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、､

研究の背景と目的

2008年秋以降の急速な景気悪化に伴い、雇用問題が大きな政策課題になっている。中で

も、派遣・契約（期間工）労働者等の中途解約や雇止めの大量発生という、シンボリック

な企業行動に端を発し、改めてクローズアップされてきたのが、‘期間を定めて雇用されて

いる，有期契約労働者の雇用のあり方の問題である。

～厚生労働省は０９年２月、労働基準局長の召集により、有期労働契約研究会（座長＝鎌田

耕一・東洋大学法学部教授）を設置。膜イツ、フランス、韓国等諸外国の有期労働契約法

制等を参考にしながら約１年間心１２回にわたる意見交換を重ね､１０年３月､有期労ｲ動契約

に係る今後の施策の方向性に係る検討状況について、中間的な整理（｢有期労働契約研究会

中間取りまとめ」’)を行った。

有期契約労働者は､■いわゆる正社員（`期間の定めのない,無期契約労働者）に対比する

存在として､９０年代の後半から2000年代の初めにかけて急増した。直近のピーク（07年

時点）で少なくとも2772万人､｡０９年現在で同７５１万人（総務省「労働力調査｣）にのぼっ

ている。

これら有期契約労働者の契約．雇用管理をめぐっては、旧労働省『有期労働契約者に関

するアンケート調査」（1999年）や、厚生労働省「有期契約労働に関する実態調査」（2005

年）等を通じ、その全体的なありようが明らかにされてきた。Ｊ

しかしながら~有期契約労働者は、契約社員、嘱託社員、期間ｑ臨時工、パート労働者・

フルタイムパート、アルバイト（学生､フリーター)、季節労働者、日雇い、派遣労働者な

ど多様な雇用形態にわたるだけに、その共通軸としての‘有期性２に焦点を当て、個別企

業における実態を掘り下げた調査研究は、必ずしも充分蓄積されてきていない。

とりわけ、‘フルタイム,の有期契約労働者は、厚生労働省「有期契約労働者の雇用管理

の改善に関する研究会」報告書（０８年７月）によれば約３１０万人にのぼると推計され、質

１
２
 

http://www・mhlw・gojp/stf7houdou/2r98520000004psb・htmlを参照。

同調査では１年以上の有期労働契約を締結する労働者数を捕捉できないため、例えば07年時点では少なく
とも７７２万人十αという言い方にならざるを得ない。１年以上の有期労働契約を締結する労働者数は、例え
ば総務省「就業構造基本調査」の「一般常雇の契約社員」（同時点で約１５４万人）等として捕捉されるが、
この場合の契約社員は「専門的職種に従事させる目的」に限定しているため、＋αを網羅できるわけでは
ない。．
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的な基幹労働力化も進んできたとされるが、その実態はまだ必ずしも明らかになっていな

い。～■

そこで当機構では、厚生労働省労働基準局の要請に基づき、有期契約労働者の契約・雇

用管理の現状を把握するため、企業ヒアリング調査を実施することとした。その目的は、

今日的な有期契約労働者が具体的にどういった職務へ配置され、企業は有期労働契約にし

ている事由をどのように考えており、対応する契約・雇用管理の実態はどうなっており、

その処遇改善方策にいかに取り組んできたか、さらに、有期契約労働者の今後の活用のあ

り方についてどのような見解を持っているか￣などといった、企業における率直な実態

や考え方を把握することにあった。

の

研究の手法

ヒアリング対象の選定に当たっては､有期契約労働者の活用数の上位業種(製造､小売、

サービス(派遣等))、及び有期契約労働者の活用割合の上位業種（小売、飲食、教育、サ

ービス）のほか近年可有期労働契約にまつわる判例が増加するなど課題に直面している業

種（製造、教育、金融｡保険、介護等）－に照準を当て、有期契約労働者を雇用してお

り、業界に影響力を持つリーダーカンパニーを中心に、調査への協力を依頼したが

結果として理解を示し、応諾してくださった（その意味から少なくとも有期契約労働者

の契約・雇用管理に係る問題意識の高い）２３社を対象に、０９年５月１５口～12月４日にか

け、訪問ヒアリング調査を実施した。

調査結果の概要

１．個別企業での有期労働契約領域の拡大

ヒアリング企業の人材ポートフオリオ戦略に基づく労働力構成は、各社各様であるもの

の、今回調査した限りでは近年、有期労働契約領域が着実に、その厚みを増してきた様子

が浮き彫りになった3．

３有期労働契約領域が増大してきた背景にはさまざまな要因がある。ヒアリングでは、不確実性の増大や技
術革新の進展等のほか、①９０年代の後半以降、高校・専門、短大卒等の新卒採用ルートを縮減する中で、
有期労働契約を試行的雇用期間として活用するようになった②団塊世代の定年退職に伴う再雇用社員化で
一気に増加した③偽装請負の取締り強化に伴い切り換えた製造派遣が、いわゆる０９年問題に直面したこと
から（再び）期間工化した④事務系派遣の３年継続後の直接雇用化義務を履行するため、契約社員へ移行
させた⑤改正パート法の施行に伴い、雇用区分を適正化した（結果、フルタイム・呼称パート等を契約社
員等として位置づけ直した）－－こと等が指摘された。

－２－ 
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２．有期契約労働者はどのような職務に配置されているか～

そのうえで近年、着実に厚みを増した有期契約労働者は、非常に広範な職務にわたり配

置され、多様な集団となっている様相も浮かび上がった。

有期契約労働者の多様な職務（業務の内容及び責任の程度）を、正社員のそれとの異同

（業務内容で比較し得る正社員がいるか、責任はどの程度か（人材の特定性・代替性どち

らがより高いか)）で比較・分類すると、少なくとも①「高度技能活用型」（業務の異同を

問わず責任が高度）②「正社員同様職務型」（業務・責任とも同様）③「別職務・同水準型」

（業務が異なるまたは責任が異なるが、事業継続性の担保や収益貢献に果たす役割等の観

点から同水準の位置付け）④「軽易職務型」(業務の異同を問わず責任が軽易)－－の４

タイプ（別職務ｂ同水準型を⑤業務自体が異なる「別業務型」と⑥業務は近似しているが

責任が異なる「別責任型」に分類すると５タイプ）に、類型化される４（図1)。

図１ヒアリング事例にみる正社員と比較した有期契約労働者の職務類型
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３Ｊ有期で労働契約を締結している事由は何か

