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３割超で業務繁忙・人間関係によるストレス増
―ストレスによる心身の不調を感じている人は５割超―
第34回「勤労者短観」調査結果の概要（2017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．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10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　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　勤務時間外の拘束・持ち帰り残業の実態［トピック調

査１］
　・ 本来の職場や勤務時間（残業含む）から離れた場所

で行う業務や作業に関する実態・認識について
⑷　  職場でのストレスとメンタルヘルスケア［トピック調査

２］
　・ 業務の繁忙や職場での人間関係を原因とするストレス

の増減や、職場でのメンタルヘルスケアに関する状況
認識について

⑸  　 AIが働くことに及ぼす影響に関する意識［トピック調
査３］

　・ AI（人工知能）の導入・活用が進んだ場合における
仕事や職場に及ぼす影響に関する認識について

調査実施要項

　本稿では、2017 年 10 月初旬に実施した第 34 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
34 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」、さらにトピックス調査として、「勤務時間外の拘束・
持ち帰り残業の実態」、「職場でのストレスとメンタル
ヘルスケア」、「AI が働くことに及ぼす影響に関する意
識」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。

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。一方、勤め先の経営状況
は悪化との見方が続き、失業不安
は３割近い。賃金に改善の動きが
みられる。

２. 労働時間についての意識と実態
◆男性正社員の月平均の所定外
労働時間は42.3時間。また、所定
外労働を行った人の3割超に賃金
不払い残業がある。

３.   勤務時間外の拘束・持ち帰り残
業の実態

 ◆正社員の5割超が勤務時間外の
メール等の対応、4割が持ち帰り
残業がある。
◆勤務時間外の業務頻度・時間
数が多いほど負担・ストレスを強
く感じている。

４.   職場でのストレスとメンタルヘ
ルスケア

 ◆業務の繁忙・人間関係によるス
トレスが増えた人は、それぞれ3割
超。
◆５割超がストレスによる心身の
不調を感じている。

５.   AIが働くことに及ぼす影響に関
する意識

 ◆勤め先でAIを導入しているが
3.8％、導入見込みが10.7％。３割
近くがAI導入に伴い従業員数が
減ると認識。

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 8.6 と、
前回調査（2017 年４月：マイナス 9.4）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
14.4 となり、景気は悪化するとの認識はやや強くな
っている（前回調査：マイナス 12.2）。

 ・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 3.8、非正
社員はプラス 0.1 と、非正社員もプラスに転じてい
る。正社員に着目すると、従業員規模 100 人以上の
製造業、従業員規模 99 人以下の非製造業などで賃
金改善がみられる。賃金収入見通しD.I.値をみると、
非正社員や従業員規模 100 人以上の非製造業の正
社員を中心に、賃金が減少するとの見方が強い。

１年前と比べ景気の見方は改善（QR2、QR3）

賃金は、正社員・非正社員ともに改善
がみられる（QR9、QR10）

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

 ・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 28.2% と、前回調査（26.6％）から
やや悪化し、３割近い。

失業不安を感じる割合は３割近い（QR8）

図表２　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

図表３　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）（　）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　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 42.3 時間（QT１、 QT２）

◆所定外労働時間（残業・休日出勤）の実態

 ・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33.8%であり、その平均所定外労
働時間は36.1時間であった。とくに男性正社員は、
45.0%が所定外労働を行い、所定外労働時間の平均
は42.3時間におよんでおり、前回調査からやや減少
したものの、依然長時間労働が多くみられる。
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 ・今年 9 月に所定労働時間を超えて働いた人で、申
告しなかった時間がある人に対して、その理由をた
ずねたところ「申告する際に、自分自身で調整した
から」が 70.5% にのぼっている。このうちの 35.2％は、

「働いた時間どおり申告しづらい雰囲気だから」と回
答している。一方「申告する際に、上司から調整す
るように言われたから」との回答も 19.5% あった。

賃金不払い残業を行った人の７割が 
「申告する際に自分自身で調整した」と
回答（QT８、QT9）

（２）自身で申告時間調整した者
（回答者数105）

（注1） QT5で残業代が「支給される立場である」と回答し、
かつQT6で今年9月の1か月間に会社の業務で所定労働
時間を超えて働いた時間のうちに、残業手当の支払い
対象であるにもかかわらず、「申告しなかった時間があ
る」と回答した人について集計

