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まままま    ええええ    がががが    きききき    

 

 正社員とパートタイム労働者の両方を雇用している事業所の約半数で、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）のパートタイム労働者を雇用している（厚生労働省「平

成２３年パートタイム労働者総合実態調査（事業所調査）」）など、無期労働契約で雇用

されるパートタイム労働者が、広く活用されている実態がある。 

 しかしながら、無期労働契約の短時間労働者が、どのような雇用管理をなされている

のか、また、短時間労働者の働き方や処遇に対する考え方は、無期労働契約と有期労働

契約で、どう異なるかといった基礎的なデータは乏しいのが現状である。 

 ２０１２年８月に成立した「労働契約法の一部を改正する法律」により、有期労働契

約が反復更新され、通算５年を超える場合の無期労働契約への転換の仕組みが、本年４

月から導入されることとなった。短時間労働者の雇用管理が、今後どのように変容する

かを見極めるためにも、現状の様相を把握することは重要であろう。 

そこで本調査では、短時間労働者のとりわけ無期労働契約と有期労働契約の違いに焦

点を当て、事業所の雇用管理の実態や、そこで雇用されている短時間労働者の属性や仕

事・処遇の受け止め方といった基礎的な現状を把握した。本調査の結果が、今後の労働

政策をはじめ、短時間労働者の雇用管理のあり方を検討する上での参考に資すれば幸い

である。調査の実施に当たりご協力いただいた、多くの事業所・短時間労働者の方々に

厚く御礼申し上げたい。 

２０１３年５月 

独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

理事長 菅野 和夫 
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