
四国最低生計費試算調査の実施について 
２０１２年１月２２日 
高知県労働組合連合会 

 

１．調査の目的とねらい 

 
１）生計費原則に立った賃金要求の根拠とするために、最低生計費を試算する資料とす

る。 
   単身者、既婚有子者、中高年等のモデルごとの生計費を試算し、要求の根拠をよ

り具体化し、迫力あるものにする。 
 
２）最低賃金を大幅に引き上げる根拠として活用する。 

全労連四国地区協議会として、試算結果をもって厚労省交渉を行ない、中賃目安の

答申に反映させるよう迫る。 
 
３）公務員労働者の人事院勧告、県人事委員会勧告における標準生計費との比較根拠と

して活用する。 
それにより標準生計費が、いかに低いかを実証し、新たな賃金闘争に活かして行

く。 
 
４）調査に参加することにより、自らの生活実態を数値的にも把握し、人間らしい生活

や労働とは何かについて掘り下げて考え、自らの要求に確信を持って賃金闘争を進

める契機とする。 
 
５）各県の産業連関表を用いて、「最賃時給 1000 円」実現による経済波及効果の    

試算をおこない、地域政策づくりに活かす。 
 
６）職場における労働組合運動の活性化、組織拡大・強化を促進するとりくみとして位

置づける。 
 
 
２．調査の概要と日程 

   試算をおこなうにあたって、３つの調査をおこないます。 

 



（１）生活実態調査：大まかな生活実態の把握、価格調査の際の基礎資料にする。 
   ※この冊子のＰ３～Ｐ５に調査票の一部分を掲載（全１０Ｐ）。 
   ①調査期間：３月～４月   
   ②調査対象：単産・単組・地域労連の組合員 
   ③調査方法 
    ○回収目標数は高知県で 300（四国全体で 1200）とします。 
    ○調査票の配布は、回収目標数の 3 倍とし、高知県は 900 部（四国全体で 3600

部）とします。 
 
（２）持ち物調査：生活に必要なものとして何を持っているかを全て記入してもらい、最

低生計費を試算する基礎資料にします（衣類、家具、食器などの手持ち状況とそ

の平均市価を調べ、耐用年数から月額を割り出し生計費に反映させます）。 
   ※この冊子のＰ６～Ｐ８に調査票の一部分を掲載（全６Ｐ）。 
    ○実施時期、調査配布数回収目標数は、生活実態調査と同数にします。 
 
（３）価格(市場)調査 

    持ち物調査を基に、生活に最低限必要なものを県で指定します。必要な物品を

実際いくらで購入できるか、商店街や量販店に出向いて価格調査を実施します。 
    ○この調査は、県労連で行います。 
 
（４）試算について 

    県労連が、研究者と協力して進めます。 
 
３．とりくみのスケジュール  

 （１）1 月～2 月 
    単産・単組、地域労連での意思統一の期間とします。  
 （２）3 月～4 月 
    ○生活実感と持ち物調査の実施（単産・単組、地域労連） 
    ○価格調査の実施（県労連） 
    ○調査票のデータ入力（県労連） 
 （３）４月～５月 
     調査結果の分析と試算作業 
 （４）６月 
     ○試算結果発表（記者会見等）     6 月上旬目標 

     ○厚労省交渉（全労連四国地区協）  6 月中旬～下旬（5 月に判断） 



    最低生計費試算のための生活実態アンケート 
 このアンケートは、最低生計費を算定するための基礎資料とするものです。「手持ち財

調査」と合わせてお答えください。最低生計費の算定は、最低賃金要求や年金要求など

社会保障要求の基礎となるものです。 
 調査された内容については、秘密を守り、調査の目的以外には使用いたしません。あ

りのままに回答をお願いいたします。 
  なお、年金生活者、無職、失業中の方は、質問項目に該当しない場合には、「非該当」

を選択してください。記入は項目右の四角枠内にご記入ください。 
 
 
 

調査項目 
  
 
問１． あなたの雇用形態は（１つだけ） 
１．正規職員・従業員  ２．臨時社員・職員  ３．非常勤社員・職員 
４．派遣社員  ５．嘱託社員  ６．契約・登録社員  ７．アルバイト 
８．常勤パート（週 30 時間以上）  ９．短時間パート（週 30 時間未満） 
10．個人請負  11．失業中  12．無職  13.その他（        ） 

 
問２．あなたの勤続年数は（１つだけ） 
１．２年未満      ２．２～５年未満    ３．５～10 年未満 
４．10～15 年未満  ５．15～20 年未満   ６．20～30 年未満 
７．30 年以上     ８．非該当 

