
DIO 2015, 1

長引く消費税増税の影響
−賃金上昇の効果に勝る−
第28回「勤労者短観」調査結果の概要(2014年10月実施)
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弁護士

報 告

１.  勤労者の生活と仕事に関する意識
◆景気、勤め先の経営状況ともに
1年前よりも悪化したとの認識が強
くなっている。ただし、失業不安
はやや低下している。また、1年前
と比べた賃金については、一部に
明らかな改善がみられ、減少傾向
に歯止めが掛かりつつあるが、全
体への波及は不十分。

２. 最近の賃金・家計と消費意欲
◆収入減少世帯や、主な稼ぎ手
が女性非正社員の世帯では赤字
が５割強。また、消費税増税につ

いては、４分の３超の家計で、９
月以降も影響が残る。４月以降の
賃金改定による賃金増加は４分の
１弱であり、雇用形態、業種、企
業規模、職種等で差がみられる。
しかも、その増加も過半が物価上
昇より小さく、消費意欲への影響
は限定的。

３.  労働時間についての意識と実態
 ◆９月の所定外労働は昨年に比べ
て増加している。また、不払い残
業は依然解消されず、４割弱の勤
労者に不払い残業があった。長時

間労働を原因とする健康被害につ
いては、週60時間以上働くものの
３人に１人が、この半年以内に経
験ありとしている。

４.  人手不足感とストレスの状況
 ◆職場の人手不足を感じる割合
は、1年前と比べて高まっている。
特に40歳代は、他の年代に比べて
人手不足感が強い。また、業務の
繁忙によるストレスが、１年前と比
べて増えたとするものは、約４割。
特に40歳代の男性では、５割以上
がストレスが増えたとしている。

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 ～ 64歳の民間企業雇用者2,000名

2．調査時期：
　2014年10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．労働時間についての意識と実態［10月準定点観測調
査］

　・�９月の所定外労働時間、賃金不払い残業、労働時間
管理に関する状況認識について

３．最近の賃金動向、消費税増税の消費への影響［トピッ
ク調査１］

　・�家計の収支、消費税率引き上げの家計への影響、今
年４月以降の賃金改定と消費意欲について

４．人手不足の状況とストレス［トピック調査２］
　・�人手不足についての勤労者の認識、業務の繁忙によ
るストレスの状況について

調査結果の
ポイント

調査実施要項

　本稿では、2014 年 10月初旬に実施した第 28 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 28 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「労働時間についての意識と
実態」、さらにトピックス調査として「最近の賃金動向、
消費税増税の消費への影響」、「人手不足の状況とスト
レス」といったテーマで調査を行いました。
　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。

単位：％、（　）内は回答者数

※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。

―  17  ―



DIO 2015, 1

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. はマイナス 13.8 とな
り、前回調査（2014 年 4 月：マイナス 3.3）から後
退した。１年後の景気見通し D.I. は、マイナス 20.8
となり、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 15.9）

「１年前と比べた景気」の見方は悪化。
１年後の景気見通しも更に後退。（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.）

（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。

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.）

（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。

◆景気に対する意識

◆勤め先と仕事に関する意識

 ・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、全体で 31.5％と、前回調査からさらに低
下している。しかし、依然３割を超える高い水準にある。

失業不安を感じる割合は低下の傾向が続
いているが、依然３割を超えている。（QR8）

「1年前と比べて勤め先の経営状況が悪化」
との見方は続いており、1年後の見通しにも
あまり変化はみられない。（QR4、QR5）

 ・１年前と比べた勤め先の経営状況認識 D.I. 値はマ
イナス 9.5 と、前回調査からやや低下している。１
年後の勤め先の経営状況見通し D.I. 値は、マイナス
10.7 となっており、経営状況好転への期待は薄い。

図表３　今後1年間に失業する不安を感じる割合

（注１）失業不安を＜感じる＞＝「かなり感じる」＋「やや感じる」
（注２） 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。
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第28回「勤労者短観」調査結果の概要(2014年10月実施)

中・大規模製造業の正社員には賃金改
善がみられるが、全体への波及は不十分。
（QR9、QR10）

 ・1 年前と比べた賃金収入増減の D.I. 値を就業形態
別、業種・規模別にみると、大規模製造業や労働組
合がある企業の正社員に加えて、前回調査でマイナ
スであった中規模製造業の正社員なども大きなプラス
に転じており、一部にははっきりとした改善がみられ
る。しかし、非正社員、小規模企業や非製造業の正
社員などでは、改善がみられない。一方で、賃金収
入見通し D.I. 値をみると、概ね賃金が減少するとの
見方が強くなっており、いずれの区分においても依然
厳しい。

図表５　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・従業員規模、組合有無別）

 ・過去１年間の世帯収支が＜赤字＞とする割合は、世
帯収入が減った世帯、主な稼ぎ手が女性非正社員の
世帯では５割強、世帯収入が 400 万円未満の世帯で
は４割を超える。主な稼ぎ手が女性非正社員の世帯
については、その割合はやや拡大している。

