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平成 27 年度における 

民間企業の給与の実態は？ 

 

◆調査の概要 

「民間給与実態統計調査」は、国税庁により昭

和 24 年分から調査が始まり、以後毎年実施さ

れており今回が第 67 回目に当たります。 

この調査は、統計法に基づく基幹統計「民間

給与実態統計」の作成を目的とする調査であり、

民間の事業所における年間の給与の実態を、

給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に

明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負

担の検討および税務行政運営等の基本資料と

することを目的としています。 

 

◆調査結果のポイント 

（１）給与所得者数 

給与所得者数は 4,794 万人で、前年に比べ

0.8％増加しています。男女別にみると、男性

2,831 万人、女性 1,963 万人で、前年比で男性

は 0.9％の増加、女性は 0.6％の増加となってい

ます。 

正規・非正規についてみると、正規 3,142 万

人、非正規 1,123 万人で、前年に比べ、正規は

1.2％の増加、非正規は 3.0％の増加となりまし

た。 

（２）給与総額 

給与総額は 201 兆 5,347 億円で、前年に比

べ 2.1％増加しています。男女別では、男性 147

兆 3,750 億円、女性 54 兆 1,597 億円で、前年

比で男性は 2.1％の増加、女性は 2.0％の増加

となっています。 

正規・非正規についてみると、正規 152 兆

3,442 億円、非正規 19 兆 1,462 億円で、前年

に比べ、正規は 2.7％の増加、非正規は 3.5％

の増加となっています。 

（３）平均給与 

年間の平均給与は 420 万円で、前年に比べ

て 1.3％増加しています。男女別にみると、男性

521 万円、女性 276 万円で、前年比で男性は

1.2％増加、女性は 1.4％増加しています。 

正規・非正規別では、正規 485 万円、非正規

171万円で、前年に比べ、正規は 1.5％の増加、

非正規は 0.5％の増加となっています。 

（４）業種別の平均給与 

平均給与を業種別にみると、最も高いのは

「電気・ガス・熱供給・水道業」の 715万円、次い

で「金融業，保険業」の 639 万円となっており、

最も低いのは「宿泊業，飲食サービス業」の 236

万円でした。 

（５）納税者数および税額 

給与所得者 4,794 万人のうち、源泉徴収によ

り所得税を納税している者（納税者）は 4,051 万

人で、その割合は 84.5％でした。 

また、税額は 8 兆 8,407 億円で、納税者の給

与総額に占める税額の割合は 4.70％という結

果となっています。 

 

 

女性、高齢者、外国人…「全員参加型社

会」に関する従業員の意識 
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◆ダイバーシティ推進の時代 

人材不足が叫ばれる現在、労働力の確保の

観点などから、女性や高齢者、外国人を積極的

に採用・活用していこうという流れにあります。 

ダイバーシティを進めていくうえで、企業として

は実際に働く社員はどのように感じているのか

が気になるところだと思います。 

そういった意味では、独立行政法人労働政策

研究・研修機構が昨年 11月から 12月にかけて

行った「第７回勤労生活に関する調査」の結果

が参考になるのではないかと思われます（調査

概要：全国 20 歳以上の男女 4,000 人が対象。

有効回答数 2,118 人）。 

 

◆「上司が女性でも抵抗感なし」が大多数 

まず、「女性の職場進出がもっと進むこと」に

ついては、86.4%の人が抵抗感を感じておらず

（「抵抗を感じない」「あまり抵抗を感じない」の合

計）、男女別でも差が見られませんでした。 

また、「女性が会社の社長になること」（抵抗

感がない：88.1%）、「女性の管理職がもっと増え

ること」（同：87.5%）、「女性の上司が男性の部

下を使うこと」（同：83.1%）、「大事な商談の担当

者（契約相手）が女性であること」（同）87.2%）と

いう結果になっています。 

そして「男性が育児休業をとること」について

は 70.6%の人が「抵抗感がない」としていますが、

男女別でみると差が出ています（男性の抵抗

感：32.5%、女性の抵抗感：22.1％）。 

 

◆「いくつになっても働きたい」が大多数 

年金がもらえるようになった高齢者の就労に

関して、「健康であれば年齢に関係なく働ける社

会にしたほうがよい」と回答（「非常にそう思う」

「ややそう思う」の合計）した割合が 92.1%と大

多数を占めました。 

本人が高齢になり、年金が支給されるように

なっても働き続けたいかとの質問については、

「働く意欲あり」とする割合が 75.8%（「働きたい」

「どちらかといえば働きたい」の合計）となり、「働

く意欲なし」とする割合の 21.8%（「働きたくない」

「どちらかといえば働きたくない」の合計）を大きく

上回る結果となっています。 

 