 
問３．あなたはこれまでに離職経験が何回ありますか。 
１．１回  ２．２回  ３．３回  ４．４回  ５．５回  ６．６回      

７．７回  ８．８回  ９．９回  10．10 回以上  11．なし 
 
問４．あなたの勤務先の事業所規模は（１つだけ） 
１．30 人未満      ２．30～100 人未満   ３．100～300 人未満  

４．300～500 人未満  ５．500～1000 人未満  ６．1000 人以上      

７．公務         ８．非該当 
 
問５．あなたの勤務先の企業規模は（１つだけ） 
１．30 人未満      ２．30～100 人未満   ３．100～300 人未満  

４．300～500 人未満  ５．500～1000 人未満  ６．1000 人以上      

７．公務         ８．非該当 
 
問６．あなたの勤務先の業種は次のどれですか。（１つだけ） 
１．建設 ２．機械関連製造  ３．材関連製造（木材、紙、プラスチック、

窯業、金属） ４．消費関連製造（食品、衣服、家具、出版･印刷、皮革） 
５．運輸  ６．通信  ７．電気・ガス・水道・熱供給 ８．卸・小売・飲食業 
９．金融・保険・不動産業  10．医療  11．福祉  12．教育 
13．その他のサービス業   14．国家公務員  15．地方公務員 
16．その他（               ）  17．非該当（年金生活者、無職、失業中） 
 

市町名  
 

問 5 

Ⅰ 最初にあなたのお仕事についてうかがいます。 

問１ 

問２ 

問３ 

問４ 

問６ 



問７．あなたの勤務先での仕事の内容は次のどれですか。（１つだけ） 
１．現業･技術職（加工･組立･検査･機械操作･建築職人など） 
２．運輸職（各種交通･運輸機関運転手･教習所指導員など） 
３．事務職（事務系のデスクワーク中心） ４．営業･販売職･サービス職  
５．専門･技術職①（研究･開発、設計、情報処理）  ６．専門･技術職②

（薬剤師、看護師、栄養士、保育士、教員など資格職）  ７．保安･警備 
８．農林漁業職  ９．その他（        ）  10．非該当 

 
問８．あなたの（09 年 11 月）の 1 か月の賃金（残業・税・保険料込み額面）

はどれくらいですか。（１つだけ） 
１．10 万円未満    ２．10～15 万円未満   ３．15～20 万円未満  

４．20～25 万円未満  ５．25～30 万円未満  ６．30～35 万円未満   

７．35～40 万円未満  ８．40～45 万円未満  ９．45～50 万円未満  

10．50～60 万円未満   11．60～70 万円未満  12．70 万円以上   

13．非該当 
 
問９．あなたの世帯では、何人就労していますか。（１つだけ） 
１．１人  ２．２人  ３．３人  ４．４人以上  ５．いない 

 
問 10．あなたの世帯の年間の収入（税・保険料込みで）はどれくらいですか。

（１つだけ） 
１．50 万円未満  ２．50 万～100 万円未満  ３．100 万～150 万円未満  

４．150 万～200 万円未満 ５．200 万～250 万円未満 
６．250 万～300 万円未満  ７．300 万～350 万円未満 
８．350 万～400 万円未満  ９．400 万～450 万円未満  10．450 万～500 万円未満 
11．500 万～600 万円未満  12．600 万～700 万円未満  13．700 万～800 万円未満 
14．800 万～900 万円未満 15．900 万～1000 万円未満  16．1000 万円以上 

 
 
 
問 11．あなたの仕事に対する悩みや不満はありますか。（３つまで） 
１．忙しすぎる  ２．身体がもたない  ３．思うように仕事ができない  

４．職場の人間関係が良くない ５．人手が足りない ６．休みが取れない 

７．賃金が安い  ８．残業が多い  ９．将来に展望がもてない    

10．正規職員になりたい  11．正規と非正規との格差が大きすぎる    
12．人事異動  13．仕事の進め方  14．昇進・昇格 
15．失業や倒産など雇用不安  16．特にない 17．その他（       ） 

 
問 12．あなたの生活での困り事は次のどれですか。（５つまで） 

１．子育てや育児・しつけ ２．子供の教育  ３．子供の進学・就職 
４．自分の健康・病気  ５．家族の健康・病気 ６．親しい友人がいない 
７．家族や夫婦の不仲    8．結婚問題（子供・自分） ９．家族の介護

などの世話     10．生活費が足りない   11．クレジットやローンなど

の借金返済  12．自分の時間がとれない   13．家族の一家団らんの

時間がとれない  14．老後の生活設計 15．賃金が低くて自立できない 
16．特にない 17．その他（                ） 

 
 