世帯収入が減った世帯や、主な稼ぎ手
が女性非正社員である世帯では過半が
＜赤字＞。（QT17）

 （注１）（　）内は、回答者数（N）

（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年後の賃金収入見通し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

Ⅱ　最近の賃金・家計と消費意欲

◆家計の収支

 ・1 年前と比べた自身の賃金収入の増減について、 
＜増えた＞とする人の割合が 25.6％と、前回に続いて
＜減った＞とする人の割合（23.4％）を上回っている。
増減の程度を加味した D.I. 値は、依然としてマイナ
スであるが、マイナス幅は縮小し（今回調査：マイナ
ス 1.9、前回調査：マイナス 2.3）、改善傾向にある。

１年前より賃金が＜増えた＞とする割合が、
＜減った＞とする割合を引き続き上回ってお
り、減少傾向に歯止めが掛かってきた。（ＱＲ９）

図表４　1年前と比べた賃金収入の増減

図表６　過去１年間の世帯収支が＜赤字＞の割合

（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） 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4）  【　】はD.I.値。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
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 ・４月の消費税率の引き上げが世帯の家計支出に与
えた影響については、９月以降も＜ある＞とする人の
割合は 77.2％となっている。これは、2014 年 4 月調
査での「消費税率引き上げに伴う家計支出への悪影
響の見込み」に対する回答で、＜ある＞とした割合

（75.3％）をやや上回っており、非常に多くの家計で消
費税増税の影響が残っているといえる。

 ・今年４月以降の賃金改定状況についてたずねたと
ころ、「賃金改定があって増えた」と回答したものは、
23.5％と４分の１に満たない。「賃金改定があって増え
た」としたものについて属性別にみると、男女正社員、
製造業、1,000 人以上の大規模企業、（管理職、専門・
技術職、事務職等の）ホワイトカラー職種で、その割
合が高い。さらに、「賃金改定があって増えた」とす
るもののうちでも、「賃金増加幅が、今年 4 月の消費
税率の引き上げ以降の物価の上昇幅を下回っている」
とする割合は 57.1％と過半に及ぶ。

消費税増税の家計支出への影響は大き
く、9月以降も残っている。（QT20）

４月以降、賃金改定により賃金が増えた
とするものは全体の４分の1弱だが、雇
用形態、業種、企業規模、職種等で差
がみられる。（QT22、QT23）

図表７　消費税増税の家計への影響

図表８　４月以降の賃金改定の状況と物価上昇との関係

（１）賃金改定により賃金が増えたものの割合（属性別）

（２）賃金増加幅と物価上昇幅との関係（物価上昇認識者）

◆消費税率引き上げの家計への影響

◆今年４月以降の賃金改定と消費意欲

 ・賃金改定の状況を踏まえた消費意欲の増減をみる
と、＜消費意欲が増した＞とする割合は、賃金が増
えたとするものの中でも、わずかに 8.7％にとどまって
いるが、そのうち物価上昇以上に賃金が増えたとする
ものでは、17.9％と高い割合になっている。また、賃
金が減ったもの、9 月以降も家計に消費税増税の影響
があるとするもの、赤字の家計であるものでは、＜消
費意欲が減った＞とする割合が高い。

賃金改定で賃金が増えていても、物価
上昇以上に増えていないとするものでは、
消費意欲の増加がほとんどみられない。
（QT17、QT20、QT22、QT23、QT24）

（注1）（　）内は回答者数（Ｎ）
（注2） 14年４月調査では、「4月からの消費税率の引き上げに伴

い、世帯の家計支出に何らかの悪影響があると思うか」
という問に対する回答であり、以降の見通しをたずねて
いる。これに対して、14年10月調査では、「4月からの消
費税率の引き上げが家計支出に与えた影響は9月以降も
残っているか」という問に対する回答であり、9月時点で
の実績をたずねている。そのため、両者の比較をする際
には、留意が必要である。

（注3） ＜ある＞は、「かなりある」と「ある程度ある」の合計。

（注１）（１）は、 F21で今の勤め先での勤続期間が「６ヵ月未満」
と回答したものを除いて集計した。（N=1906）

（注2） （２）は、QT19で「上がったと思う」とし、かつQT22で「賃
金改定がされて増えた」と回答したもののうち、F 21で
今の勤め先での勤続期間が「６ヵ月未満」と回答したも
のを除いて集計した（N=364）
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第28回「勤労者短観」調査結果の概要(2014年10月実施)

Ⅲ　労働時間についての意識と実態

 ・9月に所定外労働（残業および休日出勤）を行っ
たとする割合は39.0%であり、その平均所定外労働
時間は42.4時間であった。男性正社員では、52.7%が
所定外労働を行っており、行った所定外労働時間の
平均は49.4時間におよんでいる（前回2013年10月調
査：49.5％、40.0時間）。男性正社員の6.3%、女性正
社員の1.8％で、所定外労働時間が「80時間以上」と
しており、とくに男性正社員で長時間労働が多くみ
られる。

