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※各設問についての具体的なご意見等ありましたら【問５】の自由記載欄へお書き下さい。 
＝回答欄＝ 

(Ａ) 勤務先所在地（都道府県名を記入して下さい） (Ａ) 

(Ｂ) 労働組合：①加入 ②未加入 (Ｂ) 

(Ｃ) 親睦会（事務員会）：①加入 ②未加入 (Ｃ) 

(Ｄ) 職場：①法律 ②会計(税理士) ③司法書士 ④執行官室 ⑤公証役場 ⑥公認会計士 ⑦行政書士    (Ｄ) 

      ⑧特許 ⑨弁護士会 ⑩税理士会 ⑪司法書士会 ⑫法テラス ⑬その他（       ） 

(Ｅ) 性別：①男 ②女 (Ｅ) 

(Ｆ) 年齢：①20歳未満 ②20～25歳未満 ③25～30歳未満 ④30～35歳未満 ⑤35～40歳未満  (Ｆ) 

      ⑥40～45歳未満 ⑦45～50歳未満 ⑧50～55歳未満 ⑨55～60歳未満 ⑩60歳以上 

(Ｇ) 勤続年数：あなたは、2017年末で勤続何年になりますか。 (Ｇ) 

(Ｈ) 勤務形態：①正規職員 ②パート ③アルバイト ④派遣職員 ⑤有期雇用職員 ⑥その他（     ） (Ｈ) 

(Ｉ) 事務所規模・雇用主人数：①１名 ②2～3名 ③4～5名 ④6～9名 ⑤10～20名 ⑥20名以上 (Ｉ) 

(Ｊ)  同上 ・事務職員人数：①１名 ②2～3名 ③4～5名 ④6～9名 ⑤10～20名 ⑥20名以上 (Ｊ) 

 

問１ あなたの収入についてお聞きします。(※各区分は以上～未満) 問１ 

(1) あなたの現在の賃金（給料）は月額いくらですか。(単位：万円 通勤手当を除く総支給額） 

0     5     10     15    20    25    30     35    40    45     50 ～  (1) 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 

(2) あなたの2016年の年収はいくらでしたか。(単位：万円 通勤手当を除く総支給額) 

①100未満 ②100～125 ③125～150 ④150～175 ⑤175～200 ⑥200～225 ⑦225～250 (2) 

⑧250～275 ⑨275～300 ⑩300～350 ⑪350～400 ⑫400～450 ⑬450～500 ⑭500～550 

⑮550～600 ⑯600～650 ⑰650～700 ⑱700～800 ⑲800～900 ⑳900～1000 ○211000～ 

(3) あなたは2017年に賃金の引上げがありましたか。 

①あった ②なかった ③引下げられた ④交渉中 ⑤分からない                    (3) 

  賃金の引上げがあった場合はその引上げ額を、正規職員など月給制の方は月額欄(年俸制の方は    月額 

月額に換算)、パートなど時給の方は時給欄に記入して下さい。賃下げの場合はマイナスの金額を 時給 

記入してください。（例月額5000円、時給50円、－3000円）   

(4) あなたの年収は、前年と比較してどう変化しましたか。                                       (4) 

①増えた ②減った ③変わらない ④分からない   

問２ 生活実感についてお聞きします。 問２ 

(1) あなたの現在の毎月の家計収支はどうなっていますか。 

①毎月赤字になっている ②時々赤字になっている                                         (1) 

③赤字にはなっていないが、ぎりぎりの生活だ ④まだ余裕がある ⑤わからない 

(2) あなたは、いまの生活を改善するためにいくらの賃金引上げが必要だと感じていますか。月額で   (2) 

の引上げ額を記入して下さい（単位：円）。 

問３ あなたの職場環境（法令遵守度）および働きやすさについてお聞きします。           問３ 

(1) 労働条件は明示されていますか。                                          

  ①はい  ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）    (1) 

(2) 有給休暇はとりやすいですか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）    (2) 

(3) 昼休み休暇はとりやすいですか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）    (3) 

(4) サービス残業（不払い残業）はありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）    (4) 

 

年      月 
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(5) 健康診断は定期受診していますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）    (5) 

(6) メンタルヘルス（精神的疾患）に対する不安はありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）    (6) 

(7) 雇用主の公私混同（私事を頼まれる）はありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）      (7) 

(8) セクハラ（セクシャルハラスメント）はありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）      (8) 

(9) パワハラ（パワーハラスメント）はありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）    (9) 

(10) 一方的な労働条件の変更はありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）      (10) 

(11) ことあるごとに解雇をちらつかせることはありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）     (11) 

(12) 入所後、3年以内にやめる離職率は高いですか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）     (12) 

(13) 労働条件の引き下げに対する不安はありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）      (13) 

(14) 雇用の継続に対する不安はありますか。 

  ①はい ②いいえ ③どちらともいえない・その他（                ）      (14) 

問４ あなたの職場の改善要求についてお聞きします。                                            

(1) 職場の労働条件のうち改善したいものを、重視しているものから「４つまで」選んで下さい。     問４ 

①賃金の引き上げ ②手当の拡充  

③一時金（賞与）の支給              ④社会保険（健康保険・厚生年金）への加入    (1) 

⑤労働保険への加入             ⑥勤務時間の短縮  

⑦完全週休２日制の実施           ⑧有給休暇の完全取得・増加 

⑨残業を減らす               ⑩残業代の支払い 

⑪人員の増加                ⑫(退職等による)欠員の補充 

⑬リフレッシュ休暇の実施          ⑭退職金制度の確立 

⑮育児休業制度の確立            ⑯有給による育児時間制度の確立 

⑰介護休暇制度の確立            ⑱看護休暇制度の確立 

⑲生理休暇の確立              ⑳産前・産後休暇制度の確立 

㉑男女差別をなくす             ㉒セクハラの防止 

㉓パワハラの防止              ㉔定期健康診断の実施 

㉕業務研修制度の確立            ㉖定年の延長 

㉗定年後の雇用確保と労働条件の拡充     ㉘正規職員で働きたい 

㉙正規職員との賃金・労働条件格差の是正   ㉚メンタルヘルス・ケア 

㉛退職勧奨などの雇用不安          ㉜就業規則の整備・拡充 

㉝その他（                                                                  ） 

問５ 【自由記載欄】 職場や地域での問題や全法労協、労働組合に対するご意見、ご要望などをご自由にお書き下さい。

日弁連･弁護士会･日税連･税理士会･日司連･司法書士会･執行官連盟などの関係業種団体や裁判所･税務署･法務局･市

町村役場などに対するご意見、ご要望でも結構です。書ききれないときは、別の用紙にお書き頂き同封ください。 

                                                               

                                                               

                                                       

                                                               

                                                       

                                                       

                                                    

                                                                                                       

ご協力ありがとうございました。今後定期的に資料等の送付を希望される方は下欄にご記入下さい。 

〔送付先〕                     〔お名前〕                        


