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（問１） 

 弁護士5年未満および5年～10年未満の経験弁護士が約80％ 
（問２） 
 年齢は30歳～35歳が最多、次いで35歳～40歳 
（問３） 
 法律事務所経験者が58％で半数超 
（問４） 
 業種はメーカーが40％前後であり最多、金融は約20％ 
（問５） 
 ポジションは一般従業員が約60%、一般従業員と管理職を併せて 

 非法務部門で勤務している者が11％、GCが5％程度 

１．回答者基礎データ    



（１）勤務先の選択理由 
問６．あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか？（複数回答可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 「ワークライフバランスの確保」が最も多い、「現場に近いところでの仕事が
したい」を選択した者も半数程度。 

２．アンケート結果  

①ワークライフバランスを確保したかったから 143 52.6% 183 52.9% 187 50.0% 228 57.3% 182 52.3%

②現場に近いところで仕事がしたかったから 121 44.5% 168 48.6% 209 55.9% 208 52.3% 172 49.4%

③その会社で働きたかったから 115 42.3% 108 31.2% 114 30.5% 141 35.4% 95 27.3%

④その業界で働きたかったから 99 36.4% 101 29.2% 108 28.9% 128 32.2% 104 29.9%

⑤収入を安定させたかったから 91 33.5% 105 30.3% 123 32.9% 124 31.2% 108 31.0%

⑥提示された報酬が高額だったから 22 8.1% 28 8.1% 30 8.0% 23 5.8% 30 8.6%

⑦所属事務所から出向を命じられたから 7 2.6% 5 1.4% 9 2.4% 5 1.3% 6 1.7%

⑧ほかに就職先がなかったから 29 10.7% 43 12.4% 28 7.5% 32 8.0% 34 9.8%

選択肢
人数/回答者に占める割合
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		選択肢 センタクシ		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

		8時間未満 ジカン ミマン		6.3%		7.5%		7.2%		9.5%		11.8%

		8時間～9時間 ジカン ジカン		27.9%		32.9%		31.8%		36.2%		37.4%

		9時間～10時間 ジカン ジカン		37.1%		34.7%		38.0%		33.9%		34.8%

		10時間～12時間 ジカン ジカン		21.3%		16.2%		16.3%		16.8%		13.8%

		12時間～14時間 ジカン ジカン		6.6%		8.7%		5.9%		3.3%		2.3%

		14時間以上 ジカン イジョウ		0.7%		0.0%		0.8%		0.3%		0.0%

		選択肢 センタクシ		人数/回答者に占める割合 ニンズウ カイトウ シャ シ ワリアイ

				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン				2018年 ネン

		①ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		143		52.6%		183		52.9%		187		50.0%		228		57.3%		182		52.3%

		②現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバ チカ シゴト		121		44.5%		168		48.6%		209		55.9%		208		52.3%		172		49.4%

		③その会社で働きたかったから カイシャ ハタラ		115		42.3%		108		31.2%		114		30.5%		141		35.4%		95		27.3%

		④その業界で働きたかったから ギョウカイ ハタラ		99		36.4%		101		29.2%		108		28.9%		128		32.2%		104		29.9%

		⑤収入を安定させたかったから シュウニュウ アンテイ		91		33.5%		105		30.3%		123		32.9%		124		31.2%		108		31.0%

		⑥提示された報酬が高額だったから テイジ ホウシュウ コウガク		22		8.1%		28		8.1%		30		8.0%		23		5.8%		30		8.6%

		⑦所属事務所から出向を命じられたから ショゾク ジムショ シュッコウ メイ		7		2.6%		5		1.4%		9		2.4%		5		1.3%		6		1.7%

		⑧ほかに就職先がなかったから シュウショク サキ		29		10.7%		43		12.4%		28		7.5%		32		8.0%		34		9.8%

				272				346		2.1416184971		374		2.1604278075		398		2.2336683417		348		2.1005747126



				2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

		①		52.6%		52.9%		50.0%		57.3%		52.3%

		②		44.5%		48.6%		55.9%		52.3%		49.4%

		③		42.3%		31.2%		30.5%		35.4%		27.3%

		④		36.4%		29.2%		28.9%		32.2%		29.9%

		⑤		33.5%		30.3%		32.9%		31.2%		31.0%

		⑥		8.1%		8.1%		8.0%		5.8%		8.6%

		⑦		2.6%		1.4%		2.4%		1.3%		1.7%

		⑧		10.7%		12.4%		7.5%		8.0%		9.8%



8時間未満	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	6.25E-2	7.5144508670520235E-2	7.2192513368983954E-2	9.5477386934673364E-2	0.11781609195402298	8時間～9時間	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.27941176470588236	0.32947976878612717	0.31818181818181818	0.36180904522613067	0.37356321839080459	9時間～10時間	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.37132352941176472	0.34682080924855491	0.37967914438502676	0.33919597989949751	0.34770114942528735	10時間～12時間	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.21323529411764705	0.16184971098265896	0.16310160427807488	0.16834170854271358	0.13793103448275862	12時間～14時間	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	6.6176470588235295E-2	8.6705202312138727E-2	5.8823529411764705E-2	3.2663316582914576E-2	2.2988505747126436E-2	14時間以上	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	7.3529411764705881E-3	0	8.0213903743315516E-3	2.5125628140703518E-3	0	







①	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.52573529411764708	0.52890173410404628	0.5	0.57286432160804024	0.52298850574712641	②	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.44485294117647056	0.48554913294797686	0.55882352941176472	0.52261306532663321	0.4942528735632184	③	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.42279411764705882	0.31213872832369943	0.30481283422459893	0.35427135678391958	0.27298850574712646	④	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.3639705882352941	0.29190751445086704	0.28877005347593582	0.32160804020100503	0.2988505747126437	⑤	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.33455882352941174	0.30346820809248554	0.32887700534759357	0.31155778894472363	0.31034482758620691	⑥	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	8.0882352941176475E-2	8.0924855491329481E-2	8.0213903743315509E-2	5.7788944723618091E-2	8.6206896551724144E-2	⑦	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2.5735294117647058E-2	1.4450867052023121E-2	2.4064171122994651E-2	1.2562814070351759E-2	1.7241379310344827E-2	⑧	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	0.10661764705882353	0.12427745664739884	7.4866310160427801E-2	8.0402010050251257E-2	9.7701149425287362E-2	











（２）勤務先の訴訟代理人就任の有無 

問７．あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

勤務先の訴訟代理人となる者は30％未満で推移 

２．アンケート結果  

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

ある 72 102 100 102 92

ない 200 244 274 296 256

代理人となる者の割合 26.5% 29.5% 26.7% 25.6% 26.4%

選択肢
人数

ある 
26.4% 

ない 
73.6% 

訴訟人代理人となる者の割合 


結果

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない





集計１

										日本組織内弁護士協会 ニホンソシキナイベンゴシキョウカイ

		問１　あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。 トベンゴシケイケンネンスウオシクダ								問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。 トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ								選択肢 センタクシ

		5年未満 ネン		167		42.0%				ある		102		25.6%

		5年～10年未満 ネンネンミマン		161		40.5%				ない		296		74.4%

		10年～15年未満 ネンネンミマン		34		8.5%						398		100.0%

		15年～20年未満 ネンネンミマン		22		5.5%				問８　あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。 ト

		20年以上 ネンイジョウ		14		3.5%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				ない（検討したこともない）		257		64.6%

		問２　あなたの年齢を教えてください。 トネンレイオシ								ない（検討したことはある）		107		26.9%

		選択肢 センタクシ								ある		34		8.5%

		30歳未満 サイミマン		53		13.3%						398

		30歳～35歳未満 サイサイミマン		156		39.2%				問８　あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。 トギョウムガイコクゴモチギョウムテイドワリアイシ

		35歳～40歳未満 サイサイミマン		74		18.6%				選択肢 センタクシ

		40歳～45歳未満 サイサイミマン		71		17.8%				10%未満 ミマン		157		39.4%

		45歳以上 サイイジョウ		44		11.1%				10%～25%未満 ミマン		96		24.1%

				398		100.0%				25%～50％未満		79		19.8%

										50%～75%未満 ミマン		49		12.3%

		問３　あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。 トカコホウリツジムショベンゴシシツムケイケン								75%以上 イジョウ		17		4.3%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		ある		226		56.8%				問９　あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。 トベンゴシカイヒダレフタン

		ない		172		43.2%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				所属先 ショゾクサキ		343		86.2%

		問４　あなたの勤務先の業種を教えてください。 トキンムサキギョウシュオシ								あなた自身 ジシン		55		13.8%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		150		37.7%				問10　あなたの年収（支給総額）を教えてください。 トネンシュウシキュウソウガクオシ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		86		21.6%				選択肢 センタクシ

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		33		8.3%				250万円未満		2		0.5%

		その他 タ		129		32.4%				250万円～500万円未満		30		7.5%

				398		100.0%				500万円～750万円未満		128		32.2%

		問５　あなたの勤務先でのポジションを教えてください。 トキンムサキオシ								750万円～1000万円未満		93		23.4%

		選択肢 センタクシ								1000万円～1250万円未満		54		13.6%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		227		57.0%				1250万円～1500万円未満		30		7.5%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		27		6.8%		64%		1500万円～2000万円未満		27		6.8%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		111		27.9%				2000万円～3000万円未満		17		4.3%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		15		3.8%		32%		3000万円～5000万円未満		7		1.8%

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン		18		4.5%				5000万円以上		10		2.5%

				398		43.0%						398		100.0%

		問６　あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。（複数回答可） トゲンザイキンムサキエラフクスウカイトウカ

		選択肢 センタクシ								問11　あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。 トニチヘイキンテキキンムジカンナンジカン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		228		57.3%				選択肢 センタクシ

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		208		52.3%				8時間未満 ジカンミマン		38		9.5%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		141		35.4%				8時間～9時間未満 ジカンジカンミマン		144		36.2%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		128		32.2%				9時間～10時間未満 ジカンジカンミマン		135		33.9%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		124		31.2%				10時間～12時間未満 ジカンジカンミマン		67		16.8%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		23		5.8%				12時間～14時間未満 ジカンジカンミマン		13		3.3%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		5		1.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		1		0.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		32		8.0%						398		100.0%

				398						問12　あなたは土日祝日に勤務することがありますか。 トドニチシュクジツキンム

										選択肢 センタクシ

										ほとんどない		341		85.7%

		※実施期間：2017年2月22日～3月3日 ジッシキカンネンガツニチガツニチ								月に1～2日程度 ツキニチテイド		42		10.6%

		※有効回答数：398人、企業内弁護士総数：1,827人（2016年12月31日現在） ユウコウカイトウスウニンキギョウナイベンゴシソウスウニンネンガツニチゲンザイ								月に3～5日程度 ツキニチテイド		13		3.3%

										土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		2		0.5%

												398		100.0%





集計２

								5年未満 ネン		5年～10年未満 ネンネンミマン		10年～15年未満 ネンネンミマン		15年～20年未満 ネンネンミマン		20年以上 ネンイジョウ

		5年未満 ネン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		5年～10年未満 ネンネンミマン				250万円～500万円未満		26		4		0		0		0		30		30

		10年～15年未満 ネンネンミマン				500万円～750万円未満		97		30		1		0		0		128		128

		15年～20年未満 ネンネンミマン				750万円～1000万円未満		24		62		5		2		0		93		93

		20年以上 ネンイジョウ				1000万円～1250万円未満		12		35		6		1		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		3		16		7		4		0		30		30

						1500万円～2000万円未満		2		13		6		5		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		1		1		7		6		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		0		0		1		3		3		7		7

