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全労連東海北陸地方協議会 

最低生計費試算調査プロジェクト 

≪ 組合員・ご家族のみなさんへ ≫ 

 

※ この冊子には、「生活実態調査」と「手持ち財調査」の２つの調査があります。なお、プライ

バシーにかかわる内容も含まれますので、記入後は添付の封筒に入れて封をし、組合・団体の

担当者にお渡しください。 

組合員、ご家族の皆様におかれましては、日々ご健勝のことと存じます。 

さて、私たちを取り巻く情勢は、消費税率引き上げと物価上昇のもと、景気回復どこ

ろか、雇用の不安定化、賃金の低下と消費の減退によって内需が縮小するという悪循

環に陥っています。私たちの賃金は、大企業と富裕層に過剰に分配され、働いても貧

困から抜け出せない労働者が増えています。 

私たちの生活と日本経済を立て直すには、賃金の底上げ、雇用の安定、均等待遇の

確立が必要です。全労連の要求である「全国一律制・時給1,000 円以上」の 低賃金

は、その第一歩となる政策課題です。 

ところが政府は、 低賃金を抑制して、地域間格差を広げ、働く貧困層が増えてい

ることを理由に、生活保護や年金を切り下げ始めました。さらに庶民には重税を課し、

大企業にはさらなる減税をしようとしています。 

こうした誤った政策を止め、貧困の根絶や格差解消をめざすうえで、憲法が保障し

ている「健康で文化的な 低限の生活を営む」ために必要な生計費がいくらなのかを、

私たち自身の手で明らかにすることが大切になっています。 

低生計費の試算には、まず、私たちの生活の実態を把握することが必要です。そ

のために「生活実態調査」と「手持ち財調査」を実施します。この調査を実施するた

めには、組合員ご本人だけでなく、家計を共にする各世帯のご家族のみなさんの協力

が欠かせません。 

過去に本調査にご協力いただいた方々からは、「生活を見直す良いきっかけとなっ

た」「必要な生計費がわかり、賃金の要求に迫力が増した」などの声が寄せられてい

ます。くらしを守るための運動に役立つ重要なデータを得るため、この「 低生計費」

試算調査へのご協力を、よろしくお願いいたします。 
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調査の概要 
■ 調査から試算へのプロセス 

① 生活実態調査 

みなさんの生活を多面的に把握し、 低生計費を検討する際の検討資料とします。 

② 手持ち財調査 

みなさんが所有している物財を調べ、今の社会にあって、誰もが持っていて当然のもの、必需品

とは何かを明らかにして、 低限度の生活を営むために必要な物財の保有を決める際の基礎資料と

します。 

③ 最低生計費の試算 

調査を集計し、他の統計なども活用しながら、必要な費目を積み上げて 低生計費を算出します。 

 

1. 調査対象 

  すべての世帯を対象とします。 

2. 最低生計費について 

「 低生計費」とは、単なる「生命や肉体の維持」という水準ではなく、現代の「文化的な生活

様式」を満たし得る 低限度の社会的再生産の水準です。現在ある住宅・教育などの社会的「生

活基盤」や社会保障・社会福祉制度を前提として、その基礎の上に立った消費生活の必要 低限

度の「基準」として決めていきます。 

3. 調査方法 

  マーケットバスケット方式（全物量積み上げ方式）で試算を行います。これは、 低生計費の明

示する消費生活の内容を、品目別に一つ一つ積み上げていく方法です。これによって 低生計費の

内容を具体的に提示することとなり、その当・不当についてみんなで議論し、合意形成をはかるこ

とができます。 

4. 調査票の回収・集約について 

 各組合の指示に従って実施してください。 

※ 記入した調査票は、依頼された組合・団体に提出してください。 
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生活実態調査 

 

市町村名 
 

 

調査項目 

Ⅰ 最初に、あなたの現在のお仕事についてうかがいます。 

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 ５．10～20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    ５．500～1,000 人未満 ６．1,000 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    ５．500～1,000 人未満 ６．1,000 人以上 

７．公務     ８．非該当 

 

問１ 

 

問２ 

 

問３ 

 

問４ 

 

問５ 

 

