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はじめに
今年も『北海学園大学

学生アルバイト白書』（以下、『白書2013』）の作成に取り組

みました。『白書』づくりは今年で３年目です。
大学生活の少なからぬ部分がアルバイトに費やされています。近年は学費の捻出が厳
しくなっているという事情もあり、学生がバイトに時間をさく傾向は強まっているよう
にも思われます（統計的に確認したわけではありませんが、学生と話していてそんな印
象を受けます）。
学費問題はここではさておくとしても、問題は、アルバイト生活におけるワークルー
ルの軽視です。すなわち、「定番」（？）の不払い労働にはじまり、仕事上のミスへのペ
ナルティ、商品の買い取り・ノルマ、急な呼び出し・シフトの変更、長時間労働・残業、
パワハラ・セクハラなどなど、こうした状況は、学生が取り組んだ今年の調査（とりわ
け聞き取り調査）でも明らかです。
学生の多くは、大学入学後、ワークルールなどとくに知識も得ずにアルバイトを始め
ます。そして、上のような状況に直面しても、それが法律違反であるとは必ずしも自覚
せずに、場合によっては、それが当たり前・仕方がないものだと思って働き続けます。
そして、そのまま就活モードに突入し、就職をします。ワークルールを学ぶ機会が提供
される必要があると思います。
そんなことを考え、今年も、学生アルバイト調査と『白書』づくりに取り組みました。
調査は、アンケートと聞き取りで、後期（９月）に入ってから作業を開始しました。な
ので、例年以上に「突貫工事」でした。調査対象は、北海学園大学の学生です。有効回
答はアンケートが213人、聞き取りが30人です。今年は聞き取りに力を入れました。
『白書2013』の構成は以下のとおりです。
はじめに………………………………………………………………………………１
アンケート調査の結果………………………………………………………………２
聞き取り調査の結果…………………………………………………………………８
まとめ…………………………………………………………………………………28
問題がわかったとしても、解決に向けた行動を始めるのは容易ではありません。ただ
この『白書2013』を読むことが、いろいろな意味で、働くことを考えるきっかけになれ
ばと思います。


川村

雅則（北海学園大学・准教授）
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アンケート調査の結果
アンケートは、現在アルバイトをしているという北海学園大学の学生を対象に行
いました。調査票は、サークルや部活を通じての配布、友人・知人への配布のほか、
学校内でも配布してみました。400人に配布して213人から回答を得ました。今年は
アンケート調査票の項目は少なくして、内容も簡易なものにしました。

１．回答者の属性等
アンケート調査に回答してくれた学生

りです。なお、以下の各項目では、無回
答を除いて計算をしているため、合計は
必ずしも一致しません。

（以下、回答者）213人の属性は以下の通
所属の部：「１部」193人 「２部」20人
性

別：「男子」142人 「女子」71人

学

年：「１年生」68人 「２年生」93人 「３年生」35人 「４年生」17人

通学形態：「自宅（実家）から」171人 「自宅外から」42人
本学では昼間部（１部）と夜間部（２

図１

回答者の仕事内容

部）が設置されています。今回の調査の
回答者は、調査票の配布ルートや時間帯
の関係で、ほとんどが１部の学生でした。
学年は２年生が最も多かったです。調
査を実施したのがゼミナールⅠの学生
（２年生）だったことが影響しているか
もしれません。
性別は男子が３分の２を占めました。
そして、通学形態については実家からが
８割でした。

です。最も多いのは飲食関係の仕事です
（居酒屋、
ファミレス、
ファストフード、

２．仕事内容、雇用契約

料理屋など）
。
「ファストフード」を除く
「飲食系」だけで37.6％です（「ファス

回答者はどんな仕事内容に従事してい

トフード」
もあわせると全体の４割超）
。

るでしょうか。自由に記述してもらった

次いで多いのが「コンビニ」で１割強を

仕事内容をこちらで分類した結果が図１

占めます。
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図２

雇用契約時の労働条件の提示状況

言った、言わないと、後々のトラブル
にならないよう、
働き始めるというのは、
「契約」を結ぶことなのだ、という自覚
をもって面接にのぞむことが必要だと思
います。

３．勤務期間、働き方
勤務期間をみると
（図３）
、３割（30.4
％）は、まだ半年に満たないもの（「３ヶ
次に、雇用契約時（面接時）に労働条

月未満」
から「６ヶ月未満」まで）です。

件はどのように提示されたでしょうか

その一方で、１年以上働いているもの

（図２）
。契約書などの書面が61.5％で

（
「１年以上１年６ヶ月未満」から「３

最も多いものの、口頭での説明が27.7％、

年以上」まで）も４割超（41.9％）を占

とくに何もなかったが5.6％、覚えてい

めます。では次に、働き方に関する結果

ないが5.2％でした。

をみていきましょう。調査では、少し細

労働基準法でも労働契約法でも、基本

かく尋ねました（図４～図８）。

的な労働条件は明示すること、となって
います。

図３

勤務期間（勤続年数）

図４

アルバイトの曜日

○労働基準法（労働条件の明示）第十五
条

使用者は、
労働契約の締結に際し、

労働者に対して賃金、労働時間その他
の労働条件を明示しなければならな
い。この場合において、賃金及び労働
時間に関する事項その他の厚生労働省
令で定める事項については、厚生労働
省令で定める方法により明示しなけれ
ばならない。
○労働契約法（労働契約の内容の理解の
促進）第四条

使用者は、労働者に提

示する労働条件及び労働契約の内容に
ついて、労働者の理解を深めるように
するものとする。
２

労働者及び使用者は、労働契約の内
容（期間の定めのある労働契約に関す
る事項を含む。
）について、できる限
り書面により確認するものとする。
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図５

１ヶ月あたりの勤務日数

の３分の２弱（64.6％）を占めました。
第二に、
１ヶ月の勤務日数は（図５）、
半月以上を働くもの
（
「15～19日」
から
「25
日以上」まで）が全体の半数を占めてい
ます。日数だけみても結構なバイト量で
はないでしょうか。
第三に、１日の労働時間は（図６）
、
６割（59.2％）が「５、６時間」と答え

図６

１日あたりの労働時間

ています。また「７、８時間」と「それ
以上」を合わせると15.5％に達します。
第四に、週の労働時間は（図７）、「10
～20時間未満」が半数（49.1％）を占め
て最も多いものの、
全体の４分の１は
「20
～30時間未満」
、さらに30時間以上（
「30
～40時間未満」、「40時間以上」）も合計
で16.0％を占めています。学業との兼ね
合いが気になります。

図７

１週間あたりの労働時間

最後に、働く時間帯を「複数回答可」
で尋ねました。結果は（図８）
、
「夕方か
ら夜（22時前）
」が全体の３分の２（67.6
％）で最も多かったものの、４分の１
（25.4％）の回答者は、22時以降も働い
ています。

４．賃
図８

アルバイトの時間帯（複数回答可）

金

アルバイトをする上で学生の関心の高
い賃金についてみていきます。
まず、図は示していませんが、支払形
態をみると、有効回答210人のうち、
「時
給制」がほとんど（97.6％）で、日給制
はわずか５人（2.4％）でした。
では金額はどうでしょうか。
「時給制」
と回答したものに限定してみると（図

第一に、働いている曜日は（図４）、
「平
日・土日祝日ともに」が最も多く、全体
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９）
、
「720円未満」が14.8％です。調査
を行った時点の最低賃金が719円なので、

図９


図11

（時給制と回答したもののみ）

図10


時給額

１ヶ月の収入



妥当だと思う賃金額

（
「満足していない」
と回答したもの）

図12

時給額×満足状況

（税込み。交通費は除く）

の６割強
（62.2％）
で、
残りの４割弱
（37.8
14.8％が最低賃金で働いていることにな
ります。全体の６割超が800円に満たな
く、平均額は791.6円でした。

％）が「満足していない」でした。
では「満足していない」ものはどの程
度が妥当だと考えているでしょうか。彼

ところで、「1000円以上」と回答した

らに妥当な金額を尋ねたところ、平均額

14人のうち８人は「塾講師」です。１時

は870.3円でした。ただし「塾講師」を

間あたりの時給額ではなく１コマあたり

除くと金額は下がり、
817.4円になります。

の金額が回答されている（言い換えれば、

次に、時給額と満足状況の関係はどう

時給金額はもっと低くなる）可能性があ
ります。この点は後でまたふれます。

なっているでしょうか。
結果は図12のとおりで、時給額の低い

１ヶ月の収入を１万円刻みでみると

層ほど「満足していない」の割合が高く

（図10）
、
最多は「５～６万円未満」（22.3

「満足している」と拮抗しています。今

％）でした。全体の６割超が５万円以上

回は全体の６割強が「満足している」と

を稼いでいます。

回答していましたが、時給額の高い層を

調査では、現在の賃金に満足している
かを尋ねてみました。有効回答は209人
です。結果は、「満足している」が全体

一定程度含んでいることが反映している
のかもしれません。
ところで、「1000円以上」群で「満足
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していない」が多くなっています。なぜ

を聞いてみました。複数回答可の設問で

でしょうか。ここでも「塾講師」の回答

す（図13）。

が結果に反映されているようです。とい

まず、トラブルや不満が「ア．とくに

うのは、
「1000円以上」と回答した14人

ない」
と答えたのは全体の４分の１
（24.9

のうち８人は「塾講師」で、８人中２人

％）で、残りは何らかのトラブルや不満

は「満足している」
、５人は「満足して

を経験したことになります。それはどん

いない」
（１人は不明）と回答しています。

な内容でしょうか。

先にも述べたとおり、１コマあたりの金

最も多いのは「エ．人手が不足してい

額を回答している可能性や、時給額は相

る」で全体の４割（40.7％）が回答して

対的に高いけれども準備時間や授業時間

います。次いで「オ．残業が多い」
（22.0

外の拘束時間の長いことへの不満などが

％）
、
「キ．予定外の／急に出勤を要請さ

「満足していない」理由として考えられ

れる」
「ニ．仕事に関する説明が十分で

ます。

ない」
（各18.7％）などでした。働き方
に関するトラブルや不満が目立ちます。

５．アルバイトで経験した
トラブルや不満

賃金関連（コ、サ、シ）も一定の割合で
みられます。
ここで、人数が10人以上と比較的多い

最後に、現在のアルバイトや過去のア

４職種（
「飲食系」
「ファストフード」
「コ

ルバイトで経験したトラブルや不満など

ンビニ」
「その他の小売り」
）
をとりあげ、

図13
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これまでに経験したトラブル、不満など（複数回答可）