						5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

								167		161		34		22		14

								167		161		34		22		14

								30歳未満 サイミマン		30歳～35歳未満 サイサイミマン		35歳～40歳未満 サイサイミマン		40歳～45歳未満 サイサイミマン		45歳以上 サイイジョウ

		30歳未満 サイミマン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		30歳～35歳未満 サイサイミマン				250万円～500万円未満		15		13		2		0		0		30		30

		35歳～40歳未満 サイサイミマン				500万円～750万円未満		30		77		17		4		0		128		128

		40歳～45歳未満 サイサイミマン				750万円～1000万円未満		4		43		25		16		5		93		93

		45歳以上 サイイジョウ				1000万円～1250万円未満		2		16		10		17		9		54		54

						1250万円～1500万円未満		0		3		7		14		6		30		30

		53				1500万円～2000万円未満		0		4		7		8		8		27		27

		156				2000万円～3000万円未満		0		0		4		9		4		17		17

		74				3000万円～5000万円未満		0		0		1		2		4		7		7

		71				5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

		44						53		156		74		71		44

								53		156		74		71		44

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ						メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		その他 タ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ				250万円未満		1		0		0		1		2		2

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ				250万円～500万円未満		10		5		1		14		30		30

		その他 タ				500万円～750万円未満		59		15		14		40		128		128

						750万円～1000万円未満		37		16		8		32		93		93

						1000万円～1250万円未満		19		16		3		16		54		54

		一般従業員 イッパンジュウギョウイン				1250万円～1500万円未満		8		7		3		12		30		30

		管理職 カンリショク				1500万円～2000万円未満		7		6		2		12		27		27

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン				2000万円～3000万円未満		4		9		2		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		2		5		0		0		7		7

						5000万円以上		3		7		0		0		10		10

								150		86		33		129

								150		86		33		129

								一般従業員 イッパンジュウギョウイン		管理職 カンリショク		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン

						250万円未満		1		0		1		2		2

						250万円～500万円未満		30		0		0		30		30

						500万円～750万円未満		120		8		0		128		128

						750万円～1000万円未満		57		35		1		93		93

						1000万円～1250万円未満		26		28		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		8		21		1		30		30

						1500万円～2000万円未満		7		19		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		4		9		4		17		17

						3000万円～5000万円未満		1		5		1		7		7

						5000万円以上		0		1		9		10		10

								254		126		18

								254		126		18





Sheet3

		問6

		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。						ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		228

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから						現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		208

		ワークライフバランスを確保したかったから						その会社で働きたかったから カイシャハタラ		141

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから						その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		128

		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから						収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		124

		ワークライフバランスを確保したかったから						提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		23

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから						所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		5

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから						ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		32

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ほかに就職先がなかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ほかに就職先がなかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ほかに就職先がなかったから

		その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		所属事務所から出向を命じられたから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ほかに就職先がなかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ほかに就職先がなかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ほかに就職先がなかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから

		収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		所属事務所から出向を命じられたから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから

		収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		所属事務所から出向を命じられたから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		所属事務所から出向を命じられたから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		その会社で働きたかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから





シート

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度





パワポ用問6

		

		選択肢 センタクシ		人数/回答者に占める割合 ニンズウカイトウシャシワリアイ																						選択肢 センタクシ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		122		50.8%		143		52.6%		183		52.9%		187		50.0%		228		57.3%				ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		50.8%		52.6%		52.9%		50.0%		57.3%

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		109		45.4%		121		44.5%		168		48.6%		209		55.9%		208		52.3%				現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		45.4%		44.5%		48.6%		55.9%		52.3%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		97		40.4%		115		42.3%		108		31.2%		114		30.5%		141		35.4%				その会社で働きたかったから カイシャハタラ		40.4%		42.3%		31.2%		30.5%		35.4%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		93		38.8%		99		36.4%		101		29.2%		108		28.9%		128		32.2%				その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		38.8%		36.4%		29.2%		28.9%		32.2%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		87		36.3%		91		33.5%		105		30.3%		123		32.9%		124		31.2%				収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		36.3%		33.5%		30.3%		32.9%		31.2%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		22		9.2%		22		8.1%		28		8.1%		30		8.0%		23		5.8%				提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		9.2%		8.1%		8.1%		8.0%		5.8%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		7		2.9%		7		2.6%		5		1.4%		9		2.4%		5		1.3%				所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		2.9%		2.6%		1.4%		2.4%		1.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		24		10.0%		29		10.7%		43		12.4%		28		7.5%		32		8.0%				ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		10.0%		10.7%		12.4%		7.5%		8.0%

				240				272		2.3051470588		346		2.1416184971		374		2.1604278075		398		2.2336683417

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





パワポ用問6

		



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから



パワポ用その他

		





		





		



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上



		

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

		ある		72		102		100		102		92														ある		102

		ない		200		244		274		296		256														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%		26.4%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから

0.5083333333

0.4541666667

0.4041666667

0.3875

0.3625

0.0916666667

0.0291666667

0.1

0.5257352941

0.4448529412

0.4227941176

0.3639705882

0.3345588235

0.0808823529

0.0257352941

0.1066176471

0.5289017341

0.4855491329

0.3121387283

0.2919075145

0.3034682081

0.0809248555

0.0144508671

0.1242774566

0.5

0.5588235294

0.3048128342

0.2887700535

0.3288770053

0.0802139037

0.0240641711

0.0748663102

0.5728643216

0.5226130653

0.3542713568

0.3216080402

0.3115577889

0.0577889447

0.0125628141

0.0804020101



		ある

		ない



102

296



		所属先

		あなた自身



343

55



		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年
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8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上
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91
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0
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（３）勤務先での外国語を用いる業務の割合 
問９．あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占
めていますか？ 
 
 
 
 
 
 
 外国語を用いる割合が50％未満の者が80％を超える 
  （2015年：83.5％、2016年：86.6％、2017年：83.4％、2018年：87.3%） 
 
 
 
 

２．アンケート結果  

10%未満 107 39.3% 141 40.8% 152 40.6% 157 39.4% 163 46.8%

10%～25% 64 23.5% 79 22.8% 92 24.6% 96 24.1% 72 20.7%

25%～50% 58 21.3% 69 19.9% 80 21.4% 79 19.8% 69 19.8%

50%～75% 33 12.1% 42 12.1% 35 9.4% 49 12.3% 32 9.2%

75%以上 10 3.7% 15 4.3% 15 4.0% 17 4.3% 12 3.4%

選択肢
人数/割合

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年


結果

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない





集計１

										日本組織内弁護士協会 ニホンソシキナイベンゴシキョウカイ

		問１　あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。 トベンゴシケイケンネンスウオシクダ								問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。 トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ								選択肢 センタクシ

		5年未満 ネン		167		42.0%				ある		102		25.6%

		5年～10年未満 ネンネンミマン		161		40.5%				ない		296		74.4%

		10年～15年未満 ネンネンミマン		34		8.5%						398		100.0%

		15年～20年未満 ネンネンミマン		22		5.5%				問８　あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。 ト

		20年以上 ネンイジョウ		14		3.5%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				ない（検討したこともない）		257		64.6%

		問２　あなたの年齢を教えてください。 トネンレイオシ								ない（検討したことはある）		107		26.9%

		選択肢 センタクシ								ある		34		8.5%

		30歳未満 サイミマン		53		13.3%						398

		30歳～35歳未満 サイサイミマン		156		39.2%				問８　あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。 トギョウムガイコクゴモチギョウムテイドワリアイシ

		35歳～40歳未満 サイサイミマン		74		18.6%				選択肢 センタクシ

		40歳～45歳未満 サイサイミマン		71		17.8%				10%未満 ミマン		157		39.4%

		45歳以上 サイイジョウ		44		11.1%				10%～25%未満 ミマン		96		24.1%

				398		100.0%				25%～50％未満		79		19.8%

										50%～75%未満 ミマン		49		12.3%

		問３　あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。 トカコホウリツジムショベンゴシシツムケイケン								75%以上 イジョウ		17		4.3%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		ある		226		56.8%				問９　あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。 トベンゴシカイヒダレフタン

		ない		172		43.2%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				所属先 ショゾクサキ		343		86.2%

		問４　あなたの勤務先の業種を教えてください。 トキンムサキギョウシュオシ								あなた自身 ジシン		55		13.8%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		150		37.7%				問10　あなたの年収（支給総額）を教えてください。 トネンシュウシキュウソウガクオシ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		86		21.6%				選択肢 センタクシ

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		33		8.3%				250万円未満		2		0.5%

		その他 タ		129		32.4%				250万円～500万円未満		30		7.5%

				398		100.0%				500万円～750万円未満		128		32.2%

		問５　あなたの勤務先でのポジションを教えてください。 トキンムサキオシ								750万円～1000万円未満		93		23.4%

		選択肢 センタクシ								1000万円～1250万円未満		54		13.6%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		227		57.0%				1250万円～1500万円未満		30		7.5%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		27		6.8%		64%		1500万円～2000万円未満		27		6.8%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		111		27.9%				2000万円～3000万円未満		17		4.3%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		15		3.8%		32%		3000万円～5000万円未満		7		1.8%

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン		18		4.5%				5000万円以上		10		2.5%

				398		43.0%						398		100.0%

		問６　あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。（複数回答可） トゲンザイキンムサキエラフクスウカイトウカ

		選択肢 センタクシ								問11　あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。 トニチヘイキンテキキンムジカンナンジカン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		228		57.3%				選択肢 センタクシ

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		208		52.3%				8時間未満 ジカンミマン		38		9.5%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		141		35.4%				8時間～9時間未満 ジカンジカンミマン		144		36.2%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		128		32.2%				9時間～10時間未満 ジカンジカンミマン		135		33.9%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		124		31.2%				10時間～12時間未満 ジカンジカンミマン		67		16.8%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		23		5.8%				12時間～14時間未満 ジカンジカンミマン		13		3.3%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		5		1.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		1		0.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		32		8.0%						398		100.0%

				398						問12　あなたは土日祝日に勤務することがありますか。 トドニチシュクジツキンム

										選択肢 センタクシ

										ほとんどない		341		85.7%

		※実施期間：2017年2月22日～3月3日 ジッシキカンネンガツニチガツニチ								月に1～2日程度 ツキニチテイド		42		10.6%

		※有効回答数：398人、企業内弁護士総数：1,827人（2016年12月31日現在） ユウコウカイトウスウニンキギョウナイベンゴシソウスウニンネンガツニチゲンザイ								月に3～5日程度 ツキニチテイド		13		3.3%

										土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		2		0.5%

												398		100.0%





集計２

								5年未満 ネン		5年～10年未満 ネンネンミマン		10年～15年未満 ネンネンミマン		15年～20年未満 ネンネンミマン		20年以上 ネンイジョウ

		5年未満 ネン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		5年～10年未満 ネンネンミマン				250万円～500万円未満		26		4		0		0		0		30		30

		10年～15年未満 ネンネンミマン				500万円～750万円未満		97		30		1		0		0		128		128

		15年～20年未満 ネンネンミマン				750万円～1000万円未満		24		62		5		2		0		93		93

		20年以上 ネンイジョウ				1000万円～1250万円未満		12		35		6		1		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		3		16		7		4		0		30		30

						1500万円～2000万円未満		2		13		6		5		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		1		1		7		6		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		0		0		1		3		3		7		7

						5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

								167		161		34		22		14

								167		161		34		22		14

								30歳未満 サイミマン		30歳～35歳未満 サイサイミマン		35歳～40歳未満 サイサイミマン		40歳～45歳未満 サイサイミマン		45歳以上 サイイジョウ

		30歳未満 サイミマン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		30歳～35歳未満 サイサイミマン				250万円～500万円未満		15		13		2		0		0		30		30

