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Ⅰ 調査の概要
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１． 調査の目的

・有期契約労働者の雇用・就業の実態、契約更新と雇止めの状況等、有期労働契約に関する
実態の総合的な把握・分析を行うことを目的とする。

２． 調査設計

（１） 調査地域
・全国

（２） 調査対象
・15歳以上の全国の有期契約労働者（契約社員など期間の定めをした契約により雇用されてい
るもの）

（３） 標本枠
・インターネット調査用アクセスパネル

（４） 抽出方法
・事前スクリーニング調査回答者より抽出

（５） 調査方法
・インターネット調査

（６） サンプル数
・5000サンプル

（７） 調査実施時期
・平成21年7月1日現在の状況について、平成21年7月3日（金）から7月21日（火）にかけて実
施した。

（８） 調査企画・設計
・株式会社ボーダーズ

（９） 実査機関
・株式会社ボーダーズ
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３． 調査事項

１ 有期契約労働者の属性
（１）職務タイプ
（２）就業形態
（３）年齢階級
（４）最終学歴
（５）世帯主との続柄
（６）有期労働契約による年間収入
（７）生活をまかなう主な収入源
（８）住居形態

２ 有期契約労働者の就業状況及び契約更新の状況
（１）労働組合への加入状況
（２）職種
（３）契約期間を定めて就業している理由
（４）正社員と比較した所定労働時間
（５）現在の契約形式
（６）現在の勤務先で働く前の就業状況
（７）現在の契約期間
（８）今後の契約更新回数の予想
（９）契約期間満了後の希望

（１０）現在の勤務先での勤続希望期間
（１１）契約更新回数上限
（１２）現在の契約更新回数
（１３）勤続年数上限
（１４）現在の通算勤続年数
（１５）途中退職の申出に対する損害賠償の有無
（１６）途中退職を申し出た時期
（１７）労働契約締結時の契約・更新に関する労働条件等の明示
（１８）仕事についての満足感
（１９）仕事に満足している理由
（２０）仕事に不満がある理由
（２１）契約更新についての説明

３ 正社員との比較による就業の実態
（１）正社員との比較による、残業時間の有無と平均残業時間
（２）正社員との比較による、異動・転勤の有無と範囲
（３）正社員との比較による、昇進の有無
（４）正社員との比較による、基本給の水準
（５）正社員との比較による、退職金の水準
（６）正社員との比較による、賞与の水準
（７）正社員との比較による、諸手当の有無と内容
（８）正社員との比較による、賃金形態
（９）正社員との比較による、賃金制度

（１０）正社員との比較による、賃金昇給
（１１）正社員との比較による、福利厚生の有無と内容
（１２）正社員との比較による、教育訓練機会
（１３）正社員転換制度の有無
（１４）労働契約について最も改善を希望する点
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４ 解雇・雇止め
（１）解雇・雇止めの経験
（２）雇止めの理由
（３）雇止め時の手続
（４）解雇・雇止め時の退職金（又は慰労金）の支給
（５）雇止め時のトラブル
（６）雇止め時のトラブルへの対応
（７）解雇・雇止め以外でのトラブル

４． 用語について

（１）有期契約労働者
・３ヶ月、１年など期間を定めた契約（１ヶ月を超える期間を定めたものに限る）で雇
用されている者。

・日々又は1ヶ月以内の期間を定めて雇用されている者で、平成２１年５月及び６月に
それぞれ１８日以上雇われた者。

（２）職務タイプ
・有期契約労働者自身が従事する職務について、勤務先の事業所における正社員との対比
によって、以下の5つに分類した。

１：正社員同様職務型（正社員と同様の職務に従事している有期契約労働者）
２：高度技能活用型（正社員よりも高度な内容の職務に従事している有期契約労働者）
３：別職務・同水準型（正社員とは別の職務であるが、高度でも軽易でもない職務に従事して

いる有期契約労働者）
※ 正社員の仕事が管理業務で、有期契約労働者の仕事が販売業務である時などに、

有期契約労働者の業務内容が明確には高度や軽易でない場合はこれに該当する。
４：軽易職務型（正社員よりも軽易な職務に従事している有期契約労働者）

※ 同じ業務でも責任が軽い場合や業務内容が単純であるなどの場合はこれに該当する。
５：事業所に正社員がいない場合

※ 比較対象となる正社員が不明な場合は、職務内容（とりわけ責任の程度）や転勤の範囲や昇進の仕方
などがもっとも近いタイプの正社員（例えば「総合職」と「一般職」がある場合の一般職の正社員等）を
比較対象とさせた。派遣労働者の場合は、自分が現在従事している職務と派遣会社の正社員の職務を比較
対象とさせた。

有期 ｂ1,ｂ2,ｂ3…

（転勤なし）

正社員 Ｃ1,Ｃ2,Ｃ3…

総合職（全国転勤）

正社員 Ａ1,Ａ2,Ａ3…

一般職（転勤なし）

有期 ａ1,ａ2,ａ3…

販売部門

有期 ａ1,ａ2…のグループについ

て、正社員 Ａ1,Ａ2…のグループ

と比較し、職務内容がほぼ同様で

あれば①へ、職務内容が異なる場

合は、②～④を判断

経理部門

有期 ｂ1,ｂ2…のグループは転勤がないため同じ部門に正社員はいないが、

同様に転勤のない販売部門の正社員Ａ1,Ａ2…のグループと比較し、②～④を

判断

管理部門

事業所
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５． 利用上の注意

（１）統計表の構成比は小数点以下第二位を四捨五入しているため、計は必ずしも100.0とはな
らない。

（２）統計表中「＊」はサンプル数の少ないもの（標本数が50以下）であるので注意を要する。
（３）統計表ごとの注意点は各統計表の下部に別途記載してある。
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