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学習・自己啓発・訓練について」

▼ここでいう「学習・自己啓発・訓練」とは
個人の自由時間を活用して，知識・教養を高めるため，転職・就職のため，
あるいは現在の仕事に役立てるためなどの目的で行うものをいいます。
単に趣味・娯楽としてのお茶，お花，絵画，写真，俳句，楽器演奏，料理，
読書などは「学習・自己啓発・訓練」に含めません。

★
「学習・自己啓発・訓練」
の内容は，22 ページの
「内容例示」を参考にして
ください。

▼ここで除く「学業」とは
調査事項の「５ 教育」でいう「学校」に通学している在学者の学業をいいます。

▼ここで除く「職場研修」には
職場内研修のみならず，大学等各種施設・機関への職員派遣などの職場外研修も含めます。

この１年間に１日もしなかっ
た場合を含め，０から８の
数字から選びます。
必ずすべての内容について
記入してください。

（２）どのような目的で
しましたか

◇仕事につくため
････転職・就職のためにし
た場合をいいます。

◇現在の仕事に役立てるため

この１年間にまったくしなかった
場合は，０を記入してください。

(１) で１～８を記入した
場合は，(２）
，
（３）の当て
はまるものすべてに記入し
てください。

SA

････仕事に役立てるためや
現在の仕事で必要な技術・
資格取得のため（仕事とし
て行うものや職場研修は除
く。
）にした場合をいいます。
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（１）この１年間に
何日ぐらいしましたか

（３）どのような方法でしましたか

◇通信教育・・・・・・・・・・・・・・・・ここでいう「通信教育」からは，高校・大学等の教育課程のものを除きます。
◇各種学校・専修学校・・・・・・・・・・・英会話学校などの各種学校，専修学校をいいます。ただし，高等学校，短期大学，大学
などの卒業に相当する資格が得られるものを除きます。
◇ハローワークを通じた職業訓練など・・・・ハローワークを通じて申し込む公的な職業訓練をいいます。また，訓練を行った場所が
公的な場所でなくても，ハローワークを通じて申し込んだものはここに含めます。
◇その他・・・・・・・・・・・・・・・・・いずれにも当てはまらない場合で，例えば，個人教授の先生につく場合などをいいます。

６

「

「20 ボランティア活動について」
▼ここでいう「ボランティア活動」とは
以下の要件を満たすものをいいます。
①自発性･････自らの意思に基づく行動
②貢献性･････他の人々や社会の福利の向上を目的とした行動
③無償性･････労働の対価（報酬，賃金など）を目的としない行動

★
「ボランティア活動」の内容は，
22 ページの「内容例示」を参考
にしてください。

ただし，以下の活動は，ここでいう「ボランティア活動」に含みません。
〔宗教活動，政治活動，消費者運動，市民運動，権利主張や政策提言型の運動〕
・活動のために交通費など，実費程度の金額の支払いを受けても報酬とみなさず，その活動はボランティア活動
に含めます。
・ボランティア団体が開催する催物などへの単なる参加は，個人の楽しみとしての「趣味・娯楽」，「スポーツ」
などに当たり，「ボランティア活動」には含めません。
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この１年間にまったくしなかった
場合は，０を記入してください。

この１年間に１日もしなかっ
た場合を含め，０から８の
数字から選びます。
必ずすべての活動について
記入してください。

（２）１日当たり何分ぐらい
しましたか

SA

(１) で１～８を記入した場合は，
(２）以降も記入してください。
なお，
（３）については，当てはまる
ものすべてに記入してください。

平均時間を右づめで記入
してください。
平均時間がわからない場合は，
直近に行った際の時間を記入
してください。

（３）団体などに加入して行っていますか

◇ボランティアを目的とするクラブ・サークル，市民団体など
・・・・・・・・・ 日赤奉仕団（自治会，町内会と一体の機能を持っている場合を除く。），ライオンズクラブ，大学の
ボランティアサークルなどをいいます。
◇地域社会とのつながりの強い町内会などの組織
・・・・・・・・・・ 町内会，老人クラブ，青年団，自治会，婦人会など地域社会とのつながりの強い団体で，ボランティア
を主たる目的としない団体をいいます。
◇その他の団体・・・・ ボランティアを主たる目的としない団体で，ＰＴＡなどをいいます。
◇加入しないで行っている
・・・・・・・・ 団体などに加入せず個人で行っている場合や国から民生委員，児童委員，保護司，行政相談委員などに
委嘱されている場合は「加入しないで行っている」とします。