こうしたなか、有期で労働契約を締結している事由を聴くと、例えば高度技能活用型で

は､「正社員の処遇体系では対応し切れないから｣、同様職務型では「試行的雇用期間に位

置づける（実質的に試用期間を延長できる）ため｣、別職務・同水準型では「需要の不確実

性や新規事業の不透明性への対応（要員を固定化せずに必要労働力を確保)」（主に製造業）

や、「工場・事業所、店舗の移転・閉鎖等の可能性」（業種を問わず)、「人件費を抑制でき

る現業労働力としての活用」（主に小売業、金融・保険業、サービス業（介護、外食、教育）

等)、軽易職務型では｢個人都合を優先させた短時間勤務等で人件費を削減しつつ、サービ

ス需要の週６－日単位の変動に柔軟に対応するため｣－といった具合にさまざまな事由で、

むしろ恒常的に、有期契約労働者を活用していることが多い実態が浮き彫りになった（表

1)。

反面、「社内に人材を保持していない専門的職務への即戦力の機動的確保（プロジェクト

期間、新規事業展開時、システム導入やプログラム構築等不定期に発生した専門職務の必

要期間のみ等)」や、「季節循環・繁閑周期に伴う職務量調整への対応」「出産・育児等休暇

者の代替要員」－といった、職務・勤務地等の‘臨時・一時性,に明確に裏打ちされた

事由での活用は極めて限られていた。

表１ヒアリング事例にみる有期での労働契約締結を必要とする事由

－４－ 
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４ｑ契約締結はどのように行われているか

有期労働契約の締結をめぐっては、労働基準法第’５条第１項で、契約期間を明示しなけ

ればならないとされているが、今回のヒアリング調査では職務タイプを問わず、書面（労

働契約書・労働条件通知書（厚労省モデルが普及し広く参照されている)）の中(労働契約

法第４条第２項）で、概ね明示されていることが確認された。

５．－回当たりの契約期間はどのように定められているか■

有期労働契約における－回当たりの契約期間の設定に当たっては、例えば「業務量が競

争入札等で決定するため」「最終決算や中期経営計画}等を踏まえて再契約し直すため」｢業

務遂行能力の向上等に見合う、処遇・労働条件｡改定や職務変更等を行うため」「夫の転勤や

学校卒業等、本人の就労環境が変化しやすい単位のため」一等の事由で､１年契約，に

しているといった回答のほか、「工場・事業所、店舗の移転ｂ閉鎖等に中途解約ではなく、

あくまで期間満了退職として柔軟に対応できる余地を残しつつ、契約更改に係る事務手続

きが煩雑にならない（長すぎると雇用仕切れない可能性があり、一方で短すぎると雇止め

予告手続きが大変になる）程度で６ケ月が適当」－などとする回答も少なからず聴かれ

た｡

また、「－律○ヶ月（毎更新）に設定しており、個別の長期勤続者に対する別途取扱いは

検討したことがない●完全に○ヶ月単位更新の労|動力調達手段として制度化されており、
●●●●●●●●●●●●●●●●● 

正社員転換時等以外はそもそも個別労働者として見ていない｣といった回答も多く聴かれ、

労働契約法第１７条第２項が求める､（労働基準法が定める原則３年上限の範囲で）必要以

上に短い期間を設定し､反復更｢新することのないよう配慮している様子はみられなかった。
，鼠

６．－回当たりの契約期間上限(の延長ニーズはあるか

労働基準法第１４条が規定する、有期労働契約の一回当たりの契約期間上限は､０３年改

正で原則（1年から）３年へ延長された｡また、高度専門的知識を持つ労働者や満60歳以

上については、特例５年が設定されたところだが、今回のヒアリング調査では、高度技能

活用型を含め、１年を超える有期労働契約を締結したことのある企業はほとんど確認でき

なかった5．

５その事由として、一般労働者については「やむを得ない事由がない限り退職できないとする（労働者の）
退職制限効果（人身拘束排除効果）は、（附則第１３７条により）１年間と規定されていることから、１年経
過後の自己都合退職は実質的に自由であり、結果として企業側には（労働契約法第１７条第１項に基づく）
雇用保障（解雇制限）義務しか残らない｣等とする指摘が多く聴かれた．また、･特例をめぐっても､「１年経
過後も退職制限効果が持続するとはいえ、本人が退職を申し出た場合に無理に引き留めたり、賠償金を求
めたりするのは事実上不可能なため、長期にわたる有期労働契約を締結するとやはり雇用保障（解雇制限）
義務しか残らず、インセンテイプがない｣等とする見方が示された。
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ア．更新はどのように行われているか

有期労働契約の更新については、厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに

関する基準」（03年制定・08年一部改正。以下、大臣告示と称す）第１条で、その契約締

結時に更新の有無も明示しなければならないとされている。この点に関してはく今回ヒア

リング調査した限りでも、職務タイプを問わず書面（労働契約書・労働条件通知書）の中

で、概ね明示されていることが確認された6.

８.契約終了はどのように予定されているか

契約終了に関連し、通算勤続期間（契約更新回数）上限の設定については、とりわけ製

造業の同様職務型、別職務Ｐ同水準型で、３年上限（更新２回まで）の設定にこだわる行

動パターンが観察された。例えば、「期間社員（生産労務職）は初回５ケ月でその後６ケ月

契約毎更新｣「契約社員（事務職）は初回１１ヶ月その後１年毎更新」で、いずれも「最長

２年１１ヶ月で雇止め」などといった設定である7.

-方、製造業の高度技能活用型及び軽易職務型、また、小売業や金融・保険業、サービ

ス業については職務タイプを問わず、明確な通算勤続期間（契約更新回数）上限は設定さ

れておらず、長期安定活用する方針で更新を繰り返す実態にある企業が圧倒的に多く観察

された。具体的には、「そもそも臨時・短期的にしか働けない人は採用していない」（小売、

製造ほか）など、契約成立段階から有期労働契約にすることの必然性は見受けられないよ

うな使用者意思を内包しつつ、契約締結ｃ更新手続きなど一連の形式は有期労働契約なが

らも、「(特段支障のない限りは）６０歳定年･６５歳まで再雇用可」あるいは「６５歳定年」

などと設定。暗黙の了解としての反復更新を前提に、常用的な活用を想定する層が明らか

６しかしながら、その記述をめぐっては、特段支障のない限り長期継続雇用（更新を予定）する方針の企業
であっても、「更新することがあり得る」「更新の必要がある場合は改めて契約する」「期間満了に伴い契約
を終了する」等とし、（`期間更新,ではなく）満了時に従前の契約に代え、別個契約を新たに締結する‘契
約更新，を志向的に選択している様子が観察された。また、‘更新する場合がある，旨を明示した場合に、
併せて明示しなければならない（大臣告示第１条）とされている更新の判断基準についても、①評価制度
等に連動する客観的で具体的な指標を設け、書面（同）の中で明示しているケース②書面（同）に明示し
ているものの、あらゆる可能性を包含した抽象的な要素の列挙にとどまるケース③書面（同）上は明示し
ておらず、内部運用規則として所持しているのみ（面接時等に聴かれた場合のみ口頭で回答）のケースー
ー等がみられた。そして、①であれ実際には「個別のトラブルメーカーに直面した場合の根拠」として位
置づけていたり、②でも「ガイドライン通り列挙しておけば安心」などといった指摘が少なくなく、総じ
て形式的対応に終始している状況が窺えた。なお、次期更新の決定については、直前の更新時（６ヶ月前）
や、次期処遇改定に係る業務評価時点（３ケ月前）等、できるだけ早期に通知するよう努力されており、少
なくとも３０日前が厳守されているようだった。