表１

職種別にみた、トラブル、不満など（主要４職種のみ）

飲 食 系
ファストフ
ードを除く
ｎ＝79
ア．以下のようなトラブル・不満はとくにない
21.5
イ．求人情報と賃金・労働条件が異なる
15.2
13.9
ウ．休憩がとれない、カットされる
エ．人手が不足している
49.4
オ．残業が多い
20.3
21.5
カ．急に早あがりさせられる
キ．予定外の／急に出勤を要請される
25.3
ク．定期試験など休みをとりたいときにとらせてもらえない
11.4
12.7
ケ．学業や生活がアルバイトのシフト・勤務に強く拘束される
コ．賃金を支払われない労働（サービス残業）がある
13.9
サ．割増分（深夜割増、残業割増など）が支払われない
8.9
シ．賃金や交通費が減額されたり支払われない
8.9
ス．商品の買い取りなどをさせられる
2.5
セ．仕事の備品等を自費で購入させられる
2.5
3.8
ソ．仕事のミス等（レジミス、食器の破損）に対して弁償などさせられる
タ．突然の雇い止め・解雇（クビ）にあった
0.0
チ．辞めたいが辞めさせてもらえない
6.3
ツ．必要以上に厳しい叱責や罵声、暴力的な行為がある
6.3
テ．上司や従業員からの嫌がらせ・セクハラ
3.8
ト．客からの嫌がらせ・セクハラ
3.8
ナ．ケガ・やけどなどを経験
17.7
ニ．仕事に関する説明が十分でない
17.7
ヌ．契約になかった仕事までやらされる
5.1
注：職種は現在のものだが、経験は過去のを含む点に注意。

（

ファスト
フ ー ド

）

ｎ＝12
0.0
0.0
8.3
66.7
33.3
25.0
16.7
0.0
0.0
8.3
8.3
8.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.3
8.3
66.7
33.3
8.3

コンビニ その他の
小 売 り
ｎ＝24
29.2
8.3
8.3
41.7
16.7
4.2
25.0
20.8
20.8
12.5
4.2
8.3
8.3
4.2
20.8
0.0
12.5
4.2
4.2
16.7
16.7
20.8
8.3

ｎ＝16
31.3
0.0
25.0
31.3
18.8
12.5
6.3
6.3
0.0
6.3
0.0
6.3
0.0
6.3
0.0
0.0
0.0
6.3
6.3
0.0
0.0
25.0
0.0

こうしたトラブル経験をみてみましょ

「ク．定期試験など休みをとりたいとき

う。ただし、第一に、現在の職種でのト

にとらせてもらえない」
「ケ．学業や生

ラブル・不満とは限らないこと、第二に

活がアルバイトのシフト・勤務に強く拘

人数が「比較的多い」といっても「ファ

束」のほか、「ソ．仕事のミス等に対し

ストフード」は12人、
「その他の小売り」

て弁償などさせられる」をそれぞれ全体

は16人であることから、参考資料として

の５分の１（20.8％）が訴えているのが

みるにとどめてください。

特徴です。

結果は表１のとおりです。気になる箇
所を太線で囲ってみました。

そして人数は少ないですが、
「ファス
トフード」では、
トラブル・不満が「ア．

まず、人数の最も多い「飲食系」では、

とくにない」
が０人で、
「エ．人手が不足」

「エ．人手が不足」が５割（49.4％）に

が全体の３分の２
（66.7％）
を占め、
「オ．

まで達するほか、「キ．予定外の／急に

残業が多い」
も全体の３分の１
（33.3％）

出勤を要請」も全体の４分の１を占めて

を占めます。加えて「ナ．ケガ・やけど

います。賃金関連（コ、サ、シ）も多い

などを経験」が全体の３分の２を占めて

です。

いることも特徴です。

次に人数の多い「コンビニ」では、
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聞き取り調査の結果
30人分の聞き取り調査の結果です。現在のアルバイトあるいは過去のアルバイト
体験について話を聞いて、１人ずつ結果をまとめました。全員が１部に所属する学
生です。男女別・学年別の人数は、１年生：２人／２人、２年生18人／５人、３年
生１人／２人と、男子の２年生が全体の６割を占めます。では結果をみていきまし
ょう。

１．浅井くん（男子・２年生）

す。前のアルバイト先はラーメン屋さん
で、あるとき、僕は少し遠出して遊ぶ予

僕は居酒屋でのバイトを始めて10か月

定で１週間ほど前から休みを取らせても

になります。賃金は時給制で時給800円

らっていました。でも遊びに行ったその

です。基本的に平日と土日の夕方から22

帰り道に、「お前今日来れるか？」とア

時にかけて働いていて、１日の平均的な

ルバイト先から急な連絡が入りました。

労働時間は５、６時間です。１か月に20

僕は疲れていたし、事前に休みを取って

日ほど働いています。労働契約書は見た

いたので、無理ですと断ったのですが、

ことがありません。契約内容については

結局、半ば強制的に出勤することになり

口頭での説明でした。

ました。しかも連絡が入ったのは出勤の

居酒屋ではキッチンとホールの両方の

わずか３時間前です。

仕事をしています。居酒屋は忙しくて特

他にも、たまたま、22時以降にバイト

に団体さんが来たときは大変です。人手

に入ることが何度かあった月に、賃金に

が足りなかった時期ではたくさんのお客

深夜割増がついていませんでした。店側

さんがいるお店を３人でまわしていまし

に直接は言いづらかったので、請求はし

た。今は人手も足りていて前ほどは忙し

ませんでしたが。

くはありません。

一番嫌だったのが、僕の後から入って

職場にさほど不満はありませんが、以

きた正社員の人の存在でした。当時のア

前は、お店から「明日ちょっと来れる？」

ルバイトを辞めた理由もこの人の存在が

と前日に急に出勤を要請されることはあ

大きく関係しています。彼は、アルバイ

りました。でも用事があるときや休みた

トに対する指示などの言い方がきつく

いときはそれを伝えると無理を言われま

て、何か言われるたびに不快になりまし

せんでした。なので、今の職場には特に

た。たしかに正社員のほうが立場は上で

問題はありません。満足しています。

すが、だからといって乱暴な言葉遣いは

逆に、前のバイト先にはたくさん不満

やめてほしかったです。彼が入ってきて

があります。今のバイト先とは大違いで

から店の雰囲気も壊れてしまい、僕はこ
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の店を辞めることにしました。
２．中村さん（女子・１年生）

残業代を請求できることを伝え、店側に
残業代について相談したことないか聞い
てみたところ〕アルバイトでも請求でき

私はドラッグストアでアルバイトをし

るのは全然知りませんでした、そうなん

ています。働き始めて４か月ほどです。

ですか。前々からちょっと疑問には思っ

仕事の内容はレジ打ちをしたり、商品

ていましたが、残業代のことは店側に聞

を棚に陳列したりする一般的な仕事で
す。平日も土日も働いていて、夕方から
21時ころまで仕事をしています。夜遅く
なることはないのでそれほど辛くはない
です。１日の労働時間は４時間以下がほ

いたことはありません。
３．阿部くん（男子・２年生）
僕はホテルの宴会の料理運びやサービ
スのアルバイトをしています。

とんどで、１週間でも20時間に満たない

働き始めたきっかけは友達に誘われた

程度です。賃金は時給制で時給789円で

からです。仕事を始めて１年と２か月に

す。月に６万円ほどの収入になります。

なります。主な仕事内容は、会場の隣の

賃金にも満足していて、ここで働き続け

部屋に宴会の卓数分の料理を運んだり取

る予定です。

り分け用のお皿を用意したりすることで

アルバイトを始めたばかりのときは仕

す。

事のことが全然わからなくて大変でし

平日も土日も働いていて、時間帯は昼

た。仕事の内容は、ちゃんと説明しても

から夕方、夕方から22時前などです。１

らえるものだと思っていましたが、アル

日の労働時間は５、６時間です。賃金は

バイトの先輩が引き継ぎで軽く教えてく

時給で750円です。仕事に入る日数自体

れる程度でした。正社員の人も何人かは

は少ないので、月の収入は２万５千円く

いますが、「あれやっといて、これやっ

らいです。

といて」などの指示を出すだけで、仕事

職場の様子や人間関係は良好ですね。

に関する詳しい説明はしてもらえません

常勤の人が４人いてそのうち１人が正社

でした。

員です。他に僕を含めてアルバイトが８

賃金について、「満足している」と言

人ほどいます。土日は宴会が４つとか入

いましたが、残業代が支払われたことが

って忙しいですが、常勤の人と宴会の代

ありません。サービス残業って言うんで

表の人が計画を立てて、そこにアルバイ

したっけ？いつもはだいたい21時で終わ

トが３人くらいついて仕事を行うので、

ることが多いんですが、仕事が少し残っ

人手は問題ありません。

ていて、その後も残業をすることが時々

今のバイト先に不満は別にないです

あります。でも、そうして残業をしても

ね。しいて言えば、別店舗のレストラン

なぜか残業代は支払われていません。正

が人手不足で手伝いによばれたときに何

社員の人が残業代を貰っているかどうか

も説明なしのまま働かされたことです。

はわからないですね。〔アルバイトでも

「え？」って感じで言葉づかいもわから
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ないし、戸惑っていたら料理を運ぶだけ

