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景気見通し改善に
賃金連動せず
第25回「勤労者短観」調査結果の概要(2013年4月実施)
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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

◆ 景気や勤め先の経営状況の１年
後の見通しについては改善がみら
れるが、賃金には改善の兆しがみ
られず、暮らし向きの見通しも厳
しい。また、１年後の物価見通し
については、上昇を見込むものが
７割である。

２. 中期の見通しに関する意識
◆３年後の景気上昇を予測しても、
賃金収入増加を見込む割合は低
い。
◆５年後の賃金上昇を見込むのは
全体の３割であるが、若い年齢階
層、大きな企業規模で上昇が見込
まれている。また、５年先輩の今
の賃金と比較して、５年後の自分
の賃金が上回るとの予想は低い。

３.  最近の家計の経済状況
 ◆世帯収入の減少がわずかなが
ら緩和し、消費はやや増加すると
の見通しとなっているが、依然と
して３割の家計の収支が赤字であ
り、８割が支出の切り詰め行動を
行うなど、なお厳しい状態。

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 ～ 64歳の民間企業雇用者2,000名

2．調査時期：
　平成25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：
１．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

２．家計についての認識［4月準定点観測調査］
　・�家計の状況と消費行動・貯蓄行動について
３．�３年後の経済状況、5年後の自身の賃金見通し［トピ
ック調査１］

　・�３年後の景気・雇用情勢・企業業績・物価・賃金・
世帯収入に関する見通し、５年後の賃金見通しにつ
いて

４．衆議院議員総選挙における投票行動［トピック調査２］
　・�2009年・2012年の衆議院総選挙の投票行動、2012
年衆院選の結果に対する評価、支持政党、現政権が
取り組むべき課題について

調査結果の
ポイント

調査実施要項

単位：％、（　）内は回答者数

　本稿では、2013 年 4月初旬に実施した第 25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ます。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
25 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、
隔回で実施している「家計の経済状況」、さらにトピッ
クス調査として「3 年後の経済状況や 5 年後の自身の
賃金見通し」、「衆議院議員総選挙における投票行動」
といったテーマで調査を行いました。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 5回目
のWEBモニター調査になります。
　本稿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
（http://www.rengo-soken.or.jp）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  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. はなおマイナス（マイ
ナス 4.7）であるが、前回調査（2012 年 10 月）と比べ
て 28.4 ポイントの大幅な改善がみられ、景気悪化の
見方が弱まっている。
 ・ １年後の景気見通し D.I は、プラス 5.8 となっている。
なお、景気見通し D.I. がプラスとなったのは WEB 調
査移行後初めて。

１年前と比べた景気認識D.I.は大きく改
善。１年後の景気見通しD.I.はプラスに。
（ＱＲ２、ＱＲ３）

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.）

◆	景気に対する意識
 ・1 年前と比べた勤め先の経営状況認識 D.I. はマイナ
ス 10.0 と、前回調査より10.6 ポイント改善し、悪化
の見方が弱まっている。
 ・１年後の勤め先の経営状況見通し D.I. は、マイナス
2.9 となっており、改善の兆しがみられる。

（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 月調査のみ）」、「1 年前は働いていなかった（11 年 4
月調査のみ）」、「わからない」、「無回答・不明（10 年 10
月調査まで）」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」を除く）×100
（注３） 第 21 回調査（11 年 4 月）以降の調査対象は 20 ～ 64 歳、

第 20 回調査（10 年 10 月）以前は 20 ～ 59 歳である。

（注１）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
（注２） 第 21 回調査（11 年 4 月）以降の調査対象は 20 ～ 64 歳、

第 20 回調査（10 年 10 月）以前は 20 ～ 59 歳である。

◆勤め先と仕事に関する意識

「１年前と比べて勤め先の経営状況悪
化」との見方は弱まり、1年後の見通し
にも改善の兆し。（QR4、QR5）

図表2　�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.）
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第25回「勤労者短観」調査結果の概要(2013年4月実施)

図表３　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」とした回

答者を除き、11年10月調査以降はQR1（RQ1）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」
とした回答者を除いて、集計した。

