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４人に１人が勤め先を「ブラック企業」と認識 うち２割強が「すぐにでも転職したい」
－所定外労働ありの男性正社員の１割弱が100時間以上の長時間労働－
第38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）
』調査結果

本稿では、2019 年 10 月初旬に実施した第 38 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
38 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、
「労働時間と年次有給休暇についての意識と実態」
、
「働
き方改革についての意識と実態」
「職場の状況といわ
ゆる『ブラック企業』に関する認識」
、
「2019 年参議院
選挙」について、調査・分析を行いました。
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。

調査実施要項
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

（2000）
100.0
（1086）
100.0
（914）
100.0

（396）
19.8
（203）
18.7
（193）
21.1

（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
活等に関する状況認識について
⑵ 仕事と働き方についての意識と実態
［定点観測調査］
⑶ 労働時間、有給休暇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、年次有給休暇の保
有日数等の把握・取得実態について
⑷ いわゆる「ブラック企業」に関する認識と勤労者の
権利認知度
⑸ 2 019年参議院選挙における投票行動と政党支持の
状況

2．調査時期：
2019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

調査結果の
ポイント

◆経年の動きをみると「仕事と生活 みの場合、残業手当未申告が3割超
のバランス」の認識が改善している

◆昨年度年次有給休暇を「まった
く取得しなかった」と回答した人

３. 労
 働時間、有給休暇についての は、従業員規模99人以下で４人に
意識と実態

１人、所定外労働80時間以上で約４割

◆
 働き方改革関連法により上限規
 わゆる「ブラック企業」に
制が一部施行、実労働時間週40時 ４. い
１. 景
 況や物価、仕事に関する認 間以上の人のうち、月60時間以上
識と賃金の状況

の所定外労働を行った割合が低下

◆景気認識、賃金収入の動き、日 ◆男性正社員の半数以上が所定

関する認識と勤労者の権利認
知度
◆
 ４人に１人が勤め先を「ブラッ

常の暮らし向きの認識が３期連続

外労働「あり」
、うち１割弱が月100 ク企業」と認識

で悪化

時間以上の所定外労働を行っている

◆勤め先が「ブラック企業」と認

◆不払い残業は依然として約２割 識する人のうち、すぐにでも転職
２. 仕
 事と働き方についての意識と 存在、平均不払い時間は月11.1時間 したいと考えている人は２割強
実態
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◆労働時間把握が「自己申告」の
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第38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）
』
調査結果

調査結果の概要（一部抜粋）

図表２ 1
 年前と比べた自身の賃金収入の増減
（D.I.）

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年前と比べた景気認識が３期連続で悪
化、１年後の景気見通しも悪化（QR ２、
QR ３）
・１年前と比べた景気認識D.I.値はマイナス22.0と、
前回調査（マイナス15.7）よりもさらに悪化してお
り、３期連続して悪化している。
・ １年後の景気見通しD.I.値も、マイナス30.8と、
2012年10月調査（マイナス33.1）以来の水準となっ
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）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２）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

◆日常の暮らし向きに関する意識

現在の暮らし向きの認識は悪化、見通しの
認識はほぼ横ばい（QR１７、QR１８）
・１年前と比べた現在の暮らし向きの認識D.I.値はマ
イナス14.3と、３期連続して悪化している。

図表３ 暮らし向きの認識（D.I.）

（注）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

◆勤め先と仕事に関する意識

１年前と比べた賃金収入の動きが悪化
（QR ９）
・１年前と比べた自身の賃金収入の増減D.I.値が、
全体でマイナス0.4と３年ぶりにマイナスとなった。
・正社員、非正社員ともに前回調査から、賃金収入
の動きが悪化しており、正社員は、３期連続で悪化
している。

― 23 ―

DIO_No353.indd

23

（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
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Ⅱ 仕事と働き方についての意識と実態

全体では「職業能力・キャリア支援」、男性正社員（20 ～ 54 歳）
では「過度な精神的ストレスがない」の D.I. 値が、経年で
改善傾向にあるものの最も低い（QR19、QR21、QR22）
・2019年のD.I.値でみると、全体では「生活満足度」
が最も高く（プラス0.2）
、
「職業能力・キャリア支援」
が最も低い（マイナス37.6）
。男性正社員（20 ～ 54歳）
では、
「一定の責任・裁量の付与」が最も高く（プラ
ス3.2）
「
、過度な精神的ストレスがない」が最も低い（マ
イナス37.0）
。
・経年の変化を2011年と2019年のD.I.値の差でみると、

