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はじめに 
 

(1) 本調査の目的 
安倍政権における経済政策、いわゆるアベノミクスが実行され、我が国の経済の状況は、企業収

益は過去最高水準となっており、労働市場についても改善する等の効果をもたらしている。この傾

向を一時的なものに終わらせず、官民一体となりデフレマインドを払拭するため、アベノミクスの

果実を全国津々浦々に届けていかなくてはならない。そのためには、企業収益が所得の拡大に結び

つき、個人消費が増加し、再び拡大した企業収益が設備投資や賃金の引上げに繋がるという「経済

の好循環」をより力強く回していく必要がある。 

賃金を巡る動きとしては、今世紀に入って高水準の賃上げが５年連続で実現するなど、賃上げの

動きが広がっている一方、大企業と中小企業では未だに格差が大きく、今後は特に中小企業が賃上

げを実現できるような環境づくりが重要である。 

その観点から、経済の好循環の実現に貢献することを目的に、今後の施策の参考とすることを目

的に、中小企業の賃金の改善等、賃上げ状況を含む雇用状況等に関するアンケート調査およびヒア

リングを実施し、分析を行うことで、その結果をまとめている。 

 

(2) 本調査の実施内容と報告書の構成 
本調査では、平成 30 年度における中小企業の賃上げ動向等を的確に把握し、公表するためのア

ンケート調査を中心に、以下の調査を実施し、報告書にとりまとめた。 

「１．経済動向及び労働政策による賃金動向等への影響の分析」では、国や各種機関が実施して

いる既存の賃金水準の動向等に関する調査等をサーベイし、賃金水準を中心とした中小企業の雇用

の現状や、賃上げに当たっての課題、働き方改革の現状、社会保障の実態について文献調査を実施

し、実態調査の参考にしている。 

「２．平成 30 年中小企業の雇用状況に関するアンケート調査」では、平成 29 年度産業経済研究

委託事業の調査票などをもとに、世の中の動向等も考慮しながら調査票を作成し、調査対象は規模、

業種、地域性を考慮し、中小企業３万社を対象として、郵送で調査票の送付・回収を行った。その

回答結果を集計し、分析を実施している。 

「３．中小企業の雇用状況に関するヒアリング調査」では、経営者の賃金決定行動について、特

に賃上げの意思決定に対する示唆を導くため、アンケート調査に回答した企業 30 社にヒアリング

調査を実施した。特に賃上げの実態や、働き方改革関連法案への対応、人手不足の実態とその対応

策などについて詳細を把握し、どうすれば賃上げを促すことができるのか、所得拡大税制等の影響、

それ以外の方策等を多面的に聴取し、とりまとめ、分析を行っている。 

「４．実態調査から得られた示唆」では、上記の実態調査によって得られた示唆として、「（１）

賃上げの状況とその要因について」、「（２）人手不足の実態と解消に向けて」、「（３）所得拡大促進

税の更なる活用に向けて」、の３つの項目について、とりまとめた。 



2 
 

１．経済動向及び労働政策による賃金動向等への影響の分析 
 

(1) マクロ経済の動向 
 

中小企業の賃上げの実態を調査するにあたり、本節では日本全体から見た経済情勢を確認し、中

小企業を取り巻く経済動向を把握する。 

 図表 1-1 は前期比で見た日本の GDP の推移である。いわゆるアベノミクスが開始した 2013 年以

降、2014 年の消費増税による大きなマイナス成長があったものの、おおむね経済成長が続いている

ことが分かる。 

 

図表 1-1 GDP の推移（前期比） 

 
出所：内閣府「国民経済計算」より MURC 作成 

 

 

直近の GDP を寄与度分解したものが図表 1-2 である。これによると、前期比でマイナスとなっ

た 2015 年第 4 四半期や 2018 年の第 1 四半期、2018 年第 3 四半期では消費の減少が経済全体の成

長の足を引っ張る形となっていることが分かる。なお 2017 年第 3 四半期では消費の下落を上回る

純輸出や在庫投資の伸びによって、経済全体としては成長している。しかし、純輸出は海外情勢や

為替レートに左右されるため、その先行きには不透明感が伴うと言われている1。 

 

  

                                                        
1 当時のシンクタンク各社による経済レポートの中には、好調な純輸出に対し、外需の下振れリスクへの警戒を促

すものもあった。（大和総研「Indicators Update 2017 年 7-9 月期 GDP 二次速報」、経済分析レポート、2017 年

12 月 8 日） 
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を実施した」という、政策の存在を評価する声もあった。政策の認知度や理解、使い勝手など

を把握し、改善することが賃上げを促進するためには必要であろう。 

 日本銀行の調査には、大幅なベアやベア実施そのものに慎重な企業の声も多く寄せられてい

る。特に国内の人口減少によって中長期的に市場の縮小が予想される業界では、固定費の増加

であるベアの実施に踏み切ることが難しいようだ。 

東京商工リサーチでは、賃上げの効果についてもアンケート調査を実施している。回答企業

の 59.9％で「従業員のモチベーションがあがった」とあった。また「従業員の引き留めに成功

した（離職率が低下）」が 16.9%、「入社希望者が増えた」が 5.7%である一方、「特に効果はなか

った」と回答する企業が 29.9％あった。全体としては賃上げ実施した企業の 7 割が効果を実感

したとされる。 

日本銀行の調査では、賃上げ以外にも福利厚生や勤務環境の改善などが人手不足には有効だ

という声もあった。また、商工中金が行った人手不足への意識に関する調査6では、シルバー人

材やパート、外国人の採用、セルフレジなどを導入するなどの取り組みが見られた。ただし、

こうした取り組みに対し、扶養や社会保険制度の関係でパート労働者は長時間働くことが難し

いという声があった7。帝国データバンク調査では、「大きな設備投資をしたことにより数年は、

減価償却が大きく、賃金改善は難しい」とする企業もあり、設備投資の実施とその後の減価償

却によって賃上げができなくなることが分かった。 

 

 最後に、既存の研究で述べられている賃上げを妨げるとされる要因について紹介する8。まず

は非正規雇用の増加が平均賃金の引き上げを妨げているというものである。これは非正規雇用

者が増加するものの、彼らの賃金は正規雇用と比較して低いため、相対的に平均賃金を引き下

げるというものである。 

 次に労働市場の需給関係についてである。労働の需要曲線が水平に近いようなケース、例え

ば経営が厳しく人件費の増加で採算が取れないような業界では、人手不足になっても賃金が上

がりにくい構造であることが説明されている。また、高齢者や女性などが非正規雇用で働くよ

うなケースでも、賃金がわずかに上昇するだけで労働者が市場へ参加するようになるため、企

業側は安い賃金で人手不足を補うことができると説明されている。 

 賃金を一度引き上げると引き下げることが難しいという下方硬直性によって、仮に今賃金を

引き上げてしまうと、将来経済情勢が悪くなった時に引き下げることが難しいという経営者が

考えるようになるという分析もあった。 

 このほか、能力開発や人材投資が不況期に行われなくなったことが労働生産性の増加につな

                                                        
6 商工中金「中小企業設備投資動向調査 付帯調査（2018 年 7 月調査） 中小企業の人手不足に対する意識調査」

（2018 年 11 月 1 日） 
7 パート労働者が配偶者控除や配偶者特別控除によって就業時間を調整している点について、みずほ総研「賃金上

昇の足を引っ張る「103 万円・130 万円の壁」-労働供給の足かせを外せるかが課題-」みずほリサーチ（2016 年

10 月）が指摘していた。なお、配偶者控除は 2018 年 1 月に改正が行われている。 
8 ここで紹介している分析・指摘は、玄田有史編（2017）『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』、慶応義塾

大学出版会、に収録されているものである。 
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(4) 中小企業の賃上げに関わる規制、税制等 
 

① 働き方改革関連法 

 平成 30（2018）年 7 月 6 日に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備関する法律」（以

後、働き方改革関連法）が公布された。働き方改革は、労働者が、個々の事情に応じた多様で柔軟

な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革と位置づけられる。働き方改革関連法の

ポイントは主に、以下の 2 点にまとめられる。 

 

a) 労働時間法制の見直し 

 働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現で

きるようにするために、見直しの内容として以下の 7 点が挙げられる。 

 

