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（１） 景気・仕事・暮らしについての
認識（定点観測調査）

◆景気・物価に対する認識
　景気の現状については、1年前と
比べて悪くなったとする者が6割を
超え、先行き見通しにおいてもさら
なる悪化を見込む傾向が強い。ま
た物価上昇を感じる傾向が強く、１
年後についても、現在よりさらに物
価が上昇すると見込む割合が高い。
◆失業不安
　失業不安を感じる割合は、全体
の41.9%で、とくに男性非正社員で
は59.9％に達する。また、正社員に
おいても失業不安を感じている割
合は男性40.7%、女性37.6%にのぼ
る。
◆暮らし向き・生活満足度
　1年前と比べた暮らし向きＤ.Ｉ.は
マイナス18.3と低位。既婚者につい
てみると、夫婦ともに非正社員の世
帯、非正社員の片働き世帯で、暮
らし向きが悪くなったとする傾向が
特に強い。生活全般の満足度につ
いては、男性非正社員で半数以上

が不満を感じている。
（2）家計と消費行動・貯蓄行動
◆家計の収支状況
　過去1年間の世帯収支について
は、3割の世帯が赤字としている。
特に、男性非正社員の世帯では赤
字とする割合が高く4割を超える。
また、主生計支持者の5年後の家
計収支見通しについては、見通し
すら立てられずに、「わからない」
とする非正社員が男女ともに3割を
超えている。
◆家計の消費・貯蓄等に関する状況
　世帯消費は低調に推移し、家計
支出を切詰めている世帯は８割を
超えている。生活防衛志向は強い
が、とくに失業不安や収入の先行
き不安を感じる層では貯蓄が増え
ておらず、リスクを感じても対応し
きれない厳しい状況にある。

（3） 社会とのつながりと勤労者の
抱える不安

◆困った時に頼れる人
　困った時に親身に相談にのって
もらえる人が誰もいない割合は、男

性非正社員、単身生計者（生計を
同じくする家族のいない人）で3割
弱と高く、生活に困った時にまとま
ったお金を工面してもらえる人が誰
もない割合も同様の傾向にある。
◆生活苦の経験
　生活苦から、食事の回数を減ら
すなどの経験をした人の割合は、
世帯年収300万円未満や、男性非
正社員で4割前後である。食事の
回数を減らす（3割弱）のほか、医
者にかかれない（2割前後）、税金
等を支払えない（2割弱）経験の
割合が高い。

（4）社会保障制度についての認識
◆現行の社会保障制度に対する

考え方
　年金や介護、医療といった社会
保障制度のサービスや給付につい
て、不十分と考える人の割合は過
半に及ぶ。年齢、雇用形態などに
かかわらず、おしなべて不十分と
感じている割合は高い。

1．調査目的
　本調査は、わが国の景気動向や仕事と暮らしについての勤
労者の認識をアンケート調査により、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、
多様な勤労者の仕事と生活の状況や認識を把握することに勤め
ている。第21回目となる今回より、調査対象者を拡大するため
インターネットによるＷＥＢモニター調査に切り替えた。

2．調査項目
○［定点観測調査］景気・仕事・生活についての認識

　・�景気、物価、労働時間、賃金、失業、生活に関する認識
について

○［トピック調査1］家計と消費についての認識
　・家計の状況と消費行動・貯蓄行動について
○［トピック調査2・3］社会とのつながりと勤労者の抱える不安の
状況
　・�人・組織とのつながりと生活苦の状況、先行き生活不安と
社会保障制度への認識について

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
業に雇用されている者
※�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。

生活の先行き不安を感じている人ほど、実際
には相談相手や生活支援者がいない傾向

調査結果の
ポイント
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（下線＿については、前回調査からの変更点。変更の詳細は枠内を参照）
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　本稿は、東日本大震災から1ヵ月足らずの4月初旬に実施した第21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）」の結果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が、
今回は、仕事と暮らしに関する意識変化をとらえるための定点観測調査に加え、トピックス調査として「家計と消費
行動・貯蓄行動」「社会とのつながりと勤労者の抱える不安」「社会保障制度についての認識」の3つのテーマで調査
をしています。なお、今回調査より、従来の郵送モニター調査からWEBモニター調査に移行しています。

