
奈良県(ならけん)をよりよくするための 
 

 

 

 

 

 

みなさまには、日頃(ひごろ)から県政(けんせい)の発展(はってん)にご理解(りかい)

とご協力(きょうりょく)をいただき、厚(あつ)くお礼(れい)申(もう)しあげます。 

さて、奈良県(ならけん)では、県内(けんない)で働(はたら)く外国人(がいこくじん)

のみなさまが、奈良 (なら)の魅力（みりょく）や生活（せいかつ）についてどのよう

に感(かん)じておられるのかを把握(はあく)し、今後(こんご)施策(せさく)を考(かん

が)えるうえでの大切(たいせつ)なデータとするため、アンケート調査(ちょうさ)を行

(おこな)うことといたしました。 

お手数(てすう)ではございますが、ぜひご協力(きょうりょく)くださいますようお願

(ねが)い申(もう)しあげます。 

 

２０１９年(ねん)１０月(がつ) 奈良県 (ならけん) 

 

働(はたら)くことに関(かんする)する調査(ちょうさ) 

ご協力(きょうりょく)のお願(ねが)い 

ご回答(かいとう)にあたって 

・ご回答(かいとう)は無記名(むきめい)でお願(ねが)いするとともに、ご回答(かい

とう)いただいた内容(ないよう)は統計(とうけい)として利用(りよう)いたしま

すので、みなさま個人(こじん)のお名前(なまえ)やご意見(いけん)が特定(とく

てい)されることはありません。 

・設問(せつもん)ごとに（１つに○）、（３つに○）などそれぞれ指定(してい)され

ていますので、お間違(まちが)えのないようお願(ねが)いします。 

・アンケートには、２０１９年１０月１日時点（じてん）の現状（げんじょう）に

ついてお答（こた）えください。 

・ご記入(きにゅう)いただいた調査票(ちょうさひょう)は、同封(どうふう)の返信

用封筒(へんしんようふうとう)にて、 

２０１９年１１月２９日（金曜日）までに郵便(ゆうびん)ポストにいれて

ください（切手(きって)は不要(ふよう)です）。 

この調査(ちょうさ)についてご不明(ふめい)なことなどがございましたら、下記

(かき)へ電話 (でんわ)してください。 

奈良県産業・雇用振興部雇用政策課 

(ならけんさんぎょうこようしんこうぶ こようせいさくか) 

ＴＥＬ：０７４２－２７－８８１２  

担当(たんとう)：度會（わたらい）、木下(きのした) 



１．来日理由(らいにちりゆう)について                            

【Ｑ１】日本(にほん)に働(はたら)きに来(き)た理由(りゆう)を教(おし)えてください。 

（２つまで〇） 

１． 日本文化(にほんぶんか)に興味(きょうみ)があったから 

２． 母国(ぼこく)で日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)していたから。 

３． 日本(にほん)の生活(せいかつ)が魅力的(みりょくてき)だったから 

４． 給料(きゅうりょう)が高(たか)いから 

５． 日本(にほん)で技術(ぎじゅつ)や知識(ちしき)を得(え)たいから 

６． 過去(かこ)に日本(にほん)に留学(りゅうがく)に来(き)ていたから 

７． その他(た)(                             ) 

                                             

【Ｑ２】奈良県(ならけん)に働(はたら)きに来(き)た理由(りゆう)を教(おし)えてください。 

    （２つまで〇） 

１． 奈良文化(ならぶんか)に興味(きょうみ)があったから 

２． 母国(ぼこく)で日本語(にほんご)を勉強(べんきょう)していたから 

３． 奈良(なら)の生活(せいかつ)が魅力的(みりょくてき)だったから 

４． 給料(きゅうりょう)が高(たか)いから 

５． 奈良(なら)でしか得(え)られない技術(ぎじゅつ)や知識(ちしき)を得(え)たいから 

６． 奈良(なら)の会社(かいしゃ)を紹介(しょうかい)されたから 

７． 知(し)り合(あ)いが奈良(なら)で働(はたら)いていて安心(あんしん)だから 

８． その他(た)(                              ) 

                                             

【Ｑ３】今(いま)の会社(かいしゃ)で働(はたら)くことになった理由（りゆう）を教(おし)えてく

ださい。 

（１つに〇） 

１． 自分(じぶん)で見(み)つけた 

２． 母国(ぼこく)で紹介(しょうかい)された 

３． 大学(だいがく)で紹介(しょうかい)された 

４． 友人(ゆうじん)の誘(さそ)い 

５． ＳＮＳ 

６． ハローワークで紹介(しょうかい)された 

７． その他(た)(                              ) 

                                             

 

 

 

 

 