図表 1-17 労働時間法制の見直しの内容 

1 

残業時間の上限を規制（2019 年 4 月 1 日施行、中小企業は 2020 年 4 月 1 日施行） 

 月 45 時間、年 360 時間を原則とし、 

 臨時的な特別な事情がある場合でも年 720 時間、単月 100 時間未満（休日労働含

む）、複数月平均 80 時間（休日労働含む）を限度に設定する必要がある 

2 

「勤務間インターバル」制度の導入を促進 

 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（インターバ

ル）を確保する仕組みを、企業の努力義務とする 

3 

1 人 1 年あたり 5 日間の年次有給休暇の取得を企業に義務づける（2019 年 4 月 1 日施

行） 

 使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年 5

日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある 

4 
月 60 時間を超える残業は、割増賃金率を引上げ（25%→50%） 

 中小企業にも適用（大企業には 2010 年度以降実施） 

5 

労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づける 

 働く人の健康管理を徹底 

 管理職、裁量労働制適用者も対象 

6 
「フレックス制」により働きやすくするため、制度を拡充 

 労働時間の調整が可能な時間（清算期間）を延長（1 ヵ月→3 ヵ月） 

7 

専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を

新設し、選択できるようにする 

 前提として、働く人の健康を守る措置を義務化（罰則つき） 

 対象を限定（一定の年収以上で特定の高度専門職のみが対象） 

（資料）厚生労働省 働き方改革リーフレット 
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b) 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

 正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期

雇用労働者・派遣労働者）との不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても、待

遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様な柔軟な働き方を選択できるようにすること

が目指される。改正の概要として以下の 3 点が挙げられる。 

 

不合理な待遇差をなくすための規定の整備 

 同一企業内において、正規雇用者と非正規雇用者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごと

に、不合理な待遇差を設けることが禁止される（2020 年 4 月 1 日施行、中小企業は 2021 年 4 月 1

日施行）。 

厚生労働省は、「同一労働同一賃金ガイドライン」（正式名：短時間・有期雇用労働者及び派遣労

働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）を 2018 年末に策定し、どのような待遇差が不

合理にあたるのかを明示している。 

 具体的には、「均衡待遇規定」として①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事

情の 3 点の違いを考慮した上で不合理な待遇差を禁止し、また、「均等待遇規定」として、上記①と

②が同一の場合、差別的取扱いを禁止することとされている。 

 派遣労働者については、①派遣先の労働者との均等・均衡待遇、もしくは、②一定の要件を満た

す労使協定による待遇のいずれかを確保することが義務化された。 

 法改正前後での、パート、有期、派遣労働者の規定の有無についてまとめたものが以下の表であ

る。 

 

図表 1-18 非正規雇用者の待遇規定の変化（改正前後） 
 パート 有期 派遣 

均衡待遇規定 ○ → ◎ ○ → ◎ △ → ○＋労使協定 

均等待遇規定 ○ → ○ × → ○ × → ○＋労使協定 

ガイドライン × → ○ × → ○ × → ○ 

【改正前→改正後】 

〇：規定あり、△：配慮規定、×：規定なし、◎：規定の解釈の明確化 

（資料）厚生労働省 働き方改革リーフレット 

 

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求める

ことができるようになる。使用者は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなけれ

ばならない。 
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図表 1-19 非正規雇用者への説明義務の変化（改正前後） 
 パート 有期 派遣 

待遇内容（雇い入れ時） ○ → ○ × → ○ ○ → ○ 

待遇決定に際しての考慮事項（求めがあった場合） ○ → ○ × → ○ ○ → ○ 

待遇差の内容・理由（求めがあった場合） × → ○ × → ○ × → ○ 

【改正前→改正後】〇：説明義務の規定あり、×：説明義務の規定なし 

（資料）厚生労働省 働き方改革リーフレット 

 

行政による使用者への助言・指導等や裁判外紛争解決手続きの規定の整備 

 都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを実施する。「均衡待遇」や「待遇差の

内容・理由」に関する説明についても、行政 ADR（事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに

解決する手続きのこと）の対象となる。 

 

図表 1-20 行政による使用者への助言・指導等、裁判外紛争解決手続規定の変化（改正前後） 

 パート 有期 派遣 

行政による助言・指導等 ○ → ○ × → ○ ○ → ○ 

行政 ADR △ → ○ × → ○ × → ○ 

【改正前→改正後】 

〇：規定あり、△：部分的に規定あり（均衡待遇は対象外）、×：規定なし 

（資料）厚生労働省 働き方改革リーフレット 
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② 関連税制・各種助成金 

中小企業における働き方改革の推進や賃上げの拡大を進めるために、政府では、優遇税制や各種

助成金制度を実施している。 

 以下では、中小企業の活用が見込まれる、主なものを整理している。 

 

図表 1-21 働き方改革・賃上げ等に関する主な優遇税制、助成金 

所得拡大 

促進税制 

 青色申告書を提出している中小企業者などが、一定の要件を満たし

た上で、前年度より給与などの支給額を増加させた場合、その増加

額の一部を法人税から税額控除できる制度 

［中小企業庁ホームページ］ 
http://www.chusho.meti.go jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html  

業務改善 

助成金 

 中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低

い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るための制度 

［厚生労働省ホームページ］ 
https://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/  

キャリアアップ 

助成金 

 非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に

対して助成する制度 

［厚生労働省ホームページ］ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou roudou/part haken/jigyounushi/career.html 

時間外労働等 

改善助成金 

（職場意識改善

コース） 

 労働時間などの設定の改善により、所定外労働時間の削減や年次有

給休暇の取得促進等を図る中小企業事業主に対して、その実施に要

した費用の一部を助成する制度 

［厚生労働省ホームページ］ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html 

人材確保等支援

助成金 

（雇用管理制度

助成コース） 

 事業主が雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制

度、メンター制度）の導入などによる雇用管理改善を行い、離職率

の低下に取り組んだ場合に助成する制度 

［厚生労働省ホームページ］ 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292.html  

（資料）中小企業庁ホームページ、厚生労働省ホームページ 
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２．平成 30 年中小企業の雇用状況に関するアンケート調査結果概要 
 

(1) アンケート調査実施概要 
 

① 調査目的 

平成 30 年春闘妥結結果等を踏まえた中小企業の賃上げ状況を含む雇用状況等9を把握・公表す

るとともに、今後の政府施策の参考とすることを目的としている。 

 

② 調査期間 

平成 30 年 8 月 10 日～平成 30 年 9 月 21 日 

 

③ 調査対象 

全国の中小企業 30,000 社 

 

④ 調査方法 

郵送にて回答票を配布・回収 

 

⑤ 回収状況 

回 収 数：6,574 票（内、白票・無効票：9 票） 

有効票数：6,565 票（有効回収率：21.9％） 

 

⑥ 調査項目 

アンケート調査票参照（参考資料に掲載） 

 

  

                                                        
9 本アンケートでは「平成 29 年度」は、回答企業の「実績」、「平成 30 年度」は調査時点での回答企業の「予定を

含んだ」ものとなっている。 
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(2) 賃上げの実施状況（正社員） 
① 正社員101 人あたり平均賃金（年収換算、以下同様）の引上げ状況 

「正社員 1 人あたり平均賃金の引上げ状況」では、回答企業の 81.1％が「引き上げる」と回答し、

平成 29 年度（71.5％）から 9.6％増加した。（図表 2-1）。 

 

図表 2-1 正社員 1人あたり平均賃金の引上げ状況 

 

※ｎ数には「未定」「無回答」を含まない 

 

② 正社員 1 人あたり平均賃金を引き上げる目的（①で「引き上げる」と回答した企業） 

「正社員 1 人当たり平均賃金を引き上げる目的」では、「人材の採用・引き留め」が 58.9％と

最も多く、平成 29 年度（53.8％）から 5.1 ポイント増加した(図表 2-2)。 

 

図表 2-2 正社員 1人あたり平均賃金を引き上げる目的（複数回答可） 

ｍ 

                                                        
10 自社で雇用する労働者のうち、身分・処遇等で「正社員・正職員」としている労働者（役員や家族従業員は含

まない）。原則、①定年以外に労働契約の期間の定めがない、②所定労働時間がフルタイムである、のいずれも満

たすものを指す。 
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④ 正社員 1 人あたり平均賃金の引上げ方法（①で「引き上げる」と回答した企業） 

「正社員 1 人あたりの平均賃金の引上げ方法」では、「月例給与の引上げ」が 95.6％と最も多

く、平成 29 年度（93.7％）から 1.9 ポイント増加した(図表 2-5)。 

 

図表 2-5 正社員 1人あたり平均賃金の引上げ方法（複数回答可） 
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⑥ 月例給与の引上げ方法（④で「月例給与」と回答した企業のうち、賃金規定を策定している企業） 

「月例給与の引上げ方法」では、「定期昇給」が 46.7％と最も多く、平成 29 年度（44.0％）か

ら 2.7 ポイント増加した（図表 2-8）。 

 

図表 2-8 月例給与の引上げ方法（複数回答可） 

 
 

参考：賃金表等を含む賃金規定の策定状況 

「賃金表等を含む賃金規定の策定状況」では、回答企業の 61.2％が「策定している」と回答し

た（図表 2-9）。 

 

図表 2-9 賃金表等を含む賃金規定の策定状況 

 
※平成 29年度の数値は昨年度のアンケート結果より 
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⑨ 正社員 1 人あたりの平均賃金を引き上げない理由（①で「引き上げない」と回答した企業） 

