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JILPT アーカイブ No.125 

「短時間労働者の多様な実態に関する調査」（事業所調査及び個人調査） 

（調査シリーズ№105 及び 114）の Read me 

本アーカイブデータについて、注意が必要な箇所を以下に示しました。 

［データに関する注意］ 

1. 本アーカイブデータは、「事業所票データ」と「個人票データ」の 2 つで構成されて

いますが、マッチングによる関連づけはできません。

2. 無回答は「99」、非該当は「88」で統一されています。

本アーカイブデータでは、非該当「88」のみ欠損値として扱っています。

3. 秘匿化のため、自由記述回答の内容は含まれていません。

4. 秘匿化のため、以下の表に示す変数はカテゴリ化されています。

事業所票データ 

調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容

（３）－1 

常用労働者の人数 
q3_1_1 7 

30 人未満、30～99 人、100～299 人、

300～499 人、500～999 人、1,000 人 

以上、無回答 

（３）－1 正社員、 

正社員以外の各人数 

（４）－1 一般パートの合計、

一般パートのうち、正社員の 

所定労働時間の１／２未満、 

１／２以上３／４未満、 

３／４以上の各人数 

q3_1_2 

q3_1_3 

q4_1_1 

q4_1_2 

q4_1_3 

q4_1_4 

12 

0 人、1～4 人、5～9 人、10～29 人、

30～49 人、50～99 人、100～149 人、

150～299 人、300～499 人、500～999

人、1,000 人以上、無回答 

（３）－2 正社員で 

短時間労働者の人数 

（３）－3 正社員以外で 

フルタイム労働者の人数

（３）－4 正社員以外で 

短時間労働者の人数 

q3_2_2 

q3_3_2 

q3_4_2 

q3_5_2 

q4_4_2 

q5_6_2 

11 

5 人未満、5～9 人、10～29 人、30～ 

49 人、50～99 人、100～149 人、150～

299 人、300～499 人、500～999 人、

1,000 人以上、無回答 
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調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

（３）－5  

定年再雇用者の人数 

（４）－4  

無期パートの人数 

（５）－6,７,８ 無期パートの 

うち正社員と業務内容・責任の 

重さがほぼ同じ人数、正社員と 

人材活用がほぼ同じ人数、正 

社員と業務内容・責任の重さ・ 

人材活用がほぼ同じ人数 

（６）－10,11,12 有期パートの

うち正社員と業務内容・責任の 

重さがほぼ同じ人数、正社員と 

人材活用がほぼ同じ人数、 

正社員と業務内容・責任の重さ・

人材活用がほぼ同じ人数 

（８）－１：適用拡大に該当する

短時間労働者数 

（８）－１：正社員の 

要員に換算した人数 

q5_7_2 

q5_8_2 

q6_10_2 

q6_11_2 

q6_12_2 

q8_1_2 

q8_1_3 

（５）－2 無期パートの平均・

最長勤続年数 

（６）－5 有期パートの平均・

最長勤続年数 

q5_2_1 

q5_2_2 

q6_5_1 

q6_5_2 

9 

1 年未満、1 年以上 3 年未満、3 年以上

5 年未満、5 年以上 10 年未満、10 年 

以上 15 年未満、15 年以上 20 年未満、

20 年以上 25 年未満、25 年以上、 

無回答 

（５）－3 無期パートの 

１日当たりの平均・最長所定 

労働時間数、（６）－7 有期 

パートの１日当たりの平均・ 

最長所定労働時間数 

q5_3_1 

q5_3_2 

q6_7_1 

q6_7_2 

8 

3 時間未満、3 時間以上 4 時間未満、 

4 時間以上 5 時間未満、5 時間以上 

6 時間未満、6 時間以上 7 時間未満、 

7 時間以上 8 時間未満、8 時間、無回答 

（５）－3 無期パートの 

１週間当たりの平均・最長所定 

労働時間数 

q5_3_3 

q5_3_4 
6 

週 10 時間未満、週 10 時間以上 15 時間

未満、週 15 時間以上 20 時間未満、 

週 20 時間以上 35 時間未満、週 35 時間

以上、無回答 
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調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

（６）－7 有期パートの 

１週間当たりの平均・最長所定 

労働時間数 

q6_7_3 

q6_7_4 
7 

週５時間未満、週５時間以上 10 時間 

未満、週 10 時間以上 15 時間未満､ 

週 15 時間以上 20 時間未満､週 20 時間

以上 35 時間未満､週 35 時間以上､ 

無回答 

（５）－4 無期パートの平均 

残業時間数 

（６）－8 有期パートの平均 

残業時間数 

q5_4_2 

q6_8_2 
6 

週 2 時間未満、週 2 時間以上 5 時間 

未満、週 5 時間以上 10 時間未満、 

週 10 時間以上 15 時間未満、週 15 時間

以上、無回答 

（５）－10 無期パートから 

正社員への対応募者転換率 

（６）－14 有期パートから 

正社員への対応募者転換率 

（６）－5 有期パートの勤続年

数が３年以上、5 年以上の各割合 

q5_10_2_2 

q6_14_2_2 

q6_5_3 

q6_5_4 

8 

5％未満、５％以上 10％未満、10％ 

以上 20％未満、20％以上 50％未満、

50％以上 80％未満、80％以上 100％ 

未満、100％、無回答 

（５）－9 無期パートの 

１時間当たりの賃金額 

（６）－13 有期パートの 

１時間当たりの賃金額 

q5_9_2_2 

q6_13_2_1 
21 

645 円未満、645～700 円未満、700～

720 円未満、720～740 円未満、740～

760 円未満、760～780 円未満、780～

800 円未満、800～820 円未満、820～

840 円未満、840～860 円未満、860～

900 円未満、900～950 円未満、950～

1,000 円未満、1,000～1,100 円未満、

1,100～1,200 円未満、1,200～1,400 円

未満、1,400～1,600 円未満、1,600～

1,800 円未満、1,800～2,000 円未満、

2,000 円以上、無回答 

 

