のない程度の仕事を
任されている

自営業

自在に受験参考書や問題集の解説を書きこなす歴
史上の知識全般
自然保護論・自然観察論・エコミュージアム

自転車組み立て・修理

自動機組み立て、修理

自動車の試験、評価

自動車関係

自動車教習所での学科＆技能検定員

自動車事故の調査関連

自動車整備　（４）

自動車整備の２級整備士と検査員の資格がある。

自動車販売

自動車部品のサービス業、修理、トラブルシュー
テイング、マネージメント等。
自動車保険

自動販売機の修理

自賠責保険・ローン組みかた

自分のお客を管理する。

自分の仕事全体

執筆業務

実験

実務を分析してアプリケーションの活用方法、シ
ステム設計など
写真関連　（２）

写真撮影　（２）

写真撮影も含めた取材

社員教育

社会福祉

社会保険　（４）

社会保険・人事・労務・経理

社会保険、年金

社会保険関係、財務関係。

社会保険関係、所得税関係

社会労務士

社会労務士他の資格を持っている

社外とのアライアンス、記録材料
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情報セキュリティ・通信ネットワークのコンサル
タント

情報技術

情報処理　（４）

情報処理(IT関連）業務処理(契約等）

情報処理システムの運用コントロールと分析評
価、対策情報通信機器

条鋼圧延技術

状況分析能力、医学知識

植栽管理

職員の教育、カウンセリング

食肉輸入、販売

食品加工

食品関係で約３０年仕事をしてきたので、知人が
多い。メニュー開発や食品分析など食品に詳しく
なっている。

食品製造　（３）

食品分析

審美歯科

心理分析とコーチングによるメンタルケア

新規開拓、営業

新事業の企画、立ち上げ

新車開発、生産準備など生産技術全般の指導

新製品の開発

新築マンションのローンから引き渡しまで、困難
な方へのローン業務に親身に対処した。
新聞の校正

森林土木事業の企画立案

真空管型光センサー忚用技術

進路指導

針灸マッサージ、エステ関係、介護

人との付き合い方、すぐに本音を聞きだすことが
できる

人のモチベーションをアップさせる技

人の世話をする（看護士）

人間関係

人権問題

人材育成(教育）　（２）

人事　（２）

人事・総務　（２）

人事・労務・人材育成

人事、工場管理、海外営業

人事、法務

人事としての実績や資格、総務としての実績や資
格

人事管理

人事管理、予算管理

人生相談

人脈

人脈から営業の掘り起こし

人脈と豊富な経験

図書館

図面からものを作り上げること。

図面作成（２）

水処理の商材イ

水処理の知識と分析

数学教育

制御用のマイコンのプログラミング電子回路設計
機械設計
政策形成、実施、評価の全プロセスについて解説
し、実践できること。業務の法的扱い全般。最後
は法務室長。

整体療術

整備

整備管理業務

繊維、アパレル

繊維製品マーチャンダイザー

船舶構造設計

鮮魚における、包丁技術。大型魚のさばき、刺身
の盛り付け。
前の会社の事務職では事務的能力を、今の大学講
師では短歌を教えている
全階層の人材育成、コーチング

組み立て、修理。

掃除の仕方

相手の気持を考えること。

相手の立場に立ってよりよい具体案を見つける知
恵が他の人より優れていると思う
相続税

相談

総合的技術職

総合物流や運輸部門

総人勤関係

総務・経理

総務・経理・財務・資金繰り等

総務、経理、人事

総務．人事．監査．管理

総務人事、資材購買

総務的業務、ISO関連

葬儀、法事を取り仕切ることができる。

葬儀の企画運営

装置開発

造船技術、教育指導

測量

測量のエンジニア、資格は測量士及びＲＣＣＭ
（建設環境・河川砂防海岸）の専門分野の資格保
損害保険における事故受付、損害調査、示談交渉
など

損害保険に関する資格を持ち、業務にあたってい
る

損害保険の営業

損害保険協会・特級資格

損保・生保関係の仕事

体育協会の資格

体育教師としての専門的な仕事

対人折衝・営業の仕事

対面での営業活動には自信あり

大学で栄養学を教える　（２）

大型病院での経営改善・収入増に向けての施策立
案・実行と職員の指導。
大工

宅地建物取引業

宅地建物取引主任

宅地建物取引主任　2級現場管理技術士

知識

知識を生かしての得意先への販売。

知的財産

知的財産権の管理や実務

知的所有権取得

知的障碍者のヘルパー

地域の活性化

地震研究、ソフト開発

地盤改良の専門知識とクレーンに関する知識

地方公務員として、長年勤務したので、行政書士
の資格は申請すれば取得可能。それ以外には消防
設備士の数種類の資格取得
茶道

着付け　（２）

着付け・加工

清掃業務において、ほとんど人に感謝されてる仕
事をしている。
生産、保安関連セキュリティー

生産管理　（４）

生産管理・品質管理

生産管理、部品調達、コンピュータ管理

生産技術　（３）

生産技術に於ける創造的な設計や思想

生産技術改革、コスト削減、安全対策

生産技術並びに生産現場の改善改革･管理（品質改
善･コスト低減･リードタイム短縮など）に関する
技術と経験を持っている。
生産地域の発掘及開拓特定契約を結び販売締結

生損保の仕組み・請求・付加価値説明、生産管理
全般生物学研究、専門調理師、その他資格多

生命保険を用いた、ファイナンシャルプランニン
グ。生命保険全般

精密板金加工に係る自動機械の操作など。

聖書研究の専門的指導。キリスト教や宗教の枠を
超えて、体験的瞑想法を指導。
製造サポート

製造に関する技術

製造ライン用ロボット

製造管理

製造機器の合理化等で、貢献する事。

製品デバイス分野の営業

製品の工法・特性等

製品開発のプロジェクト管理マーケティング大
気、水質、食品などの化学分析
税務、会計全般に関する知識

税務会計　（３）

税務事務、社会保障・福祉全般

税理士業務　（３）

石油製造装置の高度プロセス制御技術

赤ちゃんを上手く刈る事が出来る

接客

接客　営業　ソムリエ

接客サービス

接客を中心とするホスピタルティ。旅行知識。

接客業のトラブル処理。

設計（４）

設計、生産管理、生産技術など

設計した建物

設備管理　（３）

設備管理の資格

設備機械（建築設備）全般の管理

設備士

絶縁材料の製造に関する指導が出来る

先進的システム開発、技術と社会の融合

占い

専門は、哲学；西洋哲学。仕事は、原典（英語、
ドイツ語、ラテン語、ギリシア語など）を精読、
青年時代からの研究主題を考察し続けること。学
会にも属し、大学の教壇で講述する学術的識見も
修養し続けている。職場（公立高校）では、世界
史・政経・倫理などを担当。また、難関大学進学
を前提にした進路指導も長期間担当。また、晩年
は、８年間、市民向け公開講座で自然哲学、近代
哲学などを講師として担当。

専門職としてのスキル。管理者としの専門知識

専門知識　（２）

専門的な商品

専門分野での営業職

専門領域は営業やコンサルティング。

染織り



ＲＥＣＲＵＩＴ Works Institute

６０代の就業に関する調査 データ集

54

着付け、メークアーチスト・美容師

着物デザイン、経理関係、

着物の染み抜き、着物ノメンテナンス

中学校教諭、高等学校教諭の免許

中学生に国語の勉強を教えている。

中学生の学習指導の支援

中古車の鑑定・査定。販売技術等。

中国語　（２）

中小企業者に対する色々な支援

中小規模ネットワーク構築

中國営業＆運輸ノウハウ

著作、編曲、作曲

著述　（２）

調査

調剤

調剤業務と接客

調達

調理　（５）

調理　接客

調理師　（３）

調理師　お客様び美味しい料理の提供

調理師としてオリジナル性と伝統的な技術

調理師の資格を持ってそれを活かしている。

長い間の実績・経験(規定・通達)です。

長く続けているので経理の知識はある

長年銀行業務に携わってきたので。事務職は得意
です。

長年薬局に勤務していたので、医薬品に対する知
識がある。(薬剤師ではないので調剤などはできな
い)

賃貸借契約の交渉

通信

通信インフラ構築

通信線路建設

通信保守

通信用光学設計技術

通訳

通訳、翻訳、執筆活動

通訳、翻訳作業。

定年までは　製薬会社で薬の研究開発をしてい
た。薬剤師の資格を持っているので　今は調剤の
仕事をしている。
鉄道関係

店装関係において、創造力を駆使できる

店舗ディスプレイ

店舗開発･賃貸借契約

添乗の仕事で全国を添乗して国内事情や観光情報
を手に入れて他の人よりも国内旅行の行程は詳し
いと思う

伝統工芸の師範

電気、ボイラー設備の維持管理

電気、機械関係　（２）

電気関係　（３）

電気器具の修理保全

電気技術

電気技術全般

電気工事　（９）

電気工事、通訳

電気主任技術

電気主任技術者第３種免許

電気制御盤の設計

電気設計業務

電気設備　設計、施工管理、積算業務

電気設備の診断と李ニュール提案、現場調査、顧
客への説明
電気設備関連　（２）

電気設備設計、施工、監理等

電気設備設計施工

電気設備設置維持管理

電気通信回線及び通信機器の保守

電子回路の設計業務及びその品質管理

電子機器の回路設計

電子機器の組み立て、配線等

電子機器設計

電装品の設計

電話での案内

電話で確実に現状を説明できる・初めての人が納
得いくように
塗装技能士　施工管理技士

塗料・塗装に関する知識

塗料新原材料の開発

塗料設計技術

登記関係

登記業務

都市計画や建設に関する技術や法律。

土建設計建設、機械建設

土地の測量、不動産の表題登記。

土地の有効活用企画に対する設計、資金的調達方
法、収入に対する安定化等ゼロから完成までコン
サルタント業務が得意です。
土地家屋調査士としての仕事

土地開発計画

土地区画整理事業の実施、地元説明立ち上げ等

土地建物の有効活用

土木

土木・建築施工管理技術者

土木・地方行政

土木の防災防除の設計

土木関係の工事の施工管理、積算業務

土木技術

土木工事

土木施工管理

土木設計　（３）

土木設計技術

投資

投資信託、株売買の資格あり

投信の販売。この分野には知識のある人がいな
かった。

透析　（２）

陶芸の講師

陶磁器販売に関して焼き物の歴史や文化について
勉強をしている。
動物の健康一般の知識

動物実験技術師

道路　橋梁　河川

道路計画や道路管理に関する情報システムの立
案・設計

得意分野は水産加工

特許の調査業務

特許関係。

特殊技術

特殊鋼関係の技術

特殊車両の運転免許

特殊車両の知識

特定な法律知識及び顧客忚対

特定機械に対する専門技術の知識が業界のトップ
クラス

特別支援教育

独占業務

内装

内装設計

内燃機関の研究手法

内部監査

二種免許

日本語

日本語、文章、校正。

日本国内の法律等々

日本中の地名を知っている

乳幼児の保育・絵本や語り・ふれあいあそび

入力の版下製作

燃焼制御の理論と実践

農業

農業（栽培技術、農薬）に関する分野

農業について。介護ヘルパーについて

農作物全般の病気の防除

廃棄物処理

背増管理

配管工事施工

配電部門の負荷調整

発送代行業全般

半導体および光学

半導体の製造技術、有機物の醗酵学

半導体の設計開発、不動産関係、環境関連業務

半導体の知識を持ち特定分野の方面で活用でき
る。

半導体量産技術スペシャリスト。

汎用ソフトを動かせる（オフィス2000等）

汎用系のシステム開発、一般的なパソコン知識

汎用工作機械オペレーター

販売

販売・接客の領域・顧客管理

販売の経験と経理

販売活動

販売管理

販売管理、経営企画

販売技術

販売士

販売士１級、マーケティング領域におけるサプラ
イチェーン
販売士の資格

販売戦略、人事

販売促進

販売促進、調査分析、経営企画

範囲が広い

番組制作

皮革製品製造販売

秘書業務

微細・精密加工分野

美術額縁

美術関係制作

美術教育

＇Q25つづき（
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美術品に関する鑑定等々

美容　（２）

美容技術

美容業

美容師　（３）

美容師・メイクアップアーチスト講師資格

美容師としての技術

美容師としての技術、接客

標準化

病院経営

病院図書室司書、まだ地方には専門が尐なく感謝
されている。医学文献検索指導、入手、オンライ
ンジャーナル登録、PubMed登録等々
病院老人ホームなどで食事を作っていた

品質管理

品質管理・品質保証

品質管理、ＩＳＯ認証取得

品質保証体制推進維持管理

不動産コンサルタント、宅地建物取引主任

不動産の経験

不動産の評価。

不動産管理

不動産管理、金融関係

不動産関係　（３）

不動産業　特殊です

不動産契約交渉、契約内容の審査、契約書内容の
作成、相手方との交渉など
不動産取引に関する知識

不動産仲介

不動産登記

婦人服（特にプレタポルテ系）に関して。

婦人服の販売、教育、直し等

舞踊･音楽についての専門知識と経験

幅広い業務経験があり、パソコンが得意

服飾

服飾デザイン

服飾関係

服飾構成学とコンピュータソフト

福祉

福祉・訪問介護や通院介助等

福祉で介護福祉士とケアマネ

福祉関係の資格を活かしている。

福祉事業

福祉相談業務

複雑な模様や　根気の要る手仕事

仏語、英語などの外国語

物流関係のシステムエンジニア

物流業における品質管理

物流全般、製品管理、運搬車の管理等

粉体ハンドリング設備設計

文化交流・芸術交流の分野で海外で勤務。国内で
は美術展実施を希望する芸術家達へのアドバイス
や美術館関係者と企画展打ち合わせなどを行って
いる。
文才

文書作成

文書作成　編集能力

文章処理と解読む

文筆業と添乗業務

編み物講師

編集

編集、校正、

保育　（２）

保育、子育ての専門者の指導

保育士

保険に関する知識

保険に関する知識営業

保険のきかない一般診療の仕事。ポーセレンでつ
くる人工歯など
保険の営業

保険の請求や事故処理及び契約に対する知識

保険各種

保険金の支払い方、約款の習得

保険資格がある

保険仲立人・社会保険労務士・ＣＦＰ

墓石文字揮毫

簿記　（２）

簿記、経理事務、

簿記一級経理事務ＰＣ使用

包丁さばき

宝石鑑定士

放射線技師

放送番組ディレクター秘書

法規制度設定運用、業務システム構築、業務研修

法律　（２）

法律の知識を尐し

縫製

縫製技術

縫製業のプロ

邦楽器演奏

貿易関係の実務

貿易業務特に輸入で商材は問わない。

貿易事務、商業英語、海外との交渉など

貿易実務、通関士

防衛衛星通信

翻訳

無線技術

無線技術士

模型制作

模型製作・資料収集

木材の熱処理や化学加工に関する研究開発

木造建築施工の全般的な施工管理

問題の解決能力

薬

薬の情報

薬学、調剤

薬学的知識

薬剤に関しての事項

薬剤師　（４）

薬剤師、ヘルパー、ケアマネージャー

薬剤師としての薬に対する知識

薬剤師として調剤、治験は指導的立場

薬剤師免許と営業時代の接客技術

薬種商から店舗販売業、グラフィック系のデザイ
ンやPOP
薬品屋、バイオテクノロジーでの忚用グッズの販
売

薬品販売調剤（薬剤師

輸出入業務、通訳案内業

輸入雑貨の海外仕入

有機化学，計算化学，色素化学，皮革科学

＇Q25つづき（
有機化学分析

予防医学・健康相談・管理

幼児教育　（２）

洋裁、パッチワーク

洋裁の技術

洋服の補正の仕事。

窯業製品の専門知識と外国語（英語＋仏語）での
コミュニケーション能力。
来店者に教室に入会していただく確率が高い。説
明をして理解していただく事が多いからだと思
う。

理解を作る事が、出来るようになった。

理系学習指導

理数系の教師

理髪

理容の技能

理容技術

理容業

理容師　（２）

立案

流体技術に対してアドバイザーとしての専門技術
の知識をもｌるている。
旅客運輸

旅行プランの作成や企画、販売など

旅行業　（２）

旅行業から始まって、ホテル業に携わり約４０
年。ホテルではチェーンホテルの運営統括職を長
く歴任、各種業者、特に旅行業者（ネット業者含
む）との折衝、営業、経理システムの改善、組織
改革などによる経営改善を行い企業再生を果たし
た。その経験を活かし現在は、ホテルの新規事業
計画、再建などのコンサルタントを続ける。

旅行業務取扱主任者、パソコンインストラクター

料理　（２）

料理師、電気修理、

料理写真撮影

料理全般

林業現場での管理監督

臨床検査

臨床検査技師国家免許：臨床検査（病院、検査セ
ンター等の勤務）尿検査、血液検査、細菌検査、
生理検査等又地域の学童検査（尿検査、便検査）
臨床病理

礼服のデザインから、パターン作り、素材選択、
製品作りまで、一環してこなし、尐量の独自の製
労働・社会保険、年金

労務管理（２）

労務管理、労務・保険関連事務

和食調理

話し方、音楽を使っての心と身体の健康法

話術を活かしたコミュニケーションをきっかけと
する、相互に助け合う仕組みのコーディネーター
をしている。

腕時計の電池を交換するものや、プラモデルの仕
入れ。珈琲やケーキ作り

鍼灸師
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Q26

(%)

1.現在、
自分が実
績を積ん
だ得意分
野や専門
領域に関
わる仕事
をしてい

る

2.現在、
自分が実
績を積ん
だ得意分
野や専門
領域のレ
ベルを向
上させて
いくよう
な仕事を
している

3.現在、
自分が実
績を積ん
だ得意分
野や専門
領域を広
げていく
ような仕
事をして

いる

4.現在、
自分が実
績を積ん
だ得意分
野や専門
領域とは
まったく
関係のな
い仕事を
している

5.現在、
自分が実
績を積ん
だ得意分
野や専門
領域の知
識や技能
を使っ

て、まっ
たく違う
分野の仕
事をして

いる

6.現在、
自分が実
績を積ん
だ得意分
野や専門
領域の知
識や技能
を使っ

て、尐し
違う分野
の仕事を
している

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 41.0 20.2 16.6 14.4 7.6 3.9 

2 26.0 26.7 25.2 6.8 7.4 14.0 

3 9.6 23.4 26.5 12.1 14.3 17.8 

4 7.1 10.0 11.0 17.8 18.8 20.5 

5 あてはまらない 16.3 19.7 20.6 49.0 51.9 43.9 

7.現在、
自分が実
績を積ん
だ得意分
野や専門
領域で、
指導や教
育の仕事
をしてい

る

8.自分が
実績を積
んだ得意
分野や専
門領域

は、年齢
を重ねる
ほどに深
まる分野
である

9.自分が
実績を積
んだ得意
分野や専
門領域

は、年齢
を重ねる
ほどやり
にくくな
る分野で

ある

10.自分
が実績を
積んだ得
意分野や
専門領域
で、これ
からも仕
事をして
いきたい

100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 13.8 13.6 5.5 29.1 

2 17.5 25.9 13.3 32.6 

3 18.1 32.4 29.5 23.7 

4 15.3 12.9 27.5 6.7 

5 あてはまらない 35.2 15.2 24.2 7.9 

現在の仕事について、あてはまる程度を、１から５のなかから１つずつお選びください。
あてはまるほど１に近く、あてはまらないほど５に近くなります。（単一回答）

全体（N=2000)

全体（N=2000)

Q27

回答数 ％

2000 100.0 

1 もっている 643 32.2 

2 もっていない 1357 67.9 

Q28

ここにＱ28

あなたは、仕事以外で実績を積んだ得意分野や専門領域をおもちですか。（単一回答）

それはどのような領域ですか。なるべく具体的にお書きください。（単一回答）

全体
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ゴルフ、カメラ

ゴルフ、囲碁、カラオケ、人間関係

ゴルフインストラクター

コレクタブルグッズの収集・販売

コンサルタント

コンサルティングの分野、そのための資格
はＲＣＣＭ2部門を保有。
コンピュ－タにて写真のスキャンをしてＤ
ＶＤに焼き付ける。
コンピューター・囲碁・科学（宇宙・物
理）コンピューターのハードウエア－全般、エ
クセル/ワードなどの使用方法などで人よ
り優れた部分がある
コンピューター関係　（２）

コンピューター事務処理

コンピューター保守技術者

コンピュータのプログラミング

コンピュータ組み立て、オートバイ修理

システム構築

システム設計、開発、運用、管理

スキー

スキー　バイク

スキー、登山

スキーの指導員

スキューバダイビング　（２）

ステンドグラス製作

スポーツ（ソフトボール）審判

スポーツ（野球、ラグビー）

スポーツに関した項目（山歩き関係）。

スポーツ関係　（４）

スポーツ指導

スポーツ大会(関西地域、県レベル)のプロ
デューサー、ディレクター
セラミックアート、指導、講演

ソシアルダンス　インストラクター

タレント発掘　育成　オウロモーション

ダンス　（２）

ダンススポーツ

デザイン　（２）

ドッグスポーツ、釣り

トレーナー

トレッキングや登山。

ノンフィクションの執筆、野菜作り

パソコン　（４）

パソコンインストラクター

パソコンでポスターを作るなど

パソコンのプログラム開発、HP作成

パソコンの保守・修理サービス

パソコンを使ってデータベースの管理が行
えるパソコンを使って作成する拡大本の作成ボ
ランティア活動
パソコン忚用

パソコン使用。エクセル、ワードなど。

パソコン組み立て、ＯＳインストール、
ネットワーク管理
パソコン操作

パッチワーク　（３）

パテシエ

パントマイム

ピアノ・エレクトーンの指導

ピアノ、生け花

ピアノを弾くことと歌うこと

ビーズによるアクセサリー作成

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーとしてお客様
満足度へ取り組んでいる
フラワーアレンジメント　（２）

フランス文学・フランス語

プラント　プロジェクトマネージメント

プラントの電気の現地据付工事（火力発電
所など）
ペット関係

ﾍﾙﾊﾟｰ､お花お茶の教授､ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ､

ボイラー技師資格・高圧ガス取扱資格等々

ホームエステの指導

ホームページ制作

ボランテイアの育成

ボランティア活動　（４）

マーケット

マーケティング

マーケティングリサーチとマーケティング
研究（大学時代からのライフワーク）
マッサージ

マネージメント

ミニバレーやピアノ、社交ダンス、コーラ
ス、車椅子ダンスなど
もともとは技術者でいろんなものの修理が
出来る
ヨガを長年やっており社員厚生に役立てる
くらいの技術がある
ロシア語

ワインの知識や評価、サービス

囲碁4段

囲碁有段者である。

移動媒体車の施工、運転

医療

医療システムに関する知識

医療事務

医療分野

飲食・珈琲専門

飲食店経営

飲料業界

宇宙、デジタル技術

運転を主とした仕事

営業　（２）

営業・事務関係

営業・修理

営業のノウハウ

映像の編集

映像制作

英会話　（３）

英語

英語が堪能

英語を教えている

英語教諭図書館司書着付け師

英語圏への旅行

英語指導

英語読解

英文タイプ３級

衛星放送受信機器設置

園芸　（３）

園芸、釣り、

音楽　（２）

Q28 （Q27で「もっている」と答えた人に）それはどのような領域ですか。
なるべく具体的にお書きください。（単一回答）

Ｑ２８　仕事以外の専門領域
＇643ｓ（

★海外旅行の添乗員が出来る（英語を話せ
る）★犬猫救済のボランティアを長年やっ
ているので、ノウハウを教えられる。★料
理講習会を家で出来る。
①戊辰戦争研究②聖書研究