「正社員 1 人あたりの平均賃金を引き上げない理由」では、「業績向上・回復が不十分」が

67.1％と最も多いものの、平成 29 年度（68.8％）から 1.7 ポイント減少した（図表 2-14）。 

 

図表 2-14 正社員 1人あたりの平均賃金を引き上げない理由（複数回答可） 
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(3) 賃上げの実施状況（非正社員） 
① 非正社員111 人あたり平均賃金（時給換算、以下同様）の引上げ状況 

「非正社員 1 人あたり平均賃金の引上げ状況」では、回答企業の 59.5％が「引き上げる」と回

答し、平成 29 年度（49.2％）から 10.3％増加した。（図表 2-15）。 

 

図表 2-15 非正社員 1人あたりの平均賃金の引上げ状況 

 

※ｎ数には「未定」「無回答」を含まない 

 

② 非正社員 1 人あたり平均賃金を引き上げる目的（①で「引き上げる」と回答した企業） 

「非正社員 1 人当たり平均賃金を引き上げる目的」では、「最低賃金引上げへの対応」が

52.4％と最も多く、平成 29 年度（50.8％）から 1.6 ポイント増加した。また、「人材の採用・

引き留め」と回答した企業が平成 29 年度から 6.9 ポイント増加した(図表 2-16)。 

 

図表 2-16 非正社員 1人あたり平均賃金を引き上げる目的（複数回答可） 

 

                                                        
11 自社で雇用する労働者のうち、身分・処遇等で「正社員・正職員」としていない労働者（役員・家族従業員は

含まない）。「パートタイム労働者」や「有期契約フルタイム労働者」等を指す。なお、直接雇用でない派遣労働者

（派遣元企業から受け入れている労働者）は含まない。 





30 
 

④ 引き上げない理由【新設】（①で「引き上げない」と回答した企業） 

「正社員 1 人あたりの平均賃金を引き上げない理由」では、「業績向上・回復が不十分」が

33.2％と最も多いものの、平成 29 年度（36.1％）から 2.9 ポイント減少した。一方、「従業員

の雇用維持を優先」は 2.3 ポイント増加した（図表 2-19）。 

 

図表 2-19 正社員 1人あたりの平均賃金を引き上げない理由（複数回答可） 
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(4) 過去の平均賃金の引上げ状況、最低賃金引き上げの影響等 
① 平成 26～28 年度の 1 人あたり平均賃金の引上げ状況 

「平成 26～28 年度の 1 人あたり平均賃金の引上げ状況」について、平成 28 年度では回答企業

の 63.1％、平成 27 年度では同 58.8％、平成 26 年度では同 54.4％が、賃金を引き上げたと回答し

た（図表 2-20）。 

いずれの年度も引き上げなかった企業は、回答企業全体の 14.8％であった。 

 

図表 2-20 平成 26～28 年度の 1人あたり平均賃金の引上げ状況（複数回答可） 
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② 「平成 29 年 10 月の最低賃金引上げ」が賃上げに与えた影響 

「平成 29 年 10 月の最低賃金の引上げ」によって最低水準を下回るため、賃金を引き上げ

た対象者数が全体に占める割合を職種別にみると、いずれの職種でも「0％」が最も多くなっ

た。 

なお、「平成 29 年 10 月の最低賃金の引上げ」を理由に賃金を引き上げた企業をみると、正

社員では「80％以上」が 6.4％、パートタイム労働者では「80％以上」が 13.6％、有期契約フ

ルタイム労働者では「80％」以上が 4.5％となった（図表 2-21）。 

 

図表 2-21 「平成 29 年 10 月の最低賃金の引上げ」によって賃金を引き上げた人数の割合 

 

 



33 
 

(5) 福利厚生の設定状況 
① 法定外福利厚生制度の設定状況 

「法定外福利厚生制度の設定状況」では、回答企業の 81.4％が「設けている」、17.6％が「設

けていない」と回答（図表 2-22）。 

具体的に「設けている福利厚生制度」では、「慶弔見舞い」が 90.7％と最も多く、次いで「医

療・保険に関する制度」（68.9％）、「住居に関する制度」（47.4％）、「文化・体育・娯楽

に関する制度」（46.9％）となった（図表 2-23）。 

 

図表 2-22 法定外福利厚生制度の設定状況 

 

 

図表 2-23 設けている福利厚生制度（複数回答可） 
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② 非正社員の福利厚生制度の利用可否 

「非正社員の福利厚生制度の利用可否」では、回答企業の 43.1％が「全て利用できる」、

37.3％が「一部利用できる」と回答した（図表 2-24）。 

「一部利用できる」福利厚生制度では、「慶弔見舞い」が 47.5％と最も多く、次いで「医療・

保険に関する制度」（43.9％）、「文化・体育・娯楽に関する制度」（35.6％）となった。回

答企業の 47.4％が設定（図表 2-23）している「住居に関する制度」は、4.7％と最も低かった

（図 2-25）。 

 

図表 2-24 非正社員の福利厚生制度の利用可否 

 

 

図表 2-25 非正社員が「一部利用できる」福利厚生制度（複数回答可） 
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③ 福利厚生制度を設けていない理由 

「福利厚生制度を設けていない理由」では、「福利厚生にかかる費用を負担できないため」

が 49.8％と最も多く、次いで「社員のニーズがないため」「過去に設けたが利用実績がなかっ

たため」となった（図表 2-26）。 

 

図表 2-26 福利厚生制度を設けていない理由（複数回答可） 
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② 人手不足への対応方法【新設】（①で「人手不足」と回答した企業） 

「人手不足への対応方法」では、「募集時の給料・手当を増額」が 43.0％と最も多く、次い

で「自社の認知度の向上・自社のＰＲ」（33.5％）、「高齢者の積極採用」（27.3％）となっ

た（図表 2-29）。 

 

図表 2-29 人手不足への対応方法（複数回答可） 
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(7) 働き方改革（各種規則の策定・見直し環境の整備状況） 
① 就業規則の策定状況 

「就業規則の策定状況」では、回答企業の 73.4％が「策定している」と回答。平成 29 年度

（82.1％）から 8.7 ポイント減少した（図表 2-30）。 

「各種規則・規程等の策定・見直し体制【社内】の有無」では、回答企業の 50.4％が「担当

部署あり」と回答した（図表 2-31）。 

「各種規則・規程等の策定・見直し時の相談体制【社外】の有無」では、回答企業の 64.1％

が「相談体制あり」と回答した（図表 2-32）。 

 

図表 2-30 就業規則の策定状況 

 

 

図表 2-31 各種規則・規程等の策定・見直し体制【社内】の有無 

 

 

図表 2-32 各種規則・規程等の策定・見直し時の相談体制【社外】の有無 
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② 各種規則・規程等の策定・見直し時の相談先 

「各種規則・規程等の策定・見直し時の相談先」では、「社会保険労務士事務所」が 60.0％

と最も多く、次いで「公認会計士・税理士事務所」（41.8％）、「労働局・労働基準監督署」

（23.8％）となった（図表 2-33）。 

 

図表 2-33 各種規則・規程等の策定・見直し時の相談先（複数回答可） 

 

  



40 
 

(8) 働き方改革（時間外労働の上限の設定） 
① 平成 29 年度に「年 720 時間・単月 100 時間（休日労働を含む、以下同様）あるいは複数月平均

80 時間を超えて時間外労働を行った労働者（以下、長時間労働者）」の有無 

「平成 29 年度における長時間労働者の有無」では、「いた」が 12.2％、「いなかった」が

86.3％となった（図表 2-34）。 

 

図表 2-34 平成 29年度における長時間労働者の有無 
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② 「時間外労働の上限規制」導入への対応可否（①で「長時間労働者がいた」と回答した企業） 

「「時間外労働の上限規制」導入への対応可否」では、「対応済み」が 27.5％、「（規制が

導入される）2020 年までに対応予定」が 53.3％、「対応困難」が 16.9％となった（図表 2-35）。 

「「時間外労働の上限規制」への対応方法」では、「人員配置の見直し」が 55.9％と最も多

く、次いで「人員増」（55.6％）、「業務プロセスの改善」（48.5％）となった（図表 2-36）。 

 

図表 2-35 「時間外労働の上限規制」導入への対応可否 

 

 

図表 2-36 「時間外労働の上限規制」への対応方法（複数回答可） 
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③ 「長時間労働の上限規制」への対応が困難な理由（②で「対応困難」と回答した企業） 

「「時間外労働の上限規制」への対応が困難な理由」では、「新たな人員の確保が困難」が

68.1％と最も多く、次いで「短納期発注や至急対応案件が多い」（50.4％）、「業務の繁閑の

差が大きい」（45.9％）、「商慣習・業界の構造的な問題」（45.9％）となった（図表 2-37）。 

 