（注2） （2）は、（1）で「申告する際に、自分自身で調整したから」
と回答したものを100とし、その内訳の割合を表している

図表４　今年９月の所定外労働時間（性・就業形態別）

（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
た人の所定外労働時間数の平均値

（注３）（　）内は、回答者数（N）

図表５　今年９月の賃金不払い残業
（性・就業形態別）

（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）

 ・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 31.5% 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18.0時間に達する。正社員の不払い残業「あ
り」は、男性で 39.2%、女性で 31.1% を占める。

所定外労働を行った人 31.5％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18.0 時間（QT6、 QT7）

◆賃金不払い残業の実態

図表６　所定労働時間を超えて働いた時間を
　　　��そのとおりに申告しなかった理由

（１）申告しなかった時間あり（合計）
（回答者数149）

 ・勤務時間以外の時間や休日に行った業務・作業に
ついて、＜ある＞と回答した割合は、「メール・電話・
ＳＮＳの対応」が 46.8％、「呼び出しを受けて出勤」
が 28.5％、「持ち帰り残業」が 30.9％であった。

正社員の５割超が勤務時間外のメール等
の対応、4 割が持ち帰り残業あり（QT13）

◆勤務時間外の拘束・持ち帰り残業の頻度・時間数

Ⅲ  勤務時間外の拘束・持ち帰り残業の実態
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第34回「勤労者短観」調査結果の概要(2017年10月実施)

（注） QT13で＜ある＞と回答した人について集計（時間数がわ
からない者は除く）。回答者数は「メール・電話・ＳＮＳの
対応」N=489、「持ち帰り残業」N=348

図表８　�今年９月の１か月間、勤務時間（残業含む）
以外に行った業務・作業の平均時間数

長時間労働者は勤務時間外のメール等
の対応、持ち帰り残業時間も長い（QT15）

 ・勤務時間以外に行った業務・作業についての1か
月あたり平均時間数は、「メール・電話・ＳＮＳの
対応」が3.6時間、「持ち帰り残業」が5.5時間であっ
た。週実労働時間別にみると、50時間以上の層で、「メ
ール・電話・ＳＮＳの対応」が6時間を超え、「持ち
帰り残業」が10時間前後に達している。

（注１）＜ある＞＝「常にある」＋「よくある」＋「たまにある」
（注２）（　）内は回答者数（N）

 ・勤務時間以外に行った業務・作業について負担・
ストレスを＜感じる＞割合は、「呼び出しを受けて
出勤」が 71.9％、「持ち帰り残業」が 65.9％、「メール・
電話・ＳＮＳの対応」が 57.7％であった。業務・作
業の頻度別にみると、いずれの業務・作業について
も「常にある」人は負担・ストレスを＜感じる＞割
合が高い。また、いずれの業務・作業についても、「常
にある」人は負担・ストレスを「強く感じる」割合
が高い傾向がみられる。

呼び出しを受けての出勤、持ち帰り残業、
メール等の対応が常にある人は負担・スト
レスを強く感じている（QT17、 QT13）

◆勤務時間外の拘束・持ち帰り残業の負担・ストレス

図表７　�勤務時間（残業含む）以外に行った業
務・作業の頻度

図表９　�勤務時間（残業含む）以外に行う業務・
作業の負担・ストレスの状況

（注１）QT13で＜ある＞と回答した人について集計
（注２）＜感じる＞＝「強く感じる」＋「やや感じる」
（注３）（　）内は回答者数（N）

 ・ １年前と比べて、業務の繁忙からくるストレス
が＜増えた＞と回答した割合は、3 割超であった

（33.0％）。とくに男女とも 20 歳代でストレスが＜増
えた＞と回答した割合が、他の年代よりも高い（20
歳代男性は 38.2%、20 歳代女性は 43.4%）。正社員と
非正社員による大きな違いはみられなかった。

１年前と比べて業務の繁忙によるストレス
が増えた人は３割超（QT18）

◆職場におけるストレスの実態

Ⅳ　職場でのストレスとメンタルヘルスケア

図表10　1年前と比べた業務の繁忙によるストレスの増減
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図表13　職場でのメンタルヘルスケアの実施状況

（注）（　）内は、回答者数（N）

（注１）＜増えた＞＝「かなり増えた」＋「やや増えた」
（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）（　）内は回答者数（N）