全体では、緩やかに改善しているものもあるが、
「働
きがい」
（マイナス7.6）
、
「職場の人間関係」
（マイナス
5.6）等が悪化している。男性正社員（20 ～ 54歳）で
は「過度な精神的ストレスがない」
（プラス5.1）
、
「仕
事と生活のバランス」
（プラス4.8）等が改善しており、
「家計をまかなえる処遇賃金」
（マイナス10.4）
、
「働き
がい」
（マイナス4.6）等が悪化している。
・全体と男性正社員（20 ～ 54歳）を2019年のD.I.値
の差で比較すると、全体の方が高いのは「仕事と生
活のバランス」
（プラス7.4）
、
「職場の人間関係」
（プラ
ス5.0）等であり、全体の方が低いのは「家計をまか
なえる処遇賃金」
（マイナス14.1）
、
「職業能力・キャリ
ア支援」
（マイナス10.3）等となっている。

図表４ 今の仕事についての意識（性・就業形態別）
（D. I.）
QR19（10）仕事と生活のバランス

QR21

仕事満足度

QR22

生活満足度

QR19（1）働きがい

QR19（2）能力・専門性の活用

QR19（3）職業能力・キャリア支援

QR19（4）一定の責任・裁量の付与

QR19（5）家計をまかなえる処遇・賃金

QR19（6）納得性のある処遇・賃金

QR19（7）肉体的疲労感がない

QR19（8）過度な精神的ストレスがない

QR19（9）職場の人間関係

全体
正社員（男性 20-54 歳）
（注１）各年データは 4 月調査と 10 月調査の結果をマージして作成（2019 年＝全体 3626s、男性正社員 20 ～ 54 歳 1391s）
（注２）QR19 の D. I. ＝｛
「当てはまる」× 1「どちらかというと当てはまる」× 0.5 ＋「どちらかというと当てはまらない」
×（－ 0.5）＋「当てはまらない」×（－ 1）｝÷回答数× 100
（注３）QR21, 22 の D. I. ＝
｛
「かなり満足」× 1 ＋「やや満足」× 0.5 ＋「どちらともいえない」× 0 ＋「やや不満」×（－ 0.5）
＋「不満」×（－ 1）
｝÷回答数× 100
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第38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）
』
調査結果

Ⅲ 労働時間、有給休暇についての意識と実態
◆所定外労働時間（残業・休日出勤）の実態

図表６ 1 週間の平均実労働時間
（性・就業形態・年代別）

平均実労働時間はゆるやかながら減少（Ｆ８）
・１週間あたりの平均実労働時間を経年でみると、ゆる
やかながら減少傾向にある。
・2011年と比べると、男性正社員2.7時間、女性正社員
3.2時間、男性非正社員４.0時間、女性非正社員1.1時間と、
すべての属性で減少している。

図表５ １週間あたりの平均実労働時間（性・就

業形態別）

（注１）
（ ）内は、回答者数（N）
（注２）仮に毎週、週60時間の実労働時間の場合、1 ヵ月の法
定時間外労働は86時間（1 ヵ月4.3 週で計算）

男性正社員の半数以上が所定外労働「あり」、平
均所定外労働時間数はやや増加（QT２、QT３）

（注）週労働時間の階級の中央値で平均時間を計算した。「20
時間 以 上、30時間 未 満」 を25時間、
「30時間 以 上、35
時間未満」を32.5時間、
「35時間以上、40時間未満」を
37.5時間、
「40時間以上、45時間未満」を42.5時間、
「45
時間以上、50時間未満」を47.5時間、
「50時間以上、60
時間未満」を55時間とし、
「20時間未満」を10時間、
「60
時間以上」を70時間として算出した。

・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36.8%であり、その平均所定外労働時間は
35.4時間。男性正社員は、51.6%が所定外労働を行い、
所定外労働時間の平均は43.1時間。
・前回調査（2018年10月：39.3時間）前々回調査（2017
年10月：42.3時間）と比較すると平均所定外労働時間は
増加している。

図表７ 2
 019年9月の所定外労働時間
（性・就業形態別）

３０代・４０代の男性正社員の１割以上が、
1 週間で６０時間以上の長時間労働（Ｆ８）
・１週間の平均労働時間が50時間以上の人の割合は、
全体では15.1％、男性正社員では26.1％。
・男性正社員の１割以上が、１週間平均60時間以上と
なっており、特に、30代・40代の男性正社員に多くみ
られる。
・なお、週の法定労働時間（40時間）を上回る時間
外労働が複数月平均で80時間を超えた場合等には、
2019年４月から施行された時間外労働の上限規制に
抵触する。
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（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、QT2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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実労働時間週 40 時間以上の人のうち、月60 時間以上
の所定外労働を行った割合が低下（QT3、F8、F20）