◆外国人受け入れの抵抗感は低い 

「職場で外国人の同僚と一緒に働くこと」につい

ては 75.3%の人が「抵抗感がない」（「抵抗感を

感じない」「あまり抵抗を感じない」の合計）として

います。また、「外国人が日本人よりも良い仕事

に就くこと」については抵抗感がない人が 71.0%

という結果となっています。 

この調査結果を見る限り、女性、高齢者、外

国人労働者を採用・活用していくことについて、

従業員の意識は高い（ハードルは低い）と言える

のではないでしょうか。 

 

 

従業員の「若年性認知症」と 

企業の対応識 

 

◆「若年性認知症」への対応は今後の大きな課

題 

判断力が鈍くなった、何度も同じことを繰り返

し聞くようになった――「もしかしたら『認知症』か

もしれない」、そんな社員はいませんか？ 

65 歳以上の発症を「認知症」、65 歳未満の発

症を「若年性認知症」と言います。特に若年性認

知症は、職場や家庭で様々な役割を担う働き盛

りの年代で発症することが多い（2009 年の厚生

労働省推計では、平均発症年齢は 51.3歳）一方

で、就労経験のある若年性認知症患者の約 8

割が離職（厚生労働省「患者生活実態調査」

2014 年）を余儀なくされ収入源を絶たれるなど、

影響は深刻です。 

65歳までの雇用義務化で働くシニア層が急増

する中、「社員が認知症になったらどう対処する

か」は、今後、企業にとっての大きな課題となる

と言えます。 

 

◆大切なのは「早期発見」と「適切な対処」 

若年性認知症の場合、認知症への知識不足

（「この年で認知症になんてなるはずがないし、

物忘れは加齢のせい」）や、認知症と診断される

リスクへのおそれ（「認知症だと診断されたら、働

き続けることができない」）などから、医療機関の

受診が遅くなりがちです。 
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しかし、認知症は、早期に適切な治療を受け

ることによって症状の進行を抑えられることもあ

ります。特に職場では、普段と違う行動や言動

の変化にも気がつきやすいと考えられますので、

「あれっ？」と思った時に医療機関につなげてあ

げることが肝要です。 

また、認知症との診断を受けたとしても、疲労

に配慮して就労時間を短くしたり、業務内容を変

えたりする（正確性が強く求められる業務は難し

いが、比較的単純な労務作業であれば継続が

可能）など、職場の対応いかんにより長く働き続

けることができる可能性も高まります。 

このような適切な対処によりコミュニティに参

加し続けることは、進行を遅らせることにもつな

がります。 

 

◆活用したい「若年性認知症支援コーディネー

ター」 

厚生労働省は今年度から、都道府県に「若年

性認知症支援コーディネーター」を配置していま

す。職場に対しては、勤務調整や就労継続のた

めのアドバイスをするほか、職場復帰のための

支援もしてくれますので、ぜひ活用したい存在で

す。 

 

 

11 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前

月以降に一括有期事業を開始している場合

＞ 

［労働基準監督署］ 

 

15 日 

所得税の予定納税額の減額承認申請書の

提出［税務署］ 

 

30 日 

○ 個人事業税の納付＜第２期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出

［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞ 

［公共職業安定所］ 

 

 

当事務所よりひと言 

 急に肌寒くなってきました。皆さんはお風邪な

どをひかれていませんでしょうか。私は早速、体

調を崩してしまいました。今年 9 月に開業してか

ら多忙な生活を送っていたことで疲れていたこと

で抵抗力が落ちていたと思います。これまで以

上に健康に気を使っていくことが必要なのに。。。

そろそろ自分のペースに戻したいと思っているん

ですが… 

気が付けば 11月になってしまっていることも驚き

です。今年もあと 2 か月で終わるなんて信じられ

ません。今年お会いした人は 200 人を超えるで

しょう。今までサラリーマンをしていたので、信じ

られない程の出会いがありました。京都以外に

も大阪、名古屋、三重、岐阜、兵庫などなど、社

労士にならなければ一生出会うことはなかったと

思います。社労士資格を取ったことは私の人生

を大きく変えました。でも、事務所はこれからです。

精一杯、頑張りますので、これからも宜しくお願

い致します。 

 

社会保険労務士 

久保 義信 