		35歳～40歳未満 サイサイミマン				500万円～750万円未満		30		77		17		4		0		128		128

		40歳～45歳未満 サイサイミマン				750万円～1000万円未満		4		43		25		16		5		93		93

		45歳以上 サイイジョウ				1000万円～1250万円未満		2		16		10		17		9		54		54

						1250万円～1500万円未満		0		3		7		14		6		30		30

		53				1500万円～2000万円未満		0		4		7		8		8		27		27

		156				2000万円～3000万円未満		0		0		4		9		4		17		17

		74				3000万円～5000万円未満		0		0		1		2		4		7		7

		71				5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

		44						53		156		74		71		44

								53		156		74		71		44

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ						メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		その他 タ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ				250万円未満		1		0		0		1		2		2

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ				250万円～500万円未満		10		5		1		14		30		30

		その他 タ				500万円～750万円未満		59		15		14		40		128		128

						750万円～1000万円未満		37		16		8		32		93		93

						1000万円～1250万円未満		19		16		3		16		54		54

		一般従業員 イッパンジュウギョウイン				1250万円～1500万円未満		8		7		3		12		30		30

		管理職 カンリショク				1500万円～2000万円未満		7		6		2		12		27		27

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン				2000万円～3000万円未満		4		9		2		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		2		5		0		0		7		7

						5000万円以上		3		7		0		0		10		10

								150		86		33		129

								150		86		33		129

								一般従業員 イッパンジュウギョウイン		管理職 カンリショク		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン

						250万円未満		1		0		1		2		2

						250万円～500万円未満		30		0		0		30		30

						500万円～750万円未満		120		8		0		128		128

						750万円～1000万円未満		57		35		1		93		93

						1000万円～1250万円未満		26		28		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		8		21		1		30		30

						1500万円～2000万円未満		7		19		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		4		9		4		17		17

						3000万円～5000万円未満		1		5		1		7		7

						5000万円以上		0		1		9		10		10

								254		126		18

								254		126		18
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シート

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度





パワポ用問6

		

		選択肢 センタクシ		人数/回答者に占める割合 ニンズウカイトウシャシワリアイ																						選択肢 センタクシ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		122		50.8%		143		52.6%		183		52.9%		187		50.0%		228		57.3%				ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		50.8%		52.6%		52.9%		50.0%		57.3%

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		109		45.4%		121		44.5%		168		48.6%		209		55.9%		208		52.3%				現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		45.4%		44.5%		48.6%		55.9%		52.3%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		97		40.4%		115		42.3%		108		31.2%		114		30.5%		141		35.4%				その会社で働きたかったから カイシャハタラ		40.4%		42.3%		31.2%		30.5%		35.4%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		93		38.8%		99		36.4%		101		29.2%		108		28.9%		128		32.2%				その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		38.8%		36.4%		29.2%		28.9%		32.2%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		87		36.3%		91		33.5%		105		30.3%		123		32.9%		124		31.2%				収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		36.3%		33.5%		30.3%		32.9%		31.2%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		22		9.2%		22		8.1%		28		8.1%		30		8.0%		23		5.8%				提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		9.2%		8.1%		8.1%		8.0%		5.8%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		7		2.9%		7		2.6%		5		1.4%		9		2.4%		5		1.3%				所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		2.9%		2.6%		1.4%		2.4%		1.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		24		10.0%		29		10.7%		43		12.4%		28		7.5%		32		8.0%				ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		10.0%		10.7%		12.4%		7.5%		8.0%

				240				272		2.3051470588		346		2.1416184971		374		2.1604278075		398		2.2336683417

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





パワポ用問6

		



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから



パワポ用その他

		





		





		



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上



		

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン				2018年 ネン

		10%未満 ミマン		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%		163		46.8%

		10%～25%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%		72		20.7%

		25%～50%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%		69		19.8%

		50%～75%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%		32		9.2%

		75%以上 イジョウ		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%		12		3.4%

				272		1		346		1		374		1		398		1		348		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから

0.5083333333

0.4541666667

0.4041666667

0.3875

0.3625

0.0916666667

0.0291666667

0.1

0.5257352941

0.4448529412

0.4227941176

0.3639705882

0.3345588235

0.0808823529

0.0257352941

0.1066176471

0.5289017341

0.4855491329

0.3121387283

0.2919075145

0.3034682081

0.0809248555

0.0144508671

0.1242774566

0.5

0.5588235294

0.3048128342

0.2887700535

0.3288770053

0.0802139037

0.0240641711

0.0748663102

0.5728643216

0.5226130653

0.3542713568

0.3216080402

0.3115577889

0.0577889447

0.0125628141

0.0804020101



		ある

		ない



102

296



		所属先

		あなた自身



343

55



		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上

17

69

91

50

10

3

17

76

101

58

18

2

26

114

120

56

30

0

27

119

142

61

22

3

38

144

135

67

13

1





（４）弁護士会費の負担 

問１０．あなたの弁護士会費は誰が負担していますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

所属先が弁護士会費を負担している割合が80％を超える 

 
 

２．アンケート結果  

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

所属先 222 285 315 343 283

あなた自身 50 61 59 55 65

所属先が負担している割合 81.6% 82.4% 84.2% 86.2% 81.3%

選択肢
人数

所属先 
81.3％ 

あなた自身 
18.7％ 

弁護士会費の負担 


結果

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない





集計１

										日本組織内弁護士協会 ニホンソシキナイベンゴシキョウカイ

		問１　あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。 トベンゴシケイケンネンスウオシクダ								問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。 トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ								選択肢 センタクシ

		5年未満 ネン		167		42.0%				ある		102		25.6%

		5年～10年未満 ネンネンミマン		161		40.5%				ない		296		74.4%

		10年～15年未満 ネンネンミマン		34		8.5%						398		100.0%

		15年～20年未満 ネンネンミマン		22		5.5%				問８　あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。 ト

		20年以上 ネンイジョウ		14		3.5%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				ない（検討したこともない）		257		64.6%

		問２　あなたの年齢を教えてください。 トネンレイオシ								ない（検討したことはある）		107		26.9%

		選択肢 センタクシ								ある		34		8.5%

		30歳未満 サイミマン		53		13.3%						398

		30歳～35歳未満 サイサイミマン		156		39.2%				問８　あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。 トギョウムガイコクゴモチギョウムテイドワリアイシ

		35歳～40歳未満 サイサイミマン		74		18.6%				選択肢 センタクシ

		40歳～45歳未満 サイサイミマン		71		17.8%				10%未満 ミマン		157		39.4%

		45歳以上 サイイジョウ		44		11.1%				10%～25%未満 ミマン		96		24.1%

				398		100.0%				25%～50％未満		79		19.8%

										50%～75%未満 ミマン		49		12.3%

		問３　あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。 トカコホウリツジムショベンゴシシツムケイケン								75%以上 イジョウ		17		4.3%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		ある		226		56.8%				問９　あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。 トベンゴシカイヒダレフタン

		ない		172		43.2%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				所属先 ショゾクサキ		343		86.2%

		問４　あなたの勤務先の業種を教えてください。 トキンムサキギョウシュオシ								あなた自身 ジシン		55		13.8%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		150		37.7%				問10　あなたの年収（支給総額）を教えてください。 トネンシュウシキュウソウガクオシ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		86		21.6%				選択肢 センタクシ

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		33		8.3%				250万円未満		2		0.5%

		その他 タ		129		32.4%				250万円～500万円未満		30		7.5%

				398		100.0%				500万円～750万円未満		128		32.2%

		問５　あなたの勤務先でのポジションを教えてください。 トキンムサキオシ								750万円～1000万円未満		93		23.4%

		選択肢 センタクシ								1000万円～1250万円未満		54		13.6%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		227		57.0%				1250万円～1500万円未満		30		7.5%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		27		6.8%		64%		1500万円～2000万円未満		27		6.8%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		111		27.9%				2000万円～3000万円未満		17		4.3%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		15		3.8%		32%		3000万円～5000万円未満		7		1.8%

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン		18		4.5%				5000万円以上		10		2.5%

				398		43.0%						398		100.0%

		問６　あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。（複数回答可） トゲンザイキンムサキエラフクスウカイトウカ

		選択肢 センタクシ								問11　あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。 トニチヘイキンテキキンムジカンナンジカン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		228		57.3%				選択肢 センタクシ

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		208		52.3%				8時間未満 ジカンミマン		38		9.5%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		141		35.4%				8時間～9時間未満 ジカンジカンミマン		144		36.2%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		128		32.2%				9時間～10時間未満 ジカンジカンミマン		135		33.9%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		124		31.2%				10時間～12時間未満 ジカンジカンミマン		67		16.8%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		23		5.8%				12時間～14時間未満 ジカンジカンミマン		13		3.3%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		5		1.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		1		0.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		32		8.0%						398		100.0%

				398						問12　あなたは土日祝日に勤務することがありますか。 トドニチシュクジツキンム

										選択肢 センタクシ

										ほとんどない		341		85.7%

		※実施期間：2017年2月22日～3月3日 ジッシキカンネンガツニチガツニチ								月に1～2日程度 ツキニチテイド		42		10.6%

		※有効回答数：398人、企業内弁護士総数：1,827人（2016年12月31日現在） ユウコウカイトウスウニンキギョウナイベンゴシソウスウニンネンガツニチゲンザイ								月に3～5日程度 ツキニチテイド		13		3.3%

										土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		2		0.5%

												398		100.0%





集計２

								5年未満 ネン		5年～10年未満 ネンネンミマン		10年～15年未満 ネンネンミマン		15年～20年未満 ネンネンミマン		20年以上 ネンイジョウ

		5年未満 ネン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		5年～10年未満 ネンネンミマン				250万円～500万円未満		26		4		0		0		0		30		30

		10年～15年未満 ネンネンミマン				500万円～750万円未満		97		30		1		0		0		128		128

		15年～20年未満 ネンネンミマン				750万円～1000万円未満		24		62		5		2		0		93		93

		20年以上 ネンイジョウ				1000万円～1250万円未満		12		35		6		1		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		3		16		7		4		0		30		30

						1500万円～2000万円未満		2		13		6		5		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		1		1		7		6		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		0		0		1		3		3		7		7

						5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

								167		161		34		22		14

								167		161		34		22		14

								30歳未満 サイミマン		30歳～35歳未満 サイサイミマン		35歳～40歳未満 サイサイミマン		40歳～45歳未満 サイサイミマン		45歳以上 サイイジョウ

		30歳未満 サイミマン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		30歳～35歳未満 サイサイミマン				250万円～500万円未満		15		13		2		0		0		30		30

		35歳～40歳未満 サイサイミマン				500万円～750万円未満		30		77		17		4		0		128		128

		40歳～45歳未満 サイサイミマン				750万円～1000万円未満		4		43		25		16		5		93		93

		45歳以上 サイイジョウ				1000万円～1250万円未満		2		16		10		17		9		54		54

						1250万円～1500万円未満		0		3		7		14		6		30		30

		53				1500万円～2000万円未満		0		4		7		8		8		27		27

		156				2000万円～3000万円未満		0		0		4		9		4		17		17

		74				3000万円～5000万円未満		0		0		1		2		4		7		7

		71				5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

		44						53		156		74		71		44

								53		156		74		71		44

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ						メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		その他 タ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ				250万円未満		1		0		0		1		2		2

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ				250万円～500万円未満		10		5		1		14		30		30

		その他 タ				500万円～750万円未満		59		15		14		40		128		128

						750万円～1000万円未満		37		16		8		32		93		93

						1000万円～1250万円未満		19		16		3		16		54		54

		一般従業員 イッパンジュウギョウイン				1250万円～1500万円未満		8		7		3		12		30		30

		管理職 カンリショク				1500万円～2000万円未満		7		6		2		12		27		27

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン				2000万円～3000万円未満		4		9		2		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		2		5		0		0		7		7

