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この１年で賃金が上昇した層は大規模製造業正社員など一部
―１年後の景気は悪化するとの見方が強まっている―
第27回「勤労者短観」調査結果の概要(2014年4月実施)
3．調査方法：

本稿では、2014 年４月初旬に実施した第 27 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。第 27
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「最近の家計の経済状況」
、さらに
トピックス調査として「消費税増税に伴う家計行動の
変化」、
「経済状況等の中期見通し」
「職業能力開発と
キャリアに関する意識」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７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。

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：

※第 26 回調査より「平成 24 年就業構造基本調査」に基づい
て割付を実施しています。
※四捨五入により行の合計が 100.0％にならないことがあり
ます。

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．最近の家計の経済状況［４月準定点観測調査］
・過去１年間の家計収支、家計における消費・切り詰め
行動、貯蓄の状況等について
３．消費税率引き上げに伴う家計行動［トピック調査１］
・消費税増税が家計に与える影響、駆け込み購入の有
無と内容、増税後の家計の切り詰め行動について
４．経済状況等の中期見通し［トピック調査２］
・３年後の景気、物価、勤め先の業況、世帯の収入、
自身の賃金等の見通しと、５年後の自身の賃金見通
しについて
５．職業能力開発とキャリアに関する意識［トピック調査３］
・５年後に希望する働き方と仕事の内容、現在の職場
における上司や先輩からの指導やアドバイス、自身の
職業能力開発のために必要なことについて

調査実施要項
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：

2014年4月1日～ 6日

調査結果の
ポイント

単位：％、
（ ）
内は回答者数

字としており、全体の約７割が支

い年齢階層や正社員で比較的上

出の切り詰め行動を行うなど、な 昇期待は高いが、全体の半数近く
お厳しい状態。また、低所得世帯 は上昇しないと予測。正社員では、
の３割以上が消費税増税でかなり ５年後の自分の賃金が５年先輩の
の悪影響をうけ、増税後は支出の 今の賃金を回ると予想する割合は

１. 勤
 労者の生活と仕事に関する意
識

切り詰めを行う世帯が増える。世

低い。

帯収入の低い世帯で日用品、高い

４. 職
 業能力開発とキャリアに関す

◆ 1年後の景気状況が悪化すると 世帯で耐久財を増税前の駆け込み
の見方が強まっており、失業不安 で購入している。

る意識
◆
 上司などからの適切な指導等が

は依然として高い。また、賃金が ３. 中
 期の見通しに関する意識
あれば、仕事の満足度を高め、転
上がったとの実感は大規模製造業 ◆
 ３年後の景気が今より上昇する 職意向が低い。また、職業能力開
の正社員など一部にとどまってお との期待は約２割と低く、賃金収 発について、通常の業務を通じて

り、全体的な改善はみられない。

入の増加を見込む割合も低い。ま 能力を高めることへのニーズが高

２. 最近の家計の経済状況

た、自身の５年後の賃金上昇を見 い。

◆依然として３割が世帯収支は赤

込むのは全体の３割弱であり、若
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調査結果の概要（一部抜粋）

図表２ 今後 1 年間に失業する不安を感じる割合

Ⅰ 勤労者の生活と仕事に関する意識
◆景気に対する意識

「１年前と比べて景気悪化」との見方は
続いている。１年後の景気見通し D.I. は
前回よりマイナス幅が拡大。
（ＱＲ２、
ＱＲ３）
・ １年前と比べた景気認識 D.I. はマイナス 3.3 となり、
前回調査の結果（2013 年 10 月 マイナス 5.5）とあま
り変わらない。１年後の景気見通し D.I．は、マイナス
15.9 と、前回よりマイナス幅は拡大し、景気が悪化す
るとの見方が強まった。
（前回調査での１年後の景気
見通し D.I. はマイナス 8.6）

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.）

（注１）失業不安を＜感じる＞＝「かなり感じる」＋「やや感じる」。
（注２）第 21 回調査（11 年 4 月）以降の集計対象は 20 〜 64 歳、
第 20 回調査（10 年 10 月）以前は 20 〜 59 歳である。

◆賃金に関する意識

賃金の上昇は一部にとどまっている。
（ＱＲ９、ＱＲ１０）
・１年前と比べた自身の賃金収入の増減について、＜
増えた＞とする傾向が強いのは、大規模製造業の正
社員など一部にとどまっている。１年後の賃金収入に
ついては、今よりも減少するとの見方が強い。なお、
正社員について労働組合の有無別にみると、組合の
ある企業に勤めるものでは、賃金収入が＜増えた＞と
する見方が強く、１年後についても、＜減る＞とする
見方が、組合のない企業に勤めるものより少ない。

