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【資料】

No.

ネットカフェ等のオールナイト利用者アンケート

○ アンケートへの回答結果は統計的に処理され、個人が特定されることは一切あ

りませんので、ありのままを記入してください。

○ アンケートを受ける者１人につき、１部を記入してください。

○ 回答方法は、特に指定のない限り、該当する項目の数字を○で囲んでください。

平成19年6～7月

調査員 調査日時 市区町村名 地区名 店舗名

名称

コード
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フェイスシート

ネットカフェ・マンガ喫茶などをオールナイトで利用する頻度はどのくらい問Ａ

ですか。

週５日程度以上１．

週に3～4日程度２．

週に１～2日程度３．

月に1～2回程度４．

たまに５．

今回はじめて６．

ネットカフェ・マンガ喫茶などをオールナイトで利用する主な理由として、問Ｂ

次の中から最も近いものを一つ選んでください。

（注：なお以下の選択肢における「住居」とは、ふだん帰る自宅やアパート、

会社の寮・住込み先などをいい、遠い実家は含みません ）。

今回のアン１． パソコン・ゲーム・漫画等をオールナイトで利用するため

（帰るのがおっくうな） ケート調査は２． 遊び等で夜遅くなり「住居」に帰れない ため

終わりです。３． 仕事等で夜遅くなり（又は朝が早く)「住居」に帰れない

（帰るのがおっくうな） ありがとうごため

ざいました。４． 現在旅行(又は出張）中であり、宿がわりに利用

（ちかぢか帰る予定）５． 「住居」に帰りたくない事情があるため

６． (Ｑ１へ)「住居」に帰りたくない事情があるため（当分の間帰らない）

よろしければ、その具体的理由を教えてください

７． (Ｑ１へ)現在「住居」がなく、寝泊まりするために利用
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アンケートシート

性別Ｑ１

男 女１． ２．

年齢Ｑ２

19歳以下 20～24歳 25～29歳 30～34歳１． ２． ３． ４．

35～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳以上５． ６． ７． ８．

ネットカフェ・マンガ喫茶などのほかに、寝泊まりするためにどんな場所を利Ｑ３

用していますか。よく利用するものに「○ 、たまに利用するものに「△」を付け」

てください。( 以外複数回答可能）12．

ビジネスホテル・旅館１．

カプセルホテル２．

簡易宿泊所（ドヤ）３．

サウナ４．

カラオケ店５．

ファーストフード店６．

その他の飲食店７．

路上（公園・河川敷・道路・駅舎等の施設）８．

友人の家などに泊めてもらう９．

夜は起きていて昼に図書館などで寝る10．

その他（ ）11．

ネットカフェ・マンガ喫茶以外にはない12．

問Bでフェイスシートの

とした者は→Ｑ７「６．「住居」に帰りたくない事情があるため（当分の間帰らない）」

とした者は →Ｑ４「７．現在「住居」がなく、寝泊まりするために利用」
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「住居」がなくなったのは、主にどんな理由によりますか。次の中から一つ選Ｑ４

んでください。

仕事を辞めて家賃等を払えなくなったため１．

仕事を辞めて寮や住み込み先を出たため２．

仕事は続けているが、生活費がかさんで家賃等を払えなくなったため３．

借金などのトラブルがあったため４．

家族との関係が悪く 「住居」を出たため５． 、

家族との関係が悪いわけではないが 「住居」を出たかったため６． 、

友人等と同居していたが、居づらくなりその家・部屋を出たため７．

その他８．

なくなった「住居」があった場所はどこですか。Ｑ５

現在、寝泊まりしているネットカフェ等と同じ市区町村１．

現在、寝泊まりしているネットカフェ等と同じ都道府県内の別の市区町村２．

、 （ ）３． 現在 寝泊まりしているネットカフェ等と異なる都道府県の市区町村 通勤圏内

、 （ ）４． 現在 寝泊まりしているネットカフェ等と異なる都道府県の市区町村 通勤圏外

実家など、住むところとして最後に頼れる場所がありますか。Ｑ６

ある１．

ない２．

「住居」がなくなってから（又は「住居」に帰らなくなってから）の期間はどＱ７

のくらいですか。

1か月未満 1か月～3か月未満 3か月～6か月未満１． ２． ３．

6か月～１年未満 1年～3年未満 3年～5年未満４． ５． ６．

5年～10年未満 10年以上７． ８．
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「住居」を確保することについて、あてはまるものはどれですか。Ｑ８