						5000万円以上		3		7		0		0		10		10

								150		86		33		129

								150		86		33		129

								一般従業員 イッパンジュウギョウイン		管理職 カンリショク		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン

						250万円未満		1		0		1		2		2

						250万円～500万円未満		30		0		0		30		30

						500万円～750万円未満		120		8		0		128		128

						750万円～1000万円未満		57		35		1		93		93

						1000万円～1250万円未満		26		28		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		8		21		1		30		30

						1500万円～2000万円未満		7		19		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		4		9		4		17		17

						3000万円～5000万円未満		1		5		1		7		7

						5000万円以上		0		1		9		10		10

								254		126		18

								254		126		18
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		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		所属事務所から出向を命じられたから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから

		その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		その会社で働きたかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		その会社で働きたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その業界で働きたかったから

		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから

		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから

		その会社で働きたかったから





シート

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度





パワポ用問6

		

		選択肢 センタクシ		人数/回答者に占める割合 ニンズウカイトウシャシワリアイ																						選択肢 センタクシ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		122		50.8%		143		52.6%		183		52.9%		187		50.0%		228		57.3%				ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		50.8%		52.6%		52.9%		50.0%		57.3%

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		109		45.4%		121		44.5%		168		48.6%		209		55.9%		208		52.3%				現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		45.4%		44.5%		48.6%		55.9%		52.3%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		97		40.4%		115		42.3%		108		31.2%		114		30.5%		141		35.4%				その会社で働きたかったから カイシャハタラ		40.4%		42.3%		31.2%		30.5%		35.4%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		93		38.8%		99		36.4%		101		29.2%		108		28.9%		128		32.2%				その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		38.8%		36.4%		29.2%		28.9%		32.2%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		87		36.3%		91		33.5%		105		30.3%		123		32.9%		124		31.2%				収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		36.3%		33.5%		30.3%		32.9%		31.2%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		22		9.2%		22		8.1%		28		8.1%		30		8.0%		23		5.8%				提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		9.2%		8.1%		8.1%		8.0%		5.8%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		7		2.9%		7		2.6%		5		1.4%		9		2.4%		5		1.3%				所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		2.9%		2.6%		1.4%		2.4%		1.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		24		10.0%		29		10.7%		43		12.4%		28		7.5%		32		8.0%				ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		10.0%		10.7%		12.4%		7.5%		8.0%

				240				272		2.3051470588		346		2.1416184971		374		2.1604278075		398		2.2336683417

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





パワポ用問6

		



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから



パワポ用その他

		





		





		



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上



		

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%		83.4%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		222		285		315		343		283														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		50		61		59		55		65														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%		81.3%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから

0.5083333333

0.4541666667

0.4041666667

0.3875

0.3625

0.0916666667

0.0291666667

0.1

0.5257352941

0.4448529412

0.4227941176

0.3639705882

0.3345588235

0.0808823529

0.0257352941

0.1066176471

0.5289017341

0.4855491329

0.3121387283

0.2919075145

0.3034682081

0.0809248555

0.0144508671

0.1242774566

0.5

0.5588235294

0.3048128342

0.2887700535

0.3288770053

0.0802139037

0.0240641711

0.0748663102

0.5728643216

0.5226130653

0.3542713568

0.3216080402

0.3115577889

0.0577889447

0.0125628141

0.0804020101



		ある

		ない



102

296



		所属先

		あなた自身



343

55



		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上

17

69

91

50

10

3

17

76

101

58

18

2

26

114

120

56

30

0

27

119

142

61

22

3

38

144

135

67

13

1





（５）年収 

問１１．あなたの年収（支給総額）を教えてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 500万円～750万円が最多、500万円～1,000万円で50％を超える 
 
 
 
 
 
 

２．アンケート結果  

250万円未満 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0%

250万円～500万円未満 25 9.2% 42 12.1% 36 9.6% 30 7.5% 21 6.0%

500万円～750万円未満 85 31.3% 101 29.2% 114 30.5% 128 32.2% 106 30.5%

750万円～1000万円未満 53 19.5% 89 25.7% 90 24.1% 93 23.4% 95 27.3%

1000万円～1250万円未満 39 14.3% 34 9.8% 45 12.0% 54 13.6% 53 15.2%

1250万円～1500万円未満 27 9.9% 29 8.4% 35 9.4% 30 7.5% 31 8.9%

1500万円～2000万円未満 11 4.0% 20 5.8% 23 6.1% 27 6.8% 21 6.0%

2000万円～3000万円未満 15 5.5% 16 4.6% 14 3.7% 17 4.3% 11 3.2%

3000万円～5000万円未満 11 4.0% 8 2.3% 6 1.6% 7 1.8% 5 1.4%

5000万円以上 5 1.8% 7 2.0% 11 2.9% 10 2.5% 5 1.4%

選択肢
人数/割合

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年


結果

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない





集計１

										日本組織内弁護士協会 ニホンソシキナイベンゴシキョウカイ

		問１　あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。 トベンゴシケイケンネンスウオシクダ								問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。 トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ								選択肢 センタクシ

		5年未満 ネン		167		42.0%				ある		102		25.6%

		5年～10年未満 ネンネンミマン		161		40.5%				ない		296		74.4%

		10年～15年未満 ネンネンミマン		34		8.5%						398		100.0%

		15年～20年未満 ネンネンミマン		22		5.5%				問８　あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。 ト

		20年以上 ネンイジョウ		14		3.5%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				ない（検討したこともない）		257		64.6%

		問２　あなたの年齢を教えてください。 トネンレイオシ								ない（検討したことはある）		107		26.9%

		選択肢 センタクシ								ある		34		8.5%

		30歳未満 サイミマン		53		13.3%						398

		30歳～35歳未満 サイサイミマン		156		39.2%				問８　あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。 トギョウムガイコクゴモチギョウムテイドワリアイシ

		35歳～40歳未満 サイサイミマン		74		18.6%				選択肢 センタクシ

		40歳～45歳未満 サイサイミマン		71		17.8%				10%未満 ミマン		157		39.4%

		45歳以上 サイイジョウ		44		11.1%				10%～25%未満 ミマン		96		24.1%

				398		100.0%				25%～50％未満		79		19.8%

										50%～75%未満 ミマン		49		12.3%

		問３　あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。 トカコホウリツジムショベンゴシシツムケイケン								75%以上 イジョウ		17		4.3%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		ある		226		56.8%				問９　あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。 トベンゴシカイヒダレフタン

		ない		172		43.2%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				所属先 ショゾクサキ		343		86.2%

		問４　あなたの勤務先の業種を教えてください。 トキンムサキギョウシュオシ								あなた自身 ジシン		55		13.8%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		150		37.7%				問10　あなたの年収（支給総額）を教えてください。 トネンシュウシキュウソウガクオシ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		86		21.6%				選択肢 センタクシ

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		33		8.3%				250万円未満		2		0.5%

		その他 タ		129		32.4%				250万円～500万円未満		30		7.5%

				398		100.0%				500万円～750万円未満		128		32.2%

		問５　あなたの勤務先でのポジションを教えてください。 トキンムサキオシ								750万円～1000万円未満		93		23.4%

		選択肢 センタクシ								1000万円～1250万円未満		54		13.6%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		227		57.0%				1250万円～1500万円未満		30		7.5%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		27		6.8%		64%		1500万円～2000万円未満		27		6.8%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		111		27.9%				2000万円～3000万円未満		17		4.3%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		15		3.8%		32%		3000万円～5000万円未満		7		1.8%

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン		18		4.5%				5000万円以上		10		2.5%

				398		43.0%						398		100.0%

		問６　あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。（複数回答可） トゲンザイキンムサキエラフクスウカイトウカ

		選択肢 センタクシ								問11　あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。 トニチヘイキンテキキンムジカンナンジカン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		228		57.3%				選択肢 センタクシ

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		208		52.3%				8時間未満 ジカンミマン		38		9.5%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		141		35.4%				8時間～9時間未満 ジカンジカンミマン		144		36.2%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		128		32.2%				9時間～10時間未満 ジカンジカンミマン		135		33.9%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		124		31.2%				10時間～12時間未満 ジカンジカンミマン		67		16.8%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		23		5.8%				12時間～14時間未満 ジカンジカンミマン		13		3.3%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		5		1.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		1		0.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		32		8.0%						398		100.0%

				398						問12　あなたは土日祝日に勤務することがありますか。 トドニチシュクジツキンム

										選択肢 センタクシ

										ほとんどない		341		85.7%

		※実施期間：2017年2月22日～3月3日 ジッシキカンネンガツニチガツニチ								月に1～2日程度 ツキニチテイド		42		10.6%

		※有効回答数：398人、企業内弁護士総数：1,827人（2016年12月31日現在） ユウコウカイトウスウニンキギョウナイベンゴシソウスウニンネンガツニチゲンザイ								月に3～5日程度 ツキニチテイド		13		3.3%

										土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		2		0.5%

												398		100.0%





集計２

								5年未満 ネン		5年～10年未満 ネンネンミマン		10年～15年未満 ネンネンミマン		15年～20年未満 ネンネンミマン		20年以上 ネンイジョウ

		5年未満 ネン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		5年～10年未満 ネンネンミマン				250万円～500万円未満		26		4		0		0		0		30		30

		10年～15年未満 ネンネンミマン				500万円～750万円未満		97		30		1		0		0		128		128

		15年～20年未満 ネンネンミマン				750万円～1000万円未満		24		62		5		2		0		93		93

		20年以上 ネンイジョウ				1000万円～1250万円未満		12		35		6		1		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		3		16		7		4		0		30		30

						1500万円～2000万円未満		2		13		6		5		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		1		1		7		6		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		0		0		1		3		3		7		7

						5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

								167		161		34		22		14

								167		161		34		22		14

								30歳未満 サイミマン		30歳～35歳未満 サイサイミマン		35歳～40歳未満 サイサイミマン		40歳～45歳未満 サイサイミマン		45歳以上 サイイジョウ

		30歳未満 サイミマン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		30歳～35歳未満 サイサイミマン				250万円～500万円未満		15		13		2		0		0		30		30

		35歳～40歳未満 サイサイミマン				500万円～750万円未満		30		77		17		4		0		128		128

		40歳～45歳未満 サイサイミマン				750万円～1000万円未満		4		43		25		16		5		93		93

		45歳以上 サイイジョウ				1000万円～1250万円未満		2		16		10		17		9		54		54

						1250万円～1500万円未満		0		3		7		14		6		30		30

		53				1500万円～2000万円未満		0		4		7		8		8		27		27

		156				2000万円～3000万円未満		0		0		4		9		4		17		17

		74				3000万円～5000万円未満		0		0		1		2		4		7		7

		71				5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

		44						53		156		74		71		44

								53		156		74		71		44

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ						メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		その他 タ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ				250万円未満		1		0		0		1		2		2

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ				250万円～500万円未満		10		5		1		14		30		30

		その他 タ				500万円～750万円未満		59		15		14		40		128		128

						750万円～1000万円未満		37		16		8		32		93		93

						1000万円～1250万円未満		19		16		3		16		54		54

		一般従業員 イッパンジュウギョウイン				1250万円～1500万円未満		8		7		3		12		30		30

		管理職 カンリショク				1500万円～2000万円未満		7		6		2		12		27		27

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン				2000万円～3000万円未満		4		9		2		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		2		5		0		0		7		7

						5000万円以上		3		7		0		0		10		10

								150		86		33		129

								150		86		33		129

								一般従業員 イッパンジュウギョウイン		管理職 カンリショク		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン
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シート

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度





パワポ用問6

		