図表 2-37 「長時間労働の上限規制」への対応が困難な理由（複数回答可） 
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(9) 働き方改革（時間外労働への割増賃金の支払い） 
① 割増賃金での支払いへの対応可否 

「割増賃金での支払いへの対応可否」では、「対応済み」が 39.8％、「（適用猶予が終了す

る）2023 年までに対応予定」が 49.0％、「対応困難」が 7.1％となった（図表 2-38）。 

 

図表 2-38 割増賃金での支払いへの対応可否 

 

 

② 割増賃金での支払いに対応可能な理由（①で「対応済み、対応予定」と回答した企業） 

「割増賃金での支払いに対応可能な理由」では、「コンプライアンス遵守のため」が 57.9％

と最も多く、次いで「想定される対象者が少ないため」（35.9％）、「人材の採用・従業員の

引留めのため」（22.5％）となった（図表 2-39）。 

 

図表 2-39 割増賃金での支払いに対応可能な理由（複数回答可） 
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③ 割増賃金での支払いに対応困難な理由（①で「対応困難」と回答した企業） 

「割増賃金での支払いに対応困難な理由」では、「業績の向上･回復が不十分なため」が 60.8％

と最も多く、次いで「賃金より従業員の雇用維持を優先するため」（30.1％）、「原油・原材

料価格の高騰のため」（22.4％）、「他社製品･サービスとの競争激化のため」（20.0％）とな

った（図表 2-40）。 

 

図表 2-40 割増賃金での支払いに対応困難な理由（複数回答可） 
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(10) 働き方改革（正規・非正規労働者の待遇是正） 
① 待遇差の是正への対応可否 

「待遇差の是正への対応可否」では、「対応済み」が 33.7％、「（是正が求められる）2021

年までに対応予定」が 47.1％、「対応困難」が 10.5％となった（図表 2-41）。 

 

図表 2-41 待遇差の是正への対応可否 

 

 

② 待遇差の是正に対応可能な理由（①で「対応済み」「対応予定」と回答した企業） 

「待遇差の是正に対応可能な理由」では、「コンプライアンス遵守のため」が 53.7％と最も

多く、次いで「想定される対象者が少ないため」（38.1％）、「人材の採用・従業員の引留め

のため」（24.7％）となった（図表 2-42）。 

 

図表 2-42 待遇差の是正に対応可能な理由（複数回答可） 
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③ 待遇差の是正に対応困難な理由 

「待遇差の是正に対応困難な理由」では、「非正社員の賃金等を上昇させる余裕がない」が

46.7％と最も多く、次いで「合理的・不合理な待遇差の判断が困難」（32.0％）、「非正社員

待遇改善に伴う社会保険料負担が困難」（25.5％）となった（図表 2-43）。 

 

図表 2-43 待遇差の是正に対応困難な理由（複数回答可） 
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(11) 平成 29 年度の法人税の納付状況 
 

「法人税の納付状況」では、「課税所得があり､法人税を納税した/する予定」が 74.2％、「課

税所得がなく､法人税を納税していない/しない予定」が 21.0％となった（図表 2-44）。 

 

図表 2-44 法人税の納付状況 
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(12) 回答企業の属性 
① 資本金 

回答企業の資本金の分布は以下のとおり。 

 

図表 2-45 資本金分布 

 

 

② 従業員数 

回答企業の従業員数の分布は以下のとおり。 

 

図表 2-46 従業員数分布 
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参考：正社員の賃金を引き上げた企業の割合（従業員規模別） 

 

図表 2-47 賃金引上げ企業の割合 

 

※（ ）内はｎ数を表す（以下同様） 

 

③ 業種分類 

業種別回答企業数は以下のとおり。 

 

業種 回答企業数 回答割合 業種 回答企業数 回答割合
水産･農林業 66 1.0 情報･通信業 143 2.2
鉱業 19 0.3 各種商品卸売業 131 2.0
建設業 716 10.9 繊維･衣服等卸売業 45 0.7
食料品 330 5.0 飲食料品卸売業 68 1.0
繊維製品 137 2.1 建築材料､鉱物金属材料等卸売業 92 1.4
ﾊﾟﾙﾌﾟ･紙 88 1.3 機械器具卸売業 96 1.5
化学 133 2.0 その他の卸売業 167 2.5
医薬品 27 0.4 各種商品小売業 148 2.3
石油･石炭製品 17 0.3 織物･衣服･身の回り品小売業 30 0.5
ｺﾞﾑ製品 44 0.7 飲食料品小売業 50 0.8
ｶﾞﾗｽ･土石製品 104 1.6 機械器具小売業 33 0.5
鉄鋼 90 1.4 その他の小売業 190 2.9
非鉄金属 98 1.5 無店舗小売業 11 0.2
金属製品 462 7.0 銀行業 0 0.0
機械 248 3.8 証券､商品先物取引業 7 0.1
電気機器 272 4.1 保険業 13 0.2
輸送用機器 238 3.6 その他金融業 11 0.2
精密機器 123 1.9 不動産業 63 1.0
その他製品 819 12.5 学術研究､専門･技術､ｻ-ﾋﾞｽ業 121 1.8
電気･ｶﾞｽ業 22 0.3 宿泊業､飲食ｻ-ﾋﾞｽ業 58 0.9
陸運業 244 3.7 生活関連ｻ-ﾋﾞｽ業､娯楽業 55 0.8
海運業 13 0.2 複合ｻ-ﾋﾞｽ事業 14 0.2
空運業 3 0.0 ｻ-ﾋﾞｽ業(他に分類されないもの) 483 7.4
倉庫･運輸関連 126 1.9 無回答 97 1.5

全体 6,565 100.0
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⑤ 地域12 

都道府県別回答企業数は以下のとおり。 

 

 

  

                                                        
12 平成 30 年 7 月豪雨を踏まえ、岡山県、広島県及び愛媛県には調査票を送付していない。 
 広島県の回答企業については、他県の関連会社等に届いた調査票が回送された等が考えられる。 

都道府県 回答企業数 回答割合 都道府県 回答企業数 回答割合
北海道 263 4.0％ 滋賀県 66 1.0％
青森県 82 1.2％ 京都府 118 1.8％
岩手県 87 1.3％ 大阪府 493 7.5％
宮城県 120 1.8％ 兵庫県 217 3.3％
秋田県 66 1.0％ 奈良県 46 0.7％
山形県 97 1.5％ 和歌山県 36 0.5％
福島県 113 1.7％ 鳥取県 27 0.4％
茨城県 100 1.5％ 島根県 37 0.6％
栃木県 85 1.3％ 岡山県 0 0.0％
群馬県 100 1.5％ 広島県 2 0.0％
埼玉県 207 3.2％ 山口県 83 1.3％
千葉県 146 2.2％ 徳島県 30 0.5％
東京都 861 13.1％ 香川県 75 1.1％

神奈川県 276 4.2％ 愛媛県 0 0.0％
新潟県 201 3.1％ 高知県 35 0.5％
富山県 101 1.5％ 福岡県 193 2.9％
石川県 87 1.3％ 佐賀県 32 0.5％
福井県 47 0.7％ 長崎県 50 0.8％
山梨県 56 0.9％ 熊本県 75 1.1％
長野県 166 2.5％ 大分県 51 0.8％
岐阜県 142 2.2％ 宮崎県 50 0.8％
静岡県 214 3.3％ 鹿児島県 65 1.0％
愛知県 439 6.7％ 沖縄県 46 0.7％
三重県 83 1.3％ 無回答 599 9.1％

全体 6,565 100.0％
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３．中小企業の雇用状況に関するヒアリング調査結果概要 
 

(1) ヒアリング調査実施概要 
 

① 調査の目的 

・ 経営者の賃金決定行動について、特に賃上げの意思決定に対する示唆を導く。特に、企業側が

コントロールできる要素（企業行動）に着目し、その要素と賃上げ行動の因果関係を把握する。 

・ 賃上げのために、政策としてどこを推すか、どうすれば賃上げを促すことができるのか、所得

拡大税制等の影響、それ以外の方策、等を多面的に把握する。 

 

② ヒアリングの内容（項目）について 

・ ヒアリング内容として、企業ヒアリングの共通項目は以下の通り。 

 

