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TOPICS 
1 働く上で知っておきたい知識の 1 位が「休日・休暇」、2 位が「労働時間」、3 位が「賃金」 
2 就職する会社を選ぶ上で一番重要視する項目は、1 位が「労働環境」、2 位が「休日・休暇」、3 位が「仕事内容」 
3 出前講座が「参考になった」という意見が９８．７％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

働く上で知っておきたい知識は「休日・休暇」 
就職する会社選びで一番重要視するのは「労働環境」 

－労働法出前講座で県内大学生等1,000名超にアンケートを実施－ 

茨城労働局(局長 福元 俊成)では、平成24年度から県内各大学等に労働局職員が出向き労
働関係の基礎知識について教授する「出前講座」を開催してきましたが、平成３０年度は１1大学等
(筑波学院大学、茨城キリスト教大学、朝日国際医療福祉専門学校、茨城大学、水戸経理専門学
校、水戸電子専門学校、常磐大学、茨城女子短期大学、茨城産業短期大学、筑波技術大学、茨
城県農業大学校)で開催し、計1,471名の学生が受講しました。その際に、受講した学生に「働く上で
最も知っておきたい知識」「就職する会社選びで一番重要視する項目」などについて無記名のアンケート
調査を実施し、1,446名から回答(回答率98.3%)を得て、今般、アンケート調査の結果をとりまとめま
したので公表いたします。 

 

１.働く上で知っておきたい知識 
トップ 3 は「休日・休暇」「労働時間」「賃金」 
 受講した学生に、「働く上で知っておきたい知識は何ですか。」(複数回答可)と質問したところ、以
下の結果となりました。(回答総数：1,446 名) 

 
 

 

 

第１位 休日・休暇 76.6% (1,108 人) 

第２位 労働時間 70.3% (1,016 人) 

第３位 賃 金 61.8% (893 人) 

第４位 労働環境 57.7% (835 人) 

第５位 残 業 55.6% (804 人) 

第６位 仕事内容 51.5% (745 人) 

茨 城 労 働 局 発 表 
令和元年５月 31 日（金） 

【照会先】 
茨城労働局雇用環境・均等室 
雇用環境改善・均等推進監理官  関  英之 

企画調整係長 木村 明代 
(電話)029-277-8294 

茨城労働局 
Press Release 



- 2 - 
 

また男女別でみると、以下の表の結果となりました。 
(回答総数：男性 755 名、女性 689 名)   

 男 性 女 性 

第１位 休日・休暇 76.0% (574 人) 休日・休暇 77.2% (532 人) 
第２位 労働時間 71.7% (541 人) 労働時間 68.7% (473 人) 
第３位 労働環境 58.3% (440 人) 賃 金 66.0% (455 人) 

第４位 残 業 
賃 金 

57.7% 
57.7% 

(436 人) 
(436 人) 労働環境 57.0% (393 人) 

第５位 - - - 仕事内容 53.4% (368 人) 
第６位 仕事内容 49.7% (375 人) 残 業 53.1% (366 人) 

 

   
さらに学年別では、以下の表の結果となりました。 
(回答総数：1・2 年生分類（※１）1,065 名、3・4 年生分類（※２）380 名) 
※１ 大学 1 年、大学 2 年、短大 1 年、専門学校 1 年  
※２ 大学 3 年、大学 4 年、短大２年、専門学校 2 年以上 

 
１・２年生分類 ３・４年生分類 

第１位 休日・休暇 78.0% (831 人) 休日・休暇 72.6% (276 人) 

第２位 労働時間 71.8% (765 人) 労働時間 65.8% (250 人) 

第３位 賃 金 65.6% (699 人) 残 業 53.2% (202 人) 

第４位 労働環境 60.6% (645 人) 賃 金 50.8% (193 人) 

第５位 残 業 56.4% (601 人) 労働環境 49.7% (189 人) 

第６位 仕事内容 53.7% (572 人) 仕事内容 45.3% (172 人) 
 

  

男 性 女 性 

1・2 年生分類 3・4 年生分類 
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2.就職する会社選びで一番重要視する項目 

トップ 3 は「労働環境」「休日・休暇」「仕事内容」 
 受講した学生に、「就職する会社を選ぶ上で一番重要視する項目は何ですか。」と質問したとこ
ろ、以下の結果となりました。(回答総数：1,446 名) 

 
 

 
 
 
 

また男女別でみると、以下の表の結果となりました。 
(回答総数：男性 755 名、女性 689 名) 

 男 性 女 性 

第１位 労働環境 13.9% (105 人) 労働環境 14.7% (101 人) 

第２位 休日・休暇 13.2% (100 人) 休日・休暇 12.0% (83 人) 

第３位 仕事内容 9.4% (71 人) 賃 金 10.4% (72 人) 

第４位 労働時間 7.4% (56 人) 仕事内容 8.7% (60 人) 

第５位 賃 金 6.9% (52 人) 産休育休 6.2% (43 人) 

第６位 福利厚生 3.3% (25 人) 労働時間 4.5% (31 人) 

 

   

第１位 労働環境 14.2% (206 人) 

第２位 休日・休暇 12.7% (183 人) 

第３位 仕事内容 9.1% (131 人) 

第４位 賃 金 8.6% (124 人) 

第５位 労働時間 6.0% (87 人) 

第６位 福利厚生 3.5% (50 人) 

男 性 女 性 
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さらに学年別では、以下の表の結果となりました。 
(回答総数：1・2 年生分類（※１）1,065 名、3・4 年生分類（※２）380 名) 
※１ 大学 1 年、大学 2 年、短大 1 年、専門学校 1 年 
※２ 大学 3 年、大学 4 年、短大２年、専門学校 2 年以上 

 

 
１・２年生分類 ３・４年生分類 

第１位 労働環境 15.2% (162 人) 休日・休暇 11.8% (45 人) 

第２位 休日・休暇 13.0% (138 人) 労働環境 11.6% (44 人) 

第３位 賃 金 9.8% (104 人) 仕事内容 7.6% (29 人) 

第４位 仕事内容 9.6% (102 人) 労働時間 6.3% (24 人) 

第５位 労働時間 5.9% (63 人) 賃 金 5.3% (20 人) 

第６位 産休育休 3.7% (39 人) 福利厚生 3.7% (14 人) 

 

  
 
3.労働法出前講座の感想 

  98.7％の学生が役立ったと回答 
受講した学生に、出前講座「知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～」について感想

を尋ねたところ、以下のとおりでした。(回答総数 1,446 名) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

大変参考になった 29.0% (419 人) 

かなり参考になった 33.5% (485 人) 

参考になった 36.2% (524 人) 

あまりならなかった 0.5% (7 人) 

参考にならなかった 0.2% (3 人) 

未記入 0.6% (8 人) 

1・2 年生分類 3・4 年生分類 


