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物価上昇の認識が過去最高値を更新、
今後も上昇するとの認識が高い水準
第44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）

松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告

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、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10月１日（土） ～ 10月５日（水）

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）

調査実施要項

　本稿では、2022年10月初旬に実施した「第44回勤労者短観調査（勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート）」
の首都圏・関西圏版の分析結果概要を報告します。
　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。

１.  勤労者の生活と仕事に関する意識
◆ 1年前と比べ景気認識は悪化。１年後の景気見通しも、前回より悪化認識が強まる。
◆ 物価認識D.I.値はプラス62.9と過去最高値を更新。今後も上昇するとの認識が高い水準
◆ 全体では「賃金収入の変動幅は、物価上昇より小さい（賃金の増加幅＜物価上昇幅）」と

回答した割合が57.4%

２.  仕事と生活についての意識と実態
◆「仕事と生活のバランス」などのD.I.値が経年で上昇傾向
◆ＷＬＢがとれている認識は、女性正社員で大きく悪化
◆キャリアを高めるための機会や支援があるとする割合は、非正社員のいずれの従業員規模でも低い

３.  労働時間、有給休暇についての意識と実態
 ◆平均実労働時間は全体では横ばい傾向
◆賃金不払い残業「あり」は１/ ４以上、未申告の残業時間平均も増加傾向
◆上司による明確な業務指示や有給休暇取得の働きかけが不十分と感じている人の割合が高い
◆在宅勤務・テレワークの実施割合は依然としてコロナ前を上回る
◆従業員99人以下企業の約15％が在宅勤務・テレワーク時の時間を管理していない
◆１か月の所定外労働45時間以上層で、年次有給休暇を＜取得しなかった＞割合が５割超

４．労働組合についての認識と実態
 ◆ 全体では労働組合活動により「労働条件がよくなる」「労働者の権利が守られる」と認識している割合が約

４割      　　　　　　                            
◆全体では労働者の権利として「労働組合を作ること」を認識する割合は３割強にとどまる

調査結果の
ポイント
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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

 ・１年前と比べた景気認識 D.I. 値はマイナス 47 .2 と、前回調査から悪化。
 ・ １年後の景気見通し D.I. 値はマイナス 34 .3 と、前回調査（マイナス 27 .3）に引き続いて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

◆景気、物価に対する意識

１年前と比べ景気認識は悪化。１年後の景気見通しも、前回調査より悪化認識が強まる
（QR２、QR３）

 ・１年前と比べた物価認識 D.I. 値はプラス 62 .9 と、過去最高値を更新した。
 ・ １年後の物価見通し D.I. 値はプラス 54 .0 と、前回調査（プラス 54 .5）と同水準で、引き続き物価が上昇してい

くとの認識が強い。

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

物価認識 D.I. 値はプラス62.9と過去最高値を更新（QR15、QR16）
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第44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）

 ・ １年前と比較した賃金収入の変動幅と物価上昇幅の差について、全体の 57 .4% が「賃金収入の変動幅は、物
価上昇より小さい（賃金の増加幅＜物価上昇幅）」と回答。

 ・ 「賃金収入の変動幅は、物価上昇より大きい（賃金の増加幅＞物価上昇幅）」と回答した割合は、労組あり（9.9%）
の方が労組なし（6.8%）よりも 3.1% ポイント高い。

図表３　�１年前と比較した賃金収入の変動幅と物価上昇幅の差（就業形態・年代・年収・
勤め先の業種・従業員規模・労組の有無・従業員組織の有無別）

「賃金収入の変動幅は、物価上昇より小さい（賃金の増加幅＜物価上昇幅）」と回答し
た割合が全体では６割弱（57.4％）（QR17）

（注１）（　）内は回答者数（Ｎ）
（注２）従業員規模、労組の有無、従業員組織の有無について「わからない」と回答した人は除いて集計
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Ⅱ　仕事と生活についての意識と実態