1）企業概要 

・ 会社概要、経営方針、業況感、雇用状況（平均年齢・従業員構成）、人材ポートフォリオ（正

規・非正規）の考え方、離職率、採用数、最低賃金対象人数、等 

2）賃上げについて13 

・ 賃上げ決定のプロセス（決定に至るメカニズム、何が賃上げ判断につながる要因か）、人事

制度の実態、賃上げの目的や効果、賃金以外の処遇について、等 

・ 戦略的な賃上げか否か、なんらかの指標を元に意志決定をしているか 

3）人手不足の実態と解消策について 

・ 人材別の過不足感、人手不足と賃上げの考え方、不足人材に対するアプローチやその効果、

等 

4）働き方改革対応・所得拡大促進税制について 

・ 働き方改革の各規制への対応状況と取組み、所得拡大促進税制などの制度の活用（企業行動

との因果関係）、最低賃金引き上げの影響、等 

5）その他、行政への要望等 

・ 賃上げ行動を加速化させるような支援制度、社会保険料負担、制度の利用勝手、等 

   

 

 

 

  

                                                        
13 賃上げを実施しない企業については、「賃上げを実施しない」という判断プロセス、戦略を聴取した。 
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③ 調査の対象 

・ 2018 年 9 月に実施したアンケート調査に回答した企業のうち、合計 30 社の中小企業をヒアリ

ング調査の対象とした。 

・ アンケート調査で、賃上げを実施予定もしくは賃上げ実績がある中小企業の経営者を主な対象

とする。なお、アンケート調査で、賃上げを実施していないが、人材が充足している中小企業、

賃上げ以外の対応に熱心な中小企業の経営者も一部対象とする。 

・ 具体的なヒアリング先の選定にあたっては、アンケート調査結果等から得られた回答を吟味し、

以下のような問題意識に対応して企業の選定を行った。 

 

○賃上げを実施している企業のうち以下のような特徴が見いだせる企業 

・ 業種平均等と比較して賃上げ水準が著しい企業 

・ 人手不足の状況が著しく、その解消のために賃上げを実施していると思われる企業 

・ 働き方改革関連法対応を目的として、賃上げを実施していると思われる企業 

・ 所得拡大税制を活用し、賃上げを実施している企業 

・ 最低賃金の引き上げにより、（改訂後水準を下回るため）賃金を引き上げた企業 

 

○賃上げを実施していない企業 

・ 人手不足が著しく、様々な対応はしているが、賃上げは実施しない企業 

・ 賃上げは実施していないが、人材は充足している企業 

 

 

④ 調査実施期間 

2018 年 11 月～2019 年 2 月 
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⑤ ヒアリング実施企業 

 ヒアリング対象とした企業は以下の通りである。 

 

ヒアリング実施企業一覧 

No 所在地域ブロック 業種 従業員規模 

1 北海道 陸運業 101～300 人 

2 北海道 学術研究､専門･技術､ｻ-ﾋﾞｽ業 101～300 人 

3 東 北 電気機器 101～300 人 

4 東 北 繊維製品 101～300 人 

5 関 東 その他製品 101～300 人 

6 関 東 情報･通信業 101～300 人 

7 関 東 パルプ･紙 21～50 人 

8 関 東 ｻ-ﾋﾞｽ業(他に分類されないもの) 101～300 人 

9 関 東 情報･通信業 6～20 人 

10 関 東 その他の卸売業 21～50 人 

11 関 東 建設業 101～300 人 

12 関 東 非鉄金属 6～20 人 

13 関 東 電気機器 101～300 人 

14 関 東 輸送用機器 51～100 人 

15 中 部 金属製品 21～50 人 

16 中 部 情報･通信業 21～50 人 

17 中 部 ｻ-ﾋﾞｽ業(他に分類されないもの) 51～100 人 

18 近 畿 建設業 101～300 人 

19 近 畿 建設業 101～300 人 

20 近 畿 金属製品 6～20 人 

21 中 国 電気機器 21～50 人 

22 中 国 機械 21～50 人 

23 中 国 食料品 21～50 人 

24 中 国 不動産業 6～20 人 

25 四 国 繊維製品 51～100 人 

26 四 国 食料品 6～20 人 

27 四 国 倉庫･運輸関連 101～300 人 

28 四 国 建設業 51～100 人 

29 九 州 情報･通信業 101～300 人 

30 九 州 宿泊業､飲食ｻ-ﾋﾞｽ業 51～100 人 
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(2) 業況感 

・ ヒアリング対象とした企業においては、多くの企業の業況が良好もしくは横ばいであり、悪化

している企業は少なかった。ただし、その程度については、業種や地域によって様々であり、

特に、サービス業や飲食、小売業等の BtoC の業種、および、建設業などで、より好調な傾向が

見られる。 

・ なお、売上の拡大に伴う人手不足には多くの企業が悩んでおり、さらに、今後の労働時間規制

への対応を危惧しているところ。独自の生産性向上策を講じるなどして対応している様子がう

かがえる。 

 

（主な企業の声） 

・ 建設コンサルティング業界において、業況は横ばいかやや上昇であり、慢性的に人手不足感

はある。特に 30 代、次世代を担う技術者が少なく、生産が追いつかないのが実態。（北海道・

学術研究､専門･技術､サービス業・101～300 人） 

・ ゴルフ用品卸売業は、近年は、ゴルフ愛好家だけでなく、2020 年のオリンピック、健康意識の

向上、フィットネス関連などによって売上は増加している。（関東・その他の卸売業・21～50 人） 

・ ここ数年発注元からの受注金額に変化はないが、労働時間管理が厳しく、社内ですべての仕事

を協定内に行うことが難しいため、外部委託の割合が増えていっている。外部委託が増えると、

社内の人間の育成が難しくなるため、質が落ちていく。経験、現場での場数を増やすことが必

要。（関東・サービス業(他に分類されないもの)・101～300 人） 

・ システム開発の引き合いは増えているが、価格は、発注側の予算で決まるものなので、単価は

上がってはいない。人手不足感はあるが、工数あたりの単価は上がらないという状況。（関東・

情報･通信業・101～300 人） 

・ 業況はそれほど悪くはないが、人手不足は深刻な状況にある。（神奈川県・輸送用機器・51～100

人） 

・ 会社の業績は経常利益で 10%程度の増加で推移している。仕事量が多いため、非正規社員も増

やしている。その一環として、定年退職者の再雇用を実施している。（関東・電気機器・101～300

人） 

・ 肌感覚としては、東京と比べて福岡の景気の動きが遅い印象だが、業績としては上向きで

はある。（九州・情報･通信業・101～300 人） 
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(3) 賃上げについて 
① 賃上げ決定のプロセス 

・ ヒアリング対象企業では、賃上げ決定のプロセスとして、「業績の確保」を前提として、近年

の傾向から賃上げ自体は毎年当然のものとしてなされている場合が多い。 

・ 賃上げの際、参考とする指標や水準は、最低賃金の状況や、各種の昇給・ベースアップ状況調

査、その他地域の業界動向などを独自で入手し参考にしている場合がある。 

・ 賃上げ決定の方法やタイミングは、各社によって様々であるが、賃上げの最終判断は取締役会

議などでなされ、その方法は、賃金テーブルの変更が伴うベースアップと、評価幅の向上など

に分かれる。 

 

（主な企業の声） 

・ 賃上げ判断はトップの意向が大きい。これまでは内部留保をしがちであったが、2 年前のトッ

プ交代により、利益は社員に還元しようという方針転換が行われた。賃上げの水準は、まず

総務部が骨子案を策定し、役員会で決定がなされるプロセスである。北海道の中小企業の平

均賃金データを指針とする。骨子作成の際には、住宅手当の水準等も含め、総務省統計局の

ホームページ等で地域別に調べる。（北海道・学術研究､専門･技術､サービス業・101～300 人） 

・ 最低賃金の上昇に連動し、時給を上げるパターンである。北海道では、最低賃金が 810 円

から 835 円に変ったが、この上昇で一人あたり月 4000 円以上の賃上げとなるため、影響は

大きい。そのため、最低賃金の引き上げと同時に、荷主に対しては価格交渉を行う。業務

委託であるため、委託料金が変らないと最低賃金の引き上げにも対応ができない。（北海道・

陸運業・101～300 人） 

・ 賃上げ決定に至る判断は、まずは「業績ありき」である。その次に最低賃金の引き上げ幅、ハ

ローワークにおける相場観を総合的にみて、上げ幅は決定する。最低賃金の上昇は、時給では

20 円程度だが、全従業員に適用すれば経営に与える影響も大きく、慎重に判断せざるを得ない。

（東北・繊維製品・101～300 人） 

・ 経団連が発表するベースアップの実施状況を指針としている。企業側のベア幅と、それに対す

る世間の反響をみる。その他、同業他社の動向、新卒初任給水準の上げ幅などが判断要素とな

る。決定プロセスとしては、毎年 7 月の昇級直前の取締役会で発議され、それを受けて社長が

決定する。近年は人手不足感や業界の景況感の影響も受け、5 年連続で実質的な賃上げを実施

している状況。（関東・情報･通信業・101～300 人） 

・ 賃上げは、平成 26 年から 5 年連続で実施している。順調に売上・利益を確保でき、自己資本

も並行して積み増せており、体力的に問題ないことから、実施しない理由もない。設備投資な

ど、資金が必要な際には、金融緩和もあり、銀行の支援を受けやすい状況にある。（四国・建設

業・51～100 人） 

・ 賃上げは平成 26 年から 5 年連続で実施している。決算（8 月）時点の次期受注状況を見た社長

の判断を契機とする。3～4 月に、社長・専務（営業部門担当）・工場長（現場の評価者）の 3 名

で、評価や「作業日報」をもとに、月額 3,000～50,000 円のレンジでのベースアップを前提に議
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論する。他社動向も参考としており、組合員（同業他社）と同水準を維持できるよう留意して