ますが、１日たったの400円で、はっき

で注文は取らなくていいと言われまし

り言って、あってないようなものです。

た。そのため注文をとる機械は渡されま

もちろん休日手当もありません。また、

せんでした。でも忙しいときは結局メモ

うちの塾は小学生から高校生まで教えて

帳で注文を聞いて、あとから機械を持っ

いますが、どの層を教えていようと給料

てる人に伝えるということもありました。

はみんな同じで、それにも納得がいきま

残業はないです。早く帰りたいからみ

せん。

んなで頑張ろうという感じで働いていま

大学の長期休暇期間中は、休みが全く

す。逆に、交通手段がなくなるからとい

ありませんでした。毎日９～22時まで塾

って早めに帰らせてもらえることもあり

にこもって生徒に勉強を教えていまし

ます。

た。家に帰宅するのが午前２時のときも

こんな感じで、人間関係も職場環境も

ありました。タクシー代などは当然出な

良いので、これからもここでバイトを続

いので、仕方なく自転車か歩きで帰宅し

けると思います。

ていました。

４．竹内くん（男子・２年生）
僕は大学入学と同時に塾講師のアルバ
イトを始めました。
賃金は時給制ではなく、90分の授業１

塾で唯一の社員である室長は、何故か
バイトよりも遅く出勤し、バイトよりも
早く退勤していました。なので、塾の解
錠、施錠をするのはバイトです。塾の決
まりでは22時までに帰るということにな

コマにつき1,500円という計算です。勤

っているけど、
あまり守れませんでした。

務は、平日は１日に２、３コマ、土曜日

「主任バイト」は他の「ヒラバイト」

は６コマ入ります。後に「主任バイト」

よりも休み希望が受理されにくく、テス

に昇進して1,680円になりました。収入

ト休みもとれません。逆に「なんで休む

は月にだいたい８～10万円です。塾の定

の？」と聞かれたこともありました。

休日である日曜日を除いて、月から土ま
で週６ミッチリ働いていました。

また、固定の生徒が自分につくと他の
人が教えるよりもやはり自分が教えたほ

賃金に不満があります。コマ払いじゃ

うがいいので、僕は風邪をひいても休ま

なくて、時給1000円くらいじゃないと見

ず、風邪薬を飲んでマスクをして授業を

合わないと思います。時給制じゃないか

行なったときもあります。血痰が出たこ

ら、残業代や深夜手当の概念がありませ

ともあるけど、それでも休みませんでし

ん。なので、まず、出勤して授業の準備

た。

をします。生徒が来たら授業を行い、そ

結局、僕はこのバイトを１年と３ヶ月

れが終わると後片付けや次の授業の準備

ぐらい続けました。バイト同士の人間関

などをしますが、賃金が発生しているの

係が良かったのがまだ幸いで、もしも人

は授業をしている時間だけです。出勤し

間関係も悪かったらもっと早くに辞めて

たときに「日次手当」というものがつき

いたと思います。
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５．木村さん（女子・３年生）

います。
今度はデータ入力の仕事になったもの

私は信販会社で働いています。サーク

の、最初からこちらの業務をやっていた

ルの先輩からの紹介です。サークルの友

友達の様子だと、こちらも同じように大

達（６．今野さん）と２人で一緒に働き

変そうでした。実際にやってみると、
「私

始めました。

は事務作業が向いてない」ことを痛感し

時給は720円、16時以降は20円アップ

ました。ただでさえ不向きの仕事を、や

で、休日は819円でした。労働時間や賃

はりレベルの高い要求をされて疲れはて

金に問題や不満は特にありませんでした

てしまいました。他のバイトのミスを、

が、とにかく職場の雰囲気や社員の態度

社員に、自分のせいにされたこともあり

が最悪でした。

ました。

私の業務は、お客様が組んだローンの

嫌なことは沢山あったし、突然の契約

結果を電話で知らせ、契約内容の確認を

社員切りも目にしました。黙って耐えま

することでした。しかし、研修期間１ヶ

したが、そのうちに友達のほうが先に音

月が過ぎていないのに社員と同じような

を上げてしまったので、結局は、半年後

仕事をさせられて、この時点でこの職場

に一緒に辞めました。

の嫌な雰囲気を感じ取りました。社員は、
教えていないことも当然のように要求し
てくるのです。そして、うまくできない
と「早く覚えて」「できないの？」など

６．今野さん（女子・３年生）
サークルの先輩の紹介で、信販会社の
データ入力の仕事をしていました。

ときつく言われます。一番きつかったの

時給は720円で、16時以降は20円アッ

はまだ仕事があるのに「帰っていいよ」

プで、休日は819円です。仕事の内容や

と言われたことです。

負担からいうと、時給800円くらいは欲

とにかく、常に人手不足で、休み希望
を出すと休む理由を必ず書かされます。

しかったです。
社員が厳しく、
毎日怒られていました。

すぐに辞めたい気持ちもありましたが、

教えてもらっていないことを「なんでこ

紹介してもらった先輩に悪いと感じ、な

んなこともできないの？」と言われるの

んとか粘ったものの、３カ月経って「も

はしょっちゅうでした。「わからなかっ

う辞めます」とついに言ってしまいまし

たら聞いてね」と言われていたのに、い

た。

ざ聞きに行くと「今忙しいから」と後回

ところが、勇気を出して言ったにも関

しにされ、理不尽だと思いました。どう

わらず、課長から「じゃあデータ入力の

せそれができないと、またあとで文句を

仕事をやらないかい」と言われ、すぐに

言われるんです。

は辞めさせてもらえませんでした。よほ

入力作業にはスピードが求められます

ど人が少なく、辞めてほしくなかったの

が、１箇所でもミスをするとそれを修正

でしょう。離職率も高い職場だったと思

するのに高額な費用がかかるらしいの
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で、
慎重にやっていると、今度は「遅い！」

平日と土日の、合わせて週３日働いて

と容赦なく言われてしまい、早くやると

います。17時から22時の５時間勤務がほ

間違えてまた怒られ、そしてまた慎重に

とんどですが、土日は６、７時間勤務の

ゆっくりやると「遅い！」、この繰り返

ときもあります。面接のときに週２日で

しです。どうすればいいんですか。

働かせて欲しいと言ったのですが、初出

仕事内容で嘘をつかれました。電話業

勤の日に、働ける曜日を聞かれて答える

務はしなくていいよと言われていたの

と、「じゃあ週３日でいいよね？」と言

に、ある日突然電話をかけさせられたん

われました。同じ日から働き始めた人が

です。電話応対なんて何も教えられてい

断らなかったので、週２日にして欲しい

なかったんですよ。
「かければいいから」

とは言えず、結局今でも週３日のままで

と言われ強引に電話をかけさせられまし

す。

たが、相手の会社の言っていることが全

固定シフトなので、予定があって休み

然わからず、いちいち社員に聞きに行っ

たいときは、自分の代わりに出てくれる

ているうちに相手に怒られてしまいまし

人を自分で見つけなければなりません。

た。何も教えていないアルバイトにやら

以前に代わりの人を見つけられなかった

せる、その神経がわかりません。

ことがあって副店長に相談しましたが、

昼休みに、社員が他の社員やバイトの

「自分の責任だからね」と言われてしま

悪口を大声で言っているのが聞こえてく

い、とても困ったのを覚えています。固

ることもありました。ここまでくると、

定シフトだという事は面接のときに説明

そういう人ばかりいる職場なんだと実感

されましたが、初めてのバイトだったの

しました。せめて人前では言わないとか、

で、固定シフトがこんなに大変だとは知

そういう配慮くらいして欲しかったです。

りませんでした。次に働くなら絶対、変

ある日、酷い腹痛で病院に行きました。

動シフトのお店が良いなと思っていま

胃カメラの検査をすると、胃が荒れてい

す。

て、医者にはストレスのせいだと言われ

副店長には勤務のたびに怒られてい

ました。バイトの他にストレスが溜まる

て、バックヤードに呼ばれて怒られるだ

ことはしてなかったし、きっとそのせい

けでなく、お客さんの前で怒られること

だと確信を持ち、私と同様に苦しんでい

もあります。人前で怒られるととても恥

た友達と一緒に辞めました。

ずかしくて悔しいです。他の人が同じこ

７．工藤さん（女子・２年生）

とをしてもそこまで怒られないので、私
ばかりに厳しいのでは、と思うことも少

私がコンビニでアルバイトを始めて半

なくありません。勿論優しく教えてくれ

年が経ちます。仕事内容はレジ業務や商

る先輩もいますし、仕事の出来が悪い私

品の陳列、店内の掃除です。どれも簡単

にも責任はあると思いますが、辛いと感

な仕事に思われがちですが、スピードと

じない日はありません。

正確さを一度に求められるので大変です。
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何故私が今でも辞めていないのかとい

うと、面接のときに、働き始めたら最低

りもします。店長に怒鳴られる度に、僕

半年は辞められない契約だと言われたか

も心の中で怒鳴り返しています。

らです。そういう契約なら仕方がないの

確かに料理を早く運ばなければならな

かなと思いながら働き続けてきました

いのはわかっていますが、忙しいとお客

が、半年が経ちやっと辞められるように

さんに呼び止められることが多くなるの

なったので、店長にその旨を伝えようと

で、それを無視することなんて出来ませ

思っています。

ん。すごく理不尽だなと思いながら働い

８．谷島くん（男子・１年生）

ています。
時給は750円で、
昇給制度があります。

僕は居酒屋でホールスタッフとして働

昇給の時期を説明されたことはありませ

いています。働き始めて３か月ほど経ち、

んが、おそらく会計を担当させてもらえ

やっと仕事にも慣れてきました。仕事内

るようになったらではないかと思ってい

容は注文を取ること、料理を運ぶこと、

ます。居酒屋なのでお客さんには酔っ払

それからドリンクを作ることです。

いもいますし、忙しいときは本当に大変

働き始めたきっかけは、サークルの先
輩に誘われたからです。紹介だと面接で

なので、賃金を上げて欲しいなと思って
います。

落とされることはないだろう、と誘いに

アルバイトの人も社員の人もどんどん

乗りました。また、紹介料として、紹介

辞めてしまって、今とても人手が不足し

した人とされた人に5000円ずつ支払われ

ています。友人を勧誘していますが応じ

るというのも魅力でした。

てくれる人がなかなかいません。

居酒屋なので18時から働き始めます

僕としては、男はどこまで頑張れるか

が、何時まで働くかは、お店の混み具合

やらなきゃいけないと思っているので、

によって働いている最中に店長が決めま

嫌なこともありますが辞める予定は今の

す。なので、シフト表には出勤時間しか

ところありません。

書かれていません。自分より早く退勤し
ていく先輩を見るたびに、早く退勤時間

９．福本さん（女子・２年生）

を教えて欲しいなと思います。いつまで

私はスーパーマーケットでレジ業務を

働けばいいのかがわかると、あと少しだ

担当しています。働き始めて１年が経ち

から頑張ろうと思えるからです。

ましたが、まだまだミスはなくなりませ

金曜日と土曜日は特に忙しくて大変で

ん。

す。お客さんの数が多いことも勿論です

シフトは平日だと５時間勤務で、土日

が、忙しいと店長の機嫌が悪くなるので

だと５時間勤務か８時間勤務です。週に

困っています。店長はキッチンで働いて

３日の契約だったはずが、
「忙しい今だ

いるのですが、料理が出来上がってすぐ

けだから」
、
「夏休みの間だけだから」と

に取りに行かないと怒鳴られますし、酷

言われて週５、６日でシフトを入れられ

いときではお盆をテーブルに投げつけた

るようになり、結局、夏休みが終わって
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からも週３日には戻っていません。アル
バイトという立場上、強く言うことも出