７

４ページ
調査票

（１）この１年間に何日
ぐらいしましたか

調査票５ページ▶「21 スポーツ 趣味・娯楽について ] ～「22 旅行・ 行
▼ここでいう「スポーツ」とは
個人の自由時間の中で行うものをいいます。
・スポーツを職業とする人（いわゆるプロスポーツ選手）は，自分の職業
とは関係がない種目のスポーツを行った場合のみ含めます。

○この１年間に 1 日もしなかった場

について，必ず０～８の数字を記入

例えば，プロ野球の選手がゴルフを行った場合は，ゴルフを「した」に
含めます。

▼ここでいう「趣味・娯楽」とは
個人の自由時間の中で行うものをいいます。
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・「スポーツ観覧」，「美術鑑賞」，「演芸・演劇・舞踊鑑賞」，「映画館での
映画鑑賞」，
「音楽会などによるクラシック音楽鑑賞」および「音楽会な
どによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞」は，競技場・劇場などへ出かけ
て観覧・鑑賞した場合に「した」とします。

・「スポーツ観覧」および「○○鑑賞」とあるもの以外は，単に見たり，
聴いたりするのではなく自分で行った場合に「した」とします。

●ここでいう「旅行・行楽」には，業務出張・研修，修学旅行，ボラン

SA

ティア活動に参加するための旅行は含みません。また，これらのついでに
観光旅行をした場合も含みません。
▼「旅行」とは

１泊２日以上にわたるすべての旅行をいいます。したがって，日帰りの
旅行は含めません。

◇観光旅行･･･名所・旧跡などの見物・見学旅行，職場やサークルの旅行，
つり，ぶどう狩り，登山，ハイキング，スキー，海水浴の

１回以上した場合は，（２）にも記入

ための旅行や湯治などの，見物，見学，休養，慰安，親睦，

してください。

スポーツなどを目的とした１泊２日以上の旅行をいいます。

なお，（２）については，当てはまる
ものすべてに記入してください。

◇帰省・訪問などの旅行
･･･････････ついでに観光旅行をした場合も含めます。
▼「行楽」とは
日常の生活圏を離れ，見物，見学，休養，慰安，親睦，スポーツなどを
目的として半日以上かけて行うものをいい，夜行日帰りも含めます。

8

・ 行楽について」
◇野球･･･････････････キャッチボール，バッティングセンターでのバッティングも
含めます。

た場合を含め，すべての種目

◇バレーボール･･･････コートを使わない場合も含めます。

を記入してください。

◇バスケットボール･･･少人数で行う場合（スリーオンスリーなど）も含めます。
◇サッカー･･･････････少人数で行う場合（フットサルなど）も含めます。
◇テニス･････････････コートを使わない場合（壁打ちなど）も含めます。
◇ゴルフ･････････････ゴルフ練習場で行った場合も含めます。
◇水泳･･･････････････海水浴などで，まったく泳がなかった場合は除きます。
◇ウォーキング・軽い体操
･･･････････････････本人が運動として意識して行っている場合をいいます。本人が
運動として意識して行っていれば，犬との散歩やラジオ体操も
含めます。
◇器具を使ったトレーニング
･･･････････････････なわとび，ダンベルなどの器具を使って行う場合をいいます。

合気道
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◇その他のスポーツ･･･この１年間に調査票の種目以外でしたものがある場合は，
おもな種目名を一つ記入してください。