問 12 

問 11 

Ⅱ あなたの仕事や生活での困り事についてうかがいます。 

問７ 

問８ 

問９ 

問 10 



問 13．あなたは困ったとき、主に誰に相談しますか。（3 つまで） 
１．配偶者  ２．親   ３．兄弟    ４．子ども    ５．その他の親戚 
６．職場の上司   ７．職場の同僚  ８．労働組合の役員  ９．学生時代

の友人 10．近所の友人 11．サークル活動などの友人  12．町内会

長や民生委員  13．学校の先生や医師  14．宗教団体の人 
15．政党などの人  16．公共的な相談機関  17．特にいない  
18．その他（        ） 

 
 
 
問 14．あなたの性別は  １．男性  ２．女性 
 
問 15．あなたの年齢はつぎのどれですか。（１つだけ） 

１．20 歳未満    ２．20 歳代    ３．30 歳代   ４．40 歳代  

５．50 歳代     ６．60 歳代    ７．70 歳以上 
 
問 16．あなたの世帯構成は（１つだけ） 
１．独居   ２．あなたと親  ３．あなたと親と兄弟  ４．あなたと

親と兄弟夫婦  ５．あなたと友達や兄弟  ６．あなた夫婦のみ 
７．あなた夫婦と未婚子  ８．あなたと未婚子  ９．あなた夫婦と未婚

子と親  10．あなた夫婦と親  11．あなた夫婦と子ども夫婦 
12．あなた夫婦と子ども夫婦と孫  13．その他（           ） 

 
問 17．世帯人員は、あなたを含め何人ですか。 
１．1 人   ２．2 人   ３．3 人   ４．4 人   ５．5 人 
６．6 人   ７．7 人以上 

 
問 18．あなたが住んでいる住宅は次のどれですか。（１つだけ） 
１．一戸建て持家  ２．マンション持家  ３．一戸建て借家 
４．マンション・アパート借家  ５．公営住宅   ６．社宅・官舎 
７．公団・公社の賃貸住宅  ８．その他（           ） 

 
問 19．借家・賃貸の場合、家賃は月額どれくらいですか。  
・家 賃  月（    ）万 （    ）千円 
・駐車場代 月（    ）万 （    ）千円 
     （    ）ヶ所 
・共益費  月（    ）千円 
・更新料（１年、２年で） （   ）万 （   ）千円 
 

問 20．持家の場合、ローン返済はありますか。 
１．ある  ２．完済した  ３．もともとない 
 

ローン返済の額は 月 （  ）万 （  ）千円 
ボーナス時 （  ）万 （  ）千円 

 
 
 
 

問 18 

問 17 

問 13 

Ⅲ あなたの性別や年齢、家族などについてうかがいます。 

(家 賃)   万   千円 

(月 額)    万  千円 
(ﾎﾞｰﾅｽ時)    万  千円 

問 14 

問 15 

問 16 

問 19 

(駐車場代)  万  千円 
          ヶ所 
(共益費)      千円 
(更新料)   万   千円 

問 20 



 
 

調査の目的：この調査は、最低標準生活費を算定するための基礎資料とするものです。それは最低

賃金要求や年金要求など社会保障要求の基礎となるものであります。 
調査された内容については、秘密を守りますので、ありのままにご回答をお願いいた

します。 

 
注 意 事 項：最初に、このページ下のあなた自身および世帯のことについてお答えください。 

次ページからは、各項目について、自分の世帯で持っている物は○印を、持っていな

い物は×印をつけて下さい。 

○印をつけた物については、その持っている数を記入して下さい。 
費目にない物は、（ ）内に記入し、つけ足して下さい。 
記入は、各ページごとに、縦方向に進んで下さい。 
なお、不明な物、該当しない物は、空欄にして、次に進んで下さい。 

 

   ※ あなたと、あなたの世帯について、以下の該当する番号に○をつけてください。 

 

＊あなたの性別は  １．男性  ２．女性 

 

＊あなたの年齢は  １．２０歳未満 ２．２０歳代 ３．３０歳代 
４．４０歳代 ５．５０歳代 ６．６０歳代 
７．７０歳以上 

 
＊あなたの世帯構成は １．一人暮らし ２．あなたと親 ３．あなたと親と兄弟 
    ４．あなたと親と兄弟夫婦 ５．あなたと友達や兄弟 
    ６．あなた夫婦のみ  ７．あなた夫婦と未婚子 
    ８．あなたと未婚子  ９．あなた夫婦と未婚子と親 
    10．あなた夫婦と親  11．あなた(夫婦)と子ども夫婦 
    12．あなた(夫婦)と子ども夫婦と孫 

13．その他 
 

＊世帯人員   １．１人  ２．２人  ３．３人 
    ４．４人  ５．５人  ６．６人 

７．７人以上 
 
※ 次に、あなたの世帯で持っているものと数量をご回答ください。 

 