図表９ 2
 017年～ 2019年の所定外労働時間（9
月）の分布（男性正社員）
（従業員規模・
労働組合の有無別）

・働き方改革関連法により、2019年４月から大企業を対
象に、時間外労働の上限規制が施行された。
・実労働時間が週40時間以上と回答した人の2019年９
月の所定外労働時間をみると、60時間以上行った割合
は、全体で15.3％、300人以上規模企業で12.5％となっ
ており、いずれも過去６年と比較して最も低い。
・一方、2019年９月に100時間以上の所定外労働を行っ
た割合は、低下傾向にあるものの、全体で6.5％、300人
以上規模企業で4.6％、となっている。

図表８ 週
 実労働時間40時間以上の人の所定外
労働時間（9月）の分布（従業員規模
300人以上）

（注１）QT2で「所定労働時間を超えて働いた」と回答した人
のみ集計
（注２）QT3で「時間数はわからない」と回答した人を除いて
集計
（注３）
（ ）内は、回答者数（N）
（注４）時間外労働の上限規制の時間数と対象範囲については、
Ⅲ－5の注を参照

◆賃金不払い残業の実態

不払い残業「あり」が約２割、不払い
残業時間の平均は月 11.1 時間（QT7、
QT8）

（注１）QT2で「所定労働時間を超えて働いた」と回答した人
のみ集計
（注２）QT3で「時間数はわからない」と回答した人を除いて
集計
（注３）
（ ）内は、回答者数（N）
（注４）2019年4月施行の時間外労働の上限規制（大企業：
2019年4月～）＝年間の時間外労働は月平均60時間以
内となること/休日労働を含み、2 ヵ月間、3 ヵ月間、
4 ヵ月間、5 ヵ月間、6 ヵ月間のいずれかの月平均時
間外労働時間が「80時間」を超えないこと/休日労働
を含んで、単月は「100時間」未満となること
（注５）時間外労働の上限規制が1年間猶予される中小企業の
範囲＝「資本金の額または出資の総額」と「常時使用
する労働者の数」のいずれかが一定の基準を満たして
いれば、中小企業に該当すると判断される（ex.小売
業＝5000万円以下または50人以下、製造業、建設業、
運輸業、その他＝３億円以下または300人以下）

・残業手当が支給される立場で2019年９月に所定
外労働を行った人の21.6%、男性正社員の25.1％が、
残業手当の未申告（賃金不払い残業）があると回答。
・不払い残業時間の平均は11.1時間。2019年９月
の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。

図表10 2
 019年9月の賃金不払い残業（性・就
業形態別）

所定外労働を行った男性正社員では月100 時
間以上の割合は 8.1％（QT3、QR23、F20）
・所定外労働を行った男性正社員について、９月
の所定外労働時間の分布を見ると、２割前後は月
60時間以上、１割弱が月100時間以上の長時間労働
となっている。
・規模別、労働組合の有無別でみると、月100時間
以上の割合は、299人以下規模企業で１割弱、労働
組合無しの企業で１割以上となっている。
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（注１）QT6で残業代が「支給される立場である」と回答し、か
つQT2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、
QT2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）
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第38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）
』
調査結果

賃金不払い残業を行った人の約 7 割が
「申告する際に自分自身で調整した」と
回答（QT9、QT10）

図表12 職場での労働時間把握方法（M.A）

・2019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70.9%にのぼっている。このうち35.9％は、
「働
いた時間どおり申告しづらい雰囲気だから」と回
答。
・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20.9%あった。

図表11 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,%）（2）自身で申告時間調整した人(%)
     
（回答者数110）
（回答者数78）

（注1）QT6で残業代が「支給される立場である」と回答し、か
つQT7で今年9月の1 ヵ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、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

◆労働時間の把握方法の実態

労働時間の把握方法について、
「自己
申告」のみは約２割（QT1）

（注１）単一回答のみ抽出してグラフを作成
（注２）
（ ）内は、回答者数（N）
（注３）労働時間把握方法（複数回答）の各回答数は以下のと
おり。タイムカード・ICカード等による記録（1061）、パ
ソコンなどの使用時間による記録（426）、自己申告（425）、
上司が確認・記録（178）、時間管理していない（120）、
その他の方法（29）

労働時間の把握方法が「自己申告」のみの場合、残
業手当の未申告の割合は約3割（QT1、QT7、QT17）
・労働時間の把握方法別に、残業手当の未申告の状
況をみると、客観把握方法と比較して
「自己申告」
の
割合が３割以上と、最も高い。
・職場における上司による労働時間や仕事の管理状
況をみると、管理していると
「思わない」
とする割合
は、全ての項目で
「自己申告」
が最も高い。

図表13 労
 働時間の把握方法と上司の管理状況
等（M.A）

・労働時間の把握方法について単一の方法のみを採
用している回答をみると、客観的把握方法
（タイム
カード・ICカード等による記録、パソコンなどの使
用時間による記録）
が76.2％、それ以外の把握方法
（自
己申告、上司が確認・記録）
が22.8%となっている。

