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「賃金不払い残業あり」は35.1％と依然解消されず
−男性正社員の約1割が月80時間超の所定外労働−
第30回「勤労者短観」調査結果の概要(2015年10月実施)

松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告

１.  勤労者の生活と仕事に関する意識
◆景気が悪化したとの認識はやや
強まる。失業不安は依然約３割。
物価が上昇したとの認識と１年後
の物価見通しは、いずれもわずか
に下落。
◆全体的には賃金改善がみられる
も、非正社員、小規模や労働組合
なしの企業への波及は不十分。ま
た、昨年度と今年度の賃金改定の
少なくとも一方で賃金が増え、か

つ昨年度も今年度も賃金が下がっ
ていない場合、消費意欲が増した
人の割合が高い。

２. 労働時間についての意識と実態
◆男性正社員は、５割超が所定外
労働を行い、１割弱は所定外労働
が月80時間以上。
◆所定外労働を行った３人に１人
は賃金不払い残業があり、20代で
は男女とも４割超。賃金不払い残

業時間の平均は月18.1時間。

３.  東日本大震災前後と現在の勤労
者の意識・行動の変化

 ◆震災後に高まった地域・社会を
大切に感じる意識は、今なお震災
前よりも高い。
◆４割超の職場で、避難訓練や備
品の落下・転倒防止を実施せず。
個人の節電実施率は３割まで低
下。

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：
　2015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：
⑴　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
⑵　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
⑶　最近の賃金動向と消費意欲［トピック調査１］
　・ 昨年４月以降および今年４月以降の賃金改定の状況、

最近の消費意欲について
⑷　  東日本大震災前後と現在の勤労者の意識・行動の変

化［トピック調査２］
　・ 東日本大震災前後と現在の生活や仕事に関する状

況、意識・行動の変化について

調査結果の
ポイント

調査実施要項

　本稿では、2015 年 10 月初旬に実施した第 30 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
30 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」、さらにトピック調査として「最近の賃金動向と消
費意欲」、「東日本大震災前後と現在の勤労者の意識・
行動の変化」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。
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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. はマイナス 12.5 とな
り、前回調査（2015 年４月：マイナス 10.6）からや
や悪化した。１年後の景気見通し D.I. は、マイナス
17.6 となり、景気は悪化するとの認識が強くなって
いる（前回調査：マイナス 13.8）。

１年前と比べた景気の見方と１年後の景
気見通しはやや悪化（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

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

◆景気、物価に対する意識

◆勤め先と仕事に関する意識

 ・1 年前と比べた勤め先の経営状況認識 D.I. はマイ
ナス 8.9 と、前回調査からわずかに改善したものの、
厳しい見方が続いている。１年後の勤め先の経営状
況見通し D.I.もマイナス 8.1と、前回調査（マイナス 9.1）
からわずかに改善している。

「１年前と比べて勤め先の経営状況が悪
化」との見方が続く（QR4、QR5）

物価が上昇した（今後も上昇する）との
認識はわずかに下落（QR15、QR16）

 ・１年前と比べた物価認識 D.I. はプラス 45.8 と、依
然高水準ではあるものの、消費税増税等の影響が
あったとみられる前々回（2014 年 10 月）や前回（2015
年４月）の調査から若干下落した。1 年後の物価見
通し D.I. もプラス 44.7 となっており、物価の上昇が
続くとの認識はやや弱まっている（前回調査におけ
る１年後の物価見通し D.I. はプラス 51.9）。

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.）
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図表５　1年前と比べた賃金収入の増減

図表４　今後1年間に失業する不安を感じる割合

 ・１年前と比べた賃金収入増減 D.I. を就業形態別、
業種・規模別にみると、正社員や労働組合のある企
業の正社員では賃金改善がみられるが、非正社員は
マイナスとなっている。
　また、製造業、非製造業ともに、従業員規模 100
人以上の正社員では賃金改善がみられるが、従業員
規模 99 人以下の正社員ではマイナスとなっている。
　一方、賃金収入見通し D.I. 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。

 ・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 27.3％と、＜減った＞と
する人の割合（23.2％）を引き続き上回っている。
　ただし、増減の程度を加味した D.I. でみるとマイナ
ス 0.5 であり、前回調査（マイナス 2.5）からは改善し
ているものの、厳しいとの認識。

全体的には賃金改善がみられるも、非
正社員、小規模や労働組合なしの企業
への波及は不十分（QR９、QR10）

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る

（QR9）

（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
（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

（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＞割合は全体で 29.3% と、下落が続いているもの
の依然として３割近い。

失業不安を感じる割合は、依然３割近
い（ＱＲ8）

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、組合有無別）

（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
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図表９　今年９月の所定外労働時間（性・雇用形態別）

第30回「勤労者短観」調査結果の概要(2015年10月実施)

（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

 ・昨年 4 月以降、「消費意欲が増した」人は全体の
9.1％、「減った」人は26.3％である。「消費意欲が増した」
と回答した人の割合は、昨年 4 月以降と今年 4 月以
降の賃金改定の少なくとも一方で賃金が増え、かつ
昨年度も今年度も賃金が下がっていない場合に高く
なっており、それぞれ、「消費意欲が減った」と回答
した人の割合を上回っている。

 ・1 年前と比べた現在の暮らし向きの認識 D.I. は、マ
イナス 16.0 と、改善傾向にあるものの、依然として暮
らし向きは厳しい。
 ・1 年後の暮らし向きの見通し D.I. もマイナス 17.3 で
あり、先々の暮らし向きの見通しも厳しい。