（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。

（注5） 第21回調査（11年4月）以降の調査対象は20 ～ 64歳、 
第20回調査（10年10月）以前は20 ～ 59歳である。 図表５　現在と比べた3年後の経済の状況

（注1）  ＜増える＞= ｢かなり増える｣ ＋ ｢やや増える｣、＜減る＞
= ｢かなり減る｣ ＋「やや減る」、＜良くなる＞= ｢かなり良
くなる｣＋｢やや良くなる｣、＜悪くなる＞ ｢かなり悪くなる｣＋

「やや悪くなる」、＜上がる＞= ｢かなり上がる｣ ＋ ｢やや上
がる｣、＜下がる＞= ｢かなり下がる｣ ＋「やや下がる」

◆日常の暮らし向きに関する意識

１年前と比べて暮らし向きが悪くなったと
捉えているものは、1年後も悪くなるとす
る割合が多い（ＱＲ１７、ＱＲ１８）

 ・１年前と比べた現在の暮らし向きの認識 D.I. は、マ
イナス 14.0 と、前回調査（2012 年 10 月）より若干改
善したものの、依然として暮らし向きは厳しい。
 ・１年後の暮らし向きの見通し D.I. もマイナス 14.1 で
あり、引き続き暮らし向きの見通しは暗い。

（注１）  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。

（注２） 第 21 回調査（11 年 4 月）以降の調査対象は 20 ～ 64 歳、
第 20 回調査（10 年 10 月）以前は 20 ～ 59 歳である。

図表４　暮らし向きの認識（D.I.）

Ⅱ　中期の見通しに関する意識

 ・3 年後の景気について、今より＜良くなる＞とする割
合は 3 分の１以上（35.8%）。
 ・しかし、自身の勤め先企業の業績や賃金収入、世帯
の収入の増減見込みについては「変わらない」とする
ものが最も多く、＜良くなる＞、＜増える＞よりも＜悪
くなる＞、＜減る＞の方が多い。
 ・また、3 年後の物価については、＜上がる＞が４分
の３程度（73.6%）となっている。

３年後に景気改善を見込む割合より、賃
金収入改善見込みの割合は少ない。（Ｑ
Ｔ６、ＱＴ７）

◆中期的な経済等の状況の見通しについて

 ・1 年前と比べた自身の賃金収入の増減について、＜
減った＞とするものの割合は 26.8％となり、前回調査
より 4.8 ポイント低下したが、＜増えた＞とするもの
の割合（22.6％）をなお上回っており、賃金の改善は
見られない。

１年前より賃金が減ったとするものが、増
えたとするものをなお上回っており、改善
は見られない。（ＱＲ９）

◆賃金に関する意識
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図表６　３年後の景気と企業業績・賃金収入の見通し�

図表７　�自身の5年後の賃金予測（20～ 59歳
属性別）

図表８　５年後、５年先輩の現在の賃金に追いつくと
思うか（20～59歳　正社員、性別　年齢階級別）

 ・自身の 5 年後の賃金は今と比べ＜高くなる＞とする
割合は 3 割（30.0％）となり、＜低くなる＞（23.8%）
よりも多くなっている。
 ・属性別に見ると、年齢が若いものや、正社員、勤
務先企業の規模の大きいものほど、＜高くなる＞とす
る割合が多くなる。

５年後の賃金が高くなるとする割合は３
割。（ＱＴ８）

◆中期的な賃金に対する見方

 ・ 正社員（20 ～ 59 歳）について、自身の 5 年後の賃
金が、5 年先輩の現在の賃金を＜下回る＞とするもの
は、３分の１程度（32.5%）であり、＜上回る＞とす
る割合（12.3％）を大きく上回っている。その差は女
性において顕著である。

正社員では、５年後に今の５年先輩の賃
金を下回るとの予測が約３分の１。（ＱＴ９）

（注１）表中の数値は、（1）は３年後の景気見通しが＜良くな 
る＞と回答した数（N=714）、（2）は＜悪くなる＞と回答
した数（N=449）で除した割合。（　）内は回答者数（N）。

（注２） ＜増える＞ = ｢かなり増える｣ ＋ ｢やや増える｣、＜減る＞
= ｢かなり減る｣ ＋「やや減る」、３年後の景気について、
＜良くなる＞ =「かなり良くなる」+「やや良くなる」、＜悪
くなる＞ =「やや悪くなる」+「かなり悪くなる」

