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景気認識等悪化の中、消費税率引き上げは賛成が上回る
−仕事と介護の両立が「できると思う」は1割未満−
第37回「勤労者短観」調査結果の概要(2019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：
　2019年4月1日～ 5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
　［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

⑶  トピック調査１
［収入格差に関する認識と階層意識］
・ 社会全体の収入格差に関する認識の変化、階層意

識の変化について
⑷  トピック調査２

［社会保障制度と消費税率引き上げとの関係］
・ 消費税率の引き上げに対する意識およびその推移に

ついて
⑸   トピック調査３

［仕事と介護の両立］
・ 介護に対する不安、仕事と介護の両立、介護にかか

わる法定制度の認知について

調査実施要項

　本稿では、2019 年 4 月初旬に実施した第 37 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
37 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」、「３年後
の経済状況や５年後の自身の賃金見通し」、さらにト
ピックス調査として、「収入格差に関する認識と階層
意識」、「社会保障制度と消費税率引き上げとの関係」

「仕事と介護の両立」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。
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※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。

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が増加
しており、勤め先の経営状況が悪
化したとの見方が増加
◆賃金改善の動きが鈍化

２. 最近の家計の経済状況
◆世帯収入は、わずかながら悪化
傾向にあり、8割近くが何らかの費
目で支出を切り詰めている

３.   中期の見通しに関する意識
 ◆３年後の景気が悪くなると回答
した人が前回より増加

４.   収入格差に関する認識と階層
意識

 ◆社会全体の収入格差が〈拡大〉
とする人は減少するものの、依然
として約４割が〈拡大〉としてい
る

◆階層意識「下」の４割超が3年
後の世帯収入が〈減る〉と認識

５.   社会保障制度と消費税率引き
上げとの関係

 ◆消費税率の引き上げに賛成する
割合が反対を上回る
◆子がいる世帯の方が消費税率
の引き上げに賛成する割合が高い

６.   仕事と介護の両立
 ◆家族が要介護状態になることに

〈不安を感じる〉は約８割
 ◆仕事と介護の両立が「できると
思う」は１割未満

調査結果の
ポイント
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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.値はマイナス15.7と、
前回調査（マイナス8.2）から悪化している。
 ・1年後の景気見通しD.I.値も、マイナス20.2と、前
回調査（マイナス15.0）よりも、景気が悪化すると
の認識は強まっている。

１年前と比べた景気の見方と１年後の景
気見通しが悪化（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

◆勤め先と仕事に関する意識

・1年前と比べた物価認識D.I.値は、プラス39.9と、前
回調査（プラス36.8）から上昇した。
・また、1年後の物価見通しD.I.値はプラス46.4とな
っており、物価の上昇が続くとの認識は強まっている

（前回調査における1年後の物価見通しD.I.値はプラ
ス40.1）。

物価が上昇したとの認識が増加（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　�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.）

・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8.2と、前回調査（マイナス4.5）から悪化した（「変
わらない」とする回答は47.1%）。
・１年後の勤め先の経営状況見通しD.I.値は、マイナ
ス10.8と、前回調査（マイナス7.3）から悪化している

（「変わらない」とする回答は45.4%）。

「１年前と比べて勤め先の経営状況は
悪化」との見方が増加（QR4、QR5）
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（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

第37回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2019年4月実施)

（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

（注1）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2）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

図表４　今後1年間に失業する不安を感じる割合

図表５　1年前と比べた自身の賃金収入の増減

図表６　�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）

失業不安を感じる割合が上昇、引き続き
約３割が不安を感じている（QR8）

賃金改善の動きは前回調査から鈍化して
いる（QR9）

賃金は 1000人以上の製造業で大きく改
善、1年後の賃金収入の見通しは正社員、
非正社員ともに悪化（QR９、QR10）

 ・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、29.8%と、前回調査（28.3%）から上
昇している。
 ・引き続き約3割の人が失業不安を感じている。

 ・1年前と比べた自身の賃金収入の増減D.I.値をみ
ると、全体では2017年4月からプラスで推移してい
るものの（プラス1.0）、プラス幅が減少しており、
賃金改善の動きは鈍化している。
 ・非正社員のD.I.値は悪化基調で推移している。