		選択肢 センタクシ		人数/回答者に占める割合 ニンズウカイトウシャシワリアイ																						選択肢 センタクシ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		122		50.8%		143		52.6%		183		52.9%		187		50.0%		228		57.3%				ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		50.8%		52.6%		52.9%		50.0%		57.3%

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		109		45.4%		121		44.5%		168		48.6%		209		55.9%		208		52.3%				現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		45.4%		44.5%		48.6%		55.9%		52.3%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		97		40.4%		115		42.3%		108		31.2%		114		30.5%		141		35.4%				その会社で働きたかったから カイシャハタラ		40.4%		42.3%		31.2%		30.5%		35.4%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		93		38.8%		99		36.4%		101		29.2%		108		28.9%		128		32.2%				その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		38.8%		36.4%		29.2%		28.9%		32.2%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		87		36.3%		91		33.5%		105		30.3%		123		32.9%		124		31.2%				収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		36.3%		33.5%		30.3%		32.9%		31.2%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		22		9.2%		22		8.1%		28		8.1%		30		8.0%		23		5.8%				提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		9.2%		8.1%		8.1%		8.0%		5.8%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		7		2.9%		7		2.6%		5		1.4%		9		2.4%		5		1.3%				所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		2.9%		2.6%		1.4%		2.4%		1.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		24		10.0%		29		10.7%		43		12.4%		28		7.5%		32		8.0%				ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		10.0%		10.7%		12.4%		7.5%		8.0%

				240				272		2.3051470588		346		2.1416184971		374		2.1604278075		398		2.2336683417

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





パワポ用問6

		



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから



パワポ用その他

		





		





		



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上



		

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%		83.4%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン				2018年 ネン

		250万円未満		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%		0		0.0%

		250万円～500万円未満		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%		21		6.0%

		500万円～750万円未満		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%		106		30.5%

		750万円～1000万円未満		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%		95		27.3%

		1000万円～1250万円未満		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%		53		15.2%

		1250万円～1500万円未満		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%		31		8.9%

		1500万円～2000万円未満		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%		21		6.0%

		2000万円～3000万円未満		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%		11		3.2%

		3000万円～5000万円未満		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%		5		1.4%

		5000万円以上		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%		5		1.4%

				272		1		346		1		374		1		398		1		348		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから
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		ある

		ない



102

296



		所属先

		あなた自身



343

55



		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上
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（６）勤務時間 
問１２．あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8時間～9時間が30％を超えて最多、10時間未満が70％を超える 
 
 
 
 

２．アンケート結果  

8時間未満 17 6.3% 26 7.5% 27 7.2% 38 9.5% 41 11.8%

8時間～9時間 76 27.9% 114 32.9% 119 31.8% 144 36.2% 130 37.4%

9時間～10時間 101 37.1% 120 34.7% 142 38.0% 135 33.9% 121 34.8%

10時間～12時間 58 21.3% 56 16.2% 61 16.3% 67 16.8% 48 13.8%

12時間～14時間 18 6.6% 30 8.7% 22 5.9% 13 3.3% 8 2.3%

14時間以上 2 0.7% 0 0.0% 3 0.8% 1 0.3% 0 0.0%

選択肢
人数/割合

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
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12時間～14時間 

14時間以上 


結果

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
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集計１

										日本組織内弁護士協会 ニホンソシキナイベンゴシキョウカイ

		問１　あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。 トベンゴシケイケンネンスウオシクダ								問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。 トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ								選択肢 センタクシ

		5年未満 ネン		167		42.0%				ある		102		25.6%

		5年～10年未満 ネンネンミマン		161		40.5%				ない		296		74.4%

		10年～15年未満 ネンネンミマン		34		8.5%						398		100.0%

		15年～20年未満 ネンネンミマン		22		5.5%				問８　あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。 ト

		20年以上 ネンイジョウ		14		3.5%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				ない（検討したこともない）		257		64.6%

		問２　あなたの年齢を教えてください。 トネンレイオシ								ない（検討したことはある）		107		26.9%

		選択肢 センタクシ								ある		34		8.5%

		30歳未満 サイミマン		53		13.3%						398

		30歳～35歳未満 サイサイミマン		156		39.2%				問８　あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。 トギョウムガイコクゴモチギョウムテイドワリアイシ

		35歳～40歳未満 サイサイミマン		74		18.6%				選択肢 センタクシ

		40歳～45歳未満 サイサイミマン		71		17.8%				10%未満 ミマン		157		39.4%

		45歳以上 サイイジョウ		44		11.1%				10%～25%未満 ミマン		96		24.1%

				398		100.0%				25%～50％未満		79		19.8%

										50%～75%未満 ミマン		49		12.3%

		問３　あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。 トカコホウリツジムショベンゴシシツムケイケン								75%以上 イジョウ		17		4.3%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		ある		226		56.8%				問９　あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。 トベンゴシカイヒダレフタン

		ない		172		43.2%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				所属先 ショゾクサキ		343		86.2%

		問４　あなたの勤務先の業種を教えてください。 トキンムサキギョウシュオシ								あなた自身 ジシン		55		13.8%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		150		37.7%				問10　あなたの年収（支給総額）を教えてください。 トネンシュウシキュウソウガクオシ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		86		21.6%				選択肢 センタクシ

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		33		8.3%				250万円未満		2		0.5%

		その他 タ		129		32.4%				250万円～500万円未満		30		7.5%

				398		100.0%				500万円～750万円未満		128		32.2%

		問５　あなたの勤務先でのポジションを教えてください。 トキンムサキオシ								750万円～1000万円未満		93		23.4%

		選択肢 センタクシ								1000万円～1250万円未満		54		13.6%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		227		57.0%				1250万円～1500万円未満		30		7.5%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		27		6.8%		64%		1500万円～2000万円未満		27		6.8%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		111		27.9%				2000万円～3000万円未満		17		4.3%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		15		3.8%		32%		3000万円～5000万円未満		7		1.8%

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン		18		4.5%				5000万円以上		10		2.5%

				398		43.0%						398		100.0%

		問６　あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。（複数回答可） トゲンザイキンムサキエラフクスウカイトウカ

		選択肢 センタクシ								問11　あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。 トニチヘイキンテキキンムジカンナンジカン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		228		57.3%				選択肢 センタクシ

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		208		52.3%				8時間未満 ジカンミマン		38		9.5%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		141		35.4%				8時間～9時間未満 ジカンジカンミマン		144		36.2%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		128		32.2%				9時間～10時間未満 ジカンジカンミマン		135		33.9%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		124		31.2%				10時間～12時間未満 ジカンジカンミマン		67		16.8%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		23		5.8%				12時間～14時間未満 ジカンジカンミマン		13		3.3%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		5		1.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		1		0.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		32		8.0%						398		100.0%

				398						問12　あなたは土日祝日に勤務することがありますか。 トドニチシュクジツキンム

										選択肢 センタクシ

										ほとんどない		341		85.7%

		※実施期間：2017年2月22日～3月3日 ジッシキカンネンガツニチガツニチ								月に1～2日程度 ツキニチテイド		42		10.6%

		※有効回答数：398人、企業内弁護士総数：1,827人（2016年12月31日現在） ユウコウカイトウスウニンキギョウナイベンゴシソウスウニンネンガツニチゲンザイ								月に3～5日程度 ツキニチテイド		13		3.3%

										土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		2		0.5%

												398		100.0%





集計２

								5年未満 ネン		5年～10年未満 ネンネンミマン		10年～15年未満 ネンネンミマン		15年～20年未満 ネンネンミマン		20年以上 ネンイジョウ

		5年未満 ネン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		5年～10年未満 ネンネンミマン				250万円～500万円未満		26		4		0		0		0		30		30

		10年～15年未満 ネンネンミマン				500万円～750万円未満		97		30		1		0		0		128		128

		15年～20年未満 ネンネンミマン				750万円～1000万円未満		24		62		5		2		0		93		93

		20年以上 ネンイジョウ				1000万円～1250万円未満		12		35		6		1		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		3		16		7		4		0		30		30

						1500万円～2000万円未満		2		13		6		5		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		1		1		7		6		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		0		0		1		3		3		7		7

						5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

								167		161		34		22		14

								167		161		34		22		14

								30歳未満 サイミマン		30歳～35歳未満 サイサイミマン		35歳～40歳未満 サイサイミマン		40歳～45歳未満 サイサイミマン		45歳以上 サイイジョウ

		30歳未満 サイミマン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		30歳～35歳未満 サイサイミマン				250万円～500万円未満		15		13		2		0		0		30		30

		35歳～40歳未満 サイサイミマン				500万円～750万円未満		30		77		17		4		0		128		128

		40歳～45歳未満 サイサイミマン				750万円～1000万円未満		4		43		25		16		5		93		93

		45歳以上 サイイジョウ				1000万円～1250万円未満		2		16		10		17		9		54		54

						1250万円～1500万円未満		0		3		7		14		6		30		30

		53				1500万円～2000万円未満		0		4		7		8		8		27		27

		156				2000万円～3000万円未満		0		0		4		9		4		17		17

		74				3000万円～5000万円未満		0		0		1		2		4		7		7

		71				5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

		44						53		156		74		71		44

								53		156		74		71		44

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ						メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		その他 タ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ				250万円未満		1		0		0		1		2		2

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ				250万円～500万円未満		10		5		1		14		30		30

		その他 タ				500万円～750万円未満		59		15		14		40		128		128

						750万円～1000万円未満		37		16		8		32		93		93

						1000万円～1250万円未満		19		16		3		16		54		54

		一般従業員 イッパンジュウギョウイン				1250万円～1500万円未満		8		7		3		12		30		30

		管理職 カンリショク				1500万円～2000万円未満		7		6		2		12		27		27

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン				2000万円～3000万円未満		4		9		2		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		2		5		0		0		7		7

						5000万円以上		3		7		0		0		10		10

								150		86		33		129

								150		86		33		129

								一般従業員 イッパンジュウギョウイン		管理職 カンリショク		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン

						250万円未満		1		0		1		2		2

						250万円～500万円未満		30		0		0		30		30

						500万円～750万円未満		120		8		0		128		128

						750万円～1000万円未満		57		35		1		93		93

						1000万円～1250万円未満		26		28		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		8		21		1		30		30

						1500万円～2000万円未満		7		19		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		4		9		4		17		17

						3000万円～5000万円未満		1		5		1		7		7

						5000万円以上		0		1		9		10		10

								254		126		18

								254		126		18
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シート

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度





パワポ用問6

		

		選択肢 センタクシ		人数/回答者に占める割合 ニンズウカイトウシャシワリアイ																						選択肢 センタクシ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		122		50.8%		143		52.6%		183		52.9%		187		50.0%		228		57.3%				ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		50.8%		52.6%		52.9%		50.0%		57.3%

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		109		45.4%		121		44.5%		168		48.6%		209		55.9%		208		52.3%				現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		45.4%		44.5%		48.6%		55.9%		52.3%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		97		40.4%		115		42.3%		108		31.2%		114		30.5%		141		35.4%				その会社で働きたかったから カイシャハタラ		40.4%		42.3%		31.2%		30.5%		35.4%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		93		38.8%		99		36.4%		101		29.2%		108		28.9%		128		32.2%				その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		38.8%		36.4%		29.2%		28.9%		32.2%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		87		36.3%		91		33.5%		105		30.3%		123		32.9%		124		31.2%				収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		36.3%		33.5%		30.3%		32.9%		31.2%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		22		9.2%		22		8.1%		28		8.1%		30		8.0%		23		5.8%				提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		9.2%		8.1%		8.1%		8.0%		5.8%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		7		2.9%		7		2.6%		5		1.4%		9		2.4%		5		1.3%				所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		2.9%		2.6%		1.4%		2.4%		1.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		24		10.0%		29		10.7%		43		12.4%		28		7.5%		32		8.0%				ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		10.0%		10.7%		12.4%		7.5%		8.0%