10．橋本くん（男子・２年生）

来ずに、そのまま働き続けていますが、

コンビニで働いています。賃金は719

不満を持ったまま働いているのでストレ

円、つまり最低賃金です。勤務時間は朝

スが溜まっています。

９時から午後13時30分までと、17、18時

夕方だとお客さんの数もあまり多くな

から21時までです。

いので暇だと感じることも少なくありま

仕事の内容は、レジと品出しなどコン

せん。なので、時給は720円と最低賃金

ビニの一般的な業務です。他のスタッフ

とほとんど変わりませんが、特に不満は

は学生、フリーター、主婦が多くを占め

ありません。

ています。昇給は今のところなく、正月

ですが、パートの人とあまり上手くい

の期間に手当がついたぐらいです。

っていないので精神的に疲れます。
「若

仕事で大変なのは、クレーマーや酒に

いのに仕事が出来ない」、「若いんだから

酔ったお客さんに対応しなければならな

それ位出来るでしょ」とよく言われます

いことです。あと、万引き犯に注意を払

が、年齢は関係ないのではといつも思い

うことも苦労しています。

ます。夕方から夜にかけてのバイトなの

私の働いているコンビニでは、残業は

ですが、学生よりも年配のパートさんが

当然するもの、という空気があり、定時

多く、人付き合いが苦手な私にとっては

には帰ることができません。フリーター

少しきつい職場です。ミスなく働けるよ

の人が残業をして、８時間以上働いてい

うになれば、怒られたり嫌味を言われた

ることもあります。その空気に違和感を

りすることもなくなるとは思いますが、

感じてはいますが、店に言い出すことが

なかなか上手くいきません。

できません。そして、多分、残業代は支

今の職場を選んだのは、ただ単に家か
らすごく近かったからです。とても楽で

払われていないと思います。
コンビニでは、正午と18時の時間帯が

す。
そこが一番の利点だと思っています。

特に混雑するのですが、その時間帯に人

もし家から遠かったら、もっと早い時期

が足りなくなり、普段は本部からの書類

に辞めていたと思います。

を整理している、
「チーフ」という社員

嫌だな、辞めたいなと思いながらも辞

の人も、レジにまわらなくてはなりませ

められず、ここまで来てしまいました。

ん。とにかく人手が足りていません。授

お金がないと自分の欲しい物も買えなく

業中に店長から電話がきて、仕方なく出

なってしまいますし、また他の場所でイ

勤することもありました。そして、正月

チから仕事を覚えるのも大変だろうなと

など大学の長期休暇中には、１週間のほ

思うと、辞めようという決心がつきませ

とんどをコンビニで働きました。テスト

ん。早く、怒られることなく仕事が出来

期間は休暇をもらえたので、そこはよか

るようになって、辞めたいなんて思わな

ったのですが。１週間程度で辞めていく

くなりたいです。

人も少なくないので、後続のスタッフが

● 14

育ちません。

仕事自体にはそれほど不満はありません。

学校の講習などが始まり、私生活が忙

以前、私はラーメン屋で働いていたの

しくなってきたので、店長にシフトを減

ですが、そこでは人間関係が悪く、店長

らしたいと申し出たのですが、なぜか逆

もあまり好きではありませんでした。私

にシフトを増やされてしまい、わけが分

が入りたての頃、十分な仕事の説明もさ

かりません。１年近く働いていますが、

れていないにもかかわらず、
「なんでで

そろそろ辞める予定です。

きないんだ」などと理不尽に叱責される

11．松本くん（男子・２年生）
私は個人経営の居酒屋で働いていま
す。もう７ヶ月ほどになります。
賃金は時給800円で日払いです。勤務
時間は17時から22時過ぎまでで、長いと
きは１時まで働いています。時間が延び
たときは店の売り上げに応じて賃金を支
払ってもらっています。仕事の内容は食

ことが多かったです。また、求人情報で
は17時から22時までの契約だったのです
が、働き始めて少し経った頃には22時か
ら翌日の４時までの夜勤に変えられそう
にもなりました。
こうした経緯もあったでの、このアル
バイトは２か月で辞めました。
12．宮川くん（男子・２年生）

器洗い、食品調理、接客などと、キッチ

アルバイトをしようと思ったのは、自

ンとホールの両方の業務をしています。

動車学校に通うためのお金が欲しかった

店主と、私を含むアルバイト２人の体

からです。アルバイト情報誌をみて、自

制で仕事をしているのですが、２人で連
絡してシフトを組むことになるので休み
を取りたい日に取ることが難しく、まと

宅から近い飲食店で働き始めました。
仕事内容は様々ですが、大体は裏方の
仕事・接客が多いです。

まった休みも取りづらいです。そのため

最初は、
週３日で17～22時
（時給800円）

長期休暇に部活動の合宿にも行けず、テ

で働いていました。だけど、
人手不足で、

スト休みにもすべて休むというわけにも

週６日働かされたり22時以降（時給1000

いきません。ですから、アルバイトをも

円）も働かされるようになりました。お

う１人増やしてシフトを柔軟に組めるよ

金が急いで欲しかったので、引き受ける

うにしてほしいと思っています。

ことにしましたが。

辞めようかと思ったときが１度ありま

深夜帯で働くようになってから、講義

す。それはお盆の時期の忙しさです。と

が朝早い日は遅刻したり講義中に寝てし

にかく忙しく、「非現実的」な仕事量で

まうことがたまにあります。またアルバ

した。２人体制の限界をさすがに感じま

イトでは、
急な出勤をさせられることも、

した。

度々あります。ただそれでも、同じくら

ただ、店が住宅街にあって、客層は高
齢者や家族がだいたいを占めているの
で、お客さんとのトラブルもなく、この

いの年代が多い職場なので、その点は働
きやすいです。
働き始めて困ったのは、入りたてなの
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に仕事についての説明がなかったことで

シーズンなど仕事が少ないときでは、早

す。初めてのアルバイトだったので、何

あがりをさせられる場合があります。早

をしてよいのかよくわかりませんでし

く帰れて嬉しい側面もあるけれども、反

た。先輩などに聞いて、何とかなりまし

面、給料が減ってしまうので、その点は

たが、そのときはとてもつらかったです。

つらいです。

一番大変だったのは、休日の勤務です。

急な出勤や早あがりは多いけれども、

飲食店ということもあって、家族連れが

残業は１回もありません。アルバイトに

多く来ます。また、近くにイベント会場

対して、深夜帯の割増分を会社側が払い

があり、イベントが終わった後にはお客

たくないので残業はさせていない、と聞

さんが多くなります。結果、営業終了時

いたことがあります。

刻までお客さんがいることになり、その

ただその分、社員が夜遅くまで働いて

後の掃除や片付けが深夜３時くらいにな

いるらしいです。そのせいか、社員が多

ってしまうことも多々あります。22時を

く辞めていくと聞きます。
さらに言えば、

過ぎると、高校生がいなくなり、人手不

社員だけではなくアルバイトも辞めてい

足になってしまうのです。

く人が多いです。辞めていく人は多いで

22時以降の人手不足というこの点が一

すが、
その分、
入ってくる人も多いので、

番の不満です。22時以降も働くのは構わ

人手不足というのはとくにないです。こ

ないのですが、できればもう少し早く上

ういう自分のアルバイト先もブラック企

がらせてもらいたいです。僕も学生なの

業に入るんだろうなぁと思います。

で、学業に支障が出ないようにしたいの
で。

アルバイト・社員が入ったり辞めたり
するのは個人の勝手ですが、その分、何

ただ賃金もよく、かつ、人間関係がと

回も、新しく入った人たちに仕事を教え

てもよく、自宅からも近いので、できれ

なければならないことが、一番の不満で

ばここで長く働きたいと思っています。

す。仕事を教えながら自分の仕事もやら

13．加藤くん（男子・２年生）
僕は、宴会場の設営・接客で１年半働
いています。アルバイト先の場所が札幌
駅近辺で、時給もよかったので、このア
ルバイトにしました。
だいたいは、週３、４日、17～22時（時
給840円）で働いていますが、年末や年
度末の宴会が多くなるシーズンでは、急

なければならないので、精神的にも肉体
的にも疲れます。ただ、大学生など年齢
の近い人たちが多く働いているので、そ
の点はとても働きやすいです。
仕事も楽しいし、テストなどの用事が
あっても融通が利くから、できるだけ長
く働きたいと思っています。
14．原くん（男子・２年生）

に出勤を要請されることが多いです。で

私が居酒屋で働き始めたのは、去年の

も、テストなど用事があると伝えたら、

10月頃です。知人の紹介でした。研修期

ちゃんと聞いてもらえます。宴会がない

間がなくて、最初から時給800円も貰え
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ました。基本は週４、５日で、夕方から

