報

告

松山

遙

日比谷パーク法律事務所
弁護士

年休の取得向上に職場の雰囲気づくりが大きく影響
−時間外労働45時間以上で3人に1人が年休を「まったく取得しなかった」−
第36回「勤労者短観」調査結果の概要（2018年10月実施）

本稿では、2018 年 10 月初旬に実施した第 36 回「勤

4．回答者の構成：
単位：％、
（ ）
内は回答者数

労者の仕事と暮らしについてのアンケート（勤労者短
観）
」の結果概要を紹介する。本調査は、連合総研が

（2000）
100.0
（1086）
100.0
（914）
100.0

毎年 4 月と 10 月に定期的に実施しているが、第 36 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、
「ワークライフバランス
についての意識と実態」
、
「年次有給休暇の取得状況
の実態」
、
「外国人労働者の受入れに関する意識」
、
「学
校の教員の働き方等に関する意識」といったテーマで

介となっているので、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

（466）
23.3
（263）
24.2
（203）
22.2

（575）
28.8
（312）
28.7
（263）
28.8

（424）
21.2
（230）
21.2
（194）
21.2

（139）
7.0
（78）
7.2
（61）
6.7

※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。

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

調査を行った。
本稿は紙幅の関係から結果の概要の一部のみの紹

（396）
19.8
（203）
18.7
（193）
21.1

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

覧いただきたい。

間管理に関する状況認識について
⑶ ワークライフバランスについての意識と実態

調査実施要項

・仕事と私生活の現実と希望、これからの働き方に関
する認識について

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

⑷ 年次有給休暇の取得状況の実態
・年 次有給休暇の保有日数等の把握・取得実態につ

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

いて
⑸ 外国人労働者の受入れに関する意識
・外 国人労働者の受入れと増加した場合の期待や不
安について

2．調査時期：

⑹ 学校の教員の働き方等に関する意識

2018年10月１日～５日

・学校教員の労働時間と残業代支払い関する認識につ
いて

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

調査結果の
ポイント

所定外労働を行った人の約3割に に合わせた取得を大きく左右して
賃金不払い残業がある。

いる。

３. ワ
 ークライフバランスについて ５. 外
 国人労働者の受入れに関す
の意識と実態

る意識

◆
 ７割近くが私生活重視を希望し

◆
 外国人労働者の受入れについ

ているが、
現実は約４割にとどまる。 て、現状維持を適当とする人が過
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、勤め

半数。6割超が、ルール習慣の不
４. 年
 次有給休暇の取得状況の 知によるトラブル増を懸念。
実態

先の経営状況が悪化したとの見方

◆
 昨年度、年次有給休暇を「まっ ６. 学
 校の教員の働き方等に関す

がやや増加

たく取得しなかった」が、時間外

る意識

労働45時間以上で３人に１人、
「99

◆
 約６割が、学校の教員の平均的

２. 労働時間についての意識と実態

人以下」で４人に１人。

な労働時間が、他の労働者に比べ

◆男性正社員の所定外労働時間

◆職場の雰囲気が、年次有給休 て長時間と認識

は減りつつあるが依然多い。また、 暇の取得実績や希望時期（時季）
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調査結果の概要（一部抜粋）

図表２ 今後 1 年間に失業する不安を感じる割合

Ⅰ 勤労者の生活と仕事に関する意識
◆景気、物価に対する意識

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）
・1年前と比べた景気認識D.I.値はマイナス8.2と、前
回調査からやや悪化している。１年後の景気見通し
D.I.値は、マイナス15.0と、前回調査（マイナス10.9）
よりも、景気が悪化するとの認識は強まっている。

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）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