このアンケートは、 低生計費を算出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。 低生計費の算定は、 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

まに回答をお願いします。 
なお、年金で生活されている方、無職、失業中の方で、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、項目右の四角の枠内にご記入ください。 
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 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） 

 

 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・建設職人など） 

２．運輸職（各種交通・運輸機械運転手・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、教員等の資格職）  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  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．あなたの仕事をするうえで、自ら負担している用具・道具等がありましたらあげてください。 

  （たとえば、建設職人の方はかんな、運転手の方は運転用の手袋、看護師の方は聴診器などとな

ります） 

 

 

 

 

問６ 

 

問７ 

 

問８ 

 

問９ 

 

問 10 

 

問 11  
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Ⅱ あなたの性別や年齢、家族などについてうかがいます。 

問12．あなたの性別は？  １．男性   ２．女性 

 

問 13．あなたの年齢は次のどれですか（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 14．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．あなた夫婦と親夫婦  12．あなた夫婦と子ども夫婦と孫 

13．その他（                      ） 

 

 問 15．世帯人員は、あなたを含めて何人ですか。 

  １．１人  ２．２人  ３．３人  ４．４人  ５．５人 

６．６人  ７．７人以上 

 

 問 16．世帯人員の未婚子について 

  １．未就学児童＝    人  ２．小学生＝    人 

３．中学生＝    人    ４．高校生＝    人 

５．専門学校生＝    人  ６．短大・大学生・大学院生＝    人 

７．その他＝    人 

 

 

 

 問 17．あなたの子ども（孫）が通っている大学（大学院を含む）・専門学校はどこに 

ありますか（２つまで）。 

  １．地元国公立大学   ２．地元私立大学・専門学校 

３．地元以外の国公立大学  ４．地元以外の私立大学・専門学校 

５．首都圏の国公立大学  ６．首都圏の私立大学・専門学校 

 

 問 18．あなたの世帯から、大学・大学院・専門学校生の子どもに対し、 

毎月いくらの仕送りをしていますか。（万円単位で数字をご記入くだ 

さい。複数に仕送りしている場合は合計額をお書きください）。 

 

 問 19．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 12 

 

問 13 

 

問 14 

 

問 15 

 

 問 16 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

問 17 

 

 

問 18 

（月額） 

万円

問19 

 



6 

 

 問 20．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 

 （    ）カ所 

・共益費 月（    ）千円 

・更新料（１年、２年で） 月（    ）万（    ）千円 

 

 

 

Ⅲ あなたの日常生活についてうかがいます。 

 問 21．朝食は主にどうしていますか（１つだけ）。 

  １．家でしっかり食べる  ２．家で牛乳やコーヒーなどですます 

３．通勤途上および職場で牛乳やコーヒーなどですます 

４．通勤途上および職場でパンやそばなどを食べる  ５．朝食はとらない 

６．その他（                     ） 

 

 問 22．昼食は主にどうしていますか（１つだけ）。 

  １．家から弁当持参   ２．家で食べる   ３．弁当やパンなどを買って職場 

で食べる   ４．職場の給食を食べる   ５．職場の食堂で食べる 

  ６．職場外の食堂や喫茶店、出前等を利用する   ７．昼食はとらない 

 

 問 23．夕食は主にどうしていますか（１つだけ）。 

  １．家で家族と食べる  ２．家で一人で食べる  ３．（帰宅途中等に） 

食堂などを利用する  ４．その他（               ） 

 

 問 24．あなたは（仕事が終わった後）、休日にお酒、お茶、会食に行ったりすることが

ありますか（１つだけ）。 

  １．ほとんどない  ２．月に１～２回程度  ３．月に３～４回程度 

４．週に１～２回程度  ５．ほとんど毎日 

＊お酒・お茶・会食代は １回平均（      ）円 酒・茶・会食代       円

 