100円プラスされますからやるしかない

夜22、23時までの勤務です。多少の残業

です。

があります。

ちなみに一応、労働法についてもそれ

月に３～５万程度貰っています。テス

なりに知っていますけど、特に気にした

ト休みなども取るので月の収入はこんな

ことはないです。細かいこと気にしてい

もんです。終電前にはあがれるし、平日、

たら居酒屋で働けませんから。それにう

休日ともに４時間ほどの勤務時間なので

ちの店は髪の色も自由だし、ピアスをし

それほど苦じゃないです。

ていても何も言われないです。働きやす

仕事内容はほかの居酒屋と変わらない
です。担当はホールで、接客して、ドリ
ンクを作って、たまに客引きなんかもし
ます。先輩も優しいんでのびのび仕事し
ています。でも不満はあります。
まず昇給制度がありません。アルバイ
トは一律800円です。居酒屋で初めから

さが優先だと私は思います。
15．本間さん（女子・２年生）
焼肉店で働き始めて１年半になりま
す。
ちょっとした小遣い稼ぎが目的です。
この店を選んだのは家から近かったから
です。

時給800円は十分ですけど、やっぱり長

最初は、週４日の勤務で１日４時間ほ

く働いてるともう少し欲しいなって気も

どでした。時給は最低賃金で深夜は50円

します。

アップ。それに能力給だったので働いて

他にも、交通費や深夜割増がないのは

いくうちに時給も少しずつ上がっていく

残念ですね。冬は特に交通の面で大変で

仕組みでした。店長やバイトの先輩方も

す。夏は自転車なのでいいですけど、冬

優しくてのびのび働くことができまし

は地下鉄ですし、交通費がもったいない

た。仕事内容は、接客やドリンク、デザ

から歩く日もあります。

ートを作ることです。

深夜割増のことはさすがに店長に相談

でも夏休みに入った頃からおかしいな

しましたけど、「うちブラック（会社）

と思い始めました。週５、６日で働くこ

だからないんだよね～（笑）」みたいな

とが当たり前のようになり、１日の勤務

ことを言われて相手にもしてくれません

時間も、夏休みということで、８～10時

でした。飲食業界ではこういうのが当た

間が多くなりました。長期休暇だからと

り前なんですかね。

思い我慢して働き続けました。夏休みが

アルバイトで働き始めた人が２、３日
で突然辞めたりすることはよくあります

明けたらいつも通りのシフトに戻ると思
っていましたから。

ね。本当に困りますよ。人手不足で１人

でも現実はそう簡単にはいかず、夏休

分の仕事量が多くなりますから。あと、

み明けも、勤務は週５、６日で、平日は、

客引きで警察に注意されたこともありま

夕方17時からラストの時間（24時頃）ま

した。でも店長に指示されたらやるしか

で、休日は、夏休みと同じように８～10

ないですよね。しかも１組連れてきたら

時間の勤務になりました。
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このころから学業との両立が難しいと

ほどの勤務なので学業に関してはまだ支

感じ始め、さすがにこれはまずいと、店

障は出ていませんし、友達と遊ぶ時間も

長に相談し、出勤時間を30分遅らせても

確保できます。それに時給は800円で、

らいましたが、その分だけ退勤時間が長

22時以降は1000円になるので、お金がす

くなり、残業も増えました。でも店長に

ごい稼げます。昇給制度もあるのでモチ

「信頼しているから」、「ごめんな。どう

ベーションも維持できます。ちなみに月

しても人手が足りないんだ」と言われる

の手取りは８～10万円ほどです。

と、長時間勤務は辛いながらも、〝気持

仕事内容は主に調理です。他の居酒屋

ちに応えないと〟と頑張って働き続けて

とさほど変わりはありませんが、最初は

いました。

皿洗いや簡単な仕込みなど未経験でもで

私が働いて半年ぐらいして店長が変わ

きる程度の業務です。忙しいときはホー

りました。２人目の店長はとても人使い

ルに出て、接客もやります。厨房の社員

が荒いという噂があり、不安でした。案

の方たちに丁寧に教えてもらいながら少

の定シフトがきつくなり、「希望休」も

しずつ料理を覚えました。最近ではほと

ほとんど扱ってもらえず辛かったです。

んどの料理を作ることができます。

学業に専念するため、シフトを少し減ら

ただ、予想以上の体力仕事です。まし

してもらおうと相談しましたが、聞いて

てや火を扱う場所なので夏場などはサウ

くれたのもその１週間だけで、その後、

ナに入ってる感じで、
汗が止まりません。

初めての12時間勤務も入れられました。

金曜や土曜など忙しいときには、社員か

他のアルバイトの人たちも、「仕事命」

ら理不尽なことで叱責を受けることもあ

みたいな感じの人が多く、相談に乗って

ります。怪我とかもよくします。なんせ

くれなさそうだったので、我慢して働く

揚げ物などを扱っているので火傷もよく

しかありませんでした。

しますし、他にも包丁で指を切ったりと

学校の課題も多く、休憩の時間を使っ
て勉強していたら、「何勉強してるふり

かよくあります。意外と怪我が多い現場
です。

してんの」などと店長に言われます。課

あとは退勤時間を過ぎても残って仕込

題がたくさんあることを説明しても、
「休

み作業をします。そのときはタイムカー

みあげてるっしょ」と言われる始末。そ

ドを切ってから作業するので、
「無賃」

ろそろ我慢の限界です。

です。先輩方もみんな残ってやりますか

16．芝田くん（男子・１年生）

ら、一番下っ端の自分が先に帰れるわけ
ありません。人間関係は良いほうなので

居酒屋で働いています。働き始めて６

嫌なわけではないですが、お金が発生し

ヶ月ぐらいです。人生初のバイトなので、

ないのはどうかと思います。それに人手

新鮮な気持ちで楽しく働いています。

不足なので１人の仕事量は多いですし、

労働時間は平日８時間、休日10時間勤
務です。とても長く思いますが、月15日
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厨房には新しいバイトもなかなか入って
きません。

メニューも季節ごとに変わるので覚え

れじゃあ悪循環ですよ。新人が採用され

ることも増えていきます。働いてまだ６

ないので、仕事に慣れている人が常に働

ヶ月ですし、覚えなきゃいけない仕事も

き続けて休みがあまり取れないっていう

まだまだ多いです。学業との両立も難し

話はよく聞きます。

くなっていくと思うので、がんばりたい
と思います。
17．緑川さん（女子・２年生）
食品スーパーマーケットで働いていま
す。大きい会社なだけあって、面接時に

アルバイトはこんな感じですけど、社
員の人たちはもっと大変です。終業時刻
の後に残って片付けをしたり、イベント
のある時期にはその準備をしてから帰り
ます。この時間はタダ働きです。始業前
にもこうした仕事があります。

はちゃんと説明してもらいましたし、そ

これはバイトの人たちにも共通で、そ

こで初めてアルバイトでも有給休暇がと

の日の出勤時間の30分ぐらい前から集ま

れることを教わりました。ただ時給は最

って働き始めます。タダ働きです。でも、

低賃金です。

こうでもしないと１日の仕事が終わらな

勤務は、朝の６時頃から10時頃です。
早起きで生活リズムも正しくなります
し、学業にも支障をきたすことはないで
す。仕事内容としては主に品出しや試食

いので、仕方がないけどやるしかないで
す。
18．横谷くん（男子・２年生）

コーナー、たまにレジにも入ります。重

私が初めてバイトを経験したのは去年

いものを運ぶ時もあるので結構ハードで

の５月頃です。コンサートスタッフとし

すけど。

てライブなどの準備から撤去まで行う仕

でもアルバイトやパートの人たちは仲

事でした。仕事は月に１、
２回程度です。

がよくて、楽しく働けています。ちなみ

たまに大きなイベントがあるときはシャ

に、
30代、40代のパートの方が多いです。

トルバスで現地に向かい24時間体制で働

大学生もそれなりにいますけど少ないで

く場合もあります。短い時間ですが休憩

す。

はあります。

ただ、スーパーにはたくさんの部門が

賃金は日給ではなく時給です。詳しく

あり、部門によってはトラブルがありま

は分かりませんが、正直仕事の割に少な

す。特にひどいなぁと思ったのは、青果

いです。それにチーフが指揮を執ってい

部ですね。野菜果物の加工や品出し、商

るのですが、とてもだらけている人で、

品番号を覚えたり、仕事がたくさんあり

私が代わりにチーフの仕事を任されるこ

ます。力仕事もありますから女性にはき

ともありました。アルバイト100人をひ

ついかもしれません。仕事がなかなか覚

きいて撤去作業を行ったこともありま

えられなくてパートの人に怒られて泣い

す。なんとかやり遂げましたが、さすが

ちゃう人とかもよくいるそうです。それ

にいきなりのことだったのでかなり不安

で人が辞めていって常に人手不足で、こ

でした。怪我人が出たら自分の責任です
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からね。

給料は月にだいたい８～９万円もらっ

不定期なコンサートスタッフだけで

ています。まかないもただで食べること

は、あまり稼げませんので、コールセン

ができるので食費もういて、かなりお金

ターで働き始めました。まず200時間の

を貯めることができています。先輩たち

研修を受けました。丁寧に教えてもらえ

もやさしくて、人間がらみのもめごとも

るので未経験でも安心でした。研修期間

今までなく、とてもいい環境だと思って

中は最低賃金です。

いますが、悩みもあります。

研修後、テストに合格してシフト制勤

それはテスト期間でも休みがとれない

務に変わりました。時給は800円からス

ことです。面接のときには、テスト期間

タートで、７時間から10時間の勤務を週

中１週間くらいは休みを与えると説明さ

５日程やっています。それに定期的に昇

れ、バイトをはじめて１年くらいはちゃ

給テストみたいなのがあって、それに合

んととらせてもらえたのに、現在では人

格すれば時給が上がりますから結構がん

手不足のためとらせてもらえません。
「テ

ばれます。

スト休みをください」と言いたいのです

仕事内容は「受信」をやっていますが、
とにかくストレスがものすごく溜まりま

が、店長がいい人なのでなかなか言い出
せずにいます。

す。理不尽なこととか、ただの八つ当た

もう一つの不満は、時給は一緒なのに

りみたいなのもありますので、精神的に

働いている量が人によって違うことで

も肉体的にも辛いです。それにコールセ

す。僕は接客とドリンカーをしています

ンターというだけあって年末年始も休み

が、最近では接客はあまりせずに、ドリ

はないし、ゴールデンウィークやお盆の

ンカーをしています。接客は２人で担当

ような時期は特に忙しいです。おせちの

するので時間帯によってはあまり忙しく

クレームなんてのも来ましたから。

ない時間があります。ドリンカーは担当

ただ、人間関係のトラブルはまったく

が１人なので常に働かなければなりませ

ないです。他の所だと人間関係でギクシ

ん。それなのに時給が同じことが最近の

ャクしているとかよく聞きますけど、そ

不満です。

の点に関しては働きやすいです。
19．村瀬くん（男子・２年生）
居酒屋のホールで働いています。現在
のバイトを始めて約２年になります。主

いろいろ愚痴を言いましたが、それで
も今のバイトには満足しているので、卒
業するまでやめることはないと思います。
20．岡原くん（男子・３年生）

な仕事内容は接客、ドリンカーです。時

居酒屋のキッチンで働いています。仕

給780円で週５、６回、夕方18時から23

事内容は、18時の開店にあわせて、それ

時くらいまでで、お客さんが多くて混ん

までにお通しを盛ったり予約のお客さん

でいても、終電に間に合うよう24時まで

には鍋をつくって出しておくこと、あと

には帰らしてもらえます。

は、
注文の通りに料理をつくることです。
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料理はほとんどつくれるようになりまし