正社員の賃金改善の動きが続く
（QR９、
QR10）

（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

・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5.0（2017
年10月調査：プラス3.8）
、非正社員はマイナス6.8
（2017年10月調査：プラス0.1）となっており、非
正社員は、昨年の同時期から大きく減少している。
正社員に着目すると、99人以下の製造業を除い
て、賃金収入増減D.I.値がプラスとなっている。
・また、労働組合の有無別でみると「ある」は8.3、
「ない」は2.7と、賃金収入増減D.I.値に5.6の差がで
ている。
・賃金収入見通しD.I.値をみると、非正社員に、賃
金が減少するとの見方が強い。

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、労組有無別）

◆勤め先と仕事に関する意識

失業不安を感じる割合がわずかに上
昇、引き続き３割近くが不安を感じてい
る（ＱＲ8）
・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28.3%と、前回調査（27.9%）
からわずかに上昇しており、引き続き3割近くが失
業不安を感じるという、高い水準にある。
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（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

◆賃金不払い残業の実態

所定外労働を行った人の 29.9％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13.9 時間（QT６、QT７）
・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29.9%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13.9時間に達する。残業手当の未申告割
合、不払い残業時間平均は、ともに前年同期より
も減少している。

◆所定外労働時間（残業・休日出勤）の実態

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 39.3 時間（QT１、QT2）

図表５ 今
 年９月の賃金不払い残業（性・就業形
態別）
29.9%
16.3
16.8
9.1
21.6
8.9

・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33.5%であり、その平均所定外労働
時間は34.1時間であった。
・男性正社員は、48.2%が所定外労働を行い、所定
外労働時間の平均は39.3時間であったが、前回調
査（2017年10月：42.3時間）前々回調査（2016年10月：
49.4時間）と比較すると所定外労働時間は減りつ
つある。

図表４ 今
 年９月の所定外労働時間（性・就業形
態別）

未申告の
所定外労働
時間（平均）

13.9時間
16.3時間
3.0時間
11.0時間
6.0時間

31.5%
18.0時間
17.6時間
38.2%

（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」と回答した人
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」と回答した人の未申告の所
定外労働時間数の平均
（注３）
（ ）内は、回答者数（N）

賃金不払い残業を行った人の３分の２が
「申告する際に自分自身で調整した」と
回答（QT８、QT９）
（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）
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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65.2%にのぼっている。このうちの
36.0％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25.0%あった。
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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

図表７ 賃
 金不払い残業が仕事に対する意識
に与える影響

（１）申告しなかった時間あり（合計）
（回答者数 132）
（%）

申告する際に、上
司から調整するよう
に言われたから，
25.0
申告する
際に、上

申告する際に、
自分自身で調整
したから，65.2

司から調整するよう
に言われたから，
25.0

申告する際に、
自分自身で調整
したから，65.2

（2）
自身で申告時間調整した人
他人からの評
（回答者数 86）
（%）
価に影響する
から，3.5

（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」と回答した人
について集計（N=442）
（注２）｢今の勤め先での仕事に不満｣ は、QR21で ｢やや不満｣
｢かなり不満｣ と回答した人の合計
（注３）｢仕事をやりたくないと感じながら残業した｣ は、QT3
で所定労働時間を超えて働く際に「やりたくないと感じる
ことが多かった」人
（注４）｢今の勤め先を変わりたい｣ は、QR20で ｢すぐにでも変
わりたい｣ ｢いずれは変わりたい｣ と回答した人の合計

査定に影響す
他人からの評
るから，3.5
価に影響する
から，3.5
査定に影響す
るから，3.5
行政に届け出た
時間に違反する
から, 12.8
行政に届け出た
時間に違反する
から, 12.8

働いた時間どお
り申告しづらい
雰囲気だから，
36.0
働いた時間どお
り申告しづらい
雰囲気だから，
36.0
残業手当に限
度があるから，
17.4
残業手当に限
度があるから，
17.4

Ⅲ ワークライフバランスについての意識と実態
（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」
と回答した人を100とし、その内訳の割合を表している