個人票データ 

調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

Ⅰ－（１）－2 

満年齢 
q1_1_2_2 12 

19 歳以下、20～24 歳、25～29 歳、

30～34 歳、35～39 歳、40～44 歳、

45～49 歳、50～54 歳、55～59 歳、

60～64 歳、65 歳以上、無回答 
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調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

Ⅰ－（３）－１ 

転職回数 
q1_3_1_2 11 

0 回、1 回、2 回、3 回、4 回、 

5 回、6～10 回、11～15 回、16～20

回、21 回以上、無回答 

Ⅰ－（３）－2 付問① 

前職の勤続期間 
q1_3_2_3 15 

1 ヶ月～6 ヶ月、7 ヶ月～1 年、1 年

1 ヶ月～2 年、2 年 1 ヶ月～3 年、3

年 1 ヶ月～4 年、4 年 1 ヶ月～5 年、

5 年 1 ヶ月～10 年、10 年 1 ヶ月～

15 年、15 年 1 ヶ月～20 年、20 年 1

ヶ月～25 年、25 年 1 ヶ月～30 年、

30 年 1 ヶ月～35 年、35 年 1 ヶ月～

40 年、40 年 1 ヶ月以上、無回答 

Ⅱ－（３）－2 

雇用契約期間 
q2_3_2 9 

1 ヶ月以内、1 ヶ月超～3 ヶ月以内、

3 ヶ月超～6 ヶ月以内、6 ヶ月超～ 

1 年以内、1 年超～2 年以内、2 年超

～3 年以内、3 年超～5 年以内、契約

期間不明、無回答 

Ⅱ－（３）－4 

更新回数 
q2_3_4_1_2 7 

1 回、2 回、3～5 回、6～10 回、 

11～15 回、16 回以上、無回答 

Ⅱ－（３）－6 １日 

当たりの所定労働時間数 
q2_3_6_1_1 9 

2 時間未満、2～3 時間未満、3～4 

時間未満、4～5 時間未満、5～6 

時間未満、6～7 時間未満、7～8 

時間未満、8 時間、無回答 

Ⅱ－（３）－６ １週間

当たりの所定労働時間数 
q2_3_6_1_2 5 

週 10 時間未満､週 10 時間以上 20 

時間未満､週 20 時間以上 30 時間 

未満､週 30 時間以上､無回答 

Ⅱ－（３）－7 採用時

の賃金額（時間給）、 

現在の賃金額（時間給） 

q2_3_7_1_3 

q2_3_7_2_3 
21 

645 円未満、645～700 円未満、700

～720 円未満、720～740 円未満、

740～760 円未満、760～780 円 

未満、780～800 円未満、800～820

円未満、820～840 円未満、840～

860 円未満、860～900 円未満、900

～950 円未満、950～1,000 円未満、

1,000～1,100 円未満、1,100～1,200

円未満、1,200～1,400 円未満、1,400
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調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

～1,600 円未満、1,600～1,800 円 

未満、1,800～2,000 円未満、2,000

円以上、無回答 

Ⅱ－（３）－7 採用時

の賃金額（日給）、 

現在の賃金額（日給） 

q2_3_7_1_5 

q2_3_7_2_5 
27 

5,000 円未満、5,000～5,500 円 

未満、5,500～6,000 円未満、6,000～

6,200 円未満、6,200～6,400 円 

未満、6,400～6,600 円未満、6,600～

6,800 円未満、6,800～7,000 円 

未満、7,000～7,200 円未満、7,200～

7,400 円未満、7,400～7,600 円 

未満、7,600～7,800 円未満、7,800～

8,000 円未満、8,000～8,500 円 

未満、8,500～9,000 円未満、9,000～

9,500 円未満、9,500～10,000 円 

未満、10,000～11,000 円未満、

11,000～12,000 円未満、12,000～

13,000 円未満、13,000～14,000 円 

未満、14,000～15,000 円未満、

15,000～16,000 円未満、16,000～

17,000 円未満、17,000～18,000 円 

未満、18,000 円以上、無回答 

Ⅱ－（３）－7 採用時

の賃金額（月給） 

（歩合給・その他）、 

現在の賃金額（月給）、 

（歩合給・その他） 

q2_3_7_1_7 

q2_3_7_1_9 

q2_3_7_2_7 

q2_3_7_2_9 

26 

7 万円未満、7～8 万円未満、8～9 万

円未満、9～10 万円未満、10～11 万

円未満、11～12 万円未満、12～13

万円未満、13～14 万円未満、14～15

万円未満、15～16 万円未満、16～17

万円未満、17～18 万円未満、18～19

万円未満、19～20 万円未満、20～21

万円未満、21～22 万円未満、22～23

万円未満、23～24 万円未満、24～26

万円未満、26～28 万円未満、28～30

万円未満、30～35 万円未満、35～40

万円未満、40～45 万円未満、45 万

円以上、無回答 
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調査項目 変数名 カテゴリ数 ラベルの内容 

Ⅱ－（３）－8 賞与の

直近の支給額 
q2_3_8_2_2 11 

5 千円以下、5 千円超～1 万円以下、

1 万円超～3 万円以下、3 万円超～5

万円以下、5 万円超～10 万円以下、

10 万円超～15 万円以下、15 万円超

～20 万円以下、20 万円超～25 万円

以下、25 万円超～30 万円以下、30

万円超、無回答 

 

・なお、報告書 p167 の第 70 表で「20 回以上」となっているのは、正しくは「21 回以上」 

です。 
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