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◆景気や勤め先の経営状況

　景気や勤め先の経営の現状に

ついては、１年前より悪化している

とする回答は前回調査からほぼ横

ばいの状況にあるが、先行きにつ

いては悪化を見込む回答がさらに

増加している。

◆賃金収入と失業不安

　1年前と比べた自身の賃金収入

の増減については、横ばいで改善

が見られない一方、今後1年間の

見通しでは、悲観的な見方が強ま

っている。また、今後１年間に失業

不安を感じる者の割合は25.0％と

依然高水準。とりわけ女性、若年層、

非正規雇用者で失業不安が増大

している。

◆世帯消費と物価見通し

　1年前と比べた世帯消費増減 

Ｄ.Ｉ.はプラスに転じており、1年後の

世帯消費についても増加を見込む

者の方が多い。景況や賃金の改善

が感じられない中で、物価の上昇

や世帯消費の増加を見込んでおり、

暮らし向きの将来見通しに明るさは

見られない。

◆所定外労働の状況

　男性正社員では、2010年9月の1

ヵ月間に所定外労働を行った者の

2割以上が45時間以上の所定外労

働を行っており、80時間以上も約1

割いる。男女、正規・非正規を問

わず、所定外労働時間が長い人ほ

ど、所定外労働を行うことに対す

る『やらされ感』は強い。

◆賃金不払い残業の状況

　2010年9月の1ヵ月間に所定外

労働を行った者のうち、賃金不払

い残業があるとする者の割合は約

45％。申告しなかった労働時間の

割合は、所定外労働時間の5割を

超える。

◆政権交代についての現時点で

の評価

　2009年の「政権交代」につい

て、現時点での評価をたずねたと

ころ、＜良かった＞と＜良くなかっ

た＞が、いずれも約4割で拮抗して

いる。なお、＜良くなかった＞と評

価している割合が比較的高いのは、

低所得世帯、男性20代、男性非

正規である。

◆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28.2%。労働組合に

加入していない者のうち、勤務先

での仕事にかなり不満であるとする

者の47.3％、生活全般にかなり不

満であるとする者の35.0%が労組へ

の加入に前向きな回答をしている。

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20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］
○所定外労働・賃金不払い残業と労働時間管理［トピック調査］
○2009年の政権交代と現在の政権についての認識［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、
㈱イ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

景気や勤め先の業況認識、賃金や仕事に対する感じ方などは前回
調査（2010 年 4 月調査）から横ばい。しかし 1 年後の見通しでは、
悪化を予測する勤労者が増加しており、先行き不安感は依然大きい
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　本稿は、第20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ています。今回の調査では、勤労者の仕事と暮らしに関
する意識の変化をとらえるための定点観測調査に加えて、トピックス調査として、｢所定外労働時間・賃金不払い
残業と労働時間管理について｣｢昨年の政権交代と現政権に対する認識ついて｣の二つの調査を併せて行っています。

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 ～ 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10月1日（金）～10月12日（火）
（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 ～ 50代：有効回収数793名、有効回答率88.1%（配布
数900）　　

（参考）60代前半：有効回収数177名、有効回答率88.5%（配
布数200）

（2）回答者の構成

調査結果の概要
Ⅰ　景気や勤め先の経営状況

図表Ⅰ-1　1年前と比べた景気（D.I.）

　景気の現状について、Ｄ .Ｉ. はマイナスではあるも
のの、前回調査からやや改善がみられた。ただし、１
年後の先行きについては、悪化するとの回答が増加し
ている。【図表Ⅰ−�、Ⅰ−1】

図表Ⅰ-2　1年後の景気予測（D.I.）

（ 注 ） D.I.＝{｢かなり良くなった｣×1＋｢やや良くなった｣×0.5＋｢変
わらない｣×0+｢やや悪くなった｣×（−0.5）+｢かなり悪くなっ
た｣×（−1）}÷回答数（｢わからない｣｢無回答｣除く）×100

（注） D.I.＝{｢かなり良くなる｣×1＋｢やや良くなる｣×0.5＋｢変わらな
い｣×0+｢やや悪くなる｣×（−0.5）+｢かなり悪くなる｣×（−1）}÷
回答数（「わからない」「無回答」除く）×100

　 20代 30代

年齢階級別構成比（％）

40代 50代
【参考】60代前半

回収数
（人）

構成比
（％）

回収数
（人） 構成比

（％）

合計 21.2 29.6 24.8 24.3

男性 19.5 31.4 24.5 24.7

女性 23.8 27.0 25.4 23.8

〔793〕 100.0

〔478〕 60.3

〔315〕 39.7

〔177〕 100.0

〔114〕 64.4

〔63〕 35.6

「１年前と比べた景気」D.I.は、マイナス26.1（前回と比べて1.9
ポイント改善）。一方「１年後の景気予測」D.I.は、マイナス12.2 

（前回と比べて 8.3 ポイント悪化）−（問1、問 2）

賃金収入が＜減った＞とする人の割合は 32.9％。
前回調査（34.6%）からわずかに減少するも、改
善したとはいえない水準にある−問10

　１年前と比べた賃金収入の増減については、前回調
査と比べてほとんど改善が見られず、＜減った＞とす
る人が依然として 3 割を超えている。（図表Ⅰ−�）。
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（注）（　）内は、回答者数（Ｎ）。