 ・残業手当が支給される立場で、今年9月に所定外
労働を行った人の36.0%が、残業手当の未申告（賃
金不払い残業）があると回答した。不払い残業時間
の平均は18.8時間におよぶ。正社員では、不払い残
業「あり」が男性で37.6%、女性で32.0%を占める。

 ・過去6か月間に長時間労働で体調を崩した経験が
あるかどうかをたずねたところ、15.7%が「体調を崩
した経験がある」と回答した。とくに、上司による
管理が不足と感じている場合にその割合は高く、２
割を超える人が、体調を崩した経験を持つ。そし
て、週の平均実労働時間が60時間を超えるものでは
33.3%と、３人に１人が体調を崩したことがあるとし
ており、長時間労働が健康に与える影響は依然深刻
である。

所定外労働をした男性正社員の月平均所
定外労働時間は49時間。（QT1、QT2）

所定外労働を行った人の36.0%が賃金
不払い残業「あり」と回答。不払い残業
時間の平均は月18.8 時間。（QT6、QT7）

上司による管理不足を感じている人ほど、
長時間労働により体調を崩した経験があ
る割合が高い。（QT10、QT11）

図表９　賃金改定の状況を踏まえた消費意欲

図表10　今年９月の所定外労働時間（性・雇用形態別）

図表11　今年９月の賃金不払い残業（性・雇用形態別）

◆所定外労働時間（残業・休日出勤）の実態

◆賃金不払い残業の実態

◆上司の労働時間管理の状況と体調を崩した経験の有無

（注１）F 21で今の勤め先での勤続期間が「６ヵ月未満」と回答
したものを除いて集計した。

（注2） 〈消費意欲が増した〉=「かなり増した」＋「ある程度増した」
　　　〈消費意欲が減った〉=「ある程度減った」＋「かなり減った」

（注1）管理職（課長クラス以上）も含めた集計である。
（注2） 表中の「所定外労働時間（平均）」は、QT1で「所定労働

時間を超えて働いた」（所定外労働「あり」）と回答した
ものの所定外労働時間数の平均値である。

（注3） （　）内は、回答者数（N）

（注1）QT5で残業代が「支給される立場である」と回答し、か
つQT1で「所定労働時間を超えて働いた」と回答したも
のについて集計。

（注2） 表中の「未申告の所定外労働時間（平均）」は、QT1で「所
定労働時間を超えて働いた」と回答したものの未申告の
所定外労働時間数の平均である。

（注3） （　）内は、回答者数（N）
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図表12　過去６か月間で長時間労働により体調を崩した経験
（上司による管理状況・1週間の平均実労働時間別）

図表14　属性別にみた職場の人手過不足感

図表15　1年前と比べた業務の繁忙によるストレスの増減

（注） （　）内は、回答者数（N）

（注1）（　）内は回答者数（N）
（注2） 職場の人手過不足感とは、職場の従業員数が仕事量に比

べて足りているか、不足しているかのこと。

（注1）（　）内は回答者数（N）
（注2） 業務の繁忙によるストレスが＜増えた＞は、「かなり増え

た」と「やや増えた」の合計である。

Ⅳ　人手不足感とストレスの状況

 ・現在、職場の人手が＜不足している＞（「かなり不
足」＋「やや不足」）と感じているものの割合は、約
4割（40.8％）に上る。これは、1年前の職場について

（34.3％）を上回っている。  ・業務の繁忙によるストレスが＜増えた＞とするもの
の割合は、約４割（42.4％）に上る。特に、男性 40
歳代では 5 割を超えている（51.0％）。また、就業形
態別にみると、非正社員の割合（36.4％）に比べ、正
社員の割合（45.5％）の方が高い。

 ・現在、職場の人手が＜不足している＞（「かなり不足」＋
「やや不足」）と感じているものの割合を年齢別にみる
と、20歳代（33.5％）に比べ、40歳代（46.1％）などでは高 
い。就業形態別にみると、非正社員（38.2％）に比べ、
正社員（42.1％）の方が高い。業種別にみると、製造業

（41.5％）と非製造業（40.5％）では、ほぼ同じであり大
きな違いがみられない。企業規模別にみると、企業規 
模が大きいほど高い。（99人以下：32.8％、1000人以
上：49.4％）

現在の職場の人手が不足していると感じているも
のの割合は、約4割。1年前の職場について人手
不足を感じていた割合よりも高い。（QT13、QT14） 業務の繁忙によるストレスが1年前に比べ

て＜増えた＞ものは、約４割。特に男性40
歳代で高く、５割を超えている。（QT15）

年齢別にみると、40歳代は人手が不足していると
感じているものの割合が高い。（QT13、QT14）

図表13　職場の人手過不足感の推移

◆人手不足についての勤労者の認識

◆業務の繁忙によるストレスの状況

（注1）（　）内は回答者数（N）
（注2） 職場の人手過不足感とは、職場の従業員数が仕事量に比

べて足りているか、不足しているかのこと。
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