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第 1章 転職の実態把握 

 

本多大翔 

 

はじめに 

本章では、転職の実態について取り上げる。近年、転職に対して社会的な関心が高まって

きている。例えば、日本経済新聞の記事「8年連続で転職増、4割が中高年 雇用の流動化

進む」（2019年 4月 27日）によれば、国内で雇用の流動化が徐々に進んでおり、総務省の

労働力調査によると、2018年の転職者数は 2017年比 5.8％増の 329万人と 8年連続で増加

した。これは 2008年以来 10年ぶりの高水準となった。 

また、日本経済新聞の記事「「転職検討」20 代男性 51% 男性、給与水準に不満 女性、

人間関係で悩み 本社など調査」（2014年 8月 19日）では、日本経済新聞社と NTTコムオ

ンライン・マーケティング・ソリューションの「NTTコムリサーチ」が共同で実施した「転

職意識調査」によると、20代男性の半数以上、30代、40代は約 4割、50代は 27.5％が転

職を検討していることが分かった。これは 20～50代を対象としており、全体の転職希望者

は 38％だった。 

こうした社会的関心の増大の背景には、労働者の考え方が多様化してきているというこ

とがあげられる。日本経済新聞の「会社を退職ではなく、「卒業」する人が増えるわけ」（2018

年 3月 10日）では、転職する理由がただ、リストラや事業不振などのやむを得ない理由だ

けではなく、キャリアアップやワークライフバランスの実現のために前向きな意見が増え

てきている。 

そこで、第 1節では「転職の実態把握」に関するマクロ的な状況がどのようになっている

のかを、政府統計や各種調査によって示し、第 2節ではインタビュー調査の分析をしていき

たい。 

 

第1節 転職に関する全体的な状況 

 転職に関する統計データとして図表 1 では総務省の労働力調査をもとに、2010 年～2018

年までの転職者比率の推移を示したものである。ここからわかることは、男女計の 2010年

は 4.5％、2018年は 4.9％となっており、4.5％を最底辺として、結果的に、0.4ポイントの

上昇が見られた。男性について、2010年は 3.7％、2018年は 4.1％、女性について、2010年

は 5.6％、2018年は 6.0％となっており、どちらも 0.4ポイントの上昇が見られた。次に転

職者比率の増加には何が関係しているのかを考察していく。 

この図表 2 は厚生労働省が実施している職業安定業務統計をもとに有効求人倍率の推移

を示したものである。有効求人倍率とは有効求人数を有効求職者数で割った数値のことで

ある。ここからわかることは 2010年の有効求人倍率が最低の数値になっており、そこから
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は右肩上がりに上昇していることである。有効求人倍率が上がるほど企業が人材を求めて

いることを示しており、労働者の転職志向が強まる状況になり、転職者比率の増加に関係し

てくるのではないかと考えられる。 

 

図表 1 転職者比率の推移 

 

出所：総務省「労働力調査」 

 

図表 2 有効求人倍率の推移 

 

出所：厚生労働省「職業安定業務統計」 

 

図表 3は総務省が実施している就業構造基本調査をもとに 2017年正社員の転職希望理由

を示したものである。これによると、転職希望理由に挙げられている中で 1位は時間的・肉

体的に負担が大きい、2 位は収入が少ない、3 位はその他、4 位は事業不振や先行き不安と

なっている。 

 



 3 

図表 3 2017年正社員転職希望理由 

 

出所：総務省「就業構造基本調査」 

 

以上 3つのグラフから、転職者比率は上昇傾向にあり、それには有効求人倍率が大きく

関係していることが考えられる。また、転職を希望する人は労働環境の改善、収入の増加

を求めている人が多くいることがわかったが、それ以外の項目を求めている人も多くお

り、労働環境、収入だけが転職希望理由になり得るということではなかったということが

わかった。 

ここからは、今夏に実際に働く人たちに対するインタビュー調査を行った結果をもとに、

転職に対するイメージや考え、転職をした理由について見ていく。 

 

第 2節 インタビュー調査より 

今回インタビューを実施した人は男性 9 人、女性 3 人の合計 12 人。年齢の幅は 20 代前

半から 40代後半であった。ここでは転職に対するイメージ、今後転職を考えている人、今

後転職を考えていない人、実際に転職した時の理由の転職に関係する 4 項目をピックアッ

プして分析していく。 

 

転職に対するイメージ 

「超需要ある。めちゃめちゃありだと思う。第二新卒本当にどこの企業さんも欲しがってる。

新卒と変わんないくらい需要あると思う。」（I.B氏 20代前半女性） 

「転職自体に悪いイメージは持ってないですね。ステップアップのための１つの手段かな

とは思っています。」（J.N氏 20代後半男性） 

「やっぱり人生 100年時代なので、終身雇用もする時代じゃないので、全然一つの仕事にこ
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だわらず転職するのもいいかなと思います。」（B.Z氏 30代後半男性） 

 

転職イメージでは、転職に対するネガティブなイメージを持っている人はいなかった。む

しろ、転職についてポジティブなイメージを持っていた。 

 

今後転職を考えている人 

「やっぱり今の仕事だけだと世界観が狭い、その業界だけに限られてしまう。別の業界に

行って幅の持ち方を広げたい。」（L.P氏 20代後半男性） 

「ノルマもしなあかんし、下の子も教えなあかんし、窓口もサボったらあかんし、雁字搦

めになってちょっと発狂しそうになる。だから、自分のペースで出来る仕事をしたい。」

（Z.N氏 30代前半女性） 

「もっと大きな会社で働きたい。」（U.L氏 20代後半男性） 

「今の会社も悪くないけど、技術系の専門的な人間になりたい。」（L.Z氏 30代前半男性） 

「この会社しか知らないので、他の会社はどうなのだろうと気になるし、うちの会社とど

う違うのかという視点から、全く考えないわけでは無いといったレベルかな。」（Z.Z氏 20

代後半男性） 

 

 今後転職を考えている人の意見としては、労働環境の改善以外にキャリアアップ、自分

の知的探究心から転職を考えているなどの意見も見られた。 

 

今後転職を考えていない人 

「今は 3個くらいのプロジェクト持たせてもらえて、バランスよく進められているから、

今は楽しい。」（I.B氏 20代前半女性） 

「歳を重ねていくうちにそれなりのキャリアは積んでいけると考えている。」（J.N氏 20代

後半男性） 

「転職してる人も結構いるんですけど、何かしらの不安はあると思うんで、それやった

ら、今の慣れ親しんだ業務をしっかりすることにやりがいを感じる。」（B.Z氏 30代後半男

性） 

「まだまだ駆け出しの発展途上のところがあるので、まずはしっかりその仕事を出来るよ

うになりたい。」（Z.Z氏 20代後半男性） 

「年齢的にもう最後です。」（U.P氏 40代後半男性） 

「居心地いいので。」（O.U氏 30代後半女性） 

 

今後転職を考えていない人の意見としては、環境、仕事内容が充実しているという意見

が見られた。また、年齢的に転職は考えていないという意見も見られた。  
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実際に転職した時の理由 

「1回目は給与カットが始まり先行きに不安を感じたからです。先に転職していた上司の

会社に誘われ転職しました。ちなみに、そのあと倒産したそうです。2回目は単身赴任が

長く続いたので、大阪に戻れる目処が立たず困っていたときにちょうど大阪に戻れるメー

カーに転職を誘われたからです。」（U.P氏 40代後半男性） 

「もう少し元々自分のやりたかったことに近い所で自分の力を活かしていきたいなあと思

って、転職をした。」（T.O氏 30代後半男性） 

「前職は怒鳴られることが多く、びくびくして働いていました。」（L.Z氏 30代前半男性） 

 

実際に転職した時の理由としては、収入に関する意見が見られた以外に能力を生かした

い、職場環境が良くない、環境を変えたいなどというも意見も見られた。 

 

インタビュー調査の分析から、転職イメージについては転職経験がある人を除いた 8人

に意見を貰ったのだが、全員転職に対してポジティブな意見を持っていたことがわかり、

転職に対しての意識的なハードルは下がっていることがわかった。 

また、今後転職を考えている人は労働環境の改善以外にキャリアアップ、自分の知的探

究心のためなどの意見があった。実際に転職した人の理由として収入に関する意見以外に

能力を生かしたい、職場環境が良くない、環境を変えたいなどという意見があった。転職

を考えている人の考え方、実際転職した時の考え方では、職場環境が悪いから転職したい

などのネガティブなことを理由として転職を考える人ばかりではないということがわかっ

た。 

一方、今後転職を考えていない人は環境、仕事内容が充実しているという意見があがっ

たが、年齢が 40代後半にあたるということで、年齢的に転職は考えていないという意見

もあり、年齢を重ねていくと、転職のメリットがなくなっていくという現実的な意見も見

られた。 

 

おわりに 

本章では、転職の実態について考察した。転職者比率は増加傾向にあり、年々転職したい

労働者と人材が欲しい企業の需要と供給が合ってきていると考える。労働者側は、より良い

労働環境、より高い賃金などを求め、企業側は深刻な人材難によって、より優秀な人材を求

めるようになってきていると考えられるからである。インタビュー結果から、今後転職を考

えている人は労働環境改善、賃金アップだけでなく、キャリアアップ、知的探究心、能力を

生かしたいなど様々な意見を持っていることがわかった。また、転職のイメージに対する質

問を 8人にしたが、その全員が転職に対してポジティブな意見を持っており、転職に対して
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の抵抗感はなくなりつつあることがわかった。これらから、今後も転職者数は年々増加して

いくのではないかと考える。今後は本章で明らかに出来なかった、年齢によって転職のメリ

ット、デメリットは変化していくのかということを明らかにしていきたい。 
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第 2章 転職市場の動向とキャリア形成 

 

石田健人 

 
はじめに 

本文において明らかにしたいことは、現在の転職市場の動向とキャリア形成についてで

ある。これに関連しては、安倍政権が掲げる成長戦略、その中で「人材の流動化」も雇用や

人材戦略に関する施策のひとつとしており、転職が一般化し、社会的な関心となってきてい

る。例えば、日本経済新聞の記事「8 年連続で転職増、4 割が中高年 雇用の流動化進む」

(2019年 4月 27 日)によれば、2018年の転職者数は 17年比 5.8%増の 329万人と 8年連続で

増加している。 

また、日本経済新聞の記事「人材サービス各社、最高益相次ぐ 17 年度は 20 社中 16社、

人手不足が追い風」（2018 年 5 月 17 日）によれば、人材派遣や転職仲介を手掛ける企業の

業績が急拡大しており、2017 年度はリクルートホールディングスなど主要上場 20 社のう

ち、16 社が過去最高益を更新した。働き方改革も追い風となって、転職市場の活況さを受

けて仲介事業も伸びている。新規参入も増えており、経済の効率向上に欠かせない人材の流

動化を後押ししている。 

こうした社会的関心の背景には、近年新卒採用市場で求人数に対して応募者が足りてい

ない状況から、既に社会常識が身についている第二新卒や 20 代後～30 代半ばまでのリーダ

ー人材、35 歳以上のスペシャリスト人材などの即戦力となりうる人材が求められている。

日本経済新聞（2017 年 11 月 21 日）「3 メガも構造改革、転職の「勝ち組」となる人材は」

では、3 メガ銀行が構造改革に踏み切ったことを取り上げ、多くの有能な人材を抱える銀行

業界から他の業界に有能な人材を送り出すことができれば、日本のビジネス界の活性化に

つながるかもしれないと締め括っている。 

そこで、現在の「転職市場の動向とキャリア形成」に関するマクロ的な状況がどのように

なっているのかを、政府統計や各種調査によって示していきたい。 

 
第1節 転職に関する全体的な状況 

前述の新聞記事から見られるように、転職市場が活発化していることを受けて人々の働

き方やキャリア観が変化しつつある。次ページ冒頭の＜図表１＞は、大手人材会社パーソル

キャリアの転職支援サービス「doda（デューダ）」の求人数と転職希望者数（求職者数）の

データを用いて作成した 2014 年～2019 年 10 月までの月別転職求人倍率の平均値の推移を

示したものである。転職求人倍率は、ホワイトカラー層を中心とした転職マーケットにおけ

る需給バランスを表し、dodaエージェントサービス登録者（転職希望者）1人に対して、中

途採用の求人が何件あるかを算出した数値で、求人数、転職希望者数ともに、doda エージ

ェントサービスに登録された求人、登録者が算出対象としている。 
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＜図表１＞ 転職求人倍率 