７こうした設定にこだわる行動パターンについて掘り下げて聴くと、あえて‘３年,にする事由としては、①
労基法第１４条を誤解（有期労働契約を反復更新して可能な通算勤続期間を３年と定めた出口規制と解釈）
している②大臣告示に基づく解雇予告が求められる範囲（３回以上更新等の場合、契約終了には期間満了以
外の雇止め意思表示が必要）を警戒（｢雇用の質が変化し、灰色の契約へ遷移すると理解｣）している③派
遣法の受入れ制限（直接雇用申込義務）等を意識している④製造大手（自動車、電機）が確立したデファ
クト.スタンダードとして、２年11ケ月で更新拒絶する限り合法的に雇用調整可能と受け止めている（｢合
法的に雇止めし得る（仮に雇止めても指導に入られない）ギリギリのラインとの認識の下、その根拠まで
は深く考え読大手他社に追随している｣）－側面が浮き彫りになった。
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に観察された。

９．契約終了手続きはどのように行われているか

工場・事業所、店舗の移転・閉鎖や、担当していた業務の終了・中止のほか、業務遂行

能力の向上不足ｄ勤怠不良等、何らかの事情で雇止めが避けられない場合の契約終了手続

きをめぐっては、最終更新時点の書面上で｢次期更新は行わないｏ今回契約をもって終了す

る」（不適格の場合は契約期間を短縮して設定し、「勤務状況が指導の通り改善されない場

合は、次回更新は行わない｣）などと明確に記述し、本人合意を取り付けた上で、一契約期

間程度の猶予を設けつつ、改めて３０日前時点で予告することで、あくまで期間満了退職と

する取り扱いが徹底されていた8．

１０フルタイム有期契約労働者に対する均衡待遇や正社員転換の取り組み状況はどうな

っているか

有期契約労働者は正社員との比較で多様な職務を任されており、さらに人材活用の仕組

み・実態（転勤、異動等）の異同でもいくつかの段階が認められるだけに、処遇差の現状

も様々だった,。ここでは、正社員と職務は同様ｄ同水準だが、‘フルタイム,であること

から厳密には改正パート法の対象には当たらない（ただし同法指針で「フルタイムであっ

ても趣旨が適用されることが望ましい｣とされている)、同様職務型や別職務・同水準型に

ついてみると、今回調査した企業iのほとんどが、有期契約労働者のさらなる戦力化（質的

基幹化）やモチベーション９定着率向上等を企図し、また、改正パート法への対応（フル

タイムへの趣旨の適用）や、一般業務派遣の直接雇用契約申込義務への対応（直椒雇用化に

伴う社員区分６人事処遇制度の整備）等の一環として、すでに何らかの形で処遇改善に取

り組んでいた。

（１）同様職務型について

同様職務型については、正社員と同様の職務（業務内容、責任）に就いており、試行的

雇用期間として位置づけられやすい側面もあることから、正社員との均衡・均等に配慮し

た処遇が確保され《また、正社員転換制度も着実に整備されていた。具体的に、均衡。均

等処遇に関しては、無期・有期を問わず共通の職務基準に則った資格・役職体系の中で位

８最終更新時点で、次期更新なく今回契約を持って終了とする旨の本人合意を取り付けることで、更新の限
度性、更新継続の遮断性を強調する狙いがあった。

９高度技能活用型については、人材調達の関係等から少なくとも市場を踏まえた処遇が確保され、むしろ正
社員より高水準の処遇を手にしているケースも少なくない。一方▼軽易職務型については短時間が多いこ
ともあり、改正パート･法の規定に則った対応－その多くは軽易職務型の対象区分内で、業務内容等に応
じ詳細にレベル分けし、より上位へステップアップできるようにしたり、その処遇を地域相場（採用時給）
に加え、勤続や働きぶり（勤務態度・成績)、仕事への意欲・発揮能力等、評価に応じて加給する－－とい
った措置が図られつつあった｡
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置づける（全体としてみれば、正社員がより上位・中核に位置づけられるが､､両者には重

なる部分がある）とともに、同一のグレード・職責に格づけられた両者に限っては、例え

ば転居転勤有無等の働き方（企業からすれば人材活用の仕組み・実態）要件の違い（合理

的根拠）に基づく差異を除き、基本的な処遇（少なくとも基本給等の決め方ほか）を合わ

せていく取り組みがみられた'０゜

そのうえで、正社員転換に関しては、同様職務型と類似する正社員の間の均衡待遇を前

提に、類似正社員同様の働き方等要件さえ満たせれば随時、転換させる取り組みがみられ

_た'1．転換要件は厳しいが機会自体は広く開かれ、いわば正社員のコースに準じた転換と

いうイメージが強い。

（２）別職務・同水準型について

他方、別職務ｂ同水準型については、正社員と業務は近似しているが責任が異なるか、

あるいは正社員と同等の責任ながら業務自体が異なるかで取扱いが大きく異なってくる。

中核的な業務内容が正社員と異なる場合（P3図１における‘別職種型,の領域）は、現状

では正社員に任せる必要がない．むしろ有期の方が効率性も高い等とされている業務の位

置づけに対する再評価がない限り、正社員への転換機会に恵まれにくい。また、そもそも

均衡待遇の対象となり得る正社員もおらず、一方では現実として外注・請負等の業務契約

形態に遷移しつつあることも関係し、仮に不公平性が存在しても異質性の問題にすり替え

られやすいという特徴がある．結果、どういった職務までを正社員化するに足るとみなす

か、職務分析に基づき妥当な待遇のありようになっているか等は、まさに個別企業労使の

自主性に基づく公正配分に委ねられている。

これに対し、業務内容はほぼ同じだが責任の程度が異なる場合（P3図１における‘別責

任型，の領域）については、正社員と同様の職務（現業）部分の対価に限り、（決め方は異

なる場合も多いが）その水準を正社員のレベルへ近づけてゆこうとする取り組み（例えば

高卒初任給を目安に考慮等）や、その他処遇部分についても正社員のそれを基礎に近似的

に適用してゆこうとする取り組み（フルタイムで働ける以上は（日給）月給制を適用、正

社員とは別方式ながら賞与を支給等）がみられた。

また、正社員転換に関しても、別職務・同水準型との間に現前として存在する処遇差を

踏まえ、一定の勤続・レベルアップ、選考プロセスを経て正社員の働き方、人物資質・能

力等要件を満たした場合のみ、転換し得る仕組みが整備されつつあった'2。

しかしながら、別職務・同水準型に関しては、正社員をより高度な職務に専念させ、一

'０先行研究（｢非正規雇用の雇用管理と能力開発に関する調査研究報告書」の第四章ケースレポート分析）で
いうところの‘階層型均衡待遇'､に相当。

'’同じく‘キャリア併行（コース転換）型正社員転換制度，に相当。

'２同じ〈@ステップアップ式・キャリアゴール型正社員転換制度,に相当｡
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方では有期契約労働者に任せる職務を制限し、その分離・明確化を図ることによって、均