「住居」を確保したいと思わない１．

「住居」を確保したいが、具体的な活動・努力 はしていない２． （貯蓄など）

「住居」を確保するための具体的な活動・努力 をしている３． （貯蓄など）

「住居」を確保することに関して、相談窓口や正確な情報が得られる機会が欲Ｑ９

しいと思いますか。

はい いいえ１． ２．

「住居」を確保することに関して、何が問題になっていますか。次の中からあＱ10

てはまるものを全部あげてください。( 以外複数回答可能）７．

アパート等の入居に必要な初期費用（敷金等）をなかなか貯蓄できない１．

アパート等の入居に必要な保証人を確保できない２．

アパート等に入居しても家賃を払い続けるための安定収入が無く不安３．

家賃や光熱費がもったいないので苦労してアパート等へ入居する気になれない４．

住み込み可能な求人や社員寮のある会社の求人が見つからない５．

その他（ ）６．

特に問題になることはない７．

もし、ネットカフェや漫画喫茶などがなかった場合、寝泊まりする場所をどうＱ11

していたと思いますか。次の中から最も可能性が高いと思うものを一つ選んでく

ださい。

宿泊施設（ビジネスホテル・旅館・カプセルホテル・簡易宿泊所（ドヤ）等）１．

で寝泊まりしていた

ネットカフェ・漫画喫茶等以外の深夜営業店舗（サウナ・カラオケ店・ファースト２．

フード店・その他飲食店等）を利用して寝ていた

路上（公園・河川敷・道路・駅舎等の施設）で寝ていた３．

友人の家などに泊めてもらっていた４．

夜は起きていて昼に図書館などで寝ていた５．

努力して前の「住居」を失わないようにしていた６．

努力して新しい「住居」を確保していた７．

その他（ ）８．
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ふだん、仕事をしていらっしゃいますか。次の中から一つ選んでください。Ｑ12

１． (Ｑ13へ)生計をたてるための仕事をしている

２． (Ｑ13へ)家族の収入を補助するための仕事をしている

３． (Ｑ16へ)ふだん仕事をしていない（仕事を探している）

４． (Ｑ18へ)ふだん仕事をしていない（仕事を探していない）

今回のアンケート調５． 学生（学生アルバイトを含む）

査は終わりです。あり

がとうございました。

現在の仕事の形態は次のどれにあてはまりますか。次の中から一つ選んでくだＱ13

さい。

正社員１．

派遣労働者（１日ごとの有期雇用）２．

派遣労働者（２日以上～１か月未満の有期雇用）３．

派遣労働者（１か月以上の有期雇用）４．

派遣労働者（雇用期間の定めなし）５．

派遣以外のアルバイト・パート・契約社員等（１日ごとの有期雇用）６．

派遣以外のアルバイト・パート・契約社員等（２日以上～1か月未満の有期雇用）７．

派遣以外のアルバイト・パート・契約社員等（１か月以上の有期雇用）８．

派遣以外のアルバイト・パート・契約社員等（雇用期間の定めなし）９．

自営業・自由業・フリーランス10．

現在の仕事の職種は次のどれに当てはまりますか。次の中から主なものを一つＱ14

選んでください。

事務・ＩＴ関係１．

製造関係２．

運転・運搬・倉庫関係３．

警備関係４．

建設関係５．

清掃関係６．

医療・介護関係７．

営業関係８．

販売関係９．

飲食店関係10．

その他の接客・サービス関係11．

その他（ ）12．
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より安定した仕事への転職をするために、求職活動をしていますか。Ｑ15