性別 

年齢 

世帯構成 

世帯人員 



 
   費     目  ○×  数 量    費     目  ○×  数 量    費     目  ○×  数 量 

 １ 設備機器     ファンヒーター     洋式食卓セット(椅子含む)   

  システムキッチン     ホットカーペット     和式食卓・テーブル   

  太陽熱温水器     扇風機     ワゴン   

  給湯器（ガス瞬間湯沸かし器除く）     空気清浄機     （        ）   

  洗髪洗面化粧台     加湿器     （        ）   

  ウォシュレット     除湿機   ７ 室内装備品   

  （        ）     （        ）     掛（柱）時計   

  （        ）     （        ）     目覚まし時計   

 ２ 家事用耐久財    ４ 居間・寝室用家具     蛍光灯の傘(照明器具)   

  電子・ガスレンジ     和ダンス(作り付け除く)     電気スタンド   

  自動炊飯器     整理ダンス(作り付け除く)     じゅうたん(5万円以上)   

  電気冷蔵庫     洋服ダンス(作り付け除く)     室内用かご   

  電気掃除機     鏡台（ドレッサー）     カーテン     組 

  電気洗濯機     シングルベッド     座布団   

  ガステーブル     ダブル・セミダブルベッド     こたつ布団・カバー   

  ＩＨテーブル     ソファーベッド     のれん   

  ガス台     二段ベッド     花瓶   

  カセットコンロ     収納ボックス（ラック）     （        ）   

  トースター     （        ）     （        ）   

  ミキサー・ジューサー     （        ）   ８ 寝具類   

  ガス瞬間湯沸かし器     （        ）     敷き布団   

  電気餅つき機   ５ 応接･書斎(学習)用家具     掛け布団   

  電気アイロン     応接セット     タオルケット   

  ズボンプレッサー     ソファー     毛布   

  電気ポット     茶だんす     シーツ   

  ホットプレート     応接用座卓     まくら   

  食器洗浄機     座り机     ふとんカバー   

  浄水器     腰掛机･学習机(椅子含む)     マットレス   

  コーヒーメーカー     本箱・本棚     まくらカバー   

  ミシン（電動含む）     スチール棚     ベッドカバー   

 ３ 冷暖房用機器     ｻｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ･ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ     （        ）   

  ルームエアコン     ベビーチェア   ９ 家事雑貨   

  電気ストーブ     （        ）    茶わん類   

  石油ストーブ     （        ）     ごはん茶わん   

  ガスストーブ   ６  食堂用家具     湯のみ茶わん   

  電気こたつ     食器戸棚     蒸し茶わん   

 

 
 



 
   費     目  ○×  数 量    費     目  ○×  数 量    費     目  ○×  数 量 

  どんぶり     まほうびん     洗いおけ   

  コーヒー(ティー)カップ     水筒     水切りかご・ざる   

  吸い物わん     菓子ばち     ボール   

  （        ）     茶筒     広口ビン（果実酒用)   

 洋皿類     水差し    その他台所用品   

  盛り皿・盛りばち     きゅうす     台所用はかり   

  スープ皿     氷いれ     包丁・ナイフ   

  パン・ケーキ皿     砂糖いれ     まな板   

  果物用ガラス皿     しょうゆ差し     すり鉢・すりこぎ   

  グラタン皿     弁当箱（ランチャー）     せいろう   

  （        ）     タッパー     たわし   

 和皿類     （        ）     おろし器   

  盛り皿    ぜん・盆     ふきんかけ   

  中皿     ぜん     はし・菜ばし   

  小皿     盆     しゃもじ   

  刺し身皿    なべ・釜類     ふきん   

  大ばち     大なべ     フライ返し   

  中ばち     中なべ     泡立て器   

  小ばち     小なべ     ハンドミキサー   

  角皿     ほうろうなべ     （        ）   

  （        ）     フライパン     （        ）   

 グラス類     中華なべ    洗濯・掃除用具   

  コップ     すき焼きなべ     物干しざお   

  ウイスキーグラス     土なべ     ポリバケツ・ごみ入れ   

  洋酒グラス     天ぷらなべ     くずかご   

  ジョッキ     耐熱ガラスなべ     座敷ほうき   

 とっくり・さかずき     鉄びん     洗濯用ロープ   

  とっくり     やかん     洗濯用バケツ・かご   

  さかずき     土びん     ホース   

 スプーン・ナイフ類     釜     （        ）   

  スプーン     蒸し器    タオル類   

  フォーク     コーヒーポット     タオル   

  ナイフ    調理用容器     バスタオル   

 容器     米びつ（ハイザー）    電球・蛍光灯   

  重箱     漬物おけ     電球   

  重ねばち     みそおけ     蛍光灯   

 

 
 