衡待遇の問題を回避'3するとともに、正社員転換の選抜プロセスのハードルも高くする戦

略に基づいていることも少なくない。こうしたことから、このタイプの処遇改善をめぐっ

ては、事業の継続性や収益貢献に果たす役割等を勘案しつつ、有期契約労働者のとりわけ

雇用保障のあり方に係る納得性を高める観点から、対象者一斉の処遇据置き無期労働契約．

化（現行のいわゆる正社員に転換するのではなく、新たな枠組みとしてひとまず処遇はそ

のままに、職務・勤臘務地・キャリア等を限定した無期社員区分を設置する）といった、既

存の方策（均衡待遇や正社員転換）に依らない、処遇改善に取り組む動きも観察された｡

１１．有期労働契約の今後の活用のあり方をどう考えるか

（１）いわゆる入口規制に対する意見

有期労働契約のこうした活用実態を踏まえ、本調査では今後の活用のあり方として、諸

外国の法制にみられるような、いわゆる入口規制、出口規制に対する見解も尋ねた｡＿

それによると、仮に有期労働契約の締結事由を合理的なものに限定する等の入口規制が

なされた場合は､「外注化､自動化・機械化する｣｢海外流出を射凹程に入れざるを得ない」と

いった対応方策を採る可能性が指摘された。

そのうえで、有期労｜動契約を締結する合理的事由として､「臨時・一時的活用（季節循環

的繁閑調整含む)」のほか､「新規事業の安定収益化までの調整期間」「正社員としての採用

可否を見極める試行的雇用期間」「有期契約労働者本人が希望する場合」（他に公的財源に

基づく雇用創出措置)－－などについては許容して欲しいとする意見が寄せられた(表２)。

（２）いわゆる出口規制に対する意見

一方、仮に有期労働契約の勤続年数等に上限を定めるなどといった出口規制がなされた

場合も、｢勤続年数等上限に至るまでの選別を強化する」｢雇入れ時点で人物選定を厳格化し

たり、正社員転換を希望しない人を嗜好する｣等の回避行動を採る可能性が指摘された。

そのうえで、｢ひとまずは現行通りの処遇のままの単純な無期労働契約化であれば検討余

地もある｣＿といった回答も少なくなく、､その際には職種限定、勤務地限定等働き方の制約

要件に応じ、仮に雇用保障できなくなった時点での解約がどう担保され得るかが重要とい

った見解が示された。

一方、個人的資質・能力等を加味しない、継続雇用だけを基準とした無期労働契約化は

非常に厳しいため《むしろ個別企業の事業継続性や収益貢献性に影響する一定の職務以上

はコア領域とみなし､｢そこまで任せられる以上は当然にして正社員化しなければならない

といった規制の方が、受容れやすい」といった指摘等も聴かれた（表３)。

'３同じ<‘差異化型（逆説的）均衡待遇，に相当。
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表２いわゆる入口規制に対する意見

－１０－ 

－１１－ 

● 正社員としての処遇に収まり切らず､また､求める成果との兼合いから年俸制契約にする必要がある等は､有期契約を締結する合理的事由と
言えるのではないか(製造4社）
● 労働者自身が有期を希望する場合は除外してよいのではないか(介護）

・弊社は実際にいかに業務ができるかの実力本位であり､新規雇入れの中には人物資質的に問題を抱えている人も少なくないため､職場への
順応状況を含め一定期間､働きぶりを観察する試行的雇用期間を設けることは必須である.こうした事由の有期活用が制限されると､新規採用
に非常に消極的にならざるを得なくなるため､合理的事由として認めて欲しい(あるいは正社員のいわゆる試用期間を実質的に機能させられるよ
うにして欲しい)(介護､製造2社も小売､教育機関･中小）
．この職務ﾀｲﾌﾟでの有期活用が制限された場合､やはり正社員化するほかないだろう｡その際､弊社の地域内限定社員に関しては､退職金
を除き既に正社員に非常に近い処遇運用になっているため､無期化への切換えを検討する可能性が高い(小売）
● 要員数を絞り込んだ上で一定程度は正社員化し､負荷を高めて(残業増で)対応するか(外食）

■ モノづくり産業では､繁閑対応の必要性がなくなることはない｡操業変動(季節循環や受注繁閑)への対応については､有期契約する合理的
事由とじて認めて欲しい｡､また、経営の不確実性の高い新規事業等が､安定収益事業に成長するまで一定期間の活用も許容してもらいたい｡弊
辻では安定収益事業まで成長し､生産性向上による収益幅拡大等が求められるようになった水平飛行領域については､正社員とパート､請負
中心でまわす雇用ポートフオリオを原則としてし､る｡一方で､新規の注力領域は有期中心にしておくことで､事業展開を横睨みしつつ正社員化
をｷﾞﾘｷﾞﾘまで留保し､経済合理性を高めている(製造）
・有期契約の活用事由には､真に臨時的･一時的な業務や季節繁閑的･周期的な業務と､先行き見通しが立ちにくい業務の2つがある｡仮に
前者は合理的で､後者は非合理ということになれば､もう極めて限定的な業務でしか有期は活用できず､固定化した要員に対し業務をいかに割
り振るかの裁量しかない(すなわち､受注が安定し先行きの見通しやすい固定化事業しか国内には置けず<近年高まってきた不確実性の増大ﾘ
ｽｸは取り得ない)ことになる｡仮にそうした法規制ができれば対応せざるを得ないが､もっとも可能性が高い合理的選択肢として､再び海外流出
を射程に入れざるを得ないだろう(製造）
・現在は原則､個人都合重視だが､有期にできないのであればやはりできるだけフルタイムでシフト勤務できる人を優先したいし､長期雇用す
るに足る職務･役割を担ってもらえるような人物資質を選びたい｡結果として､入口段階での人材選別を厳格化することにな叺雇用者数は圧倒
的に減少するだろう｡仮に入ロ規制が設けられた場合s弊社ではもう主婦パートJやフリーター等の活用をJやめ､ワーカー部分は高卒採用に完全
に切換えてしまう力もしれない(小売）
● 季節周期的･臨時発生的業務以外､有期契約が締結できないようになってしまったら､真剣に悩むだろう｡企業にとって数千人規模を無期化
するのは､かなりﾘｽｸの高い決断になる｡リスクとコストを勘案し､例えば別職務･同水準型の契約社員を無期化して労働集約で対応してもらうと
か､あるいは健康保険や厚生年金が非適用でコスＭｐ制につながり､本人都合で離職しやすいことも想定される､就労調整を嗜好する軽易職務
型契約社員に完全に切り換えてしまうといったことが考えられる｡また､もう顧客サービスを究極まで簡素化(ﾀﾞｲﾚｸﾄ化)し､IT化･システム化で
初期費用を投じてもできるだけ人手を介在させ職､方向に流れることも充分考えられるだろう(金融q保険）
● 正社員の希望退職を実施し､むしろ定常的な有期活用を拡大していこうとする向きにある弊社としては絶対､反対だ｡季節繁閑を除き恒常的
というだけで､販売専門業務をはじめ､正社員としての対価を支払うほどではない後方支援業務等まで活用できないことになったら､現行有期の
処遇･労働条件のまま契約だけ無期にした､例えば店舗限定社員や業種･業務限定社員のようなものを新設せざるを得ないだろう｡店舗限定、
業種･業務限定等といった限定要件がなくなったことを根拠とする解約が担保されるなら､有期ながら経営上特段の問題がない限り､６０歳定年ま
で働き続けてもらうことを期待している現状と実質的に変わらないように思う(小売）
.雇入れの際になぜ､あえて無期ではなく有期なのかの合理的事由を､企業から労働者に説明させるようにすることで､世間一般にいう正社員
になりたくてもなかなかなれないような有期にとっては納得性の向上につながるだろうし､もしかすると企業側も改めて必要性を見直すことになり、
一部では正社員需要の掘り起こしに寄与する力毛しれない(製造）
・有期の中には､更新の面接が少し遅れただけで､｢今年は更新してtDらえないのか.。｣と不安になるケースもあると聞く｡現在より有期を簡便に
活用しにくくなることには抵抗感があり､少なくとも入札に左右され消失以尋る職務や､１カ月単位で繁閑調整を要する職務等については､合理
的事由として除外してもらわなければ困るが､あえて有期にする一定の合理性を求め､それ以外は実態に即した契約形態とすることで､労働者
本人の不安の払拭には寄与するだろう｡ただその場合､契約更改の緊張感がなくなり､働きぶりが鈍化することも予想されるため､評価制度を
もっとﾄﾞﾗｽﾃｨｯｸなものに変える必要があるだろう(廃棄物ﾘｻｲｸﾙ･中小）