図表３ 賃金収入の増減実績と見通し（D.I.）
（就業形態別、正社員について業種・企業規模、
組合有無別）
（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。

◆仕事に関する意識

３人に１人が失業不安を抱えている。
（QR5）
・今後 1 年くらいの間に自身が失業する不安を＜感じ
る＞割合は、このところ低下傾向もみられるが、全体
で 34.1％と、
なお 3 人に 1 人が失業不安を抱えている。
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（注1）  
（ ）内は、回答者数（N）。
（注2）   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」とした回答者を除いて、集計した。
（注3）  １年前と比べた賃金収入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」
を除く）×100
（注4）  １年後の賃金収入D.I.＝{ ｢かなり増える｣ ×1＋ ｢やや増え
る｣ ×0.5＋ ｢変わらない｣ ×0＋ ｢やや減る｣ ×（−0.5）＋
｢かなり減る｣ ×
（−1）}÷回答数
（「わからない」を除く）×
100
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Ⅱ

最近の家計の経済状況

◆家計の収支と切り詰め行動

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（31.4%）
。１年前（第 25
回調査）
、２年前（第 23 回調査）と比べて、傾向は
変わらない。

◆消費税率引き上げに伴う家計行動

およそ４分の１の世帯が、消費税引き上げの
悪影響をかなり受けるとみている。
（ＱＴ６）
・４分の１近くが、４月からの消費税増税が家計支出
に悪影響が「かなりある」と回答している。属性別に
みると、30 代・40 代、非正社員、世帯収入が低い層
で悪影響が「かなりある」との回答割合が高く、
とくに、
世帯収入 400 万円未満の層では３割を超える。

図表６ ４月からの消費税率引き上げの悪影響が
  
「かなりある」とした割合（属性別）

図表４ 過去１年間の世帯収支の状況

（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」、＜黒字＞＝「かなり黒字」＋「やや黒字」。

７割近くが何らかの費目で支出を切り詰
めている。
（ＱＴ５）
・７割近くが、何らかの費目で支出を切り詰めている
と回答。属性別にみると、特に、非正社員や世帯収入
が＜減る＞、または、世帯収支が悪化すると考えてい
る世帯において、切り詰めを行っている割合が高い。
世帯収入が増加する見込みとしているものでも、７割
以上が支出の切り詰めを行っている。

図表５ 世帯で何らかの費目で支出を切り詰めて
  いる割合（属性別）

（注1）  
（

）内は、回答者数（N）。

駆け込みで購入したものの内容は、日用
品が約６割を占める。
（QT9）
・駆け込みで購入した内容は、普段づかいの衣類・雑
貨、医薬品、食料品などの日用品が 59.8％を占めて
最も多く、次に電化製品、家具・寝具等の耐久財が
46.2％となっている。
・世帯収入別にみると、日用品は世帯収入の低い世帯
で、耐久財は世帯収入の高い世帯で駆け込み購入し
ている割合が高い。また、世帯収入が＜減る＞とした
ものの方が、他に比べて駆け込み購入したとする割合
が高い品目が多い。

図表７ 駆け込みで購入した内容（複数回答・
   属性別）

（注1）  
（ ）内は、回答者数（N）。
（注2）   ＱＴ５であげた13項目の費目のうち、一つでも切り詰め
ていると回答したものを集計。
（注3）
   世帯収入見通しについて、＜増える＞=「かなり増える」
+「やや増える」、＜減る＞＝「やや減る」+「かなり減る」
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（注１）
（ ）内は回答者数（Ｎ）。
（注２）QT ８で駆け込み購入したものが「ある」としたものにつ
いて集計（N ＝ 712）
。
（注３）世帯収入見通しについて、＜増える＞＝「かなり増える」
＋「やや増える」
、＜減る＞＝「やや減る」＋「かなり減る」
（注４）項目ごとに、それぞれの属性のなかで最も高い割合に網
掛けした。