 

 出所：(doda 転職求人倍率レポート（2019年 10月）より作成)  

     

＜図表１＞を見ると、2014年は 2.36倍、2015 年は 2.57倍、2016年は 2.68 倍、2017年

は 2.59 倍、2018 年は 2.67 倍、2019 年 10 月までは 2.57 倍と、6 年間にかけて多少の前後

があるものの徐々に上昇していることが分かる。ここから、転職希望者一人当たりに対する

求人数が増えており、中途採用の需要が高まっていると考えられる。次に、キャリアに対す

る意識調査を見ていく。 

 

＜図表２＞ 今の会社で働き続けたいか 

 

出所：(トーマツイノベーション株式会社 調査結果より作成) 

※2015 年：n=4164、2016年：n=3896、2017年：n=4766、2018年：n=4482 

 

＜図表２＞は、トーマツイノベーション株式会社が 2015 年から 2018 年にかけて新入社

員のキャリアに対する意識調査をまとめたものである。この調査によると、「今の会社で働
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きたい」と回答した新入社員は 2015年の 63.4％から 2018年の 53.8％まで減り続けており、

「そのうち転職したい」と回答した者は 2015 年の 9.9％から 2018 年の 16.7％まで増え続

けている。 

このように、若手を中心として転職に対する意識が高まっているのではないかと考えら

れ、転職希望者にとっては転職し易い状況になっているのでないかと考えられる。次に、実

際に転職をした人々はどの観点でどの程度満足しているのかを見ていく。 

 

＜図表３＞ 転職先における満足度（職業生活全体） 

 

出所：(厚生労働省 平成 27年度転職者実態調査より作成) 

 

＜図表３＞では、厚生労働省の転職実態調査より、実際に転職をした人々が「職業生活全

体」という観点において、どの程度満足しているかを示しており、満足と答えた人が 5割以

上となった。満足と感じるその他の項目としては、「仕事内容・職種」、「役職」、「人間関係」、

「通勤の便」、「会社の規模・知名度」の 8項目があり、全ての項目で満足と答えた割合が不

満足と答えた割合よりも大きい結果となっている。それぞれの項目で「満足」と答えた人の

割合を見ていくと、「仕事内容・職務」が 69.4％と最も高く、次いで「通勤の便」が 65.8％、

「人間関係」が 58.8％という結果になった。一方で、次ページの＜図表４＞のように、「役

職」の観点においての満足度は 31％となった。 

このことから、全体的に転職に対して満足はしているが、仕事のやりがいや、働きやすさ

において満足している人が多く、キャリアアップという観点で見てみると、満足している割

合はそこまで多くないと考えられる。 

ここからは、夏季に行った現在働いている人々に対するインタビュー調査の結果をもと

に、転職に対する考え、そして実際に転職してみて感じた実情について見ていく。 
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＜図表４＞ 転職先における満足度（役職） 

 

出所：(厚生労働省 平成 27年度転職者実態調査より作成) 

 
第2節 インタビュー調査の結果から 

以下では、転職を視野に入れている人とそうでない人の特徴などをまとめ、その内容を考

察していく。 

転職を視野に入れている人→７人 

・＜L.Z 氏 30 代前半男性＞「もともと IT 関係の業務を目指していました。前職の知識を活か

せるかと思いました。」 

・＜U.P氏 40代後半男性＞「１社目から 2 社目の転職は、1 社目が給与カットが始まり先行きに

不安を抱いたからです。2社目から 3社目は、単身赴任が長く続いたので大阪に戻れる目処が立

たず困っていたときに、ちょうど大阪に戻れるメーカーに転職を誘われたからです。」 

・＜T.O氏 30代後半男性＞「会社で働くという事を色々教えて頂いて、そのイメージの中

でもう少し元々自分のやりたかったことに近い所で自分の力を活かしたいなと思って。」 

・＜U.L氏：20代後半男性＞「それは考えていますよ。今よりも大きい会社で、もっと大き

い仕事ができる会社かな。」 

・＜L.P 氏 20 代後半＞「転職はしたいなという考えは常に持っていて、ただいつかってい

うのは漠然と決めてない。」 

・＜Z.N 氏 30 代前半女性＞「やっぱり子どもを育てながら銀行で働くのはちょっと大変そ

うなんです。なので、子供がうまれた場合まあ銀行は辞めて違う仕事をしたいなって私は正

直思います。」 

転職を視野に入れていない→５人 

・＜Z.Z 氏 20 代前半男性＞「私自身も資材の実務、バイヤーの仕事を始めて一年半で、要

はまだまだ駆け出しの発展途上のところがあるので。」 

・＜I.B氏 20代前半女性＞「考えては…ない！けど需要はめちゃくちゃある。」 

・＜J.P氏 20 代後半男性＞「転職自体は今のところ考えていないです。ただ興味はあるね。」 

・＜O.Z氏 30 代後半男性＞「転職までは考えていないが、一社に拘る必要はないと考える。」 

31%

7%62%

満⾜ 不満⾜ どちらでもない
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・＜B.Z 氏 30 代半ば男性＞「考えてないですね。考えてはいたんですけど、毎日の業務に

追われてそれどころじゃないです。」 

以上のインタビュー調査の結果から、転職経験者、転職を視野に入れている人は過半数を

越している。そして転職を視野に入れていない人も、現在は考えていないだけで転職自体に

はポジティブな意見を持っていることが明らかになった。このことから、特に近年では、転

職に対してポジティブに捉える労働者が増え、一つの会社にとらわれるのではなく、様々な

会社、業界を経験しながらキャリアを築いていく考え方へ変化していると考えられる。 

 

おわりに 

今回の調査から、近年、転職求人倍率の上昇とともに、終身雇用制度が崩壊しつつあるな

どといった社会的背景により人々のキャリア観も変化しつつあり、転職市場が活発化して

いることが明らかになった。そして、転職をすることによって自身の職業生活全体的にポジ

ティブな影響をもたらすだろうと考えられる。しかし、転職をして満足したポイントは人に

よって様々で、必ずしも給与や役職などのキャリアアップを目的に転職をした人が多いと

は限らず、様々な職を通じて価値観を広げるためであり、仕事内容のやりがいを求める人が

増えているように考えられる。仮説としては、物質的に豊かな時代になり、「やりがい＞お

金」という労働観が浸透しつつあるのではないかと考えられる。また、現在人手不足と売り

手市場が続いていることから、転職に対するハードルは下がり、個人のキャリアの選択肢は

増すのではないかと考えられる。 

今後の調査として、転職市場がどのように変化していくのか、経済状況との因果関係があ

るのか、転職が及ぼす個人のキャリア形成との影響についてさらに考察していきたい。 
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第 3章 キャリアにおける転職の意識 

ホワイトカラーの中で 

 

山田俊樹 

 

はじめに 

 本章において明らかにしたいことは、「キャリアにおける転職の意識」である。これに関

して、近年転職に対する意識が変化してきていると思われる。例えば、日本経済新聞の記事

「若手の半数『転職検討』、他社情報の比較続ける、民間調べ。」（2019年 10月 23日）によ

ると、日本能率協会が転職について 20代の社員に尋ねた調査で、回答者の半分近くの人た

ちが転職を検討していることが分かった。この調査の回答で最も多かったのは、転職を「検

討しているが、特に行動していない」が 33.5％であった。また、「検討し、近いうちに転職

活動を始める」という人は 12.3％、「現在、転職活動をしている」人の 3％を合わせると全

体で 48.8％となり、約半数が転職を検討していることがわかった。 

 こうした社会的な関心の増大の背景には、終身雇用の見直し、雇用の流動化が考えられる。

日本経済新聞（2019 年 5 月 24 日）「終身雇用なき時代の転職 多職種に挑み 70 代まで働

く」ではその背景として、トヨタ自動車の豊田章男社長が「企業へのインセンティブがもう

少し出てこないと、終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と発言した。また、

年功序列が崩れてきており、若年層も中高年も同じ給与水準で雇用できることになってき

たことにより、雇用の流動化が進み、転職をすることを意識する人が増えてきている背景が

ある。 

そこで、「キャリア形成における転職の意識」に関するマクロ的な状況がどのようになっ

ているのかを、政府統計や各種調査によって次節で明らかにしていきたい。 

 

第１節 現在の転職者の動向 

 

〈図表１〉年齢階級別転職入職率 

 

  出所；厚生労働省 雇用動向調査の結果より 
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この〈図表１〉は転職比率の動向を示す厚生労働省の雇用動向調査の結果から、2010年 

と 2018年の年齢階級別転職入職率の変化をグラフで示したものである。このグラフから

まずわかることは、20代の若年期から 30代にかけて転職をすることは 8年前と比べても

多少現在の方が増えているが、あまり大きな変化はない。しかし、40代からその後の中高

年層の転職率は、40代では 1.4ポイント、50代では 1.6ポイント、60代では 3.5ポイン

トと大きな変化を見せている。これは日本の雇用慣行の一つである終身雇用・年功序列が

崩れてきているからと考えられる。この雇用慣行の崩れによって、転職することが労働者

の賃金に悪影響をもたらさなくなってきているのではないかと考えられる。特に 50代・

60代の転職入職率が高いのは 65歳を超えても転職して不利なく働くことができる社会に

なっているということも表しているのではないか。また、近年では企業によって人手不足

ということもあり、即戦力を確保する動きもあり、今までの転職の状況とは変わってきて

いると考えられる。 

 

〈図表２〉転職先における満足度（2015） 

 
出所；厚生労働省 平成 27年転職者実態調査より 

 

 〈図表２〉では実際に転職をした者がどれほどの割合の人が満足しているのか、という

ことを示している厚生労働省のデータをもとに作成したグラフである。この結果から、ま

ず転職先に満足していると答えた者は 5割を超えており、半数以上の方が転職をしてよか

ったと感じている。逆に不満足と答えた割合は 1割であったことから、転職してマイナス

に感じた人は少ないと考えられる。 

 

第２節 インタビュー調査より 

 本節では今夏に行ったホワイトカラーに対するインタビュー調査の分析から明らかにな

ったことを紹介していきたい。インタビュー調査では１２人のホワイトカラーを対象にイ

ンタビューの回答を得た。その中でまず、回答した１２名のうち６人と半数が今後転職を

視野に入れていることがわかった。例えば、「別の業界にいくと違う世界が見えるから」

54%36%
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（LP氏２０代後半男性）や「もっと大きな会社で働きたい」（UL氏２０代後半男性）のよ