p 

◆ 

・有期契約の安易な量産を阻止する目的で入ロ規制を設けるとしても､繁閑調整のための労働力は不可欠である点､また､正社員として処遇
するほどではない業務が明らかに存在し､労働者ニーズ(弊社の場合､工場･事業所の近隣に住む兼業農家や､子育てを終えた中高齢主婦中
心で､職場の仲間も皆知り合いで賃金･賞与もそれなりに貰える程度で充分といった納得性)も汲み取りながら､長らく契約社員区分としてきた点
にも配慮してもらいたいoこうした層まで有期活用が制限されるなら､労働力の柔軟な活用という観点からはやや劣るが､基本的に外注化､自動
化・機械化するしかないだろう(製造3社）
● 顧客至上主義で営業時間がどんどん延長され､どこも後には引けない消耗戦に突入している中で､明らかに労働力不足に陥り､経営が立ち
行かなくなるだろう｡会社側はまず､現在の有期と賃金水準が同程度である高卒採用を増やして対応しようとするだろうが､それでも間に合わな
い場合のｽﾎﾟｯﾄ的なｼﾌﾄの穴埋め(細切れ労働時間への対応)や､手薄な店舗への応援(頻繁な転居･異動等)でしわ寄せを食うのは正社
員｡週１日の休暇さえ侭ならない現状以上に､ワーク･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽが確保しにくくなり割が合わないが､仮にそうするにしても正社員の労働時
間規制のあり方の見直し(例えば年単位の変形労働時間制へ)が必須である(小売）
● 多能工化を志向し､有期比率を引上げてゆこうとする向きにある弊社にとっては深刻箔入口規制が現実味を帯びると､小売業界全体が根
本的な考え方を変えざるを得ず､結果的に顧客の利便性に影響が及ぶことになろう｡有期契約にする合理的事由として侭少なくとも季節的な繁
閑調整や休業者の代替等は認められるのだろうが､むしろ問題になるのは１日の中における時間的な(昼間と夕方にピークがある)繁閑調整｡す
なわち現実として､短時間でよい＝あくまで労働力(ワーカー)として他の人材にいつでも代替可能な職務に限られるため､有期契約にする合理
性が認められ得るか｡この部分についてまで､無期に切換えなければならないとしたら､正社員の労働時間管理(予め1カ月前に計画を提出して
おかなければならない変形労働時間制)のありようを柔軟化してもらわなければ経営が成り立たないj(小売）
・現状､有期契約であっても､弊社では基本的に65歳まで勤務してもらって構わないという長期継続雇用を想定しているし､有期契約とはいえ
属止めは非常に難しい(間違いなく雇止めし得るのは社会的に致し方ないとみなされ得る懲戒と､自己都合の申請による期間満了退職しかな
い)ため､入ロ規制をかけて無期化させても現状と何ら変わらないとする見方もあろう6また実際に､ある専門店小売企業は完全無期契約化に踏
み切ったし､ある製造･小売企業でも無期契約層の厚みを増したく地域限定正社員を新設した)。しかしながら､それら企業に共通するのは拡大
基調｡かつて拡大一辺倒だった弊社でも､最近は激化する他社競合の中で苦戦しており､新規出店数と同程度の店舗閉鎖が相次いでいる｡そ
うした不確実性の中で､恒常的な業務･業務量については無期にし，heさいと言われてt〕､結局は口先だけにならざるを得ないなら､現状のように、
有期契約は転居転勤なしで雇用保障を絶対に確約し得る､正直な最低期間として6カ月等として更新してゆく方が､むしろﾌｪｱではないだろう
か(小売）



表３いわゆる出口規制に対する意見

－１１－ 

－１２－ 

・個別企業における雇用の安定性より､いかに多様な業務を経験できるかを重視する傾向にあるため､正社員化に対するニーズR〕ないのではな1,,か(製造)､弊社の正社
員IEiE1lZ§ＩＣか閣雌号龍神蝿.渤?龍，ｊ饗鰹F渉力も高く､市場を通じ雇用もある程度保躍れてV垣たあく本人希望澱いめで鰯し藤(§i邊九
・業務契約への移行を検詞することになるだろう(製造､外食）

・採用時点及び勤続年数上限を待たない見極め段階での選別を厳格化するだろう｡一方で現行の働き方･処遇のまま契約だけ無期化すれば良いのなら､検討の余地もあ
ろう｡ただ､処遇の低い正社員区分を容認することは､ひし､ては全体的な処遇･労働条件の引下げ圧力につな力SDかねないと､労組の拒否反応は必至だろう(製淘。，
L｣h1i:萱鰹動罰噂i雲も[て議灘LI菫2Zl塾瀧Ｉ額ｔｕ､灘､契逸，社長L等槌Zﾂｦi卒･車途採用希望hま非常に蓼<天蚕耀雨流妖騨i蕊iﾖ淑三ii;摸制度
等の優遇措置を施さず､年齢･経験等による採用差EUを行わ秘､ことで､公平･公正fに雇用機会の提供に努めてきた｡そうした粒a､一定の勤続年数上限時点で必ず正社
舅lPi難２１塗ｉＬ廷櫻な堂箪'C空と憾皀ｊ型l壁得権'零朧ｫrfF璽霧な人材の獲得I塾支障をきたLか蝿'八｡籍皐として勤続旱lif工鰻i竈iで！;;了H鏑iEjieさｺﾋﾞﾗ
な契約繭両を設定する､採用時点で正社員希望のない人(学生Jや就労調整主婦等)を嗜好的に選別するといった回避行動を採らざるを得ないのではないか(外食）
・現在は出店拡大中であり､正社員転換も積極的に行われてし､るため違和感はない｡仮にそうした規制ができてＨ２充分､対応可能だろう｡し90国し､弊社もひとたび店舗のｌｉ５
ＭＥｉ向に転じたらどうなるか｡勤続年数上限の無期化要請を見据え､雇入れ段階から慎重にならざるを得ない(要員を絞らざるを得ない､新卒同様の人物資質査定を行わ
ざるを得ない)だろうし､場合によっては正社員希望の職､人だけを選り好みして採用するような行動に出る(結果的に正社員希望の人だけがどこからも敬遠される)のではな
し物､(小売）

