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物価上昇の認識が大幅に増加、
暮らし向きの認識も悪化

第43回『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（勤労者短観）』調査結果の概要（首都圏・関西圏版）

本稿では、
4 月初旬に実施した「第 43 回勤労者短観（勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査）
」の首都圏・
関西圏版の分析結果概要を報告します。今回の調査内容は、
「勤労者の景況感や物価、仕事に関する意識」の定点調
査のほか、
「最近の家計の経済状況」
、
「中期の見通しに関する意識」の準定点調査を行いました。併せて、準々定点
調査として「職業能力開発・教育訓練に関する実態と意識」
、トピックス調査として「新型コロナウイルス感染症によ
る影響」などを行いました。
本稿は、
「首都圏・関西圏版分析結果」の調査報告内容を、紙幅の関係から一部のみの紹介としています。詳しく
は連合総研ホームページ（http://www.rengo-soken.or.jp）または、報告書をご覧ください。

調査実施要項
1．調査対象：
首都圏
（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）
ならびに関西圏
（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和
歌山県）
に居住する20～64歳の民間企業に雇用されているものを対象に、
「平成29年就業構造基本調査」
に基づい
て、居住地域・性・年代・雇用形態で層化した割り付け基準を作成。2,000名の回答を得られるよう、株式会社イ
ンテージリサーチのアンケートモニター登録者へ調査票を無作為に配信した。
2．調査期間：
2022年４月１日（金） ～４月５日（火）
3．調査方法：
ＷＥＢ画面上での個別記入方式（㈱インテージリサーチ社に調査作業を委託）
4．調査項目：
（1）定点観測調査
・景気、物価、賃金、失業、仕事、生活等に関する状況認識
（2）準定点観測調査（隔回実施）
・家計の状況と消費行動・貯蓄行動（４月定点調査）
・３年後の経済状況、５年後の自身の賃金見通し（４月定点調査）
（3）準々定点観測調査
・職業能力開発・教育訓練に関する意識と実態
（4）トピック調査
・新型コロナウイルスの影響
・2021年衆議院選挙における投票行動と支持政党
5．回答者の構成：
①首都圏・関西圏版の分析範囲
（首都圏・関西圏を居住地とする2,000人）

上段
（ ）
内：回答者数 下段：回答割合
（％）
※四捨五入により行の合計が100.0％にならないことがあります。
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第43回
『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート
（勤労者短観）
』
調査結果の概要
（首都圏・関西圏版）

調査結果の
ポイント

１. 勤労者の生活と仕事に関する意識
◆1年前と比べた景気認識は、依然として低い水準。1年後の景気見通しは、前回調査より
も悪化認識が強まる
◆物価は上昇し、今後も上昇が続くとの認識が大幅に増加
◆現在の暮らし向き、1年後の暮らし向きの認識は悪化

２. 最
 近の家計の経済状況
◆依然として2 割強の世帯が＜赤字＞
◆世帯収入D.I.値はマイナス圏内ながら上昇、1年後見通しもさらに上昇
◆新型コロナの影響があった非正社員の世帯収支は＜ 赤字＞ が約45％
３. 中期見通しに関する意識
◆3年後の景気、雇用情勢は＜悪くなる＞ が5割弱に増加
◆自身の5年後の賃金が＜高くなる＞とする人は若干の減少
◆新型コロナの影響があった正社員の3割強は、3年後の賃金収入が＜ 減る＞ と回答
４．職業能力開発・教育訓練に関する意識と実態
◆会社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されていない人は3割超
◆会社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されているが活用したことはない人が2割超
５．仕事の能力や知識の向上についての実態と意識
◆現在の仕事に関する知識等を深める必要性を約6割が認識
◆現在の仕事に関する知識等を深める必要性を強く感じる場合でも、5割超がスキルアップの計画を立ててい
ない
６．新型コロナウイルスの影響
◆新型コロナの重症者数は減少傾向にあるものの、テレワークを実施した正社員は約4割で推移

