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震災後１年を経て賃金・家計に
目立った改善見えず
第��回「勤労者短観」調査結果の概要(�01�年�月実施)

松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告

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や勤め
先の経営状況認識は改善している
ものの、依然として＜悪化＞との見
方は多い。また、失業不安は依然
として強く、賃金にも回復の兆しは
みられない。
２.  最近の家計の経済状況
◆家計消費には改善の兆しがみら
れるが、3割の世帯が赤字、8割が
切り詰め行動を行うなど厳しい状況。
３.  高齢期の就労に対する意識
 ◆高齢期の就労の必要性を自ら感
じている割合は8割強、そして、50

代の約半数が65歳以降まで今の勤
め先で働き続けられると思っている。
一方、若年層では、高齢期の就労
の必要性については認識しているも
のの、自らの高齢期における雇用に
対しては厳しい見通しをもっている。
４.  社会保障に関する意識
 ◆社会保障制度に対する「信頼感」
は総じてあまり高くない。
◆パート労働者への社会保険適用
拡大については5割以上が賛成し
ている。
◆社会保障制度の各制度（年金
制度、医療制度）に信頼感のある人、

また現内閣を支持する人ほど消費
税率引き上げに対する賛成が多い。
５.  大震災に対する行動
 ◆現在も家庭の節電に取り組んで
いるとの回答が半数を超えているな
ど、東日本大震災の影響による家
計や職場の行動変化は続いている。
６.  収入格差に関する意識と階層帰

属意識
 ◆日本の社会を５段階の階層にわけ
た場合の帰属意識をみると、「中の
下」が約４割、「中の中」が約３割、「中
の上」が約１割。また、「中の下」と

「下」を合わせると過半数を占める。

1．調査対象：
　株式会社インテージのインターネットアンケートモニター登録
者のなかから、居住地域・性・年代・雇用形態で層化し無作為
に抽出した、首都圏ならびに関西圏に居住する20代～50代の
民間企業雇用者1874名（60～ 64歳126名は、参考扱いとして
別集計）

2．調査時期：
　2012（平成24）年4月1日～6日

3．調査方法：
　インターネットによるＷＥＢ画面上での個別記入方式

4．回答者の構成：

5．調査項目：

○景気・仕事・生活についての認識［定点観測調査］
　・�景気、物価、労働時間、賃金、失業、仕事、生活等に関
する状況認識について

○家計についての認識
　・�家計の収支、貯蓄・借入れ、消費、支出の切り詰め状況
について

○�高齢期の就労に関する意識
　・�高齢期の就労の必要性、就業可能性、高齢者雇用と若年
者雇用の関係について

○�社会保障に関する意識
　・�各制度の加入状況、制度の信頼感、「給付と負担」の関係、
パート労働者への社会保険の適用拡大、消費税引き上げ
との関係について

○�東日本大震災後の勤労者の行動と職場の変化
　・�東日本大震災や原発事故が家計行動や職場に与えた影響
について

○�勤労者の階層意識
　・�収入格差に関する認識、階層帰属意識について

社会保障制度への信頼感はうすく、高齢期
の就労が必要だと感じる割合が高い

調査結果の
ポイント

調査実施要項

単位：％、（　）内は回答者数

　本稿は、2012 年 4月初旬に実施した第 23 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、第 23 回調査では、毎回実施している仕事と暮ら
しに関する意識変化をとらえるための定点観測調査に
加えて、「家計についての認識」「高齢期の就労に関
する意識」「社会保障に関する意識」「東日本大震災
後の勤労者の行動と職場の変化」「勤労者の階層意
識」といったテーマで調査しています。なお、2011年
4月の第 21回調査より従来の郵送モニター調査から
WEBモニター調査に切り替えており、今回は 3回目
のWEBモニター調査になります。本報告では紙幅の
関係から結果の概要の一部のみの紹介となっています
ので、詳しくは連合総研ホームページまたは、報告書
をご覧ください。

―		��		― ―		��		―
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調査結果の概要（一部抜粋）
Ⅰ　景気、勤め先の経営状況に関する認識

 ・1 年前と比べた勤め先の経営状況認識 D.I. はマイナ
ス17.9と、依然マイナスながらも、前回調査と比べて
20.5 ポイント改善し、経営状況悪化の見方が弱まって
いる。１年後の経営状況見通し D.I. はマイナス 9.6と
なっており、改善への兆しがみられる。