うに、転職することが自らの経験につながるという理由を持っている方が、転職を視野に

入れている６人中に４人いた。さらに UL氏（２０代後半男性）の発言には「年を重ねた

ベテランの評価がされない」といった会社に対する不満要素も転職を考える理由の 1つに

なると思われる。 

転職を視野に入れている、６人中の残り２人のうち 1人は女性で、「子供がいる時期で

小学生に上がるまでは仕事をせずにそれからまた仕事をする」（ZN氏 30代前半女性）とい

ったように、女性ならではのⅯ字型雇用を利用した転職に対する考えを持っていると思わ

れる。もう 1人の方は「今年色々あって大量採用するみたいで」（LZ氏 30代前半男性）と

あるように、公務員の採用枠が増えることを良い機会に転職を考えていた。このように転

職を視野に入れている人たちの考え方には、様々な理由があるということがわかった。そ

こには男女の差や年齢、会社の制度などが深くかかわっているのではないかと考えられ

る。 

次に転職を視野に入れていない残りの 6人の発言を見ていく。その中にはすでに転職を

している方がおり、そのうちの 1人の男性（UP氏 40代後半男性）は「年齢的にもう最後

です」「これ以上転職によるキャリアアップは望めない」と年齢を考慮して、転職をする

ことを考えていない。転職をした女性は「雰囲気や人がよいから」「居心地が良いので」

（OU氏 30代後半女性）など職場環境の点から、転職を今後せずに、現在の会社で働くこ

とを決めている。 

次に、転職経験がない方でこの先転職を視野に入れていない方の発言をみていく。「今

の慣れ親しんだ業務をしっかりすることにやりがいを感じる」（BZ氏 30代後半男性）のよ

うに、会社への慣れや仕事へのやりがいが転職をせずに同じ会社にいることにつながって

いる。さらに、「年を重ねていく内にそれなりのキャリアは積んでいける」（JN氏 20代後

半男性）といったように、この方の会社の制度が年功序列であることや、「この業界で私

自身は携わっていきたいなと思っています」（JN氏 20代後半男性）といったように同じ業

界でやっていきたいから転職はしないという考えも見受けられる。 

さらに、転職をしていない人や転職を視野に入れていない人が転職に対してどのような

イメージを持っているのかということも明らかとなった。例えば、「転職までは考えてい

ないが、1社にこだわる必要性はない。」(OZ氏 30代後半男性)や「終身雇用もする時代じ

ゃないので、一つの仕事にこだわらず転職するのもいいかな」（BZ氏 30代後半男性）のよ

うに 30代後半でミドル層になってきた人でも転職に対して、前向きな意見をもってい

る。さらに、「転職自体に悪いイメージは持っていないですね。ステップアップのための 1

つの手段かな」（JN氏 20代後半男性）といったように、今回のインタビュー調査で転職に

対して悪いイメージを持っている方はいなかった。 

 

おわりに 

 近年転職に対して持っているイメージは徐々に変化してきていると考えられる。そこに

は日本の雇用慣行である終身雇用・年功序列制度の崩れや、雇用の流動化の拡大など、要
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因となることは様々にあると考えられる。そんな中、転職に対する意識は若年層、ミドル

層、高齢層の中でも変化してきていることがわかる。若年層では、転職を検討する割合が

上がってきていることや、高齢層の転職率の増加などデータから明らかとなっている。 

今回明らかにしたい「キャリアにおける転職の意識」に関して、インタビュー調査から

転職に対する考えや、実際に行っている行動を分析できた。インタビュー調査をした方た

ちの中でも特に若い世代の方には、転職を視野に入れるという意識がみられた。若い世代

の転職に対する考え方が良いイメージに変化していることがわかる。転職をすることが次

のステップアップにつながるということや、よりよい職場環境に自分を置くことができる

といった考え方が転職の意識を強めていると考えられる。そこで、今後は昨夏のインタビ

ュー調査から、明らかにできなかった転職に対する悪いイメージや転職において不利にな

る点の調査・分析を行い、キャリアにおける転職についてさらに深く学んでいきたい。 
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経済新聞』4月 28日 

日本経済新聞（2019）「終身雇用なき時代の転職 多職種に挑み 70代まで働く」『日本経

済新聞』5月 24日 

日経産業新聞（2019）「若手の半数「転職検討」、他社情報の比較続ける、民間調べ。」『日

経産業新聞』10月 23日 



 16 

 

第 4章ホワイトカラーにおける賃金決定方法について 

ホワイトカラーの望む賃金体系とは 

 

平井 琉晟 

 

はじめに 

  現代社会において日本型雇用システムとされてきた若年世代の賃金を抑え、勤続年数の

増加とともに賃金を増加させる年功賃金制度また企業側が労働者を、定年を迎えるまで雇

用し続ける制度である終身雇用制度の二つが変容しつつあります。このように考察されう

る理由としては、2014 年に行われた政府と経済界、労働界の代表者が賃上げや労働環境な

どについて協議する「政労使会議」で安部首相が日本型雇用システムに対し、変遷が必要で

あり、若年層の働き方改革についての提言を行ったことからも考えることができるのでは

ないだろうか。本章では、現代社会における賃金の決定方法について実際に働くホワイトカ

ラーの人々はどのように感じているのか、近年の日本社会における賃金の決定方法につい

て、状況を踏まえ考察していく。 

近年、日本型雇用の在り方、それにおける賃金体系が社会的な関心となってきている。例

えば、日本経済新聞の記事「年功序列型の賃金とは 日本型経営『三種の神器』」（2019年 7

月 3日）によれば、日本企業では、決まった初任給を基礎に、社員の勤続年数や年齢によっ

て賃金が上がっていく仕組みが主流であり、これにより、人事評価や賃金体系が明確であり

将来設計が明確にできるとされ、終身雇用企業内労働組合と合わせて、日本型経営を支える

「三種の神器」とされてきた、これらにより、企業に対する帰属意識も高まりやすく、日本

企業の競争力の一つとされてきたという状況がある。 

また 2019年 6月 6日の日本経済新聞「ユニクロを世界展開しているファーストリテイリ

ング社、2020 年春から大卒初任給を今より約二割高くする制度を導入」には、ユニクロを

世界展開しているファーストリテイリング社が 2020年春から、大卒初任給を今より約二割

高くする制度を導入することが紹介されている。それによれば、若手人材、また優秀な人材

を確保へ有利に進めるために、初任給を値上げすることで企業側が人材獲得競争を勝ち抜

いていくとのことである。 

こうした社会的関心の増大の背景には、これまで続いてきた年功・終身雇用型が特徴とし

て存在する日本型雇用に暗雲が見られるのではないかという事が考えられる。2019 年 6 月

12日の日本経済新聞「支え手拡大へ雇用改革 年功・終身の『日本型』に限界」ではその背

景として現代社会における働く高齢者や女性の社会進出の増加から雇用形態にかかわらず

仕事に対する能力や意欲を評価する仕組みである形へと変化することが可能であるかとい

う事が問題提起されており、一定の年齢になると退職、再雇用となってしまう高齢者の扱い
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方や、育児休業で勤続年数が短くなってしまうことから男性よりも賃金が低くなってしま

う女性に対し、早急な是正が必要であるとし、政府による助長や企業による日本型雇用の転

換が急務であるという動きがあったことを紹介している。そこで、日本型雇用に関するマク

ロ的な状況がどのようになっているのかを、政府統計や各種調査によって示していきたい。 

 

第 1節 日本型雇用における賃金の現状 

日本型雇用に関する統計データとしては、経済産業省による産業経済委託事業を委託さ

れたマーサージャパンによる「役割・職務に基づくマネジメント調査」から中途採用者数の

動向を示すものがある。それによれば、日系企業と外資系企業を比較した際、中途採用者の

割合が図表 1のようになっている。 

図表 1 から中途採用者数が総従業員数に対してどのくらいの割合を占めているか、また

それらの企業の割合がどのような数存在するかが分かる。 

また、他にも労働政策研究・研修機構（JILPT）が実施している性別、勤続年数における

賃金カーブにおける調査においては、日本における就業年数の長さと賃金がそれに伴いど

のくらい上昇していくのかということが示されている。 

  

図表 1 従業員数に占める中途採用者の割合 

 

    出所：マーサージャパン「役割・職務に基づくマネジメント調査」2017 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

80%以上

60％以上 80%未満

40%以上 60%未満

20％以上 40%未満

10%未満

10%以上 20%未満

80%以上
60％以上
80%未満

40%以上
60%未満

20％以上
40%未満

10%未満
10%以上
20%未満

日系企業 3% 8% 11% 26% 31% 22%

外資系企業 51% 14% 8% 8% 13% 6%
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図表 2 勤続年数における賃金カーブ 

 

出所：労働政策研究・研修機構 2016年 

 

 

図表 3 

賃金カーブの見直しについて 

 

出所：日本経済新聞 2019年 

 

 

0年 1～2年 3～4年 5～9年
10～14
年

15～19
年

20～29
年

30年以
上

1976年 100.0 108.1 117.4 135.5 165.6 194.3 224.0 233.8

2018年 100.0 104.4 109.3 117.9 132.5 147.2 172.4 182.9

100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0
220.0
240.0
260.0

1976年 2018年

すでに見直した, 
31.90%

見直す予定, 19.40%見直す考えはない, 
9%

何とも⾔えない, 
37.60%

無回答, 2.10%,
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図表 2は日本における一般労働者の就業年数と賃金の上昇率の推移を表したものである。 

図表 2 から日本が以前の賃金カーブと比較しても就業年数と賃金の決定方法において密接

に関係しているが、現代社会においてその賃金カーブの在り方も変遷してきていることが

明らかになっている。 

さらに、関連する調査として日本経済新聞社が実施した日本型賃金制度における賃金カ

ーブについての日本内での主要企業に対する調査がある。この調査では「賃金カーブの見直

しについて」という設問項目があり、その回答状況を示したのが図表 3である。 

図表 3 からは回答した主要企業の半数が賃金カーブの見直しに対して意識しており、そ

のうちの 31.9%では既に見直しが行われているという事が示されている。国内企業も日本型

雇用に対して問題意識を抱いているということが明らかになる。 

以上をまとめると、日本型雇用については諸外国と大きく違う部分があり、これまでの

「三種の神器」と呼ばれていた体系では企業側も危機意識を抱いている現状になっている

ことから、この形態は変遷の渦中であるということが明らかになった。では、こうした動き

を働く人たちはどのように感じ、どのように対応しているのであろうか。以下では、今夏実

施した働く人たちへのインタビュー調査により日本型雇用またそれによる賃金決定方法に

ついての働く人達の実情や反応を明らかにしたい。 

 