				240				272		2.3051470588		346		2.1416184971		374		2.1604278075		398		2.2336683417

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





パワポ用問6

		



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから



パワポ用その他

		





		





		



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上



		

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%		83.4%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン				2018年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%		41		11.8%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%		130		37.4%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%		121		34.8%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%		48		13.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%		8		2.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%		0		0.0%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				272		1		346		1		374		1		398		1		348		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから

0.5083333333

0.4541666667

0.4041666667

0.3875

0.3625

0.0916666667

0.0291666667

0.1

0.5257352941

0.4448529412

0.4227941176

0.3639705882

0.3345588235

0.0808823529

0.0257352941

0.1066176471

0.5289017341

0.4855491329

0.3121387283

0.2919075145

0.3034682081

0.0809248555

0.0144508671

0.1242774566

0.5

0.5588235294

0.3048128342

0.2887700535

0.3288770053

0.0802139037

0.0240641711

0.0748663102

0.5728643216

0.5226130653

0.3542713568

0.3216080402

0.3115577889

0.0577889447

0.0125628141

0.0804020101



		ある

		ない



102

296



		所属先

		あなた自身



343

55



		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上

17

69

91

50

10

3

17

76

101

58

18

2

26

114

120

56

30

0

27

119

142

61

22

3

38

144

135

67

13

1





（７）休日勤務 

問１３．あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがあ
りますか？ 

 

 

 

 

 

 

休日出勤がほとんどない者が約80％で推移 
 
 
 

２．アンケート結果  

ほとんどない 214 78.7% 279 80.6% 299 79.9% 341 85.7% 286 82.2%

月に1～2日程度 42 15.4% 49 14.2% 59 15.8% 42 10.6% 51 14.7%

月に3～5日程度 13 4.8% 16 4.6% 14 3.7% 13 3.3% 10 2.9%

土日祝日もほとんど出勤している 3 1.1% 2 0.6% 2 0.5% 2 0.5% 1 0.3%

選択肢
人数/割合

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年


結果

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない





集計１

										日本組織内弁護士協会 ニホンソシキナイベンゴシキョウカイ

		問１　あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。 トベンゴシケイケンネンスウオシクダ								問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。 トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ								選択肢 センタクシ

		5年未満 ネン		167		42.0%				ある		102		25.6%

		5年～10年未満 ネンネンミマン		161		40.5%				ない		296		74.4%

		10年～15年未満 ネンネンミマン		34		8.5%						398		100.0%

		15年～20年未満 ネンネンミマン		22		5.5%				問８　あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。 ト

		20年以上 ネンイジョウ		14		3.5%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				ない（検討したこともない）		257		64.6%

		問２　あなたの年齢を教えてください。 トネンレイオシ								ない（検討したことはある）		107		26.9%

		選択肢 センタクシ								ある		34		8.5%

		30歳未満 サイミマン		53		13.3%						398

		30歳～35歳未満 サイサイミマン		156		39.2%				問８　あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。 トギョウムガイコクゴモチギョウムテイドワリアイシ

		35歳～40歳未満 サイサイミマン		74		18.6%				選択肢 センタクシ

		40歳～45歳未満 サイサイミマン		71		17.8%				10%未満 ミマン		157		39.4%

		45歳以上 サイイジョウ		44		11.1%				10%～25%未満 ミマン		96		24.1%

				398		100.0%				25%～50％未満		79		19.8%

										50%～75%未満 ミマン		49		12.3%

		問３　あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。 トカコホウリツジムショベンゴシシツムケイケン								75%以上 イジョウ		17		4.3%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		ある		226		56.8%				問９　あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。 トベンゴシカイヒダレフタン

		ない		172		43.2%				選択肢 センタクシ

				398		100.0%				所属先 ショゾクサキ		343		86.2%

		問４　あなたの勤務先の業種を教えてください。 トキンムサキギョウシュオシ								あなた自身 ジシン		55		13.8%

		選択肢 センタクシ										398		100.0%

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		150		37.7%				問10　あなたの年収（支給総額）を教えてください。 トネンシュウシキュウソウガクオシ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		86		21.6%				選択肢 センタクシ

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		33		8.3%				250万円未満		2		0.5%

		その他 タ		129		32.4%				250万円～500万円未満		30		7.5%

				398		100.0%				500万円～750万円未満		128		32.2%

		問５　あなたの勤務先でのポジションを教えてください。 トキンムサキオシ								750万円～1000万円未満		93		23.4%

		選択肢 センタクシ								1000万円～1250万円未満		54		13.6%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		227		57.0%				1250万円～1500万円未満		30		7.5%

		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		27		6.8%		64%		1500万円～2000万円未満		27		6.8%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		111		27.9%				2000万円～3000万円未満		17		4.3%

		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外) イガイ		15		3.8%		32%		3000万円～5000万円未満		7		1.8%

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン		18		4.5%				5000万円以上		10		2.5%

				398		43.0%						398		100.0%

		問６　あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。（複数回答可） トゲンザイキンムサキエラフクスウカイトウカ

		選択肢 センタクシ								問11　あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。 トニチヘイキンテキキンムジカンナンジカン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		228		57.3%				選択肢 センタクシ

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		208		52.3%				8時間未満 ジカンミマン		38		9.5%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		141		35.4%				8時間～9時間未満 ジカンジカンミマン		144		36.2%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		128		32.2%				9時間～10時間未満 ジカンジカンミマン		135		33.9%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		124		31.2%				10時間～12時間未満 ジカンジカンミマン		67		16.8%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		23		5.8%				12時間～14時間未満 ジカンジカンミマン		13		3.3%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		5		1.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		1		0.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		32		8.0%						398		100.0%

				398						問12　あなたは土日祝日に勤務することがありますか。 トドニチシュクジツキンム

										選択肢 センタクシ

										ほとんどない		341		85.7%

		※実施期間：2017年2月22日～3月3日 ジッシキカンネンガツニチガツニチ								月に1～2日程度 ツキニチテイド		42		10.6%

		※有効回答数：398人、企業内弁護士総数：1,827人（2016年12月31日現在） ユウコウカイトウスウニンキギョウナイベンゴシソウスウニンネンガツニチゲンザイ								月に3～5日程度 ツキニチテイド		13		3.3%

										土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		2		0.5%

												398		100.0%





集計２

								5年未満 ネン		5年～10年未満 ネンネンミマン		10年～15年未満 ネンネンミマン		15年～20年未満 ネンネンミマン		20年以上 ネンイジョウ

		5年未満 ネン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		5年～10年未満 ネンネンミマン				250万円～500万円未満		26		4		0		0		0		30		30

		10年～15年未満 ネンネンミマン				500万円～750万円未満		97		30		1		0		0		128		128

		15年～20年未満 ネンネンミマン				750万円～1000万円未満		24		62		5		2		0		93		93

		20年以上 ネンイジョウ				1000万円～1250万円未満		12		35		6		1		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		3		16		7		4		0		30		30

						1500万円～2000万円未満		2		13		6		5		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		1		1		7		6		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		0		0		1		3		3		7		7

						5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

								167		161		34		22		14

								167		161		34		22		14

								30歳未満 サイミマン		30歳～35歳未満 サイサイミマン		35歳～40歳未満 サイサイミマン		40歳～45歳未満 サイサイミマン		45歳以上 サイイジョウ

		30歳未満 サイミマン				250万円未満		2		0		0		0		0		2		2

		30歳～35歳未満 サイサイミマン				250万円～500万円未満		15		13		2		0		0		30		30

		35歳～40歳未満 サイサイミマン				500万円～750万円未満		30		77		17		4		0		128		128

		40歳～45歳未満 サイサイミマン				750万円～1000万円未満		4		43		25		16		5		93		93

		45歳以上 サイイジョウ				1000万円～1250万円未満		2		16		10		17		9		54		54

						1250万円～1500万円未満		0		3		7		14		6		30		30

		53				1500万円～2000万円未満		0		4		7		8		8		27		27

		156				2000万円～3000万円未満		0		0		4		9		4		17		17

		74				3000万円～5000万円未満		0		0		1		2		4		7		7

		71				5000万円以上		0		0		1		1		8		10		10

		44						53		156		74		71		44

								53		156		74		71		44

		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ						メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等） カデンジドウシャカガクイヤクヒンキカイトウ		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ		その他 タ

		金融（銀行、証券、保険等） キンユウギンコウショウケンホケントウ				250万円未満		1		0		0		1		2		2

		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等） ジョウホウツウシントウ				250万円～500万円未満		10		5		1		14		30		30

		その他 タ				500万円～750万円未満		59		15		14		40		128		128

						750万円～1000万円未満		37		16		8		32		93		93

						1000万円～1250万円未満		19		16		3		16		54		54

		一般従業員 イッパンジュウギョウイン				1250万円～1500万円未満		8		7		3		12		30		30

		管理職 カンリショク				1500万円～2000万円未満		7		6		2		12		27		27

		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン				2000万円～3000万円未満		4		9		2		2		17		17

						3000万円～5000万円未満		2		5		0		0		7		7

						5000万円以上		3		7		0		0		10		10

								150		86		33		129

								150		86		33		129

								一般従業員 イッパンジュウギョウイン		管理職 カンリショク		役員・ジェネラルカウンセル ヤクイン

						250万円未満		1		0		1		2		2

						250万円～500万円未満		30		0		0		30		30

						500万円～750万円未満		120		8		0		128		128

						750万円～1000万円未満		57		35		1		93		93

						1000万円～1250万円未満		26		28		0		54		54

						1250万円～1500万円未満		8		21		1		30		30

						1500万円～2000万円未満		7		19		1		27		27

						2000万円～3000万円未満		4		9		4		17		17

						3000万円～5000万円未満		1		5		1		7		7

						5000万円以上		0		1		9		10		10

								254		126		18

								254		126		18
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シート

				投稿日時		問1		問2		問3		問4		問5		問6		問7		問8		問9		問10		問11		問12		問13

		質問文				あなたの弁護士経験年数を教えて下さい。		あなたの年齢を教えてください。		あなたは過去に法律事務所で弁護士としての執務経験がありますか。		あなたの勤務先の業種を教えてください。		あなたの勤務先でのポジションを教えてください。		あなたが現在の勤務先を選んだのはなぜですか。		あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか。		あなたは勤務先のために弁護士法２３条の２に基づく照会を行うことがありますか。		あなたの業務において外国語を用いる業務はどの程度の割合を占めていますか。		あなたの弁護士会費は誰が負担していますか。		あなたの年収（支給総額）を教えてください。		あなたの１日の平均的な勤務時間は何時間くらいですか。		あなたは土日祝日(又は会社所定の休日)に勤務することがありますか。