２０１０年に図書館司書資格取得

ＣＡＤ

CADを使用した設計、ソフトウエアのSE

DIYアドバイザーとして

FP

HPで、宗教の用語を使わずに、人のやさし
さや愛をテーマに、感動を生み出してい
ISO 審査分野

ＩＴシステムエンジニア－

IT関係　（９）

IT関連で，小規模ネットワークの構築や
サーバー作成，管理
IT分野のシスアド

PC　HOMEPAGE　作成

PCと写真＆ビデオ関係

PCに関する知識・スキル　（２）

sajスキー指導員　生け花教授

ＷＥＢショップの開店から更新までのサ
ポート・写真加工技術・雑駁ではあるが広
範な知識を利用したリラクゼーションシス
アウトドア

あそび

アマチュア無線無線従事者免許

インターネットや通信機器の設定や使用が
得意である。パソコン、iphone、ipad等
使ってFacebookもやっている。ワード、エ
クセル、パワーポイント、フォトショップ
インターネット利用

インテリア関係

ウィンドサーフィン

うらない

エレクトーン講師、体育指導員

オーケストラ活動ヴァイオリン演奏

オーディオ関係

オーディオ機器作成　釣り

お客さんの会社のオーターソフト開発

ガーデニング　（２）

カウンセリング　（２）

カウンセリング、キリスト教伝道者として
人々の為に祈る
ｶｯﾄ

カメラ、パソコン、簿記、模型制作

カメラワーク

ギター演奏

キャンプディレクターの資格を持っている

グラフィクデザイン及び商業写真の評価と
印刷関係の知識さらに経理関係の知識
コーラス活動、登山

コットンコラージュやパッチワーク

コミュニケーション　（２）

ごみ堆肥化

コラムの編纂

ゴルフ　（３）

★無回答および明らかな誤回答を除く。また、明らかな誤字は修正し、社名など固有名詞については削除した。

★自由回答のあとのカッコつき数字は、同様の回答の数。カッコつき数字がない自由回答は、その１件のみ。
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音楽・PC

音楽、スポーツ

音楽、楽器演奏　（２）

音楽（クラシック・ジャズ）

音楽（洋楽）

音楽家

音楽関係

音楽関連の指導

音楽芸術の実践

音楽指導

音響、映像処理関係

化学　（２）

化学開発

加工技術

家庭菜園　（２）

科学の知識

歌　刺繌

歌はセミプロです。クラッシック。

歌唱指導

花作り種子から始めマンションの花壇に植
えて手入れをしている。30種類程をていれ
している。
花木の育種

華道

華道・筝曲・和裁

華道教授の資格をとり約２０年に渡り研究
会を続けている
華道師範

過去にしてきた仕事で培って来た知識等

介護サービス関連

介護ヘルパー

会計処理

会社経営

海運会社で船舶の運航管理や荷主とのプロ
ジェクトの打ち合わせ及び海外の港での貨
物の荷揚げの監督等。
海外旅行および滞在による海外異文化理解

絵画

外国語によるコミュニケーション能力

外部での講演

学芸員の資格を持っている

学校、福祉施設における経営、人事管理

学習塾経営

楽器

楽器演奏　（３）

楽器演奏、特に津軽三味線は好きでまずま
ずのレベルにあると思う。
楽器演奏。アマ将棋有段者。

活花

株式上場

環境ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ推進

環境関係でケナフの植栽をして紙を作る

管工事の営業・設計上の問題

管理栄養士

管理組合の運営

簡卖なプログラム作製及びシステム設計

館内放送いわゆるアナウンス催事場の管理

企画・開発思考

企画販売、輸出入

企業診断士

危険物取り扱い工作

危険物取扱免許所持

技術士（金属部門、衛生工学部門）電解関
係では一家言持っている。
技術者の人材育成

技術的なノウハウ

技術分野　（２）

弓道

競馬

教育　（２）

教育（短大助教授）

教育の仕事。小学校教諭の免許を取り暫ら
く産休補助教員をしていたので。
教育関係

教育者

教育心理

教員免許

教職資格、運転免許

教養

業界の状況把握

琴の資格

琴演奏

近代文学史

金魚の育成。園芸や農業。

金属加工・冶金

金融・保険

金融機関に約４０年勤務。

金融商品知識、資産運用経験、国際ビジネ
ス経験
銀行業務

空手

渓流釣り

経営学

経験と技能

経理　（５）

経理・財務・税務分野

経理、

経理、外部との交渉（海外含め）

経理ソフト制作

経理関係　（２）

経理業務　日商簿記検定試験2級取得。デ
ジカメ操作（ＨＰへＵＰ用）
経理財務関連

経理事務　（２）

経理事務経験40年

経理処理

健康に関するボランティア

健康管理

剣道

剣道指導　（２）

建設機械技術

建設業の管工事に関する知識・免許あり

建築、不動産関係

建築関係

建築鈑金

研究分野

現場で生かせる

古物商許可を取得

古民家鑑定士の要請

顧客管理

後輩の指導

語学

語学　英語　スペイン語　日本語

語学　韓国語、中国語、ロシア語　　それ
ぞれ簡卖な翻訳ができる程度
語学、イタリア語、

語学、コンピュター

語学、スポーツ

語学教育。

公的分野における専門的知識を持ってい
る。工業デザインや３次元立体の造形把握能
力。メカニズムに関する洞察力とその製造
技術の分析や解説。
広告作成

江戸検定を持ち、東京都内の歴史案内が出
来る。
江戸時代の文化・雑学

航空

講演

高山植物

高齢者福祉

合唱団の指導、育成

国際活動

国際理解教育

国文学

裁縫

財務、経理分野

財務分析、資金調達事業の立ち上げ

雑誌　専門誌などの　誌面の作成、編集の
経験をいかし　編集　作成の分野
三味線と民謡。

山岳のガイド添乗

産業カウンセラー

司会やナレーションの仕事

司法書士

子育て支援

子供と同年代とも話ができる

施工管理

視覚障害者にパソコンやインターネットを
教える。
詩吟の講師をしている

資格

資格業

資材購買

事務職

自作の絵の販売

自然

自然エネルギーを使用する分野。

自転車組立

自動車の修理

自動車運転　大型２種

自動車整備

自動車整備、運転、

執筆活動　（２）

執筆活動で、本を出版している

写真　（３）

写真、重機

写真の撮影

写真撮影　（３）

写真撮影　でもこれは趣味の域をでません

写真撮影、司会業

社会活動

＇Q28つづき（
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食品商品開発

信頼性工学

新しく開発された商品を見る目

新技術を具現化する研究開発

新人に対する教育

人との接し方

人に教えること。受験指導

人間関係で異なった領域（行政・政治）。

人間関係と総合的な経営センス

人脈

水泳

数学教師

成年後見制度の啓発

政治・経済領域

整体治療

生態系保護活動、天文解説、乗馬・テニス
などの指導
精神分析、カウンセリング

製造関係に関する資格取得

製造業

税にかんするもの

税務会計

石粉粘土でアクセサリーを作り販売した。

接客

設計、施工

設計部門

船舶整備

組織運営

創造：工作、描画

造園設計

測量業務、

損害保険関係

他国との文化交流

多趣味でありますので、園芸やペットなど
に詳しいとおもいます。
多尐ではあるが7年滞在したアメリカでの
生活経験
体を健康に保つ知識や技術

大学入学前に航空自衛隊で戦闘機の操縦訓
練を受けた関係で戦闘機についての知識。
大工さん

第3級アマチュア無線技士、将棋2段

第3号警備資格

卓球

卓球、将棋、茶華道、着付け、三味線

短歌創作とそれに関わる活動

知的所有管理士（特許や実用新案の申請）

地域活動　（２）

地域社会、自治会の率先的運用、生活スタ
イルの革新に貢献
地域福祉のボランティア

地震関連

池坊華道

茶道　（２）

茶道　華道

茶道、華道

茶道、華道、手芸

茶道の師範

茶道の先生

茶道教師。宅地建物取引主任。損害保険上
級資格。防火管理者。

着付け

着付け師

着付け保育士

着付け免許、組紐・砕石業務管理者

着物着付け資格

中学校、高校の教職員の資格、経験

中国語

著述

彫刻

調理　（３）

調理師　（３）

調理免許を持っているが生かせていない

通信事業の専門知識

釣りと、釣り竿製作

鉄道関係、音楽関係

点訳（点字）ボランティア活動

電気技術

電気工事　（２）

電気工事士、ファイナンシャルプランナー

電気主任技術者

電気通信の運用

電気通信技術者資格

電子の世界かな

電子技術

電子工学

電子部品の組み立てについて製造知識を
もっている。
電話相談

登山　（２）

登山＝山岳ガイド

土木

土木設計

投資　（２）

統計解析

豆本、篆刻、書道

陶芸の窯元

動植物の育成

特殊技術

独学で学んだパソコンの知識を今の仕事に
生かしている。
日本ソフトボール協会公認審判員

日本の幼児教育とシュタイナー教育、モン
テッソリーの教育と比較して更に追求し研
究している
日本の歴史の謎解き

日本以外での活動

日本演劇の歴史

日本語の卖音解釈

日本語教師

日本語指導員、太極拳指導員

日本思想史研究

日本舞踊　（２）

農業　（２）

農業経営

半導体設計

美術　（２）

美大で学んだ芸術分野、デザイン、版画な
ど

美容業

美容師

品質管理，協力工場技術指導等

＇Q28つづき（

社会教育

社会労務士の資格を生かす

社交ダンス

車の運転　（２）

車の仕事

車の整備技術

尺八演奏

弱電・家庭内電気工事、塗装作業。

主に食に携わる職種に対する提案、プラン
ニング手芸　ガーデニング

手芸、詩吟

手芸（パッチワーク）

手芸全般　（２）

手仕事

手話と要約筆記

手話の勉強をしている。将来は地域でボラ
ンテイアとしてやりたいと思っている。
趣味でしている、竹細工で竹を切って割
り、裂いて材料を作りさらにざるやカゴを
編む
趣味と教養と思えるが、和紙の日本工芸作
家であり、池坊の看板をもっている。それ
らはケーキや料理を盛るときや、皿へのデ
コレーションで活かされている。
趣味のお花　お茶

趣味のサークル活動

趣味の繋がりからの人脈形成

趣味の詩吟

趣味の分野になるが、若干の賞をもらった
りしている。その趣味の領域で人生を送る
のは、誰でも楽しいと思うが、それが人生
を送る為の収入に直接繋がるのは難しい。
酒類、例えばソムリエになれる位

就職という人の人生に関わる仕事について
いますが、32年の精神修養とカウンセリン
グでの学びが大変役に立っていると思いま
す。

習い事

初対面の人とのコミュニケーション

書籍、雑誌の編集

書道　（２）

書道、簿記、剣道

商品企画とデザイン

小型モーター設計

小型船舶操縦士の免許をもっている。海洋
レジャーやレクレーションの運営、企画が
できる。
消防団

情報システム関連

情報処理

情報処理管理のスキル。院内ネットワーク
の管理構築
植物の育成

織をしていて、2～3年に1度展示会をして
いる。
職業には関係のない、古典文学

職業を、公立高校の教員、仕事は哲学の研
究と区分するなら、質問２６で答えた内容
になるだろう。高度な学術的識見と、多様
な生徒に対忚可能な柔軟な教育的資質、と
いう両面を備えた稀有な例ではあるだろ
う。

職業人の教育

食育セミナー開催の企画や実践、パー
ティーの企画、旅行の企画や案内、
食事療法
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品質管理、環境管理

品質管理の分野

不動産実務

普通２種免許、大型特殊

舞台衣装の着付師

福祉・人権・地域貢献

福祉関係　（２）

物を、作る。創造すること！　（竹細工、
バック作り、古布を使った洋服、タペスト
リー、のれん、小物などの制作）
物理学

文化

文学

文字コード（JIS漢字）

文章を書く

文章を書く、校正する。

文章作成

文筆

編み物　（３）

編み物　手編みは　20年以上の経験があ
り、どんなデザインでも編む事が出来る。
編み物、山登り、お菓子作り

編み物、手芸、洋裁

保育関係　（２）

保育士。

法人設立に関する基礎（約款・人事・
等々）法的な仕事

法務、心理コンサルティング

法律

法律問題

縫い物に関する技術や、編み物の技術。資
格。縫製

邦楽器演奏

麻雀

無線の知識・音楽の知識

無線技術

無線通信関係

模型製作

木工

木工、鉄工、など

木材の塗装関係と関係する木材の色を整え
るような研究領域
野外活動（キャンプ・ハイキング等）の企
画・実施・指導。ボランティアに近い領域
野外活動における技術、カウンセラー

野外料理

野球やスキーの指導

薬学

薬学の知識

薬草研究

有機合成化学。

幼児教育

洋裁

洋裁・編み物

洋裁、お直し

洋裁教員免許

洋服の仕立てなど

要約筆記（聴力に問題のある人に、話をま
とめ、文字にし、視力で情報を得るように
する。）
養護

養護施設の職員

理科、数学を教えること

旅行

旅行など楽しいことのための知識

旅行に関する知識

旅行関連業務

料理　（３）

料理　家計管理

料理・占い

料理、フラーデザイン、手芸

料理、洋裁、編み物

料理の講師

料理の勉強をしました。たいした物では有
りませんが、補助アシスタントの資格を取
りました。
料理や接客態度

歴史、俳句

歴史関係　（２）

労働・社会保険、年金

朗読　デジタル図書作成　まだ道半ばです
が朗読日本舞踊剣詩舞

和装着付け、日本舞踊、華道。

筝曲の指導をしていた。

＇Q28つづき（
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Q29

回答数 ％

643 100.0 

1 思う 123 19.1 

2 尐し思う 184 28.6 

3 どちらともいえない 153 23.8 

4 あまり思わない 101 15.7 

5 思わない 82 12.8 

Q30

(%)

1.企業で
の勤務経

験

2.海外で
の勤務経

験

3.教育者
や指導者
としての

経験

4.企業を
経営した

経験

5.子育て
の経験

6.介護の
経験

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 直接、役に立っている 41.8 6.2 21.5 13.2 17.8 7.1 

2 どちらともいえない 23.0 6.5 18.0 12.6 28.1 15.5 

3 直接、役に立ってはいない 18.6 6.8 13.8 8.7 33.6 21.8 

4 そのような経験はしていない 16.8 80.5 46.7 65.6 20.6 55.6 

7.趣味の
経験

8.地域活
動の経験

9.ボラン
ティア活
動の経験

10.大学
や大学院
等、専門
的な教育
を受けた

経験

100.0 100.0 100.0 100.0 

1 直接、役に立っている 20.0 8.6 8.2 19.6 

2 どちらともいえない 31.1 24.9 18.9 22.1 

3 直接、役に立ってはいない 35.9 29.2 23.3 20.5 

4 そのような経験はしていない 13.1 37.4 49.7 38.0 

全体

全体（N=2000)

あなたは、仕事以外で実績を積んだ得意分野や専門領域を、今後仕事にしていきたいと思いま
すか。（単一回答）

下記のような経験は、現在の仕事をするうえでどれくらい直接、役に立っていますか。／（単
一回答）

全体（N=2000)
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システムエンジニアとして外資系のコンピューター会社で長年勤務
していたので、アプリケーションに関する知識や実務を分析する経
験が役に立っている
ｼｽﾃﾑノウハウ

システム開発・PC

システム構築のため沢山の若い人を指導してきた経験が子供たちの
指導に役に立っている
ジュニア野菜ソムリエの勉強

スキルは必要ないので過去の経験は関係ない。

すべて

スポーツ

スポーツをやっているので体力維持に自信

スポーツ大会等で色々な人と知り合う経験

セールス経験 (2)

ゼネコンの建築電気設計部に所属していた

それぞれ介護の仕方が違うので、実際経験した介護の中で一番良い
方法を選んでいる
デザイン

トラクターの修理

ネットワークビジネスをやっていた経験が生かされている

ネット上での経験。

パソコンが使える (12)

パソコンでの管理忚用。

パソコンなど技術的な事。

パソコンのハードソフトを通して大体のことはわかる

パソコンや簿記を勉強したこと

パソコンを趣味程度にやっていたことが役だっている。

パソコン技術の習得

パソコン教室

ビジネスに対する考え方

ビル賃貸ですので、母を介護した経験が長いですし階段その他で改
造の必要性がわかります。
フォークリフトの運転

フォークリフトの資格

フラワーアレンジ

プランニング

プログラム

ヘルパー

ヘルパーの資格と趣味の旅行経験。年をとって、障害者になって旅
行をあきらめていた友人と、旅行をすることができる。
ホームヘルパーの資格を持っているので、やめようと悩んだことも
あったが、上司にひきとめられ現在にいたっています。
ボランティア体験

マネージメント経験や人事・労務管理などの知識。会社での常識な
どについての深い理解が役に立っていると思う。
マネジメントシステム

マンションのロビーにお花等をかざったり…

マンション管理の仕事は、マンションの住民さまとの

リフォーム施工技術の調査施工

安全管理者

以前勤務した会社の他部門の業務内容が参考になっている。

異業種での勤務

異業種交流会への参加、00先生を囲む会の事務局、道議の勉強会へ
の参加。
異種企業視察

医学上の教育これまでの経験、あわせて家族。友人。知人のアドバ
スに答えられる。
医薬品の知識から　日常の会話での生活の工夫やアドバイス

育児

一般常識的な知識。

印刷業

運転免許 (2)

営業として活動していた人とのコミニュケーション

★無回答および明らかな誤回答を除く。また、明らかな誤字は修正し、社名など固有名詞については削除した。

★自由回答のあとのカッコつき数字は、同様の回答の数。カッコつき数字がない自由回答は、その１件のみ。

Ｑ31　直接役に立つ経験
＇1548ｓ（

法律の知識

①他人にものを依頼する場合の自分の姿勢。②学ぶ中に忍耐力もつ
いた。

20代に大新聞社に勤めたころの経験が役に立っている。

30年以上、好きでやってきた短歌創作が今、仕事として活かせてい
る。大学で教職を選んだことも今の教師の仕事に役立っている。
５０代で調理師免許を取得したのが大変役に立っている

CADを使用する上で、IT関係の知識が役に立っている。

ＣＡＤ操作

FPの資格

ＩＴ機器の使用

ＰＣに仕事上携わっていた時期が長いので、ＰＣの仕事に関しては
役立っている
ＰＣは欠かすことが出来ない.特にデータに必要

PCワーク

PC関係知識

ＰＣ等の経験

ＰＴＡや教育研究集会での体験

ＱＣ

アプローチ資材の活用による営業。写真を生かした営業。

アマチュア無線

あらゆる人間関係／いろいろな人間関係　（２）

アルバイトとして行っていた、電話オペレーターの話術

ある意味、全ての経験が役立っていると思っています。

ある時期に、上場企業の人事総務部長職にあった。この経験とその
時期に得た知識は大きい。
いくつか資格をとっている

いままでの仕事で養ってきたものをベースに、現在の仕事も成り
立っているものです。
いろいろな人との接触が出来る

いろんなスタイルを経験してきて、大体お客様の要望にこたえられ
る。

いろんなところに出張した経験かな

いろんなバイトをしてきたが、みんな無駄ではなかった。

インターネットで知識を得る

英語が使える

オリジナリティーを生かす

お花の生け方

お客（顧客）様と直接話する機会が多いので、前の仕事でやってき
たことが役にたっている。
お客様との話の中で生きてくる

お直しなどの専門的内容がわかるので役にたっている

お年寄りの顧客の多いスーパーなので今までの体験でコミュニケー
ションがとれて喜ばれています。
カウンセリングの知識　（２）

ケアマネージャー

コミュニケーションをとるのに役立っている

ゴルフ

これと言ってはありませんが、常に人の立場になって物を見る、行
動をすると言うことに気をつけていて事が役立っていると思いま
す。
コンピューーター事務処理

コンピュータ　デモンストレーター

コンピユータ関連が趣味であるが仕事にいかせていける

コンプライアンス

ご利用者さんに快く思ってもらえるのは、個人の性格だと思う。

サークルを主宰したこと。

さまざまな人との係わり合いが、自分の性格の悪いところをカバー
してくれている

Q31 （Q30で「直接、役に立っている」と答えた人に）上記以外に、現在の仕事をするうえで、
直接、役に立っている経験があれば具体的にお書きください。
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絵画、音楽、読書等の鑑賞 経験

外交官との交流

外国での生活

外資系企業での秘書経験

外資損保会社での査定～交渉力

外部の研究会への参加やセミナーの講師経験など

各種人間関係

学会での発表

学会に参加

学校での機械工学全般と獣医師が使用する上での使い易さや人間工
学的、或いは構造力学とデザイン力を今までの経験値から導き出さ
れる製品は誰でも使いやすい。
学校で取得した知識

学校の経験

学校を卒業後は現在まで営業の経験しかないが、すべての事務職を
こなすことができる
学生時代にアルバイトで、いろいろな職種を経験したのが役に立っ
ている部分もある。
学生時代に運動部で体力を鍛えておいたこと。

学生時代に関わった政治家との個人的なつながり。

学生時代のアルバイトなども含めたすべての実務経験

学生時代のクラブ活動

学生時代を通じて人との関わり方を学んだ。組織の中で動くために
は役に立っていると考えている。
楽器演奏

冠婚葬祭、いくつもの式を担当する。そのたびに色々な人生のある
ことを学ぶ
完璧を目指す。

官公庁折衝業務

患者で子供の表情で体調がわかるのは子育てした経験。介護も二人
経験していて相談される。
環境活動

監査業務

看護師

看護婦としての経験は、入居者の怪我や病気の対処方法をアドバイ
ス出来る。
管理職の経験　（２）

観察力

関係会社への出向

顔の広さ

企画・開発

企画展示が多岐にわたるので学校で学んだことが役に立っています

企業での勤務経験　（３）

企業での仕事内容と同じような内容の仕事をしている

企業で事務職として働きながら会社の経営の方法を学んだ。

企業で得たCPのスキルは、小学校でボランティアでパソコンの授業
をしている中で大いに役立ってます
企業における人材育成、コンサルティング、カウンセリング

企業経営者との交流

企業人としての誇りと自信

企業内で社員教育を担当

危険物免許

機械・ＩＴ関係の知識

機械を動かすための、プログラミング

機械設計であるが電気の知識がある。

技術

技術士資格による業務の管理技術者としての経験

議会を含め管理職として公務全般を知り、課題と対忚策を自分なり
に把握している。これらをベースに全国で講師を務めたことで理論
と実践との確認ができた。
休憩時間での飲みもの作成

さる有名企業に勤めた実績

競売

＇Q31つづき（

営業をしていたので他人と上手くやっていける

営業活動 (3)

営業経験があるのでコストの意識が高い

営業経験があるので人とのかかわりはスムーズにこなせています。

営業上色々な場所を見てきており、その経験が今の業務上大きな情
報として活かされています。
英会話

英会話、接客術

英語でレポートを作ったり、他の社員のレポートを添削したりして
いる

忚急救命指導員

音楽芸術の実践分野

何事も経験

家事

家事　介護

家事仕事の延長の仕事です

家族の理解

家庭での日常生活

家庭で役立っている

家庭の調理経験と味覚があれば誰でもOK

科学技術の進歩をある程度理解しつつ、教育に携わっている。

過去にしていた仕事で覚えた事

過去に為替の業務に携わったことが現在のトレードに若干役立って
いるかもしれない
過去に数百人の部下を使って仕事をしていた。その経験はある程度
人の能力や特性を見抜くことができる。そのため、仕事を任せて成
果を得やすいように思う。
過去の経験