第 2節 ホワイトカラーにおける賃金決定方法はどのようなものか 

 本節ではインタビュー調査用いて年功序列賃金に対して賛成の人 vs年功序列賃金に対

して反対の人またそれぞれの中でさらに年功賃金のなかで成果が反映されているか、イン

フォーマントの年功序列賃金に対する意見、賃金決定における際の重視する点という点に

注目し、それぞれのインフォーマントの意見について比較していく。インタビュー調査の中

で年功賃金に対して賛成の意見を持っているインフォーマントは 8 人であり、そのうち年

功賃金のなかで成果が反映されている人の人数は 8 人中 7 人であった。インフォーマント

の年功賃金に対する意見として「やっぱりその 30 代と 50 代で、家族状況だったりも違う

ので、給料上がっていかないときついですね。」（B.Z氏 30代）という自分自身のライフス

タイルに合わせた意見や「出来高制はすごくインセンティブになると思うけど、仕事の裁量

を判断するっていうのは特にうちの会社はかなり難しくて、1人で仕事してないし、評価が

難しい。それに年数おる人はそれなりに知識があって給料が上がるのにも見合うかなと考

える。」（L.P氏 ２０代）自分たちの仕事の裁量の難しさからある程度の年功賃金が必要だ

と述べるもの、「年功序列で増えていく、それでまあ昇進したらそこからまた違うのに上が

って 1年目 2年目そこになって 1年目 2年目 3年目みたいになっていく形にはなっている

のと、評価されるのは自分の目標に対してどんだけの成果ができたのか、私の場合窓口なの

で事務処理がどれくらいちゃんとできてるかというのもついてきます。」(Z.N 氏 20 代)、

「普通に昇級していった時、役職に就く、就かないは別として、ある程度決められた範囲内



 20 

で、昇格していったのが前提でやっているので、そういう意味では年功序列的な制度ってい

うのはあってしかるべきですね。」（Z.Z氏 30代）という風に年功賃金が存在することに対

し、印象を持たないインフォーマントもいた。 

また賃金決定される点において考慮されてほしい点としては、「成績等は全然だけど、団

体の中でムードメーカ的な人っていなかった？その人がいないと組織の歯車が狂ってしま

うような、そういったスキルとは関係のない、さっき言った評価基準では測れないような部

分を評価すればよいのにと思う。すごい難しいことではあるとは思うけど、会社も組織の中

にそのような人がいなければ送り込むべきだと思うし。全体の潤滑油となる人を。7：3 の

法則があるようにね。会社でもそうだよ。だからといって 3側の組織がダメというような評

価方法ではないようにあればなと思うね。」（O.Z氏 30代）という風に個人の成績のみで単

一に評価するのは違うのではないかというような意見も見られた。 

では、年功賃金に対して反対の意見を持っているインフォーマントはどのようにこれら

の設問に回答したのか。 

まず年功賃金に対しての意見としては、「シンプルに年功賃金についてどう思うかってこ

とかな？それで言うと、人って責任を預けていい人とあかん人っておるじゃないですか？

ちゃらんぽらんな人に責任を預けたらあかん、預けれない人に給料だすのはどうかなと。や

っぱ責任量に合わせて、お金は払うべきと。」（L.Z氏 20代）という風に責任感を求める意

見や、「年齢給のため若くて頑張っている人の給与に反映しづらいことが問題だと思われま

す。」（U.P氏 40代 管理職）管理職の立場から、若者のモチベーション維持の面から問題

提起するインフォーマントの意見もあった。 

年功賃金に対して反対のインフォーマントが賃金決定に対して考慮されてほしい点とし

ては、「業務内容です。自分はこれができるんで、ここまでやったから賃金上がりましたっ

て言ったら納得できる。やからこの資格があればこの仕事を任せれるってあれば、もっと頑

張れるかな。」（L.Z 氏 20 代）であったり、「自分は単純に自分の成果とスキルですね。」

（J.N氏 20代）という風に、自分自身の個人の仕事における成績を評価してほしいという

意見が目立った。 

これらの意見から年功賃金制度と成果主義の併用で賃金決定が行われているインフォー

マントの多くが年功賃金制度に対して肯定的な回答であることが分かった。それに対し、年

功賃金制度のみ、また年功賃金制度や成果主義と併用された年功賃金制度が導入されてい

ない場合のインフォーマントの意見では否定的な意見が多く見られた。しかし、現状の賃金

決定方法に対して、自分自身の評価に対する疑問や、賃金決定における根本的な部分から見

直しを行ってほしいというような意見が年功賃金に対して賛成、反対の意見という枠にと

らわれることなく存在した。 
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おわりに 

 年功賃金制度と成果主義の併用で賃金決定が行われているインフォーマントは 12 人中 9

人と多かった。そして、それらの多くが現状の賃金決定方法に対して満足していることから

わかるように、この賃金決定方法は労働者を納得させる方法ではないだろうか。しかし、そ

の一方で、12 人中 5 人が賃金決定方法に対して何かしらの不満があることも同様に分かっ

た。これらから、賃金決定方法に対して満足している者とそうでない者がいることが分かっ

た。 

日本社会における賃金形態は様々な形が存在し、変化の時代に入ろうとしている現代社

会において、日本型雇用の賃金形態である年功序列賃金に対して不平不満も存在するのに

対し、成果主義等との併用により、不満を無くそうと努力している企業があることも今回の

インタビュー調査から明らかとなった。これからの研究では、今後の現代社会における日本

型雇用の変遷の行方に論点を置き研究を行っていきたい。 
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第 5章 働き方改革における現状について 

長時間労働に焦点を当てて 

 

浅海 映 

 

はじめに 

本章において明らかにしたいことは、「働き方改革における現状について」である。働

き方改革の目的としては、①労働生産性の改善②魅力ある労働環境作り③長時間労働の改

善が挙げられる。①に関しては、日本型雇用システムに綻びが見え始め、日本は 2000年

には 2位だった GDPも年々下がり続けており、グローバル化が進む現在、日本国内のみで

企業間が競争することも難しくなっている。そのため、労働生産性の改善が必要であるこ

と。②に関しては、少子高齢化に伴い、生産年齢人口の減少も危惧されており、働き手が

働くという行為に対してより意欲を持てるように、魅力ある環境を作ること。最後に③で

は近年、特に問題視されている長時間労働の改善をすること。以上の 3点の目的の中で、

まだまだ働き方改革というものが社会に浸透している途中ではあるが、働き方改革により

社会、あるいは企業など変化した点があるのかを考えたい。 

その中でも、今回は特に長時間労働に焦点を当てていこうと考える。ミクロな視点で考

えると、後述の第 1節でも触れるが、長時間労働による過労死・過労自殺の問題が後を絶

たない。今後働く者たちの心理としては、そのような現実があることは、不安に感じる人

もいるだろう。、過労死・過労自殺が現在も続くのかを今後追求していきたいため、その

足がかりとして本報告を行なっていく。 

 

第 1節 長時間労働から生まれる問題と長時間労働に関する働き方改革 

近年、長時間労働や、それによる過労死・過労自殺が問題視されている。一億総活躍社

会の実現を目指す日本政府は前述の対策を含めたより良い働き方を目指すものとして働き

方改革関連法を順次施行し、日本は働き方の転換期を迎えている。例えば、2015年 7月

24日の日本経済新聞には、過労死ゼロを目指した対策の大綱を政府が閣議決定したことが

紹介されている。それによれば、大綱は 2020年までの数値目標として、週 60時間以上働

く労働者の割合を 5%以下、有給休暇の取得率を 70%以上にするとした。また、労働者のメ

ンタルヘルス対策に取り組む事業者の割合を 17年までに 80%以上にすると明記した。そし

て、現在メンタルヘルス対策においてはその目標を達成できず、60%程度の数値になって

いる。 

また、日本経済新聞の記事「働き方改革法が成立 脱時間給や同一賃金導入」（2018年

6月 29日）によれば、この法律が成立したことによって、残業時間の上限規制や、正社員

と非正規労働者の待遇差を解消する「同一労働同一賃金」、高収入の一部専門職を労働時

間の規制から外す「脱時間給制度（高度プロフェッショナル制度）」が導入されたという

状況になっている。 

こうした社会的関心の増大の背景には、様々な要因が考えられるが、その一つとして長
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時間労働における過労死、過労自殺が考えられる。産経新聞（2016年 10月 7日）ではそ

の背景として最長月１３０時間の残業などで 2015年元電通社員の高橋まつりさん当時

（２４）が自殺し、三田労働基準監督署（東京）が過労死として認定したという動きがあ

ったことを紹介している。 

そこで、働き方改革の現状に関するマクロ的な状況がどのようになっているのかを、政

府統計や各種調査によって示していきたい。 

働き方改革の現状に関する統計データとしては、就業時間の動向を示す総務省の労働力

調査がある。それによれば、週労働時間 60時間を超える労働者数の過去５年の推移は図 1

のようになっている。そもそも、なぜ週労働時間 60時間をピックアップしたのかという

と、週労働時間 60時間を、月換算すると労災認定の目安である過労死ラインの残業時間

80時間を超える水準であり、過労死ラインを基準にして、どれほど過労死ラインを超えて

いる労働者がいるのか、ということに興味を抱いたので週 60時間をピックアップした。

この図 1は、週 60時間以上働く人数の過去 5年間の推移と、各年の全就業者数からその

人数を割ったものをパーセンテージで示している。一見、人数に焦点を当てると週 60時

間以上働く人数が年を重ねるごとに減少しているように見える。しかし、パーセンテージ

に焦点を当てると、データにある全就業者数も年々減少しているということを前提に計算

しているので、週 60時間以上働く人は年々増加していることが分かる。 

長時間労働が問題とされ、過労死・過労自殺をする人がメディアで取り上げられてもな

お、長時間労働は見方を変えると減少するどころか増加している。 

 

図表１ 過去 5年間の週 60時間以上の労働の推移 

 

出所：総務省 労働力調査 

 

また、他にも厚生労働省が実施している就労条件総合調査においては、働き方改革関連

法で普及促進が目標とされている勤務間インターバルの導入状況が示されている。まず、
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勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上

の休息時間を設け、労働者の生活時間などを確保する制度である。そこで図 2では、調査

の中から「導入している」と「導入を予定または検討している」という 2つの項目を直近

3年間の就労条件総合調査から抜粋した。これを見ると、年々導入している企業が多いこ

とが分かる。導入が難しい中小企業は多いことが予測されるが、この分野では着々と働き

方改革が進んでいると言える。 

 

図表２ 勤務間インターバルの導入状況 

 

出所：厚生労働省 就労条件総合調査 

 

 

また,同じく関連する調査として厚生労働省が実施した就労条件総合調査がある。この

調査では「労働者１人平均年次有給休暇の取得状況」という設問項目があり、その回答状

況を示したのが図 3である。2019年の 4月から全使用者に対して、年 5日の年次有給休暇

の取得を義務づけられており、取得率にどのような変化があるのかを見ていこうとした。   

図 3では有給休暇の付与日数と取得率は変化がないように見える。しかし、取得率を見

ると増加傾向にあり、2017年までは有給休暇を付与されてもそのうち半分を使い切れてい

なかったが、2018年以降は付与された有給休暇の半分を取得した人が 50％を超えたこと

が読み取れる。 

年々取得率が増加している点を見ると、社会全体で有給休暇を少しずつとることが出来

るような状況が生まれていると言え、取りたくても取れないという状況から脱却しつつあ

ることが分かる。 
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図表 3 労働者１人年次有給休暇の取得状況 

 

出所：厚生労働省 就労条件総合調査 

 

第 2節 インタビュー調査より 

 本節では、2019年夏のインタビュー調査の結果から、現在働いている人が働き方改革を

どのように感じているのか、また実際会社はどのように変わりつつあるのか、実状を紹介

したい。 

まず、現在の職場に働き方改革がどのように関わっているのかをみていく。「残業ない

日とかを月３回くらいをうちで取り入れてまして」（B.Z氏 30代後半）や、「サービス残

業を厳しく取り締まるといったところですかね」（Z.Z氏 20代後半）、「ノー残業デー、

19時以降会社のパソコンを使えない」（U.L氏 20代後半）、「有給を最低 5日間取らなけ

ればならない」（T.O氏 30代後半）といった回答を始めとした、12人のうちの 11人の方

が働き方改革により労働環境が変化したと答えた。一方で、「労働環境は変化せず。今は

何もない」（J.N氏 20代後半）と答えた方がいるように、まだまだ全体には浸透してい

ないことが分かった。 

勤務間インターバル制度については、12人のうち 1人のみの回答となった。その回答は

「その日に帰った時間と次の日出社する時間、インターバルっていうんだけど、10時間は

開けないといけないインターバル制度とか。開けなかったらなんでか理由書かないといけ

ないし。それいちいち上司が承認する」（I.B氏 20代前半）というもので、I.B氏の企業

では抜け目なく勤務間インターバル制度を利用していることが読み取れる。図 2からもみ

られるように、現状導入している企業は数パーセントにしか満たないが、これから導入す

る企業が増加していくことが見込まれる。 

また、長時間労働という面では、「最近はどちらかというと経費削減として早く帰らせ

る動きがあるし、会社に残りにくい雰囲気はある。会社の電気も 8時には切れるし」（O.U
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氏 30代後半）、「持ち帰り残業はなし、サービス残業に至ってはすると上司に怒られる」