（注１）単一回答のみ抽出してグラフを作成
（注２）
（ ）内は、回答者数（N）
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◆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（QT12、QR23、F5、F20）
・昨年度の年次有給休暇の取得実績について、
「全て
取得した」人は14.8％、
「まったく取得しなかった」人
は16.7％。
・
「まったく取得しなかった」と回答した割合は、従
業員規模別にみると、規模が小さくなるほど高い。
「ま
ったく取得しなかった」と回答した割合は、
「従業員
規模99人以下」と「卸売・小売業・飲食店・宿泊業」
で３割弱、
「非正社員」や「労組なし」で２割強と、
高くなっている。

図表14 年次有給休暇の取得実績（属性別）

（注１）QT12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）

上司による働きかけの有無で、年次有給
休暇の取得実績に２０％ポイント以上の差
（QT12、QT17）
・上司の管理状況と有給休暇の取得実績の関係性
をみると、上司が、労働時間管理等を行っている
と感じる人の方が、取得実績が高い。
・特に取得にプラスに作用しているのは、「有給休
暇取得への働きかけ」
（
「有」と「無」の差が21.0%
ポイント）、次いで「労働時間が加重にならないよ
うな業務量の調整」
（
「有」と「無」の差が16.9％
ポイント）となっている。

図表16 上司の管理状況と取得実績の関係性

（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）
（ ）内は回答者数（N）

「まったく取得しなかった」の割合は、所定外労働時間が長く
なるほど高く、80時間以上では約４割（QT12、QT2、QT3）
・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ヵ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
高く、１週間当たりの平均実労働時間が「80時間
以上」では38.6％にのぼっている。

図表15 労働時間と年次有給休暇取得実績
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（注１）QT12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）

Ⅳ いわゆる「ブラック企業」に関する認識と勤労者の権利認知度
◆いわゆる「ブラック企業」の認識

勤め先が「ブラック企業」との認識は
４人に１人（QT20）
・勤め先が「ブラック企業」にあたるかと尋ねた
ところ、＜思う＞と回答した割合は25.8％となっ
ており、2016年10月調査と比べると若干上昇した。
・その割合がとくに高いのが、その他サービス業
（29.5％）、従業員規模100 ～ 999人（28.4％）、労組
なし（27.7％）であった。
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第38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）
』
調査結果

図表17 勤
 め先が「ブラック企業」だと＜思う＞
割合（企業属性別）

（注１）
「違法または悪質な労働条件で働かせ、違法な長時間労
働、残業代未払い、パワーハラスメント、極端に離職率
が高いなどの特徴がある企業が「ブラック企業」と呼ば
れていますが、あなたの勤め先はそれにあたると思いま
すか」との問いに＜思う＞と回答した人の割合
（注２）＜思う＞＝「そう思う」＋「どちらかというとそう思う」
（注３）
（ ）内は、回答者数（Ｎ）
（注４）その他サービス業＝［医療、福祉］
［教育、学習支援業］
［郵便局、協同組合］
［サービス業］のいずれかに回答し
た人

非正社員の半数以上は育児休業、産前産後
休業について、４割弱が年 10 日間の年次有
給休暇についての権利を知らない（QT19）
・正社員と非正社員の両方で各制度が適用される
ことの認知度を就業形態別にみると、
「知っていた」
とする割合は８項目すべてで、正社員が非正社員
を上回っている。
・
「知らなかった（正社員だけに認められる権利と
認識）
」とする割合は、正社員よりも非正社員で高
い。とくに「原則として子どもが1歳になるまで育
児休業をとれる」
（39.6％）
、
「妊娠・出産時は、産前・
産後休業をとることができる」（36.8％）が高くな
っており、権利を知らない（知らなかった[両方に
認められていないと認識]を含む）割合は半数以上
に達する。また「年間に最低10日間の有給休暇を
取得することができる」について、権利を知らな
い非正社員は４割弱（37.5%）に達する。

図表18 正
 社員と非正社員の両方で各制度が適
用されることの認知度

（注）回答者数は、正社員1313、非正社員687

職場で違法状態があったと認識している人の
４割程度は権利を知らない（QT19、QT21）
・過去１年間に職場で違法状態があったと認識して
いる人について、正社員と非正社員の両方で適用さ
れることの認知度をみると、いずれの項目でも６割程
度が「知っていた」
、４割程度が「知らなかった」と
回答した。
・とくに、職場で「社会保険に加入する資格がある
人の未加入」があると認識している人のうち45％は、
正社員・非正社員ともに「厚生年金や健康保険に加
入できる」ことを「知らなかった」と回答している。

図表19 正
 社員と非正社員の両方で各制度が適用され
ることの認知度（職場の違法状態の認識別）

（注１）QT21で過去１年間に職場で違法状態があったと認識し
ている人について集計
（注２）
（ ）内は、回答者数（N）
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