 ・１年前と比べた賃金収入増減実績D.I.値を就業形
態別、業種・規模別にみると、正社員では、非製造
業は規模にかかわらずプラスとなっている一方、製
造業では規模による差が大きく、99人以下でマイナ
ス3.1、1000人以上でプラス8.9となっている。
 ・１年後の賃金収入見通しD.I.値は、正社員、非正
社員ともにマイナスとなっている。
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図表８　�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）

 ・ 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＞世帯では51.1％（前回調査
51.9%）、非正社員が主に生計を支えている世帯では、
男性で45.1%（前回調査38.5%）、女性で44.5％（前回
調査47.9%）におよぶ。

収入が＜減った＞世帯の５割超、非正
社員が主に生計を支える世帯の約５割
が＜赤字＞（QT1、QR11）

 ・8割近く（75.9％）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（73.9%）から、上昇している。
 ・属性別にみると、特に、非正社員、世帯収入が＜
減る＞とする人、1年前と比べて物価が＜上がっ
た＞とする人の世帯で、切り詰めを行っている割
合が高い。
 ・1年後の世帯収入が＜増える＞とする人でも、約
８割が支出の切り詰めを行っている。

（注１）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注２）世帯収入の増減について、＜増えた＞＝「かなり増えた」＋

「やや増えた」、＜減った＞＝「かなり減った」＋「やや減
った」

（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

た人を集計
（注３） 1年後の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） 1年前と比べた現在の物価認識について、＜上がった＞=
「かなり上がった」+「やや上がった」、＜下がった＞＝「や
や下がった」+「かなり下がった」

８割近くが何らかの費目で支出を切り詰
めている（QT5、QR12、QR15）

３年後について景気が悪くなると回答した
人が増加（ＱＴ６、ＱＴ７）

◆中期的な経済等の状況の見通し

Ⅲ　中期の見通しに関する意識

図表７　�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） 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

◆家計の収支
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第37回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2019年4月実施)

 ・自身の5年後の賃金は今と比べ＜高くなる＞と回
答した人は31.0％（前回調査31.7％）となり、＜低
くなる＞とした18.6%（前回調査17.5%）よりも多
かった。
 ・＜高くなる＞と回答した人は、属性別にみると、
就業形態では正社員で、年齢層では20代、従業員
規模別では1000人以上でそれぞれ相対的に多かっ
た。

 ・3年後の景気について、今より＜良くなる＞と期
待する人は13.2％と、前回調査（17.3％）から減少
した。また、景気が＜悪くなる＞と回答した人は
44.4%と、前回調査（35.7％）から増加した。
 ・3年後の自身の賃金収入について、今より＜上が
る＞と回答した人は20.8％と、前回調査（24.6％）
から減少した。
 ・3年後の物価見通しについて、今より＜上がる＞
と回答した人は70.1％と、前回調査（62.6％）から
増加した。

５年後の賃金が高くなると回答した人は
約３割（ＱＴ８）

◆収入格差に関する認識

Ⅳ　収入格差に関する認識と階層意識

（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）今回調査　Ｎ=1661

（注１）（　）内は、回答者数（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」

 ・5年前と比べた社会全体の収入格差が＜拡大＞し
たとする割合は39.7％、今後５年間の社会全体の
収入格差が＜拡大＞するという割合は36.5％であ
った。
 ・5年前と比べた社会全体の収入格差を過去の調査
結果（2012年4月調査、2015年4月調査）と比較す
ると、＜拡大＞したという割合は減少する傾向に
ある。

社会全体の収入格差が＜拡大＞とする
人は減少するものの、依然として約４割 

（ＱＴ１０（１）（２））

図表10　自身の５年後の賃金見通し
　　　　（20～ 54歳、属性別）

図表11　�社会全体の収入格差に関する認識の変化

図表９　�現在と比べた３年後の経済の状況（20
～ 54歳）
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図表14　�階層意識別にみた３年後の世帯収入の
見通し

 ・ 5年前と比べた社会全体の収入格差が＜拡大＞し
たとする人は、30代（44.4％）で多く、4割を超えている。
 ・ 反対に、＜縮小＞したとする人は、60代前半

（24.5％）で多くなっている。

30代の4割超が、収入格差は＜拡大＞
と回答（QT10（１）、ＱＴ12）

収入格差を拡大させた主な要因は「非正規
雇用の増加」が約５割（ＱＴ１１（１）（２））

 ・階層意識別に３年後の世帯収入の見通しをみると、
階層意識が高いほど、世帯収入は＜増える＞という人
が多くなる。「上／中の上」の37.3％が＜増える＞と回
答している。
 ・反対に、階層意識が低いほど、世帯収入は＜減る＞
という人が多くなる。「下」の42.6％が＜減る＞と回答
している。