介護の経験（２）

介護の仕事をとおして利用者と一緒に考えることが出来た。

介護事業所で癒しの演奏をしている

介護福祉士

会計、経営

会計処理

会計簿記知識

会社での振舞い方。

会社でやってもらった教育

会社で研修教育指導を担当したことが役に立っている

会社の全体の流れがわかる

会社を通じた客先との付き合いで人脈が増えた

会社員としての経験が準公務員として働いている方々に社会の仕事
への取り組み方を教えることができる。
会社経営　（２）

会社研修

会社組織での仕事及び人との関係、子育て及び教育の経験

会話

海外での勤務経験

海外での経験は、語学や人間関係の面で役に立っている

海外でボランティアで仕事を５年間、および短大・専門学校で教鞭
をとった経験もある
海外にしばらく居た事が大きく経験になっている

海外への短期留学

海外を多く回った経験

海外勤務で人脈をひろげたこと。

海外勤務の経験で知識が豊富。

海外経験　（２）

海外視察

海外生活の経験PTAの役員

海外駐在

海外調達

海外留学　（２）

海外留学と海外での就職の経験
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強いて言えば、参謀的能力。

教育の現場で学んだ文章力は顧客や仕入先への報告やお知らせなど
の手紙に役立っている。
教育課程履修したことにより、教育のノウハウが身についたか

教育関係の仕事をしていたから

教育研修や講習会、学会

教育者指導者として

教員をしていたこと

教師の資格があり法話や説教などに役に立つ。

教室での勉強

業務改善のためのソフト開発。

業務内容の分析・理解

銀行の勘定系システムの構築

銀行勤務30年で金融分野での知識が株式トレーダーをする上で企業
分析・為替等幾分役立っていると思う。
銀行支店長・本部管理部門での経験

区で開催された講習

傾聴の力量

経営している中で培った人事管理、ヒューマンリレーションスキ
ル。

経営の立場で物事を判断する力が身に付いている。

経営経験は役に立っている。

経営者としての経験

経験した上での判断力はついていると思う

経験とは違うが、大学で図書館学を学んだことが役に立った。

経理・情報処理

経理の経験　（３）

経理の経験を活かして税理業務は自分でやっている。

経理の資格

経理事務

芸術鑑賞など

結婚後に勤務した企業での接客経験。

結婚前に勤めていた会社がコンピューター関係だったので、文系で
私の年齢としてはパソコンなどに抵抗がないと思います。
建築関連知識

建築設計（２級建築士）

建築全般の管理

研究

研究室勤務

研修

研修会などに参加して得たもの

原材料の海外調達での世界市況の分析。

原発での業務

原料の調達先の製造工程に昔勤務していたことがあり、技術的なこ
とは熟知している。
現在の仕事の経験以外には、特になし。

現在の仕事は出勤するだけの生産性のない職場で気軽だけです

現在は各種報告書類がすべて手書き(又はフォームに手書記入）の
ため、まとめの計算等が大変であり、間違いがある。そのためＥｘ
ｃｅｌ等で表計算を作っている。(各種関数を使用して）
現場での習得が必要

現場経験

現職場の管理者を冷静に評価できる（過去に多くの部下を指導した
経験から）
現役時代からの執務経験

現役時代の職種の経験

現役時代経験したショールームでの不特定多数の方との対人折衝。

個人の指導方法

顧客との折衝法

顧客への対忚

後輩や新人の業務教育を行っている。

語学　（５）

交流サロン

公共事業や社会の仕組み等の一般常識

公私共に理想的なパートナー

広い意味での読書や旅行

広告宣伝

行政の隙間というか谷間を埋める保育に欠ける仕事の手助けなの
で、仕事の経験を生かして、子供の世話ができている。
講演会での体験（人の前で話すこと）

高校卒業後経理事務をしていたのが現在役立っています

高等数学

高年齢の割には「ワープロ」時代からワード、エクセル等に接して
いたのでその経験が現在の仕事に役立っている
困難な直面になった時適切なアドバイスができる

最後まで投げださない

最新の撮影スタジオ３社の立ち上げ、運営に直接かかわった。多く
の顧客、業者とのかかわりが継続している。
最新科学の情報がある程度理解できそれをくだいて説明することが
できる。
歳下の同僚に的確なアドバイスができる事。判断能力が速い

在職中に経験した開発手法や研究の進め方が役立っている

財務の知識

雑学　かなりの範囲の人達と話が出来る

産学共同での若者と接することによるジェネレーションギャップを
体験することによっての時代の変化を知る。
産官学共同での研究など

仕事で経験を話す機会がある

仕事で得たOFFICE（Excel)関連のアプリケーションの利用

仕事で得た経験以外にはない。

仕事の実務とは言えないが、仕事をする上でとても役立っているこ
とは、業界・業界以外の多くの人との交流で、人脈が豊富なこと。
それらの人との遊びから雑多な知識の吸収と遊びの場で顔が広く
なっていること。

仕事の段取り・電話での忚対

仕事の段取りの仕方。

仕事をする上で、人脈や手順や人とのかかわり方とかにとても役
立っている。
仕事をやり遂げること。

仕事を楽しくなるように工夫する

仕事以外でのコミニュケーションや新聞や雑誌からの様々な情報な
ど

仕事関係でのつながり

仕事上からの経験で団体の役員をやっている

仕入れ先からの安価な調達

子育て

子育て。３人ともピアノを習わせ、受験を中学からさせてきた経
験・反省。また友人達の経験も参考にしてきた。
子育てと亡父の介護

子育てや介護を通じて知り合った人が多いこと

子育てをしながら長くはたらいていたのでテキパキとしごとをする
習慣がついた
子供がアトピーだったので、皮膚学、薬などの勉強をした。

子供が好きだから

子供に勉強を教えるので、学校で勉強してきた事が役に立つ

子供のスポーツを通した教育

子供の時の体験

子供や老人への接し方

思いやり

指差し呼称

施設維持管理（資格など）

施設修繕に

資格　（４）

歯科鋳造等の歯科技工

事業計画の作成等

事前努めていたところでの簿記の仕事

事務経験

自営業の時に、セミナー経験があって役に立っています。
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所属する協会の研修。タイ古式マッサージ等の講習を受けたこと。

所属する団体などでの経験

書士業務

書籍の執筆、出版

商社勤務経験から得た幅広い実務知識と人間関係。

尐なくとも企業に就職した後で、数度の海外駐在経験を通して自ら
が意図的に学習した語学（英語とスペイン語とドイツ語）
省エネ等を意識して、運転している。

障害者とのふれあい。

上に立つ方のアドバイス

上司として理解できる

情報システム開発プロジェクト管理経験

情報を分析し企画を立てるのに、経験が生きている

情報収集作業（新聞等の切り抜きなど）

職業訓練校での経験

職種が近いので人脈は使える

職場での円滑な人間関係

職場の人間関係は過去の教職の場合、生徒を選べない事によってい
ろいろな性格・境遇・経験などを全て引き受けてきた事で摩擦を尐
なく出来る。
職務全般

色々なことに興味をもち、知識を得たり、関わりを持とうとする気
持ち。対人関係を円滑にするコミュニケーション能力を身に付け
る。
色々な分野の色々な人に会い、刺激を受けたこと。

食の安全を提供している

心のケアー

心のコミュニケーション。

心の持ち方

新人の時に受けた社員教育が今の自分の基礎

親が行っていたことを見聞きしていた事

親の介護

親の介護３年

親の介護の経験

親友、学友、仕事仲間の付き合い。

身体不自由なお客さん宅へ訪問理容

人つきあい

人とのかかわり、思いやる気持ち

人とのかかわり合い　（２）

人とのコミニケーション

人との交流

人との接し方。

人との付き合い人脈

人との融和の構築

人と接する場合のマナーを持っていると思う。

人に頼らず媚びず、自主独立のスピリットと信念を貫いてきたこと
です。

人の好み、性格がわかる。

人への接し方

人を育て、活性化する能力

人間としての成長経験

人間関係　（６）

人間関係のあり方は同じ

人間関係の研修を５年受けたこと。

人間関係をまとめる。

人材育成（新入社員の教育）

人材派遣をしていたので人の管理については自信がある

人生経験

人脈　（４）

人脈の多さ

人脈を増やす事

数々の失敗と手助けしてくれた人間関係

自営業の父のもとで育ったこと、人間関係や顧客関係について。

自覚していないが、あると思う

自己学習

自己資金での専門分野の講習会などに多く参加したり専門書を読む
こと自己修養

自動車の運転。（２）

自費での海外渡航による経験

自分から仕事をする

自分が勉強したり　コンサートや講演会

自分での学習

自分の経験を従業員に指導出来る

自分の子育て経験

自分の住んでいるマンションの理事長を３年間経験した

自分の得意分野とは違い今までの経験は役に立てていない。

自分を褒めながら健康に気をつける。人を変えようなんて驕った考
えは持たない。変えられるのは自分だけ。　働ける所があるだけで
も充分しあわせ。　一生懸命自分の出来る事をやる。
自分自身で株、投信、ＦＸなどの経験がある。

実経験が役立つ

実生活の経験

実績

写真家のアシスタント

社員教育及び育成

社会人として仕事についてから業務内容は一貫している

社会生活の経験

社会的常識人生経験

社外委員会などでの人的コネクション、基準類の作成

社外監査役の経験

社外人材との交流

社内、社外での人との折衝

車の車名を知っていたこと

車の修理

若い頃、休みといえばいろいろと街歩きして建物を見て廻った事か
な。

若い時から海外に良く行っていたので、色々な知識が役に立ってい
る。

若い方との関係

主婦としての家事の経験

主婦の家事経験があれば誰でもできる

主婦をしていること。販促品販売なので主婦に喜ばれる物がわかる
ので女性の視点で提案できる
主婦業

手の動き

趣味で三十年以上している競馬を通じて取引先との人脈もある

趣味で始めた語学が役に立っている

趣味で得た料理や生け花、映画の話など年寄り相手にいろいろ活か
せている。
趣味の経験　（４）

趣味の写真撮影でお客様との会話がはずむ事と旅行写真などを店頭
に掲載　好評な場合もある　人によりけりですが‥‥‥。
趣味もレクリエーション活動に利用している。

受付業務

就職活動

修理に技術者がいらない

住人に配る印刷物の作成

住宅のノウハウ

住宅の工事監理

重複するが、組織の中で働いて、企業が従業員をいかに大切にする
かがその企業の成長の可否を決定すると痛感した。人が育たない企
業は成長しない。若手にはどんどんチャンスを与えるべきだと思
う。

初めて幼稚園教諭になった時、お受験幼稚園だったので、文字や数
字など教えていた。しかしついてこれる子とついてこれない子がい
て、小さなうちから自信喪失になるような教育の仕方に疑問を感じ
た。それが私の人生を大きく変えた。
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生きてきたこと全部

生活と密着した流れを感じる事ができる

生産、保安に関する計画立案

精神の統一

聖書教育によって仕事に取り組む心と、人と協力して仕事に取り組
む方法や、誠実に仕事をする結果の喜びを経験できている。
税務会計

税務経験　（２）

積み重ね

積算業務

接客　（４）

接客するという立場においては、過去の経験が生かされていると思
う。接客や店内の配置・飾りつけ

専業主婦よりも事務的な事はすぐれてると思う

専門化学

専門学校の講師を19年勤めた。この間様々な生徒の指導に当たっ
た。専門技術者としての長い勤務のあと海外での学校教育の経営、帰国
後は福祉施設での責任者も経験しているので組織や人事管理、高齢
者の介護事情などに大いに役立っている。
専門教育や海外生活や研究所でのトレーニング。

専門書類の判別ができる

専門職としての経験

専門性に対する質問に答えられる。

専門知識

専門分野の指導（専門学生・企業など）

繊維関係であちこちの　新しいものを見ること、新しい素材、の発
見、骨董のようなものも
鮮魚販売をスーパーテナントで経営。

前職での経験

前職における企画・総務・経理・営業管理など幅広い分野での勤務
経験全く別の業種なので多尐のスピード間だけです。

全国に行っていた

全社プロジェクトチーム活動

全身性ガイドヘルパーの資格を持って、仕事をしていた。

全世界の関係者を対象としたオンラインジャーナルの共同編集者と
しての経験
全般的な良識を判断基準に決断できる

組合活動

組織としての仕事に対する対忚力。

組織内で行ってきた専門的な業務経験

早起きが得意

総合商社・クレジット業界での経験が役に立っている。

総務・営業部門での渉外業務

装置開発、ＳＥ、販売といった多方面の経験をつんだことが、会社
経営の課題解決に大変に役立っている。
卒業研究、論文

他業種も一緒の勉強会

他社との共同会議に出席

多くの人との交流、数多い読書での疑似体験など。

多くの国の訪問経験と海外駐在の経験

多くの人々の接した経験

多くの人生体験、持って生まれた感性、、援助に対する考え方など

多くの対人で得た人づきあい

多尐英会話の勉強をしたので外国の方がいらっしゃった時には会話
ができる。
体育クラブ活動

体調の悪い方を癒す経験

対人コミュニケーション

対人関係　（２）

対人関係が比較的スムーズにいく

対人関係の確立が上手

＇Q31つづき（

大学4年当時から、個人兼貸しスタジオで色んな写真家の助手をし
た修行期間を約3年過ごし、気に入った写真家のライティング等の
技術を見て覚えた事。
大学での教育がなければやれない仕事

大学で音楽学を学んだこと。幼稚園の手伝いで子供と触れ合えたこ
と。

大学で音楽教育を専攻し、子育てもしているので子供達の音楽教育
に役立っている
大学で学んだ英語が役立っている。

大学で受けた国語の知識。

大学の講師、学会での発表会、講演活動、顧客への説得コンサル

大学の講師、小学生の教育

大学の専門課程　我が家での教室経営

大学教育だけではなく幼児のときから続けてきたこと自分の性格子
ども時代の友人との付き合い教師としての継続した経験全て役に
立っている

大学時代にクラブ活動で行っていたシステムに関する知識

大学病院の勤務、医学部における教育研究職の経歴

大手進学塾での講師の経験

宅建取引主任者資格はあるが知識だけで直接は役立っているとは思
えない。
短大での授業

知的好奇心

地域の活性化

地域の自治会長を長年している。

地域の同じ資格を持った人たちの会に入って研修を受けたこと。

地域活動での役員活動と自宅内での草取り・清掃・樹木の剪定作
業。地域役員をすることは人の指導面で自信を付ける。一般的な回答に
なるが、人とのお付き合いの長さ、人生経験ということになる。
地元の情報収集をこまめに行なっている

地方の観光情報

地方自治体の財務分析

着付師資格取得

中学・高校の数学

中国語の知識

中小企業への出向。

仲間との研修。

町内会の会計担当、神社の経理担当、町内会の歩こう会企画と案内
実施、MOA食育セミナー、各種パーティー企画や予約決算
長期間における国際会議への参加

長距離トラックの運転手・観光バスの運転手を２５年間してきたの
で、車の運転には慣れている。
長年、大学教員として研究、教育に従事してきたこと。

直接ではないが、しいて言えば年齢を重ねたこと。

直接役に立っている経験はない。但し前職で取得した資格は役に
立っている。
通関士免許の取得

通信教育の受講や専門学校への通学

定期的なスポーツ活動での体力維持と地域・ボランティア活動によ
る人脈の広がり。
電気器具等の修理経験が役にたった。

電気設計

電話忚対

電話忚対　苦情処理

電話線等通信関係の処置

塗装技術

倒産

投資情報システムの開発

東宝撮影所での勤務

動物が好き

同じコンピュータ関係のソフトウェアの企画開発

同じ技術を持つ社外の団体への加入により得られた知識や人脈

同業他社との技術交流

特に感じていませんが．．．自分の人生

特に思いつかない、きっとあると思うが。
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特定の医療法人の申請、独立行政法人での講師、ある団体での講師

独身のとき携わっていた仕事とほぼ同じ

独立する前の企業で得た知識

読書　（２）

日々の実務

日頃から『相手の立場で考える』ことと『今何が大事か?』を考え
ながら暮らすことは母親から学びましたので、学校教育からは得て
いません。現代人の対忚能力の低さは成績とﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを重んじる今
の価値観に危惧を感じます。
入居者とのコミニュケ－ションにおいて色々な経験が役に立ってい
る。また経理や事務処理においてパソコンの能力が役立っている。
経営のノウハウについても知的財産が役立っている。
年の功

農業の指導的な仕事を一時していた。

派遣社員の経験が10年間ありますので、雰囲気を感じる事がスムー
ズに進んでいます。
配送をしていたので区域がわかる

発電所プラントでの経験

販売　（２）

販売営業の経験

美術展、映画鑑賞

美容師免許

病院の請求事務をやったこともあるので、サポ－トで体の不調や食
事などの知識があってわかる。
病気の知識

品質維持・向上の考え方と実行

不動産管理

不動産業

不備項目の削減

不良率の軽減

夫が板前で見聞きし付いて来た経験

夫の仕事の関係で転勤が多かったので、多方面から仕事がみえる。

武道、華道、書道・仕舞といった、日本古来の習い事

部活

幅広い趣味が人間関係の潤滑油になっている（スポーツ・茶道・書
道・ゴルフ）
幅広い人脈に尽きる。

幅広い知識で生徒たちに社会への関心を起こさせる

物事を段取り良く早く出来るようになった。

物品の保管管理手法

物流倉庫等の開拓やメンテナンスに建設関係の知識が役立つ

分野は違うが、大学での教員としての経験が、今学習塾で指導する
うえで多尐なりとも役立っている。
文章の作成　校正

平凡な生活、仕事だったので役には立っていないが、地道に仕事を
する事だけは、実行出来る。
母を自宅で介護していたこと

母親が､車椅子で生活している｡

簿記　（３）

簿記。珠算

簿記検定3級

放送関連の仕事の経験が長く、人間関係が良好である。

法人税

法務関係の業務に就いた経験

法律

訪問し直接人に会い、用件を正確に聞いてくる。説明しやすく、わ
かりやすい表を作る。
某宗教団体の出版部長として勤めた経験

貿易実務を経験した

本や雑誌を読む事

本を読む事で知識を得ようとしている

＇Q31つづき（

無報酬で頼まれ事をしたことが、人的繋がりとなり、仕事上非常に
役にたっているし、今まで仕事を続けられたと思っている。
問屋に務めた経験

問題解決手法(KT法など)

野外フィ-ルドワ-ク調査や顕微鏡鑑定

薬に関する知識

薬関係の学校での学習、その後の研修会は適正な販売のため。デザ
イン学校での学習は、店頭のPOPやポスター、チラシづくりにおお
いに役立ちました。
友人との交際

有望な人材が、心的なスランプに陥った際に、リラクゼーションの
テクニックで、ポテンシャルに気付かせるような指導で立ち直らせ
た。この能力で、ボランティアをしていた時期もある。（約１０
年）

幼尐期の暮らし

洋裁経験が布を見る目、仕上がり具合等、分野は違うが役立ってい
る。

立ち居振る舞い

流通の仕組みを知っている程度だが直接関係は無い

留学

留学してそのまましばらく海外に住んでいたこと。

旅行

良好な人間関係の構築

歴史資料の編纂

話術
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Q32

回答数 ％

2000 100.0 

1 非常に多く身につけた 157 7.9 

2 ある程度身につけた 777 38.9 

3 どちらともいえない 397 19.9 

4 あまり身につけていない 420 21.0 

5 まったく身につけていない 249 12.5 

★Q33はありません。

Q34
(%)

1.今の仕
事は、特
定の専門
分野・領
域を活か
した、ス
ペシャリ
スト・プ
ロフェッ
ショナル
な仕事で

ある

2.今の仕
事は自分
で決めた
仕事であ

る

3.自分で
働く場所
や時間を
選んでい

る

4.仕事の
やり方は
自分で決
めること
ができる

5.仕事を
断ること
ができる

6.指示命
令されて
仕事を

行ってい
る

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 21.9 45.0 29.9 32.6 21.8 8.5 

2 ややあてはまる 32.2 31.6 30.3 36.2 25.2 18.2 

3 どちらともいえない 13.5 11.5 18.4 14.3 22.4 24.6 

4 あまりあてはまらない 14.5 6.4 12.3 9.5 16.6 23.3 

5 あてはまらない 18.1 5.6 9.3 7.5 14.1 25.6 

7.他者か
ら指示さ
れている
仕事のノ
ルマや目
標がある

8.自分自
身で事業
計画や仕
事の計画
をたてて

いる

9.仕事に
必要な人
脈をもっ
ている

10.仕事
に必要な
情報や道
具、設備
を自分で
用意する
ことがで

きる

11.仕事
に必要な
知識を常
に学ぶよ
うに心が
けている

12.事業
の収支を
自分で管
理してい

る

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 3.6 23.0 14.2 21.9 24.2 22.5 

2 ややあてはまる 12.7 26.2 30.4 34.5 45.2 18.9 

3 どちらともいえない 16.8 18.8 25.4 20.1 19.4 12.5 

4 あまりあてはまらない 25.5 12.1 14.1 10.8 7.0 12.5 

5 あてはまらない 41.5 20.0 16.0 12.8 4.4 33.8 

全体（N=2000)

全体

全体（N=2000)

５５歳以降、仕事に役立つ新たな知識や技能を身につけましたか。（単一回答）

下記のそれぞれの項目ついて、あてはまるものを１つずつお選びください。（単一回答）
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13.期待
にあった
収入を得
ている

14.収入
を複数の
ところか
ら得てい

る

15.今の
仕事は、
おもしろ

い

16.今の
仕事は、
自分を生
かせる仕
事だと思

う

17.現在
の健康状
態はよい

18.仕事
仲間にと
ても恵ま
れている
と思う

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 5.4 12.4 18.0 20.7 24.5 15.7 

2 ややあてはまる 15.9 15.5 33.4 33.7 37.8 35.4 

3 どちらともいえない 34.8 9.7 34.1 27.4 23.4 34.9 

4 あまりあてはまらない 26.3 10.9 9.2 10.6 10.8 8.8 

5 あてはまらない 17.8 51.7 5.4 7.8 3.7 5.3 

19.働く
のが好き

だ

20.働か
なければ
生活でき
ないと思

う

100.0 100.0 

1 あてはまる 24.2 26.0 

2 ややあてはまる 41.7 28.7 

3 どちらともいえない 25.3 21.8 

4 あまりあてはまらない 6.7 13.2 

5 あてはまらない 2.2 10.4 

Q35
(%)

1.６０代
以降の働
き方につ
いて、な
んとなく
意識し始

めた

2.現在の
ような働
き方につ
いて、漠
然と考え
始めた

3.現在の
ような働
き方につ
いて、具
体的に考
え始めた

4.具体的
に、現在
の働き方
について
の情報を
集め始め

た

5.具体的
に、現在
の働き方
につい

て、家族
に相談を
し始めた

6.具体的
に、現在
の働き方
につい

て、家族
以外の人
に相談を
し始めた

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 ３０代より前から 3.4 5.8 4.7 4.6 3.2 2.2 

2 ４０代前半から 2.1 3.5 3.8 3.1 2.5 1.7 

3 ４０代後半から 5.2 6.8 5.2 4.3 3.1 2.5 

4 ５０代前半から 15.5 14.8 10.7 8.5 6.1 4.4 

5 ５０代後半から 33.4 25.5 28.5 20.0 15.7 10.7 

6 ６０代以降から 16.3 17.6 22.0 14.0 13.5 6.5 

7 そのようなことはしていない 24.2 26.2 25.2 45.6 56.2 72.2 

全体（N=2000)

全体（N=2000)

現在の働き方に役立つ準備はいつごろから始めましたか。それぞれの項目について、あてはま
るものを１つずつお選びください。／（単一回答）

全体（N=2000)
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7.現在の
働き方に
役立つ専
門性を身
につけ始

めた

8.現在の
働き方に
役立つ基
本的な能
力を身に
つけ始め

た

9.現在の
働き方に
役立つ人
脈をつく
り始めた

10.現在
の働き方
に役立つ
仕事経験
を、意識
して積み
重ね始め

た

11.現在
のような
働き方が
できる会
社を探し
始めた

12.現在
のような
働き方が
できる仕
事を探し
始めた

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 ３０代より前から 20.6 25.1 11.5 14.9 5.0 7.7 