 問 25．あなたは休日（余暇）をどのように過ごしていますか（３つまで）。 

  １．自宅で休養  ２．日帰りの行楽（ハイキング、ドライブ、遊園地など） 

３．ショッピング  ４．家事や育児  ５．介護や看護 

６．親戚づきあい  ７．社会活動（平和・組合・地域活動を含む） 

８．友人・知人との交際  ９．一泊以上の旅行  10．読書 

11．スポーツなど体力づくり  12．映画などの鑑賞  13．園芸・野菜づくり 

14．その他の趣味（           ）  15．けいこ事 

16．英会話等の自己啓発  17．持ち帰り残業  18．特に何もしない 

 

    問 20 

家 賃 万   千円

駐車場代 

万   千円

   カ所

共益費 

更新料 万   千円

問21 

 

問 22 

 

＊外食の場合の昼食代は １食平均（      ）円 昼食代       円

問23 

 

問 24 

 

問 25 
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 問 26．あなたは月に何回くらい日帰りの行楽をしますか（１つだけ）。 

  １．０回  ２．１回  ３．２回  ４．３回  ５．４回  ６．５回 

７．６回  ８．７回  ９．８回  10．９回  11．10回以上 

 

 問 27．あなたは年に何回くらい一泊以上の旅行をしますか（１つだけ）。 

  １．０回  ２．１回  ３．２回  ４．３回  ５．４回  ６．５回 

７．６回  ８．７回  ９．８回  10．９回  11．10回以上 

 

 問 28．自宅から職場までの主な交通手段は何ですか（１つだけ）。 

  １．徒歩  ２．自転車  ３．自家用車  ４．バイク 

５．公共交通機関（電車・バス等）  ６．その他（        ） 

７．非該当 

 

 問 29．自家用車・バイクがある場合、主に何に利用していますか（２つまで）。 

  １．通勤  ２．買物  ３．病院などへの通院  ４．子どもの送迎 

５．ドライブ・娯楽  ６．仕事  ７．その他（          ） 

 

 問 30．あなたは自家用車が必要だと思いますか（１つだけ・全員回答）。 

  １．生活の必需品  ２．あれば便利  ３．なければないでよい 

４．なくてもよい 

 

 問 31．自家用車・バイクがある場合、あなたの世帯でガソリン代は月額どれくらいですか。 

 

 問 32．あなたは下着を購入する場合、主にどんなお店を利用しますか（１つだけ）。 

  １．近くの商店街のお店   ２．コンビニ  ３．ディスカウントショップ 

４．大手スーパー・量販店  ５．百貨店   ６．生協   ７．専門店 

８．通信・ネット販売  ９．百円ショップ  10．その他（       ） 

 

 問 33．あなたは下着以外の洋服などを購入する場合、主にどんなお店を利用しますか（１つだけ）。 

１．近くの商店街のお店   ２．コンビニ  ３．ディスカウントショップ 

４．大手スーパー・量販店  ５．百貨店   ６．生協   ７．専門店 

８．通信・ネット販売  ９．百円ショップ  10．その他（       ） 

 

 問 34．あなたは電化製品など耐久財を購入するのは、主にはどんなお店ですか（１つだけ）。 

１．近くの商店街のお店   ２．コンビニ  ３．ディスカウントショップ 

４．大手スーパー・量販店  ５．百貨店   ６．生協   ７．専門店 

８．通信・ネット販売  ９．百円ショップ  10．その他（       ） 

 

問 26 

 

＊１回平均して（      ）円かかる 日帰りの行楽代       円

問27 

 

＊１回平均して（      ）円かかる 一泊以上の旅行代       円

問28 

 

問 29 

 

 

問 30 

 

月（     ）万（     ）千円  問 31  ガソリン代  万    千円

問32 

 

問 33 

 

問 34 
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 問 35．あなたは食糧雑貨を購入するのは、主にはどんなお店ですか（１つだけ）。 

１．近くの商店街のお店   ２．コンビニ  ３．ディスカウントショップ 

４．大手スーパー・量販店  ５．百貨店   ６．生協   ７．専門店 

８．通信・ネット販売  ９．百円ショップ  10．その他（       ） 

 

 問 36．あなたは、親せきや友人の結婚式やお葬式・法事に参加していますか（１つだけ）。 

  １．ほとんど参加している  ２．他の費目を節約して参加している 

３．参加したいが経済的に無理な場合がある  ４． 近はほとんど呼ばれる 

ことがない  ５．参加しないことにしている  ６．その他（    ） 

 