図表９ 現在と比べた３年後の経済の状況
   
（20 ～ 54 歳）

４月以降は７割以上の世帯が何らかの
費目で支出を切り詰める。
（ＱＴ１０）
・７割を超える世帯が、消費税率が引き上げられる４
月以降に何らかの費目で支出を切り詰めると回答し、
過去１年間の切り詰め行動（図表５）より更に高い割
合となった。
・属性別には、女性や非正社員、世帯収入が＜減る＞、
世帯の収支が悪化すると考えている世帯において、
切り詰めようとしている割合が高い。世帯収入の増加
を見込んでいても、７割以上が支出を切り詰めるとし
ており、この傾向は過去１年間の切り詰め行動（同上）
と同じ傾向である。

図表８ ４月以降に何らかの支出を切り詰める
割合（属性別）

（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」
（注２）Ｎ =1707。

◆中期的な賃金に対する見方

５年後の賃金が高くなるとする割合は３
割。
（ＱＴ１３）

（注１）
（ ）内は回答者数（Ｎ）。
（注２）QT10 であげた 13 項目の費目のうち、一つでも切り詰め
ると回答したものを集計。
（注３）世帯収入見通しについて、＜増える＞ =「かなり増える」
+「やや増える」
、＜減る＞＝「やや減る」+「かなり減る」

Ⅲ

中期の見通しに関する意識

・自身の 5 年後の賃金は今と比べ＜高くなる＞と回答
した割合は3 割弱
（28.8％）
となり、
＜低くなる＞
（20.0%）
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、勤め先企業の規模が比較的大きい
ものほど、＜高くなる＞との回答が多い。しかし、＜
高くなる＞との回答が比較的多い属性においても、将
来の賃金増加を見込んでいないもの（
「変わらない」
と＜低くなる＞の合計）は半数近くあり、その割合は、
年齢が高いほど、また、企業規模が小さくなるにつれ
て多くなっている。

図表 10 自身の５年後の賃金見通し
   
（20 ～ 54 歳 属性別）

◆中期的な経済等の状況の見通し

３年後について景気上昇、賃金収入改善
への期待は低い。
（ＱＴ１１、ＱＴ１２）
・ ３年後の景気について、今より＜良くなる＞との回
答は２割にとどまり（21.3%）
、自身の勤め先企業の業
績や自身の賃金、世帯収入についても「変わらない」
とする回答が多い。また、３年後の物価については、
＜上がる＞とする割合が７割に上る。
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（注１）
（ ）内は、回答者の数（Ｎ）。
（注２）５年後の賃金は現在と比べて＜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」

図表 12 上司などから指導等を受けた経験別勤め
先の転職意向（20 ～ 34 歳 Ｎ =623）

正社員では、今の５年先輩の賃金を５年
後に下回るとの予測が３割。
（ＱＴ１４）
・正社員に限ってみると、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割
程度（30.6%）であり、
＜上回る＞とする割合（11.5％）
を大きく上回っている。また、男女ともに年齢層が上
がるにつれ、＜下回る＞との予想が大きくなっている。

図表 11 ５年後、５年先輩の現在の賃金に追いつ
くと思うか（20 ～ 54 歳・正社員のみ、
性・年齢層別）

（注）
（

）内は回答者の数（Ｎ）。

◆職業能力開発に対するニーズ

今後職業能力を高めるには、OJT のよう
に通常の業務をこなして職業能力を高め
ることが重要との認識が高い。
（QT19）
・職業能力を高めるために必要なことがあるとするも
のは 20 ～ 54 歳の４分の３程度（76.6%）
。とくに「通
常の業務をこなして必要な能力を身につけていく」
こと（ＯＪＴ等）が必要と考えるのは７割強に及ぶ
（72.4％）
。次いで、仕事に関連した資格や免許等の取
得（41.3％）
、会社の教育訓練プログラム（34.1%）に
対するニーズが高い。

図表 13 職業能力を高めるために必要なこと
（注１）
（ ）内は、回答者の数（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」

（１）職業能力を高めるために必要なことの有無
（20 ～ 54 歳：Ｎ =1707）

Ⅳ 職業能力開発とキャリアに関する意識
◆上司や先輩からの指導、アドバイス

若年層は、上司などから指導やアドバ
イスを受けた経験があるものほど、転
職意向が低い。
（QT17、QR20）

（2）職業能力を高めるために必要なことの具体的内容（複数回答）
（20 ～ 54 歳で職業能力を高めるために必要なことがあるもの：Ｎ=1307）

・若年層（20 ～ 34 歳）では、
今の勤め先の会社を「変
わるつもりはない」とするものの割合は、上司や先輩
などから指導やアドバイスを受けた経験が「まったく
ない」もの（12.1％）に比べ、
「よくある」もの（41.9％）
の方がかなり高くなっている。
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