調査結果の概要（一部抜粋）
Ⅰ

勤労者の生活と仕事に関する意識

◆景気、物価に対する意識

１年前と比べた景気認識は、依然として低い水準。１年後の景気見通しは、前回調査
よりも悪化認識が強まる。
（QR２、QR３）
・１年前と比べた景気認識D.I.値はマイナス39.3と、依然として低い水準にとどまっている。
・１年後の景気見通しD.I.値はマイナス27.3と、前回調査（マイナス4.6）から大幅に低下しており、悪化すると
の認識が強まっている。

図表１ 1 年前と比べた景気認識と 1 年後の景気見通し（D.I.）

（注）D.I.＝{ ｢かなり良くなった
（かなり良くなる）｣×1＋｢やや良くなった
（やや良くなる）｣×0.5＋｢変わらない｣×
0＋ ｢やや悪くなった（やや悪くなる）｣ ×（-0.5）＋ ｢かなり悪くなった（かなり悪くなる）｣ ×（-1）}÷回答
数（｢わからない｣「無回答（10年10月調査まで）」を除く）×100
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物価の上昇認識が大幅増加。今後も物価上昇が続くとの認識も前回調査から大幅増加
（QR15、QR16）
・１年前と比べた物価認識D.I.値はプラス52.2と、前回調査から大幅に上昇した。
・１年後の物価見通しD.I.値もプラス54.5と、前回調査（プラス38.1）から大幅に上昇しており、物価の上昇が続
くとの認識が強まっている。

図表２ 1 年前と比べた物価認識と 1 年後の物価見通し（D.I.）

（注１）D.I.＝{｢かなり上がった（かなり上がる）｣×1＋｢やや上がった（やや上がる）｣×0.5＋｢変わらない｣×0＋
｢やや下がった（やや下がる）｣×（-0.5）＋｢かなり下がった（かなり下がる）｣×（-1）}÷回答数（｢わからな
い｣「無回答（10年10月調査まで）」を除く）×100
（注２）第21回調査（11年4月）以降の集計対象は20～64歳、第20回調査（10年10月）以前は20～59歳

Ⅱ

最近の家計の経済状況

◆家計の収支・貯蓄動向

依然として 2 割強の世帯が＜赤字＞（QT１）
・過去１年間の世帯収支を＜赤字＞とする割合は2割強（23.8%）

図表 3 過去１年間の世帯収支の状況

（注１）
（ ）内は、回答者数（Ｎ）
（注２）過去１年間の世帯収支が＜赤字＞＝「かなり赤字」＋「やや赤字」、＜黒字＞＝「かなり黒字」＋「やや黒
字」。
（注３）D.I.＝{「かなり黒字」×1＋「やや黒字」×0.5＋「収支トントン」×0＋「やや赤字」×（-0.5）＋「かなり赤
字」×（-1） }÷回答数（「わからない」を除く）×100
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第43回
『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート
（勤労者短観）
』
調査結果の概要
（首都圏・関西圏版）

Ⅲ

中期見通しに関する意識

◆中期的な経済等の状況の見通し

３年後の景気、雇用情勢は＜悪くなる＞が 5 割弱に増加（QT６、QT７）
・3年後の景気について、＜悪くなる＞と回答した人は49.7％と前年調査（44.0％）から5.7％ポイント増加した。

図表 4 現在と比べた３年後の経済の状況（20 ～ 54 歳）

（注１）＜増える＞=｢かなり増える｣＋｢やや増える｣、＜減る＞=「かなり減る」＋「やや減る」、＜良くなる＞=｢か
なり良くなる｣＋「やや良くなる」、＜悪くなる＞=「かなり悪くなる｣＋「やや悪くなる」、＜上がる＞=｢かなり
上がる｣＋｢やや上がる｣、＜下がる＞=｢かなり下がる｣＋「やや下がる」
（注２）今回調査：Ｎ=1662 １年前：N=1662