 ・5年前と比べて社会全体の収入格差を拡大させた
主な要因（3つまで選択）として、「パート・派遣
労働者など非正規雇用が増加」（49.4％）が最も多
く、続いて「企業間の業績格差の拡大により賃金
の差が拡大」（28.2％）、「失業や就職難などで収入
のない人が増加」（25.3％）が多くなっている。
 ・同じく、今後5年間の社会全体の収入格差を拡大
させる主な要因（3つまで選択）も「パート・派遣
労働者など非正規雇用が増加」（39.8％）が最も多
い。「ICTなどの新技術による仕事内容の変化」が
22.1％と、5年前と比べた割合よりも約10ポイント
高くなっている。

「下」の４割超が３年後の世帯収入が
＜減る＞（QT12、QT7（3））

（注１）（　）内は回答者数（N）
（注２）＜拡大＞＝「かなり拡大」＋「やや拡大」、＜縮小＞＝「や

や縮小」＋「かなり縮小」

（注1）5年前と比べた収入格差については、QT10（1）で「か
なり拡大」あるいは「やや拡大」と回答した人を集計

（N=793）。今後5年間の収入格差については、QT10（2）
で「かなり拡大」あるいは「やや拡大」と回答した人を
集計（N=729）

（注2）グラフは5年前と比べた社会全体の収入格差が拡大した
主な要因の回答割合が高い順に並べている

（注１）（　）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＞＝

「やや減る」＋「かなり減る」

図表12　�５年前と比べた社会全体の収入格差に
関する認識（年齢層別、性・就業形態別）

図表13　�社会全体の収入格差の拡大の主な要因
（３つまで選択）

（注１）（　）内は、回答者数（N）
（注２）＜拡大＞＝「かなり拡大」＋「やや拡大」、＜縮小＞＝「や

や縮小」＋「かなり縮小」

◆階層意識
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 ・2012年4月調査以降、社会保障制度との関係にお
いて、＜消費税率の引き上げに賛成＞とする回答
が反対を上回っている。
 ・前回調査（2016年10月）に比べると賛成の割合
は減少しているものの、今回調査においても、反
対の回答に対して賛成が10ポイント以上高い結果
になっている。

第37回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2019年4月実施)

 ・子の有無と消費税率の引き上げとの関係をみる
と、単身世帯に比べて、子がいる世帯の方が、＜
消費税率の引き上げに賛成＞する回答の割合が高
い（52.7％）。
 ・特に、30代の単身世帯では＜消費税率の引き上
げに賛成＞とする回答が35.9%であるのに対し、30
代の子がいる世帯では56.2%と回答に大きな違いが
出ており、20.3ポイントの差が生じている。

単身世帯と比べて、子がいる世帯の方が
＜消費税率の引き上げに賛成＞する割合
が高い（QT13、F16）

（注）＜消費税率の引き上げに賛成＞＝「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」＋

「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」

（注１）＜消費税率の引き上げに賛成＞＝「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」＋

「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」

（注2）単身世帯＝生計を同一にしている家族が「あなた以外に
いない」世帯、子がいる世帯＝生計を同一にしている家
族に「子ども」がいる世帯

（注3）（　）内は、回答者数（N）

 ・家族が要介護状態になった場合のことを考えて
不安を感じることがあるかについてたずねたとこ
ろ、＜不安を感じる＞と回答した割合は79.1％で
ある。
 ・「強く不安を感じる」と回答した割合は、男性よ
り女性の方が高く、年齢が高いほど高くなる傾向
にある。また、要介護家族がいる人の方がいない
人に比べ、「強く不安を感じる」と回答した割合が
大幅に高い。

図表15　�2012年４月調査以降の消費税率の引き上
げに対する回答の推移

図表16　子の有無と消費税率の引き上げとの関係

＜消費税率の引き上げに賛成＞する割合は反
対を10ポイント以上、上回っている（QT13）

◆消費税率の引き上げに賛成する割合が反対を上回る

Ⅴ  社会保障制度と消費税率引き上げとの関係

家族が要介護状態になることに＜不安
を感じる＞割合は79.1％（QT14、F18）

◆介護に対する不安

Ⅵ  仕事と介護の両立
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図表19　�仕事と介護の両立の可否（属性、要介護
家族の有無、介護不安の有無別）

