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賃金に改善の動きがみられる
−景気や世帯収入の現状認識と見通しも、やや改善−
第33回「勤労者短観」調査の概要（2017年４月実施）

松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告

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：
　2017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：
⑴  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、仕事、生活等
に関する状況認識について

⑵  ４月準定点観測調査
　［家計についての認識］

家計の状況と消費行動・貯蓄行動について
⑶  トピック調査１
　［３年後の経済状況や５年後の自身の賃金見通し］

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

⑷  トピック調査２
　［職業能力開発・教育訓練に関する意識と実態］

会社が提供する職業能力開発・教育訓練の適用・活
用状況、職業能力獲得に関する認識について

⑸   トピック調査３
　［在宅勤務型テレワーク等に関する意識と実態］

在宅勤務型テレワーク制度、勤務時間以外の業務のや
りとりについて

調査実施要項

　本稿では、2017 年４月初旬に実施した第 33 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るもので、第
33 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」、「職業能力開発・教育訓練に関する意識
と実態」、「在宅勤務型テレワーク等に関する意識と実
態」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、割合の合計値が100.0％にならない場合があります。

１.  景況や物価、仕事に関する認識と
賃金の状況

◆景気が悪化したとの認識はやや
弱まる。４人に１人が失業不安を
感じている。賃金に改善の動きが
みられる。

２. 最近の家計の経済状況
◆世帯収入の減少はわずかに緩
和し、消費はやや増加。約３割は
世帯収支が赤字とし、７割が支出
を切り詰めるなど厳しい状況。

３.   ３年後の経済状況や５年後の自
身の賃金見通し

 ◆３年後の景気が今より良くなる
と思うものは２割弱。

４.   職業能力開発・教育訓練に関
する意識と実態

 ◆会社の教育訓練等の対象となる
のは４割止まり。

５.   在宅勤務型テレワーク等に関
する意識と実態

 ◆在宅勤務型テレワーク制度があ
るのは約１割。同制度を使って働
いているものは１％。３割弱が同制
度で働きたいと回答。
 ◆３割超が勤務時間（残業含む）
外に自宅等で業務連絡を行う。

調査結果の
ポイント

―  16  ―



DIO 2017, 6

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. 値はマイナス 9.4 と、
前回調査から改善している。１年後の景気見通し
D.I.値は、マイナス 12.2 となり、景気が悪化すると
の認識は弱まっている（前回調査：マイナス 14.8）。

１年前と比べた景気の見方と１年後の景
気見通しは改善（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

◆景気、物価に対する意識

◆仕事に関する意識

 ・1 年前と比べた物価認識 D.I. 値は、プラス 30.0 と、
依然として高水準ではあるものの、低下傾向が続いて
いる。ただし、１年後の物価見通し D.I. 値はプラス
34.0 と、物価が上昇するとの認識はやや強まっている

（前回調査における１年後の物価見通し D.I. 値はプラ
ス 31.1）。

物価が上昇したとの認識は、引き続き低
下（QR15、QR16）

図表２　�1年前と比べた物価認識と1年後の物
価見通し（D.I.）

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

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

 ・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、低下傾向にあるが、４人に１人（26.6％）
が失業不安を感じるという、高い水準にある。

失業不安は低下傾向にあるが、４人に
１人が不安を感じている（ＱＲ8）
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 ・１年前と比べた賃金収入増減 D.I. 値を就業形態別、
業種・規模別にみると、正社員はプラス 2.6、非正社
員はマイナス 4.7 となっている。正社員は、いずれ
の業種・従業員規模でも賃金改善がみられる。賃金
収入見通し D.I. 値をみると、非正社員や製造業の正
社員を中心に、賃金が減少するとの見方が強い。

正社員を中心に賃金改善がみられる
（QR９、QR10）

図表４　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、労組有無別）

（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
（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　最近の家計の経済状況

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

◆家計の収支

 ・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割近く（27.0％）にのぼる。過去の
調査と比べても、傾向は変わらない。