4．サンプル数および抽出方法
　まず、調査対象者数2,000人をベースにして、「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歳から64歳までの雇用者の性・年齢階
層・雇用形態別の分布割合を反映したサンプル割付基準を作成
した。この割付基準に基づいて、㈱インテージにモニター登録
をしている首都圏ならびに関西圏に居住する民間企業雇用者（対
象約6万人）の中から、各層ごとに割付基準以上の回答が得ら
れるようランダムに抽出し、アンケートへの回答依頼を行った。
そのうえで、回答が得られたなかから、各層のサンプル数が割
付基準と等しくなるように乱数によって標本を決定した。
　ただし、60代前半層（60～ 64歳）については、現段階では
就労人口構成割合の問題から、分析に耐えうるだけの十分な標
本数が得られないため、参考の扱いとして20～50代とは別個
に集計している。
　なお、㈱インテージのモニターは、主にインターネットサイトと
新聞・雑誌等の募集広告によりモニター募集を行っている。

5．調査期間、調査方法および調査実施機関
（1）調査期間：2011年4月1日（金）～4月6日（水）
（2）調査方法：ＷＥＢ画面上での個別記入方式
（3）調査実施機関：�（株）インテージに調査作業を委託

6．回答者の構成
回答者の構成（％・人）

　
20代

合計 24.0
（450）

12.7
（238）

11.3
（212）

30代

30.0
（562）

18.2
（341）

11.8
（221）

40代

23.9
（448）

13.7
（256）

10.2
（192）

50代

22.1
（414）

12.6
（236）

9.5
（178）

標本数

（1,874）

（1,071）

（803）

（男女比）

100.0

57.2

42.8

【参考】
  60代前半
    標本数

（126）

（75）

（51）

（男女比）

100.0

59.5

40.5

男性

女性

 ※ （　）は標本数。構成割合は、20〜50代あるいは60代前半そぞれ
の合計標本数に対する割合を表している。

今回（第 21回調査）以降の変更点一覧
（１）WEB モニター調査への移行
　・郵送モニター調査からWEB調査モニター調査へ移行
　・標本サイズの拡大
　　　従来：1,100 人に調査票を配布（20 ～ 59 歳：900、60 代前半：200）
　　→今回：2,000 人の調査票を集計（20 ～ 59 歳：1,874、60 代前半：126）

（２）割付方法の変更（＊「就業構造基本調査」を用いた割付を行う点は従来通り）
　・正社員数、非正社員数の算出方法を変更
　　　従来：＜正社員＞＝雇用者総数－＜非正社員＞
　　　　　　＜非正社員＞＝「パート」＋「アルバイト」＋「契約社員」＋「労働者派遣事業所の派遣社員」
　　　今回：＜正社員＞＝「正規の職員・従業員」
　　　　　　＜非正社員＞＝「パート」＋「アルバイト」＋「契約社員」＋「労働者派遣事業所の派遣社員」
　　　　　　＋「嘱託」

（３）集計対象の変更
　・割付と全く同数の標本を分析
　　　従来：調査票を配布し、回収できたものを分析（割付との誤差が発生）
　　→今回：�回収目標数より多く調査票を回収。その後、不正回答の調査票を取り除き、残ったものか

ら割付と全く同数の調査票を無作為抽出して分析に用いた。
　・集計対象の雇用形態を見直し
　　　従来：＜正社員＞＝「会社員（役員を除く）」＋「会社員（役員）」
　　　　　　＜非正社員＞＝「パートタイマー」＋「アルバイト」＋「契約社員」＋「派遣労働者」
　　→今回：＜正社員＞＝「正社員（（役員を除く）」
　　　　　　＜非正社員＞＝「パートタイマー」＋「アルバイト」＋「契約社員」＋「派遣労働者」＋「嘱託」

―  ��  ― ―  ��  ―
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「１年前と比べた物価」が上昇したとの実
感が強く、「1年後の物価先行き」も今より
いっそう上昇すると見込むとの予想が強い。

（RQ14、RQ15）

 ・「1 年前と比べた物価」D.I. はプラス 22.9 で物価が
上がったと感じている傾向が強い。「1 年後の物価予
測」D.I. はプラス 36.6 で、1 年後についても、現在よ
りさらに物価が上昇すると見込む傾向が強い。【図表
Ⅰ−３、Ⅰ−４】

調査結果の概要
Ⅰ　景気・仕事・暮らしについての認識

 ・景気の現状については、1 年前と比べて＜悪くなっ
た＞とする者が 6 割を超え、D.I. でもマイナス 44.3と
低位。1 年後についても、さらなる悪化を見込む傾向
が強い。【図表Ⅰ−１、Ⅰ−２】

「１年前と比べた景気」は悪化したとの見方が
強く、「１年後の景気」も悪化するとの予想が
強い。（RQ1、RQ2）

図表Ⅰ−1　1年前と比べた景気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（第20回調査まで）」除く）
×100。なお、第21回調査からは「無回答」はない。

【参考】 2011 年 4 月調査における回答の割合 :「やや悪くなった」
32.9％、「かなり悪くなった」30.7％。

図表Ⅰ−2　1年後の日本の景気予測D.I.

