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（1）景気・仕事についての認識
◆賃金収入
　　1年前と比べて賃金収入が減

少したとの回答が3分の1を上回
っている。一方で、増加したと
の回答は2割強にとどまってお
り、リーマンショック以降減少
傾向にある賃金は未だ回復し
ていない。1年後の賃金見通し
でも、減少するとの回答が2割
を超えている。【図表Ⅰ-1、Ⅰ-2】

◆失業不安
　　今後1年間に失業するという

不安を感じる割合は23.5%。前
回調査と比べて4.8％ポイント低
下したものの、4月調査として
は過去最高（09年4月）に並ぶ
水準にある。雇用不安は依然
として高い。とりわけ男性非正
社員では46.5%にのぼる。【図表
Ⅰ-3、Ⅰ-4】

（2）賃金に対する見方
◆将来の賃金
　　自身の5年後の賃金について、

現在より高くならないとの回答
が過半数（54.9%）。男性20代、
30代においても3分の1を占めて
いる。さらに、20 〜 30代正社
員については、非製造業、従
業員規模が小さい企業、賃金・
処遇に納得性がないとする層
で、賃金が高くならないとする
割合が高い。【図表Ⅱ-1、Ⅱ-2】

（3）家計・消費の状況と意識
◆生活苦
　　世帯収支は約4割が赤字と回

答しており、家計の苦しさが浮
き彫りに。年収400万円未満の
層や、男性非正社員に至って
は約6割が赤字のうえ、生活苦
から税金等を払えない、食事
の回数を減らす、医者にかか
れない、といった経験をした割
合が高い。【図表Ⅲ-1、Ⅲ-2】

（4）政治と政府の政策に対する認識
◆政策課題に対する認識
　　今後1年間に政府が取り組み

を強化すべき政策課題として

は、全体の54.0％が景気対策・
経済活性化をあげており、次
いで財政再建（45.5％）、雇用
対策（42.8％）の順。男性非正
社員は、政府が最優先で取り
組むべき課題として「雇用対策」

（32.6%）を一番多くあげている。
【図表Ⅳ-1、Ⅳ-2】

（5）労働組合についての認識
◆労働組合への加入状況と意識
　　労働組合に加入していると

する割合は全体の29.5%。労働
組合に加入していない者のう
ち、勤務先での仕事や生活全
般にかなり不満であるとする者
の4割以上が労組への加入に前
向きな回答をしている。【図表
Ⅴ-1、Ⅴ-2】

※連合総研ホームページに報告書全文
を掲載しています。

　（http://www.rengo-soken.or.jp/）
お問い合わせ：小熊栄、澤井景子、
　　　　　　 山脇義光、南雲智映

1．調査目的
　本調査は、勤労者に対するアンケートにより、わが国の景気
動向や仕事と暮らしについての勤労者の認識を定期的に把握す
るとともに、勤労者の生活の改善に向けた政策的諸課題を検討
するための基礎的資料を得ることを目的としている。2001年4月
に第1回調査を開始して以来、毎年4月と10月に定期的に調査を
実施しており、今回は第19回目の調査である。

2．調査項目
○景気・仕事についての認識　［定点観測調査］
○賃金に対する見方　［トピック調査］
○家計・消費の状況と意識　［トピック調査］
○政治と政府の政策に関する認識　［トピック調査］

○労働組合についての認識　［定点観測調査］

3．調査の対象
　首都圏および関西圏に居住する20代から50代までの民間企
業に勤務する者
※なお、60代前半層に対しても調査を行っているが、4.に述べ

る理由から、本調査結果概要においては、あくまで参考とし
て扱っている。

4．サンプル数および抽出方法
　まず、「平成19年就業構造基本調査」の首都圏（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）のそれぞれにおける20代から50代
までの雇用者の性・年齢階層・雇用形態別の分布を反映したサ
ンプル割付基準を作成する。この割付基準に基づいて、（株）イ

赤字世帯が 4割におよび、失業不安はなお強く、
賃金の将来予測も悲観的。景気対策・経済活性化、
財政再建、雇用対策を望む声が多い
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本稿は、第19回「勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート（勤労者短観）」の概要を紹介したものです。
本調査は、連合総研が毎年4月と10月に定期的に実施し、勤労者の仕事と暮らしに関する意識の変化をとらえ
る調査［定点観測調査］と、その時々で勤労者が抱える問題をすばやくとらえる調査［トピックス調査］という、
2つの柱で調査を行っています。