 ・ 過去 1 年間にストレスによる心身の不調を＜感
じたことがある＞と回答した割合は 5 割超であった

（50.4%）。男性の場合は 40 歳代でストレスによる心
身の不調を＜感じたことがある＞と回答した割合が
高い（49.5％）。一方、女性の場合は 20 歳代でスト
レスによる心身の不調を＜感じたことがある＞と回
答した割合が高い（66.4%）。

 ・ 1 年前と比べて、職場での人間関係を原因とす
るストレスが＜増えた＞と回答した割合も３割超で
あった（35％）。業務の繁忙からくるストレスの場合

（図表10）と比べて、年齢による大きな違いはみられ
なかった。

過去1年間に仕事や職場でのストレスに
よる不調を感じた人は５割超（QT20）

１年前と比べて職場での人間関係によ
るストレスが増えた人も３割超（QT19）

 ・職場でのメンタルヘルスケアが「十分に行われて
いる」と回答した人は 5.2% にとどまり、「まったく
行われていない」と回答した人は 3 割近い。
　内訳をみると、「事業所規模が小さい」、「正社員
より非正社員」、「労働組合があるよりない」場合に、
メンタルヘルスケアが「十分に行われている」と回
答した割合が低い。

メンタルヘルスケアが「十分に行われて
いる」は 5.2％、「まったく行われていな
い」は３割近い（QT21）

（注１）ストレスによる心身の不調を＜感じたことがある＞＝「強
く感じたことがある」＋「多少は感じたことがある」

（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）（　）内は回答者数（N）

（注１） ＜増えた＞＝「かなり増えた」＋「やや増えた」
（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） （　）内は回答者数（N）

◆メンタルヘルスケアの実施状況

図表11　�過去１年間のストレスによる心身の不
調を感じた割合

図表12　職場の人間関係によるストレスの増減
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図表14　勤め先でのAI導入・活用の割合

第34回「勤労者短観」調査結果の概要(2017年10月実施)

（注）（　）内は、回答者数（N）

 ・AI の導入・活用が進んだ場合、勤め先の従業員
数はどうなると思うかをたずねたところ、＜減る＞
と回答した割合は、3 割近い（28.0％）。職種別にみ
ると、＜減る＞と回答した割合は、事務職が 32.2%、
営業・販売職が 31.1％となっている。一方、＜増え
る＞と回答した割合は、管理職が 9.9%、技能・労務
職等が 8.7% で他の職種よりも高い傾向がみられる。

 ・勤め先での AI 導入・活用について「導入してい
る」が 3.8％、「導入していないが、今後導入する予
定がある」が 10.7％であった。業種別にみると、「導
入している」割合は、電気・ガス・熱供給・水道業
が 17.6％、金融・保険業が 13.3％で他の業種より高
い傾向がみられる。

事務職、営業・販売職の 3 割超が AI
導入・活用に伴い勤め先の従業員数が
減ると認識（QT24）

図表15　�AIの導入・活用に伴う勤め先の従業員
数増減

図表16　�AIの導入・活用による仕事の変化に適応していく能力やスキ
ルを身につけるための支援は、誰・どこが責任を持つべきか

（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＞＝「かなり減る」＋「やや減る」

（注１）（　）内は回答者数（N）
（注２） QT25で「かなり変わる」「やや変わる」「あまり変わらない」

と回答した人について集計

 ・AI の導入・活用による仕事の変化に適応してい
く能力やスキルを身につけるための支援は、誰・ど
こが責任を持つべきかをたずねたところ、「勤め先
の企業」と回答した割合が 51.4％、「自分自身で努
力すべき」が 22.6％、「国・自治体」が 12.0％であった。
　業種別にみると、製造業で「勤め先の企業」及び「自
分自身で努力すべき」が、非製造業で「国・自治体」
がやや高いが、大きな違いはみられなかった。
　労働組合の有無別にみると、「勤め先の企業」と
回答した割合は、労働組合がある場合が 56.6％と高
い傾向がみられる。

勤め先でのAI 導入・活用について、「導入し
ている」が 3.8%、「導入していないが、今後
導入する予定がある」が 10.7%（QT28）

仕事の変化に適応していく能力やスキルを身
につけるための支援について、勤め先企業
に求める割合は 5 割超（QT27）

◆勤め先でのAI導入・活用の実態

◆ AI 導入・活用に伴う勤め先の変化と適応

Ⅴ　AI が働くことに及ぼす影響に関する意識
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