旦星鍾竺砿麺?と行的屋Ｆ１掴i14;LndL字3年程gこて充分で蝿｡当校としては一律3年時点で､①正社員に転換するか(正式採用とするか)②有期のままで良ければ
i薩続雇用するか⑧あくまで正社員転換を希望するなら､他社への転職を促すため契約満了退職とするか－－を明確に判断するようにしている｡そのため､そうした規制力穀
けられても問題はないだろうが､②の本人が希望する場合については除外すべきではないか(教育期間･中川､）
・弊社のように試行的･養成的雇用期間として有期を活用している場合､何年で無期化に足るようになるかは個別の能力･資質にも大きく左右されるため､通算勤続年数だ
けを基準とするのは理不尽ではないか｡むしろ個別企業にとって､事業継続性の確保や収益貢献に果たす役嘗W等の観点から､この程度中核的な業務を任せられるように
なったら､それ以上はすべて正社員化しなさい(その方が生産性向上等むしろ企業のために，beる)といった基準の方力輸得がゆく｡もし､通算勤続年数を絶対基準にした正
社員化を義務付けられるなら､一定レベル以下の業務までは丸ごと子会社化し､出向扱いにするやり方が有望だろう(製週

）長期雇用を想定しつつ､低廉な職務のみに従事させ続けることは恐らく非常に難しいb人材の新陳代謝が､役割分担を支えてし､るのであり､たとえ処遇据え置きの無期
上であっても難しい｡こうした層についてまで出口規制を適用するなら外注化､自動･機械化等に流れるだろう(製造）
,景気の先行き見通しが見通せない中で､新たに創出する雇用はできるだけ調整余地を残したいのが企業の本音である｡要は､それを社会として認めるか否か､認めるな
うどのような形で許容するか｡グローバル化の進展で海外参入も相次ぎ､企業間競合がますます激化する中で｛もはや個別企業で無期化されたからと言って安心できる時
tではなし＄むしろ属止めされても迅速に､できれば同じような業界内で再就職を融通できるよう姉一ﾌﾃｲﾈｯﾄ(経営状態が改善した時に呼び戻すことができるよう”
ゴールの仕組み含む)を構築する方が有効ではなし物凶(小売）

）正社員･契約社員の分け隔てなく､実力本位で職務･役職を付与し､それに応じた正社員転換機会を開くS弊ttのようなt1ｺ阻みである限り問題はないが、職務に係わらず
一定勤続qE数後､一律に無期化するのは不可能(出来てせいぜい無期に委ねる職務範囲をもう少しnkげる程gE)である｡にも係わらず仮に規制された場合は､残業対応し
尋る人のみに要員数を絞り､採用段階で非常に厳し」､選別を行わざるを得ないだろう(小売）
，軽易職務型についてまで考えるのは非常に厳しいが､強いて言えばヘルパー等自らの現業だけで介霞報酬を稼げる人については､少なくとも現在のような人材不足下
こおいては吝かでtDfEいだろう｡一方で､拠点の事務員やﾃﾞｲｹｱサービスの調理員といった､付随的･間接的な業務については考える余地すらない｡扶養範囲内で時間
帯等希望に応じて!助けるだけで良い､夫の転勤や子の学校の都合等でどうなるか分からなし樽､はじめから無期化を希望しない人を選好することになろう(介護）
パートナー社員についてまでg雁に同一価値労働･同一賃金を徹底し､６０歳定年と割り切っているから､恐らくは全員を原則､無期化する方向で対応することになろう｡ただ
Eの場合､無期とはいえ解雇をもう少し柔軟に行えるよう規制緩和L’てもらわなければならなし＄人件費を固定化する以上､今回のような急転直下型不況が訪れた際の対応
):後手に回れば､倒産危機をも免れなしも例えば支店が有在する限り､任せる職務がある限りなどといった形で､何らかの解約権を担保した無期区分を社会的に創設する
二とになるのではないか(金融･保険）



’ 

まとめに代えて

今回の調査を通じ､ヒアリング企業の労働力構成は各社各様ながら近年、有期労働契約

領域が徐々にその厚みを増し、もはや臨時･一時的な活用にとどまらず広範な職務にわた

り、‘恒常的に活用されていることも多いという様相が明らかになった。

恒常的な活用も想定しながら、企業はなぜ有期労働契約を多用しているのか。その回答

を整理すると、企業を取り巻く環境の不確実性が高まるなか、「雇用保障リスク」「労務コ

スト固定化リスク」「採用リスク」｢消耗リスク」など一連のリスクを回避しようとする方

策として、合理的に選択されてきたようすが浮き彫りになるα

こうしたリスクを回避しつつ、労務管理の簡素化や、教育訓練投資の回収効率、職務に

おける一定程度の熟練（質的基幹化）等を企図するため、結果として拡がってきたのが、

‘継続就業型，有期契約労働者のありようと言える。すなわち、契約締結・更新手続きな

ど一連の形式は有期労働契約ながらも、契約成立段階から有期労働契約にすることの必然

性が見受けられないような使用者意思を内包しつつ、６０歳定年・６５歳まで再雇用（あるい

は継続就業）可などと設定され、特段支障のない限り（景気や業績の安定期等）は暗黙の

了解としての反復更新を前提に、常用的な活用が想定される雇用区分の拡がりである。

リーマンショック以降、有期契約労働者が抱える雇用の‘不安定さ，をめぐり、否応な

く課題意識が高まった。こうしたなか、有期労働契約のより良好な形での活用に向け、求

められている方策は何か。今回、有期契約労働者の契約・雇用管理に係る問題意識の高い

企業人事部にヒアリングした限りでも、一律的なI入口規制、出口規制には一定の反対が寄

せられた。

そのうえで、‘有期契約労働者，と一口に言ってもさまざまな職務タイプがあり、中には

事業継続性の担保や収益貢献に占める役割等の観点から、もはや軽視できない存在になっ

ている場合もある。こうしたことから、例えば同様職務型については均衡･均等待遇化や、

試行的雇用期間（その後の正社員転換）の位置づけを明確にした活用の促進等、また、例

えば別職務・同水準型に対しては、現行の‘正社員像,に依らない、働き方と処遇の対応

関係の多様な展開を伴う無期労働契約化（いわゆる職務（職種、部門･事業、一定の業務

範囲等）や、勤務地（工場・店舗、事業所等)、キャリア範囲等を限定した準正社員化）等

であれば、検討の余地もあり得るなど、いくつかの可能性を窺わせるヒアリング結果とな

った。
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.『世界の労働市場改革ＯＥＣＤ新雇用戦略一雇用の拡大と質の向上、所得の増大を