継続的な賃金上昇は、消費意欲を喚起
する（QT14）

1年前と比べて暮らし向きが悪くなったと
捉える傾向が依然強い（QR１７、 QR１８）

（注1）（　）内は、回答者数（Ｎ）
（注2） ＜増した＞＝「かなり増した」＋「やや増した」、＜減った＞ 

＝「やや減った」＋「かなり減った」

図表７　消費意欲の増減（昨年４月以降）

図表８　暮らし向きの認識（D.I.）

Ⅱ　労働時間についての意識と実態

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 44 時間（QT１、 QT２）

◆所定外労働時間（残業・休日出勤）の実態

◆日常の暮らし向きに関する意識

 ・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37.1%であり、その平均所定外労働時
間は38.4時間であった。とくに男性正社員は、51.9%
が所定外労働を行い、所定外労働時間の平均は44.4
時間におよんでおり、長時間労働が多くみられる（前
回2014年10月調査：52.7％、49.4時間）。なお、男性
正社員の9.2%、女性正社員の5.3％が、所定外労働時
間「80時間以上」としている。

（注1） 暮らし向き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

（注１）管理職（課長クラス以上）も含めた集計
（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

（注３） （　）内は、回答者数（N）

―  31  ―



DIO 2015, 12

図表10　今年９月の賃金不払い残業
　　　　（性・雇用形態別）

図表11　�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12　人間関係・団体を大切に感じる割合（時系列）

（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

（注３）（　）内は、回答者数（N）

（注）（　）内は、回答者数（N）

（注）「前」と「後」の値は、第22回調査（2011年10月実施）で、
震災前と調査実施時それぞれの時点で各項目を「大切に
感じていた（感じている）」と回答した人の割合を集計

 ・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 35.1% 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 18.1 時間に達する。正社員の不払い残業「あ 
り」は、男性で 37.5%、女性で 41.9% を占める。

所定外労働を行った人の 35.1% 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18.1 時間（QT6、 QT7）

◆賃金不払い残業の実態

上司の管理不足を感じている人ほど、長
時間労働で体調を崩した割合が高い

（QT10、 QT11）

◆上司の労働時間管理の状況と体調を崩した経験の有無

 ・自分が属する人間関係・団体を大切に感じるかどう
かについて、震災発生７か月後の第 22 回調査（2011
年 10 月）では、どの人間関係・団体についても、震
災前より震災直後の方が「大切に感じている」とする
割合が高かったが、今回調査では、いずれも「大切
に感じている」とする割合が減少。
 ・ただし、第 22 回調査で「大切に感じている」の割
合が震災前後で大きく高まった「地域のつながり」「住
んでいる地域の自治体」「日本社会」を「大切に感じ
ている」とする割合は、現在でも震災前よりも高い。

震災直後に比べて、自分が属する人間関係・
団体を大切に感じる割合は減少（QT15）

◆震災前後と現在の意識の変化

Ⅲ　東日本大震災に関する意識と行動の変化

 ・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、15.2% が「体調を崩
した経験がある」と回答している。
 ・とくに、上司の管理不足を感じている人ではその割
合が高く、２割超が「体調を崩した経験がある」と回
答している。
 ・なお、1 週間の平均実労働時間が「50 時間以上 60
時間未満」の層では 25.5%、「60 時間以上」の層では
26.7% が、体調を崩したことがあると回答しており、
長時間労働者の健康問題は依然深刻である。
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図表13　震災前後の行動変化（時系列）

第30回「勤労者短観」調査結果の概要(2015年10月実施)

図表15　�職場における取り組みで今後重要にな
ると思うこと（M.A.）

（注）（　）内は、回答者数（N）

 ・職場における地震や電力不足への対応のうち、「実
施していない」ことと「震災後新たな対応や既存の
対応の強化・見直しが行われたが、現在はやめてし
まった」ことをあわせてみると、「震災を想定した避
難訓練」が42.4%、「オフィス備品の転倒・落下防止
等の措置」が41.2%、「防災用品の備蓄」が35.3%など、
勤労者の生命や安全を確保するための対応がなされ
ていない職場が高い割合で存在している。

 ・震災以後の職場における取り組みについて、今後
より重要になると思うものを聞いたところ、「緊急時
の連絡体制の整備」の 30.3％が最も多く、次いで、

「防災用品の備蓄」の 30.2％、「震災を想定した避難
訓練」の 26.6% となっている。

４割超の職場で、避難訓練や備品の落
下・転倒防止を実施せず（QT18）

今後重要になる職場の取り組みは、「緊
急時の連絡体制の整備」と「防災用品
の備蓄」が３割（QT20）

図表14　�職場で行っていない地震や電力不足へ
の対応

◆今後重要になる行動や取り組み

（注）（　）内は、回答者数（N）

（注）11年10月調査の「一時的に実施」の調査票における選択肢
表記は、「震災後行ったことはあるが今は行っていない」

 ・震災前後の行動変化を時系列でみると、実施して
いる割合の減少が最も大きいのは「一層の節電」で、
震災直後に行っていた割合は 75.6% だった（2011 年
10 月調査。一時的に行い、その後やめた人も含む）
が、現在も実施している人の割合は 33.3% にまで低
下している。次いで「募金・ボランティア活動」は、
46.5% の人が実施していたが、5.5％まで減少している。

節電を行っている人の割合は、震災直後
に比べて半分以下に減少（QT17）

◆震災前後と現在の行動の変化
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