賃金不払い残業がある人は、仕事の満
足度や意欲が低く、
転職意向が強い
（QT
６、QR20、QR21、QT３）
・
「不払い残業がある」とする人では、
「ない」とす
る人に比べて、仕事への不満が強く、仕事への取り
組み姿勢も消極的になる傾向がみられ、転職意向も
強い。
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◆仕事と私生活の希望と現実

＜仕事重視＞は減少しているものの、依然
として「現実」が「希望」を上回る（QT16）
・現実の生活について＜仕事重視＞と回答した割合
は24.4％、＜私生活重視＞と回答した割合は40.8％
であった。第31回調査（2016年4月実施）と比べる
と、＜仕事重視＞が減少し、＜私生活重視＞が増加
した。
・現実での＜仕事重視＞の割合は減少しているもの
の、依然として希望としての＜仕事重視＞の割合
（1割）を上回っている。一方、希望としての＜私生
活重視＞の割合は7割近いが、現実での＜私生活重
視＞の割合は約4割にとどまっている。

DIO 2019, 1

図表８ 仕事と私生活に関する「現実の評価」と「希望」

（注）
「平均的な時間配分」は、QT17で通常の1週間の勤務日
数が1 ～ 7日であると回答した人のみ集計

Ⅳ 年次有給休暇の取得状況の実態
（注1）
（ ）内は回答者数（Ｎ）
（注2）＜仕事重視＞＝「仕事重視」＋「どちらかといえば仕事重
視」、＜私生活重視＞＝
「どちらかといえば私生活重視」＋
「私生活重視」

◆生活時間の希望と現実

週実労働時間が長くなるほど、仕事時間
を減らし、睡眠、自由時間を増やしたい
と希望（QT18、QT19）
・勤務のある日の「平均的な時間配分」
（現実）に
ついて、性・就業形態別にみると、仕事時間は男性
正社員（9.6時間）で長く、家事関連時間は女性正社
員（2.0時間）
、女性非正社員（2.8時間）で長い。週
あたり実労働時間が長くなるほど、仕事時間が増加
し、睡眠時間、自由時間が減少する傾向がある。
・また「平均的な時間配分」
（現実）と「望ましい
時間配分」
（希望）の差については、週あたり実労働
時間が長くなるほど大きくなる。労働時間が長い人
ほど、仕事時間を減らし、睡眠、自由時間を増やし
たいと希望している。

◆年次有給休暇の保有日数等の把握・取得状況

従業員規模が小さくなるほど、
「まったく
取得しなかった」の割合が高い（QT21）
・昨年度の年次有給休暇の取得実績について、＜
取得した＞と回答した割合は34.9％、＜取得しな
かった＞と回答した割合は43.6％であった。
・従業員規模別にみると、従業員規模が小さくなる
ほど、
「まったく取得しなかった」と回答した割合が
高い。
・
「卸売・小売業・飲食店・宿泊業」や「労組なし」で
も、
「まったく取得しなかった」と回答した割合が２
割程度あり、2019年４月に施行される年5日の取得義
務化の効果が期待される。

図表10 年次有給休暇の取得実績（属性別）

図表９ 勤
 務日の平均的な睡眠時間、仕事時間、
家事関連時間、自由時間と望ましい時間
数（平均値、性・就業形態、週あたり実
労働時間別）

（注１）
「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与されてい
ない」
、
「わからない」と回答した人は除いて集計
（注２）＜取得した＞＝
「全て取得した」+
「おおよそ取得した」、＜
取得しなかった＞＝「あまり取得しなかった」+「まった
く取得しなった」
（注３）
（ ）内は回答者数（N）
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所定外労働時間が長くなるほど、
「まったく取得し
なかった」の割合が高い（QT21、F８、QT２）

図表12 有給休暇を取り残す理由
（属性別）
（回答は３つまで）

・年次有給休暇の取得実績について、労働時間別
にみると、おおむね１週間当たりの実労働時間お
よび１か月当たりの所定外労働時間が長くなるほ
ど、
「まったく取得しなかった」と回答した割合が
高い。
・とくに、１週間当たりの平均実労働時間が「60時間
以上」では34.2％、１か月当たりの所定外労働時間が
「45時間以上80時間未満」では32.4%、
「80時間以上」
では36.4％が、
「まったく取得しなかった」と回答した。