(Z.Z氏 20代後半)、「（時間外労働に関して）今はシステムで管理されてるから無理です

ね。8時 55分より前にパソコン付けたら責任者が怒られます」（L.Z氏 30代前半）など

の回答から、長時間労働をし過ぎないようにする働き方が多く見られた。しかし、「（残業

が）前職では月 60時間～90時間くらいあった」（L.Z氏 30代前半）といった回答があ

り、多くの企業が長時間労働改善に向けて努力を続けているが、中にはまだまだ長時間労

働を強いられている会社もあることが見て取れた。 

そして、現在の労働時間に満足出来ているかどうかの質問に対して、満足と回答した人

は 7人、不満足であると回答した人は 4人、一長一短であると考える人が 1人という結果

となった。不満足と回答した O.Z氏（30代後半男性）は、「月 60時間の残業はやっぱりし

んどいよね。」と、長時間労働からくる不満を持っている。また、同じく B.Z氏（30代後

半男性）も、「なかなか仕事も終わらんので、日中でスピード上げたら早く帰れるかもし

れないですね」と回答。違う視点で現在の労働時間に不満を抱いている方もおり、J.N氏

（20代後半男性）は、「当然短い期間で（仕事を）終わらせることに越したことはないん

だけども、長い時間かかってしまう仕事もあるから、それがなんか（定時制のような労働

時間が）決められてるってことに不満があるかな。フレックスタイム制とか自分の裁量で

1ヵ月どれくらい働くか決められるし。」と、働いている時間制度に不満を抱く方もいた。   

満足と回答した人に関しては、I.B氏（20代前半女性）は「35時間は初年度だと短すぎ

て・・・でもそれがあるからこの時間内で働かないといけないというか。（中略）上限が

あることによって助けられてる部分もあるし。」という回答や、L.P氏（20代後半男性）

は、「いつでも帰ろうと思えば帰れるし、月によれば残業しない日もあるし。残業時間が

少ないところに満足しています。」といった回答のように、残業時間の少なさに着目し満

足であると答えた人が 7人全員の回答であった。また、一長一短であると考える Z.N氏

（30代前半女性）は、働き方改革により、時間管理に追われ仕事効率をよくする流れの中

で、「自分の時間が出来るっていうのは良いことですし（中略）、その代わり、日中せない

かん仕事が山積みとかっていうのはちょっと嫌やなって、片づけて帰りたいっていうのが

ある気持ちの葛藤もあります。」という回答が得られた。 

これらのことから、働き方改革による変化があったとしても、必ずしもそれが個人レベ

ルで満足につながるというわけではなく、Z.N氏や J.N氏のように、より柔軟な働き方が

今の労働者に求められているのではないかということが考えられる。 

 

おわりに 

以上をまとめると、働き方改革における現状は進んでいる箇所は進んでいるが、長時間

労働という観点から見ると、まだまだ働き方改革は進んでいないと感じた。それは未だ長

時間労働を強いられたという企業もインタビューの結果から分かり、図 1のようなデータ

からも読み取れる。しかし、労働時間だけを削減しようとしても、労働者の不満になり、

結果として働き方改革の目的である労働生産性の向上という点に関してはうまく作用しな

いことが考えられる。そして、第 1節で紹介した過労死ゼロを目指した対策の大綱につい
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ては、メンタルヘルス対策の部分では達成できず、第 1節で紹介した図 1・図 3から見て

も、残りの 2つも同じく達成は現実的ではないように感じた。それ故に、政府が今後どの

ような動きを見せるのか着目していきたい。 

今後、何故長時間労働はなくならないのかといった疑問から、働き方改革に沿えない現

場には何が原因で長時間労働が起こってしまうのかを調べていこうと考える。 
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第６章 働き方改革と労働時間 

 

岡村真衣 

 

はじめに 

本章において明らかにしたいことは、働き方改革による労働時間の変化である。これに

関連しては、近年長時間労働が社会的な関心となってきている。例えば、朝日新聞の記事

「（平成代替わり 流行語でたどる）働き方 「24時間」の戦い「改革」へ」（2019年 4月

18 日）によれば、日本では 2010 年代に入ると長時間労働などで労働者を酷使する企業は

「ブラック企業」と呼ばれるようになった。それによる過労死も社会問題化し多くの企業が

働き方改革に取り組みはじめたという。 

こうした長時間労働や過労死への社会的関心の増大の背景には、過労死が企業に与える

損失の問題が考えられる。朝日新聞「長時間労働、抑制狙う 改正労基法、施行１カ月」（2010

年 4月 28日）ではその背景として、長時間労働を放置すると過労死をめぐる訴訟を起こさ

れたり、人材が入ってこなくなったりするという企業にとっての長時間労働のデメリット

があることが紹介されている。 

そして、朝日新聞の「裁量労働制、定額働かせ放題の闇 残業月 173 時間で適応障害、

20代女性に労災認定」（2019年 5月 27日）では、働き方改革により導入された裁量労働制

が長時間労働を助長した事例が紹介されている。彼女は入社 1 年目から裁量労働制を適用

されていたため、基本給と一定の時間外手当しか支払われていなかったにも関わらず、働い

ていた 3年 3ヶ月のうち、約７割の期間で月 80時間超、約 6割の期間で月 100時間超の残

業をしていた。その結果適応障害となり休職。そして団体交渉の結果会社と和解し、その会

社は裁量労働制を全面的に廃止した。このように働き方改革による制度が本来の意図とは

異なる形で利用されることもある。 

本章ではまず、第１節で 2010年代の労働時間の変化をグラフに表しどう変化してきたの

か明らかにする。次に第２節ではインタビュー調査結果を分析し、実際の労働時間の現状を

把握する。おわりに、働き方改革は本当に労働時間の是正に貢献しているのか論じる。 

 

第１節 2010年代の労働時間の推移 

労働時間に関する統計データとしては、労働時間の変遷を示す厚生労働省の毎月勤労統

計調査がある。それによれば、2010年代の推移は図表１のようになっている。 

図表１を見ると労働時間は一見短くなっているように見える。しかしこの労働力調査の

対象は「就業者」である。この就業者とは、調査週間中に賃金，給料，諸手当，内職収入な

どの収入を伴う仕事を 1 時間以上した者、また仕事を持ちながら調査週間中に少しも仕事

をしなかった者のことを指す。つまり今回の研究の対象である正社員に当てはまらない

人々も含むのである。 
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図表 1 労働時間の推移（就業者） 

 
出所：厚生労働省 毎月勤労統計調査 

 

では次に一般労働者に限った労働時間の推移のグラフを示す（図表２）。 

 

図表２ 労働時間の推移（一般労働者） 

 

出所：厚生労働省 毎月勤労統計調査 
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図表２における「一般労働者」とは「常用労働者（期間を定めずに雇われている者、また

は 1 か月以上の期間を定めて雇われている者のいずれかに該当する者のこと）のうちパー

トタイム労働者以外の者」であり、「パートタイム労働者」とは「１日の所定労働時間が一

般の労働者よりも短い者、１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日

数が一般の労働者よりも少ない者のどちらかに当てはまる労働者のこと」である。したがっ

て、パートタイム労働者を除いた一般労働者の労働時間は横ばいとなっている。1996 年か

ら 2017 年の 21 年間において常用雇用者（パートタイム労働者を含む）は平均総労働時間

が 138時間短縮したが、男性一般労働者は 30時間しか短縮しなかったというデータも存在

する（山本大造,2018）。 

図表１で確認した労働時間の削減はパートタイム労働者の増加によって引き起こされた

ものであり、正社員を中心とした一般労働者の労働時間は多少の変化はあるが目立ったも

のはない。働き方改革の施行自体は 2019年 4月からだが、それまでにも長時間労働改善

のための取り組みは行われていたはずである。取り組みが不十分だったのか、それとも行

われていてもなお効果がなかったのだろうか。 

 

以上をまとめると、日本の労働時間が減少しているというのは見せかけであり、一般労

働者の労働時間は 2010年代ではほぼ変わっていないことが分かった。よって働き方改革に

よる制度が十分に活用されているとは考えにくい。 

 

第２節 インタビュー調査結果分析 

 今夏、12 人のホワイトカラー労働者を対象にインタビュー調査を行った。その結果を分

析していく。 

 12 人のインフォーマントのうち働き方改革による労働時間の変化を感じた人は５人、感

じなかった人は７人であった。この結果を詳しくまとめたものを表に表す。（小数点第２位

以下切り捨て） 

 

図表３ 労働時間に関わる質問項目の結果 

 サービス残

業がある 

フレックスな

どの制度を活

用している 

労働時間に

満足してい

る 

ワークライフ

バランスを実

現できている 

働き方改革によって

労働時間が変化した

人（５人） 

２人 ３人 ５人 ４人 

働き方改革によって

労働時間が変化しな

かった人（７人） 

５人 １人 ４人 ５人 

出所：インタビュー調査から作成 
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サービス残業に関しての発言 

「退勤からオフィス出るのが 30分違うとあとで始末書を書かなきゃいけないから退勤と

か休憩の時間を調整してる。」(O.U氏 36歳)「個人情報の関係で絶対持ち帰らない、持ち

帰ることが出来ないので、ただサービス残業はざらにやってます。」(J.N氏 29歳)「ここ

までは残業付けてここからはつけないっていう風に決めてる人が多いかな。」「地方とかは

経費とかの考え厳しくて、なんで残業してるんだと雰囲気の中で残業がつけにくくて、仕事

はその時間内で終わらないから、どんどんサービス残業が増えてしまう、という感じかな。」

(L.P氏 28歳)などといったように、業務時間内に仕事が終わらず、やむを得ずサービス残

業をせざるを得ない人々が存在しているようである。 

 また、「持ち帰り残業は自分のためにやってることで明日の営業の準備をしてたりするか

ら、会社のためじゃなくてあくまでも自分のためにやってることやからあるけど、サービス

残業はしてないかな。」(U.L氏 29歳)というようにサービス残業を行っているにもかかわ

らずその自覚がない人もいた。 

  
フレックスなどの制度に関しての発言 

「ちょっとした用事とかあるときにいちいち有給を取らなくていいのは便利。」(O.U氏 36

歳)「時間休の考えが出来て、昔は一日単位でしか有給が取れなかったが、この考え方によ

って何回まで可能といった制約があるが、半日のみ有給などの形が取れるようになった。」

(O.Z 氏 39 歳)など、自分で働き方を自由にコントロールできる制度はポジティブに受け

入れられていた。 

  