１年後の賃金収入が＜減ると思う＞割合は、前回調査
（21.8％）より3.7％増の 25.5％。逆に＜増えると思う＞
は、前回調査（21.0％）より3.1％減の 16.9％−（問11）

　今後１年の賃金収入見込みについては＜減ると思
う＞が前回調査を上回る一方で、＜増えると思う＞は
減少し、悲観的な見方をする割合が高まっている。（図
表Ⅰ− �）。

図表Ⅰ- 3　1年前と比べた賃金収入の増減

図表Ⅰ-4　1年後の賃金収入の増減見込み

（注）（　）内は、回答者数（Ｎ）。

今後 1年間に失業する不安を＜感じる＞
割合は 25.0％（前年同月から3.3 ポイント
の低下）−（問 8）

　失業不安を＜感じる＞とする割合は全体で 25.0%
と、過去最高を記録した昨年同月よりは低下したが、
一昨年の同月調査の水準を未だ上回っている。（図表
Ⅰ− �）。

図表Ⅰ- 5　�今後 1年間の失業不安（失業不安を�
＜感じる＞割合）

（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 10 月調

査分のみを太線で結んだ。

「1年前と比べた物価」D.I. はプラス 2.7 
（前回と比べて 9.3 ポイント上昇）−（問15）

　「1 年前と比べた物価」D.I. は、09 年 10 月調査以
来 1 年ぶりにプラス（上昇超）に転じた（図表Ⅰ− �）。

図表Ⅰ-�6　1年前と比べた物価（D.I.）

（注） D.I.＝{｢かなり上がった｣×1＋｢やや上がった｣×0.5＋｢変わら
ない｣×0+｢やや下がった｣×（−0.5）+｢かなり下がった｣×（−
1）}÷回答数（｢わからない｣｢無回答｣除く）×100。

「1年前と比べた物価」D.I.は男性では50歳代、
女性では 40 歳代が押し上げに寄与。どの年
齢層でも水準は女性の方が高い−（問15）

―  ��  ― ―  ��  ―
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第20回「勤労者短観」調査結果の概要（2010年10月実施）

申告しなかった所定外労働時間がある
者の割合は 43.9％−（問 24 付問1）

　2010 年 9 月の 1ヵ月間に所定外労働を行った者の
うち、本来残業手当の支払い対象であるが申告しな
かった所定外労働時間のある者（以下、申告しなかっ
た所定外労働時間のある者）の割合は 44％弱。（図表
Ⅱ -�）。

Ⅱ　所定外労働時間・不払い残業と労働時間管理

所定外労働を行った男性正社員のうち、
45 時間以上働いた割合は 22.0％にのぼ
る−（問 23）

　男性正社員では、2010 年 9 月の 1 ヵ月間に所定外
労働を行った者の 2 割以上が、45 時間以上の所定外
労働を行っている。さらには、80 時間以上の者も約 1
割おり、過労死予備軍といえる人が相当数存在する。

（図表Ⅱ -1）。

図表Ⅱ-�1　�2010年 9月の1ヵ月間に所定外労働
を行った者の状況（属性別）

（注 1）  9 月の1ヵ月に所定外労働を行った者のうち、具体的な時間
数を回答した者について集計（Ｎ＝312）。人数には管理職等
の残業手当の支給対象ではない者を含む。

（注 2）  所定外労働には休日労働を含む。裁量労働制や事業場外
みなし労働時間制などの場合には月間のみなし労働時間を
超えた時間を対象とする。

（注 3） 図表中の（　　）内の数値は各グループの人数（Ｎ）。

　1 年前と比べた物価 D.I. の上昇には、男性 50 歳代、
女性 40 歳代層の寄与が顕著。子どもの教育費負担な
どが比較的重い家計において最近の生鮮食品物価の
上昇の影響が強く感じられたものと思われる。（図表
Ⅰ− �）。

図表Ⅰ-�7　�過去1年間に物価が上昇したと感じた
人の割合（男女年齢別）

（注） 過去１年間に物価について、「かなり上がったと思う」「やや上 
がったと思う」と回答した者の割合。

図表Ⅱ-�2　�申告しなかった所定外労働時間のある者の
割合（所定外労働を行った者：属性別）

―  ��  ― ―  ��  ―
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申告しなかった所定外労働時間のある
者では、実際の所定外労働の半分以上

（51.1％）を申告していない−（問24付問1）

（注 1）  残業手当が支給される立場である者のうち、問 24 付問 1
で「所定労働時間を超えて働かなかったもしくは働いたかど
うかわからない」と回答した者と「無回答」を除いた者につ
いて集計した。