図表11 労働時間と年次有給休暇取得実績

（注１）QT21で「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与
されていない」
、
「わからない」と回答した人は除いて集計
（注２）
（ ）内は回答者数（Ｎ）

職場での雰囲気が、年次有給休暇の取
得に大きな影響を及ぼす（QT21、QT25）
（注１）QT21で「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与
されていない」
、
「わからない」と回答した人は除いて集計
（注２）
（ ）内は回答者数（Ｎ）

有給休暇を取り切れなかった理由は、
「病
気や急用のために取っておいたが取り切
れなかった」
「職場に休みにくい雰囲気
があるから」
（QT21 付問１、付問２）
・昨年度の年次有給休暇の付与日数の平均値は
16.5日、取得日数の平均値は10.2日であった。
・年次有給休暇を取り残す理由についてたずねた
ところ、「病気や急用のために取っておいたが取り
切れなかった」が37.7％で最も高く、次いで「職
場に休みにくい雰囲気があるから」が34.6％であ
った。
・属性別にみると、男性は女性に比べ「休んだ分、
成果や業績を出せなくなるから」と回答した割合
が高く、女性は男性に比べ「職場に迷惑がかかる
から」と回答した割合が高くなっている。
― 35 ―

・年次有給休暇の取得にプラスに作用しているの
は、
「経営トップや上司からの雰囲気づくり」
（「〇」
と「×」の差が19.6％ポイント）、次いで「十分
な要員確保」（同16.0％ポイント）、「取得が低調
な者への指導」（同15.5%ポイント）、「連続休暇の
取得促進」（同15. ３％ポイント）、「個々の従業員
に対する意識改革」（同14.8%ポイント）の順であ
った。
一方、年次有給休暇の取得にマイナスに作用し
ているのは、「年次有給休暇を取得しにくい雰囲
気 が あ る 」（ 同 マ イ ナ ス17.6 ％ ポ イ ン ト ）、 次 い
で「恒常的に残業が行われている」（同マイナス
10.6％ポイント）、「年次休暇が取りにくい人事評
価が行われている」（同マイナス3.4%ポイント）
であった。
・いずれにおいても、職場での雰囲気が、年次有給
休暇の取得を大きく左右することが示唆される。
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図表13 「職場の状況や取り組み」と取得実績の関

係性

図表14 年
 次有給休暇の取得実績（休暇関連制
度の導入別）

（注１）QT21で「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与
されていない」
、
「わからない」と回答した人は除いて集計
（注２）
（ ）内は回答者数（N）

慶弔休暇等、各種特別休暇制度は非
正社員の導入割合が低い（QT24）

（注１）QT21で「昨年度は働いていない／年次有給休暇を付与
されていない」
、
「わからない」と回答した人は除いて集計
（注２）表中の「〇」は、QT25で「当てはまる」
、
「どちらかとい
うと当てはまる」と回答した人について集計、
「×」は「ど
ちらかというと当てはまらない」
、
「当てはまらない」と
回答した人について集計
（注３）
（ ）内は回答者数（Ｎ）

・特別休暇制度の導入状況について、就業形態別
にみると、いずれの制度も非正社員は正社員に比
べ低い。とくに「慶弔休暇」については、現行パ
ートタイム労働法が守られていない可能性がある。
・従業員規模別にみると、いずれの制度も、99人以
下の企業は100人以上の企業と比べて導入状況が低い
が、
「慶弔休暇」
「夏季特別休暇」
「年末年始休暇」に
ついては、100人以上の企業と1,000人以上の企業で導
入状況に差がなくなっている。

