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スイスの労働市場
概要
スイスは、雇用主にとって魅力的な国であると同時に、世界で最もリベラルな労働法を有
する国として、高く評価されています。企業は、経済的ニーズに合わせて、フレキシブルに、
人材の雇用、解雇を行うことができます。さらに、諸外国に比べ、賃金付随コストが低く、そ
のうえ、過去10年間におけるストライキの数が、欧州で最も少ないことも、雇用主にとって
魅力的な点です。 スイスの生活水準はとても高く、賃金も適切であるため、高い技術、資格
を有する優秀な人材にとっても、とても魅力的な市場です。
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出典: 州労働合所、 2018年

国名  日数
 スイス  1
 オランダ 9

 アイルランド 16
 ドイツ  18
 英国 21

国名  日数
 フィンランド  44
 スペイン  49
 デンマーク  60
 ノルウェー   75
 フランス  125

有な労働者にとっての力
外の有な労働者を自国に惹き付ける魅力ランキング

出典: 人財争力査レポート、2018 年

国名  順位
 スイス 1
 シンガポール 2
 米国 3
 ノルウェー 4
 スウェーデン 5

国名  順位
 フィンランド 6

 デンマーク 7
 英国 8
 オランダ 9
 ルクセンブルク 10

オフィシャル・プログラム



雇用主の利点
• 高い生活水準と素晴らしい労働環境を有するスイスは、高い資

格、技術を有する海外の優秀な人材が、注目している市場です。   
様々な調査によると、スイスは、専門職に携わる、才能豊かな外
国人労働者にとって最も魅力的な国である、ということが分かり
ました。

• スイスの労働市場は、高い労働生産性を特徴としています。医
薬品、保険業、金融業のみならず、機械産業、電子機器産業、金
属産業においても、諸外国に比べ、高い労働生産性を有すると、
評価されています。  

• スイスの労働市場は、大変進歩的な法制度により、高い柔軟性
を保持することができています。経済的なニーズに合わせて、人
材を、フレキシブルに雇用、および解雇することが可能です。

• 雇用主は、従業員を雇用する際、給与の他に、社会保障費を負
担するになります。スイスの労働者の社会保障費は、非常に低い
ことで知られています。給与の総支給額が75,000ユーロの場合、
スイスにおける社会保障費は、9,903ユーロです。この額は、欧州
で最も低いものとなります。例えば、フランスの社会保障費の額
は、約4倍にも上ります。

• 給与の総支給額に対するスイスの社会保障税率は、雇用者、被
雇用者共に、非常に低く設定されています。

• スイスの単位労働コストは、ここ何年か、緩やかに上昇していま
す。しかしながら、依然として、他の欧州諸国に比べ、企業の高い
生産性を誇っています。

• スイスの教育の特徴は、専門大学およびデュアル教育システム
により保証されている実践に基づいた教育システムです。スイ
スの労働力は、様々な分野において、トップクラスの質  を有して
います。世界経済フォーラム（WEF）の調査では、スイスは、世界
最高の教育システム、そして一流のビジネススクールや社員研
修システムを有していると評価されています。
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出典: OECD、 2017年

経済全体の労働生産性の国際比較
物価の前年比に対する年間平均成長率 （%）
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人材の雇用／解雇におけるフレキシビリティ
国際比較

国名  順位
 香港 1

 スイス 2
 シンガポール 3
 アラブ首長国連邦 4
 米国 5

 アイスランド 6

 デンマーク 7
 英国 8

 カタール 9

 カナダ 10

出典： 世界経済フォーラム（WEF）、2018年

雇用主のコスト州

国   
 デンマーク 1

 マルタ 2

 スイス 3

 ポーランド 4

 アイルランド 5

 オランダ 6

 ルクセンブルク 7
 英国 8

 ドイツ 9

  スペイン 10

出典: Deloitte, 2017



• スイスは、雇用主と被雇用者間の衝突が少なく、ストライキがほ
とんどないため、労使双方の社会共同システムが、大変効果的
に機能しています。雇用者と被雇用者の関係が、スイスほどポジ
ティブに機能してる国は、他にありません。 

労働者の利点
• スイスは、アイスランドに次いで、就業率が最も高い国です。 

15－64歳の人口の就業率は83 ％で、OECD加盟国の平均65 ％ 
を大幅に上回っています。 また、スイスの失業率は、3,1 ％ 

（2017年）と、非常に低く抑えられています。

• さらに、スイスの労働者は、高い購買力を有しています。2017 年
のスイスの実質可処分所得は、42,142 ユーロでした。これは、ア
イスランドおよびルクセンブルクを上回る数字です。 

• 諸外国に比べ、給与が高いスイスは、中間管理職にとって魅力的
な市場です。  年間の平均年収は、税金、社会保障費、家賃、光熱
費等を差し引いても、10万ユーロ以上に達します。 

• OECD Better Life Index（OECDより良い暮らし指標）によると、ス
イスは、 様々な分野において、上位にランクインしています。特
に、健康、生活満足度、ワークライフバランスが、高く評価されて
います。

税制
源泉税
永住許可証（C許可証）を所有していない外国人労働者には、スイ
スの源泉徴収制度が適用されます。つまり、雇用主が税金を直接
給与から差し引き、税務署に支払っています。源泉徴収義務のあ
る年間所得が12万スイスフラン以上になる場合、スイスを納税地
とする外国人労働者は、所得税および資産税の申告が必要になり
ます。

スイスを納税居住地としていない場合（外国人およびスイス人）
でも、スイス国内で発生した所得は、源泉徴収の対象となります（
国境を越えて通勤する者、短期滞在者、講師、スポーツ選手、芸術
家等）。しかしながら、このような所得の場合、所得額によっては、
所得税および資産税の申告を行う必要がない場合もあります。
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出典: GfK Purchasing Power（GfK パーチャイシングパワー）、2017年

購力州
の平購力（位：ユーロ）、2017年
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雇用主および雇用者の協力体制のクオリティ
スイス 国際比較

国  
 スイス 1

 シンガポール 2

 ノルウェー 3

 デンマーク 4

 オランダ 5

 米国 14

 英国 19

 ドイツ 21

 アイルランド 27

 フランス 109

出典： フォーラム（WEF）2018年



最新の動向
• スイスは、企業が、高い技術、資格を有する外国人労働者を簡単

に採用できるシステムを提供することで、経済を常に発展させ
てきました。ここ数年、スイスの人口が増加している背景には、
移民の増加があります。そのため、2014年の国民投票で「大量移
民反対イニシアチブ」が可決されました。このイニシアチブは、
スイスの移民受け入れ人数を制限することを目的としていま
す。  国民投票によるこの法案は、3年以内に施行する必要があり
ます。この結果を受けて、政府は、スイスとEU加盟国間で自由に
行き来ができる法規制の適用を決定しました。 この規制に対応
する措置は、2018年7月1日より施行されます。これにより、国内
の労働力が持つ潜在的な可能性を、より効率的に活かすことが
期待されています。 

• 連邦政府はスイスのデュアル教育の利点がより良く理解される
よう国際レベルで働きかけています。職業訓練課程卒業と各分
野の専門家の高い（国際的な）モビリティを理解してもらうこと
が目的です。スイスはEUのコペンハーゲンプロセスをサポート
し、職業教育の効率、質、魅力をさらに強化していきます。
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