（注 2）図表中の（　　）内の数値は各グループの人数（Ｎ）。

　申告しなかった所定外労働時間の割合は実際に
行った所定外労働時間の 5 割を超えており、週実労
働時間が長い人ほど、その割合は高い。（図表Ⅱ-�）。

図表Ⅱ-�3　�所定外労働時間の申告状況（申告し
なかった所定外労働時間のある者）

（注）  ＜残業手当の支給対象であるにもかかわらず、申告しなかっ
た時間がある＞とした者のうち、具体的な時間数を回答した
者について集計した（Ｎ＝95）。

週実労働時間が長い人ほど、上司によ
る労働時間や仕事についての管理が行
われていないと感じている−（問26）

　上司は実際の労働時間を把握していると思う」人の
割合は全体計で約 65％いるものの、「明確な業務指示」

「業務量調整」「健康配慮」といった管理が行われて
いると思う人は 4 割前後にとどまる。つまり、労働時
間の把握という形式的な管理は比較的行われているも
のの、業務量調整等の実質的な管理は不十分である
ことが示唆される。（図表Ⅱ-�）

図表Ⅱ-�4　�上司による労働時間や仕事の管理に
ついての勤労者の認識（属性別）

（注 1） 問 26 の各設問について「そう思う」と回答した者の割合に
ついて記載。

（注 2）図表中の（　　）内の数値は各グループの人数（Ｎ）。

上司による労働時間や仕事についての管理が
行われていないと思う人は管理が行われている
と思う人より過去 6ヵ月間に長時間労働が原因
で体調を崩した経験が多い−（問 26×問 25）

　上司による労働時間・仕事の管理が行われていない
と思う人は、管理が行われていると思う人よりも、過
去 6ヵ月間に長時間労働が原因で体調を崩した経験が
多い。上司による労働時間・仕事の管理が体調不良と
連関していることが示唆される。（図表Ⅱ-�）。

　上司は仕事の進め方について明確な指示をしている
と思う」人の割合は 4 割に満たない。週実労働時間が
長い人ほど、上司から明確な仕事の指示を受けている
という認識が低い。雇用形態別では、非正社員よりも
正社員の方が明確な指示を受けているという認識が低
い。（図表Ⅱ-�）
　上司は労働時間が過重にならないように業務量を調
整していると思う」人の割合も 4 割に満たず、週実労
働時間が長い人ほど、上司から業務量を調整されてい
るという認識は低い。雇用形態別では、非正社員より
も正社員の方が明確な指示を受けているという認識が
低い。（図表Ⅱ-�）

図表Ⅱ-�5　�長時間労働が原因で体調を崩した経験があ
る割合（上司による労働時間・仕事の管理別）

（注） 図表中の（　　）内の数値は各グループの人数（Ｎ）。

―  ��  ― ―  ��  ―
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第20回「勤労者短観」調査結果の概要（2010年10月実施）

勤務先に「かなり不満」な人は、とくに
労働組合加入意向が強い−（問 31（2）
付問）

　労働組合に加入していないとするものに加入の意
向をたずねたところ、仕事や生活の不満が強い人は
加入に前向きであった。（図表Ⅳ -�）

図表Ⅳ-1　労働組合への加入状況

（注） Ｎ＝793。

図表Ⅳ-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

（注 1）  2009 年の「政権交代」について＜良かった＞＝「良かった
と思う」＋「どちらかというと良かったと思う」＜良くなかっ
た＞＝「良くなかったと思う」＋「どちらかというと良くなかっ
たと思う」。

（注 2）  ＜良かった＞および＜良くなかった＞の列については、「合計」
の割合から 5%ポイント以上高いものに網掛けを行い、5%
ポイント以上低いものは数値を太字の斜体にした。

（注 3）  60 代前半層については、20 〜 59 歳と調査票配布の割付
方法が異なるため、別枠で参考値として表示した。

Ⅳ　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28.2%−（問31（2））

　労働組合に加入しているとする割合は全体の
28.2%。46.3%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Ⅳ -1）

（注1）　 問31（2）「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｣と回答したものについて集計。

（注2）　表中の（　）内は各グループの回答者数（N）。

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/）

Ⅲ　昨年の政権交代と現在の政権についての認識

現時点での「政権交代」の評価は＜良
かった＞と＜良くなかった＞がともに約４
割で拮抗−（問 28）

　2009 年の「政権交代」について、現時点での評価
をたずねたところ、39.3%が＜良かった＞と回答した
一方、＜良くなかった＞との回答割合も 38.7%にのぼ
る。属性別にみると、世帯年収 400 万円未満層、20
代男性、男性非正社員で「政権交代」についての評
価が特に低い。（図表Ⅲ -1）

図表Ⅲ-�1　�昨年の「政権交代」についての現時
点での評価

―  ��  ― ―  ��  ―