回で、18時から23時の５時間です。時給

た。

は750円です。

基本的に17時出勤で24時には帰れるの

働き始めてすぐに疑問や不満を感じま

ですが、金曜と土曜は店が結構混むので、

した。先輩にまだ習っていないことを押

終電までに帰ることができず、歩いて帰

し付けられたり、求人情報と条件が異な

る日もよくあります。歩くと家まで40分

ったからです。例えば、賄いが毎回でる

くらいかかるので、欲を言うと混んでい

と求人情報には書いていたのに、いまだ

ても終電までには帰りたいです。

に１度も賄いを食べたことがありませ

それと勤務時間が長いのが不満です。

ん。
食べている人を見たこともないです。

月に12万円程度稼いでいますが、バイト

さらに、テスト期間に休みをもらえると

ばかりでテスト勉強も疎かになってしま

書いていたのに、もらったことがありま

い、正直、単位が心配です。勉強だけで

せん。

なくプライベートにも支障をきたしてい

それから、求人情報には時給800円と

ます。予約が急にたくさん入ると、出勤

書いていたのに750円でした。仕事を覚

日でない日でも急にシフトに入れられる

え、今ではそれなりに仕事ができるよう

ので、遊ぶ約束をしていても断らざるを

になったのに、時給は上がりません。友

えません。

達とバイトの話をしていると、昇給があ

上下関係がはっきりしていて、バイト
同士もあまり仲が良くありません。なの
で、バイトが楽しくありません。

るという話も聞きます。不満です。
社員とバイトの関係もあまりよくあり
ません。社員がバイトのことを下に見て

最初はお客さんにおいしいものを食べ

いる感じがあります。以前働いていたバ

てもらおうと思って作っていたのです

イト先は、先輩と後輩の仲が良く、非常

が、いまではまるで「作業をしている」

にいい関係で、居心地がよかったです。

感じです。最近ではバイトをやめたくて

いまのバイト先には行く気があまりでま

仕方がありません。なにか理由をつけて

せん。

やめようと思っていますが、なかなか言

バイトを始めた当初は週３回ぐらいだ

い出せずにいます。連絡をせずに急にや

ったのが、
最近では人手不足のため週５、

める人がよくいるので、自分もそうやっ

６回くらいシフトを入れられ、自分のし

てバイトをばっくれようかなと何度も思

たいことが全然できません。

いました。ただ、そろそろ始まる就活ま

バイト先を変えようと思っているので

ではやめれないだろうなぁと思って働い

すが、またイチから仕事内容を覚えなけ

ています。

ればいけないし、今働いているバイト先

21．湯澤くん（男子・２年生）
居酒屋で働いています。ホールです。
バイトを始めて１年で、勤務は週５、６

のようにまた嫌な扱いを受けたらと思う
と、次のバイトを探す気がなかなか起き
ません。いずれにせよ、近いうちに今の
仕事はやめる予定です。
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22．世良くん（男子・２年生）

23．矢部くん（男子・２年生）

学生のアルバイトの調査ですか？私も

ファストフード店で、夕方から夜の時

結構大変な条件で働いているので、他の

間帯で働いています。働き始めてもう１

学生の状況にも関心があるし、調査に協

年くらい経ちます。
平日土日に関わらず、

力しますよ。

週４日ほど勤務しています。

私は今、夕方から夜までコンビニで働

契約書はちゃんと渡されて、労働条件

いています。残業が多いとか条件がちゃ

の説明はされました。社員は店長だけが

んと説明されなかったとかそういうこと

正社員で、あとはバイトです。基本時給

はありません。仕事の内容も、普通のコ

は700円台で、高いとは言えません。そ

ンビニバイトと同じで、基本的な業務全

の割には多くの仕事を任せられて大変で

般を担当しています。

す。残業もあります。ただ、残業代はき

私がいま一番不満に思っていることと
いいますか、困っていることは、最近、
店のスタッフが不足して、業務のほとん

ちんと払われていますので、そこに関し
ては特に不満とかはないですね。
仕事上の不満で言うと、最近スタッフ

どはバイトでまわしています。なかには、

が若干不足していて、学生なのにシフト

時間的な余裕があまりないバイトもいる

が多くなってしまっている点です。例え

ため、人員のやりくりが大変で、とても

ば週２日希望なのに、４日も勤務させら

忙しい職場になっています。

れている学生がいます。それから、シフ

コンビニのバイトですから、時給もあ

ト表は週ごとに店長が作っているのです

まり高くない、というかほぼ最低賃金で

が、翌週のシフト表が、木曜日とか金曜

すね。ですから仕事の量と賃金水準のこ

日に発表されるので、個人的なスケジュ

とを考えると、あまり割に合っていない

ールが立てにくく、勉強や私生活に影響

なと思います。

がでてくるので、
何とかしてほしいです。

シフト表はイチオウは週ごとに決めら

休み希望は、決まった期限（何週間か

れていて、その点は問題ないのですが、

前）
までであれば出すことができますが、

急なシフト変更が頻繁にあって、あまり

人員不足なので、思うように休みは取れ

機能していないんです。たとえば、前日

ません。定期試験前にまとまった休みを

とか２日前とかに、シフトに入ってくれ

取るのも難しいです。

ないかと急に言われたりして困っていま

新人の時の仕事の説明も若干足りない

す。人手不足のため、スタッフ間でシフ

気がします。一応、最初に働き始めると

トの押し付け合い状態になってしまって

きにオリエンテーションとして、店の運

います。

営方針や給与面の説明などと一緒に実際

この現状を何とか改善して欲しい。や

の業務についての説明もあって、最初の

っぱりもう少しゆとりを持って働けたら

時期は「研修生」として多少のサポート

な、と思っています。

はしてくれるんですが、説明不足な部分
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も多いです。わからないことは他のスタ

のは、社員の人から、学生だから夜遅く

ッフに聞いて覚えてとは言われても、ス

まで働いちゃいけない決まりだから、と

タッフはみんな忙しそうなので、なかな

かなんとか言われていて、学生の私は、

か聞きづらく、どうすればいいのか困る

タイムカードを先に切られた状態で働か

ことがありました。ですので、もう少し

されます。ですからそのぶんは、給料に

仕事の説明とかもしっかりしてほしいで

反映されていません。これってサービス

す。慣れないですぐ辞めちゃう人もいる

残業ですよね？こうして調査されるまで

ので。

正直言ってあまり気にしていなかったで

雇う側は、もっと学生の生活のことも
気にかけてほしいです。
24．笹原さん（女子・１年生）
大学に入学してから半年近く、スーパ
ーのレジ係としてアルバイトをしていま
す。

す。
自分のアルバイト先には、不満やトラ
ブルはないと思っていましたが、言われ
てみれば、これも労働法違反ってことな
んですね。
25．竹越くん（男子・２年生）

週３日から４日ほどの勤務で、労働時

ファストフード店の厨房で働いていま

間は週に20時間に満たない程度だと思い

す。働き始めて11か月になります。自宅

ます。時給は750円で、深夜割り増し分

と学校の間にあって通勤しやすいことか

もちゃんと払われています。月で６万円

ら、今のバイト先を選びました。

くらい稼いでいますかね。労働条件は、

月に15日ほどシフトが入っていて、１

きちんと契約書を渡されて説明されまし

日平均で大体５、６時間ほど働きます。

た。

時間帯は、いつも学校帰りの夕方から夜

ちゃんと把握しているわけではありま

にかけてです。

せんが、おそらく正社員は店長と副店長

それなりに長く働いているのですが昇

くらいで、他のスタッフはみんな非正規

給の話などはなく、時給は働き始めてか

だと思います。最近スタッフが何人か短

ら一貫して最低賃金の719円に据え置き

期間にまとまって抜けてしまったため、

です。１か月の平均的な収入は４万８千

その期間は、人手不足で忙しかったです。

円ほどです。個人的にはこの点が不満で

もう少し人員を増やして欲しいとは思い

す。時給は、そうですね、780円ぐらい

ました。他は困ったことは特にありませ

もらってもおかしくないのではと考えて

ん。休み希望もきちんと通るし、時給に

います。

対する不満も、まあアルバイトだし、と
考えればそんなにありません。
ただ、たまにですが残業があって、時

最初に渡された契約書と今の仕事環境
でとくに違いはないのですが、ただ、い
くつか不満があります。

間的には長くてもせいぜい１時間くらい

まず、任される仕事はどんどん増えて

なのですが、残業代が出なくて…という

いくのですが、新しい仕事に対する説明
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が十分にないものですから、覚えるまで