図表15 特
 別休暇制度の導入状況（就業形態別/
従業員規模別）
（M.A.）

◆休暇関連制度および特別休暇制度の導入状況

「計画的取得制度」
「時間単位休暇制度」
の導入の有無で、有給休暇の取得実績
に差（QT23、QT21）
・年次有給休暇の取得状況について休暇関連制度
の導入別にみると、いずれの制度においても、導
入されている方が「全て取得した」および「おお
よそ取得した」と回答した割合が高くなっている。
・
「導入している」と「導入していない」の差をみると、
とくに「計画的取得制度」
（
「導入している」と「導入
していない」の差が14.2％ポイント）および「時間単
位休暇制度」
（同10.6％ポイント）については、差が
大きくなっている。
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（注）
（
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）内は回答者数（N）

第36回
「勤労者短観」
調査結果の概要
（2018年10月実施）

◆年次有給休暇の取得時期（時季）の希望と実態

従業員規模が小さいほど、希望通りに
取得できる割合は低い（QT22）
・希望した時期（時季）に年次有給休暇を取得で
きているかをたずねたところ、＜取得できている＞
と回答した割合は6割であった。
・業種別にみると、
「卸売・小売業・飲食店・宿泊業」
、
「その他サービス業」で、＜取得できている＞と回答
する割合が低くなっている。
・従業員規模別にみると、従業員規模が小さいほど、
＜取得できている＞と回答する割合が低くなってお
り、
「99人以下」では、＜取得できている＞と回答し
た割合は5割に満たない。

・一方、希望した時期（時季）の取得にマイナスに
作用しているのは、
「年次有給休暇を取得しにくい雰
囲気がある」
（同マイナス23.7％ポイント）
、次いで「年
次有給休暇が取りにくい人事評価が行われている」
（同マイナス12.7％ポイント）であった。
・いずれにおいても、職場での雰囲気が、年次有給休
暇の取得実績と同様に、希望時期（時季）の取得に
も左右することが示唆される。

図表17 「職場の状況や取り組み」と取得時期（時

季）の関係性

図表16 年
 次有給休暇の取得時期（時季）の希望
と実態

（注１）＜取得できている＞＝「希望通りに取得できている」+「お
おむね希望通りに取得できている」、＜取得できていな
い＞＝「あまり希望通りに取得できていない」+「希望通
りに取得できていない」
（注２）
（ ）内は回答者数（N）

職場での雰囲気が、年次有給休暇の
希望取得時期（時季）にも大きく影響
（QT22、QT25）
・希望した時期（時季）の取得にプラスに作用し
ているのは、
「経営トップや上司からの雰囲気づく
り」（「〇」と「×」の差が24.5％ポイント）
、次い
で「取得が低調な者への指導」
（同24.2％ポイント）
であった。
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（注１）QT22で「わからない」と回答した人は除いて集計
（注２）表中の「〇」は、QT25で「当てはまる」
、
「どちらかとい
うと当てはまる」と回答した人について集計、
「×」は「ど
ちらかというと当てはまらない」
、
「当てはまらない」と
回答した人について集計
（注３）
（ ）内は回答者数（Ｎ）
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Ⅴ 外国人労働者の受入れに関する意識
◆日本で働き生活する外国人の実態認識と今後の受入れ意識

外国人労働者の受入れについて、現状維
持を適当とする人が過半数（QT30）
・働き手として外国人にきてもらうことへの意識
について、半数以上（56.3％）が「現状維持がち
ょうど良い」と回答している。
「今より多くの外国
人にきてもらいたい」は23.9％、
「今よりも外国人
が少ない方が良い」は19.8％となっている。

図表18 外国人の受入れについての意識

（注）QT26で日本国籍有りと回答した人で集計

トラブル増を心配する割合は、６割超
（QT31）
・日本で働き生活する外国人が増加した場合の「不
安」についてみると、「ルール習慣の不知によるト
ラブル増加」や、「犯罪や不法滞在者の増加」が、
約6割となっており、「日本人労働者の雇用や労働
条件へのマイナス影響を心配」する割合は5割弱と
なっている。