 問 37．昨年、結婚式やお葬式・法事に何回くらい参加していますか。 

  １．1回  ２．２回  ３．３回  ４．４回  ５．５回  ６．０回 

 

 問 38．昨年、忘年会や新年会、歓送迎会に何回くらい参加していますか。 

１．1回  ２．２回  ３．３回  ４．４回  ５．５回  ６．０回 

 

 問 39．あなたは、盆暮れのお中元やお歳暮を、親戚やお世話になった人などに送っていますか。 

  １．毎年決まって送っている  ２．かなり無理をしても送っている 

３．送ってくれる人だけに送っている  ４．できるだけ送るようにしているが 

近は減らしている  ５．送りたいが経済的に無理がある 

６．送らないことにしている  ７．その他（              ） 

 

 問 40．昨年、お中元やお歳暮などを合計何件くらいに贈りましたか。 

  １．０軒  ２．１軒  ３．２軒  ４．３軒  ５．４軒  ６．５軒 

７．６軒  ８．７軒  ９．８軒  10．９軒  11．10軒以上 

 

 問 41．昨年、お中元やお歳暮などを１軒あたり送料込みで、平均いくらぐらいで贈り 

  ましたか。 

  １．1,000 円未満  ２．1,000 円台  ３．2,000 円台 

４．3,000 円台   ５．4,000 円台  ６．5,000 円以上 

 

 問 42．あなたは、家族・親戚などに見舞金、せん別、お年玉をさしあげていますか。 

  １．機会があればあげている  ２．かなり無理をしてあげている 

３．あげたいが経済的に余裕がない ４． 近はあげる機会がない 

５．あげないことにしている  ６．その他（           ） 

 

 問 43．あなたの世帯で医療費（病院での窓口負担や医薬品の購入費）は、月額どれくらいですか。 

 

 問 44．あなたの世帯で介護サービスの利用料は月額どれくらいですか。 

  

 

問 35 

 

問 36 

 

問 37 

 

問 38 

 

問 39 

 

問 40 

 

問 41 

 

問 42 

 

月（     ）万（     ）千円  問 43  医療費  万    千円

月（     ）万（     ）千円 問44  介護サービス  万    千円
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問45．あなたが特に現在「負担に思っている」家計支出は何ですか（３つまで）。 

  １．食費  ２．家賃・地代  ３．水道・ガス・電気料金  ４．電話代（携帯含む） 

５．自家用車・バイク代  ６．被服費  ７．保険・医療費  ８．教育費 

９．教養娯楽費  10．交際費  11．税金  12．社会保険料 

13．生命保険など民間保険掛金  14．ローン・借金返済15．介護サービス 

16．その他（               ）  17．特にない 

 

 問 46．現在のくらしについてどう感じていますか（１つだけ）。 

  １．苦しい  ２．やや苦しい  ３．普通  ４．ややゆとりがある 

５．ゆとりがある 

 

Ⅳ あなたの地域での生活についてうかがいます。 

 

問 47．あなたの近所づきあいの程度は次のどれですか（主なものを１つ）。 

  １．ほとんど顔を合わせない、または合わせても素通りする 

２．あいさつ程度  ３．顔を合わせれば立ち話程度はする 

４．留守の時、声をかけ合い、小包を預かったりする 

５．一緒に何かをしたり、どこかへ行くことがある 

６．自宅または先方の家で話し込む  ７．物や金の貸し借りをすることがある 

８．その他（                            ） 

 

 問 48．あなたの地域などで参加している社会活動は何ですか（あてはまるものすべて）。 

  １．町内会・自治会  ２．地域女性会  ３．農協  ４．ＰＴＡ 

５．青少年活動の育成（子ども会など）  ６．保育・学童保育（保護者会） 

７．子育てサロン  ８．子どものための文化活動（地域文庫・子ども劇場など） 

９．公民館活動  10．地域のボランティア活動  11．消費者運動（生協など） 

12．障がい者運動（手話・点字・朗読奉仕など）  13．スポーツ団体・クラブ活動 

14．平和運動などの社会活動   15．教養・趣味・娯楽のサークル 

16．その他（              ）  17．特にない 

 