		回答187		2/24/17 9:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答253		2/24/17 13:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答272		2/24/17 17:58		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答304		2/28/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答28		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答347		3/2/17 14:55		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答97		2/22/17 11:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答196		2/24/17 9:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答87		2/22/17 11:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答161		2/22/17 22:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答326		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答184		2/23/17 20:59		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答296		2/27/17 12:42		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答333		3/2/17 14:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答219		2/24/17 9:54		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答100		2/22/17 12:14		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答246		2/24/17 11:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答339		3/2/17 14:37		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答382		3/3/17 8:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答71		2/22/17 11:18		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答89		2/22/17 11:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答119		2/22/17 13:16		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答312		3/1/17 0:39		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答226		2/24/17 10:03		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答115		2/22/17 13:02		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答141		2/22/17 15:40		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答330		3/2/17 14:31		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答159		2/22/17 21:41		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答342		3/2/17 14:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答206		2/24/17 9:47		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答35		2/22/17 10:47		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答140		2/22/17 15:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答146		2/22/17 16:34		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答136		2/22/17 14:57		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答49		2/22/17 10:56		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答30		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答31		2/22/17 10:46		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答379		3/3/17 0:43		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答39		2/22/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答224		2/24/17 10:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答245		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答255		2/24/17 13:13		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答275		2/24/17 19:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答337		3/2/17 14:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答343		3/2/17 14:45		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答3		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答95		2/22/17 11:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答112		2/22/17 12:51		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答114		2/22/17 12:59		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答135		2/22/17 14:56		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答254		2/24/17 13:11		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答348		3/2/17 14:55		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答2		2/22/17 10:38		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答110		2/22/17 12:45		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答111		2/22/17 12:49		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答194		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答210		2/24/17 9:48		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答222		2/24/17 9:59		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答236		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答237		2/24/17 10:30		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答269		2/24/17 16:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答288		2/27/17 6:16		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答303		2/28/17 9:33		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答391		3/3/17 18:30		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答107		2/22/17 12:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答137		2/22/17 15:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答261		2/24/17 15:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答270		2/24/17 17:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答40		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答154		2/22/17 19:02		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答190		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答207		2/24/17 9:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答264		2/24/17 15:42		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答290		2/27/17 9:03		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答314		3/1/17 14:56		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答388		3/3/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答202		2/24/17 9:44		5年未満		30歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答41		2/22/17 10:50		5年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答70		2/22/17 11:18		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答173		2/23/17 10:04		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答214		2/24/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答52		2/22/17 11:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答61		2/22/17 11:08		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答68		2/22/17 11:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答78		2/22/17 11:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答91		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答189		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答220		2/24/17 9:55		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答247		2/24/17 11:32		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答248		2/24/17 11:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答282		2/25/17 9:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答300		2/27/17 19:46		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答317		3/1/17 15:41		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答340		3/2/17 14:40		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答19		2/22/17 10:42		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答42		2/22/17 10:51		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答47		2/22/17 10:55		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答160		2/22/17 21:56		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答209		2/24/17 9:47		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答316		3/1/17 15:22		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答328		3/2/17 14:31		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答335		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答381		3/3/17 8:15		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答392		3/3/17 19:09		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答295		2/27/17 11:41		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答1		2/22/17 10:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答212		2/24/17 9:48		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答83		2/22/17 11:38		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答274		2/24/17 18:55		5年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答299		2/27/17 17:16		5年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答120		2/22/17 13:19		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答16		2/22/17 10:41		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答27		2/22/17 10:45		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答51		2/22/17 10:57		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答82		2/22/17 11:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答98		2/22/17 12:03		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答134		2/22/17 14:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答138		2/22/17 15:20		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答178		2/23/17 12:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答355		3/2/17 15:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答4		2/22/17 10:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答5		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答8		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答15		2/22/17 10:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答23		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答26		2/22/17 10:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答36		2/22/17 10:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答38		2/22/17 10:50		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答73		2/22/17 11:23		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答74		2/22/17 11:24		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答79		2/22/17 11:29		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答81		2/22/17 11:31		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答93		2/22/17 11:54		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答177		2/23/17 11:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答188		2/24/17 9:36		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答200		2/24/17 9:41		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答229		2/24/17 10:06		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答232		2/24/17 10:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答252		2/24/17 12:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答262		2/24/17 15:18		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答298		2/27/17 16:26		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答327		3/2/17 14:29		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答361		3/2/17 16:12		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答363		3/2/17 16:44		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答368		3/2/17 17:38		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答11		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答13		2/22/17 10:40		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答34		2/22/17 10:47		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答60		2/22/17 11:08		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答103		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答109		2/22/17 12:42		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答130		2/22/17 14:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答183		2/23/17 16:00		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答271		2/24/17 17:19		5年未満		30歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答273		2/24/17 18:27		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答306		2/28/17 12:26		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答383		3/3/17 9:25		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答158		2/22/17 20:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答201		2/24/17 9:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答291		2/27/17 9:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答305		2/28/17 11:35		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答367		3/2/17 17:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答22		2/22/17 10:44		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答179		2/23/17 13:26		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答242		2/24/17 10:57		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答176		2/23/17 10:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答218		2/24/17 9:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答393		3/4/17 2:17		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答10		2/22/17 10:39		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答64		2/22/17 11:09		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答123		2/22/17 13:35		5年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答164		2/23/17 0:46		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答380		3/3/17 0:53		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答86		2/22/17 11:44		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答280		2/25/17 7:34		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答376		3/2/17 22:10		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答53		2/22/17 11:00		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答69		2/22/17 11:16		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答356		3/2/17 15:22		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答390		3/3/17 17:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答75		2/22/17 11:24		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答174		2/23/17 10:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答332		3/2/17 14:33		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答336		3/2/17 14:35		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答377		3/2/17 22:12		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答92		2/22/17 11:53		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答116		2/22/17 13:05		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答230		2/24/17 10:08		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答365		3/2/17 16:58		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答143		2/22/17 16:29		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答166		2/23/17 6:18		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答334		3/2/17 14:35		5年未満		30歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答44		2/22/17 10:54		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答156		2/22/17 19:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答181		2/23/17 15:49		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答344		3/2/17 14:49		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答7		2/22/17 10:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答63		2/22/17 11:09		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答90		2/22/17 11:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答147		2/22/17 17:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答165		2/23/17 3:53		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答203		2/24/17 9:44		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答215		2/24/17 9:50		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答217		2/24/17 9:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答228		2/24/17 10:06		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答279		2/24/17 23:42		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答50		2/22/17 10:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答88		2/22/17 11:45		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答157		2/22/17 19:51		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答238		2/24/17 10:31		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答244		2/24/17 11:10		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答260		2/24/17 14:30		5年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答127		2/22/17 13:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答169		2/23/17 8:44		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ある		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答359		3/2/17 15:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答322		3/2/17 14:29		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答205		2/24/17 9:46		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答345		3/2/17 14:51		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答171		2/23/17 9:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答193		2/24/17 9:39		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答251		2/24/17 11:51		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答351		3/2/17 14:59		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答364		3/2/17 16:52		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答24		2/22/17 10:44		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答323		3/2/17 14:29		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答46		2/22/17 10:55		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答129		2/22/17 14:26		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答349		3/2/17 14:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		土日祝日もほとんど出勤している

		回答152		2/22/17 18:16		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答378		3/2/17 22:38		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答121		2/22/17 13:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答315		3/1/17 15:08		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		所属事務所から出向を命じられたから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答239		2/24/17 10:36		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答258		2/24/17 13:28		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答346		3/2/17 14:52		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答105		2/22/17 12:25		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		250万円～500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答250		2/24/17 11:48		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答142		2/22/17 15:47		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答360		3/2/17 15:45		5年未満		30歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円～500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答277		2/24/17 21:47		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答373		3/2/17 20:59		5年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		500万円～750万円未満		14時間以上		月に3～5日程度

		回答352		3/2/17 15:00		5年未満		30歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答366		3/2/17 17:00		5年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答292		2/27/17 9:41		5年未満		30歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答350		3/2/17 14:57		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答265		2/24/17 15:49		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答195		2/24/17 9:39		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答374		3/2/17 21:36		5年未満		30歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答148		2/22/17 17:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答162		2/22/17 23:07		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答358		3/2/17 15:32		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答375		3/2/17 21:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答310		2/28/17 20:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答302		2/28/17 1:07		5年～10年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		一般従業員(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
所属事務所から出向を命じられたから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答124		2/22/17 13:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答66		2/22/17 11:09		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答386		3/3/17 9:51		5年～10年未満		45歳以上		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答131		2/22/17 14:39		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ある		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答96		2/22/17 11:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答241		2/24/17 10:52		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答104		2/22/17 12:22		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答33		2/22/17 10:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答385		3/3/17 9:47		5年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答32		2/22/17 10:46		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答309		2/28/17 20:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答308		2/28/17 17:08		5年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答77		2/22/17 11:25		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答278		2/24/17 21:50		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答17		2/22/17 10:42		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答76		2/22/17 11:24		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答132		2/22/17 14:39		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		月に3～5日程度

		回答213		2/24/17 9:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答55		2/22/17 11:01		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答113		2/22/17 12:53		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答307		2/28/17 17:02		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答234		2/24/17 10:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答285		2/26/17 8:37		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答167		2/23/17 7:46		5年未満		40歳～45歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答395		3/4/17 20:36		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答43		2/22/17 10:52		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答128		2/22/17 14:17		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答145		2/22/17 16:34		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答319		3/2/17 11:38		10年～15年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答117		2/22/17 13:06		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答45		2/22/17 10:55		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答150		2/22/17 17:28		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答293		2/27/17 10:55		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答318		3/1/17 16:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答155		2/22/17 19:43		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答72		2/22/17 11:18		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答186		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答281		2/25/17 7:38		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答231		2/24/17 10:11		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ある		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答354		3/2/17 15:05		5年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答163		2/23/17 0:42		5年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答62		2/22/17 11:08		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答144		2/22/17 16:32		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答59		2/22/17 11:07		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答257		2/24/17 13:25		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答331		3/2/17 14:32		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答153		2/22/17 18:34		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答372		3/2/17 20:29		10年～15年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答133		2/22/17 14:47		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ある		ない（検討したこともない）		75%以上		あなた自身		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答125		2/22/17 13:42		5年～10年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答357		3/2/17 15:30		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答85		2/22/17 11:42		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答58		2/22/17 11:07		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答324		3/2/17 14:29		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		あなた自身		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答175		2/23/17 10:45		5年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答387		3/3/17 10:12		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間～9時間未満		月に3～5日程度

		回答185		2/24/17 9:35		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答14		2/22/17 10:41		15年～20年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答67		2/22/17 11:11		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答233		2/24/17 10:22		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答12		2/22/17 10:40		15年～20年未満		45歳以上		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答99		2/22/17 12:06		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答54		2/22/17 11:01		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答204		2/24/17 9:46		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		12時間～14時間未満		ほとんどない

		回答223		2/24/17 10:01		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答268		2/24/17 16:34		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答353		3/2/17 15:02		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答266		2/24/17 15:55		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答208		2/24/17 9:47		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答235		2/24/17 10:26		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答263		2/24/17 15:35		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答341		3/2/17 14:41		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		3000万円～5000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答25		2/22/17 10:45		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答37		2/22/17 10:49		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答101		2/22/17 12:19		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答118		2/22/17 13:14		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答126		2/22/17 13:52		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答370		3/2/17 18:39		5年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答369		3/2/17 17:56		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答320		3/2/17 14:28		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答182		2/23/17 15:59		5年未満		30歳～35歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		500万円～750万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答321		3/2/17 14:28		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答297		2/27/17 14:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答108		2/22/17 12:36		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答221		2/24/17 9:57		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		所属事務所から出向を命じられたから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		12時間～14時間未満		月に3～5日程度

		回答84		2/22/17 11:38		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答267		2/24/17 16:28		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答287		2/26/17 21:22		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答389		3/3/17 10:45		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答197		2/24/17 9:40		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答227		2/24/17 10:05		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答384		3/3/17 9:42		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答240		2/24/17 10:49		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答371		3/2/17 19:45		5年未満		40歳～45歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答29		2/22/17 10:46		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答283		2/25/17 10:26		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答9		2/22/17 10:39		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答21		2/22/17 10:43		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答243		2/24/17 11:06		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ある		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答198		2/24/17 9:40		5年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答211		2/24/17 9:48		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答325		3/2/17 14:29		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答20		2/22/17 10:43		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答48		2/22/17 10:56		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答106		2/22/17 12:30		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答225		2/24/17 10:03		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答286		2/26/17 10:23		5年～10年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答65		2/22/17 11:09		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答311		2/28/17 22:24		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答338		3/2/17 14:36		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答362		3/2/17 16:31		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門)		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答180		2/23/17 14:36		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから
ほかに就職先がなかったから		ある		ある		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答56		2/22/17 11:03		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1000万円～1250万円未満		10時間～12時間未満		月に1～2日程度