２．働(はたら)くことについて                                

【Ｑ４】働(はたら)いている会社(かいしゃ)は、働(はたら)くうえで、また日常生活(にちじょう 

せいかつ)の困(こま)りごとで、あなたをフォローしてくれますか。(１つに〇) 

１． はい   ⇒ Ｑ５、７へ 

２． いいえ  ⇒ Ｑ６、７へ 

                                             

【Ｑ５】Ｑ４で｢１．はい｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

    それはどんなフォローですか。（２つまで〇） 

１． 通訳(つうやく)をつけてくれる 

２． 家(いえ)やスマートフォンの契約(けいやく)、病院(びょういん)の紹介(しょうかい)な 

どの日常生活(にちじょうせいかつ)のサポートをしてくれる 

３． 仕事中(しごとちゅう)や仕事外(しごとがい)で日本語教育(にほんごきょういく)を 

 してくれる 

４． 衣食住(いしょくじゅう)を提供(ていきょう)してくれる 

５． 市役所(しやくしょ)などで必要(ひつよう)な手続(てつづ)きを助(たす)けてくれる 

６． 困(こま)ったときに相談(そうだん)しやすい 

７． その他(た)(                            ) 

                                             

【Ｑ６】Ｑ４で｢２．いいえ｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

    どんなフォローを受けたいですか。（２つまで〇） 

１．  通訳(つうやく)をつけてほしい 

２． 家(いえ)やスマートフォンの契約(けいやく)、病院(びょういん)の紹介(しょうかい) 

などの日常生活(にちじょうせいかつ)のサポートをしてほしい 

３． 仕事中(しごとちゅう)や仕事外(しごとがい)で日本語教育(にほんごきょういく)を 

   してくれる 

４． 衣食住(いしょくじゅう)を提供(ていきょう)してほしい 

５． 市役所(しやくしょ)などで必要(ひつよう)な手続(てつづ)きを助(たす)けてほしい 

６． 困(こま)ったときに相談(そうだん)しやすい 

７． その他(た)(                            ) 

                                             

【Ｑ７】今(いま)の会社(かいしゃ)で働(はたら)き続(つづ)けたいですか。(１つに〇) 

１． はい   ⇒ Ｑ８、１０へ 

２． いいえ  ⇒ Ｑ９、１０へ 

                                             

 

 

 

 



【Ｑ８】Ｑ７で｢１．はい｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

    今(いま)の会社(かいしゃ)で働(はたら)き続(つづ)けたい理由(りゆう)を教(おし)えて 

ください。（２つまで〇） 

１． 給料(きゅうりょう)が高(たか)いから 

２． 人間関係(にんげんかんけい)が良(よ)いから 

３． 休日(きゅうじつ)が多(おお)いから 

４． 技術(ぎじゅつ)や知識(ちしき)を得(え)られるから 

５． 職場(しょくば)や日常生活(にちじょうせいかつ)でフォローしてもらえるから 

  ６． その他(た)(                                ) 

                                             

【Ｑ９】Ｑ７で｢２．いいえ｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

    今(いま)の会社(かいしゃ)で働(はたら)き続(つづ)けたくない理由(りゆう)を教(おし) 

えてください。（２つまで〇） 

１． 給料(きゅうりょう)が安(やす)いから 

２． 人間関係(にんげんかんけい)が悪(わる)いから 

３． 休日(きゅうじつ)が少(すく)ないから 

４． 技術(ぎじゅつ)や知識(ちしき)を得(え)られないから 

５． 職場(しょくば)や日常生活(にちじょうせいかつ)でのフォローが十分(じゅうぶん)で  

ないから 

６． 独立(どくりつ)したいから 

７． 母国(ぼこく)に帰(かえ)りたいから 

８． その他(た)(                                ) 

                                            

【Ｑ１０】奈良県内(ならけんない)で働(はたら)き続(つづ)けることができれば働(はたら)き続 

(つづ)けたいですか。（１つに〇） 

１． はい   ⇒ Ｑ１１～１３、１５へ 

２． いいえ  ⇒ Ｑ１４、１５へ 

                                            

【Ｑ１１】Ｑ１０で｢１．はい｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

奈良県内(ならけんない)で働（はたら）き続(つづ)けたい理由(りゆう)を教(おし)えて 

ください。（２つまで〇） 

１． 今(いま)の会社(かいしゃ)で働(はたら)き続(つづ)けたいから 

２． 奈良(なら)の文化(ぶんか)や生活(せいかつ)が好(す)きだから 

３． 奈良(なら)の人(ひと)が好(す)きだから 

４． 治安(ちあん)が良(よ)いから 

５． 便利(べんり)で快適(かいてき)な生活(せいかつ)ができているから 

６． その他（た）(                                 ) 
                                             