いる。（関東・パルプ、紙・21～50 人） 

・ 直近 5 年で賃金を引き上げているが、毎年「これ以上に引き上げて良いものか」と不安がつき

まとう。業績向上の還元で引き上げるのではなく、従業員のさらなる頑張りによる売上拡大を

期待して引き上げており、売上が順調に推移しなければ、今後の引上げは厳しい。来春の引上

げは未定。（中国・機械・21～50 人） 

・ 賃上げは毎年 7 月に実施。平成 26 年から 5 年連続で引き上げている。社会保険料が上昇

し、可処分所得が減るようでは、従業員が人生設計できないため、最低 2％以上の賃上げを

実施するよう、会社として取り組んでいる。引上げ幅は、賃金規定に加え、生産性や勤務

態度、仕事への取組みに応じて決定する。7 月の実施に向け、2 月末の株主総会後、3 月に

各部署から人事評価など各資料を集め、事業計画の策定過程で賃上げについても議論・決

定する。なお、再雇用者は、年齢（60～65 歳、66 歳～）に応じたガイドラインに沿って決

定するため、議論しない。（四国・繊維製品・51～100 人） 

 

② 賃上げの目的・効果 

・ ヒアリング対象企業における、賃上げの目的は、従業員の採用や定着に資することである。内

部留保の方針を切り替えて労働分配率を高めるような動きが一部に見られる。 

・ 一部の企業では、賃上げ幅を戦略的に運用しており、一律の賃上げ幅ではなく、定着を促した

い層や、採用に注力したい層に特定して、賃上げ幅を拡大させている企業もある。 

 

（主な企業の声） 

・ 北海道内では少々の賃上げが採用や離職に影響があるというわけではない。都心の方が影響は

大きいと感じている。（北海道・陸運業・101～300 人） 

・ 昇給率は、若い人と年齢が上の人で率を変えている、20 代後半から 30 代後半が最も昇給率が

高くなっている。また、入社 10 年目、30 歳くらいである程度仕事ができるようになるとジレ

ンマがでてきて退職していく社員が多くみられる。引き留めるためにも給与改定を検討してい

る。（関東・サービス業(他に分類されないもの)・101～300 人） 

・ 賃上げの目的は、人材引留めも企図しているものの、社長が業績向上への感謝の意としての従

業員への還元を第一とする。（四国・建設業・51～100 人） 

・ 賃上げは新年度への期待値として行っている。建設業は人材ありきのため、業績にかかわらず

毎年上げるという考え方でやってきた。（関東・建設業・101～300 人） 

・ 賃上げの目的は、働く意欲の向上も企図するものの、ベンチャー企業ということで、従業員

を世間と同程度以上の暮らしができるようにすること。（四国・食料品・6～20 人） 

・ 賃上げの目的は、離職防止や従業員の働く意欲の向上を企図している。特に女性に効果がある。

一方、男性は賃上げよりも休日の増加を好むことが多い。（関東・パルプ、紙・21～50 人） 

・ 賃上げの目的は、従業員の働く意欲の向上や雇用維持を企図している。そのなかでも、雇用維

持が最大のねらい。求職者優位のため、賃金水準が高い企業に人材が流出してしまう恐れがあ
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る。（中国・機械・21～50 人） 

・ 賃上げの主目的は、従業員が地域社会で自立して生活し、今後も暮らしていけるようにす

ることであり、それが地域の中小企業の役割と考える。従業員の頑張りや業績の還元は、

主に賞与にて行う。（四国・繊維製品・51～100 人） 

・ 賃上げの目的は、従業員の働く意欲の向上を企図している。従業員には未確認だが、離職

者の少なさからも、一定の効果があると見込んでいる。（中国・不動産業・6～20 人） 

 

③ 最低賃金引上げの対象や影響 

・ ヒアリング対象企業では、最低賃金引上げに伴い、パートタイム労働者等の賃金に直接影響が

出た企業も存在している。 

・ 最低賃金引き上げの対象者はいなくても、引き上げの推移や今後の動向を注視している企業は

多いことがうかがえる。 

 

（主な企業の声） 

・ パートタイマーは、最低賃金にあわせて賃上げを行っている。（関東・電気機器・101～300 人） 

・ 「平成 29 年 10 月の最低賃金の引上げ」にともない、パートタイム労働者の賃金を引き上げた。

これまでは、非正社員の賃金と最低賃金に乖離があったため、最低賃金が上昇しても影響なか

ったが、今後も上昇が続くと、現状の売上では、企業の体力を悪化させかねないと危機感を持

っている。（中国・食料品・21～50 人） 

・ 平成 29・30 年の引上げは影響ないが、来年の引上げ幅によっては、更なる引上げを懸念す

る。（四国・繊維製品・51～100 人） 
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(4) 人手不足の実態と解消策について 
① 人手不足の実態、雇用・採用状況 

・ ヒアリング対象とした企業は、その多くが人手不足の状況を指摘していた。その対策として、

採用が困難であることから、まずは離職防止に努めている傾向がうかがえる。なお、入社後一

定期間定着すれば、その後の定着率は高まり勤続年数も長い傾向がある。 

・ 採用に関しては、いずれの企業も新卒社員の獲得は困難な条項に直面しているが、これまで採

用対象ではなかった人材層（高齢者、女性（主婦等）、外国人）の活用や、設備投資による生

産性向上で対応している企業が存在している。 

・ なお、季節に応じた需給変動が多い業態は、ピーク時の人材確保に苦慮している様子がうかが

える。 

 

（主な企業の声） 

・ 離職率は低い方である。狭い業界であるため、地域内での同業他社への転職は難しい。（北海

道・学術研究､専門･技術､サービス業・101～300 人） 

・ 従業員数は約 150 人で安定的に推移している。女性従業員が 9 割であり、平均勤続年数は 17

年と、定着率はよいと感じている。新卒採用者は合わずにやめてしまう人も多いが、3 年を越

えると定着する。外国人実習生も積極的に受入れている。制度上、3 年間で帰ってしまうが、

欠かせない人材である。（東北・繊維製品・101～300 人） 

・ 離職はヘッドハントをされるケースが多い。年間で約 30 名程度の出入りがあるか。（関東・情報･

通信業・101～300 人） 

・ 県内では充足しているが、県外、特に首都圏の営業所では、顕著な人手不足に直面している。

仕事の依頼は多いので、人材を確保できれば、売上・利益のさらなる拡大が見込める。（四国・

建設業・51～100 人） 

・ 技術職のため、技術を覚えるとより給与の高いところにかわっていくため、離職率が高くなっ

ている。時間外勤務の運用を厳格化したことを要因としてこの 1 年間で 3～4 人が退職した。

転職先は新興の零細事業者や個人事業主としての独立開業など自分が働いただけ収入が得ら

れる業態であった。（関東・輸送用機器・51～100 人） 

・ 年 4 回の繁忙期にあわせて短期アルバイトを募集するも、以前と比べて応募が少なくなってい

る。（中国・食料品・21～50 人） 

・ 特にパートが不足しており、ハローワークや新聞チラシなどで募集をかけても集まらない状況。

定着率も非常に低く、年間 20～30 人採用し、1 年後には 4～5 人残る程度である。理由として、

「サービス業」自体が避けられていること、また職場の人間関係を理由にやめる方も多い。（九

州・宿泊業､飲食ｻ-ﾋﾞｽ業・51～100 人） 

・ 現業の人員が特に不足している。事務職の応募はあるが、こちらが希望する条件ではない。（関

東・電気機器・101～300 人） 

・ 募集の中でも配膳・洗い場での作業を担う人が不足している。大学生を募集する場合、最低賃

金よりも高い額を提示しなければ見向きもされないが、最低賃金を超える処遇で採用した結果、
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最低賃金近傍で働いてきたパート社員からの不満の声も出ている。（九州・宿泊業､飲食ｻ-ﾋﾞｽ業・51

～100 人） 

 

② 人手不足の解消に向けて 

・ 新たに採用をする場合、新卒者の採用が困難であるため、シニア、女性（主婦）、外国人の活

用を模索している実態がうかがえる。 

・ また、定着率の向上には、多くの企業が工夫を凝らしており、福利厚生の充実や親睦会の実施

などとともに、将来的なキャリアパスを明示し、従業員に目標設定を促すなどして、技能の向

上と定着を両立させている企業なども存在する。 

 