労働時間に関しての発言 

「月 60時間の労働（残業のこと）はやっぱりしんどいよね。」(O.Z氏 39歳)と今なお長

い労働時間に苦しむ声があったが、「働いてて丁度いいし、仕事を与える側として、後輩に

も自分にも残業ばっかさせずにメリハリつけて仕事が出来ていると思っているから（満足

している）。」(U.L氏 29歳)「残業時間が少ない所に満足しています。ただ昔入社 2年目 3

年目の時はすごく苦しくて、月 60時間とかあったかな。」(L.P氏 28歳)といったように、

現在の労働時間が短く、満足しているという声も存在した。 

しかし労働時間が短いことに対して手放しで喜べない意見も見られた。「もうちょっとゆ

っくり働きたいなっていうのはありますけど、（労働時間が）短いことはうれしいことだと

は思います。」「日中せないかん仕事が山積みとかっていうのはちょっと嫌やなって、片付け

て帰りたいっていうのがある気持ちの葛藤もあります。」(Z.N氏 31歳)「僕自身は労働時

間が短ければ良いとは思っていないので、当然短い時間で終わらせることには越したこと

ないんだけれども、長い時間かかってしまう仕事もどうしてもあるからそれがなんか決め

られてるってことに不満があるかな。フレックスタイム制とか自分の裁量で 1 ヶ月どれく

らい働くか決められるしなんかそういうのかなと思います。」(J.N氏 29歳)といったよう

に、思うように仕事を進められない、あわただしく働かなければならないという弊害も起こ

っているようである。また、「前までは逆に少なすぎて。35時間（会社で定められた残業時
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間の制限）は初年度だと短すぎて…でもそれがあるからこの時間内で働かないといけない

というか。上限があることによって助けられてる部分もあるし。月末とか、すみませんもう

残業時間ないのでもう帰りますみたいな。」(I.B 氏 24 歳)と、労働時間の規制が厳しく働

きづらいが、その規制に助けられることもあるという意見も存在した。 

 
次に 24～47歳のインフォーマントを 20～35歳、36～50歳にそれぞれ分けた調査を表に

表す。（小数点第２位以下切り捨て） 

  

図表４ 年齢別調査結果 

 働き方改

革によっ

て労働時

間が変化

した 

サービス残

業がある 

フレックス

などの制度

を活用して

いる 

労働時間に

満足してい

る 

ワークライ

フバランス

を実現でき

ている 

20～35歳（７人） ４人 ４人 ２人 ５人 ６人 

36～50歳（５人） １人 ３人 ２人 ４人 ３人 

出所：インタビュー調査から作成 

 

 働き方改革による労働時間の変化を感じた人々の共通点として、全ての事例に当てはま

るわけではないが、25～30 歳の若い世代であることがあげられる。「（労働時間の変化を）

私は感じていませんね。でも部下は残業していないので成果は出ていると思います。」（U.P

氏 47 歳）という回答からも、働き方改革の恩恵を受けやすいのは若い世代であると考え

られる。また、ワークライフバランスについても同じことが考えられる。 

 インタビュー調査の結果は非常にさまざまであった。労働時間が短くなったことを喜ぶ

声もあれば、時間に縛られずにもっと自由に仕事をしたいという声もあった。また、労働時

間を削減することによりサービス残業が常態化している例もあり、労働時間の削減すなわ

ち善ではないことが読み取れた。他にいくつかの矛盾も見られた。労働時間に満足している

と答えたにも関わらず長い残業時間が辛いと語ったり、働き方改革による労働時間の変化

を感じており満足もしているにも関わらずサービス残業があると語ったりしていた。 

 

おわりに 

 本章ではまず第 1 節において、2010 年代では一般労働者の労働時間がほとんど変化して

いないことが明らかになった。実際の労働の現場でも本当に働き方改革による労働時間の

変化は起こっていないのだろうか。第２節においてそれは明らかとなった。第 1節の結果に

反し、労働時間の変化は起こっていた。しかし全てがそうであるとは言えず、働き方改革が

うまく機能している事例、していない事例が存在した。本報告のテーマであった、働き方改

革は本当に労働時間の是正に貢献しているのかという問いについては、している事例も存
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在しているという答えになった。働き方改革により労働時間が短くなった事例はあったが、

それにより働きづらくなった事例もあった。長時間労働から解放されたとしても、それによ

りサービス残業をせざるを得なくなったり、満足に働くことができなくなったりしていて

は労働時間の是正とは言えないだろう。単に表面上の労働時間を削減するのではなく、労働

者の実態に基づいた改革が求められると感じられた。働き方改革によって真の労働時間の

是正を実現するためには、政府がその実態を知り、労働者の声を拾い上げる仕組みが必要だ

ろう。 

 今回のインタビュー調査には様々な課題があった。まずインフォーマントの年代や性別

に偏りがあり、属性による比較を十分に行うことができなかったことがあげられる。他にも、

ひとつひとつの質問を深く設定するべきであった。第２章の末尾で、働く人々の矛盾した回

答について述べたが、その矛盾の訳や具体的な語りを記すことができなかった。なぜ、どん

な風に労働時間に満足しているのか、制度を活用していなくともそれ自体についてどう思

っているのかなど深堀をすべきであった。その問いが質問項目になかったとしても、ワーク

ライフバランスを実現できていないにも関わらず労働時間に満足しているなどといった矛

盾に自らでインタビュー中に気づき、さらに質問するべきであった。それが実現できていれ

ば本章はなおいっそう豊かなものになっただろうことが悔やまれる。 
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第７章 労働時間制度の現状と今後 

働き方改革の影響 

 

瀬戸 絵里加 

 

はじめに 

 本章において明らかにしたいことは、労働時間制度の現状、働き方改革による変化及び

今後についてである。これに関連しては、近年、長時間労働が社会的な関心となってきて

いる。例えば、2019年 10月 13日の朝日新聞には、秋の臨時国会で教員の働き方改革法案

が提出予定であること紹介がされている。それによれば、教員の志願者が減っている。出

勤日数を明確にする代わりに、まとめて休めるような勤務体系を検討している、とのこと

である。教員という時間の融通が効きづらい職業でも働き方改革が進んできているよう

だ。 

こうした社会的関心の増大の背景には、「過労死の問題」が考えられる。朝日新聞（2019

年 10月 5日）ではＮＨＫの佐戸未和記者の過労死公表から２年が経って、どのようにＮＨ

Ｋの働き方が変化したのかを伝えている。２年前にはＮＨＫの時間外労働は国の過労死ラ

インを大幅に超えていたが、泊まり勤務の見直しなど働き方改革を推進するという動きが

あったことを紹介している。 

長時間労働による過労死などの問題をめぐって人々の労働時間制度に関する意識は高ま

ってきているようだ。そこで、労働時間に関するマクロ的な状況がどのようになっているの

かを、政府統計や各種調査によって示していきたい。 

 

第１節 

労働時間に関する統計データとしては、就労時間、及び変形労働時間制、みなし労働制な

どの実施状況を示す厚生労働省の就労条件総合調査がある。この調査結果をもとに３つの

労働時間に関する図表を作成した。 

まず図表１は、長時間労働化を助長する恐れのある、みなし労働に関する５年間の調査

結果である。 

みなし労働時間制を採用している企業は 2016 年には減少したが、それ以降増えている。

中でも、会社外で仕事をする場合に、所定の時間労働したとみなす事業外みなし労働時間制

の割合が最も高く、業務の性質上仕方なく従業員の裁量に委ねる必要のある専門業務型裁

量労働制と比べて、割合が非常に高い。 
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図表１ みなし労働時間制度の有無、種類別採用企業割合 

 

出所：厚生労働省 就労条件総合調査 

 

そして二つ目は変形労働時間制に関する 9年間の調査結果である。 

 

図表２ 変形労働時間制の有無、変形労働時間制の種類 

 

                   出所：厚生労働省 就労条件総合調査 

図表 2 からは変形労働時間制を導入している企業は半数を超えており、過去と比較して

あまり変化がないことがわかる。また、近年フレックスタイム制という言葉をよく耳にする

ようになったが、実際に取り入れている企業は少なく、こちらも過去と比べあまり変化がな

いことがわかった。 
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最後に三つ目は 2019 年 4 月に改正労働時間設定改善法により導入が努力義務化された、

勤務間インターバル制度についての調査結果である。 

 

図表 3 勤務間インターバル制度の状況 

 

 

出所：厚生労働省 就労条件総合調査 

 

図表３から、2018年時点で勤務間インターバル制度を導入している企業は非常に少なく、

導入予定はなく、検討もしていないという企業が９割弱であり、勤務間インターバル制度の

浸透は進んでいないことが明らかである。 
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する必要性を感じないため
その他
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 以上をまとめると、「はじめに」で示したように、長時間労働による過労死などの問題

をめぐって人々の労働時間制度に関する意識は高まってきているが、現状のデータを見る

と労働時間制度を変えようとする企業は少ないのではないかと見ることができる。 

 実際に働く人々は、働き方改革による変化を感じているのか、また労働時間制度や時間

外労働の実態はどうなっているのか、こうした動きを働く人たちはどのように感じ、どの

ように対応しているのであろうか。労働時間制度をどう感じるのかは人それぞれ異なり、

多様な意見がある。そのような中で、働き方改革による変化は、良い方向へ進んでいくの

であろうか。働く人々の労働時間制度及び働き方改革による変化の実態から、労働時間制

度の今後を考えていきたい。 

以下では、2019年夏に実施した働く人たちへのインタビュー調査により労働時間につい

ての働く人達の実情や反応を明らかにしたい。 

 

第２節 

インタビュー結果 

 インタビュー結果より、労働時間制度については、基本的に定時制で働いている人が９

人、フレックスで働いている人が３人となった。管理職であったり、仕事の都合上などであ

ったりの理由でそもそもフレックスが取り入れられないと言った回答があった。そして、

「働き方改革による変化を感じている」と回答したのは７人、一方で「働き方改革による変

化や影響を感じていない」と回答した人は５人であった。 

・働き方改革による変化を感じた人(７人) 

 「フレックスがあってテレワークとして自宅で仕事ができる制度や、モバイル PCやスマホの

支給等が行われるようになった。労働時間は体感的には変わっていないかな。」(O.Z氏)「時短

制度と時間給があります。お子さんがおる人しかやっぱ使いづらいです。労働時間の変化はそん

なに私は感じてないかもしれないです。」(Z.N氏) 

 働き方改革による新たな制度の導入はあったが、労働時間の変化を感じないという人が

多かった。 

 「労働時間に変化は感じているよ。でも、実際に働き方を会社が統一しているから、部署

ごとの社員の間で格差が出てしまっている。」(U.L氏)「働き方改革によって柔軟な働き方が

増えたのは良かったが、インターバル制度の導入で、帰った時間と次の日出社する時間を

10時間空けなければならず、いちいち上司の承認が要るから面倒臭い」(I.B氏) 

 この２人は、働き方改革による変化への不満を述べていた。 

・働き方改革による変化を感じなかった人(５人) 

 「まだ大きくは変わっていないです。労働時間の変化も感じてないです。」(J.N氏)「影響
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は大きくは無かったですね。」(T.O氏) 

 単純に働き方改革による変化を感じないという意見。 

 「うちの会社の基準は働き方改革以前から厳しかったので、大筋は変わらなかった。」(Z.Z

氏) 

 元の制度がしっかりしていたため変化がなかったという珍しい回答。 

 