経営状況については、１年前と比べて悪
化との見方が弱まり、見通しにも改善の
兆し。（QR4、QR5）

図表 1　1年前と比べた勤め先の経営状況と1年
後の経営状況見通し（D.I.）

（注1）  1年前と比べた勤め先の経営状況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（「1年前は現在とは別の勤め先で働いてい
た（11年4月調査以降）」、「1年前は働いていなかった（11
年4月調査以降）」、「わからない」、「無回答（10年10月調査
まで）」「不明（11年4月調査以降）」を除く）×100

（注2）  1年後の勤め先の経営状況予測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 （10年10月調査まで）」「不明（11年
4月調査以降）」を除く）×100

図表 2  1年前と比べた賃金収入の増減

（注1） （　）内は、回答者数（N）。
（注2）  賃金収入が＜減った＞＝「やや減った」＋「かなり減った」、賃

金収入が＜増えた＞＝「かなり増えた」＋「やや増えた」。
（注3）  11年4月調査は「1年前は賃金収入がなかった」を除いて集計。

11年10月調査はQR1で1年前は「働いていなかった」、 1年前の
就業状態は「わからない」を除いて集計。

（注4）  10年4月調査は郵送、WEBともに「無回答」を除いて集計した。
なお、11年4月調査以降は「無回答」はない。

◆勤め先と仕事に関する意識

Ⅱ　最近の家計の経済状況

 ・世帯収支が＜赤字＞とする割合は依然として高く、
3 割を超えている。1 年前（第 21 回調査）と比較する
と、かなり黒字、やや黒字と答えた家計、かなり赤字、
やや赤字と答えた家計がいずれも微増しており、家計
収支の二極化が進む傾向が懸念される。

過去１年間の世帯収支について、依然、３
割の世帯が＜赤字＞としている。（QT1）

◆家計の収支・貯蓄動向

１年前より賃金が増えたとする割合は
２割強。賃金が回復したとはいえない。

（QR9）
 ・1 年前と比べた賃金収入の増減については、＜増え
た＞とする人の割合（22.0％）が、＜減った＞とする
人の割合（30.1％）を下回っている。前回調査（2011
年 10 月）から、回答傾向に大きな変化はなく、賃金
が回復したとはいえない。

（注１）  第 19 回調査（2010 年 4 月実施）は郵送調査であったが、21
回以降はＷＥＢ調査であり、調査対象の傾向が変わっている
可能性があることに注意。

（注 2）  （　）内は回答者数（Ｎ）。

図表 3　過去 1年間の世帯収支の状況

―		��		― ―		��		―
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家計消費増減Ｄ.I.は現状、見通しともに改
善傾向が明確に。（QR13、QR14）

 ・ 1 年前と比較した家計消費増減 D. I . は、マイナス
0.3 ポイントとなり改善傾向が明確になっている。今後
1 年間の世帯消費増減見通し D. I . はプラス 0.8 ポイン
トとなり、久々のプラスとなった。

図表 6　社会保障３制度への信頼感

（注１）  各制度に対して＜信頼できる＞（「信頼できる」＋「ある程
度信頼できる」）、＜信頼できない＞（「あまり信頼できない」
＋「信頼できない」）と回答した人に対する比率（％）。

（注 2）  第 5 回調査では、厚生年金制度に対して、＜信頼できる＞（「信
頼できる」＋「ある程度信頼できる」）、＜信頼できない＞（「あ
まり信頼できない」＋「信頼できない」）の比率で表示。

（注 3）  （　）内は回答者の数（Ｎ）。

◆家計消費と切り詰め行動

図表 4　過去 1年間、今後 1年間の世帯消費増
減 D. I.

Ⅲ　高齢期の就労に対する意識

 ・「経済的な理由によって 60 歳以降 65 歳までの間
に働かなければならない」と思っている者の割合は
82.8％（＜そう思う＞＋＜どちらかと言えばそう思う
＞）と非常に高い。属性別に見ると、所属する階層が
低いと思っている者や、概ね、「世帯年収」が低い者
にその割合が多いという結果となった。

全体的に経済的な理由による高齢期の
就労の必要性を感じている者が多い。

（QT10）

図表 5　経済的理由による高齢期就労の必要性を
感じる人の割合（属性別）

（注） 凡例の（　）内は回答者の数（Ｎ）。

◆高齢期の就労の必要性について

 ・社会保障の各制度について、「信頼できる」とする
人は、年金制度で 8.2％、医療制度 33.7％、介護保険
制度 12.9％。「信頼できない」は、年金制度が 87.7％、
医療制度 60.4％、介護保険制度 76.3％となっており、
年金制度への不信感を持つ人は約 9 割にのぼってい
る。この 3 制度の中では、医療制度への信頼感が比
較的高い。　