（主な企業の声） 

・ 利益が上がっているわけではないが、稼働を維持するために慢性的に人手不足であるのが実態。

時短化によって、高齢者や女性などでも働けるようにし、その層の就業をターゲットにしてい

きたい。（北海道・陸運業・101～300 人） 

・ 新卒社員はなかなかとれない。外国人実習生を受入れてきたノウハウを生かして、何とかやっ

ていきたい。従業員には、常にキャリアアップの道筋を示している。社内での企業内訓練施設

での職業教育に加え、技能検定の受検等を推奨している。女性が多い縫製工場なので、冷暖房

の完備や職場環境などは徹底。毎年誕生月に、社長との個人面談を実施し、花を渡している。

（東北・繊維製品・101～300 人） 

・ 最近は、社員の間にも働き方改革という言葉が浸透しており、理解も進んできているが、仕事

量は減ることはなく、単価が上がることもない。人を増やして対応したいが、会社の負担が増

えるのでどこまでできるかは検討しなくてはいけない。現状は、外部委託を利用して受注をこ

なしている。（関東・サービス業(他に分類されないもの)・101～300 人） 

・ 業務の属人化を避けるフォロー体制など、効率的な業務運営による従業員のストレス緩和にも

取り組む。若手社員の育成を目的に、シニア層を活用している。定年以降も引きつづき在席し

てもらい、アドバイザーとして現場で働きながら、若手社員を教育してもらう。外国人は、来

年度入社者として、大阪の専門学校生のベトナム人が選考中にある。今後、業界でも外国人の

更なる活用が想定されるため、他社に先んじて取り組んでいる。将来的な自国での就業など、

帰国による退職も十分に想定されるが、出身国の発展への貢献はもちろん、海外進出の足掛か

りとしても活用できるため、必要に応じて受け入れたいと考える。（四国・建設業・51～100 人） 

・ 定期的に外国人技能実習生の受入れをおこなっており、現在 4 人が在籍している。技能実習生

の給与は最低賃金をベースに決めているが、受入機関への管理費用や生活必需品の補助など付

帯費用を考慮すると一般の非正規雇用社員と実質的な労務コストは大差がない。また、収入の

大半を仕送りや蓄財に宛てているため、貨幣価値の差から水準に不満はない模様である。自国

でセレクションされていること、日本語、日本の生活、生活慣習などの基礎知識があるため、

新卒の受入に比べると、負荷が低い。継続して受入を行えば先輩が新人を指導する体制が整う。

（関東・輸送用機器・51～100 人） 
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・ 女性の積極的な採用を企図しているが、育児などによりフルタイム勤務が困難、急な予定変更

が多い、などから、現場では理解してもらえないことが多い。社長が、朝礼などで声掛けをし、

社内風土の醸成に働きかけている。外国人での採用も視野に入れている。言葉の壁は想定され

るが、会話を通じた業務は少なく、身振り手振りでも教育できると考えており、若くやる気に

満ちた外国人であれば活用を検討する。（中国・食料品・21～50 人） 

・ シニア層の活用に取り組む。60 歳定年だが、本人が働き続けられる限り、無期限で再雇用契

約する。作業速度は低下するものの、アナログ機械の扱いにも慣れており、若手より良い製

品を製造できる。また、再雇用により賃金コストも縮減できる。（四国・繊維製品・51～100 人） 

・ 人材の流出原因は賃金面の差である。やはり他社との賃金を比較されている。解消策としては、

賃金の底上げと手当の見直しを検討している。手当の見直しは、住宅手当と固定支払いの見込

み残業を、これまで一部に限っていたが、全従業員を対象とする。このコスト増を踏まえ、受

託開発の値上げ交渉も行っている。顧客からの理解も得られており、来年から賃上げできる用

意が整いつつある。（九州・情報･通信業・101～300 人） 

・ 経営課題は人手不足への対応である。多様な人材募集と人材育成に力は入れているが、それに

加え、ペーパーレスの検討・導入や外出先でのパソコン操作による効率的な働き方など、生産

性の向上に努めている。（四国・建設業・51～100 人） 

 

(5) 働き方改革対応・所得拡大促進税制等について 
① 働き方改革について 

・ ヒアリング対象企業では、労働時間規制や有給休暇の取得義務等について、強い関心が寄せら

れている実態がうかがえる。 

・ 特に、労働時間規制については、時間給で就業している従業員からの不満や生活生計にいかに

対応すべきか、深刻な問題として捉えられている。 

・ また、有給休暇取得については、対応は可能であるものの、休暇が重なると業務稼働などにも

大きく影響を与えるため、計画的な取得を促すことで、対応している企業が多い。 

 

（主な企業の声） 

・ 毎週水曜日はノー残業デーにし、労働時間の短縮化には努めているが、長年染みついた業界

慣行は、短時間では変えられない。むしろ、昨今の若手は、納期が迫っていても平気で帰宅

してしまい、使命感が欠如しているのが悩みの種である。（北海道・学術研究､専門･技術､サービス

業・101～300 人） 

・ 同じ地域で約 9 割は女性（主婦）であるため、学校行事や授業参観などが重なると、大勢が

有給休暇を取得することになるため、地域の学校行事などは、年初に予め把握しておくなど

の対応が必要である。（東北・繊維製品・101～300 人） 

・ 同一労働同一賃金法制化については、対応済みである。非正規労働者もそうだが、むしろ外

国人労働者にとっては魅力的な法制化であろう。一方、働くことができる日数はあまり減ら

さないでほしい。休みすぎて生活ができなくなるケースが増えてきては本末転倒である。（関
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東・情報･通信業・101～300 人） 

・ 残業規制への対応に懸念。業界特性もあるが、残業は年度末に向けて増加。閑散期の残業時間

はほぼ 0 時間に近いが、繁忙期は、最低でも毎月 40 時間を超える。受注量や人員によっては、

抵触も懸念される。即戦力の採用は困難であることから、省力化や効率的な働き方を少しずつ

導入する。（四国・建設業・51～100 人） 

・ 長時間残業、休日出勤を気にしない社員が多く、特に休日出勤に関しては、働き方改革の影響

で残業がこれまで通りできなくなった。残業代がないと生活が厳しいという現状がある。働く

時間が短くなることによって収入減となるため、正社員の中でも退職し独立した者もあった。

（関東・輸送用機器・51～100 人） 

・ 勤務時間は 8 時間以内に収まるよう、効率的な働き方の実践に取り組む。研究職のため裁量労

働制を導入しており、9：00～18：00 がコアタイム。これまで 22：00 退社が多かったが、従業

員の健康増進や社会的気運の高まりから、19：00 ごろに退社するよう改善した。有給休暇の取

得の増加には、人員増も検討する。現在の受注量では、1 分野 1 人体制で充足するものの、休

暇を取得しづらい環境にある。今後は、会社の体力にあわせて人員を増加し、1 分野 2 人体制

など、休暇を取得しやすい環境づくりにも努める。（四国・食料品・6～20 人） 

・ 「有給休暇の取得義務化」を課題と捉えている。複数機械を操縦できるベテラン従業員の定年

退職により、一人が休むと機械が停止してしまい、製造が間に合わなくなることを懸念してい

る。工程のマニュアル化（書面化）で対応を進めているが、最も複雑な機械を臨機応変に対応

できようになるまで 7 年程度を要することから、対応に苦心している。（関東・パルプ、紙・21～

50 人） 

 

② 所得拡大促進税制などの制度の活用と賃上げ行動 

・ ヒアリング対象企業では、一部を除き、所得拡大税制の存在を認知するものの、適用要件を満

たせずに、活用ができていない企業も存在している。 

・ 所得拡大促進税制は、賃金の上げ幅を検討する際に、税制の適用要件を意識し、上げ幅を拡大

する企業が存在する。 

・ 適用の要件が、前年度比の給与総額であることや、教育訓練費の計上方法などで、若干困惑し

ている企業が存在している。 

 

（主な企業の声） 

・ 所得拡大促進税制は、賃上げ幅の検討に影響がある。過去に、総額の 1.0%程度の上昇を考え

ていたところ、賞与部分を 0.5 ヶ月分上げれば 1.5%に届くことに気づき、賞与部分で調整

し、総額 1.5%の賃上げをした経緯がある。結果 1000 万円強の減税がなされたため、非常に効

果があったと思われる。今後も続く税制であれば、継続的にウォッチしていきたい。ただ、

要件が前年比のみだと厳しい。より大きな賃上げを実施しようとしても、その翌年の減税効

果で少々躊躇してしまう。（北海道・学術研究､専門･技術､サービス業・101～300 人） 

・ 教育訓練やキャリア研修、外部講習には力を入れているので、それらをより考慮してもらえる
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ような制度にして欲しい。賃上げ総額で判断することも違和感がある。経営努力としては、一