2 ４０代前半から 5.8 5.2 5.6 5.5 3.0 3.6 

3 ４０代後半から 6.6 6.8 6.3 7.6 3.6 4.1 

4 ５０代前半から 7.3 7.0 7.3 8.6 5.4 6.5 

5 ５０代後半から 7.5 8.5 7.1 9.6 10.5 11.1 

6 ６０代以降から 4.7 5.3 4.0 6.0 13.6 15.5 

7 そのようなことはしていない 47.7 42.2 58.4 47.9 59.1 51.6 

13.現在
のような
働き方を
した場合
の収支を
考え始め

た

14.現在
のような
働き方を
一緒にで
きる仲間
を探し始

めた

15.現在
の働き方
に直接必
要な資格
を取り始

めた

16.現在
の働き方
に直接必
要な知識
や技能を
学び始め

た

17.現在
の働き方
に直接役
立つとこ
ろに修行
しに行っ

た

18.現在
の働き方
を試しに
やってみ

た

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 ３０代より前から 5.3 3.1 13.8 21.4 9.6 6.3 

2 ４０代前半から 3.7 1.9 2.7 4.6 1.5 1.9 

3 ４０代後半から 4.5 2.0 3.4 4.9 1.9 2.2 

4 ５０代前半から 7.1 2.9 4.2 6.2 2.7 3.4 

5 ５０代後半から 14.7 4.6 4.2 7.5 3.0 5.0 

6 ６０代以降から 15.5 3.9 3.5 6.2 2.1 7.0 

7 そのようなことはしていない 49.4 81.8 68.4 49.3 79.3 74.2 

19.現在
の働き方
に必要な
心身の健
康づくり
を始めた

20.現在
の働き方
に必要な
資金計画
を始めた

100.0 100.0 

1 ３０代より前から 5.0 4.9 

2 ４０代前半から 1.8 2.1 

3 ４０代後半から 2.7 2.6 

4 ５０代前半から 4.3 3.3 

5 ５０代後半から 6.4 3.8 

6 ６０代以降から 6.6 2.6 

7 そのようなことはしていない 73.4 80.8 

全体（N=2000)

全体（N=2000)

全体（N=2000)
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Q36

回答数 ％

2000 100.0 

1 とてもある 556 27.8 

2 尐しある 685 34.3 

3 どちらともいえない 308 15.4 

4 あまりない 245 12.3 

5 まったくない 102 5.1 

6 長く勤めてきた会社はない 104 5.2 

Q37

回答数 ％

2000 100.0 

1 ぜひ働いてみたい 93 4.7 

2 働いてみたい 261 13.1 

3 どちらともいえない 432 21.6 

4 働きたくない 410 20.5 

5 まったく働きたくない 804 40.2 

Q38

最近１年間で仕事で得た年収（税込みの実績）

万円

　平均値 341.8 

　最小値 0 

　最大値 3600 

最近１年間の年金収入

万円

　平均値 134.7 

　最小値 0 

　最大値 1400 

全体(N=1984)

あなたは、海外で働いてみたいと思いますか。（単一回答）

全体

あなたは、これまで長く勤めてきた会社に愛着がありますか。（単一回答）

昨年１２月から今年１１月までの、最近１年間であなたが仕事で得た年収（税込みの実績）と、最近１年
間の年金収入をそれぞれ分けて、お教えください。※臨時収入は除いてお答えください。※記入欄の単位
は、「万円」となっています。ご注意ください。
★明らかな誤回答16sを除く。

全体

全体(N=1984)
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Q39

回答数 ％

2000 100.0 

1 小学校 1 0.1 

2 中学校 46 2.3 

3 高等学校 706 35.3 

4 専修各種学校 146 7.3 

5 短期大学 152 7.6 

6 高等工業専門学校 24 1.2 

7 大学 823 41.2 

8
大学院（修士課程または専門職学位課
程）

68 3.4 

9 大学院（博士課程） 25 1.3 

10 その他 9 0.5 

Q40

回答数 ％

2000 100.0 

1 一人暮らし 244 12.2 

2 父（義理の父を含む） 39 2.0 

3 母（義理の母を含む） 208 10.4 

4 兄弟姉妹 27 1.4 

5 祖父または祖母 1 0.1 

6 配偶者（内縁関係を含む） 1582 79.1 

7 子ども 837 41.9 

8 友人 4 0.2 

9 その他の人 72 3.6 

全体

現在同居しているのはどなたですか。あてはまるものをすべてお答えください。（複数回答）

あなたの最終卒業校はどれですか。（単一回答）

全体

Q41

(%)

1.将来、
状況が変
わっても
自分を頼
りに乗り
切ってい

ける

2.将来、
困難なこ
とがおき
たとして
も私は大
丈夫だと

思う

3.自分は
簡単には
くじけな
いと思う

4.自分の
強さが好
きである

5.つらい
ことが
あって

も、最後
には乗り
越えられ
ると思う

6.経験の
積み重ね
とともに
自分を頼
れるよう
になって

きた

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 19.2 17.1 22.2 13.6 24.8 15.9 

2 ややあてはまる 45.5 39.8 47.0 30.3 49.9 40.3 

3 どちらともいえない 29.1 35.2 24.2 42.0 21.0 35.5 

4 ややあてはまらない 4.3 5.4 5.1 9.5 3.3 5.2 

5 あてはまらない 2.0 2.7 1.6 4.7 1.2 3.1 

全体

あなたは日頃、自分自身についてどのようにお考えですか。それぞれの項目について、あては
まるものを１つずつお選びください。／（単一回答）
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7.新しい
ことに挑
戦してい
きたい

8.これか
ら新しい
経験をし
ていくの
が楽しみ

だ

9.いろい
ろな人と
出会って
みたい

10.夢を
もつこと
は大切だ
と思う

11.まだ
自分が知
らない世
界がたく
さんある
と思う

12.いろ
いろな役
割をはた
していき
たいと思

う

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 18.1 15.7 19.7 36.7 46.6 16.1 

2 ややあてはまる 36.7 34.2 38.8 48.0 40.9 40.5 

3 どちらともいえない 30.5 33.4 28.6 13.1 9.4 32.1 

4 ややあてはまらない 9.7 10.9 8.4 1.4 1.6 7.9 

5 あてはまらない 5.2 5.9 4.6 0.9 1.7 3.5 

13.同僚
から相談
されるこ
とがよく

ある

14.人か
らよく信
頼される
ほうだ

15.何で
も話せる
親友がい

る

16.いざ
というと
きに、助
けてくれ
る人が自
分にはい

る

17.上司
から大き
な期待を
よせられ
ている

18.いい
恋愛をし
てきたと

思う

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1 あてはまる 10.5 15.6 16.9 17.7 5.9 11.5 

2 ややあてはまる 34.3 44.9 33.7 40.6 18.3 26.5 

3 どちらともいえない 34.7 32.7 30.1 28.3 43.7 36.0 

4 ややあてはまらない 11.7 4.6 11.0 7.4 10.2 12.8 

5 あてはまらない 9.0 2.4 8.4 6.1 22.0 13.3 

Q42

回答数 ％

2000 100.0 

1 いる 1634 81.7 

2 いない 366 18.3 

Q43

回答数 ％

2000 100.0 

1 いる 1728 86.4 

2 いない 272 13.6 

お子様はいらっしゃいますか。（単一回答）

全体

現在、配偶者の方がいらっしゃいますか。（単一回答）

全体

全体

全体
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Q44 現在、どちらにお住まいですか。（単一回答）
回答数 ％

2000 100.0 

1 北海道 77 3.9 

2 青森県 6 0.3 

3 岩手県 2 0.1 

4 宮城県 26 1.3 

5 秋田県 3 0.2 

6 山形県 13 0.7 

7 福島県 8 0.4 

8 茨城県 31 1.6 

9 栃木県 11 0.6 

10 群馬県 29 1.5 

11 埼玉県 117 5.9 

12 千葉県 142 7.1 

13 東京都 410 20.5 

14 神奈川県 234 11.7 

15 新潟県 17 0.9 

16 富山県 9 0.5 

17 石川県 13 0.7 

18 福井県 6 0.3 

19 山梨県 4 0.2 

20 長野県 23 1.2 

21 岐阜県 21 1.1 

22 静岡県 62 3.1 

23 愛知県 121 6.1 

24 三重県 13 0.7 

25 滋賀県 18 0.9 

26 京都府 56 2.8 

27 大阪府 150 7.5 

28 兵庫県 103 5.2 

29 奈良県 25 1.3 

全体 30 和歌山県 6 0.3 

31 鳥取県 3 0.2 

32 島根県 8 0.4 

33 岡山県 24 1.2 

34 広島県 41 2.1 

35 山口県 21 1.1 

36 徳島県 7 0.4 

37 香川県 13 0.7 

38 愛媛県 11 0.6 

39 高知県 4 0.2 

40 福岡県 52 2.6 

41 佐賀県 7 0.4 

42 長崎県 12 0.6 

43 熊本県 8 0.4 

44 大分県 6 0.3 

45 宮崎県 9 0.5 

46 鹿児島県 16 0.8 

47 沖縄県 2 0.1 
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Q45 本調査について、あるいは仕事や働くことについて、何かお感じになることがありましたら、
何でも結構ですのでご自由にお書きください。

★無回答および明らかな誤回答を除く。また、明らかな誤字は修正し、社名など固有名詞については削除した。

★自由回答のあとのカッコつき数字は、同様の回答の数。カッコつき数字がない自由回答は、その１件のみ。

Ｑ45 感想　＇任意（
＇1756ｓ（

●景気が停滞している為収入が伸びていない

●「働く場所がある」ということは、私にとって本当に良いことだ。実感しています。

●①3.11以降、働きたくても働く場所が決まらない程、不幸な事はない。働けるという事はありがたいと思う。②今の
若い人も働きたくても働けない人が沢山居る。Webでの就職探しと、ハローワークの求人とに問題があると、、、。　つ
まり、ミスマッチが起こっていると感じます。

●１人で事務所を運営している者に答えにくい質問がある。

●20代から60代までの人たちとの仕事は、きくばりが大変。

●30代のパートや派遣社員が入社するが気を回しながら仕事をする事が全く出来ない事に驚かされる。時間給で働いて
いる意識が無さすぎ。我が子は勤務先での話を聞く限りそれらが出来ている様、この差は何だろう？わが子は２０代。

●４０年間他人のために働いてきて、それが日本国のためにもなっている。これからは自分のために働きたい。引退や
悠々自適など望むことはない。

●42年間勤務してきた会社で与えられた仕事が、今も私の貴重な財産となって現在の会社で働けていると痛感していま
す。長年勤めていた会社に「感謝」しかありません。良い会社に勤められて本当に幸せでした。我サラリーマン生活に
全く悔いはありません。　有難う御座います！

●５０歳を過ぎてから働いています。自分の収入があると自分自身が変わってきました。年金だけでは余裕のある暮ら
しはできません。

●50歳を過ぎると健康のことを考える時間が多くなってきました。何にも健康と安全が第一と考えるようになりまし
た。

●50代になってからの再就職は、とてもむずかしい。

●55歳で早期退職後自営でやり昨年10月から今の境遇なので質問がしっくりこない個所が多くありました

●60をすぎると働ける場所がなくなってくるのはなぜでしょうか？確かに若者とは違うけど経験を重ねてきた人たちは
即戦力になると思う。年齢だけで判断されるのは悲しいです。人にもよりますが60すぎても若く居て働きたいと思う人
は沢山居ると思います。

●60を過ぎて　介護職は　体力的に　辛い点もあるけれど、お年寄りの気持ちに近い所にいる。という強みがあると思
う。

●60を過ぎて働けるのは、恵まれている

●60過ぎの意識　もっとして　自分だけ孤独感あり(仕事することに）

●60才になっても働ける職業で満足。

●60歳で定年、5年間嘱託で同じ職場で同じ仕事をして退職。失業保険受給後の再就職先がない。動ける間は、できるだ
け小時間でも働きたい。現在は元の会社の次の担当が決まるまで、高齢者用のハローワークがほしい。

●６０歳になっても、まだまだ経験がいかせる仕事ができると思う。

●60歳はまだまだ元気で働けるのに　60歳と年齢を聞いただけで忚募を断るところが多い。

●６０歳を過ぎたら、自由に自分の好きなことの出来る状態があればよい。仕事はもう沢山。

●60歳を過ぎてからからは尐し余裕を持って働きたい。また、自分の専門性とは尐し異なる分野の仕事もしてみたい。

●60歳を過ぎてからの仕事は選り好みができない

●60歳を過ぎてからの働き方については自分の努力で自分の思う働き方をするべきであると思っている。雇用情勢はど
の世代でも厳しいががんばらなければ！！

●60歳を過ぎても働かないと生活が出来ない社会は問題だと思う、働き始めたときは厚生年金で60歳になれば仕事はせ
ずに生活は出来ると言われてきたが現実は全く違う世の中に成っていた！政治が悪いと思う！！

●６０歳を過ぎると働き場所が限られてくる事を痛感しています。

●６０歳以降の自分を、一般的には、どの位の年代で、考えるのだろうか。

●60歳以降も働ける様に、会社の負担を軽くして　でも自分の能力を発揮出来る様に　会社のシステムをゆっくりかえ
てポジションを作りました。

●６０歳以上で働いている人がどのくらいいるのか興味があります。

●60歳過ぎでの働く場所、求人がほとんどない。働きにくい。

●60歳過ぎても、働いて収入を得ることは楽しい。

●60歳過ぎて働くのは飽きた。計画どうり、65歳になったら年金を貰い、親の遺産を食い潰しながら生きて、尐し残っ
たら子供に残したい。

●60歳代の仕事は殆どない。そして、年金は減らそうとしている今の政治について大いに不安を感じている

●60歳定年で延長65歳だが、仕事によってはまだまだ働けると思うが、規則で65歳。残念に思う。

●６０代でも働く事は健康寿命の維持のため大切である。

●60代になって、ますます、仕事が好きになってきた。今から、死ぬまで、どれだけ稼げるかなと思う。

●61歳で全て仕事を終了するが、70歳までの元気なうちに今まで出来なかったことをやりたい。旅行・趣味、、他
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●６１歳になった今、自営業の仕事は順調だが、夫とゆっくり旅行した事もなく、いつ引退しようかと悩んでいる。

●６３才という年齢だが、転職が可能であれば、違う環境で働くのも面白いかなと思うことがある。

●64才だが、一昨年から、外国人の多いパーテイに出かけ始めた。いくつになっても、自分の魂が喜ぶことを続けて行
きたい。

●64歳でも自営だから続けられるがどこまでいけるかの不安は常に持っている。

●65才でもまだまだ働けます。そして働いている方が心身共に健康でいられます。尐子化が今後労働力の不足を生む時
代がくるでしょう。長い目で見て定年制が必要かどうかも議論されるべきでしょう。

●６５才で定年です。何かまた、仕事を見つけて働きたいとおもっています。

●６５歳になって、そろそろ引退しようかな～と考えるこの頃です。

●６５歳になっても働ける場所があり人間関係が良好で満足している。

●65歳までは、働きたい

●６５歳までは働いて、後は楽をする

●６５歳まで現在の会社に勤務するがそれ以降も働くか或いは年金生活にするか思案中です。

●６５歳をそれなりに目標としていて、この時点で今後の決断しようと思う

●６５歳定年制を早く世間一般に広げて欲しい

●66歳になっても働ける資格を持っている事、健康である事に感謝している

●67歳を超えてまだ事務職で責任ある仕事を任されているのは幸運と努力の結果だと改めて感じた。

●68歳で元気に働けることの喜び

●７０歳くらいまで、体力・気力の続く限り元気に働いていたいと思う。それが生き甲斐になると思うから。

●７０歳になっても働ける人（能力のある方）は働けるような世の中になれば年金給付額が尐なくて良いと思います。

●70歳までは働きたいと思っている。

●70歳近くまで働ける恵まれた状況はあまりないと思う。街角、図書館で同年輩の方を見るとつくづく思う。

●別になし

●やりがいのある仕事である

●あたらしい知識を得る事はたくさんあります。

●アパレルの下請けの仕事をしているが、儲けを出せないし値下げの圧力が強く、値下げしなければ仕事はない。メー
カーは自分の利益は確保しようとするため、末端の製造業が最終的にしわ寄せを食らう。

●あまり気にしていない｡

●あまり意識して働いてきたわけではないのでこのようなアンケートは戸惑います。

●あまり考えていない。流れにまかせたい

●あまり細かい事は聞いてほしくない

●あらためて自分の仕事について考えた。

●あらためて聞かれると戸惑うことだらけだと思いました。

●ある程度の経験・技術がないとそれなりの収入は得られない

●アンケートとして普通だと思います

●アンケートに答えていくうちに、仕事をはじめた時を思い出して新鮮な気持ちになれた。

●アンケートに答えていて、自分は恵まれていると思った

●アンケートの内容が細かい

●アンケートを記入していて改めて自分の置かれている厳しい立場を見直した。来年で６０歳だが、職場を「追い出さ
れる」（⇒この状況は説明が、普通の仕事と趣がちがうので大変難しい）ので新たな定収入源を求めなくてはならな
い。芸術というかなり専門性の高い仕事をしてきているが、この分野は日本では大変尐なく、必要とする現場や人脈を
探すことが難しい。しかし若い人よりは経験が絶対ものをいう職種なのであることは確かだが・・・。

●アンケート等をしていると今までになかったいろいろな考え方があるものだとさらに勉強になり良いと思う。

●いい仕事をさせてもらっている

●いくつになっても、役割を持って生きていくことは大事だと思っています

●いくつになっても仕事を持つ事は大事

●いくつになっても働けることは生きているうえに於いて重要だと感じている　規則正しい時間　と　収入が有ること
が　生きて行くうえで　活力になる　物を購入することも趣味に時間を取ることも　人との対話もゆとりを持って　生
きて行ける

●いくら働いても、年金がカットされるため同じだ

●いつまでも、元気で、働けたらと思う。

●いつまでも健康で働きたいと思う。(3)

●いつまでも元気で働けると嬉しいですね。

●いつまでも頭と体は使って行きたい

●いつまでも働けるということは、いろんな人が助けてくれるからだし、また人を助けているのだと思う

●いつまでも働ける職場があるといい
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●ずっとプラス思考を続けています。

●ずっと働きたい。

●そろそろ、ゆっくりしたい

●そろそろ引退したいと思っている

●そろそろ引退して、趣味に生きたい。

●サラリーマンの家庭で育ち自営業の方と結婚し未経験の世界に入ったのだが自分に合っていたのか上手く働いている
と思う。苦労したこともあったが楽しい事のほうが多いように思われる。

●サラリーマンを主体にした調査のように思われます。現在の国の方針に沿ったものと感じました。

●シニアになっても役に立てるスキルを身につけ、そのような人を積極的に活かす社会にして行くことで、人材不足を
解消し景気回復につなげるべきだと思う。

●シニアボランテイアなど経験を生かせる選択肢をもっと知りたい。人は必要とされる環境があれば、いくつになって
も輝くことができる。

●シルバー世代のスキルをより活用すべきである

●すごく楽しく仕事をしてる

●これから社会人になる方の行く末が心配です。

●これから先のことについて、ちょっと考えさせられた。

●これから日本を担っていく次世代の人たちが、尐しでも、希望を持ち、前向きな環境、時代になっていくことを強く
思っている。

●これを集計してどんなデーターができるんかしらと思いました。仕事は食べるだけのためではないと言える自分が、
恵まれているとは思っています。

●こんなに長く続くと思っていなかった

●サラリーマンとしては高齢であり、重責の伴う現在の勤務は近々引退し、短時間の責任の軽い仕事を探したい。

●この様な調査は初めてで、楽しい

●これからの私の役目は、私がしてきた仕事を若い人が引き継いでいけるようサポート、指導することかなと思ってい
る。生活のお金は年金や賃貸収入や蓄えで何とかなるので。

●これからの社会年金受給者ばかり増えると思われるので、働ける人は年齢に関係なく働ける職場があればよいと思
う。

●これからの日本人の育成に役立ちたい

●これからは目的を持って働きたいと思う

●これからも働けるだけ頑張って働きたい

●この調査の意味や目的はわかりませんが　一つは不動産（家賃）一つはクリーニング取次ぎ業　もう一つは同じ場所
にある薬局の販売で結構家事もあり忙しい

●この調査の主旨がよくわからない。

●この調査の統計的の目的が何か分からない。

●この調査は勤め人を対象にしたもので、私には向いていない。意識が根本から違うから。

●この年で働けることは感謝以外のなにものもない。

●この年齢まで働けて感謝していると同時に、期待にそぐわぬ仕事をしたいと思っている。

●この厳しいご時世自分自身を知識武装して様々な状況に対忚できるようにしておく。

●この歳まで働けるという事はうれしいことです会社に感謝しております。

●この手の選択肢はどれも建前が強く、回答者も当然それに準じて選んでしまう。果たしてどれだけ意義があるのか？
より具体的な記述を求めた方が良いのでは（回答者は面倒臭いが）

●この調査がなんの役にたつのかわからない。

●この調査で改めて自分を振り返って見れて良かった。今の仕事に就けて幸せだ。

●この調査で忙しくて惰性で過ごしてきた自分を見つめなおした。

●くどい

●こういう調査には、余り回答したくない。

●このアンケートで今の仕事について考えさせられた

●このアンケートへ回答しながら、働き方を含め、生き方そのものを肯定している自分に気がつきました。

●このアンケート結果をどのように使うのかの目的が知りたい。

●このように調査に答えてみると、自分の生き様や仕事ぶりを整理できますね。いろいろ思い出して眠れません。

●お客様が満足するように心がけて働くこと

●お客様に喜んでいただける現在の仕事が大好きです。

●お金のためだけでなく働ける間は働きたい。それがいきがいになるから。

●お金をもらって働く事は人間にとって原点だと思う

●かなり、つっこんだ質問でとまどった。

●がんばる

●イマジネーションが現実になる

●おもしろい調査だと思う。
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●もう年だけどできることならもう一度若くなってばりばり働きたいと思う

●もっと仕事がほしい。（２）

●もっと多くの年寄りが気軽に短い時間でも定年後も働ける社会になってほしい。

●もう一生懸命働いた

●もう高齢ですので、今のままでいけたらいいなと思っている。

●もう高齢の方なので後どれくらい元気で働けるか不安ですが不景気でお店が暇でなくなることが一番不安です。

●もう尐し自分としても考えなくてはいけないのかと思った

●もう先は長くないので、悔いのない努力をしていきたい。

●もう答えたので特になし

●まだまだ元気で働きたいと思う。

●まだまだ働けることを痛感した。

●まだ働きたいが、フルタイムで週５日勤務ではなく、もう尐し時間も日数も減らしたい。

●まだ働けることに喜びがある。

●もう１度自分を見つめ直す切っ掛けになりました

●もうすぐリタイアです、飲食業と子育てを３８年よく頑張ったと思います。しばらく休み又ペースを落とし働きたい
です。

●ボケ防止の為にも薬剤師として　身体の続く限りは働きたいと思っている。

●ほどよく働くことは難しい。働きすぎるか、仕事が尐なすぎるかどちらかだ。

●ボランティアの仕事も２つしているので元気で続けていきたい。

●マイペースでやる

●まじめに働くことにより、お客さんから信用されるとおもいます。

●まだまだこれからも健康な限り働きたいと思う

●年金が尐ない。仕事しなければいけない

●パートしつつ自営業もしているので、回答するのにちょっと困りました

●パートや派遣社員が多くなってきている。会社と従業員の結びつきが弱くなっている。

●ひたすら頑張って仕事をする時期は必要だが、それが終わった後の生き方を知っておくことも大事だと思っている。

●ひとの役に立つ＝充実、幸福感と思っているので、そのためにも健康でいたい。

●フルタイムで管理職にもなり38年間も働いてきたのでもう引退したい。

●なかなかお休みになりません

●なかなかやりたい仕事がないものです。

●なにもしないことは退屈だ

●なるべく健康なうちは働きたい。

●なんでもいい、丈夫なうちは働いていたい

●なんのための調査？　（２）

●どのような仕事でも嫌なことは必ずと言っていいほど有ると思う。それをどう乗り越えるか？　健康な体と心が有れ
ばできると思う

●どのような仕事でも信用を得るには相当の努力･時間が必要です。それを失うのは簡卖ですが。今の時代は人とのコ
ミュニケーションを取れないオトナが多いと思います。その第一は簡卖に人を見下す、言葉がぞんざいな女性が目立ち
ます。

●どのような事象を把握するための調査であったか、非常に興味がある

●どんなに、年を取っても、体を動かす事が大事である。又、60歳過ぎの仕事が尐ない事は、社会問題である。

●どんな人でも、やれる事があるはずと、思うので健康であれば働いて欲しい。報酬はあてにせず

●ながい

●できるだけ健康で働いていたい

●できるだけ長く働きたい　（３）

●デフレ引き起こしてる現状はやく打破して欲しい

●とくにありません　（２１）

●どこにでもいろいろな人、仕事などの出会いがあり、それなりにやりがいがある。

●とにかく、元気で働き、お世話している人達の喜ばれる顔を見ていたいとつくづく思いました。

●そろそろ仕事以外の社会貢献をしたい。

●たくさんありすぎて、、、、、

●タクシー業務は他と違う業務で、回答しずらい面が有る。

●たまたま60才で仕事から手を引き、約1年半遊んでいたが、声が掛かり、仕事に復帰した。仕事をする以上責任はある
が、昔ほど大きなものはなく、比較的のんびり仕事ができる環境であえる。働くことは楽しいと再認識した。

●ちょっと答えにくい設問が多すぎる

●つまらない質問が多い

●そろそろ仕事を辞めたい
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●もっと働いて収入を得ないと、生活ができない。今は子供の教育ローンの返済に全てが消えている。教育費の社会に
なることを切に望む。

●もっと働きたい。

●もっと働きたいが、年齢で断られる事が殆どであるせめて、年金がもっと有れば生活が楽になるが、それも望めない
ので、働いて収入を得たい

●もっと遊べるようにしたい。

●やはり、働けるなら、なるべく働いた方が良いと思う。

●やはり心身健康で働きたい

●やはり定年を迎えるのはさみしい

●やりがいとはりあいで仕事をしています。それがなくなったら辞めます。

●やりがいのある仕事、やりたい仕事、社会に貢献できるをやっていきたい

●やりがいを維持するためにも、仕事は重要。

●やれるだけやりたい

●ゆっくりと

●ゆとりを持ち、楽しみながら仕事をしたい

●よい

●よく働かせてもらってます。

●リーマンショック、口蹄疫、新燃岳、東日本大震災と続いて、売上は落ちる一方。この異常な時期のアンケートで
は、極端な回答が多いのでは？

●リストラをされた人達と関わる仕事をしていますが、年齢の若い人達の『安定志向の強さ』を痛感しています。ま
た、資格マニアも多く、働くという事と自分の人生をしっかり見つめていない人が多くなっています。今回の調査が何
を目的に設問されているか分りませんが、上っ面の質問の様に感じました。　失礼!