は、ほんとに最初の頃だけで、働いてい

に時間がかかってしまいます。

るうちに対応できるようになります。慣

また、職場の人員が不足していて、そ

れですね。マニュアルとかはないので、

のしわ寄せを僕らバイトが受けることが

クレームを受けている人の対応を見て、

あります。具体的には、残業が多かった

勝手に自分で学んで処理をするようにな

り、急に予定外のシフトを入れられたり

ります。

するなどです。その逆に、急にバイトを

あと、最近だと携帯電話とカードも取

早あがりさせられることもあります。こ

り扱い始めましたので、負担が増えて大

ういう人手の配置には対策がとられない

変です。バイトには「覚えてね」という

ままです。

事後報告的な感じですね。それに対して

そのほかに個人的な不満としては、店

とくに何も言えないし、仕事の負担は増

員間でのコミュニケーション不足があげ

えても時給は変わりません。たまに店長

られます。社員の側からのコミュニケー

に不満を言うことはあるんですけど、聞

ションはなく、バイトの側から話を振っ

き入れてもらった記憶は一度もないです。

てもあまり続かず、職場はなんだかいつ

労働条件に関することで言えば、サー

も空気が重く感じられます。全員がひた

ビス残業が不満です。タイムカードは切

すら仕事に取り組む、と言うと聞こえが

っているけど働いている状態。具体的に

いいかもしれませんが、モチベーション

は、うちの店は、退勤時間になっても仕

も上がらず、仕事をするのが苦痛に感じ

事が残っている場合には、翌朝の早番の

られることがあります。

人に残さないように遅番が処理してから

26．長谷川くん（男子・２年生）
レンタルビデオ店でアルバイトをして

帰るんです。でもタイムカードは通常通
りに押してしまっているので、給料はつ
きません。

います。職場が駅に近かったのと、あと、

もう一点は、人手不足です。人が足り

自分自身がＣＤなどレンタルする機会も

ていないにもかかわらず、人件費削減だ

多かったので、特典もあるかなと思って

からと、新人を雇わず、今のスタッフで

ここをバイト先にしました。

仕事をまわしているので負担です。扱う

まず仕事上よくあるトラブルから説明
します。

商品は増えているのに。
それから、人件費削減のため、見せか

ＤＶＤが見れない、ＣＤが聞けない、

けで休憩を多くタイムカードで切らされ

中古のゲームソフトが動かない、という

ています。休憩に入ることは入るんです

相談がよくあります。うちらに責任がな

が、実際には、仕事をしています。例え

くてもそういう相談がくるんです。基本

ば２人のうち１人が休憩に入ります。す

的にそういったクレームは上の人ではな

るとレジは１人で仕事から離れられな

く、現場で働いている人がその場で処理

い。でもその間も、裏で電話が鳴れば休

をします。対処法を上に尋ねたりするの

憩に入っている人が電話対応をして、レ
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ジが混んできたらレジ業務に入り、そん

２つ目は、人が少ないことですね。忙

なことをしていたら休憩時間なんて終わ

しい時期はとくにそう感じます。それか

っていますよ。

ら遅番のときは私１人になるので、店長

昇給はないです。契約の段階では、
「昇

にもこの点は何度か言ってるんですが、

給あり」と契約書に書いてあったのに時

改善はないです。日勤の人に残業が多い

給は上がらないです。最低賃金が上がっ

のもちょっと気になりますね。まあしっ

たら上がるくらいですね。家と職場の１

かり残業代は出ているんですが。

駅分の交通費も出ないんですよね。契約

そうそう、私の職場は、バイトにはサ

書には交通費が支給と書いてあったと思

ービス残業はさせません。やったら逆に

うんですが。

怒られるんですよ。以前に私がサービス

いろいろ言いましたが、まずはサービ

残業になりそうになったとき、社員さん

ス残業をなんとかして欲しいです。給料

に「ダメだよそれ！」と言われました。

が発生するなら残業も文句は言いませ

ただ、社員さんはサービス残業ばっかり

ん。だけど、給料が発生しないのに夜遅

なんですよね。

くまで働くのは違うんじゃないのかな、
と思います。
27．皆川くん（男子・２年生）
お土産屋さんでバイトをしています。
友人の紹介です。働く時間とか場所など
条件も自分にはあっていました。まあ、
給料は最賃より少し上くらいですけどね。
労働条件の提示に関しては、契約の段

そんな感じなので、なんでもっと人を
雇わないのかな、という疑問はあります
ね。もちろん、人を増やしたらその分だ
け人件費はかかりますが。
28．横見くん（男子・２年生）
派遣会社に登録して働いています。仕
事はいろいろです。モノを運ぶ仕事が多
いですが、たまに接客もします。

階で内容をあまり聞いていなかったとい

派遣は何かと融通が利いて、好きな時

うか、まったく記憶にないです。バイト

間に好きなだけ働けるんですよね。
まあ、

に受かることがまず第一だったので。契

ブラックなところに飛ばされることもあ

約書もあまり読まずにサインをしまし

るにはありますが、でも、嫌だったら嫌

た。ただ、控えは一応もらっているから

って言って、他の職場に行けるので、非

大丈夫だと思います。

常に働きやすいし、学生向けだなと思っ

職場の不満としては２つ。１つは、以

ています。給料もいいですよ。

前の店長は、「自分の店の商品の味を知

ただ、トラブルもありますね。まず、

ることは大事」と言って、廃棄の商品を

派遣会社自体に人が足りないせいなの

無償で渡してくれる方でした。でも、今

か、連絡ミスなどトラブルがいろいろ発

の新しい店長は、廃棄品に関しては、極

生するんですよ。そもそも派遣会社は、

力半額で買わせるようにしている。まあ、

派遣先から仕事の依頼がまずあって、そ

それでも安いのですが。

の電話を受けた社員が、じゃあ○○さん
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はどこそこへ、と派遣社員に連絡をする
のですが、私の会社はその連絡をメール
ではなく電話で行うことになっていま

ぐらいはしっかりしてほしいですよね。
29．高村さん（女子・２年生）

す。なので、連絡ミスが多すぎて、いざ

ファストフード店で１年と数ヶ月働い

仕事場に行ったら、３人集合のはずが私

ています。仕事は主にフロアとカウンタ

しかいなくて３人分の仕事をやらされ

ーでの注文です。今の時給は719円です。

た、ということもあります。もちろん、

初めてのバイトだったので、マニュア

３人分働くというのはめったにないケー

ルがしっかりしているところがいいと思

スですが、連絡ミスで人が足りなかった

い、ここを選びました。新人は、ビデオ

ことは珍しくないです。こういう連絡系

を使っていろいろと教わります。覚える

のトラブルが多いですね。

ことは多かったけれど、先輩もわかりや

仕事に関しての不満としては、まず残

すく教えてくれました。

業代の取り扱いがあります。例えば、１

勤務は自由シフト制です。ただ最初、

日に二つの現場に行かされることがある

店が24時間営業であることをうっかり忘

のですが、二つの現場を合計して８時間

れていて、
17時以降ならいつでも大丈夫、

を超えて働いても残業代も何もないんで

と書いたら、深夜に入れられてしまい、

すよ。残業代も無く合計で14時間も働い

後悔しました。それ以降は注意して申請

たこともあります。

しています。

あと、さっきの話とも関連しますが、

店は、働けば働くほど昇進していくと

派遣先からの連絡ミスなのか、派遣会社

いうシステムが採用されていますが、ト

から言われたのと仕事内容が異なること

レーナーやそれよりも上の方が苦労して

がありますね。例えば事務所からは「物

いるのを見ているので、私はクルーのま

を運ぶ仕事」としか聞かされず、いざ現

まで働いていこうと思っています。

場に行ってみたら、物を運ぶ仕事ではあ

職場にはフリーターや主婦の方も多く

るんだけれども、パシリをやらされたり、

働いています。働き方には温度差があっ

三角コーンの設置とか、遊び場の設置と

て、主婦のまばらなシフトを、トレーナ

か、なんのことはない、お祭りの設営を

ーをつとめるフリーターが埋める、とい

していたんですよ。だったらそう説明し

った形になっているようで、少し不満が

てくれればいいのに。必要最低限のこと

出ているようです。私に何かしわ寄せが

だけで、具体的な話が伝えられないんで

きているわけではありませんが。

すよね。だからもう逆にこっちで気を使

ちなみに有給休暇をとれるのらしいで

って、何も言われなくても、滑り止めの

すが、とっている人を一度も見たことが

軍手とタオルと水は必ず持っていくよう

ありません。私もとったことはありませ

にしています。

ん。

派遣の中ではこういうのは常識みたい

バイト先での人間関係は基本的に良好

ですけども、とりあえず、最低限の連絡

です。同年代の子も多くて、友達が増え
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るのはメリットだと思います。

言われるまま動き、その日に帰れたのは

ただ、客層はあまり上品ではありませ

24時近くなってからでした。
自分から
「帰

ん。接客の際に嫌な思いをすることは多

りたいです」と言い出せる雰囲気ではあ

くあります。昼は、遅い！という苦情が

りませんでした。

よく入ります。以前に、１分間で商品を

また、
「タイムカード、切っておくね」

提供するというサービスを実施していた

と言って先輩がみんなの分をまとめて切

ときは、本当に大変でした。

ってしまい、どの時間に自分の勤務が終

深夜の勤務は、うちの店舗では基本的
に３人だけです。平日は比較的容易に店
をまわせますが、土日や休みの前日だと、

わったのかわからずに仕事をあがった日
もありました。
フルタイムの希望は出していないの

お客さんが多く入って大変です。そうい

に、土日にフルタイムの仕事が入れられ

った日は特に客層が悪く、酔っ払いのお

ることもありました。休憩をはさむとい

客さんも来ます。

っても、９時から24時までの立ち仕事は

今の店で働き続けられるのは、人間関
係の良さと、忙しさの加減のバランスか
なと思っています。
30．宋くん（男子・２年生）

とてもきつかったです。
また、給与明細といったものがありま
せん。契約では交通費も出ることになっ
ていたはずですが、給与とあわせて月末
に振り込まれるだけで、内訳は一切わか