人一人の生産性を向上させて一人あたりの賃金水準を向上させることを第一に考えている。（東

北・繊維製品・101～300 人） 

・ 所得拡大促進税制を利用している。ただし、社員数を確保するために税制を利用している。社

員を増やすためのきっかけになっている。（関東・サービス業(他に分類されないもの)・101～300 人） 

・ 税理士法人から紹介を受けて所得拡大促進税制の利用を開始した。所得拡大促進税制を毎年利

用することを念頭に、経理の方ですぐに申請できるような体制を整えている。ただし教育訓練

費の前年度比 10%増は厳しい要件であると感じている。（関東・建設業・101～300 人） 

 

(6) その他、行政への要望等 
・ ヒアリング対象企業では、税制や支援策などの情報源は、税理士や社会保険労務士など、日々

接触をする専門家であることが多い。各種情報を、ワンストップで提供して欲しいニーズはあ

る。 

・ 中小企業支援機関の利用については、利用経験がある企業の利用満足度は高いが、利用経験が

無い企業は、支援機関が何をしてくれるのかがわからないため利用しない場合が多く、それら

の情報を欲している企業が存在する。 

 

（主な企業の声） 

・ 「よろず支援拠点」は利用経験がある。親身に相談に乗ってくれて実務に即した回答をしてく

れたと感じる。なんでも相談というよりは、解決してくれる課題を特定した方がむしろ使いや

すいのではないか。利用企業の声などを広報することも有意義であろう。（北海道・学術研究､専

門･技術､サービス業・101～300 人） 

・ 情報は鮮度とタイミングが重要であるため、必要なときに必要な情報が得られる仕組みができ

ないものか。（北海道・陸運業・101～300 人） 

・ 税制や支援策の情報等は、保険会社や社労士・税理士などから得ることがほとんどである。（関

東・その他の卸売業・21～50 人） 

・ 大企業ではできることが中小企業ではすぐにはできないものもある。建設業界において下請け

となる協力会社には、社員の賃金を日給月給により支払っている会社もある。労働時間が減る

ことで給与が目減りしてしまうことから、協力会社の社員が働きたいために、管理側となる社

員も休めなくなるという悪循環が起きている。（関東・建設業・101～300 人） 

・ 機械の扱い方を教えられる従業員がいないため、技術継承の支援を要望している。定年退職し

たシニア層など、知見を持つ人に教えに来てもらいたい。各種助成金は、募集期間を過ぎると

応募できないため、必要と思ったときに活用できない。常に門戸を開いてもらえるとありがた

い。（関東・パルプ、紙・21～50 人） 

・ 座学・実技にかかわらず、社員教育の場は欲しいがゆとりがない。業務の傍ら勉強するため、

ゆとりをもった工期設定の普及など、業界特性に応じて支援してもらいたい。（四国・建設業・51

～100 人） 
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 制度を念頭において賃上げを普及させるためには、制度の更なる周知が必要ではないか。税制

等の支援策の入手先は主に税理士、取引先の銀行のセミナーや社労士である。自社の課題は自

分たちで見つけ、税理士と社労士からアドバイスはもらう。（九州・情報･通信業・101～300 人） 
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４．実態調査から得られた示唆 
ここでは、実態調査の結果を踏まえ、特に「賃上げの状況とその要因について」、「人手不足の実

態とその解消に向けて」、「所得拡大促進税の更なる活用に向けて」について、クロス集計等を交え

ながら、分析を行っている。 

 

(1) 賃上げの状況とその要因について 
① 賃上げの状況（近年の実態） 

我が国の中小企業における、賃上げの状況を概観するために、直近 5 年間における賃上げの実

態を集計している14。 

直近 5 年間で、「5 年連続賃上げ」した企業は 41.0%にのぼり、「5 カ年中、3～4 年は賃上げ」し

た企業は 17.7%、「5 カ年中、1～2 年は賃上げ」した企業は 25.3%、「5 年間賃上げせず」の企業は

16.0%であった。 

図表 4-1 直近 5年間の賃上げ状況 

 
 

② 賃上げの要因・背景に係る分析 

賃上げの要因・背景について分析・推察するために、直近 5 年間の賃上げ状況別に、見たところ、

以下のような傾向が見られた。 

・ 従業員規模が大きいほど継続的な賃上げがなされている傾向がある。 

・ 継続的な賃上げがなされている場合、賃上げの方法は「月例給与の引き上げ」がなされる

傾向が強まり、賃金規定を策定している割合も高くなる。 

・ また、就業規則や賃金規定等の策定・見直しに向けた社内外の相談体制の設置状況や、法

定社外福利厚生制度の設定状況など、就業者向けの環境整備を講じているところほど継続

的な賃上げがなされている割合が高くなっている。 

  

                                                        
14  平成 30・29 年度は、アンケート調査において「正社員の賃金を引き上げる」と回答した企業を対象とし、平

成 28・27・26 年度は、アンケート調査において「1 人あたり平均賃金の引き上げを実施した」と回答した企業

を、対象としている。 
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(3) 所得拡大促進税の更なる活用に向けて 
 

① 所得拡大促進税の利用状況（直近の実態） 

本アンケートでは平成 30 年度税制改正で変更された所得拡大税制の活用意向について確認して

いる。 

アンケートの結果をみると、「利用意向あり（「上乗せ措置を利用したい（18.8%）」、「通常要件を

利用したい（29.6%）」の合計）」が 48.4%、「利用意向なし」が 46.6%であった。 

 

図表 4-14 所得拡大促進税制の利用意向（平成 30年度） 

 

 

また、所得拡大促進税制の情報の収集先については、「顧問税理士」「税理士法人」「顧問会計士」

「政策金融公庫」「地域の総合支庁」等の他、自らインターネットで収集しているケースも見られ

た。 

所得拡大促進税制を利用しないと回答した企業に利用しない理由をたずねてみると、「業績が不

透明で、適用要件を満たせるか不明瞭」が 61.8%、「制度を知らなかった」が 27.1%の順となった。 

 

図表 4-15 所得拡大促進税制を利用しない理由（平成 30 年度） 

 

 

18.8％ 29.6％ 46.6％ 4.9％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=6,565)

上乗せ措置を利用したい 通常要件を利用したい

利用意向なし 無回答

61.8％

27.1％

14.9％

14.8％

10.0％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

業績が不透明で､適用要件を満たせるか不明瞭

制度を知らなかった

利用手続きが煩雑

申請のための人的･時間的余裕がない

その他

(n=3,062)
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【福利厚生及び賃金及び働き方改革に関する制度・政策等について】 

⑪法定福利 
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険等の社会保険料など、法律で企業に義務

付けられている福利厚生制度です。 

⑫法定外福

利厚生制度 

住居、食事に関する手当、育児支援、慶弔見舞、レクリエーションの実施など、法定福利以外の企

業が任意で実施する福利厚生制度です。 

⑬働き方改

革関連法 

労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的

に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な

待遇の確保等のための措置を講ずるものです。 

詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。 

厚生労働省ホームページ＞政策について＞分野別の政策一覧＞雇用・労働＞労働政策全般＞「働き

方改革」の実現に向けて 

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

⑭働き方改

革推進支援

センター 

特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える働き方改革に関しての様々な課題に対応するためのワ

ンストップ相談窓口です。 

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html 

⑮所得拡大

促進税制 

青色申告書を提出している法人（又は個人事業主）が、一定の要件を満たす賃上げを行った場合、

雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額（又は所得税額）から控除できる制度です。 

詳しくは、中小企業庁ウェブサイトをご参照ください。 

トップページ＞財務サポート＞税制＞積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け

所得拡大促進税制)  

URL: http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html  

⑯よろず支

援拠点 

国が全国に設置している無料の経営相談所です。中小企業・小規模事業者の方々の売上拡大、経営

改善など、経営上のあらゆるお悩みの相談に対応しています。 

URL: http://www.smrj.go.jp/supporter/yorozu/index.html 

⑰都道府県

等中小企業

支援センタ

ー 

全国各地に設けられた、中小企業・小規模事業者の方々の経営上の課題、資金調達に関しての相談

等に応じています。 

URL: http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/todou_sien.html 

⑱中小企業

再生支援協

議会 

 

窮境にある中小企業者の方々からの相談を受け付け、解決に向けた助言や支援施策・支援機関の紹

介や、場合によっては弁護士の紹介や、再生計画の策定支援を実施しています。 

URL: http://www.smrj.go.jp/supporter/revitalization/index.html 
 

⑲中小企業

事業引継ぎ

支援センタ

ー 

相談から成約に至るまで、中小企業・小規模事業者の方の事業引継ぎに関するあらゆる相談をお受

けしています。 

URL: http://shoukei.smrj.go.jp/ 
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