めざして』(2007年）ほか
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第２￣５－１表同様職務型でみられた階層型均衡処遇（共通基準型）の具体例

鮒全孝繍繊
ともに基準

部分十業
績変動部

分0～2カ

月で決定。
少なくとも

基準部分

のみ75％

を確保

地域手当に限り転居

転勤し得る正社員の

みに支給

ほか､通勤手当､財

形貯蓄(一般､住

宅､年金)、子女教
育手当等はすぺて
同一

￣定資格.｛役職以上０２．マネジャー以上)の

勤務地限定･ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者と、
地域内限定及び全国転居転勤･正社員に同
一の資格等級.役職制度を適用し､基本給も
共通の資格絵(9)(有期契約労働者は資格

絵(7)＋職位絵(2))＋能力給(1)で決定
(全員日給月給制.定昇あり)｡少なくとも能
力給については同一賃金表に基づく

基本賃金の水準
ベースで､全国転

居転勤に比し､地

域内限定､勤務地

限定＝85～90％、

80～85％を確保

正社員同様の

企業年金(確定

給付･確定拠

出)を適用

すぺて共通

（従業員買１，物
割引制度(同率)、

育児･介護休職等）

一本化小売

地域手当に限り正社

員のみに支給

I動画､通勤費､'家族
手当､規休精算手

当､兼任手当単身
赴任手当､寮･社宅
手当等すぺて同一

地域内限定･ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者と、
全国転居転勤･正社員に同一の資格等級制
度を適用し､基本給もとtDに(地域)資格絵

(2)＋役割絵(1)で決定(ともに日給月給
制)｡少なくとも役割絵については同一賃金
表に基づく５

すぺて共通

(報奨金､家族割引、
財形貯蓄､レクリエー

ション補助､共済会
加入､連続休暇等）

同一資格･役割の

両者であればおお

むね同水準が確保

されている

正社員の

標準月数
の8掛けで

支給

一本化無小売

すぺて共通

(特別休暇(結婚連続
３日以内､忌引1親等

連続7日以内･2親等
連続3日以内も夏季

３日)、半日有給休暇

制度あり､慶弔見舞金
は本人死亡時のみ）

正社員と有期契約

労働者の月給水準
は推定3万円程度

(時間外含めた役

職相当部分の最低
基準額)､正社員が
上回る設定

基本給×

月数十業

績評IHi付・

加部分で

正社員同
様

地域内限定の正社員･ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約
労働者とも､基本給(年功部分(5))＋手当
関連(5)で決定(ともに月給制､人事考課の
反映の仕組み､定昇ありも同様）

サービス別手当､資

格手当(ケアマネ、

看護士等)､－部扶
養手当等

介護 一本化無

正社員と有期契約労働者に共通の職務等級(格付け･役職登
用)､評ｲ両処遇(完全i；旧い替え方式の昇降絵基準)､育成研修等
体系を適用｡少なくとも基本賃金(正社員は範囲職務給(定昇な
Ｑで月給制)については､同一職務･評価等の両者間で､時間
換算で完全に同一水準になるよう､有期契約労働者の時給制賃
金表を配川；

有期契約労働者は
通勤費のみ

無 別建て:金融･保険

一時的欠員補

充は6カ月単位

に12～15千円

ずつ加算､恒常

的業務は退職
時年収(基車内賃金
＋期末報奨金)×

3％×勤続年溌ｋ

の算式で支給

一時的欠員補充に
は、同類似正社員
の役割資格給平均

額の80％相当を目

安に､恒常的業務

は100％水準で設

定

食堂､休憩室､更衣室
以外の福利厚生なしｂ
半日年休､積立年休
ほか各種休暇制度は

正社員同様に適用

住宅手当を除く各種
手当について､正社

員の制度を準用して
支給

有期契約労働者(一時的欠員補充､恒常的

業務)とも､類似正社員(事業所採用の一般
職)の基本給のうち役割資格絵(上位－中位一
下位)を踏まえて賃金表を設定

正社員の
ほぼ4割水
準で支給

別建て製造

第２－５－２表同様職務型でみられたキャリア併行型正社員転換制度の具体例
繍溌騨騨

年間平均20～30人の希望者

があるが､受験すれば(55歳
未満であれば)ほぼ合格す

る｡対応募者合格率9割以上

正社員骨有期契約労働者間の相互転換が可能｡有期契約労働者→
正社員へは年１回､面接試験のみで認定され得る｡一方､結婚や育
児､介護等を理由とする､正社員→有期契約労働者への転換は､都度
申請させ､面接で状況確認するだけで基本的に許可

ﾌﾙﾀｲﾑ変形労働時間制で勤務できる有期契

約労働者で､一定資格に達しマネジャー職以上
に登用され､転居転勤要件が満たせる渚卜

小売

ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者(月給者)から､正社員総合職(全国転居転
勤あり､職種変更あり)へは０４年､正社員専門職(新設区分:勤務地限
定6職種は介護専門で変更なし)へは０９年に､登用制度を整備｡簡単
な小論文(例えばｺﾝﾌﾟﾗｲアンズに対する考え方等)の提出審査十エ
リア毎の本部長ｸﾗｽが直接面談し､適性を審査の上｡問題がなければ
登用する

対応募者合格率は9割以上

だが､総合職へは希望自体
力妙ない

センター長､ケアマスター等に就き1年以上経過

した､ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者(月給者)で､人
事考課評価が平均点を上回る者

介護

通算3年以上の勤務経験を持つ､一定資格
(チームリーダー役を果たせるようなレベル)以上

の有期契約労働者で､正社員と同じ働き方(有期
契約労働者当時の転居転勤なし･ﾌﾙﾀｲﾑとは
いえ日中開店時のみの7時間勤務で残業制約あ
りから､関東･関西本拠ニリア内で転居転勤あり.