（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（第20回調査まで）」除く）×100。な
お、第21回調査からは「無回答」はない。

図表Ⅰ−3　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（第20回調査まで）」除く）×
100。  なお、第21回調査からは「無回答」はない。

図表Ⅰ−4　1年後の物価予測D.I.

（注）  D.I.＝{｢かなり上がる｣×1＋｢やや上がる｣×0.5＋｢変わらない｣ 
×0+｢やや下がる｣×（−0.5）+｢かなり下がる｣×（−1）}÷回答数

（「わからない」「無回答（第20回調査まで）」「不明」（第21回調
査）除く）×100。なお、第21回調査からは「無回答」はない。

―  ��  ― ―  ��  ―
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第21回「勤労者短観」調査結果の概要（2011年4月実施）

主たる生計支持者である非正社員について
は、5 年後の家計収支見通しが「わからない」
が 3 割超。（TQ6）

Ⅱ　家計と消費行動・貯蓄行動

過去 1年間の世帯収支が＜赤字＞と回
答した割合は依然として高い。（TQ1）

 ・過去 1 年間の世帯収支については、3 割の世帯が＜
赤字＞としており、依然としてその割合は高位である。

【図表Ⅱ−1】
　特に、男性非正社員の世帯では＜赤字＞とする割
合が 4 割を超える。【図表Ⅱ−２】

図表Ⅱ−1　�過去１年間の世帯収支の状況

（注 1） 第 19 回調査（2010 年 4 月実施）は郵送調査であったが、
今回調査からＷＥＢ調査に変わっており、19 回との比較では
調査対象の傾向が変化している可能性があることに注意が
必要。

（注 2）（　）内は回答者数（Ｎ）。

図表Ⅰ−5　�今後1年間の失業不安を＜感じる＞者
の割合（性・雇用形態別）

（注 1） 失業不安を＜感じる＞＝「かなり感じる」＋「やや感じる」
（注 2）（　）内は、今回調査の回答者数（Ｎ）。

失業不安を＜感じる＞割合は男性非正社員で
６割、男性正社員でも約４割にのぼる。（RQ7）

 ・ 失業不安を＜感じる＞割合は全体で 4 割超にのぼ
り、雇用形態別には男性非正社員で 6 割と高いが、
正社員でも 4 割程度が失業不安を＜感じる＞と回答
している。【図表Ⅰ−５】

1年前と比べた暮らし向きは悪化との認識が強く、
1年後の暮らし向きも今よりも悪化するとの見方が
強い。（RQ16、RQ17）

 ・ 1 年前と比べた暮らし向きD.I. はマイナス 18.3 と、
＜悪くなった＞と捉えている傾向が強い。さらに 1 年
後の暮らし向き D.I. はマイナス 18.7 と、多くの勤労者
が現在よりもさらに＜悪くなる＞と見込んでいる。属
性別にみると、とりわけ中高年層、夫婦ともに非正社
員の世帯や非正社員の片働き世帯で、1 年前と比べた
暮らし向きも、今後の暮らし向きの見通しも悪い。【図
表Ⅰ−６】

図表Ⅰ−�6　�暮らし向きの認識D.I.（属性別）

（注 1）（　）内は、回答数（Ｎ）。
（注 2）D.I.＝{ ｢かなり良くなった（良くなる）｣ ×1＋ ｢やや良くなっ
た（良くなる）｣ ×0.5＋ ｢変わらない｣ ×0+ ｢やや悪くなった（悪く
なる）｣ ×（−0.5）+ ｢かなり悪くなった（悪くなる）｣ ×（−1）}÷回
答数（「わからない」「無回答）（第 20 回調査まで）」除く）×100。
なお、第 21回調査からは「無回答」はない。

図表Ⅱ−2　�過去1年間に世帯収支が赤字だった割合

（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」。

 ・将来収支が「わからない」とした割合を、主たる生
計支持者に限定して集計すると、男性非正社員だけ
でなく、女性非正社員についても３割を超える。【図表
Ⅱ−３】

―  ��  ― ―  ��  ―
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 ・1 年前と比べた世帯消費増減 D.I. はマイナス 6.6 ポ
イントで、世帯消費が＜減った＞と答える家計の方が
多く、家計の厳しい状況を反映しているものとみられ
る。【図表Ⅱ−４】

世帯の消費は低位にとどまり、8 割超が家計支出
を切り詰めていると回答。生活防衛志向は強いが、
とくに失業不安や先行き収入不安を感じる層では
貯蓄が増えておらず、生活リスクを感じても対応し
きれていない状況。（RQ12、TQ3、TQ7）

図表Ⅱ−4　過去１年間の世帯消費増減Ｄ.Ｉ.