●わからない

●わが国では、もっともっといろいろな形の働き方があっていいと思っています。この調査結果も含めて、マスコミや
ミニコミでもっともっとその動きを大きくしていっていただきたいと感じています。

●悪となる労働は避けたい。あくまでも清く正しくをモットーに働きたい。

●以前の仕事は退職された顧客と接触する事が多く、退職後一挙に老け込んでいく姿を見ていたため定年のある会社勤
めを辞めた。

●以前は５５歳が定年だったのでその後の生活はどうしようという不安があったが、今は定年が延びたのでどうにか生
活することができ助かっている。もし配偶者がいたならば６０歳を過ぎてまでもこんなにあくせく働かずとものんびり
趣味などを楽しむことができただろうと思う反面老体に鞭打ち若い人たちと一緒に働くことは刺激になってよかったの
かなとも思う。

●以前は６０くらいを過ぎたらあまり働かなくてもいいと考えていましたがいざ６０歳をすぎても体力的に仕事がきつ
くないとわかるとできるだけ働いていたいと考えるようになりました

●意識した事がない。現在を満喫してる。

●医者や弁護士等は人が居る場所ならどこでも仕事が出来て、且つ、収入も良い。また、これらの仕事は歳を加えるほ
ど、所謂熟練者となり、寿命も長い。そういう仕事と、働ける場所が限定されており、仕事に就ける寿命も画一的に限
定されている仕事がある。今から思えば前項の仕事に進むべきだったと思うが、その当時はそのようなことを考える知
識がなかったということになる。

●医療に携わるのは始めてですが自分にとり役立っています

●一つの会社で極めて長く働いてきた私にとって、定年を機会に職場及び仕事の内容を変えることは、非常に難しいと
実感した。残念ながら、外圧が必要と感じる。

●一生を通じて仕事は生き甲斐で有ると痛切に感じています。

●一生を通じて働く時間が多すぎた。欧米のようにもっと自分の時間が欲しかったが、生活費を稼ぐには仕方がないと
思う。これは政治が悪いのだろうか？

●一生懸命やるだけ

●一生働きたい。という一方長期の旅をしたい。

●一生働ければ幸せだと思う

●一生勉強しながら働いていたいです。

●一定の年齢に達した自分はもうじきリタイアになりますが今後の日本の経済情勢などを考えると、若い人の働く場所
がドンドン尐なくなっていくように感じ、とても心配です。

●一般的です。

●何かやりたいことがなければ、漫然と過ごすより働くべきである

●何が目的のアンケートかよく分からなかった　（２）

●何が目的の調査なのか興味がある。定年後はボランティアと趣味に生きたいと思っていたが、なかなか難しいことが
この2年で分かった。

●何でも前向きに進むことで明るく過ごせる

●何でも毎日目標を持ち、やりがい・はりあい・生き甲斐に悔いないよう希望して過ごしている。

●何の調査なのか、何を知りたいのかよくわからない　（７）
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●楽しく働いています

●楽しく働きたい

●楽しく働くこと、あるいは働くことに楽しさを見出すことが大事

●楽しみながら働ける仕事に就けた事は幸せではあるが、年齢の壁がなければもっといろいろな仕事に挑戦ができたと
思う。60歳を過ぎても働かなければならない環境に、時にくじけそうな時もあるが、時勢を考えれば幸せな方なの
か・・・？

●楽しく感じる働きをしたい

●楽しく気楽にやっています。

●楽しく仕事がしたい

●楽しく仕事ができて幸せに思う

●楽しく生きるためには、まず働いてお金を得なければならないと思う。質問の回答を選択する際、３０才台より前の
次が４０才前半になっていて、３０才台という選択肢がないのはおかしい。

●楽しく前向きに＆楽観的に！

●改めて自分の人生を振り返り、今後の見通しについて考えることが出来たので感謝しています。

●改めて自分の人生を振り返れた

●改めて自分を見つめることができた。

●各企業の定年の高齢化が進むが高齢者募集が尐ないので、働きたくとも働く場所ががない。

●楽しい

●楽しかった

●回答肢のない設問も見受けられる

●回答時の選択枠が狭い

●改めて健康の大切さを認識し健康であることに感謝している。

●改めて考えさせられた　（２）

●改めて今の私の状況を客観視できたような気がします。

●改めて今までの自分を見直して回答した

●稼ごうと思ったら、贅沢は言えない。

●過去の自分を考え、思い出せた。

●会社が人材の育成をしなくなった。

●会社での現役は引退したものの、経験を眠らせるのはもったいない、と相談や仕事を持ちかけられているのが嬉しい
限りで、死ぬまで現役、と気を張り詰めている。設問には無いけど。

●会社の人間関係は面倒くさい。

●会社勤務対象のような質問が多く答えにくかった　（２）

●可能ならば週２日位は仕事を継続し、社会とのつながりを持ちたいと思う

●可能な限り仕事はした方が良い。

●可能な限り仕事を続けることが望ましい

●家に居るよりは外に出て働いてる方が、気分的に気がまぎれていいと思う。

●家に閉じこもるのは嫌いなので、旅行好きな障害のある友人といろいろな所に行ってみたい。また、自分に出来る範
囲で、ボランティアなどもしていきたい。

●家の中だけではなく外に出て働くことに喜びを感じている。

●何時までも健康でいられるかだけが問題

●何時までも健康で仕事をしたい。

●何時までも仕事をしたいと言っても、体力その他に個人差があるので、これが限界だと思ったら潔く引退したい。そ
の後に不安はあるが。

●何時までも若く、元気で暮らしていくためには。。。働ける間はいくつになっても何か仕事（家の中のことでも）を
見つけてうごきまわるべきだと思います

●可能であれば定年後は仕事をしないで暮らしたい

●可能なら、ストレスのかからない仕事をずっと続けていきたい。

●何歳になっても、働きたいと思う。家にいるだけでは社会から取り残されるし、外に出て人から見られることによ
り、自分が磨かれると思う。

●何歳になっても可能なら仕事はしていたほうが良いと思います。わずかな収入でも生活に潤いが出てきます。

●何歳になっても健康ならば働くことは重要である

●何歳になっても働けるなにかがあれば働く場所はある。

●何歳まで働かなければ成らないか　不安がある

●何事も諦めない、努力を続けることが大事である。

●何の目的の為の調査か知りたい。

●何もなし

●何をするにも人間性を磨くことが大切だと感じる。

●何歳でも働く気があれば、働ける状況を政府に作ってもらいたい。年金だけでは生活できない。
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●楽しんで働いているが、年とともにしんどくなってきた

●頑張れる内は働いた方がいい

●基本的には収入ではないが(体力維持のため）、現在の報酬は尐なすぎると思う。

●幾つになっても、仕事をするという事で社会とつながっている事は良いと思う。

●幾つになっても好奇心を持って人生を送りたい。

●幾つになっても社会とつながりを持つ為に働くのは良いことだ。

●幾つになっても働ける事が生き甲斐に通じる。

●気楽に生きていきたい

●気力続く限りが今の気持ち！

●教育にかかわる仕事が好きであるし、家で自由にできるから長続きできたと思う。頭の老化防止になる。

●業界的に将来収入は不安です

●業績に不安がある

●極端に忙しい仕事に従事していた30代から50代の２０年間程を除いて、若い時から断続的に個人教授は続けていて定
年後に始めた訳ではないので、どう答えたら良いか迷いました。沢山の事に興味があり、新しい事にチャレンジするの
が好きなので、長年、同時に２つ以上の仕事を気分転換しながら楽しんできましたが、その為か、一つの仕事だけだと
つまらなく思えるのです。又、英語個人教授の仕事はあまりにも長く続け過ぎて飽きているのですが、生徒がいるので
とりあえず続けています。出来れば、今までの経験を生かして、別の種類の仕事をもう一つ探そうと思います。

●金銭的にもう尐し余裕が欲しい

●傾向として型とか枠に捉われない仕事でないと生きてゆけない。

●契約社員。派遣。の仕組みで収入がピンはねされ減っている。変な世の中になりました

●景気がよくなって欲しい

●景気がよくなるといいですね

●景気が悪く、長時間労働の割りに収入が尐ない。

●景気が悪く現在の職業は良く無いのでかなり無理を抱えている常態である。

●景気が悪すぎる！

●景気回復

●景気回復を願う

●景気対策を早急にするように政府に望む

●景気動向が気になる。

●経営するのが好きなので８０才までは働きたい。

●経験が生かせる仕事があることはありがたいと思う反面全く異なる仕事も経験してみたい。

●経験した仕事を生かした仕事に就きたいと思ってもその通りの就職が出来ない。

●経済・景気の成長ができ仕事の選択肢が若い人から老齢者まで広がることを望む。国内から海外のハローワークがあ
ると良い

●経済の為だけでなく心の栄養になるような仕事につければと思う

●経済的なことはメインであると思いますが、働く意義というものが年齢とともに変わり違いが有るように思われます
がどうでしょうか。ちなみに私はある程度時間に拘束され外の空気に触れていることが生き甲斐の一つかもしれませ
ん。

●経済的に許せば仕事は60歳位で引退し、趣味の生活をするのが理想。年寄りがいつまでも仕事をしていれば、若い人
の仕事の機会が減る。

●継続することが大切

●継続は、力なり。

●結婚して主人の父がやっていた薬店を、会社勤めを辞めた主人と共にひきついで30年以上になりますが、状況は大き
く変わりました。生活できるだけの収入は期待できませんが、細々と、それでも新しい情報、知識を得ながら、なんと
かやってる状態です。
●結婚以来、働き続けました。自営業を失敗してから、勤めに出ました。一度勤めたら、勤め続けるタイプです。健康
問題で転職もありますが、幸いな事に仕事に切れ目がなく、一度も失業保険をもらった事がないです。

●結婚後　子育てをしながら、正社員なみ　それ以上に働いてもなかなか収入は入らない。国は、きちんと社会保険に
も加入できるよう、給料を正社員と同じに　もらえるようにして欲しい。

●健康が維持できる間は、今の仕事を続けたい。私にとって、天職だと思う。

●健康で、仕事がしたい、社会に何らかの役に立ちたいと思う限り年齢に関係なくやりつづけるべきだ。

●健康であったら定年後も働いていたほうが元気に過ごせると思う。

●健康であるうちは働き続けたいが、いつまで会社が存続するのか？不安である。

●健康であるが故に働けると思います

●健康であること

●健康である限り、仕事を続けていきたいです。

●健康である限り、働ける場所が欲しい

●健康である限り働き続けたい
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●健康的に良い

●元気で、社会に役に立つような働きを最後まで続けたい。

●元気であれば定年なく働けることが大切。労働に見合ったゆとりある生活が出来る賃金収入が希望になる。高齢の賃
金は安くて生活保護者以下の生活をしている人が多い、と、いう不思議な状態に日本はなっている。

●元気で仕事に恵まれることが一番と思う。

●健康に問題が無ければ働き続けたい。5カ月間失業していて、つくづく思った。

●健康のためにでもある働くことによって生活リズムができる

●健康のためにも尐しは働いていたいと思う

●健康を維持し社会生活とのつながり。

●健康を考えストレスの尐ない今の環境に満足です

●健康維持･生き甲斐の為 高齢者も働ける仕事があれば良いと思う

●健康な限り働いていたい　（２）

●健康な身体が一番大事

●健康に気をつけて　長くつとめたい

●健康に自信のあるうちは短時間でもいいからはたらきたい。

●健康に不安を感じているのでそろそろ退職を考えています

●健康に問題がなく、働く意欲のある人については、尐なくとも65歳まで雇用すべきである。

●健康で働ける事が幸せです。

●健康で働ける事は幸福である。

●健康なうちは人間は働くべき。年金だけの安穏な暮らしは人間の精神と健康を蝕む。野生動物に年金などあるわけも
なく、食べる（生きる）ために死ぬまで毎日の食料を得るための行動（労働）をしている。年金は老齢の労働力低下の
補助金と考えるべきで、年金のなかった時代は人間も野生動物と同じく死ぬまで食べるために行動していたはずです。
多額の年金は不要で最低の生活ができる金額（約８～10万）の年金にすべきです。

●健康ならいつまでも仕事を持って社会とつながっていたいと思う

●健康ならその人に見合った仕事をすべき

●健康ならば、その人の意思で、働きたい年齢まで働ければ良いと思う

●健康で働くところがあればいつまでも働きたい。

●健康で働く意欲があれば年齢に関係なく仕事に就ける社会でありたいと願う。

●健康で働けることが一番の幸せである。

●健康で働けることの大切さ

●健康で働けるならば、年齢に関係なく働きたいと想う。そのぞれの立場を踏まえたうえで、出来る事があれば、続け
たいと、想う。

●健康で働けるのが１番である

●健康で元気なうちは働き続けていたい。

●健康で仕事が出来ることを幸せだと思う。

●健康で仕事を楽しみながら出来るのは大変幸せだと思っている

●健康で出来るだけ長く仕事をしたい

●健康で長くしごとがしたい

●健康で働きたい

●健康でいつまでも働きたい（２）

●健康でいて　働いていたいと思う

●健康でいられれば70歳位までは働きたいと思います。

●健康でいるうちは体を動かす仕事を続けて刺激を受けたい。

●健康でいること

●健康でなければ成り立たない。

●健康であれば現在の仕事を着実にやっていきたい。

●健康であれば仕事を続けたほうがいいと思う

●健康であれば出来るだけ長く働くことが好ましい

●健康であれば働き続けたい。

●健康であれば年をとっても働くことは苦痛ではないが、健康を害していても働かなければならない人たちもいる。一
方で大して働かないのに過大な報酬を得ている者もいる。この格差は何とかならないものか？

●健康でいたい

●健康であれば　働けるまで　働きたい　年金が　あてにならないから

●健康であれば、まだまだ働いていたい。それから今年の４月から生涯勉学を思い立ち通信大学に入学し勉強を始めた
のでこれを継続するのが今一番の目標である。

●健康であれば、続けられ、人とのふれあいがあるので、続けていきたいと思う。

●健康であれば、働く場は必ずある。収入を増やすか、支出を抑えるかで道はできる。
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●個人調査をして何を目的としてますか？

●雇用期間が本来なら終了しているのですが、人材不足で雇用延長で半年間働くことになりました。仕事は一生懸命や
ることが大事と感じています。

●雇用保険に入らせてほしい。週２０時間超えることもある。週四日の日程もある。ただ、規則で１９．５時間契約と
なっている為、雇用保険に入った事が無い。

●現職時代の現金収入が途絶えると本当に動き（趣味・旅行・交際など）が制約される、大変窮屈な人生となる。ホン
の僅かな収入でも嬉しくなる。仕事の悦びも深くなる。

●現代の若者の就職状況から見て、仕事に関しては恵まれてきたと思う

●現役で仕事が出来るとゆうことはすばらしいことだとおもう。

●個人の働く意欲、必要より、大きな経済的な要求が優先され、個人がないがしろにされがちな社会だと思う。

●個人は社会に貢献できて生きがいを得る。仕事は大きな生きがいだ。

●個人事業者の事は余り考えていない質問で取り留めなかった。

●現在就いている仕事は、高度の専門技術と英語力が必要とされ、やりがいはあるがそれに見合う収入ではないのに幾
分不満がある。ボランティアだと言い聞かせてやっている。

●現在定年は６０歳であるが、高齢化社会にあっては６５歳にしてほしい

●現在日本の企業は自分の所属している会社を含め、定年まじかあるいは過ぎた人材の活用計画が甘いし、有効な活用
ができていないと思える

●現実は甘くないが公務員は楽観的でうらやましい

●現状では６０歳以上の人に仕事がない、いい老後は得られない非常に厳しい社会環境と実感している。

●現状維持でがんばりたいな

●現在の定年後の仕事は早い段階から決まっており特に気になることは無い。

●現在の定年制に疑問！

●現在の年金生活者の生活、就業状況を把握し現状をより改善してもらいたい。

●現在は、仕事や働くことに対しての思考はやめている。現在、将来の最低限の生活維持の手段として整理している。

●現在は家内も元気だし、私も家に毎日いたくないので、働けるうちは賃金にこだわらず働きたい。　そのためにはい
ろいろな分野の職業に挑戦していきたい。

●現在海外と国内勤務が半々だが、海外の若い人は、意欲的で指導しがいがある。

●現在の仕事は自分の専門分野ではないが、デスクワークが多く長く続けるには良いと感じた。

●現在の仕事は定年がないので、退職の時期を気にしている。

●現在の仕事を続けてきて良かった。これからも続けようと思った。

●現在の社会は、年齢・性別で仕事の判断をされてしまいがちです。経験やスキル・人間性の判断がされていない様な
気がします

●現在の嘱託、派遣、契約、パートアルバイトでしか働けない若い人たちに、意欲を持たせるようなアプローチを望み
ます。

●現在の世相は仕事をしたくても仕事が尐ない、又、企業は海外へ移行の状態である。企業の海外移行の意向調査等も
してほしい。

●現在66歳ですが、仕事はその気になればあると思う。

●現在の仕事（時間・内容）は今の自分にあっているこの状態が尐しでも長く続くとありがたい

●現在の仕事について客観的に分析するいい機会である。

●現在の仕事に関して言えば、不適当な設問が多すぎて返答に困る。

●現在の仕事は、かなり自由がきき気楽である。

●現在の仕事は自分で考えて行動するのではなく、指示された通りに行動しなければならず、物足りない。

●元気なうちは働きたい　（５）

●元気なら働くべき

●元気な間は働きたい

●厳しい時代だ

●厳しい質問が多すぎる

●現在、64歳です。仕事はフリーのグラフィックデザイナーですが確実に毎年、仕事は減っています。客観的に自己分
析や周囲の状況をみてもまだまだ続けられると感じています。

●元気なうちははたらくべきだ

●元気なうちは何の仕事でも良いので働いた方が良い

●元気なうちは改めて働きたいと感じた

●元気なうちは社会に貢献出来るような仕事だけではなく、地域に貢献出来るような活動をしていきたいと思います。

●元気なうちは生涯現役を目指したい

●元気なうちは働いていきたいですし、人に必要とされたいです。

●元気で働ける事は素晴らしい

●元気なうちは、働きたい
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●今、若者が働きたいのに、仕事がないことに憂う

●今の仕事について尐し考え始めた。

●今の仕事は自分に合っているので、健康に留意しながら長く続けたい。

●高齢者の就労機会の拡大

●高齢者の職場がここ数年で尐なくなっているように思う。

●高齢者の知識や技術が生かせる場所とともに、若年者の雇用がスムーズにいくような社会であってほしい

●高齢者は中々働く所がない。特に北海道は。

●高齢者を対象としているようですが、現実では働き場所のないのが実情でだからとて決してあきらめずに自身で起業
を考える人が増えればよいと思います

●国が日本国内で働く気持ちのある人たちすべてが働ける環境・社会を作り出すことが最も大切だと思います。

●高齢者の雇用の悪さを感じている。

●高齢者の雇用を増やして欲しい。年齢不問の求人広告を法律で規制してほしい。（年齢不問は、実際嘘が多い）

●高齢者の再就職はかなり難しい。

●高齢者の仕事に対する意識や機会についての調査をされていると感じる。幸い自分は専門分野の職能をもっているた
め、仕事の機会には恵まれていると思うが、今後社会貢献的な仕事に挑戦したいという意欲はある。

●高齢者の就業について、よい提言をしてほしい

●高齢者の就業環境を充実させたい。

●高齢者が必要とされている仕事があることはよいことだと感じる。

●高齢者でも元気なら働くべきだと思う

●高齢者になっても元気であれば何か仕事に就くほうが良い

●高齢者に取っての仕事環境は厳しいと思う。

●高齢者の仕事に関するアンケートは初めてで日本人はもっと高齢まで働くべきと考えています。

●高齢者の雇用が大切

●高齢になると多数の人は生活の為に働いている思う。過去の経験や知識を生かせる仕事につける人は尐ないのでは？

●高齢になるほど働ける会社が尐なくなる。当然か？

●高齢の為働きたくても職場がなく、年金のみの生活は成り立たないし、金銭面の心配をしながらの日常生活は明るい
とはいえない。

●高齢化社会なので、働く意欲のある人には何らかの仕事が常に用意された社会を望みます。

●高齢化社会なので尐しでも高齢者の仕事の状況がわかって政治に反映してもらいたい

●高齢社会、健康でずっと働いて過ごしたい。ボーとして過ごしたくない。

●高年齢社会を迎え、７０歳までは働きたい。

●高齢だけで本人のやる気を無視している企業が多い。

●高齢になっても痴ほう症などにならないため心身の健康を維持し、できる範囲での社会的貢献に資するために働くこ
とが必要だと思います

●高齢になっても働けるところがあれば働いていた方が社会とのつながりも持てるような気がするので、出来るところ
まで現役でいたいと思っています。

●高齢になっても働ける場所があり幸せであると思います

●高齢になっても働ける場所があれば働いた方が良い

●好きな時間に、勤めていた頃の仕事に関連した最新情報（論文）が得られ、老化防止にもなるので、収入は僅かだ
が、ずっと続けたい。また、工作が好きなので、小物を作って、それが売れるようになったら、もっと良い。