バイキング方式の飲食店のホールスタ

りません。働き始めるときに、いろいろ

ッフで最近まで３ヶ月ほど働いていまし

と書類にサインをし、捺印しましたが、

た。

それがどういったものなのか覚えていま

バイキングなので、仕事は、ドリンク

せん。手元に控えもないです。確認しな

のオーダーとそれの運搬、卓の片付けと

かったのだから自分も悪いんだろうな、

セットが主な仕事です。お酒も出してい

という気持ちもあります。

ます。

仕事がきついので入れ替わりが激し

時給は719円で、賃金が安いことのほ

く、同じ日にたしか４人ほど採用になり

かにも、労働条件にいろいろな疑問を感

ましたが、私以外はすぐに辞めていまし

じました。

た。
そういう感じで辞める人が多いので、

例えば求人広告では、16時から22時ま
での勤務と書かれていたにもかかわら

「辞めたい」と私が切り出すとあっさり
辞めることができました。

ず、初日から守られませんでした。社員

ここ以上に厳しいバイトはそうそうな

や先輩から「帰っていいよ」と声がかか

さそうだと思うので、新しい場所では頑

ってから帰るというシステムで、いつ帰

張れると思います。

れるかも何をするかもわからず、先輩に
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まとめ
最後に、今回の調査を通じて感じたことなどをまとめます。法律的な詳しい知識
については『白書2011』『白書2012』を参照してください。
○学生バイトも労働者であるという自覚

労働契約は労働者に書面で提示すること

が大事

が使用者に義務付けられていることなど

私たちは学生です。本業は学問です。

も、
知っておく必要があります。
調査結果

でもアルバイトとして働くときは労働者

を振り返りながら考えていきましょう。

です。仕事は適当にやっていいものでは
ありません。アルバイトを辞めるときも

・アルバイトの「入り口」から注意する

一定のルールにのっとって辞める必要が

トラブルを未然に防ぐため、アルバイ

あります。アルバイトをしている以上、

トを探す段階から自覚が必要です。例え

会社に雇われた労働者なのです。

ば、常に求人募集しているところは、人

それは言い換えれば、労働者の権利を

が定着しない職場の可能性があります。

持っているという意味でもあります。そ

また、面接の時点で求人誌などと条件

れを理解していない学生が多いように思

が異なっていた場合には、きちんと説明

われます。本来であれば、不当に解雇さ

を求めましょう。あいまいにしないこと

れたり賃金の不払いは許されることでは

が大事です。

ありません。私たちにはそういう労働者

ちなみに、今回の聞き取り調査でも、

の権利があることを知っておくべきだと

人手不足で週の労働日数が契約時より多

思いました。

くなってしまったケース／勤務時間帯や
働き方（労働時間）を変更させられたケ

○ワークルールをしっかり学ぶことが大事

ースなどがありました。

アルバイトをする上で、ワークルール

「希望していないのに…」
といっても、

の知識を身に付けておくことが非常に重

そのことをきちんと口に出して言わなけ

要です。少しでも知識があれば、自分の

れば、合意・納得したと解釈されてしま

労働条件や職場環境に疑問を持つことが

います。働くということはお互いに「契

出来ると思います。「これっておかしい

約」を結んでいるのだという自覚が必要

な」と気づけるかどうかが肝心です。

です。この点に関連して、
「労働契約法」

例えば、現在の最低賃金がいくらかは、

を紹介しておきます。

みなさん知っていると思います。それと
同じように、「サービス残業（不払い労
働）
」は法律で禁止されていることや、
● 28

・
「労使対等原則」という考え方
労働契約の基本原則は、労働契約法に

よって以下のように定められています

増賃金の支払いを使用者に義務づけてい

（厚生労働省ホームページより）。

ます。具体的には、時間外や深夜は25％
以上、休日労働には35％以上の割増賃金

⑴

労使の対等の立場によること

を支払わなければなりません（労働基準

⑵

就業の実態に応じて、均衡を考慮

法第37条）
。

すること

こうした割増賃金は、長時間労働や深

⑶

仕事と生活の調和に配慮すること

夜労働の抑制も目的としているのです。

⑷

信義に従い誠実に行動しなければ

もちろんそれは、アルバイトとして働く

ならず、権利を濫用してはならない
こと

私たちにも共通する考えです。
賃金の不払いをどう是正させるかは、
私たちアルバイトだけでは難しく、行政

労働契約を結んだり変更する際には、
こうした考えを基本に行う必要がありま
す。とくにここでは⑴の労使対等原則と
いう考えが重要だと思います。

機関や労働組合などにまずは相談してみ
るのがよいと思います。
その際に重要になるのが、自分がいつ
働いたのか（不払いはどのぐらいあるの

もちろん、実際には働く側は立場が弱

か）をきちんとメモしておくことです。

く、意見を主張しづらいのは言うまでも

不払いを行う会社は、たいてい、労働時

ありません（この点で労働組合が重要に

間の管理がいい加減になっていて、実際

なるのですが、省略します）。

の労働時間を認めないことが少なくあり

ただ、法制度上はどのようなことが私
たちに求められているかだけでも知るこ
とは重要だと思います。

ません。そういうときに、メモはとても
有効です。
ちなみに、賃金は１分単位で支払われ
るものであって、10分、15分程度だと支

・アルバイトと賃金
次はバイト学生の関心事でもある賃金
です。今回の調査では、22時以降の勤務

給されなくてもしょうがないのかなと思
うのは間違いです。それに、ちりも積も
れば山になるのです。

に深夜割増がまったく（一部だけしか）
支給されていなかったケース／残業代が

・労働時間、働き方

支払われていなかったケースなどがみら

さきほどの労働契約の箇所で書いたこ

れました。なかには深夜割増の支給を店

とと一部重なりますが、今回の調査結果

長に直談判したのに相手にされなかった

でみられた問題として、長期休暇中は休

というケースもありました。

みがなくフル稼働というケース／残業が

労働に対して賃金が支給されるのは当

当然という風潮の職場で８時間以上働く

然のことですが、加えて、労働基準法は、

ケース／人手不足が原因で労働時間が延

時間外労働や深夜労働（22時～５時）、

ばされるケース、などがあげられます。

あるいは、法定の休日労働に対して、割

労働時間に関する基本的なルールを述
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べると、
労働時間は１週間で40時間まで、

また、こうした状況は、今日の職場の

１日で８時間まで、という原則が決めら

人手不足を反映しているのではないかと

れています。

思います。店長や社員自身も仕事やノル

この時間を超えて働かせたり、休日に

マに追われているのではないでしょうか

働かせる場合には、労使で協定を結び、

（もちろん、だからといって、理不尽な

労働基準監督署に届け出ていなければな

ふるまいが許されるわけではありませ

りません（通称、36協定）
。また、６時

ん）。

間を超える場合は45分以上、８時間を超

ところで、職場の人間関係だけではな

える場合は１時間以上の休憩が必要とさ

く、学生バイトには、「接客」という仕

れています。

事が多いので、客・利用者に暴言や暴力

ただ問題は、働く側がこうした法律的

をふるわれたりセクハラをうけるという

な知識をしっかり持っていない点もさる

問題もみられ、
この点は軽視できません。

ことながら、長時間労働（勤務シフト増）

こうしたパワハラ、セクハラには法律

や残業の要請をことわることができない

的な対応ももちろん必要ですが、まずは

という点にあるのではないかと思いま

急いで誰かに相談してください。雇われ

す。授業中に出勤を要請されて応じざる

ている立場だからといって何でも我慢し

を得なかったなどの話もよく聞きます。

なければならないわけではありません。

本業は学業であることを忘れず、自分

一般常識で考えることが重要です。

の考えをきちんと使用者側に伝える、ま
た、それでも不本意な働き方を依頼され

○あきらめてしまわずに、誰かに相談する

る場合には、アルバイトを辞めることも

賃金・労働条件に疑問を感じたり、仕

選択肢に入れるべきではないでしょう

事で困ったときには、そのままにしたり

か。

自分が悪いんだと思い込まずに、職場の
先輩や同じ学生バイトに相談してみまし

・人間関係をめぐるトラブル

ょう。もしかしたら、同じ悩みを抱えて

今回の調査ではこんな問題がみられま

いるかもしれません。であれば問題は、

した。説明不十分なまま仕事をさせられ、

あなた自身にあるのではなく、職場にあ

間違えると怒られるというケース／社

る可能性が高いです。一緒に問題解決を

員・上司から悪口や嫌味を言われたり、

していけるかもしれません。

必要以上に厳しい口調で指示される・怒
鳴られるケースなど。

もちろん、とはいえ、いくら法律の勉
強をしたとしても、学生の力だけでは問

職場の人間関係は、学生バイトに限ら

題解決は難しいでしょう。労働相談にの

ず深刻な問題のようです。労使は対等な

ってくれる行政機関や労働組合の力を借

立場にある、とさきほど述べましたが、

りることも有効ではないでしょうか。

建て前ではそうであっても、現実の職場
ではそうではありません。
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労働者の権利を守る組織として労働組
合があるのはみなさんも学校で習ったと

思います。とはいえ、学生にとって労働

で加入できる労働組合もあるのだそうで

組合はハードルが高い存在です。私たち

す。労働組合の全てが「企業別組合（企

も実際そう思っていました。

業ごとに組織されて、主に正社員だけが

でも、今回の取り組みで私たちは、
「道

加入できる組合）
」ではないのです。

労連」「札幌地域労組」という労働組合

一人で悩まず、電話やメールで相談し

の方々から話を聞く機会があって、その

てみてはどうでしょうか。きっと親身に

印象が変わりました。労働組合は、日常

対応してくださると思います。

的に相談を受け付けていて、しかも個人
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編集後記
○毎年のことではありますが疲れます。調査活動もたいへんだけれども、白書づくりは
輪をかけてたいへんです。来年度こそは、編集作業まで学生に任せてみたいものです。
ともあれ、学生諸君、お疲れさまでした。
○今年度は、公開授業で、このアルバイト調査の結果を学生自身に報告させてみました。
タイトルは、
「これでいいのか、学生バイト‼ 大学生のアルバイトを考える」です。学
生にはよい経験になったでしょうか。来年度もいろいろなことに挑戦してみます。
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