･･･････････････････歌手などのコンサートやライブに行った場合も含めます。
◇楽器の演奏･････････曲の和・洋を問わず，楽器の演奏をした場合をいいます。
ただし，日本古来の楽器の演奏は「邦楽」とします。

◇洋舞・社交ダンス･･･フラダンス，フォークダンス，ジャズダンス，バレエも含めます。
◇詩・和歌・俳句・小説などの創作
ジグソーパズル

･･･････････････････日記（インターネットを利用して行うものを含む）も含めます。
◇趣味としての読書･･･漫画・コミックも含めます。
◇囲碁

◇将棋･･･････パソコンやインターネットを利用して行うものを含めます。

SA

◇テレビゲーム・パソコンゲーム

･･･････････････････家庭で行うもののほか，スマートフォンなどで行うゲームも
含めます。

◇その他の趣味・娯楽
･･･････････････････この１年間に調査票の種目以外でしたものがある場合は，
おもな種目名を一つ記入してください。

▼この１年間に行った回数が１～９回の場合は
記入枠に，それぞれの回数を記入します。
（例）３回した場合は「３」と記入します。
６回した場合は「６」と記入します。
▼この１年間に行った回数が１０回以上の場合は
一律に「10」と記入します。
（例）15 回した場合は「10」と記入します。
○回数は右づめで記入してください。
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◇音楽会などによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞

調査票５ページ▶「23

スマートフォン・パソコンなどの使用について」

スマートフォン・パソコンのほか，携帯電話，
ここでいう
タブレット型端末（液晶ディスプレイなどの
「スマートフォン・ 表示部分にタッチパネルを搭載し，指で操作
パソコンなど」とは する板状の携帯情報端末）を含みます。

ここでいう
「使用」とは

ゲーム機や携帯音楽プレイヤーは含みません。

①実際の使用状況（第１日の例）

３時

９時

０時

断続した使用の合計時間
10分×３回＝30分

スマートフ ォンで
音 楽鑑賞
（20分）

午後
６時

３時
メールの送信と
確認にかかった時間
２ 分＋ １ 分＝ ３ 分
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０時

午前
６時

家族への
家族からの
メールの送信 メールの確認

友人とチャット でやりとり
（30分）

SA

（２ 分）

（１ 分）

●「その他の使用」

ニュースの閲覧， 資格取得
のための学習， 料理のための
レシピ検索， 株価のチェックな
ど， 他の区分に当てはまらな
い目的で使用した場合に記入
してください。

○○

２

10

○

△

３

」

指定された第１日と第２日の使用について記入してください。
・ 学業，仕事以外の目的で使用し
た場合をいいます。
・ インターネット接続により得る
サービスの使用をいいます。

● ここでいう「使用」に含まない例
● 学業を目的として使用した場合
学校での授業，自宅での予習・復習での使用
など
※ただし，個人の自由時間を活用した，知識・
教養を高めるなどの目的で行う，学習・自己
啓発・訓練のための使用は，「その他の使用」
に含めます。

９時

12時

ネット ショッピング
（50分）

● 仕事を目的として使用した場合
職場での仕事，自宅に持ち帰っての仕事，
移動中の取引先への連絡，職場研修での
使用 など

○

SA

● インターネットに接続せずに使用した場合
たとえば，電卓，メモ帳，スケジュール管理
機能などでインターネットに接続せず使用し
ている場合
※ただし，インターネット接続により入手した
アプリや音楽などを使用している場合は，
「使用」に含みます。

②合計の使用時間（第１日の例）

１日の使用時間を，下の０～５の数字から選んで記入してください。

△△

△

①の使用状況の例では，
・友人とチャットでやりとり･･30 分
・スマートフォンで音楽鑑賞･･20 分
・家族へのメールの送信･･････２分
・家族からのメールの確認･･･････１分
・ネットショッピング･･･50 分
３

メールの返信を待っている
時間など，実際に使用して
いない時間は「合計の使用
時間」に含めません。

合計103分＝1 時間43分なので，「1 ～ 3 時間未満」の「２」を
記入します。
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