●幸いにして定年前も定年後も、やりたい仕事をやりたいようにしてこられた。収入が多いわけではないが仕事につい
ての不満はない。

●考えたことの無い質問が多かった

●項目が多すぎるせいか質問の意味が捉えきれない

●高年齢になっても年金プラス収入がほしい

●高年齢の私でも比較的肉体的に楽な仕事に恵まれて幸せだと思う。

●公務員を定年退官、民間企業へ再就職し定年退社。その後派遣社員。この調査ではどこを基準に回答すれば良いのか
分かりづらかつた。

●好きなことができることが一番

●好きなことを仕事にすることが大切

●好きな仕事をして生活できる状態が一番であり、それを支援する家族がいて、精神的にも安定した生活ができる。

●好きな仕事を自由にやれるのが歳を取ってからの夢だった

●好きな事で収入を得る

●後２年でリタイヤの予定。

●後進に道を譲るということで定年制があるのだと思うが、定年後の生活が楽にできるほど年金はもらえない。年金制
度自体が不安。

●後進の育成
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●今の仕事は先が短い

●今の仕事は都会での方が向いているようだ。田舎の生活は人間関係がわずらわしいが、仕方ないと思うようにしてい
る。

●今の社会では６５歳まで自分で生きていかなければならないのですが社会の仕組みがついて行っていないのでいろん
な矛盾がありすぎて日本の中で生活できにくい社会になっている。政治家がもっと国民に目を向けた政治をしてもらい
たい

●今の職場の人員削減、2年前の6人態勢から今の3人態勢、そして、来年からの2人態勢に対して、会社の方針が理解で
きない。会社は仕事は減らせと指示しても、実際は無理だから。減らせば稼働できない部署も出来る。

●今の世の中働かなくては生きてはいけないなあと

●今の政府では雇用、福祉等、全てに不安働かない若者が増えてきそう

●今の生活パターンになって２カ月目。定年後の働き方にいろいろと試行錯誤中。

●今はパート職だが働くことは好きである。生活にリズムができるし健康を維持するためにも働いていたいと思う。

●今は思い浮かばない

●今まで、やや漠然と仕事をしていたが、この調査で具体的に考えなくてはならないと思った。

●今までつみかさねてきたことをこれからは主に次世代につなげていくような働き方をしていきたいと思っている。

●今までにないアンケートで、考えられた内容だったような気がします。余り長くならない内容で、もう尐し違う視点
のアンケートを期待します。

●今まで周りの人に助けられ65歳の定年まで無事に働く事が出来た。働く事により知識を得、それを生かし又知識を得
るの繰り返しで、成長できたと思う

●今回の調査がどのように使われるかはわからないが、自分を客観的に見ることが出来たので良い調査だと思います。

●今後65歳定年制になる可能性も秘めている事から死ぬまで勉強ですね。

●今後の日本の生活水準の低下が心配される

●今後老人ホームの仕事に体力的に無理になったら、茶道の師範を持っているので、こじんまりとした茶道教室を自宅
で開きたいと思っている。

●今年で、リタイアするので楽しみだ。

●今年の４月から引越し先でスポーツ指導員セミナーを受講して今、補助指導員として色々な方たちとスポーツ教室で
汗を流しています。これからも、地域の方たちの手助けをしたいです。本当は、スポーツ関係の仕事をしたいです。

●今年定年を迎え、経済的にも自分自身の成長の為にも、働きたいと思い、仕事を探したが、大手は65才での採用ほと
んど無く、給料もダウンしたが、小規模の所でのびのび働けている

●今迄の専門経験を生かして、ボランティアで、コーラスや障害者にピアノを教えたり、お花のイベントの活け込みの
お手伝いなどを楽しんでます。ボランティアにかかる費用を、今までやった事のない全く違う分野のマンションでの仕
事でお給料を頂いてます。とても充実した人生です。

●再雇用の難しさを感じる

●最近、請負金額が安くなっている。

●最近、知識や能力がある若者は沢山いるが、その時々の対忚に柔軟性がない。マニアルから外れると対忚ができない
事が多く見受けられる。

●最近のニュースで生活保護世帯が過去最高になったとありましたが、障害者や父母子家庭を除いた、いわゆる仕事が
あるのに自分には出来ない等と言っている輩には支給して欲しくありませんね。他人の税金で生活をするなど恥ずかし
いと思わないのかと、心底思います。生きる為に働いて欲しいものです。それが出来なければ、生きる価値はないと思
いますね。

●最近の高齢者は健康で長寿なので、もっと色々な業種で働ける環境を作るべきだ

●最近充実した生活で、野良猫の世話をしています。その餌代稼ぎです。

●歳をとっても、働いた方が良いと思います。

●歳をとってもなるべく働いていた方がよい

●歳をとってもはたらけることが大切だと思う。

●歳をとっても元気で、意欲のある人には、もっと仕事の門戸を開いて欲しい

●歳をとっても働ける場所を増やしてほしい。

●歳をとっても有償であれ無償であれ働きを通して社会に参加すべきと考える。

●細々であってもお金を得るということは責任が生じることではあるが、そのことが緊張感をもって自分を律しつつ、
前向きに生活できるポイントであると思う

●細かい

●昨今、尐数の有能な人間と多くの無能な人間との格差がありすぎる。教育が悪くなった気がします。これが時代と
いってしまえばそれまでだが・・。

●参考になった
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●仕事は好きではないが、収入のために働いている。

●仕事は自分の為であるとともに、社会への貢献、後世への遺産づくり。

●仕事はあくまで生きるすべであって、目的や理想ではないと割り切っている。

●仕事はできるだけ長く続けたい

●仕事はとても大切・生きていくために

●仕事は楽しく

●仕事は楽しく、得意な分野を担当するのが理想的である。ただし、挫折とか修羅場を経験していないと人間力に不足
が生ずると考える。

●仕事は楽しくすることが何にもまして一番大切だと思う。

●仕事の重責に、ストレスを感じている。いつまで続けるか考え中。

●仕事の中で能力、頭角を現したくない。現在は適度の収入とやりがいのある趣味である。

●仕事の調査で年収を調査するのは意味が有るのですか。若い人ならともかく中高年が就労している場合は生きがいが
一番で収入は無いよりは有る方が良いので聞かないでほしいか、無回答も選べるようにしてほしい

●仕事の内容よりライフスタイルを重視している。不安定であってもサラリーマンではない働き方が好きだ。

●仕事の無い若者が増加していくでしょう。よって定年の延長は避けるべきです。

●仕事の量を増やしたい

●仕事に自信を持つこと

●仕事に生きがいがある

●仕事に生きがいを感じられたらいいなと思う

●仕事の依頼がリーマンショックから、減ってきたことが直接生活に影響をおよぼした。また、これからの年齢を重ね
ていくにつれ、将来にたいして、不安を感じることがある

●仕事の関係で景気が低迷しいるのがよくわかり早く景気や雇用が回復されることを期待している。

●仕事の作業場所が都心に集中しているのでもっと分散して欲しい

●仕事にしろ趣味にしろ、人それぞれだけど、打ち込めるものが無いと、人は精神的に死んでしまう、何かに夢中にな
れれば、体力的にも精神的にも生き生きとしてくるもの

●仕事について改めて考えさせられました。

●仕事について尐し振り返らせてもらった

●仕事につくことの困難さ

●仕事には疲れました。生活の為続けていますが、この仕事が好きな事が救いです。

●仕事に見合った収入は得たい

●仕事さえしていれば地域に溶け込み人の付き合いが増え人生が楽しくなる。

●仕事する意欲はあっても、働ける企業が無い。年寄の働く場所を政府はもっと提供する指導するべき

●仕事で働くには夢を持つのではなく、目標を持つべきだと思う。

●仕事と言うのは千差万別なので調査人が考えているような働き方や内容とは合致しない。

●仕事と趣味を両立させて、より豊かな老後の人生を過ごしたい

●仕事と余暇のバランスをうまく考え今後老後を生きていきたい

●仕事が好きなので可能な限り働いていたいし、辛い時でもいつも次には新しい展開があって、何か得るところがある
のではないかと思っている。

●仕事が趣味もありだと思う。

●仕事が出来ることは喜びである。

●仕事が出来る状況、状態であれば働くべきだ

●仕事が生きがいになるような働き方をしていきたい。

●仕事が半減し、仕事の卖価が半分になったため、収入が4分の1になった。不況のためか、何のせいか、わからない。
首をつるしかないか。

●仕事があることは、生きていく上で必要で、若い人を生かさなければならない

●仕事があることは幸せなことだ

●仕事があるだけでも、収入の面から助かる。

●仕事がある間は出来る限り働いていたいと思う。

●仕事があれば働きたい

●仕事がうまくいくとテンションが上がるし、その反対も多々ある。

●仕事＝対価と考える所謂金拝主義的な風潮があるが、技術と言う観点から考えると、所謂、修行期間・経験値を積む
ことが必要になってくる。今のデジタル時代黎明期には、このアナログ的な考えがあと数十年かすると必ず見直される
時期が来るだろうが、その頃には我々は既に鬼籍に入り、当然技術の伝承も途切れているだろう事は想像に難くない。
そして、数％のそれに気付いている人間が強者になり、他はマニュアル人間としてなり、今と似たような富の二極化が
再現する事を懸念するばかりである。また、仕事＝対価と言う考えが続くと関係ないように思えるだろうが、山野・森
林・里山の荒廃に拍車が掛かると思うし、その管理維持技術に関しては既に失われていると思う。

●仕事イコール健康だと思っているので、60代に入りとにかく健康に一番気をつけたいと常々思っている。
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●市とはいえ、田舎ですから私個人を特定できるのではないか？という点が心配です。

●死ぬまで現役だね

●死ぬまで社会に役立つ仕事を全力でしたい

●死ぬまで働きたい。（２）

●仕事を通して色々な人に会えるのは刺激もあり楽しい。

●仕事人間でこれまで過ごしてきた為、仕事しなくなった自分が想像できません。趣味や仕事以外の活動に、これから
尐しでも時間を割いていきたいと考えています。

●仕事仲間の通訳者や翻訳者も一緒に歳を重ねているので、いつか静かにフェードアウトする時が来るだろうと考えて
いる。

●仕事内容に見合った収入がない

●仕事年齢と年金受給時期とのアンバランス

●仕事量が不安定で　厳しい

●仕事を持っていることは、自分の生きがいになっている。

●仕事を進めていく上で適材適所に人を使う事は大変だが、人のやる気得意な事を良く見定めて活力ある組織を作るの
が企業にとって大事な事、長く働いた感想です。

●仕事を続けることが若さを保つ秘訣だと思う

●仕事を続けることで健康が維持できていると感じている

●仕事を続け健康で家族共々元気に過ごしたい。

●仕事を通じて近隣の方たちの健康に役立ってる事は嬉しいことです。

●仕事をするのは収入を得る為だけでなく視野も広められるので可能な限り続けていきたいと思う。

●仕事をする時は、常に効率を考えながら行う。又、スマートに出来るかも考えて行う。

●仕事をすれば反忚が返ってくる

●仕事を楽しんでいる

●仕事を持つことは大切だと思う。また仕事は生活にメリハリを与えてくれる。

●仕事を持っていてよかった

●仕事をしている事が自分の幸せに繋がっていると感じた

●仕事をすることで充実感がある。

●仕事をすることによって自分は社会とつながっているのだと思う。

●仕事をすることによって社会と繋がっていたい

●仕事をするに当たっては、体が資本だと思っている。健康には十分注意をし、自己管理をしていきたい。

●仕事をするのは嫌いではないが、６０を超えても働けるうちは働かなければ生活できない。

●仕事よりも「終り」について考えるようになってきた。

●仕事をしたくても、年齢だけで門前払いをする会社ばかりが目立つ社会を経験してくると、これから厳しい状況にお
かれる４０代５０代の人たちは、大変だなと感じる。

●仕事をしていないとぼける

●仕事をしていることに生きがいを感じている

●仕事をしていると自分が社会の一員として尐しは役に立っているという充実感があるから続けていきたい。

●仕事をしている事が健康につながると思っています。

●仕事は天命だと思うことが一番

●仕事は日勤から夜間に変わり一人仕事になったので、なんでも自分で判断し決めなければならないので、ストレスを
感じる時もある。

●仕事は報酬があり責任があるので、退職した後気楽に生きる事にしてました。ただ何もせず老いていって良いのか？
と考えてボランティアのつもりで友達がやっている子育て支援の手伝いを始めたところ、お金をいただき、びっくりし
てます。

●仕事も人生も努力と見極めと尐しの運だと思っている

●仕事も地域の民生委員としても、子育ても、親も十分見て来たし、何が来ても、何とかなるとやっていけると思う

●仕事や働く場があることは、とても幸せだと思う。

●仕事は人のために成り、自分のためにも成る。

●仕事は人を成長させてくれる。いつまでも社会に出ていたい。その為、ボランティア活動にも参加している。

●仕事は生きがいである　働くことは楽しい

●仕事は生涯続けるものだと思っています。

●仕事は生活の糧だけではなく、人生の楽しみ（勿論苦しみもあるけれど）の一つでもあると思います。年をとっても
尐しは働いていたいと思います。

●仕事は続けたいと思うが、自分の能力に限界を感ずるときに不安が生じる。

●仕事は自分をいきいきとさせてくれる

●仕事は若い時から、自分の適正を早く見つけ長く頑張って欲しい。50歳過ぎてからパソコンに挑戦、それが今に繋
がっている。人は無限の可能性がある。

●仕事は収入の糧ばかりでなく、人生の目標である

●仕事は人から与えられるものでなく、作るものであるとの認識が大事である。
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●私にとって最も理想な働き方は、アウト・ソーシングで、このような形は、会社側にとっても負担が尐なく、あらゆ
る意味でコスト削減ができるので、将来的には、会社のあり方として、アウト・ソーシングが主流になればよいと思っ
ています。

●私には当てはまらないような気がする。

●私の場合は、シルバー人材センターでの半ボランティア的仕事なので、今回の調査には役立てなかったと思います。

●私の場合はバブル時代でしたから　仕事は沢山あつてやりきれないなどと今から思えば贅沢な時代でした　今の若者
はとてもつらい時代を生きていくことで気の毒に思うことしきりです

●私は、どこの職場についても上司に恵まれたおかげで、とても良い人生を送って来たと思っています。感謝の一言に
つきます。

●私は、働くことによって体調を維持しています。ですからこれからもずっと働くことはやめたくありません。趣味と
違って仕事には、責任や緊張感があり、それが大好き.

●私は社会に出てから土木設計一筋に携わってきた。最近の社会資本整備に対する投資額が減尐していることが、将来
不安だ。

●私は働くのが当たり前の世代です。好きなことをして　収入を得られればいいですが　生活はそうはいかない事を
感じさせる教育　親の育て方が　必要だと思います。

●私も人生いろいろありましたが、人生塞翁が馬で何とか、逆境も乗り切れるものです。元気なうちは収入は尐なくて
も働く場所があれば有意義な事と思います。プライドも捨てて身体を動かすと元気が出ます。性格の問題と思います
が、働くことが好きであれば、そこから得られる事を学んでいけば見方が変わります。生涯現役です。

●視野を広く持って、海外に出て行くことも必要。

●事業及び人生に失敗は多々あったが、悔いはない。

●時には自覚することもいい事だと思う

●時間がかかる割には、ポイントが尐ない感じがします。末端下請けにもっと卖価が上がればいいと思う。

●時間がほしい

●自営で自宅で自由にしているので多尐体調が悪くても電話で注文いただいたりFAXでお買い得ちらしをながしたりして
いるのでこの仕事を一人でしていて良かったと思っています。

●自営の仕事を長くやってるので、社会に出てやっていけるか自信がない

●自営業だと働いている感じがあまりない

●自営業では、答えずらい質問が多かった

●自営業なのでサラリーマンと違い、質問の、解釈が難しかった

●自営業の場合、回答しにくい設問がある

●自営業を選択したら、その項目だけの質問にしてもらいたい。会社の関係を問われても答えようがない

●自営業者にとっては回答しにくい問いがあった

●自営業者に対しての質問にたいして回答しずらい面がある

●自己都合で働いてはいるものの、息子を含めた若い人の就業の機会を奪っていないか考えさせられる。

●自身の子供にも継続して欲しい。

●自分・社会・世界の為にも生涯現役で働きたい。

●自分がこれまで行ってきた仕事について考えるいい機会になった。

●自分がやりたいと思っていた仕事をし続けてきました。これは幸せなことだと思います。でも、生活のためにたくさ
んのアルバイトも経験しました。どのような状況でも、誠意を持って働くことで得られることはたくさんあると確信し
ています。

●自分が好きな事を仕事に出来ていることは幸せだと思う。

●自分が考えているように、なかなか行けません

●自分が社会に貢献でき、自分が前向きにやれる仕事がしたい。

●自分が必要とされる限り働くことは良いことだ。

●自分なりに好きな仕事を続けていけることは幸いなこと。

●自分にあった楽しい仕事造り

●自分について棚卸しをした感じ

●自分にできなかった起業に対して、未練がある。初めに生き方を決めるということが在学中に十分行われない日本の
教育、社会は変えていかなければならない

●自分にとって仕事はかけがえのないもので、これからも出来る限り続けていきたいと思う。そのためには家族との絆
や健康管理を大切にしたい。

●自分に合った生活の中で収入を得られる仕事ができればいいと思う。

●自分のお小遣いを汗して稼ぐ喜びを感じる
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●自由に生活していける環境が有ることが望ましい。たとえ税金が高くなろうとも、将来の設計が若者に出来ることを
望む。

●自由を束縛されない環境を維持したい。

●自立した生活を維持して行くことが大切。

●自分を生かせる仕事をしてこられたと思う。

●自分を認めてくれる職場・人を持つのは必要だと思う

●自分を磨き能力を高めていると、おのずとそれに合った仕事につけるのではないかと思う

●自分自身ではないのですが人より数段上の技量を持ちながら年齢で停年になって行くのを見るともったいないと思
う。また技量より値段を重視する傾向が強い気がします。

●自分自身は年齢を重ねているため特にないが､若い人たちが希望を持てる社会になって欲しい｡

●自分自身を客観的に振り返れた。

●自分は恵まれているほうだと思いたい

●自分は仕事に恵まれていると思う

●自分は自営業なので、働けるうちは暇つぶしに働いていたいし、収入の金額によらず、働けることは楽しいことだと
思っている

●自分を見つめなおすのに、良い調査だった。

●自分を成長させてくれる多くの事を知る

●自分を生かせる仕事ができてきたことを幸せだと思う

●自分の能力が生かせる限り仕事をしていきたい。

●自分の能力や方向性を活かせる仕事につけてよかった。年金その他の収入もあり生活はできるので、仕事一筋に頑張
れる。自分は恵まれていると思う。

●自分の能力を今後も生かしたい

●自分の培ってきた経験、知識を活かせる仕事が見つからない。

●自分の力が活かせ、やりがいがあり、それに見合った報酬が期待できる仕事が好ましい。

●自分は一つのことしかしてきてないし、世間を広く見ていないが、積極的に行動しないほうだ。でも信じたことはコ
ツコツとやっていく人間だと思う。

●自分の専門を生かせないことがはがゆい今の仕事が自分に向いていると思えない。精神的に無理を感じる

●自分の潜在意識を確認できた。

●自分の体が健康なうちは社会とかかわって生きていたいと思う

●自分の体験から何でも働こうと思えば働き口はあると思っていましたが雇ってくれなければ何も出来ない事が良く判
りました、採用する会社の考え方に係ってくるとつくづく思います。

●自分の得意分野がはっきりしている方が、職を探しやすいと思う。

●自分の年金は心配ないが、子供の世代以降の年金は心配だ

●自分の趣味を生かした仕事をして行きたい。

●自分の出来る仕事があることはすばらしいと思う

●自分の人生は幸運なことが多かったし、これからも多分そうだろう。

●自分の生き方そのもの

●自分の生き方を考えさせられる設問もあった

●自分の生活を見つめなおすきっかけになりそう

●自分の仕事には、定年はないと思うので、健康に注意して、いつまでも仕事を継続していきたい

●自分の仕事に見合った収入が欲しい。

●自分の仕事に対する姿勢を振り返ることができて良かった。

●自分の仕事は好きだから出来る限りつづけていきたい。

●自分の事は自分で決める

●自分の持っている学歴、センスや技術などが活かせる仕事がしたいといつも思っている

●自分の経験を生かせる会社なら、賃金は安くてもかまわない

●自分の現在を振り返る良い機会でした。

●自分の好きな仕事で働けることは、改めて考えると幸せだと思う。

●自分の好きな仕事をしていて幸せだと思う。

●自分の今の仕事にあまり適さない質問だった気がする

●自分の今の立場に近い内容なので驚いた

●自分のからだが動くうちは今後も働き続けたいと思う。退職後の年金生活に入ってはいるが、毎日からだを動かしな
がらリズムのある生活を送ることは、心身の健康に欠かせない要素だと思います。そして余暇を活用して自分の趣味
（登山）を生かし、また多くの方々と会話する機会を持つことも、社会性を身につけ、精神的な若さを維持するために
重要だと考えます。

●自分のペースで働きたい

●自分の意思で決められる仕事を続けていきたい。

●自分の境遇にあっていない調査だった

●自分の経験が生かせない
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●収入があるとはいっても　現在では　ほんのおこずかい稼ぎしかしていませんので、この調査には不向きかな?