ンテージのモニター（全国約24万人）の中から、首都圏に居住
する588名、関西圏に居住する312名の民間企業雇用者を抽出
した。首都圏と関西圏のサンプル比率（約2対1）は人口規模に
ほぼ比例している。
　なお、60代前半層に対する調査は、十分なサンプル数を確保
するため、便宜上、「平成19年就業構造基本調査」の当該分布
割合のほぼ2.8倍にあたる計200名とした。このため、平均値を
求める場合においては、20代〜 50代と60代前半層とは別個に
集計している。
　
5．調査期間、調査方法および調査実施機関

（1）調査期間：2010年4月2日（金）〜 4月11日（日）
（2）調査方法：郵送自記入方式
（3）調査実施機関： （株）インテージに調査を委託

6．回収状況、回答者の構成
（1）回収状況

20代〜 50代：有効回収数739名、有効回答率82.1%（配布
数900）　

（参考）60代前半：有効回収数154名、有効回答率77.0%（配
布数200）

（2）回答者の構成

調査結果の概要
Ⅰ　景気・仕事についての認識

賃金収入が〈減った〉とする人の割合は34.6％。
前回調査（41.4%）よりやや改善−−（問9）

図表Ⅰ-1　1年前と比べた賃金収入の増減（時系列）

1年後の賃金収入は〈減ると思う〉割合が〈増
えると思う〉割合をやや上回る−−（問10）

・ 1 年前と比べて自身の賃金収入が〈減った〉とす
る割合は、前回調査と比べて低下したものの、な
お 3 分の 1を上回っている。一方、〈増えた〉とす
る割合は横ばい（2 割強）である。（図表Ⅰ−1）

・1 年後の自身の賃金収入についても〈減ると思う〉が
21.8%を占め、〈増えると思う〉（21.0%）を上回っている。

（図表Ⅰ−�）

図表Ⅰ-2　1年後の賃金収入の増減予測

（注 1）賃金収入が〈増えた〉＝「かなり増えた」＋「やや増えた」
（注2）賃金収入が〈減った〉＝「かなり減った」＋「やや減った」
（注3）表中の（　）内は各回の回答者数（N）

（注 1）賃金収入が〈増えると思う〉＝「かなり増えると思う」＋
「やや増えると思う」

（注 2）賃金収入が〈減ると思う〉＝「かなり減ると思う」＋「や
や減ると思う」

今後1年間に失業する不安を〈感じる〉割合
は23.5％（前年同月と同水準）−−（問8）

・今後 1 年間に失業不安を〈感じる〉とする割合は
23.5%である。前回調査と比べて 4.8%ポイント低
下したものの、4 月調査としては過去最高（09 年
4 月）に並ぶ水準にあり、雇用不安は依然として
大きい。（図表Ⅰ− �）
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（注 1）失業不安を＜感じる＞＝「かなり感じる」＋「やや感じる」
（注 2）季節要因の影響を除外して推移をみるために、各年 4 月調
査分のみを太線で結んだ。

男性非正社員では、半数近く（46.5％）が
失業不安を〈感じる〉としている−−（問8）
・属性別にみると、失業不安を〈感じる〉割合は男

性非正社員で 5 割近くに達している。勤務先の従
業員規模が小さいほど失業不安を〈感じる〉割合
は高い。

・前回調査（09 年 10 月）と比べて、失業不安を〈感
じる〉割合が 5%ポイント以上減少しているのは、
雇用形態別では、男性正社員（7.7%ポイント）、従
業員規模別では、30 〜 99 人（8.4%ポイント）、3,000
人以上（8.0%ポイント）である。（図表Ⅰ− �）

（注 1） 5 年後の賃金が〈高くなる〉＝「かなり高くなると思う」＋「や
や高くなると思う」、〈低くなる〉＝「やや低くなると思う」＋「か
なり低くなると思う」

（注 2）表中の（　）内は各属性の回答者数（N）

正社員でも若い世代は5年後の賃金に
上昇期待を持てない層がいる−−（問23）

・正社員の 20 〜 30 代について自身の 5 年後の賃金
予測をみると、若い世代でも上昇期待を持てない層
がいる。特に女性 30 代は正社員でも現在より高く
ならないとする割合が 6 割を占める。（図表Ⅱ−�）