 

最後に、仕事やくらしのことで、あなたの要望をお聞かせください（どんなことでも、自由にお書きください）

ご協力ありがとうございました。 

引き続き、次ページ以降の「手持ち財調査」へのご協力をよろしくお願いします。 

問45 

 

 

問 46 

 

問 47 

 

問 48 
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手持ち財調査 
 

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

は 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、秘密を守りますので、ありのままにご回答をお願いします。 

 

注意事項：自分の世帯で持っている物には「○印」をつけてください。持っていないものは

「空欄」のままで結構です。 

 ・「○印」をつけた物については、その持っている数を記入してください。 

 ・費目にない物は、（  ）内に記入し、付け足してください。 

 ・記入は、各ページごとに、縦方向に進んでください。 

 ・ない、不明な物、該当しない物は、「空欄」にして、次に進んでください。 
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1 設備機器 ○ 数量 4 居間・寝室用家具 ○ 数量 （　　　　　　　）

温水洗浄便座 整理ダンス（作り付け除く） （　　　　　　　）

（　　　　　　） 洋服ダンス（作り付け除く） （　　　　　　　）

2 家事用耐久財 ○ 数量 鏡台（ドレッサー） 8 寝具類 ○ 数量

電子・ガスレンジ シングルベッド 敷き布団

自動炊飯器 ダブル・セミダブルベッド 掛け布団

電気冷蔵庫 ソファーベッド タオルケット

電気掃除機 二段ベッド 毛布

電気洗濯機 カラーボックス（ラック） シーツ

ガステーブル （　　　　　　　） まくら

ＩＨテーブル （　　　　　　　） 布団カバー

カセットコンロ （　　　　　　　） マットレス

トースター 5 応接・書斎等　家具 ○ 数量 まくらカバー

ミキサー・ジューサー ソファー ベッドカバー

ガス瞬間湯沸かし器 応接用座卓 （　　　　　　　）

電気アイロン 座り机（ちゃぶ台） （　　　　　　　）

電気ポット 腰掛机・学習机（椅子含む） 9 家事雑貨 ○ 数量

ホットプレート 本箱・本棚

食器洗浄機 サイドボード・リビングボード ごはん茶わん

浄水器 ベビーチェアー 湯飲み茶わん

コーヒーメーカー （　　　　　　　） 蒸し茶わん

ミシン（電動含む） （　　　　　　　） どんぶり

3 冷暖房用機器 ○ 数量 （　　　　　　　） コーヒー（ティー）カップ

ルームエアコン 6 食堂用家具 ○ 数量 吸い物わん

電気ストーブ 食器戸棚 （　　　　　　　）

石油ストーブ 洋式食卓セット（椅子含む） （　　　　　　　）

ガスストーブ 和式食卓・テーブル ○ 数量

電気こたつ （　　　　　　　） 盛り皿・盛りばち

ファンヒーター 7 室内装飾品 ○ 数量 スープ皿

ホットカーペット 掛（柱）時計 パン・ケーキ皿

扇風機 目覚まし時計 果物用ガラス皿

空気清浄器 蛍光灯の傘（照明器具） グラタン皿

加湿器 電気スタンド （　　　　　　　）

除湿機 じゅうたん（５万円以上） （　　　　　　　）

（　　　　　　　） 室内用かご ○ 数量

（　　　　　　　） カーテン 盛り皿

（　　　　　　　） 座布団 中皿

（　　　　　　　） こたつ布団・カバー 小皿

（　　　　　　　） のれん 刺し身皿

（　　　　　　　） 花瓶 大バチ

　洋皿類

　茶わん類

　和皿類
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中ばち ○ 数量 ○ 数量

小ばち 台所用はかり ドライバー

角皿 包丁・ナイフ のこぎり

（　　　　　　） まな板 金づち

（　　　　　　） すり鉢・すりこぎ くぎ抜き

○ 数量 たわし 空気入れ

コップ おろし器 じょうろ

（　　　　　　） ふきんかけ 鉢・プランタン

○ 数量 はし・菜ばし （　　　　　　）

スプーン しゃもじ （　　　　　　）

フォーク ふきん ○ 数量

ナイフ フライ返し 玄関マット