年金制度への不信感は高まっている。
（QT16）

 ・パート労働者等への社会保険の適用拡大について
は、全体で「賛成に近い」が 55.9％、「反対に近い」
が 29.7％となっている。正社員か非正社員かという就
業形態の違いによる大きな差は見られない。年金制度
への加入別では、就労している第３号被保険者でも、
4 割近くの人（37.4％）が「賛成に近い」としている。

パート労働者への社会保険適用拡大に
ついて賛成意見が 5 割以上。（QT21）

図表 7　パート労働者の社会保険適用拡大の賛否
（就業形態別）

◆パート労働者への社会保険の適用拡大についての意識

（注１）  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（10 年 10 月調査）」「不
明（11 年 4 月調査）」除く）×100

（注 2）  第 19 回調査（2010 年 4 月実施）までは郵送調査であったが、
21回以降はＷＥＢ調査に変わっており、調査対象の傾向が
変わっている可能性があることに注意。

Ⅳ　社会保障に関する意識
◆社会保障に対する信頼感

（注）  （　）内は回答者の数（Ｎ）。

―		��		― ―		��		―
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第23回「勤労者短観」調査結果の概要(2012年4月実施)

図表 8　年金・医療制度への信頼感、年金制度の
「給付と負担」と消費税率引き上げの賛否との関係

（注１）  ＜消費税率を引き上げるべき＞は、「社会保障が現状よりも
充実できる程度に消費税率を引き上げるべきである」、およ
び「現状の社会保障が維持できる程度に消費税率を引き上
げるべきである」という回答の合計。

（注 2）  （　）内は回答者の数（Ｎ）。

（注）数字は全回答者に占める割合（％）。

 ・＜消費税率を引き上げるべき＞は、全体で 47.4％
だが、年金制度が「信頼できる」と回答した人につ
いてみると、「消費税率を引き上げるべき」と答えた
人が 72.7％と高い割合となっている。年金制度が「信
頼できない」と答えた人でも、＜消費税率を引き上げ
るべき＞とする割合は、46.5％になっている。医療制
度を「信頼できる」人についてみると、＜消費税率
を引き上げるべき＞が 58.7％であり、各制度に信頼感
を持っている人ほど、＜消費税率を引き上げるべき＞

（賛成）が多くなる傾向にあるといえる。また、「年金
制度の給付水準を維持するためには、保険料引き上
げもやむを得ない」との考え方について、「そう思う」
人のうち 8 割が＜消費税率を引き上げるべき＞と答え
ている。

年金制度や医療制度への「信頼感」が
ある人ほど「消費税率を引き上げるべき」
とする割合が高い。（QT22）

◆社会保障改革と消費税引き上げとの関係についての意識

 ・現在でも 5 割を超える人が「節電を行っている」
と答えており、現在も続く夏季の電力不足懸念なども
影響していると見られる。現在でも、家族との時間を
増やすとしたのは 4 割以上、自粛による買い控え、防
災用品の買い増しなども依然 2 割以上の家計で対応
を行っている。

一層の節電や家族との時間を増やすとし
た人は依然多い。（QT23）

Ⅴ　大震災に対する行動
◆東日本大震災や原発事故が家計行動に与えた影響

図表１０　階層意識（属性別）

（注）（　）内は回答者の数（Ｎ）。

 ・日本の社会を 5 段階の階層にわけた場合に自身が
入る階層をたずねたところ、「中の下」が 39.4％、「中
の中」が 30.1％、「中の上」が 9.7％。「中の下」が「中
の上」を大きく上回っている。また、「中の下」と「下」

（16.7％）を合わせると過半を占めている（56.7％）。
属性別には、概ね世帯年収や貯蓄額が多いほど、階
層意識が高い傾向にある。男性非正社員では階層意
識を「下」とする人の割合は約半数（46.3％）。世帯
年収別には年収 400 万円未満で約 3 分の１（31.6％）
に達している。

「中の下」が 39.4％、「中の中」が 30.1％。 
「中の上」は 9.7％で、「中の下」を大きく
下回っている。世帯年収や貯蓄額が多
いほど、階層意識は高い。（QT13）

Ⅵ　収入格差に関する意識と階層帰属意識
◆階層帰属意識

図表９　大震災以降の行動
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