１． (Ｑ16へ)具体的な求職活動をしている

２． (Ｑ17へ)今は求職活動をしていないが、今後求職活動をする予定

３． (Ｑ18へ)今も求職活動をしていないし、今後も求職活動をする予定はない

求職活動においてハローワークを利用していますか。( 以外複数回答可能）Ｑ16 ３．

ハローワークで求人情報を探している１．

ハローワークで職業相談・職業紹介を受けている２．

ハローワークを利用していない３．

求職活動において、今後具体的にどんな支援を希望しますか。次の中からあてＱ17

はまるものを全部あげてください。( 以外複数回答可能）５．

ハローワークで職業相談・職業紹介を受けたい１．

求人情報が欲しい２．

職業訓練を受けたい３．

その他４．

特に支援はいらない５．

求職活動をする上で（又はしようとする上で 、何が問題になっていますか？Ｑ18 ）

あてはまるものを全部あげてください （ 以外複数回答可）。 ８．

求人条件の年齢があわない１．

職歴・技能等が不十分２．

希望する条件の仕事がない３．

就職・転職活動をする時間的余裕がない４．

日払いでないと生活費が続かない５．

現在、履歴書に書く住所がない６．

その他７．

特に問題になることはない８．
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収入は１か月にいくらぐらいになりますか（ここ３か月ぐらいの平均 。Ｑ19 ）

（ ）内にあてはまる数を記入してください。

（注：整数または小数の場合は小数点以下1位までで記入）

約（ ）万円

毎月の支出は平均していくらぐらいになりますか（ここ３か月ぐらいの平均 。Ｑ20 ）

次の各項目について（ ）内に当てはまる数を記入してください。

（注：整数または小数の場合は小数点以下1位までで記入）

約（ )万円(1) 食費

約（ )万円(2) 寝泊まりのための費用（ネットカフェ等の利用料を含む）

約（ )万円(3) 衣服・日用品や理美容・浴場など生活必需項目

約（ )万円(4) 携帯電話代

約（ )万円(5) 娯楽（飲酒・ギャンブル・ゲーム・雑誌などを含む）

現在借金がありますか。ある場合は、総額でどのぐらいになりますか。Ｑ21

（注：ない場合は0と記入）（ ）内にあてはまる数を記入してください。

約（ ）万円

最後に卒業（又は中退）した学校は次のどれですか。Ｑ22

中学卒業１．

高校中退２．

高校卒業３．

短大・高専・専門学校中退４．

短大・高専・専門学校卒業５．

大学中退６．

大学卒業７．
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これまで、正社員として勤務した経験がありますか。ある場合、その期間は合Ｑ23

計でどのくらいですか。

正社員の経験はない １年未満 １年～３年未満１． ２． ３．

３年～５年未満 ５年～10年未満 10年以上４． ５． ６．

（注：現在、保険料を支払っている場合をＱ24 雇用保険・社会保険に加入していますか。

「加入」とします ）。

(1) 雇用保険 加入している よくわからない 加入していない１． ２． ３．

(2) 医療保険 「健康保険」に加入 「国民健康保険」に加入１ ２． ．

よくわからない 加入していない３． ４．

(3) 年金 「厚生年金」に加入 「国民年金」に加入１ ２． ．

よくわからない 加入していない３． ４．

困ったことや悩み事を相談できる人がいますか。次の中からあてはまるものをＱ25

全部あげてください （ 以外複数回答可）。 ７．

親１．

兄弟・親せき２．

友人３．

知人・知り合い４．

職場の同僚５．

その他（ ）６．

相談できる人はいない７．

将来の生活に対してどんな気持ちを持っていますか。 次の中から最も近いもＱ26

のを一つ選んでください。

やりたいことなど将来の希望や目標があるので、がんばることができる１．

いずれどうにかなると思うので、将来はあまり不安ではない２．

将来のことは考えないようにしている３．

将来のことが、漠然と不安４．

将来のことが、とても不安５．



60

今、一番困っていることはどんなことですか （自由記述）Ｑ27 。