図表５　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」
（注３） 過去１年間の世帯収支D.I.＝{「かなり黒字」×1＋「やや黒 

字」×0.5＋「収支トントン」×0＋「やや赤字」×（−0.5）＋
「かなり赤字」×（−1） }÷回答数（「わからない」を除く）×
100

（注１）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注２） 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」

図表６　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）

 ・７割以上（71.7％）が、何らかの費目で支出を切り
詰めていると回答している。この割合は、前回調査

（2015 年４月調査）から、やや低下している。属性別
にみると、特に、非正社員、世帯収入が＜減る＞と
するもの、世帯収支が「悪化する」とするものの世帯
で、切り詰めを行っている割合が高い。世帯収支が「改
善する」とするものでも、７割以上が支出の切り詰め
を行っている。

７割超が何らかの費目で支出を切り詰め
ている（QT５、 QR12、 QT４）
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第33回「勤労者短観」調査の概要(2017年4月実施)

（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=1690

（注1）N＝2000
（注2） 表中の「提供されている（自分が利用可能なものがある）」

は、「会社から職業能力開発や教育訓練の機会や支援
等を提供されていない（自分が利用可能なものがない）」
及び「覚えていない・わからない」と回答した者以外の
割合図表７　現在と比べた３年後の経済の状況

　　　��（20～54歳）

図表８　回答者自身が利用可能な会社が提供する職業
　　　��能力開発・教育訓練の機会や支援等の有無

Ⅲ　中期の見通しに関する意識

Ⅳ  職業能力開発・教育訓練に関する意識と実態

３年後について景気が悪くなると回答した
ものは大幅減少（QT６、 QR７）

会社が提供する教育訓練等の対象となっ
ていない人の割合は 26.9％（QT10）

◆中期的な経済状況や賃金の見通し

◆職業能力開発・教育訓練の実態と課題

 ・３年後の景気について、今より＜良くなる＞と期
待するものは2016年４月調査の14.7％から18.0％へ
と増加した。また、景気が＜悪くなる＞と回答した
ものは2016年４月調査の45.8％から32.3％へと大幅
に減少した。３年後の自身の賃金収入について、今
より＜上がる＞と回答したものは2016年４月調査の
20.7％から22.8％へと増加した。

 ・今勤めている会社が提供する職業能力開発・教
育訓練の機会や支援等のうち、自身が利用できる
対象となっているものがあると回答した割合は、
41.7％。一方で、利用可能なものはないと回答した
割合は26.9％となっている。 （注）（　）内は、回答者数（Ｎ）

 ・今勤めている会社が提供する職業能力開発・教育
訓練の機会や支援等について、自身が利用できるも
のはないと回答した割合は、「非正社員」（37.0％）、「従
業員規模 99 人以下」（41.7％）などで高い。また、男
女別では、男性は 20 代から 50 代までは 20％程度で
推移している一方で、女性は年齢が上がるほどその
割合も上昇している。なお、「労働組合がある」（16.6％）
は、「労働組合がない」（35.1％）と比べ大幅に低くなっ
ている。

会社が提供する教育訓練等の対象となって
いない人の割合は、「非正社員」や「従業員
規模 99人以下」などで高い（QT10）

図表９　自身が利用可能な職業能力開発・教育訓練の
　　　　機会等が「ない」と回答した割合（属性別)
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図表12　在宅勤務型テレワークで働く（働き続ける）希望

 ・ 会社が提供する教育訓練等の対象となっている人
が利用できる支援等の内容や実際の活用状況を就業
形態別にみると、「利用できる対象となっているもの」
及び「実際に利用したことがあるもの」のいずれにつ
いても、ほとんどの項目で正社員の方が非正社員に比
べて、その割合が高くなっている。一方で、「活用し
たことがない」は、正社員では 18.2％であるが、非正
社員では 32.5％となっている。