○ 数量 泡立て器 懐中電灯

水筒 ハンドミキサー 座椅子

きゅうす （　　　　　　） 傘立て

氷いれ （　　　　　　） スコップ

砂糖入れ （　　　　　　） 買い物かご

しょうゆ差し ○ 数量 スリッパ立て

弁当箱（ランチャー） 物干しざお 下駄箱（作り付けを除く）

タッパー ポリバケツ・ゴミ入れ バスマット

（　　　　　　） くずかご 洗面器

（　　　　　　） 洗濯用ロープ （　　　　　　）

○ 数量 洗濯用バケツ・かご （　　　　　　）

盆 ホース 10 家事用消耗品 ○ 数量

○ 数量 （　　　　　　） ポリ袋 月　袋

大なべ （　　　　　　） ラップ 月　箱

中なべ ○ 数量 チリ紙 月　束

小なべ タオル ティッシュペーパー 月　箱

フライパン バスタオル トイレットペーパー 月  個

中華なべ ○ 数量 台所洗剤 月　本

やかん 電球（LED） トイレ用洗剤 月　本

コーヒーポット 電球（非LED） 住宅用洗剤 月　本

（　　　　　　） 蛍光灯（LED） 洗濯用洗剤 月　本

○ 数量 蛍光灯（非LED） 漂白剤 月　本

米びつ（ハイザー） ○ 数量 防虫剤 月　本

洗いおけ 裁縫箱 殺虫剤 月　本

水切りかご・ざる 裁ちばさみ トイレ用芳香剤 月　本

ボール アイロン台 （　　　　　　）

（　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

（　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

　裁縫用具

　鍋・釜類

　調理用容器

　家庭用工具

　その他

　グラス類

　スプーン・ナイフ類

　容器

　盆

　その他台所用品

　洗濯・掃除用具

　タオル類

　電球・蛍光灯
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11 被服・履物 バンド・ベルト 靴・ブーツ

○ 数量 （　　　　　　） 長靴

ゆかた ○ 数量 運動靴・スニーカー

○ 数量 婚礼用式服一式 駒下駄・ぞうり

背広 喪服一式 ○ 数量

礼服 訪問着 パンティストッキング

オーバーコート 婦人着物 ソックス

レインコート 羽織 スカーフ

ジャケット（替上着） 帯 手袋

替ズボン（ジーンズ含む） ゆかた ベルト

半ズボン ○ 数量 エプロン

パーカー アンサンブル （　　　　　　）

ワイシャツ ワンピース （　　　　　　）

長袖シャツ オーバーコート （　　　　　　）

半袖シャツ レインコート （　　　　　　）

ポロシャツ ジャケット （　　　　　　）

セーター・カーディガン スカート （　　　　　　）

○ 数量 スラックス （　　　　　　）

シャツ（合・冬） ジャンパー （　　　　　　）

シャツ（夏） ○ 数量 （　　　　　　）

Ｔシャツ ブラウス ○ 数量

ジャージ Ｔシャツ・ポロシャツ 学校制服

トレーナー 長袖・半袖シャツ ○ 数量

パンツ・ブリーフ セーター・カーディガン 肌着

ステテコ （　　　　　　） オーバーオール

パジャマ（夏） ○ 数量 ロンパース

パジャマ（冬） ブラスリップ （　　　　　　）

○ 数量 スリップ・キャミソール （　　　　　　）

スリッパ パンティー 12 身の回り用品 ○ 数量

サンダル ブラジャー 傘

靴 ガードル 雨がっぱ

長靴 シャツ（肌着） 旅行用かばん・スーツケース

運動靴・スニーカー パジャマ（夏） ショルダーバッグ（男性）

下駄・ぞうり パジャマ（冬） ショルダーバッグ（女性）

（　　　　　　） ジャージ ハンドバッグ

○ 数量 トレーナー ショッピングバッグ

靴下 （　　　　　　） リュックサック・デイバッグ

手袋 ○ 数量 通学用カバン

ネクタイ スリッパ ランドセル

マフラー サンダル 財布

　女子・シャツ・セーター類

　女子・和服

　女子・洋服

　女子・下着

　男子・和服

　男子・洋服

　男子・下着類

　男子・その他の被服

　男子・はきもの

　女子・はきもの

　女子・その他の被服

　子ども服

　乳児服
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腕時計（男性用） 水着（男性用） 化粧石鹸 月　 本