 ・ 家族に介護が必要になった場合、今の仕事を従
来通り続けていくこと（仕事と介護の両立）につ
いて感じる不安をたずねたところ、最も多い回答
は「仕事と介護の疲れから心身の健康を損なうか
もしれない」（34.6％）、次いで「介護休業など制
度の内容がよくわからない」（33.3％）である。
 ・ 要介護家族の有無別にみると、要介護家族がい
る人は、「職場に迷惑をかけるのが心苦しい」およ
び「介護の両立支援制度やサービスの情報が得に
くい」がそれぞれ3割弱と、要介護家族がいない人
に比べ、割合が高い。

介護が必要になったときに感じる不安は「仕
事と介護との疲れから心身の健康を損なう
かもしれない」、「介護休業など制度の内容
がよくわからない」が３割強（QT17、F18）

 ・家族の介護が必要になった場合に、仕事と介護の
両立が「できないと思う」と回答した割合は56.2％、「で
きると思う」と回答した割合は8.5％にとどまる。
 ・介護休業制度や所定労働時間の短縮等の措置につ
いて「知っており内容も知っている」と回答した人は、

「できると思う」と回答した割合が大幅に高くなる。
 ・一方、「できないと思う」と回答した割合は、30代
が61.8％と他の年齢層に比べて高い。

仕事と介護の両立が「できないと思う」
は６割弱（QT18、F18、QT20）

（注１）＜不安を感じる＞＝「強く不安を感じる」+「やや不安を
感じる」

（注２）2016年４月の設問と、今回の設問は多少形式が異なる
（注３）（　）内は、回答者数（N）

（注１）すでに介護をしている人は、現在の介護について回答
（注２）（　）内は、回答者数（N）

◆介護と仕事の両立

図表17　�家族が要介護状態になることへの不安
（属性、要介護家族の有無別）

図表18　�家族に介護が必要になったときに感じる
不安（３つまで選択）
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（注１）現在介護している人は、今後両立できるかについて回答
（注２）2016年４月の設問と、今回の設問は多少文言が異なる
（注３）QT20で「知っているが内容は知らなかった」は省略
（注４）（　）内は、回答者数（N）

第37回連合総研「勤労者短観」調査結果の概要(2019年4月実施)

 ・職場でどのような支援策が整備・充実されれば、
仕事と介護の両立が可能になると思うかをたずね
たところ、最も多い回答は「遅刻・早退・中抜け
等の柔軟な勤務」（30.9％）、次いで「介護休業（法
定年93日、３回分割可能）（30.1%）である。
 ・要介護家族の有無別にみると、要介護家族がい
る人が求める支援策は、回答が多い順に「介護費
用の助成」「遅刻・早退・中抜け等の柔軟な勤務」「介
護休業」「在宅勤務」「始業・就業時刻の繰り上げ・
繰り下げ」となっている。

仕事と介護の両立を可能にすると思わ
れている支援策は「遅刻・早退・中抜け
等の柔軟な勤務」、「介護休業」（QT19、
F18）

（注1）QT18で「できないと思う」「わからない」と回答した人に
ついて集計

（注2）（　）内は、回答者数（N）

（注１）QT18で「わからない」は省略
（注２）（　）内は、回答者数（N）

 ・介護休暇制度、介護休業制度、所定労働時間の
短縮等の措置について、それぞれの認知をたずね
たところ、いずれの制度も、「知っており内容も知
っている」の割合は１割台にとどまり、「知らなか
った」の割合は5割を超える。
 ・また、いずれの制度も、「知っており内容も知っ
ている」の割合は、要介護者がいる人の方がいな
い人に比べ、労働組合ありの方が労働組合なしに
比べ高くなっている。とくに、仕事と介護の両立
が「できると思う」と回答した人の方が「できな
いと思う」と回答した人に比べ、「知っており内容
も知っている」の割合が大幅に高い。

いずれの制度も、「知っており内容も知っている」
は１割台だが、仕事と介護の両立が可能と考えて
いる人は割合が高くなる（QT20、F18、QT18）

図表20　仕事と介護の両立を可能にする支援策
　　　　（複数回答）

図表21　介護にかかわる法定制度の認知
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