		回答396		3/5/17 18:18		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答397		3/5/17 18:19		10年～15年未満		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1000万円～1250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答329		3/2/17 14:31		5年～10年未満		40歳～45歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答94		2/22/17 11:55		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%～25%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答301		2/27/17 23:32		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		1250万円～1500万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答259		2/24/17 14:18		5年～10年未満		45歳以上		ない		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		あなた自身		1250万円～1500万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度

		回答6		2/22/17 10:39		10年～15年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1500万円～2000万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答276		2/24/17 20:47		5年～10年未満		45歳以上		ない		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		12時間～14時間未満		月に1～2日程度

		回答294		2/27/17 11:13		5年～10年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		25%～50％未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答57		2/22/17 11:04		5年未満		30歳～35歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答172		2/23/17 9:57		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		その他		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		10%未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答168		2/23/17 8:36		5年～10年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答256		2/24/17 13:16		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		管理職(法務・知財・コンプライアンス部門以外)		ワークライフバランスを確保したかったから		ある		ない（検討したこともない）		10%未満		あなた自身		750万円～1000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答313		3/1/17 8:52		5年未満		40歳～45歳未満		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		1250万円～1500万円未満		9時間～10時間未満		月に1～2日程度

		回答289		2/27/17 8:04		5年～10年未満		35歳～40歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		1500万円～2000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答149		2/22/17 17:23		15年～20年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答284		2/25/17 20:58		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答199		2/24/17 9:41		5年未満		45歳以上		ない		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		あなた自身		2000万円～3000万円未満		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答170		2/23/17 8:57		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ある		ある		10%～25%未満		所属先		2000万円～3000万円未満		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答102		2/22/17 12:19		5年未満		30歳未満		ない		その他		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したことはある）		10%未満		所属先		250万円未満		8時間未満		ほとんどない

		回答192		2/24/17 9:38		15年～20年未満		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		3000万円～5000万円未満		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答80		2/22/17 11:30		10年～15年未満		40歳～45歳未満		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答249		2/24/17 11:47		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		月に3～5日程度

		回答398		3/6/17 9:14		20年以上		45歳以上		ある		メーカー（家電、自動車、化学、医薬品、機械等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		75%以上		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答122		2/22/17 13:25		15年～20年未満		35歳～40歳未満		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
提示された報酬が高額だったから		ない		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答18		2/22/17 10:42		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		8時間～9時間未満		ほとんどない

		回答139		2/22/17 15:24		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから
その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答151		2/22/17 17:29		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		ワークライフバランスを確保したかったから
現場に近いところで仕事がしたかったから
その会社で働きたかったから		ない		ない（検討したことはある）		10%～25%未満		所属先		5000万円以上		9時間～10時間未満		ほとんどない

		回答216		2/24/17 9:50		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		その業界で働きたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答394		3/4/17 20:05		20年以上		45歳以上		ある		金融（銀行、証券、保険等）		役員・ジェネラルカウンセル		現場に近いところで仕事がしたかったから
その業界で働きたかったから
収入を安定させたかったから		ない		ない（検討したこともない）		50%～75%未満		所属先		5000万円以上		10時間～12時間未満		ほとんどない

		回答191		2/24/17 9:37		5年未満		30歳～35歳未満		ある		ＩＴ（情報通信、ネットサービス等）		役員・ジェネラルカウンセル		その会社で働きたかったから		ある		ない（検討したこともない）		25%～50％未満		所属先		750万円～1000万円未満		8時間～9時間未満		月に1～2日程度





パワポ用問6

		

		選択肢 センタクシ		人数/回答者に占める割合 ニンズウカイトウシャシワリアイ																						選択肢 センタクシ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		122		50.8%		143		52.6%		183		52.9%		187		50.0%		228		57.3%				ワークライフバランスを確保したかったから カクホ		50.8%		52.6%		52.9%		50.0%		57.3%

		現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		109		45.4%		121		44.5%		168		48.6%		209		55.9%		208		52.3%				現場に近いところで仕事がしたかったから ゲンバチカシゴト		45.4%		44.5%		48.6%		55.9%		52.3%

		その会社で働きたかったから カイシャハタラ		97		40.4%		115		42.3%		108		31.2%		114		30.5%		141		35.4%				その会社で働きたかったから カイシャハタラ		40.4%		42.3%		31.2%		30.5%		35.4%

		その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		93		38.8%		99		36.4%		101		29.2%		108		28.9%		128		32.2%				その業界で働きたかったから ギョウカイハタラ		38.8%		36.4%		29.2%		28.9%		32.2%

		収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		87		36.3%		91		33.5%		105		30.3%		123		32.9%		124		31.2%				収入を安定させたかったから シュウニュウアンテイ		36.3%		33.5%		30.3%		32.9%		31.2%

		提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		22		9.2%		22		8.1%		28		8.1%		30		8.0%		23		5.8%				提示された報酬が高額だったから テイジホウシュウコウガク		9.2%		8.1%		8.1%		8.0%		5.8%

		所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		7		2.9%		7		2.6%		5		1.4%		9		2.4%		5		1.3%				所属事務所から出向を命じられたから ショゾクジムショシュッコウメイ		2.9%		2.6%		1.4%		2.4%		1.3%

		ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		24		10.0%		29		10.7%		43		12.4%		28		7.5%		32		8.0%				ほかに就職先がなかったから シュウショクサキ		10.0%		10.7%		12.4%		7.5%		8.0%

				240				272		2.3051470588		346		2.1416184971		374		2.1604278075		398		2.2336683417

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		ほとんどない		191		79.6%		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		40		16.7%		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		8		3.3%		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		1		0.4%		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1





パワポ用問6

		



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから



パワポ用その他

		





		





		



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上



		

		問７　あなたは勤務先の訴訟代理人となることがありますか？ トキンムサキソショウダイリニン

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ																						訴訟代理人となる者の割合 ソショウダイリニンモノワリアイ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		ある		70		72		102		100		102														ある		102

		ない		170		200		244		274		296														ない		296

		代理人となる者の割合 ダイリニンモノワリアイ		29.2%		26.5%		29.5%		26.7%		25.6%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		10%未満 ミマン		105		43.8%		107		39.3%		141		40.8%		152		40.6%		157		39.4%

		10%～25%		55		22.9%		64		23.5%		79		22.8%		92		24.6%		96		24.1%

		25%～50%		40		16.7%		58		21.3%		69		19.9%		80		21.4%		79		19.8%		83.4%

		50%～75%		31		12.9%		33		12.1%		42		12.1%		35		9.4%		49		12.3%

		75%以上 イジョウ		9		3.8%		10		3.7%		15		4.3%		15		4.0%		17		4.3%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数 ニンズウ

				2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		所属先 ショゾクサキ		197		222		285		315		343														所属先 ショゾクサキ		343

		あなた自身 ジシン		43		50		61		59		55														あなた自身 ジシン		55

		所属先が負担している割合 ショゾクサキフタンワリアイ		82.1%		81.6%		82.4%		84.2%		86.2%

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン

		250万円未満		0		0.0%		1		0.4%		0		0.0%		0		0.0%		2		0.5%

		250万円～500万円未満		23		9.6%		25		9.2%		42		12.1%		36		9.6%		30		7.5%

		500万円～750万円未満		70		29.2%		85		31.3%		101		29.2%		114		30.5%		128		32.2%

		750万円～1000万円未満		54		22.5%		53		19.5%		89		25.7%		90		24.1%		93		23.4%

		1000万円～1250万円未満		35		14.6%		39		14.3%		34		9.8%		45		12.0%		54		13.6%

		1250万円～1500万円未満		19		7.9%		27		9.9%		29		8.4%		35		9.4%		30		7.5%

		1500万円～2000万円未満		13		5.4%		11		4.0%		20		5.8%		23		6.1%		27		6.8%

		2000万円～3000万円未満		12		5.0%		15		5.5%		16		4.6%		14		3.7%		17		4.3%

		3000万円～5000万円未満		8		3.3%		11		4.0%		8		2.3%		6		1.6%		7		1.8%

		5000万円以上		6		2.5%		5		1.8%		7		2.0%		11		2.9%		10		2.5%

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2013年 ネン				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン								2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン

		8時間未満 ジカンミマン		17		7.1%		17		6.3%		26		7.5%		27		7.2%		38		9.5%				8時間未満 ジカンミマン		17		17		26		27		38

		8時間～9時間 ジカンジカン		69		28.8%		76		27.9%		114		32.9%		119		31.8%		144		36.2%				8時間～9時間 ジカンジカン		69		76		114		119		144

		9時間～10時間 ジカンジカン		91		37.9%		101		37.1%		120		34.7%		142		38.0%		135		33.9%				9時間～10時間 ジカンジカン		91		101		120		142		135

		10時間～12時間 ジカンジカン		50		20.8%		58		21.3%		56		16.2%		61		16.3%		67		16.8%				10時間～12時間 ジカンジカン		50		58		56		61		67

		12時間～14時間 ジカンジカン		10		4.2%		18		6.6%		30		8.7%		22		5.9%		13		3.3%				12時間～14時間 ジカンジカン		10		18		30		22		13

		14時間以上 ジカンイジョウ		3		1.3%		2		0.7%		0		0.0%		3		0.8%		1		0.3%				14時間以上 ジカンイジョウ		3		2		0		3		1

				240		1		272		1		346		1		374		1		398		1

		選択肢 センタクシ		人数/割合 ニンズウワリアイ

				2014年 ネン				2015年 ネン				2016年 ネン				2017年 ネン				2018年 ネン

		ほとんどない		214		78.7%		279		80.6%		299		79.9%		341		85.7%		286		82.2%

		月に1～2日程度 ツキニチテイド		42		15.4%		49		14.2%		59		15.8%		42		10.6%		51		14.7%

		月に3～5日程度 ツキニチテイド		13		4.8%		16		4.6%		14		3.7%		13		3.3%		10		2.9%

		土日祝日もほとんど出勤している ドニチシュクジツシュッキン		3		1.1%		2		0.6%		2		0.5%		2		0.5%		1		0.3%

				272		1		346		1		374		1		398		1		348		1





		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



ワークライフバランスを確保したかったから

現場に近いところで仕事がしたかったから

その会社で働きたかったから

その業界で働きたかったから

収入を安定させたかったから

提示された報酬が高額だったから

所属事務所から出向を命じられたから

ほかに就職先がなかったから

0.5083333333

0.4541666667

0.4041666667

0.3875

0.3625

0.0916666667

0.0291666667

0.1

0.5257352941

0.4448529412

0.4227941176

0.3639705882

0.3345588235

0.0808823529

0.0257352941

0.1066176471

0.5289017341

0.4855491329

0.3121387283

0.2919075145

0.3034682081

0.0809248555

0.0144508671

0.1242774566

0.5

0.5588235294

0.3048128342

0.2887700535

0.3288770053

0.0802139037

0.0240641711

0.0748663102

0.5728643216

0.5226130653

0.3542713568

0.3216080402

0.3115577889

0.0577889447

0.0125628141

0.0804020101



		ある

		ない



102

296



		所属先

		あなた自身



343

55



		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年		2013年

		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年		2014年

		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年		2015年

		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年		2016年

		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年		2017年



8時間未満

8時間～9時間

9時間～10時間

10時間～12時間

12時間～14時間

14時間以上

17

69

91

50

10

3

17

76

101

58

18

2

26

114

120

56

30

0

27

119

142

61

22

3

38

144

135

67

13

1
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