腕時計（女性用） 水着（女性用） シャンプー 月　 本

ネクタイピン （　　　　　　　） リンス・コンディショナー 月　 本

イヤリング・ピアス （　　　　　　　） ボディーシャンプー 月　 本

帽子 ○ 数量 歯磨き 月　 本

ハンカチ テレビゲーム機 整髪・養毛剤 月　 本

（　　　　　　　） 携帯ゲーム機 化粧クリーム 月　 本

（　　　　　　　） ゲームソフト 化粧水 月　 本

（　　　　　　　） 電子辞書 乳液 月　 本

（　　　　　　　） ＵＳＢメモリ ファンデーション 月　 本

（　　　　　　　） 切り花（月の購入額） 口紅 月　 本

13 教養娯楽用耐久財 ○ 数量 鉢植え（月の購入額） 香水・オーデコロン 月　 本

カラーテレビ 愛玩動物（犬・猫） ヘアスプレー・クリーム 月　 本

ラジオ （　　　　　　　） （　　　　　　　）

ラジカセ （　　　　　　　） （　　　　　　　）

DVD(BD)プレイヤー （　　　　　　　） （　　　　　　　）

ビデオ・HDDレコーダー 16 交通用具 ○ 数量 19 保健医療用品 ○ 数量

携帯音楽プレイヤー 軽自動車（660cc以下） 体重計

カメラ・デジカメ 小型自動車（661～2001cc） 血圧計

ビデオカメラ 普通自動車（～2000cc以上） 救急箱・救急セット

プリンター ミニバイク（125cc以下） （　　　　　　　）

パソコン（デスクトップ） バイク（125cc以上） （　　　　　　　）

パソコン（ノート） 自転車 （　　　　　　　）

ピアノ ヘルメット

電子鍵盤装置（キーボード） （　　　　　　　）

（　　　　　　　） 17 通信機器 ○ 数量

（　　　　　　　） 携帯電話・PHS

（　　　　　　　） スマートフォン

14 書籍・他の刊行物 ○ 数量 固定電話機（FAX除く）

日刊新聞 紙 ファクシミリ（FAX）

単行本・文庫本 月　 冊 インターネット接続機器

辞書・事典 （　　　　　　　）

（　　　　　　　） （　　　　　　　）

15 教養娯楽用品 ○ 数量 18 理美容用品 ○ 数量

ヘアドライヤー

ゴルフ用具一式 電気カミソリ

スキー・スノーボード一式 歯ブラシ

テニスラケット 電動歯ブラシ

野球用グローブ ヘアブラシ

野球用バット カミソリ 月　 本

　スポーツ用品

　その他の用品
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全労連東海北陸地方協議会（全労連東海・北陸ブロック） 

低生計費試算調査プロジェクト 

 

愛労連 〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町9-7 労働会館東館3階 

電話 052-871-5433  FAX 052-871-5618 

岐阜県労連 〒500-8879 岐阜市徹明通 7-13 岐阜県教育会館402号 

  電話 058-252-3013  FAX 058-253-4996 

静岡県評 〒422-8062 静岡市駿河区稲川2-2-1 コハラサウスサイドビル７F 

  電話 054-287-1293  FAX 054-286-7973 

みえ労連 〒514-0015 三重県津市寿町7-50 

  電話 059-223-2615  FAX 059-223-4459 

石川県労連 〒920-0856 金沢市昭和町 5-13 石川県平和と労働会館 

  電話 076-231-3199  FAX 076-264-2442 

富山県労連 〒931-8313 富山市豊田町 1-128-11 

  電話 076-433-5850  FAX 076-433-4750 

福井県労連 〒910-0856 福井市勝見 3-16-9 辻ビル２F 

  電話 0776-27-3660  FAX 0776-27-3673 

 