 



【Ｑ１２】Ｑ１０で｢１．はい｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

     奈良県内(ならけんない)で働(はたら)き続(つづ)けたい場合(ばあい)、どのような仕事

(しごと)がしたいですか。（３つまで〇） 

  １． 会社(かいしゃ)で営業(えいぎょう)や事務(じむ)の仕事(しごと)がしたい 

２． 工場(こうじょう)でエンジニアとして働(はたら)きたい 

３． コンビニやドラッグストアなどのお店(みせ)で働(はたら)きたい 

４． レストランやファーストフードなどの飲食店(いんしょくてん)で働(はたら)きたい 

５． 土木(どぼく)や建設関係(けんせつかんけい)の仕事(しごと)がしたい 

６． 病院(びょういん)での仕事(しごと)がしたい 

７． 農業(のうぎょう)や林業(りんぎょう)の仕事(しごと)がしたい 

８． ホテルや旅館(りょかん)での仕事(しごと)がしたい 

９． 介護(かいご)などの仕事(しごと)がしたい 

１０．通訳(つうやく)や翻訳(ほんやく)の仕事(しごと)がしたい 

１１．語学教師(ごがくきょうし)になりたい 

１２．外国人(がいこくじん)が多(おお)い観光地(かんこうち)のお店(みせ)などで働(はた 

ら)きたい 

１３．その他(た)(                                ) 
                                             

【Ｑ１３】Ｑ１０で｢１．はい｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

     奈良県内(ならけんない)で働(はたら)きたいと思(おも)っても、働(はたら)けないと思

(おも)っている方(かた)は、理由(りゆう)を教(おし)えてください。（２つまで〇） 

１． 専門分野(せんもんぶんや)の就労(しゅうろう)ビザや特定技能資格(とくていぎのうし 

かく)をとるのが困難(こんなん)だから 

２． やりたい仕事(しごと)がないから 

３． 仕事(しごと)の見(み)つけ方(かた)がわからないから 

４． 生活(せいかつ)や環境(かんきょう)になじめないから 

５． 母国(ぼこく)で生活(せいかつ)・就労(しゅうろう)しないといけないから 

６． その他(た)(                                ) 
                                             

【Ｑ１４】Ｑ１０で｢２．いいえ｣と回答(かいとう)した方(かた)にお聞(き)きします。 

     奈良県内(ならけんない)で働(はたら)き続(つづ)けたくない理由(りゆう)を教(おし)

えてください。(２つまで〇) 

１． 今(いま)の会社(かいしゃ)を辞(や)めたいから 

２． 奈良(なら)の文化(ぶんか)や生活(せいかつ)が嫌(きら)いだから 

３． 奈良(なら)の人(ひと)が嫌(きら)いだから 

４． 治安(ちあん)が悪(わる)いから 

５． 不便(ふべん)で快適(かいてき)な生活(せいかつ)ができていないから 

６． 帰国(きこく)しなければならないから 

７． 奈良県外(ならけんがい)でより良(よ)い企業(きぎょう)や地域(ちいき)があるから 

８． その他(た)(                                ) 
                                             



３．奈良県(ならけん)でのくらしについて                           

【Ｑ１５】奈良県(ならけん)で生活(せいかつ)をしていて、良(よ)いと思(おも)うことを教(おし)

えてください。（３つまで〇） 

１． 自然(しぜん)が多(おお)く、観光地(かんこうち)が多(おお)い 

２． 災害(さいがい)が少なく、安全(あんぜん)に暮(く)らせる 

３． 治安(ちあん)が良(よ)い 

４． 大阪(おおさか)や京都(きょうと)が近(ちか)い 

５． 物価(ぶっか)が安(やす)い 

６． 親切(しんせつ)な人(ひと)が多(おお)い 

７． 困(こま)ったときに相談(そうだん)できる人(ひと)や機関(きかん)がある 

８． 母国(ぼこく)と雰囲気(ふんいき)が似(に)ている。 

９． 働(はたら)く場所(ばしょ)が多(おお)い 

１０．その他（た）(                               ) 
                                             

【Ｑ１６】奈良県(ならけん)で生活(せいかつ)をしていて、悪(わる)いと思(おも)うことを教(お

し)えてください。（３つまで〇） 

１． 治安(ちあん)が悪(わる)い 

２． 大阪(おおさか)や京都(きょうと)が遠(とお)い 

３． 物価(ぶっか)が高(たか)い 

４． 言葉(ことば)やジェスチャーが伝(つた)わらない 

５． 不親切(ふしんせつ)な人(ひと)が多（おお）い 

６． 生活上(せいかつじょう)の手続(てつづ)きが複雑(ふくざつ)で面倒(めんどう) 