 ・ ＷＬＢがとれている認識について女性正社員が大きく低下している一方で、その他の属性では上昇傾向が見
られ、男性非正社員では大きく上昇している。

 ・ 就業形態別でみると、キャリアを高めるための機会や支援があるとする割合は、正社員全体は 3 割強（32 .6%）
となっている一方、非正社員全体では 2 割弱（19 .9%）にとどまる。

図表４　ＷＬＢがとれている認識（性・就業形態別）（D.I.）

図表５　職業能力・キャリア支援（就業形態・従業員規模別）

（注１） 各年データは 4 月調査と10 月調査の結果をマージして作成（2022 年＝全体 4307s、正社員男性
1663 人、非正社員男性 335人、正社員女性 755人、非正社員女性 916 人、仕事と生活のバランス
が適度にとれているか「わからない」と回答した人を除いて集計）

（注２） QR19（2022 年 10月調査からは QR 20）の D.I. ＝ { ｢当てはまる｣×1＋ ｢どちらかというと当てはま
る｣×0 . 5＋｢どちらかというと当てはまらない｣×（- 0 . 5） ＋｢当てはまらない｣×（-1）}÷回答数×100

（注１）（　）内は回答者数（N）
（注２）＜当てはまる＞＝「当てはまる」＋「どちらかというと当てはまる」
（注３）従業員規模について「わからない」と回答した人は除いて集計

◆ＷＬＢがとれている認識

◆キャリアを高めるための機会や支援

仕事と生活のバランス（ＷＬＢ）がとれている認識は、女性正社員で大きく低下（QR19
※ 2022 年 10月調査からは QR20）

非正社員ではキャリアを高めるための機会や支援があるとする割合が低い（QR20、
F20、F4）
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第44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　労働時間、有給休暇についての意識と実態

 ・ 2020 年 10 月と比較すると、男性非正社員（プラス 4.5 時間）での増加が大きくなっている。

 ・ 在宅勤務・テレワークを実施した割合は、2022 年 9 月（今回調査）は 26 .3％。

図表６　１週間あたりの平均実労働時間（性・就業形態別）

図表７　在宅勤務・テレワークの実施状況の推移

（注）  週労働時間の階級の中央値で平均時間を計算した。「20 時間以上、30 時間未満」を25 時間、「30
時間以上、35 時間未満」を32 . 5 時間、「35 時間以上、40 時間未満」を37. 5 時間、「40 時間以上、
45 時間未満」を42 . 5 時間、「45 時間以上、50 時間未満」を47. 5 時間、「50 時間以上、60 時間未満」
を55 時間とし、「20 時間未満」を10 時間、「60 時間以上」を70 時間として算出した。

（注）＜実施した＞＝在宅勤務・テレワークを週１日以上行ったことがあるとした回答の合計

◆ 1 週間あたりの平均実労働時間

◆賃金不払い残業の実態

1 週間あたりの平均実労働時間は、男性非正社員・女性正社員で増加傾向、全体では
横ばい傾向（Ｆ８）

在宅勤務・テレワークを実施した割合は３割を下回るものの、コロナ前より15％ポイント
上回る（QT18）
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Ⅳ　労働組合についての認識と実態

 ・ 60 代前半では 46 .8% が「労働組合を作ること」と回答しており、全体より 11 .0% ポイント高い。また、年齢
が若くなるほど、「労働組合を作ること」と回答する割合が低くなっており、全体では 3 割強（35 .8%）にとど
まる。

図表８　労働者の権利として定められている法律の知識

（注１）網掛け＝全体と比較して５％ポイント以上の差があるもの。
（注２）下線＝各属性間の比較で５% ポイント以上の差があるもの。

◆労働者の権利として定められている法律の認知

労働者の権利として定められている法律の認知について「労働組合をつくること」と回
答した割合は、全体では 3 割強にとどまる（QT26、F1、F2、F4、QR25）
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