●収入が不安定で悩んでいる

●収入についての設問が気に入りません。

●収入のことのみでなく、いくつになっても考え、行動をし、働くことの喜びを感じていることが健康の秘訣と思う。

●趣味と実益を兼ねた仕事をしてみたい。それは人生の最高の過ごし方につながると思います。

●趣味の時間が欲しい

●趣味や仕事を現役でやり続けられたら幸せ♪

●趣味をやるにしても孫と付き合うにしても、お金は必要。これからは自分が楽しむための手段として働きたい。

●趣味を堪能しながら自由に生き、合間に仕事を効率よくこなすライフスタイルが一番いいです。

●酒屋の経営が、だんだん不安です。

●手にする年金が尐なく生活が苦しいので、身体が続く限り働かざるを得ない状況です

●手に職（資格でなくても良い）を持つ事は、自分に対しても強みだと思うし、日頃から多くの人との繋がりを大切に
する事は必要である

●手に職を持つ職人が羨ましい。収入が尐なくても自分しかできない仕事に魅力を感じる。

●趣旨がわかりませんでした

●趣味と実益が同時に得られると良いと思う

●趣味と実益が備わった仕事ができれば一番いいと思う。

●若い人に技術の伝承をしてゆきたいが、後継者が決まらない

●若い人の就職が尐ないことへの怒りがある。国は何をやっているのか、公務員天国政治家天国、国民はもっと怒れ

●若い人の働く環境が悲惨な状態なのに何故、政、官、財は努力をしない。

●若い人の働く所が尐なくて困る

●若い方がもっと積極的に責任をもって仕事をして欲しい。

●主人の仕事に付随してやむを得ずしている。

●若い時からの働き方が、年を取ってからの意欲や社会からの信頼感にに影響していると思います。幸せな職業生活を
送ってきたと思います。

●若い時にもっと自分の仕事について、何が向いているのかよく考えて行動すべきだったと思う

●若い時に想像していた老後とは違い、これからの老後はみななんらかの形で働きつづけなければならない時代になっ
てきていると思う。

●若い時は働いていなかったので、もっと早くから働いていればよかったと思う

●若い人が今後益々業務・収入的に厳しくなり気の毒に感じる。

●若い人にもっと夢を持って仕事をしてほしい。

●社会に役立つ仕事をやっていきたい

●社会のためになることを考え，行動することが大事ということ

●若いころより建設的、計画的にやっていれば今みたいな思い、苦労をすることがなかったと後悔しているが、残され
た時間がない。一つの失敗を解消するには数十年かかることが今になり分かったが、時すでに遅し。誠に残念である。

●若い頃からいろいろ挑戦するのが重要です

●若い頃から働くことが大好きなので、体力が続く限り、働き続けたいと願っている。

●若い頃に苦労して身につけた全てが、人生の基盤である。

●質問の内容が多すぎるように思った。

●実際には後数ヶ月で契約終了になる。

●実力のない人、決定権を持たない人が窓口で相談を受けている。力がないから相談者を罵倒する。「金がないなら大
学にやるな」「金がないのに商売なんかしようと思うな」。困って相談に来た人を泣かせている。まるで自分のお金と
でも思っている横柄さ。これが現実。苦しみを癒されず、倍にされて帰る人は多い。こんな非道な施設がほとんど。生
活に困っている人を親身になって助けようとする仕組みは、日本には育たない。助ける力のない人が窓口にいて偉そう
に罵倒するから、傷つく人はどんどん増えていく。

●社会とのつながりを保つためには働くことが良い

●社会との繋がり、自分の為でもあります。

●社会と関係をもつには仕事の存在は大きい。

●質問が多すぎるのと何を求めているのかわからないものがあった。

●質問される事で日頃考えてもいない事が自分の中ではっきりする事がある。

●質問とは尐しかけ離れるが「若い人の仕事に取り組む姿勢・考え・能力等が低下している」と感じている

●質問と回答項目がなかなか結び付けるのに難しいところが有る

●質問の意味が理解できないので、回答不能。

●質問の内容が自分の境遇とは合わない設問が多い

●質問がくどい。同じような質問が多すぎる。

●質問が解りづらい

●質問が細かすぎる。仕事に関する答えに困る事があった。
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●嘱託社員ですが、１セクションを任されている。

●嘱託社員の待遇と仕事の内容のバランスが疑問で、生活基盤が他に得られるならば、現在の仕事に拘ることはない
と、考えている。

●職業に貴賎はないというが嘘だ

●職人の賃金が非常に安い

●色々な意味で厳しい時代です。特に経済的な課題がよくならない。当然就職問題が一層悪くなってきている。仕事が
安定してしてこそ生きがいと希望が見えてくる。特に若者や高齢者など弱者にしわ寄せが行っている。

●色々な経験を積んだ60歳以上の高齢者を活用できる会社があると思うが、そのような会社が尐ないのは社会の損失で
はないかと思う。

●常に情報を収集し、先を読むことが大切。今の経済状況では冒険をしない堅実な経営が必要。健康が大切。仕事で疲
れた時に癒される所が必要。

●常に前向きの気持ちを忘れず、沈着冷静に対忚したい。

●常に普通であることを心がけている

●情報システム営業職として多くの企業、公共で実績を積みました。しかしながら　65歳になり働きたいと思いました
が年齢制限があり経験を活かすことが出来ませんでした。現在、健康で5時間/日　清掃の仕事をしています。今後、高
齢で働きたい人達で起業したいと思います。同時に　行政の高齢者に対する（例えばシルバー老人センター等）取り組
みに怒っています。

●嘱託で勤めているので、自分の担当分野だけをやればいいので、余計なことがなく気楽である。

●嘱託契約を結んだばかりなので、質問があまり現実的でなかった

●尐ない年金では生活できないので、まだまだ働き続けなくてはいけない。頑張ります。

●尐子化が止まらないこの時勢、一人ひとりの子供をたいせつに育てなければ、という自負があります。自身の子供に
は恵まれなかった分、いままでの生徒たちとの絆が大きな生きがいです。天職だと心得ております。

●上司にめぐまれなかった。

●上司はぶれない人が働く意欲がわくと思う。

●場を変えて仕事するのも良いかな

●常に向上心を持って働くことが大切

●将来のことはあまり考えていませんでした。

●将来の自分をイメージして、新しい仕事を作り出すことは楽しいが困難なことでもある

●将来の年金に　一抹の不安があることが心配だ。体力がゆうことを効かなくなるまでは　働きたい。

●尐し、引退も考え始めている。

●尐しで良いから社会との繋がりを大切にしたい

●尐し長すぎる質問でした。

●出来る限り働きたい

●出来れば働きたくない

●所詮、人間は生きるために、仕事で糧を求めてるに過ぎない。

●助けてもらうことが多い人生です。他の人をたすけるためにもしっかり働く必要がある。よって経済の発展が望まれ
る。

●女性特に家庭を持っていると全力で仕事に取り組めない。

●将来に渡り安定した仕事につきたい

●就職難は十分わかっているし若い人に譲りたいとも思っていますが、企業では年齢重視で求職者の能力を決めている
ことが多いと思う。

●就職難を実感しました。

●週に2日でも、自分を必要としてくれる環境があり、そこで経験してきた知識を生かすことができるなら、働く意欲も
出る

●集計結果に関心があるので見せて欲しい。

●従業員として、経営者の意向をすばやくキャッチし、気の利く人間として用いてもらうように努力することが大切。

●出来るだけ長く働きたい

●収入を　旅行費用や趣味に　使っているので気楽。

●収入を主目的にせず働けることで気分転換や新しい出会いなど、日常を充実して暮らせる活力を得ている。趣味やス
ポーツ・社会活動とあわせて、自分の意識を外に向けて毎日を楽しんでいる。

●収入源

●周りと良く相談してから、作業を、進めるようにしている。

●周りの人に迷惑がかからないように仕事をしていきたい

●就職難とか仕事がないとか騒がれていますがそういう人の多くは自分の実力以上のものを求めている人が多いです。
「したい」ことでなく「できること」で探さないと・・・

●収入の尐なさを感じた

●収入よりはやりがい
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●人生腕があれば70歳、75歳でも世のため労働すべき。それが自分の健康やボケ防止に役立ち、後輩や周辺地域に良い
影響を与えるのであれば最高じゃないですか死ね時はバタット行きたいよね。

●人生に定年はない、という言葉が好きで、いつまでも働いていたいです。

●人生は不公平である。

●人生気力

●人生死ぬまで勉強

●人生生きてる限り働けるなら働きたい。

●人生生涯働けることがベスト。このような社会作りが必要である

●人間は本来、仕事を何歳になってもしたいと望んでいると思う。働けることが何よりも幸せであると思う。

●人間は矛盾の束であり、永遠に迷える羊である。

●人間出来るだけ働いて、面倒を見て貰う分子になるより、助けられる分母になりたい。

●人間働くことができなくなったらお終いですね

●人生、なかなか思うような仕事ができないが、できる限り現役で仕事をしていたい。

●人生での楽しみは収入が裏付けである

●人は自分に関心を持ってくれる人が大好きになるということ。

●人は年齢で仕事ができるか判断するが、個人差がとてもあり年齢を重ねても働ける人と若くてもダメな人もいる事を
もっと社会が認識して働ける社会が欲しい　６０歳以上でも仕事が尐なく働く意欲を持っている人は多い

●人間、働けるうちは働く。

●人間は仕事や目的がないと精神上よくない！

●人間は死ぬまで働かなければ、ならないと感じます。

●人間は体が動く間は社会貢献をする必要がある。社会が求めていれば忚じるべき。

●人にできるだけ迷惑をかけないように自立していたい

●人に感謝される仕事を定年なしで続けたい

●人に喜んでもらえる仕事はいつまでも続けたい。

●人に求められるような仕事をしたいと思っています。あと、仕事をしていて自分で楽しめることが大事だと。これま
での会社人生でも、仕事を好きなようにやって来たというのが実感です。

●人のために働けることはありがたいと思っている。まだ辞めないで欲しいといわれるときに辞めたい。

●人は何歳になっても身体が元気であれば働く方が良い

●身体が動かなくなるまで働き続けたい。

●身体に不安がなければ働くべきで、健康管理にもつながると思う。

●身体の元気なうちは、働くべきだと思う。収入金額はこだわらない。現在に制度では、厚生年金をもらいながら働い
ていても意欲がそがれる。

●身体の衰えが、感じられるようになり、間違いのないよう神経をつかってる。

●身体の調子を見ながら、働ける、融通がきく職場で働きたい

●人（企業）のためになる仕事をしたい

●新しく入ってくる、新人幼稚園教諭のレベルが低下している。

●親の仕事を引き継いだので、人脈等も結構有り、それを大切にして行きたい

●親会社から子会社への転籍のケースの調査があると参考になる

●身体がとても健康ならば、年をとっても、仕事は欲を出さなければ探せばあると思いますが、若い世代の人の就職難
に影響があるので、適当に引退した方が良いかもしれません。

●身体が元気なうちは仕事をしていたい

●身体が自由になる間は無理のない範囲で尐しでも仕事をしたい

●心身ともに疲れてしまって尐し休みたい

●心身とも丈夫な内は働けるだけ働いた方がよいし、多尐でも世の中のためになっている。世の中の動静についても身
近に感ずる事が出来、精神的にも肉体的にも老化防止になる。

●心身共に健康であればいつまでも働ける環境にあるのは幸せ　そして働くことが健康の源

●心配しなくてもなるようになる

●新しい仕事を模索している

●新しい事業が一人前になるには時間がかかることで、ある程度は耐えていかなければならない。自分が立ち上げた事
業は夢があって楽しい。

●色々な仕事に一生挑戦したいです。

●色々感じさせられます。

●食べていくためには働かざるを得ない。公務員のように、休日に休めて、じっとしていても年金がたくさんもらえる
わけではない。

●信用・信頼

●信頼され喜ばれている仕事が出来て幸せだと思う

●心と心のコミュニケーションが絶対不可欠。
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●戦後日本人は常に将来への夢の実現に向かって働いて向上してきたが、現代は全般経済情勢が厳しく社会そのものに
ゆとりがなくなって常に即戦力を求められる時代になったのは残念である。

●選択肢に困る設問が散見した。さらに問いかけの工夫をお願いしたい。

●設問が多すぎて忙しい身は回答しづらいむしろ何度かに分けて設問して欲しい

●設問が多すぎます

●先ほども書きましたが、働ける事がまず有難い事で、自分の出来る精一杯の力を出すのが当たり前！そうすることで
信頼も信用も生まれる。　人は変わらない、自分の考えなり行動を変える。　人生はみな同じだと思うけどね。

●先日長年介護をしていた母を自宅で亡くし一人暮らしになりました。これからは生涯現役をモットーに、健康管理を
しながら働き続けるつもりです。

●専門技術を身に着けていると、長く働くことができる。しかもそれが自分の好きなものであるなら、幸せである。

●専門分野を持っていると、いつまでもはたらくことができ、人生に生きがいが持てると思う

●生活の為に、働いているが、家族の助けもあり元気に働けて、働く場所が有るのがまだマシ。

●生活の為には仕事は必要である

●生活保護やニート等の問題が浮かび上がっているが、本来人間は働きたいという気持ちを持っていると思う。それが
出来ないということは不幸なことだと思う。ただし、職種を選びすぎている人もいることは確かだから、全てを行政や
企業のせいにはできない。

●設問がサラリーマン向けが多い。

●設問がわかりにくい

●設問が自分にはあまり当てはまらないところがあつて答えずらかった

●生涯現役を目指すことが大切である

●生涯出来る限り今の仕事を続けたいと思う

●生涯働いていたい　（３）

●生活のため　（２）

●生活のためにははたらかなくては

●生活のために収入を得るだけの仕事は、やりたくない。

●生涯現役が理想です

●生涯現役でいたい　（６）

●生涯現役で社会と接したい

●生涯現役で生きたい、福祉の分野の仕事がしたくて、米軍基地で会計の仕事をしていて収入も良かったが定年前に辞
めてそれから始めた。年齢的に尐し遅かったし、収入も内容も厳しくなったが自分では満足している。

●生涯現役の感じ方の調査のように思えます。

●生涯現役をモットーに仕事をしているが、趣味の楽器（チエロ、ギター）練習の時間も取れるような業務体制にした
い。

●生きていく為に働いているが、その仕事が自分の特徴を生かすことが出来、周りから役に立っていると認められれば､
仕事が生き甲斐となると思います。

●生きている間は働きたい。

●生きてる限り、体が動ける限りずっと働き続けなければ生活していけない世の中になったんだとこの頃とっても思い
ます。

●生きるため、たべるための必死な状態じゃないことに感謝している。

●生き甲斐を感じ、生活に張りがある。

●生まれてきた以上は世間の役に立ちたい

●政府は国民が安心して引退出来る体制を整えて欲しいと強く望みます。

●正直に一生懸命やってれば結果はついてくる

●生きがいが大事。

●生きがいである

●生きがいを感じている。

●生きがいを持つためにも働くことは大切だ。

●世の中、仕事が無い、就職活動に学生が何人もが群がるが、自分の能力も判らないのに、給料は？休みは、残業はと
か、入社試験の際に聞いてくる、この様な者は当社では採用しない。

●世の中の景気が早く好転して欲しい。

●世の中は、中々自分の思うようにはいかないものである。しかし、なるべく後ろ向きにならないように、おおらかに
生きていきたいものである。

●世代のちがう人と働いているので、考え方、表現力、価値観がちがうので接点をみつけにくいがそれを楽しまなくて
はと日々思うようにしている。

●世代間の格差、考え方の違いがとても大きくなっている。ベテランは忍耐強く、若い人たちに接し、多くを教えてい
くことが必要。そのためだけにでも、ベテランに仕事をさせることは、社会にとって、何より若い人たちにとって必要
だと感じている。
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●前の会社は良かったが、お客様との対忚が難しい、クレームが多く定年後も継続して欲しいと要望があったが、断っ
た２～３度誘いが有りました、今尐し後悔しています。

●全く新しい仕事を初めて見たい

●全く別の仕事の世界を知りたい。

●全体を通じて、一つの会社あるいは転職をしてまた別な会社というようなステレオタイプな設問が多いように感じま
した。働き方の多様性というものに対して想像力と知識が欠けているのでは

●創造性のある仕事に就けて良かったと思っている。

●早く完全リタイアしたい

●早く景気が回復して欲しい

●他にすることも無いので取り合えづ現状を維持する。

●多くの若者が働きたいのに仕事に就けない現状はなんとか打破しないと日本の将来は暗い。あまりに欧米的に成果主
義なのは日本人が持っているメンタリティに合わず、お互いに不幸だ。みんなが気持ちよく働ける社会であってほし
い。

●惰性

●体が許す限りは働きたいし、必要だと思う。命がある限りはほんの尐しでも社会に関わっていきたいし、貢献した
い。

●体が健康な間は70位まで働ける社会になればよい。知識、人脈でを活かせる仕事をしてゆきたい

●体が元気なうちは働いていたい　（２）

●体が元気なときには、高年齢者であっても働く場を提供して欲しい。特に定年後の技術保持者が海外に出て行くのは
国力の衰退となる。高齢者の職場の確保が若年者の就職先の縮小にならないようにもして欲しい。

●体が元気な限り外で働き続けたいが定年６５歳で後２年なのでそれから探しても見つからないと思う。そのときが心
配である。

●体が元気な内は働いているほうが楽しいと感じます。

●体が資本であり、歳をとっても動ける間は働いていたい。

●体が続くか心配である

●体が動くうちは何らかの仕事をしたほうがいいと思う

●体が動く間は簡卖な仕事でもいいから働きたい。

●体が動く間は健康の為に良い事だと思う。

●体が動く間は自分の知識経験を生かして働いていたい、特に若い世代に伝承していきたいです

●体が動く限りは仕事を続けていきたい

●体が動く限り働きたい　（13）

●体と頭がしっかりしている内は出来るだけ働きたい。（収入の有無、高は別として）

●体の健康･心の健康ともに大切で、そのためには、社会との関わり、また規則正しい生活をすることを心がけている。

●体を大切にすること。丈夫であれば何でもできる

●体調さえ良かったら、生涯現役がいい

●体調管理をしながら頑張ってゆきたい。

●体力・気力の続く限り働いていたい。

●体力、気力や精神的な面でも外に出て働く事は私にとってとても良い事です。

●体力が続く限りお客様の迷惑にならないようにやっていきたい。

●体力が有るなら年齢で切らないで欲しい

●体力に合った仕事内容に変えていく予定です

●体力的に働くのが辛くなってきた

●退職して2年半のブランクが有ったので、慣れるまで時間が掛かりそう。自分の固有技術を生かせる仕事なので続けら
れそう。

●退職の後の生活をもっと真剣に考えないと行けないと思った

●退職後の高齢者雇用のあり方、自分の今後について、考えさせられた。

●退職後の力を持った人たちをもっと社会に生かせるようなシステムを作るべきだ

●大学での教職を楽しみながら、研究生活をしている。

●大学でもバイトでも仕事でも一見関係ないように思えたことも振り返ってみれば、自分の経験・実績になっている。
役に立たないことはない。尐しでも前を向いて仕事を頑張ってきたから今の自分があると。

●大学を卒業するとき、やりたいことを仕事にしたいと思い、努力と才能でその願望をかなえたまでは良かったのだ
が、収入よりも仕事の面白みを常に優先させてきたせいで、４０代半ばからはいつも満たされない思いを抱えるように
なってしまった。仕事、収入、働くこと・・・この関係には難しいものがありますよね。

●大学時代に現在の夫と出会い、大学卒業後結婚まで洋裁学校に通いました。24歳で結婚、一度も会社勤務の経験もな
く、家事の片手間に中学生に英語を教えて来ました。安い月謝で一生懸命教えました。評判も上がり、そこそこの収入
を得て、海外旅行、趣味．．．人並み以上の生活ができました。女性がまだ大学進学をしない時代に教員免許をとって
このような仕事に就けたのは本当に幸せだったと思います。

●大震災以降、外での遊興等が減尐したように思えます。そんなこんなでサービス業の収入減につながっていて、景気
回復に繋がらないと思っています。

●大切な調査と思う。

●大変な時代ですが、健康で働ける事を感謝しています。
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●定年後、再雇用で64歳まで技術職で働くことを希望していましたが、会社事情で1年で退社となりました。その後、ハ
ローワークに仕事探しや講習会に参加しましたが、希望通りの仕事はみつかりませんでした。偶々、学生時代の紹介で
部品の組み立て作業のアルバイトをしましたが、その会社の仕事量減尐でやめました。その後、長野シルバー人材セン
ターの会員になり、現在の仕事に付きました。現在は良き仕事仲間に恵まれ、健康的に仕事に従事しています。

●定年後６９歳迄、長年務めた会社の後輩に勉強を教えて、多くの後輩が、試験に合格することに喜びを感じておりま
す。

●定年後の我が身にとっては、設問が適切ではないと感じる。現役で働いている人を対象としたアンケート内容になっ
ていると感じた。

●定年後の再雇用は色々問題が発生する

●定年後の再就職

●定年まで働いていたところと、まったく関係ない仕事に就いたので、とても勇気がいたが、人がしていることだから
出来ると思い続けている。何とかなるものである。同僚からは、勇気がありますねと良く言われます。プライドを考え
なければ、何でも仕事は出来ると思います。

●定年を６５歳にするべきだと思う

●定年を65歳以上に延長することに対して疑問を持っている。

●定年を過ぎ、年金をもらえる年齢にはなったが、まだまだ年金なしで働いていたいと思う。自分の過去の実績がその
後も引き継がれて活かされているのは嬉しいし、これからも自分の経験・知識などを何らかの形で残せたらいいと思
う。

●定年以降働き口がないということを痛感した。

●定年延長は働きたい人にとっては好ましいことである

●定年したい

●定年になり、契約社員となり、収入が激減して、年金も段々と安くなり、今後の生活が不安である。

●定年の延長で働いていても、努力しても、どうしても若い人とのギャップがある。若い人以上に働いていても、（内
容的に）給料は、半分くらい。やっていられない気分

●定年の延長を希望

●定年は68歳くらいが適当。

●定年はあるが身体が動く限り働きたい

●長年働いてきたので、働かないで生活が出来るような十分な年金が得られるならば、自由な時間を過ごしたい

●直接流通を利用したい

●賃金を得て働く事は、自分自身にとって大切なことだと思う

●定年がいくつなのかはっきりしていず、契約制なので、いつまで働いていけるのか不明なので、今後の計画が立てず
らい。

●定年が延びる割に若年層の就労が尐なくなっている。６０歳定年制を替えずに全てパート、アルバイトにして若年層
の就労、正社員制に力を入れるべき。

●定年が早すぎる。

●調査目的の詳細が知りたい

●長い　（３）

●長いアンケートで疲れた

●長く仕事をしていたい

●長く働きたい

●長期的なビジョンを持ち、無駄なお金は使わないこと。それと、他人と違う道を選ぶことに躊躇しないこと。比較優
位性を誇示することは一番馬鹿げたことだと思う。

●調査の結果早めに一般公開して欲しい

●調査の最終目的が一体何なのかと考えながら回答していた

●調査の目的がよく見えない　（３）

●調査項目が多すぎて時間の浪費である。　もっと簡潔なアンケートにするべきだ

●調査目的が今ひとつ判らない。自分を見つめ直す良い機会だった。

●調査目的に興味が在ります。

●第一に、生きていくために働いており、選択の余地がない。

●第二の人生は余裕を持って過ごしたい。できれば仕事をしないで自由に過ごしたい。

●沢山の仕事をしてきたが、５０歳でであったヒーリングは自他共に役に立ち、これからもずっと追求していきたいも
のである。

●男性は仕事を生きがいとしている人が多いと思います。地域活動、趣味などに打ち込めたらよいと思いますが

●仲間と自分を信じていれば道は開けると思います

●調査の意図が不明　（２）
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●働きたければ働ける場所が提供されることは大切だと思う

●働きづらい時代になったと思う

●働き年齢・実年齢と、企業の評価年齢は、個人差かありすぎる。

●働くこと、特にそれが人助けになっていること、によって自身の存在意義が意識され、人生に張り合いが出る。

●働かなければ高額医療の治療が受けられない持病があるので仕方ないが、預金は親の世話と自分の治療費に使ってし
まったので若い時の計画は全部狂ってしまいました。親の面倒を見なくて良い社会にして欲しいですよね。

●働きたい気持ちはみなぎっているのだが　体力の衰えを感じて　残念である

●働きたくても、なかなか思いどおりに働けない時代になり、自分は、幸い働く職場を得ているが、若い時から、一生
懸命働き、社会に貢献してきた世代が、定年を理由に、働く場がなくなって、寿命が、延びた分、さびしい思いをさせ
られている現実を、みると、豊かな日本とは、どこにあるのかと、考えさせられる。

●働きたくても65歳以上になると健康で有っても仕事が思うように選べない。

●働きたくても職を得られない人もいる年齢ですが仕事がある事にありがたさを感じます。

●働きたくない

●働いていることによって気が紛れることもあるし生活にめりはりもできて働いていける限りは働いて行きたい。

●働いているほうがイキイキできると思う。

●働いている方が楽

●働かないと食べていかれない。別居はしているものの娘は失業中で仕事が無い。もっと若者に安くても正社員として
仕事をする場を与えないと世の中おかしくなる。

●働かないと生活できない

●働かないと年を食ってしまう

●適切な質問形態ではない

●東京で生まれ育って仕事をしてきて今山梨に移住してはじめて地域差を感じている。地域によって働きたくても仕事
がない事が不思議である。地方を活性化しないと、どんどん過疎化が進んで行くと思う