Ⅳ

職業能力開発・教育訓練に関する意識と実態

◆職業能力開発・教育訓練の実態と課題

会社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されていない人は 3 割超（QT10）
・今勤めている会社から「職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されていない（自分が利用可能なもの
がない）
」割合は、33.0％

図表 5 会社が提供する職業能力開発・教育訓練の機会や支援等の有無

（注１）N＝2000
（注２）表中の会社が提供する職業能力開発・教育訓練の機会や支援等の有無について「提供されている
（自分が利用可能なものがある）」は、
「提供されていない（自分が利用可能なものがない）」及び「わ
からない」と回答したもの以外の割合
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会社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されているが活用したことは
ない人が 2 割超（QT10、QT11）
・会 社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されているが、それらを活用したことはない人は
23.7％

図表 6 利用できる機会や支援の種類及び実際の活用状況（複数回答）

（注１）N＝839。QT10で「利用可能な機会や支援等がある」と回答した者について集計
（注２）
「会社から提供される職業能力開発や教育訓練の機会や支援等を活用したことはない」、
「わからな
い・覚えていない」は、QT11（実際の活用状況の設問）のみの選択肢であり、排他の選択肢

Ⅴ

仕事の能力や知識の向上についての実態と意識

◆職業能力開発や自己啓発の必要性に対する認識

現在の仕事に関する知識等を深める必要性を約６割が認識（QT15）
・仕事に関する専門知識・技術を深めるための研修について「現在の仕事に関する専門知識・技術を深めるた
めの研修」の必要性を58.3％が認識

図表 7 研修の必要性（就業形態別）

（注１）
（ ）内は回答者数（N）
（注２）＜感じる＞＝「強く感じる」＋「ある程度感じる」、＜感じない＞＝「あまり感じない」＋「感じない」
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第43回
『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート
（勤労者短観）
』
調査結果の概要
（首都圏・関西圏版）

◆キャリア形成のためのスキルアップ計画と実施状況

現在の仕事に関する知識等を深める必要性を強く感じる場合でも、5 割超がスキルアッ
プの計画を立てていない（QT16）
・
「現在の仕事に関する専門知識・技術を深めるための研修」の必要性を強く感じている場合においても、キャ
リア形成のためのスキルアップの＜計画を立てていない＞は5割超で、そのうち2割超が「キャリア形成やス
キルアップについて特段考えていない」

図表 8 「キャリア形成のためのスキルアップ計画と実施」の状況
（
「現在の仕事に関する専門知識・技術を深めるための研修」の必要性別）

（注１）
（ ）内は回答者数（N）
（注２）＜計画を立てていない＞＝「キャリア形成やスキルアップを考えてはいるが具体的な計画は立てていな
い」＋「キャリア形成やスキルアップについて特段考えていない」

Ⅵ

新型コロナウイルスの影響

◆在宅勤務・テレワークの実態

新型コロナの重症者数は減少傾向にあるものの、在宅勤務・テレワークを実施した正社
員は約４割で推移（QT21）
・正社員では在宅勤務・テレワークを＜実施した＞との割合が41.4%

図表 9 在宅勤務・テレワーク実施割合の推移

（注1）＜実施した＞＝在宅勤務・テレワークを１日以上行ったことがあるとした回答の合計
（注2）新型コロナ重症者については、厚生労働省「データからわかる－新型コロナウイルス感染症情報－」重
症者数の推移（情報更新日：2022年04月25日）オープンデータを用い、首都圏（埼玉県･千葉県･東京
都･神奈川県）および関西圏（滋賀県･京都府･大阪府･兵庫県･奈良県･和歌山県）の月末日の人数を合計
している。https://covid19.mhlw.go.jp/
（注3）緊急事態宣言期間 第一回：2020/4/7～5/25、第二回：2021/1/8～3/21、第三回：2021/4/25～6/20、
第四回：2021/7/12～9/30

― 35 ―

DIO 2022, 6