おわりに 

 労働時間制度の現状は、企業ごとに違っていた。働き方改革による変化を感じている人

は多く、働き方改革は社会に浸透してきているようだ。しかし、働き方改革による変化を

感じても、変化に対する不満があったり、労働時間が変わらなかったりなどの、働き方改

革に対するマイナスの意見が見られた。働き方改革は必ずしも良い効果をもたらすとは言

い切れないようだ。 

 「労働時間の弾力化がその目的に即して機能するためには、①適正な質・量と納期、②

明確な仕事の目標、③進捗管理や遂行手段の選択権付与(裁量度向上)、④成果による評価

と評価基準の明確化、⑤労働者の自己管理能力の育成が必要不可欠となる。」と佐藤

(2015) は述べる。労働時間の弾力化を実現させるためには多くの課題をクリアしていか

なければならない。そのため、働き方改革を積極的に導入している企業も、そうでない企

業も働き方改革を導入する際には慎重に進めていかなければならない。そして、働き方改

革による柔軟な働き方のむやみな導入ではなく、それぞれの企業にあった制度を模索して

いく必要がある。 
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 第 8章 働き方改革による労働時間の変化 

 

松下七葉 

 

はじめに 

 本章では「労働者にとって今最も求められている労働時間制度とは何なのか」について

明らかにする。近年、日本の企業の長時間労働は過労死、過労自殺にまで影響を及ぼして

おり、大きな社会問題になっている。その取り組みの一環として政府は働き方改革を発表

した。より多様な働き方が求められる中、企業や政府は様々な取り組みを始めている。 

日本経済新聞「エプソン、働き方改革加速 午後 8時以降の残業は届け出」（2019年 11

月 8日）では、セイコーエプソンにおける残業や長時間労働の削減、有給休暇取得率向上

の取り組みに注目が集まっていることを紹介している。それによるとセイコーエプソンで

は 2015年から本格的に働き方改革を進めており、午後 8時以降に残業する社員を管理職

が人事部門に報告する仕組みや定型業務を自動化する RPA（ロボスティック・プロセス・

オートメーション）の導入を進めるなどして、掲げた目標数値の達成を実現できている。

このように、ただ労働時間を削減するだけでなく業務を効率化することに社員全体で取り

組んでいる企業も見られる。 

このような取り組みを踏まえた上で各種調査や統計、インタビュー調査の結果を元に、

今の日本の働き方に何が求められているのか考察を深めていく。 

 

第 1節 

まず日本の労働時間の実態について見ていく。図表１では、毎月勤労統計調査のデータ

をもとに実際の労働時間についての過去 10年間の推移を示した。上のグラフが総労働時

間であり、下が所定内労働時間である。この二つのグラフの差が所定外労働時間となる。

過去 10年間で総労働時間と所定内労働時間は二つとも少しずつ下り坂になっており、長

時間労働は改善に向かっていると見ることもできる。しかしこの差である所定外労働時間

は 10年間であまり変わっておらず必ずしも改善に向かっているだけでないことがわか

る。 

図表２では私たちが行ったインタビュー調査のインフォーマントの回答を簡単にまと

めたものである。「今の労働時間制度に満足しているか」という問いに対しての返答と、

それに対しての主な理由である。「満足」と回答したインフォーマントには、フレックス

タイム制やテレワークなど働き方改革により新たな労働時間制度は取り入れられた場合が

多く見られ、またそれに対して肯定的な意見が多く見られた。このことからフレックスタ

イム制などの変形労働時間制は労働者にとってより良い労働環境を作る取り組みの一つに

なると考え、考察を深めていく。 

次に図表３では就労条件総合調査のデータをもとに、変形労働時間制をどれだけの企業

が採用しているのかグラフで表した。企業規模が小さくなるほど変形労働時間制の採用率

は下がるが、すべての規模において 50％以上の採用率である。これは採用率が低いとは言
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い切れない。 

図表１ 総労働時間と所定内労働時間の 10年間の推移 

 

出所：毎月勤労統計調査 

 

図表２ インフォーマントの満足・不満足、理由まとめ 

名前 満足・不満足 主な理由 

Z.Z氏  

満足 

フレックスタイム制 

O.U氏 フレックスタイム制 

I.B氏 フレックスタイム制、テレワーク 

L.P氏 残業が少ない 

U.P氏 残業が少ない 

T.O氏 業務上、妥当な働き方だと思う 

U.L氏 見込み残業制度 

O.Z氏 

不満足 

人手が足りない（フレックスタイム制） 

B.Z氏 人手が足りない 

J.N氏 もっと柔軟に働きたい 

L.Z氏 業務がなくても会社にいる時間が非効率だと感じる 

Z.N氏 時間制度に追われて仕事をしている 

出所：インタビュー調査（2019） 

 

図表３で変形労働時間制という枠組みで統計を示した。変形労働時間制はいくつかの種

類に分けることができ、そのすべてが労働者の働く環境を良くするという点において作ら

れた制度ではない。このため図表４では就労条件総合調査のデータから、表向きは労働者
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のための労働時間制度とされる裁量労働制とフレックスタイム制に絞って採用状況を示し

ておいた。 

 

図表３ 変形労働時間制の有無（平成 29年）

 

出所：就労条件総合調査 

 

図表４ 企業規模別、裁量労働制とフレックスタイム制の採用割合（平成 29年） 

 

         出所：就労条件総合調査 

 

労働者のための変形労働時間制度という枠組みで見ると、全体的に採用割合は一気に落

ちる。フレックスタイム制の導入割合が最も高く、また企業規模が小さくなるほど割合が

低くなっていく。このことから柔軟で多様な労働時間制度を取り入れることは、資金や人

手の面から見ると容易なことではないと予想できる。しかし、これらの労働時間制度がい

い影響だけを与えているとは限らない。 
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第 2節 

 次にこれらの調査や統計を元にこの夏行ったインタビュー調査の結果を読み解いてい

く。インフォーマントは 12人である。 

 まず「今の労働時間制度に満足している」と回答したのは 7人。「今の労働時間制度に

満足していない」と回答したのは 5人である。 

「今の労働時間制度に満足している」 

この 7人の回答者のうちの５人が働き方改革によりフレックスタイム制やテレワークなど

の制度が取り入れられたと回答した。彼らの意見としては、「週３とかは家で仕事してお

昼休憩 40分の間で洗濯物とかしてそのあとまた仕事したり。テレワークってめっちゃい

い。なんか柔軟な働き方が増えた。」（I.B氏 20代前半女性）「テレワークのおかげで自宅

で仕事ができるようになったしモバイル PCのおかげで外出の際のちょっとした空き時間

に仕事ができるようになったり、隙間時間がなくなったことに対しては好感が持てるかな

と思います。」（O.Z氏 30代後半男性）など変形労働時間制により、定時制と違って自分の

ペースや予定によって柔軟に働けるようになったことが満足している点だという回答者が

いた。しかし一方で、満足していると回答した中にも定時制で働いている労働者も多くい

る。定時制で働く労働者からは、「いつでも帰ろうと思えば帰れるし、月によれば残業し

ない月もあるし。残業時間が少ないところに満足しています。」（L.P氏 20代後半男性）

「仕事がなければ定時で帰れますし、仕事をこなすために残業しているだけなので。」

（U.P氏 40代後半男性）など、残業時間の長さは満足いく労働環境に大きな要因を及ぼす

と考えられる。 

 また中にはフレックスタイム制やテレワークが導入されており、労働時間に満足してい

ると回答した労働者が、働き方や労働時間を企業側に監視、管理されすぎておりそれが不

満に感じるといった意見も聞かれた。「めっちゃ監視されてる。リモートアクセスってい

ってモバイル Wi-Fiつけてると上司に情報が飛ぶわけ。明日の予定調べるために Wi-Fiつ

けてパソコン使うと翌日上司に何でこの時間につけてるの？って聞かれて説明して、、、。

めんどくさい。そういう意味ではフレキシブルじゃない気がする」（I.B氏 20代前半女

性）。 

 また残業時間の削減は制度によってではなく上司によって変わると回答したインフォー

マントもいた。「結局業態とかじゃなくて人間と仕事するから、どんな上司かによって全

然変わるかな。」（L.P氏 20代後半男性）企業や上司がどのような考え方で仕事をするの

か、というのは労働者にとってより良い労働環境作りにとても重要なものであり、その部

分を両者によって共通させることも重要だと感じる。 

「今の労働時間制度に満足していない」 

このように回答した 5人の中で働き方改革によりフレックスタイム制やテレワークなどの

制度が取り入れられたと回答したのは 1人であった。この 5人の回答者に多く聞かれた意

見が「時間管理に追われています。はよ帰れって、はよ片付けみたいなんで責められてま

す。」（Z.N氏 30代前半女性）などのように働き方改革による残業時間の削減のために残業
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を厳しく規制する動きに不満を抱いている意見である。そうすると「労働時間は体感的に

は変わってないかな。理由としては仕事が減ってないから。」（O.Z氏 30代後半男性）「最

近は結構休みも多いじゃないですか。（有給取得率向上のため）だからまあ、人が足りん

じゃないですか。だからまあ、日中忙しいですね。」（B.Z氏 30代後半男性）というよう

な、労働時間と仕事量が比例しない労働環境が生まれてしまっている現状があることがわ

かる。 

 

おわりに 

 政府は長時間労働の是正の一環として働き方改革を打ち出したが、労働時間を削減する

ことだけに重点を置きすぎているように感じた。不満を持つ労働者の多くが、急かされて

日中忙しく働いていることを不満に感じているように、ただ残業がなくなればいい労働環

境と言えるわけではない。テレワークやモバイル PCなどで空き時間に効率的に仕事を行

えるようにする制度や、「はじめに」で紹介したセイコーエプソンによる仕事の過程から

働き方を変えていく働きがまず重要であることが明らかになった。それが達成されて初め

て働き方改革は意味を為すものになる。残業や労働時間が少ないということよりも、柔軟

で多様な働き方が求められている。 

 またもう一つ重要なことは、一人一人が効率的に仕事を行うスキルというのは長時間労

働の削減に必ず必要になるということである。労働時間の弾力化に対応して、仕事の裁量

度を高めなくては労働時間管理の弾力化が生かされない（佐藤、2015）と述べられている

ように、政府が打ち出した働き方改革だけが労働時間を削減してくれるのではなく、これ

とともにそれぞれの仕事に対する姿勢や考え方も同時に変化していく必要性があるのでは

ないだろうか。 

 同量の仕事を短時間で行う必要がある中、低賃金で必要な時のみ雇用できる利点がある

非正規雇用者が増加することが懸念されると考える。しかし非正規雇用の増加は経済的格

差、貧困の拡大に繋がる可能性もあると考えられるため望ましくない。これらの問題解決

も踏まえた、これからの労働時間制度について考察を深めていきたい。 
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第９章 企業が行うべき労働時間削減方法とは何か 

嶋田祥 

 

はじめに 

本章において明らかにしたいことは企業が行うべき労働時間削減方法とは何かであ

る。企業は働き方改革を受け、労働時間削減を行い、生産性を高めていこうと努力して

いる。しかし、論題にもあるように「労働時間削減」のように時間が削減されることが

必ず労働者にとってメリットとなるのかどうか。企業は働く場の現状、労働者の様々な

意見や業種による特性の差異などを考慮する必要があるのではないだろうか。 

近年、働き方改革の影響で労働環境に様々な変化がもたらされ、労働時間削減に対し社

会的関心が増大している。例えば、日本経済新聞の「複雑な残業上限規制、ITツールで違

反避ける」（2019年 4月 9日）によれば残業時間の上限を定める３６協定について触れて

おり、残業時間の管理がより重要となっていくこれからの時代で時間管理において ICTツ

ールを用いた事例を紹介している。また、日本経済新聞「睡眠時間を確保 勤務間インタ

ーバル制度どう設計」（2019年 6月 16日）では終業から始業までに一定時間以上の休息時

間を設ける「勤務間インターバル制度」について紹介している。 

また、勤務間インターバル制度以外にも働き方を見直す制度として、働く時間帯や仕事

の配分のペースを自らの裁量で決められる高度プロフェッショナル制度や、労働者の任意

の時間に出社退勤できるフレックスタイム制が挙げられ、その導入が議論されている。 

こうした働き方改革への関心の増大の背景には、時代の変化に伴った国が抱える様々な

課題、例えば少子高齢化問題、介護・育児により仕事との両立ができず離職せざるを得な

いという問題、過労死問題などが関係していると考える。これらの問題に対応していくた

めに、生産性の向上や労働者に対する待遇の向上を実現する環境づくりが求められている

のである。 

そこでどのようにして企業が労働時間を削減しているのか、また労働時間削減に対し

てのインタビュー調査の結果をグラフで示していきたい。 

 