図表Ⅰ- 3　今後 1年間の失業不安
（失業不安を〈感じる〉割合）

図表Ⅱ-1　自身の 5 年後の賃金予測（属性別）

（注 1）（　）内の数値は今回調査の各グループの人数（N）
（注 2）失業不安を〈感じる〉＝「かなり感じる」＋「やや感じる」

Ⅱ　賃金に対する見方

5 年後の賃金が〈高くなる〉は35.3％、〈高
くならない（変わらない＋低くなる）〉は
54.9％−−（問23）

・自身の 5 年後の賃金について、現在より高くなら
ないとする回答者が過半数（54.9%）を占める。属
性別にみると、男性の 20 代（35.1%）、 30 代（38.2%）
で3分の1以上、女性の20代（46.2%）、 30代（58.4%）
では 5 割前後を占める。（図表Ⅱ−1）

図表Ⅰ- 4　今後 1年間の失業不安
（失業不安を〈感じる〉割合）属性別
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第19回「勤労者短観」調査結果の概要（2010年4月実施）

・過去 1 年間の世帯収支は 38.6%が〈赤字〉と回答
している。これは、過去の調査（2005 年 10 月〜
2007 年 10 月）と比較すると、少なくとも12%ポイ
ント以上高い。（図表Ⅲ−1）

図表Ⅲ - 1　過去 1年間の世帯収支

（注）過去 1 年間の世帯収支が〈黒字〉＝「かなり黒字」＋「やや黒字」、
〈赤字〉＝「かなり赤字」＋「やや赤字」

図表Ⅲ- 2　過去 1年間における生活苦の経験（複数回答）

Ⅳ　勤労者の政治と政策に対する認識

全体の54.0%が、「景気対策・経済活性
化策」の取り組みを強化すべきと認識し
ている−−（問33−1）

・ 今後 1 年間のなかで政府が取り組みを強化すべ
き政策課題としては、「景気対策・経済活性化」

（54.0%）、「財政再建」（45.5%）、「雇用対策」（42.8%）
の順となっている。（図表Ⅳ−1）

図表Ⅳ-1　今後 1年間で取り組みを強化すべき
　　　　  政策課題（複数回答：３つまで）

（注）Ｎ＝ 739

図表Ⅱ-2　自身の 5 年後の賃金予測
                （正社員、性別・20 代及び 30 代）

（注）いくつかの選択肢で、回答が際立って多かった「世帯年収
400 万円未満」および「男性・非正社員」を白抜きにした

（注 1）図表Ⅱ-1の注を参照。 

Ⅲ　家計・消費の状況と意識

世帯収支が〈赤字〉の割合は４割弱で過
去最大。〈黒字〉は約３割−−（問26）

低所得の世帯、男性非正社員で生活苦
が深刻−−（問30）

・ 過去 1 年間における、具体的な生活苦の経験につ
いてたずねたところ、世帯年収 400 万円未満層で
は、「税金や社会保険料を支払えなかった」割合
が 17.3%、「食事の回数を減らした」が 15.8%、「医
者にかかれなかった」が 15.0%と高い。

・男性非正社員では、「税金や社会保険料を支払えな
かった」（30.2%）、「食事の回数を減らした」（16.3%）、

「医者にかかれなかった」（16.3%）など、生活の困
窮度合いはさらに深刻である。（図表Ⅲ− �）
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男性非正社員の32.6%が、「雇用対策」
の取り組み強化を最優先すべきと認識し
ている−−（問33−２）

・最優先で取り組むべき政策課題を属性別に見ると、
とりわけ男性非正社員で、「雇用対策」をあげる割
合が最も高い（32.6%）。（図表Ⅳ− �）

仕事や生活への不満度が高いほど、労
働組合への加入意向が強い−−（問35
−2付問）

・労働組合に加入していないとする者に加入の意向
をたずねたところ、仕事や生活の不満を抱えてい
るものほど労働組合への加入に前向きである。（図
表Ⅴ− �）

（注）問 35 付問 2 は、問 35 付問 1で「現在は加入していないが過
去に加入していた」｢加入したことがない｣ と回答した者につ
いて集計した（Ｎ＝484）。

図表Ⅴ-1　労働組合への加入状況

（注）Ｎ＝ 739

図表Ⅳ-2　今後 1年間のなかで最も優先して取り組みを
　　　　　  強化すべき政策課題（属性別）

（注 1）表中の（　）は、各グループの回答者数（Ｎ）を表す。
（注 2）各グループにおいて、回答の割合の高い順に上位３つを網

掛けした。

図表Ⅴ-2　勤務先での仕事や生活全般の満足度と
　　　　　 労働組合への加入意向

・労働組合に加入しているとする割合は全体の
29.5%。過半数以上の勤労者が「労働組合に加入
した経験がない」としている。（図表Ⅴ−1）

Ⅴ　労働組合についての認識

労働組合に加入している割合は、全体の
29.5%−−（問35−2）
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