（注）  D.I.＝{｢かなり増えた｣×1＋｢やや増えた｣×0.5＋｢変わらない｣
×0+｢やや減った｣×（−0.5）+｢かなり減った｣×（−1）}÷回答数

（「わからない」｢無回答（第20回調査まで）｣除く）×100。 なお、 第
21回調査からは「無回答」はない。

図表Ⅱ−6　�世帯で何らかの支出を切り詰めている
割合（属性別）

（注）（　）内は、回答者数（Ｎ）。

 ・貯蓄が「増えた」とする家計は 2 割程度であるのに
対し、貯蓄が「減った」とする家計は 3 割。とりわけ、
失業不安や世帯収入の先行き不安を感じる層におい
て、貯蓄が「減った」とする割合が高くなっている。【図
表Ⅱ− �】

図表Ⅱ−5　1年前と比較した現在の貯蓄の状況

（注）（　）内は、回答者数（Ｎ）。

 ・ 8 割を超える家計が何らかの支出を「切り詰めてい
る」と回答しており、節約志向、生活防衛志向は依然
根強い。とりわけ雇用リスク・収入リスクを感じる層
ほど切り詰め行動が顕著である。【図表Ⅱ− �】

Ⅲ　社会とのつながりと勤労者の抱える不安

悩み事や困り事に対して親身に相談にのってもら
える人、生活に困った時にまとまったお金を工面し
てもらえる人がいない割合は、男性非正社員と単
身生計者で高い。（TQ8（1）、TQ8（2））

 ・困り事が起こった時に親身になって相談にのっても
らえる人が「誰もいない」割合は、男性（20.4％）は
女性（10.3％）の約 2 倍。雇用形態別では、男性非正
社員が 3 割弱と突出している。生計を同じくする家族
がいない層、男性 40 代・50 代では 2 割強を占める。【図
表Ⅲ−１】

図表Ⅱ−3　�主たる生計支持者の5年後の世帯収
支の見通し（性別・雇用形態別）

（注）（　）内は回答者数（Ｎ）。

―  ��  ― ―  ��  ―
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図表Ⅲ−1　�親身になって相談にのってもらえる人
　　　　��が「誰もいない」割合（属性別）

（注）（　）内は、回答者数（Ｎ）。

 ・生活に困った時にまとまったお金を工面してもらえ
る人が「誰もいない」割合（26.4％）は、相談にのっ
てもらえる人が「誰もいない」割合（16.1％）よりも
10.3％ポイント高い。この割合を属性別にみると、男
性非正社員（39.5％）、生計を同じくする家族がいない
層（29.2％）、男性 40 代（34.4％）、男性 50 代（36.0％）、
女性50代（31.5％）では約3割〜4割と高い傾向にある。

【図表Ⅲ−２】

図表Ⅲ−2　�まとまったお金を工面してもらえる人が
「誰もいない」割合（属性別）

（注）（　）内は、回答者数（Ｎ）。

 ・過去 1 年間における生活苦の経験をたずねたとこ
ろ、世帯年収 300 万円未満の層の 44.2％、男性非正
社員の 38.1％で、何らかの生活苦の経験がある。これ
らの層では、「食事の回数を減らした」経験が 3 割弱、

「税金や社会保険料を支払えなかった」経験が 2 割弱、
「医者にかかれなかった」経験が 1 割〜 2 割の割合で
発生しており、深刻な生活実態を示している。さらに、
まとまったお金を借りられる相手が「誰もいない」と
する人は、＜いる＞とする人と比べて、＜生活苦の経
験がある＞とする割合が、すべての項目で高い。【図
表Ⅲ−３】

図表Ⅲ−3　�過去1年間における生活苦の経験（属
性別、複数回答）

（注1）（　）内は、回答者数（Ｎ）。
（注2）2010年４月調査では、「金融機関等から借入れを断られた」
　　 という選択肢はない。

生活苦から、食事の回数を減らすなどの経験
をした人の割合は、世帯年収 300 万円未満
で 4 割弱、男性非正社員で 4 割強。（TQ12）

―  ��  ― ―  ��  ―