図表20 外
 国人労働者増加への不安（性・年
代・就業形態別）
（回答者数 1964）
（M.A.）

（注１）QT26で日本国籍有りと回答した人で集計
（注２）＜当てはまる＞＝「当てはまる」＋「どちらかというと当
てはまる」
、
＜当てはまらない＞＝「当てはまらない」＋「ど
ちらかというと当てはまらない」

◆日本で働き生活する外国人が増加した場合の期待や不安

労働力不足解消への期待は、約６割（QT31）
・日本で働き生活する外国人が増加した場合の「期
待」についてみると、
「労働力不足解消への期待」が、
全体で約6割となっており、
「外国人ならではの能
力やアイデア取り入れ」や、
「社会の多様性が広が
ることへの期待」は、ほぼ5割となっている。

図表19 外国人労働者増加への期待
（回答者数 1964）
（M.A.）

受入れ意識にかかわらず、約６割が「日
本の習慣やルールの不知によるトラブル
増」を懸念（QT31、QT30）
・日本で働き生活する外国人が増加した場合の「期
待」と「不安」について、受入れ意識別にきいた
ところ、「期待」の度合いは、受入れ意識によって
差が出ている。「今よりも多くの外国人にきてもら
いたい」と回答した人の期待割合は、全ての項目
で全体よりも20％ポイント以上高くなっている。
・
「不安」について、受入れ意識別にみると、
「不安」
の度合いは、「期待」と比べて、受入れ意識によっ
て、あまり差が出ていない。日本の習慣やルール
の不知によるトラブル増については、「今よりも多
くの外国人にきてもらいたい」と回答した人でも
61.1％が不安を感じるなど、今後の外国人の受入
れ意識にかかわらず、6割以上の人が心配している。

（注１）QT26で日本国籍有りと回答した人で集計
（注２）＜当てはまる＞＝「当てはまる」＋「どちらかというと当
てはまる」
、
＜当てはまらない＞＝「当てはまらない」＋「ど
ちらかというと当てはまらない」
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第36回
「勤労者短観」
調査結果の概要
（2018年10月実施）

図表21 外
 国人労働者増加への「期待」と「不安」
（受入れ意識別）

図表22 学
 校の教員の平均的労働時間が長時間
であることを知っているか

（回答者数 1964）
（M.A.）

（注）平成28年度教員勤務実態調査（文部科学省）によると、１
日当たりの学内勤務時間の平均は、小学校教師：11時間
15分、中学校教師：11時間32分。

公立学校の教員が時間外に行っている
部活動指導・授業準備・テストの採点な
どは残業代が「支払われない」ことを、
知らない人が６割超（QT34）
・公立学校教員の残業代については、「支払われな
い」にもかかわらず、６割以上の人が「支払われ
る」と認識していた。教員の長時間労働に比べて、
残業代に対する認知率は低くなっている。

図表23 公
 立学校の教員の時間外業務に残業代
が支払われないことを知っているか
（注１）QT26で日本国籍有りと回答した人で集計
（注２）QT31の各項目で「当てはまる」との回答と「どちらかと
いうと当てはまる」との回答を合わせた割合

Ⅵ 学校の教員の働き方等に関する意識
◆学校教員の長時間労働に対する認識

教員の平均的な労働時間が、他の労
働者に比べて長時間となっていることを
「知っている」が約６割（QT32）
・小中高生の保護者の63.3％が、教員の労働時間
は他の労働者と比べて長時間と認識。該当する子
どものいない人でも、58.8％が教員の労働時間は
長時間と認識。
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（注）教員の労働時間については、
「把握しているかどうかわか
らない」
「出退勤の時刻の把握を行っていない」をあわせ
ると約４割となり、労動時間把握にも課題があることが指
摘されている。
資料出所：連合総研（2016）
「日本における教職員の働き方・労
働時間の実態に関する調査研究報告書」
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