第 1節 企業の取り組み 

図表１は働き方改革における取り組んでいる、また効果のある具体的内容を表してい

る。 

具体的内容としては、労務・人事面では「長時間労働の是正」が 79.8％で最も高く、

「休日取得の推進」（61.8％）、「人材育成」（56.3％）と続く。業務改善（生産性向上）

に関しては「業務の合理化や効率化のための IT・機器・システムの導入」(49.2%)、「業

務の集約化やプロセスの見直し・改善」(41.6%)、「アウトソーシングの活用」(23.3%)の

順に続く。経営・事業では「職場風土づくり・意識の改善、コミュニケーションの活性



 45 

化」（48.8%）、「従業員の理解を得ること」（42.0%）、「経営層が率先して推進すること」

（39.1%）と続く。これらの項目の中でも各企業が効果のあると考える内容をグラフ中に

★で示した。労務・人事面では「長時間労働の是正」（30.3％）、業務改善（生産性向

上）では「業務の合理化や効率化のための IT・機器・システムの導入」（21.5％）、経

営・事業では「従業員の理解を得ること」（22.2％）が、それぞれ最も高かった。 

 

図表１ 取り組んでいる・効果のある具体的内容 

 

出所：帝国データバンク（2018） 

 

図表１から読み取れることは企業の「長時間労働の是正」に対する取り組み度合いの高

さである。なぜ他の項目と比べて取り組む企業が多いのか。それは働き方改革による「36

協定」の変更が大きいように考える。では 36協定の変更点とは何か。 

まず一つ目に罰則付きの上限である。これは新たに設定された上限設定を超過した場合

に「6ヶ月以下の罰金または 30万円以下の罰金に処する」という内容の罰則であり、この

罰則を貸された場合前科がついてしまう。次に二つ目に上限設定の明確化である。これま

では特別条項として時間外労働時間の上限は設定されていなかったが、新 36協定では

「年 720時間、月 100時間未満、複数月平均 80時間以内を超えることはできない」と設

定された。これら変更点のうち「罰則化」は多くの企業を動かす動力源と考える。 

図表２では今後各企業が新たに取り組む予定について示している。項目としては、「休

日取得の推進」（24.8％）が最も高い。以下、「人事評価制度・賃金制度の変更、改善」

（23.9％）、「多様な人材の採用・登用」（21.2％）、「勤務時間・制度の多様化」（20.9%）

と続く。 
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図表２ 今後新たに取り組む予定の項目 

 

出所：帝国データバンク（2018） 

 

図表２からも図表１と同様に、罰則化への対策として「有休消化の推進」が最も高くな

っていることが読み取れる。私は、これらの読み取りから『企業の取り組み理由は「労働

者の立場」よりも「企業の体裁」』と仮定する。 

では、労働者の働き方改革に対する実感としては具体的にどうなのかを次節にてイン

タビュー調査をもとに明らかにしていきたい。 

 

第 2節 インタビューまとめ 

インタビュー調査分析の方法として、労働時間における働き方改革の効果があると思

う人とないと思う人に分類した。 

働き方改革の効果がある 11人 

「労動時間自体は短くなってるんじゃ無いかな。でも、部署とか、人による」（I.B氏） 

「サービス残業を厳しく取り締まる」（Z.Z氏） 

「効率化を図ってます」（L.Z氏） 

「基本的に残業させないようになりました」（U.P氏） 

「有給を 5日取らないといけない/残業もあまりしてはいけない」（T.O氏） 

「ノー残業デーはできた/マイプラン制度っていうのができた」（L.P氏） 

「経費削減として早く帰らせる動きがある」（O.U氏） 

「見込み残業に変わったから、仕事を早く終わらせて早く帰ろって人が増えた」（U.L氏） 

「時間管理に追われてます」（Z.N氏） 

「フレックスがあってテレワークとして自宅で仕事ができる制度や、モパイル PCやスマ

ホの支給等」（O.Z氏） 
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「日中の時間が短縮されている中で、次の日の準備だったりをしていかないと間に合わ

ない」（B.Z氏） 

働き方改革の効果はない １人 

「感じてないです」（J.N氏） 

以上のように、効果があると感じている人が 11人となった。要因としてはインフォー

マントの働く会社規模が「大企業」または「大企業に相当する規模の企業」であること

を考慮し、積極的に労働時間削減に取り組めているからであると考察する。しかし、特

定職種（例えば学校や銀行など）においては労働時間の固定化がされていることもイン

タビュー結果から見受けられる。今回、設定した労働時間において「働き方改革の効果

がある」と「働き方改革の効果はない」という対立軸はさらに深掘りすることができ

る。例えば「効果があると感じている人」の中には「逆に忙しくなって大変だと感じる

人」も含まれる。働きやすい環境を作り出す政策によってマイナスの効果を生み出して

いる。逆に「効果はないと感じている人」の中に「特に不満はないし、大変だとも感じ

ない人」も含まれることは考えられる。「国の政策・企業の取り組み」と「労働者の働き

方」との間に起きるギャップはなぜ生まれてしまうのか。 

 

おわりに 

企業の労働時間削減に対する理由と労働者の望む働き方の間にはギャップが存在する

ことが明らかになった。しかし、図表１にもあるように「長時間労働の是正」、「業務の

合理化や効率化のための IT・機器・システムの導入」、「従業員の理解を得ること」のよ

うな項目に関して一定の効果は得られていることも分かる。結果的にその観点から考え

ると日本の働き方改革の導入が始まったばかりであるという背景を鑑みた上でも、妥当

な労働時間削減法のように思われる。しかし、厚生労働省は「働き方改革」の目指すも

のを以下のように捉えている。 

『「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様

な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てる

ようにすることを目指しています。』(厚生労働省、2018) 

第 1節で考察した『企業の取り組み理由は「労働者の立場」よりも「企業の体裁」』と

いう仮定は第 2節にある労働者の不満に顕著に現れているのではないだろうか。よっ

て、国と企業はこれまで以上に労働者の意見を重視した労働時間削減をおこなっていく

べきだと考える。 
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第 11章 なぜ男性に育児休業が浸透しないのか 

 

佐藤颯人 

 

はじめに 

 本章において明かにしたいことは、「なぜ男性に育児休業が浸透しないのか」である。育

児休業とは、子どもを養育するための休業であり、現行制度においては原則子どもが 1歳に

なるまでの期間取得することができ、育児給付金が支給される。近年、その男性の育児休業

取得率の低さが問題となっている。 

 日本経済新聞の記事「自民・育休議連、男性の育休取得で法整備検討」（2019 年 9 月 22

日）によれば、男性の育児休業取得を推進する自民党の「男性の育休『義務化』を目指す議

員連盟」（会長・松野博一元文部科学相）が男性社員から申請がなくても企業側が育休を取

らせる制度を新設することを検討に入れている。 

 また、日本経済新聞「男性の育休取得 6.16% 過去最高も政府目標遠く」（2019年 6月 4

日）の記事では育児休業を取得した男性の割合が 2018 年度は 6.16％で過去最高だったが、

政府が目標とする 2020年までに 13％にはほど遠い結果だったと紹介されている。 

 そこで、男性の育児休業に関する状況がどうなっているのか政府統計や各種調査によって

示していきたい。 

 

第 1節 育児休業に関する状況 

図表１ 男女の育休比較 

 

     出所：厚生労働省 雇用均等基本調査 

 

  図表１は、2009年から 2018年の男女の育児休業取得率を示したグラフである。女性は
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過去 10年 80％を超えているのに対して、男性は少しずつ上がってきてはいるものの前述の

記事の通り 10％に満たないことが分かる。 

 

図表２ 男性の育休取得の意向 

 

出所：明治安田生活福祉研究所（2014） 

  

図表２は、明治安田生活福祉研究所が 20代から 40代の未婚・既婚男性を対象に行った

育休の取得意向を調査した結果である。3割から 5割近くの男性は取得意向があることが

分かる。実際に育休を取っている男性の割合は 10％未満なことを考えると取得したい方と

実際に取得した方とで大きな差がある。では、取得したくないという方はなぜ育休を取り

たいと思わないのか。図表 3でその理由を見ていく。 

 

図表３ 育休を取得したくない理由

 

 出所：明治安田生活福祉研究所（2014） 

 

図表３も、同じく明治安田生活福祉研究所が 20 代から 40 代子持ちの男性を対象に行っ
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た育休を取得したくない理由を調査した結果である。最大の理由は、「収入が減る」であっ

た。また「職場が取りにくい雰囲気」「評価・昇進・配属等で不利」「周囲に取っている男性

が少ない」という回答が 2割近くとなった。 

 

第 2節 インタビュー調査の結果から 

吉田ゼミでは 2019年夏にインタビュー調査を行った。以下では育休について、実際に

働く人達の実情や反応を明らかにしたい。 

＜男性でも育休を取りやすい職場である＞ 

（B.I氏）「（男女の取得率の比較）部署の中だと１：１。会社全体だと、わからない」 

（U.O氏）「（男女比）９：１くらいかな」 

（U.L氏）「男性で使っている人は少ない」 

（Z.Z氏）「女性のほうが圧倒的に多いですけど、９：１とかそれ以上。単純に取る必要が

ないか取りたくないかどっちかですね。」 

（L.P氏）「男性でも取れます。育休は男の人には浸透しない」 

（Z.L氏）「最近は男の人でも取らなあかんなっていう雰囲気がある」 

（J.N氏）「男性も育休取れます。いわゆる時短勤務。保育園があるからとか子どもの面倒

があるからとか時短勤務っていう制度があります。 

（T.O氏）「取っている人いました。最大 10か月か 1年だったと思うんだけど、ビッチリ

とていました、その人。」 

＜男性は育休を取りづらい職場である＞ 

（Z.N氏）「女の人は全然取るんですけど、男の人は男だから。取るっていうことはしませ

んみたいなことが書かれてます」 

（B.Z氏）「女性だけですね。ほぼ、女性 10、男性 0」 

（Y.N氏）「（男性は）取りづらいね」 

（U.P氏）「女性だとしても育休取ると白い目で見られる」 

 育休に関するインフォーマントの回答を見ると、働き方改革後、職場では積極的に育休

を取るように促されてはいるようだが、それでも育休があまり浸透していないことが分か

る。 

 

おわりに 

働き方改革後、男性も積極的に育休を取ろうという動きになってきていることが分かっ

た。インタビュー調査の結果から、男性が育休を取りやすい職場でも実際に育休を取ってい

る男性は少なかった。その代わり、有給は取っているという回答はいくつかあった。つまり、

育休は取らないが、有給は取るという方がいるということが分かる。男性は育休を取らない

ことが当たり前のこととして根強く残っているのではないかと思う。 
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これらの意識を改善しない限り働き方改革をしても男性の育児休業は増えないのではな

いかと思う。働き方改革は施行されてまだ、1年も経っていないから良し悪しを判断できな

いが、これからの男性をとりまく育休の変化や動向に注目したい。 
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