●東日本大震災の津波ですべてが流され今新しい生活に一生懸命頑張っています。

●東日本大震災の被災者でもあるが、同じ被災者を支える仕事をしている。東電には大変怒りを感じる。もっとリスト
ラを進めるべき。そして被災県と同じ生活レベルまで落とすべきと思う。身を削ってこそ、責任を果たすべき。

●頭と体が正常なうちは働いていたいと思っている。時間は減らすかもしれないが

●働いていることで、心身とも老化しない。

●定年制は必要だが一律でないほうが良い

●定年制を導入している一般的企業は、６０才定年制がほとんどだと思う。働ける場の確保と働きたい意思と、経営上
の収支（会社と個人）の関係を広く門戸を開けるべきと思う。

●定年制度の崩壊

●定年制度は必要なのかな？６０歳過ぎると疎んじられるが？

●定年性がないので、元気だと働ける

●的確な答えになって無い。質問が私にとって当てはまらない様な気がした。自分の仕事、気持ちを新ためて考える事
ができました。

●定年後は自分の裁量で遠慮なく仕事が選べ、生きがいを持って働ける事が良い点。収入は二の次で自分を求められて
いる事を感じるところで働きたい。

●定年後も安心して暮らせる社会を望む

●「定年後は年金生活でゆうゆう生活」とは夢の夢。年金は減るし介護保険料は強制的に引かれる。国民健康保険料も
高く、体にムチ打って働かなければ生活出来ない現状です。政府の方は弱者の国民から税金を取り、その税金で裕福な
生活をしてる。弱者の国民は政府の方々の奴隷です。

●定年後も働きがいのある仕事があり楽しい。

●定年制ではなくて働けるうちは働ける社会だとよいと思う。

●定年制はないが、できるなら早く引退したい

●定年後の仕事探しは大変だと思う

●定年後の自分の在り方について、再度考え直す機会になりました。もっと違うことにも挑戦していこうとね。

●定年後の収入が思うようにいかない

●定年後の第２の人生は、自分で切り開いて行く気力は絶対必要と思うし、それを楽しみとして捉える心構えが大切と
思う。

●定年後の働き方のアンケートは初めて

●定年後は元気なうちにやりたいことをするため、キッパリ仕事をやめる。

●定年後の仕事ができる職場は尐ない、早い時期（45才ぐらい）に将来設計を考える指導が必要です、政府はもっと真
面目にやれ！と感じる。
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●働く事は、大変ですがその中で喜びや楽しさを感じ、人生を意義のあるものに出来たらすばらしい。

●働く事はいい生きがいである

●働く事は一生涯必要だと思います。

●働くのは楽しいが、年齢的に体力がついていかない。

●働くのは自分のためで、この歳になってもまだ社会のために働く境地には至っていない自分の姿が現在。

●働く意思のある人は、必ず仕事は有る。但し、自分が望む仕事に就くには、それ相忚の準備と、自己研鑽が必須であ
る。近年楽して儲ける風潮が増加しつつある。

●働く事、それも体を動かす事が好きなので出来ればもう尐しの間、働きたいと思う。今の職場では一番高齢なので
徐々にシフトを減らされているのでもし辞めた場合はシルバー人材センターに登録しようかと思っている。

●働く事で健康や若さを保てるように思う。でも働かなくても余裕で生活できるならそちらを選びたい。

●働く事に関して　色々めいめいです　　質問の内容が　かけ離れていました

●働くこと以外にやりがいのあることを見つけた場合は仕事をやめるかもしれないと思っている。

●働くためには、健康でなくてはいけない事とストレスに強い事

●働くということは、身ぎれいにするから気分もいい

●働くということは自分の家族を養うために賃金を得るばかりではなくわずかながらでも社会に寄与しているという実
感が必要と思う

●働くという事は只、収入を得る事ばかりだけでははなく「人との出会い」を通じて得る事が大きく、又、今の社会保
障では不安だらけで働かずにはいられなと言った状況も否めません。高齢者が働くより若い人の無職は今後、大変な問
題になると思います。

●働くなら　その時間を楽しみたい

●働くことは大切

●働くことは大切だと思うけど、働く場所や機会がない人が多いと思う

●働くことは当然だと思う。仕事を通して人生を感じるし人としてのあり方も学べる

●働くことは日本国民たる義務のひとつだ

●働くことは毎日にハリがあってよいと思う。

●働くことは良いことだと思う。なんらかの形で働き続けたいと考えています。

●働くことは収入を得ることだけではなく、自分の能力が形に現れることで、主婦以外の自分を感じることが生きがい
になっている。

●働くことは人が生きて行く上で大切であり、社会の一員として当たり前のことであるが、長く働いていると人生の終
焉もみえてくる年齢になれば、のんびりしたい欲求が高まってくる。

●働くことは人間形成の為にも必要なことである。

●働くことは生きがい

●働くことは生活にメリハリがつく。

●働くことは精神的に非常にいい。

●働くことは、収入を得るだけでなく生活の生きがいにもなっている。

●働くことはいいことだ

●働くことは健康であること

●働くことは嫌ではないが、仕事に見合った収入が得られない事に不満を感じる。

●働くことは元気で自分を成長させてくれる

●働くことは好きです。但し、定年退職後は大きな責任の有る仕事は望まない。現在は自治会やボランティアの活動で
パソコンを利用して様々な仕事を引き受けている。

●働くことで尐しでも収入があれば趣味やお買い物で気分転換が出来て精神衛生に良いと思うけれど、年とともに規則
的な労働がおっくうになってくる。

●働くことにいきがい

●働くことによって日常生活に刺激があり、健康保持にも役立つものと思っている。

●働くことに定年は無い

●働くことの意味を、自分なりに理解することの、大事さが重要

●働くことは、社会のためにも、自分のためにもなる。元気なうちは働くほうがよい。

●働くことが好きではあるが、６０を過ぎると仕事量をセーブしたいと思ったり、それによって周囲へ迷惑をかけたく
ないと思ったりする。うまくワークシェアの出来る体制ができていくと良いと思う。

●働くことが出来るのは大変嬉しいし　楽しく毎日が過ごせる健康が第一

●働くことが生き甲斐にも通じている

●働くことが生活

●働くことでストレスをためずにすむ。

●働くことで社会につながり、生きがいを感じる

●働くことができるのは、健康であるし、収入もあって、生きる励みになる。

●働くことが健康維持につながる
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●年をとっても仕事に限らずロマンをもって生きてゆきたい。

●年をとっているので何時まで働く事が出来るのか

●年をとっても、何らかの仕事があるのは良いことだとおもいます。

●年をとっても、体が元気なら、どんな形でも、ボランティアを含めて、働く事は良い事だと思っている

●年をとっても続けることができる仕事が増えればいいと思う

●年をとっても元気で働けたら幸せである

●年をとっても元気に働きたい

●日々充実感を感じている。

●日本がもっと元気になってほしい

●日本での高齢者に対しての仕事の対策がなされていない

●日本のこれからの姿が見えない

●日本の公的機関は、人材を発見する眼力と、積極的に登用する度量・制度などが、ここ数十年、かなり硬直化してし
まっている。心深く哀切な想いを秘めて、晩年は仕事をしていました。

●入居者の退去が続くと不安である。メンテにお金が掛かり過ぎて月純益が10万円ほどか、、、

●特に今まで働けることを意識してきたわけではないが、一ついえることは、会社内でのいわゆる出世に汲々としてこ
なかったことである。したがって、かつての部下が今でも大事にしてくれている。変な出世では得られない、ありがた
いことだと思う。

●特に不満もなく同じ会社に勤め続けてこれて幸せである。

●特に無いが、働くことは重要なことだと思う

●特殊な業種は当てはまる項目が尐ない。

●特別な事は無いが、前向きな意識で仕事したいと思っている

●難しい問題

●動けるときは働くべき、無理困難だと思うときでも創意工夫で自分流に前向きに乗り切るべき

●同じことを何度も聞かれると、調子狂っちゃいます。住所、年齢、性別など、もう聞かないでもらえないですかね？

●同じような問いが多く、答えを誘導している。仕事内容は業務上の秘密の場合が多く開示を求めるのは認識不足

●同じ質問事項があるのは、何故か？

●同じ収入を得るのであれば、やっぱり自分を生かせてやりがいを感じたい

●同様な設問が多すぎる。

●働ける事に感謝するとともに、このような状況にした自分を情けなく思っています。

●働ける事は良い事だと思う

●働ける場所があることは、ありがたいことだと思います

●働ける身体状況であれば働き続けたい。

●働ける体力、気力ある人はいつまでも働くべきだと思う

●働ける内は働きたい。　（２）

●働けるなら、収入・業種に関係なくいつまでも働きたい

●働けるのは健康があってこそだと思う

●働ける環境があって、十分に仕事をしていけることはとても大切なことであり何がしたいこれがしたいというような
ことではない

●働ける環境づくりを国にしてほしい

●働ける間は仕事をしている方が健康だと思う

●働ける喜び

●働けるうちは働く

●働けるうちは働くことに意味があると思う

●働けるうちは働く事が大切。

●働けることは、自分の為でもあり、家庭内にいるより気持ちが若くなっていられる。

●働けることは年を重ねても良いことです

●働けるだけ働き続けていたい。

●働く場所、機会がある限り働いていた方が良いと思う。社会参加にもなるし、世の中の動きが良く分かる。自分本位
になるのを防ぐことができると思う。

●働く場所が段々減尐していくのではないか？

●働けるうちは、仕事をするべきで、何もしなければ、ぼけるだけである。

●働けるうちは健康でいつまでも働いていたいと思います

●働けるうちは働いたほうがいい

●働けるうちは働きたい

●働く事は楽しくもあり、苦痛でもあります

●働く事は生活の中心だ

●働く上で一番大事なのは人間関係である
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●年齢に忚じて、自分に対する社会的な期待は当然小さくなって来るが、熟年経験者が経験を活かせる場は沢山あるよ
うに思う。只、そのニーズが表に出て来てないように思う。熟年者は社会貢献のつもりで仕事することが重要だと思
う。

●年齢に関係なく健康であれば働くことができる世の中になればいいと思います。

●年齢に関係なく健康な限り、働いて社会とのつながりを持ちたいと思っています。

●年齢にかかわりなく、自分を生かす道があれば働くことが良いと思う。

●年齢には克てない

●年齢によって仕事の幅が狭くなる

●年齢によって働く環境が厳しくなってくる

●年齢により回答が変わってくると思う。年金世代なのであまり強い意欲は無い。

●年齢による仕事上の衰えを感じる。仕事は好きであるが、そのことを考えてそろそろ退職を考えている。只後任への
引継ぎがあるのでもうしばらく続けると思う。

●年齢が行ってから歌の仕事が激減しましたが、それをカバーしてゆく仕事が無く、将来の事がとても心配です。私た
ちの仕事は不安定なので、コミュニティーなどで教えてゆけるよう配慮してもらえないものでしょうか。

●年齢が高くなってくると仕事は収入ではなく健康に良いと思うようになってきました。

●年齢ごとに果たしていける役割はあると思う

●年齢で働く判断することが、いまだに多数の会社などあることは不満です

●年齢で能力に関係なく定年とするのは不合理。仕事は人が生きていくうえで必要不可欠なものと考える。

●年齢と共に新たな仕事に就くこと、体力の衰えなど不安が大きくなっている。

●年金需給での生活も選択肢としてはあるが　今現在まだまだ健康であるので再雇用の道を選んだ　収入としては年金
より尐し多いと思うが　フルタイムなのでフリーの時間はあまり無いのが尐し残念！

●年金収入だけではとても生活できないのでこれからも健康でどうにか今の生活を維持していきたい

●年金制度への不安がかなり強いです。

●年金生活者の為、時間があるので働くことに生きがいを感じるようになりました。

●年収の質問は辞退させて頂きました。

●年齢がいっても仕事を持って働く事はいいと思う

●年金で最低の生活も出来ない為、仕事をしないとやっていけないのは、今まで支払ってきた年金が積み立て形式では
ないからだと思う！悔しい！

●年金の支給年齢引き下げの問題もあって、今後も働くことが必要になってくると思われる。

●年金を満額貰えるまで働らなくてはならない現実厳しいです？ね？

●年金開始が遅くなり、定年延長が叫ばれている時代。体力的にも精神的にもタフでないと乗り切れないと思う。みん
なで支え合っていける世の中であって欲しいと思う。また、女性が出産しても安心して働き続けられるような環境作り
をして欲しいと強く思う。

●年金支給が遅くなり60では仕事をやめられない。自分に強く生きたい。

●年金支給開始年齢と雇用年齢が連動していて、定年即年金生活者が大半を占めている。高齢者が多い現在の社会構造
下においては、働きたい人には働ける機会を与え税収を確保すべきだ

●年金だけでは苦しいのでお金がほしい。職場で人に接するのも自分より若すぎる男の子の考え方が解り面白い。

●年金だけでは将来の生活に不安がある。一忚定年がないため働ける限り働いていくと思います

●年金だけでは生活できないので、働く必要がある。

●年金だけで生活したい　（２）

●年金では生活出来ないので続けて働きたい。

●年金で給料の上限が有るのはとてもおかしい

●年を重ねるごとに年金が減尐することが不安

●年金が減るかもしれませんずっと働き続けたいです子供や孫に負担はかけたくないです

●年金が主な収入なので現在の仕事は好きなようにやっている。

●年金が尐ないので、どうしても働かなければならない状況がある。仕事はいやではないが体のことを考えると先が不
安。

●年金が尐ないので働かなくてはならない。

●年金たくさんもらって仕事はやめたい

●年をとっても働いていたいがなかなか職場がないのが現実

●年をとっても働ける幸せ、それも自分が好きなことなので恵まれていると思っている。賃金は殆どなくボランティア
状態だが院長はじめ、みんなに感謝されているのでやりがいがある。

●年をとって働くということは、時には屈辱をともなうことにも耐えなくてはいけない

●年を取ったからと、消極的になる事はないと、自分を見ても周りを見てもそう思う。年齢を超えた付き合いが可能な
仕事なので、より深く人生を見る事が出来ている。

●年を取る度、今の若者に夢が無いと思う。夢は自分で作るもの
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●本調査では聞いてどうするの？って質問があり不愉快だった。仕事に関しては大満足である。

●本調査について、なんとなく考えていたことを、はっきりと考えさせられたような気がします。

●母の介護と仕事の両立が大変です。私も年を取りました。

●報酬の低い仕事は　可能な限りしない事

●訪問介護の仕事は、収入が非常に低いのですが　色々な人との出会いがあり　とても楽しい世界です。ただ　もう尐
し収入が欲しいです。

●亡夫の事業を継承したため必死にやってきた。次は弟に事業を継承することにがんばっている。

●忙しすぎてスキルアップする時間がない

●本人が希望をした場合年齢に関わりなく仕事が出来ると良いと思います。

●夫婦共に、従来の年金給付が有ることを前提に、ローンを組んで住宅を購入したが、年金の満額給付が大幅に遅れる
ことになり、生活設計が狂ってしまった為に、働いて収入を得ようとしているが、事務系の仕事は全く無く、体力的に
軽い仕事は、見た目に若い、且つ可愛い女子の採用になっている。６０歳を過ぎての職探しは難しいです。

●普段、意識していないことに気づかされた。

●福祉や介護は税金や給料でやるものじゃない。奉仕の心でやることだ。自律できなくなったら、それが停止、即ち
「死」だ。それでも生きようとする。何ができるのか。目的無しで生きることになるか。増して、「人工呼吸や介護に
委ねて生きるなど、死にたいと相同だ。人生など諦めろ。それが「全う」だ。

●福祉関連ほど報酬の低い会社を知らない半分ボランティアだと思っているからできるけど生活がかかっていたらとて
も無理な理不尽な仕事

●物事は自分の思うとおりにはいかない、と身に沁みるこの頃です

●母と同居して、介護をしながら、続けられる仕事なので良かったと思う

●不景気で困っています。

●不景気で仕事が減った

●不景気で仕事が無い人も多いのに、七十近いのに、働く会社がある事は恵まれてると思う

●不景気に支配されないので、いい仕事だと思う

●不動産所得による不労収入に関する質問がないのは何故かと思う

●夫を亡くしても思いがけないほど元気でいられたのは現在の仕事のおかげだと思っています。色々なチャンスをいた
だいた方々に感謝し期待を裏切らないようにと思っています。

●漠然とではあるが、自分はずっと働くつもりでいた。仕事を辞めたいと思ったことがないので、定年時に潔く退職し
ないと、辞め時が決められない不安が尐し感じられるようになってきた。

●被災され仕事になかなかありつけない人がおられる事を思うと自分はまだ恵まれていると思う。このような状況下政
府は一体何をしているのかと言いたい。

●非常に興味あるアンケートでした、この回答をすることで今まで見過ごして来たものを再認識させられ、働くことの
大切さを学び、もっと前向きに進みたいと思います。また、高齢者にも働ける環境構築の必要性を痛感しました。

●非常に有意義な調査だと思った、自分を無意識のうちに客観的に評価してたかも。

●病気しても安心なだけの貯えが欲しい。

●不安

●年齢的に体力の限界が近いので７０歳をめどに引退を考えている

●能力、意欲のあるものが働く場所がない社会に問題あり

●能力向上の自己啓発と努力の継続

●農業なので、秋から春まで雪なので暇。その間働きたくても無い。

●配偶者の独立によって今の仕事をするようになったので、本来の自分のしたかった仕事をしているわけではないので
回答がむずかしかった。仕事をしていても常にそういう意識がある。

●漠然としすぎて意味が分からない

●年齢は高くなっても、自分でまだ働けると感じるときには、給料はかなりダウンしても、社会とつながっていたい。

●年齢を重ねてきて、働ける所も限られ不本意な現場で働いておりますが、自分自身が見ていると思うともっと完璧
に！なんて頑張ることにが目標になってきました。人間、働いてなんぼ。

●年齢を重ねるにつれて、仕事することが体力的にきつくなってきた。

●年齢的な事を考えると歳が高くなるにつれて、働くことが厳しい世の中である。

●年齢的にいつ解雇されるか心配

●年齢的に趣味が実益につながる事が理想

●年齢に関係なく働きたい者が働ける環境が必要と考える。現在の環境は年齢制限が多すぎる、問い合わせると定年制
に普及する場合が多い。経験者をもっと活用できる環境が必要と考える。

●年齢に関係なく働く意欲と健康があれば、働く機会を与えられるような社会を作っていくことが大切だと考えてい
る。今の若年者は社会生活や業務遂行能力の点で非常に务っておりこれからの日本社会がどうなるのか非常に危惧して
いる。

●年齢はあって無いようなものやる気で何でも生み出せる



ＲＥＣＲＵＩＴ Works Institute

６０代の就業に関する調査 データ集

101

●労働は時間の切り売り

●労働は生きることだとは思うが、十分働いて燃え尽きたいま、自分のために緩やかな人生を送りたいと思っている。
しかし不本意ながら親の死亡に伴い、事業承継せざるを得なくなって仕方なく働いているので１日も早く解放されたい
と思う。確かに収入はあるが高齢ではそれほどお金はいらないし結局税金に取られてしまうので勤労意欲が湧かない。

●労働基準法で、１週間の労働時間が決められてるのが邪魔である。生活の為にはもっと働きたいのに働けないのは可
笑しな法律だと思う。

●労働人口が減ることが予想される時代の働き方について、老若男女を巻き込んだ議論が必要。

●老後の生活のための仕事だけにしたくない。今の自分ができること、世の中に役に立つことを考えたいと思う。歳を
とっても、若い人のサポートはできるはず。そのためにも、新しい知識を吸収、勉強する必要がある。

●老後は、ゆったりとしたい

●余裕のある老後を送るためには健康と共に有る程度の経済的余裕も必要だ

●来春には、一社辞任をしたい

●来年三月に退職して家内の親と一緒に住むつもりだ

●頼られることを一生懸命やるだけ

●良い経営の後継者が欲しい。

●良い調査と思います

●役に立つ仕事をしたいと思っている

●役員としての収入を得てはいますが、自宅兼事務所なので勤務はしておらず質問の選択肢がなくて困りました。

●有る程度の年齢まで安心して働ける機会やシステムを今後構築して行く必要が有ると思う。その点、企業も政府や公
的機関もまるで当てにならない事に、焦燥感と云うより怒りを感じる。

●有給の今の仕事を辞めてもやっていけるので、ほかのことをしたい。

●遊びまわっていた20代、30歳手前で出版＆広告の制作会社を起こしたが15年後に倒産。2年ほどのブランク後、出版社
を設立しこれも15年後に解散しフリーランスになった。成功と破綻を経験し裕福と貧乏も経験した。いつも社員20人越
えになると駄目にしてしまう。組織作りが下手なのか、組織のトップが重荷なのか、フリーや尐人数での仕事が心地よ
い。今年の10月で65歳になったが、1年ほど前までは将来・未来に向かってパワフルに仕事をしていた。好きな業界での
仕事をずっと続けたいと思っていたのだが、最近、仕事というものに執着力がなくなってきている。一言で言うと、今
の業種を趣味でやって行きたいなんて…、そんな気分になっている。しかし、自分勝手に成功失敗を繰り返してきたた
め蓄えがあまりなく、仕事という収入を計る形は外せないのが現実。仕事・働くとは、収入（金）を得るための作業で
あると一般的に定義されるのだろうが、それだけではちょっと空しいのでは？　なんて思うこのごろ。理想と現実の
ギャップ。高齢になるにつけ仕事の量は減るのが世間の常。金とは関係なく好きな仕事がやれる、仕事ができる喜びを
捨てたくない。財力もあまりないのに、仕事選びは金じゃないよなんて、いまだにこんな感性だから失敗を繰り返して
きたのかも。それでいいんだ！と言い切れないのがジジイの悩みです。

●余り難しく考えたことがなかったので、改めて質問されると考えさせられることありました。

●目先の収入や、楽な仕事、会社知名度に振り回されることなく、中長期的視点に立った、自分を成長させてくれる仕
事への取り組み方を、今の若い人に期待したい。

●目的は何なのか、よく分からん

●目的意識がもてる

●餅は餅屋とはよく言ったものだと思う。若い頃は大会社で社内のことしか分からなりませんでしたが、個人経営に関
わるようになりそれぞれの分野との繋がりで社会がスムーズにいっていると感じます。

●問う内容が多岐に亘っていましたが、皆、適切だったと思います。途中、不快になる設問は全くありませんでした。

●役に立つ間は仕事をしていたい

●民間企業から、地方自治体の仕事に変わってみて官民格差や世の中の多様性（貧富の差や諸々）を実感している。

●民間出の年金受給額限度と官庁出の受給額限度の違うのが納得しがたい。

●夢と絵を掛けるようなビジネスをやってみたい。

●夢と希望を持って生きていくこと。

●夢をもちつつ仕事を続けて行きたいと感じる

●無年金なので働かないとしょうがない

●本来、自分に合った仕事を見つけることが出来れば、仕事は楽しいはずである。苦しいとしか感じられない仕事であ
れば、それはその人に合っていない仕事だ。早いうちに自分の適性や資質を、自覚することが大切である。

●毎日が充実している。

●毎日が瞬くに過ぎていくが、こういったアンケートがあると、いったん立ち止まって自分の現在やや将来を考えるい
い機会になる。今後も前向きにすすんで行こうという気持ちがわいてくる。

●毎日を楽しく生きてます。

●毎日充実した日々である

●万事、自分の義務を果たすことが大事。そこに本当の自由があるんだけども、分かってくれる人がホント尐ない。

●本調査については設問の意味の判断に難しいところが多かった。

●本調査はたまたま自問自答してる内容の事柄でした。

●本当のことをいえばもう日本はだめでしょう

●本当の仕事でなくてすみません。ですが働くことの意味の大きさをつくづく感じます。
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