（注１）（　）内は回答者の数（Ｎ）。
（注２）  賃金が現在と比べて〈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１）（　）内は回答者数（Ｎ）。
（注２） 5 年先輩の現在の賃金を＜上回る＞＝「かなり上回ると思

う」＋「やや上回ると思う」、＜下回る＞ =「やや下回ると
思う」＋「かなり下回ると思う」

 ・3 年後の景気について、＜良くなる＞とするものの
うち、自身の賃金収入が＜増える＞と回答する割合は
37.1％にとどまった。企業の業績が＜良くなる＞とし賃
金が＜増える＞としたのは 24.2％となっている。
 ・一方、3 年後の景気が＜悪くなる＞と回答したもの
のうち、3 年後の賃金収入が今より＜減る＞とした割
合は半数を超える（55.7％）。企業業績が＜悪くなる＞
とし賃金収入が＜減る＞としたものは 43.2％となって
いる。

３年後の景気上昇を予測するもののう
ち、賃金増加を見込むのは４割弱。（ＱＴ
６、ＱＴ７）
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図表11　2009年・2012年衆議院総選挙の投票
行動（比例代表）

（注１）「2009 年」と「2012 年」の帯グラフの間にある矢印脇の
数字 (%) は、2009 年衆議院比例代表選挙で民主党に
投票したものについて、2012 年に自由民主党、民主党、
日本維新の会、みんなの党、日本未来の党の各政党に
投票したか、棄権した割合を全回答者（N=2,000）を分
母として算出して示したものである。

◆家計消費・収入の見通し

消費Ｄ．Ｉ．は現状、見通しともに上昇。（Ｑ
Ｒ１３、ＱＲ１４）

 ・１年前と比較した消費増減 D.I. は、プラス 1.0 とな 
り、前回調査（2012 年 10 月　マイナス 1.6）より上昇
した。
  ・１年後の見通し D.I.もプラス 0.4 と、前回調査（マ
イナス 3.0）より上昇している。

（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（第 20 回
調査まで）」「不明（第 21 回調査）」除く）×100

（注２） 第 21 回調査（11 年 4 月）以降の調査対象は 20 ～ 64 歳、
第 20 回調査（10 年 10 月）以前は 20 ～ 59 歳である。

図表10　過去１年間と１年後の消費増減D.I.

Ⅳ　衆議院総選挙の投票行動と選挙結果に対する意識

 ・2009 年と 2012 年の衆議院総選挙（比例代表）の投
票行動を比較すると、民主党に投票した割合は 2009
年については 29.9% だが、2012 年では 6.9％と 23.0％
ポイントの減少がみられる。一方、自由民主党に投票
した割合は 14.6% から 19.5%となり4.9％ポイント増加
している。また 2012 年には回答者の 13.8% が日本維
新の会に投票している。なお、棄権の割合は 21.3% か
ら 26.9%と5.6% ポイント増加している。
 ・2009 年に民主党に投票したもの（全回答者の
29.9%）の 2012 年における投票行動をみると、2009
年に引き続き 2012 年にも民主党に投票したものは全
体の 5.1% にすぎず、投票先を民主党から自由民主党
または「第三極」の政党（日本維新の会、みんなの党、
日本未来の党）に変えたものが全体の 19.2%、棄権に
回ったものが全体の 3.3% となっており、2009 年の民
主党票が 2012 年には分散したことを示している。

総選挙（比例代表）で民主への投票
割合は大幅減少。（QT10、QT11②、
QT19、QT20 ②）

◆ 2009年と2012年の総選挙における投票行動

第25回「勤労者短観」調査結果の概要(2013年4月実施)

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）

 ・過去 1 年間の世帯収支が＜赤字＞とする割合は依
然として高く、3 割程度である（30.4%）。
 ・1 年前（第 23 回調査）、2 年前（第 21 回調査）と比
べて、この割合はあまり変わらない。

図表９　過去１年間の世帯収支の状況

Ⅲ　最近の家計の経済状況

◆家計の収支・貯蓄動向

（注１）（　）内は回答者数（Ｎ）。
（注２） 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」
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