会社が提供する教育訓練等の対象になっ
ている非正社員の約 3 分の１は、実際は活
用したことがない（QT10、 QT11）

 ・今後、在宅勤務型テレワークで働きたい（働き続
けたい）と思うかについて、「わからない」と回答し
た割合が 42.4％で最も多く、「働きたい（働き続けたい）
と思う」が 27.4％、「働きたい（働き続けたい）と思
わない」が 30.3％であった。また、「現在テレワーク
で働いている」もののうち、86.4％は働き続けたいと
思っている。

 ・在宅勤務型テレワークで「働きたい（働き続けた
い）と思わない」理由（回答は 1 つ）として、「今の
働き方で問題ないから」が 41.0％で最も多く、「今の
仕事を在宅勤務型のテレワークで行うのは難しいか
ら」（22.3％）、「仕事と私生活の区別がつかなくなりそ
うだから」（12.6％）と続いている。

 ・勤め先に在宅勤務型テレワーク制度が「ある」と
回答したものの割合は 9.7％であった。業種別でみる
と、「製造業」、「金融・保険業・不動産業」、「運輸・
情報通信業」でこの割合が高い。また、従業員規模
1000 人以上、および労組がある企業でもこの割合が
高くなっている。

今後テレワークで働きたい（働き続けたい）
と思うものは 3 割弱（QT16（1）、（2））

テレワークで「働きたい（働き続けたい）と
思わない」理由は「今の働き方で問題ない
から」が 4 割（QT18）

（注１）（　）内は、回答者数（Ｎ）。QT10で「利用可能な機会
や支援等がある」と回答した者について集計

（注２）「会社から提供される職業能力開発や教育訓練の機会や
支援等を活用したことはない」、「わからない・覚えてい
ない」は排他の選択肢

（注）（　）内は、回答者数（N）

（注）（　）内は、回答者数（N）

勤め先にテレワーク制度がある割合は約
1割（QT14）

◆在宅勤務型テレワーク制度の有無と利用対象

Ⅴ　在宅勤務型テレワーク等に関する意識と実態

図表10　利用できる機会や支援の種類及び実際の活用
������������状況（就業形態別、複数回答）

図表11　勤め先に在宅勤務型テレワーク制度が「ある」割合
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第33回「勤労者短観」調査の概要(2017年4月実施)

図表13　在宅勤務型テレワークで「働きたい（働き
　　　　続けたい）と思わない」理由（回答は1つ）

（注）QT16（2）で「働きたい（働き続けたい）と思わない」と回答
したものについて集計（N=605）

 ・勤務時間（残業含む）以外の時間に、自宅などで、
職場等と業務上のやりとりをすることが「よくある」も
のと「ときどきある」ものの割合は、あわせて 35.7％となっ
ている（「よくある」8.5％、「ときどきある」27.2％）。管
理職では、これらの割合が特に高く、「よくある」が
23.1％、「ときどきある」が 41.4％となっている。また、
週実労働時間（残業含む）が 50 時間以上の層では、
およそ２割が「よくある」、３割以上が「ときどきある」
と回答している。

３割超が、勤務時間（残業含む）以外に
自宅などで業務上のやりとりを行う（QT19）

◆勤務時間（残業含む）以外での業務上のやりとり

（注１）（　）内は回答者数（Ｎ）
（注２）負担感・ストレスを＜感じる＞＝「強く感じる」＋「やや

感じる」

 ・ 勤務時間（残業含む）以外の時間に、自宅などで、
職場等と業務上のやりとりをすることが「よくある」
ものの 77.6％が、そうしたやりとりをすることに負担
感やストレスを＜感じる＞と回答している。やりとり
が「ほとんどない」ものでも、負担感やストレスを＜
感じる＞とする割合は、44.1％にのぼる。

業務上のやりとりが「よくある」ものの約８割、
「ほとんどない」ものの４割超が負担感やスト
レスを＜感じる＞と回答（QT20）

図表14　勤務時間（残業含む）以外の業務上のやりと
　　　　りの頻度

（注） （　）内は回答者数（Ｎ）

図表15　勤務時間（残業含む）以外に業務上のやりとり
　　　　をする人が負担感・ストレスを感じる割合
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