７． 困(こま)ったときに相談(そうだん)できる人(ひと)や機関(きかん)がない 

８． ゴミの出(だ)し方(かた)など生活(せいかつ)ルールがわからない 

９． 母国(ぼこく)と雰囲気(ふんいき)が似(に)ていない 

１０．働(はたら)く場所(ばしょ)が少(すく)ない 

１１．その他(た)(                                 ) 
                                             

【Ｑ１７】奈良県（ならけん）で生活(せいかつ)をしていくうえで、行政(ぎょうせい)に期待(き

たい)することを教(おし)えてください。（２つまで〇） 

１． 多言語(たげんご)での行政情報(ぎょうせいじょうほう)の提供(ていきょう) 

２． 外国人向(がいこくじんむ)けの生活相談窓口(せいかつそうだんまどぐち) 

３． ゴミの出(だ)し方(かた)など生活(せいかつ)ルールのオリエンテーション 

  ４． 日本語(にほんご)の学習支援(がくしゅうしえん) 

  ５． 外国語対応(がいこくごたいおう)が可能(かのう)な医療機関(いりょうきかん)の情報 

提供(じょうほうていきょう)および問診票(もんしんひょう)の多言語化(たげんごか) 

  ６． 災害時(さいがいじ)の情報伝達(じょうほうでんたつ)の多言語化(たげんごか) 

  ７． 外国人向(がいこくじんむ)けの労働相談窓口(ろうどうそうだんまどぐち) 

  ８． その他(た)(                                ) 
                                             



４．あなたのことについて                                               

【Ｑ１８】性別(せいべつ)を教(おし)えてください。 

１． 男(おとこ)   

２． 女(おんな) 

                                            

【Ｑ１９】年齢(ねんれい)はいくつですか。 

(    )歳(さい) 

                                            

【Ｑ２０－１】住(す)んでいる場所(ばしょ)を教(おし)えてください。 

(        )市(し)・町(ちょう)・村(むら) 

                                            

【Ｑ２０－２】住(す)んでいる家(いえ)の種類(しゅるい)を教(おし)えてください。（１つに〇） 

１． 社員寮(しゃいんりょう)  

２． 県営(けんえい)などの公営住宅(こうえいじゅうたく) 

３． 賃貸(ちんたい)マンションや賃貸(ちんたい)アパート 

４． 一戸建(いっこだ)ての持(も)ち家(いえ)   

５． 一戸建(いっこだ)ての賃貸(ちんたい) 

６． 分譲(ぶんじょう)マンション 

７． その他(た)（              ） 

                                             

【Ｑ２１】国籍(こくせき)を教(おし)えてください。 

(              ) 

                                             

【Ｑ２２】会社名(かいしゃめい)と仕事内容(しごとないよう)を教(おし)えてください。 

会社名(かいしゃめい)(                      ) 

仕事内容(しごとないよう)(                         ) 

                                               

【Ｑ２３】日本(にほん)および奈良(なら)に来(き)て何年目(なんねんめ)ですか。 

日本(にほん)に来(き)て (    )年目(ねんめ) 

奈良(なら)に来(き)て  （     ）年目(ねんめ) 

                                             

【Ｑ２４】誰(だれ)と暮(く)らしていますか。（１つに〇） 

１． １人(ひとり)  

２． 家族(かぞく) 

３． 恋人(こいびと)   

４． 友達(ともだち) 

５． 同僚(どうりょう) 

６． その他(た)(         ) 

                                             



【Ｑ２５】在留資格(ざいりゅうしかく)を教(おし)えてください。（１つに〇） 

１． 高度専門職(こうどせんもんしょく) 

２． 技術（ぎじゅつ）・人文知識（じんぶんちしき）・国際業務（こくさいぎょうむ) 

３． 企業内転勤(きぎょうないてんきん) 

４． 技能実習(ぎのうじっしゅう) 

５． 特定技能(とくていぎのう) 

６． その他(た)(                    ) 

                                             

【Ｑ２６】日本語(にほんご)はどれくらい話(はな)せますか。（１つに〇） 

１． Ｎ１  ２． Ｎ２  ３． Ｎ３  ４． Ｎ４  ５． まったく話(はな)せない 

                                                          

【Ｑ２７】帰国予定時期(きこくよていじき)はいつですか。（１つに〇） 

  １． １年以内(ねんいない)  

 ２． １～２年後(ねんご) 

 ３． ２～３年後(ねんご) 

４． ４～５年後(ねんご)    

５． ５年以上先(ねんいじょうさき)   

６． 帰国(きこく)しない 

                                             
 
 

以上(いじょう)で終了(しゅうりょう)です。 

ご協力(きょうりょく)ありがとうございました。 