早出／遅番含め7.75時間勤務等へ転換)に応

じられるとして､本人が強く希望する者

０５年度44人､０６年度18人、

07年度46人､０８年度41人の
累計149人｡適性検査さえク

リアした時点から合格率は９

割以上

ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者から正社員へは05年､登用制度を導入支
店長等職場責任者の推薦状を要件に適性検査(ｽﾄﾚｽ耐性をみる足
切りあり)、日常求められる業務知識や手続きに係る試験(ともに筆
記)､面接を実施

1金融･保険

ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者等から正社員(一般社員)へは０７年､登用

制度を整備｡所属部門の現場長が､対象者に①今後の職域開拓(対
象者に担当させる業務が限定的ではなく､将来職務の変更も含めて活
用する)の可能性がある②勤務形態の制限がない(正社員と同１２就業

形態で勤務できる)一一等とレウ－通りの登用基準を満たしている力轆
認した上で､本人意思が得られれば社員登用推薦書を上申｡人事部
はこれを精査し､改めて当人と面接､適性検査を実施(総合職として採
用する場合はさらに役員面接を実施)した上で､採用可否を判断する

同社での勤務経験が1年以上あり､定年までの残

余年数も10年以上あるﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働
者(及び派遣労働者)が対象

対象者になればほぼ合格製造

－２０－ 

● 

－１４－ 



色

第２－５－３表別職務・同水準型でみられた近似形均衡待遇の具体例

趨悲１１喝

称■■ 

木Ⅱ園へI工計匡

足進のための体育文化流

量ｍＮ慶制屋

生覺し、

祠IＨＭ

」５１」展

」ＪＺＪ凸

型」。順

－２２－ 

－１５－ 

製造

ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者独自の3段階資
格に基づき資格絵／資格時給を設定(最上

位は正社員特定職(高卒･高専卒入社)と
連続性あり)＋出勤率や評価等に応じ昇給

あり得る

精勤手当

職種(メンテナンス
資格等)手当

ﾗｲﾝリーダー手当

交通費全額支給

程度

償金

1カ月分 無

慶弔見舞､出産･結婚祝､特別

休暇､食堂､更衣室､休憩室、
社内行事参ｶロ

製造

ク

ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者は､基本賃金一
本で個別設定(昇給原則なし）

時差･休日等出勤
手当

特殊作業手当(高

温､高所等）

通勤補助手当

正社員の6割水準

慰労金有

(勤続1年以上

で6カ月毎に５

千円ずつ積立

て）

休暇関係は正社員に同じ

製造

期間社員は時給制十評価結果に応じた昇

絵あり得る(働きぶりに応じ洗替え)､契約

社員は月給制は基本賃金十同(※フルﾀイ

ﾑ皆勤すればそれぞれ正社員技能系､事

務系の高卒入社程度は得られる）

皆勤手当

交代勤務手当

特殊勤務手当

交通費全額支給

無

期間社員は
更新一時金有

捲契約社員は

退職一時金有

余暇促進のための体育文化施

殻､職場内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ補
助制度等

製造
正社員とﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者に同じ

階層ﾗﾝｸ(背番尉を適用し､連動する基
準賃金も同水準に設定

交通費全額支給

● 

固定4カ月水準確保

のため､正社員(業

績変動型)を上回る

場合も

退職一時金有

ほぼ共通(健康診断･相談(隼的

別､ｼﾀﾙﾍﾙｽ)､財産形成･融資

制度(財形貯蓄､積立年金､持
株会､財形住宅融資)､生活支
援(慶弔露金､社宅.家ｉｆ補助､2,700種

のｻｰﾋﾞｽを受けらｵLる福利厚生倶楽節)）

小売
ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者は本人絵一本

＋評価結果に応じた昇給あり
交通費全額支給

年間平均3カ月

(評価結果に応じ1．
5～5カ月）̄

 

無

慶弔休暇

長期休暇制度

社員實ﾚ物割引

制服貸与

小売

全国転居転勤･正社員と地域内限定及び
勤務地限定のﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働渚「

に､共通する目標管理制度を適用｡評価結

果を基本賃金及び賞与改定に反隣地域
内限定(月給制:職務職能給十地域本人給

十職責手当十資格手当)､勤務地限定(基
礎時給十評価本人絵十ステップｱｯﾌﾟ給十
技術技能給十職責絵等)とも､正社員の基
本賃金とは基本的に決め方が異なるが､少

なくとも同じ役職に就いている両者間の職

責手当については､同一水準(職責絵は時
間換算で割り戻して比例支給）

通勤手当

地域内限定は2カ月

程度､勤務地限定は
1カ月程度を確保

無

正社員とほぼ同様､総合貯蓄・
団体生命保険制度や､従業員
實ﾚ物割引制度､社員食堂(実
質的な食事補助)等が適用に
なる一方､社内預金や財形貯
蕾､従業員持株会､共済会、
寮･住宅及び転居転勤住宅補
助等は適用されない

介護
基礎時給(結果として同様業務に就いてい

る正社員の基本賃金の時間換算水準)＋
勤続､能力に応じた昇給あり

介護手当

交通費全額支給
出動率に応じ

10万円等定額等
無 制服貸与

教青機関・
中小

ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者でもコマ数に､N；
じた時給制で処遇

交通費

年間2カ月十実質的
に夏冬休暇中の平

均月収(通常月の契

約時間数分)の1.5

力月分

儀別金

程度
食堂利用程度 ● 



第２－５－４表別職務・同水準型でみられたキヤリアゴール型正社員転換制度の具体例
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登用

勤続要件､年齢要件等はな１Ｍs､製
造現場は生産の安定化に資する蔦力
勉性力轄一であることから､結果とし
て実質的には､真面目に勤続(皆勤）
を重ね､周囲に慕われてし箔ような上

位資格の中核者が対象

有期契約労ｲBi者(P1→P2→P3資格)から新設した正
社員特定職への登用制度は､所属長の推薦を基に鯵
記(SPD及び面接で選考試験を行う

初回登用実績は約140人だが、
製造 今後は慎重に選別せざるを得ない

有期契約労働者から正社員へは､最長2年ｎカ月の
;在籍期間中に期間社員は最大3回､契約社員は最大
２回､受験可能｡､登用試験は1Mkｶs職場評定の蓄積
(主に勤怠と筆記試験(期間社員は業務遂行能力と一
般常識をみる択一式験験､契約社員は簡単ｿＭ､論
文)､合格者に対する2次が面接で､以上の結果を総
合的に判断し合否を快定する￣

' 

07年に約80人､０８年に約150人

の計約230人(正社員技能系の登
用のみ｡事務系については現在、
初回実施中）

対応募者合格率は2-3割

有期契約労働者であっても入社時点

で､本社人事部が書類選考→選考試
験(面接及び適性ﾃｽﾄ)を行I,耀

抜｡その後､実質的には契約更新で
残れなければ対象になれない

製造

社内資格等級制度の導入(99年)に伴い､ﾌﾙﾀｲﾑ有期契約労働者から正社員への登用制
度を導入｡ﾌﾙﾀｲﾑ有ｼﾞﾘi契約労働者として知識の吸収や働きぶり力糎秀で､(中間入社の場
合､基本的には艀程度句一定の資格等級に格付けられ､全国転居転勤可能で:bれぼ正
社員へ切換えられるルートと､有期契約労働者のまま資格等級を積み上げ､管理職に登用さ
れると同時に正社員化(地方孤立店等の場合で､転換後も勤務地は配慮)されるルートーー
の2通りがある

(出店拡大基調にあるため)昨年度

だけで700～800人(ﾌﾙﾀｲﾑ有

期契約労働者総数の～約15％、

正社員総数の約7～8％に相当）
の’

小売

有期契約労働者(フェローｽﾀｯﾌ(短時間)→ｽﾀｯﾌ
社員(ﾌﾙﾀｲﾑ>)力も正社員専任職へは０６年より、
｢専任職社員登用制度｣を導入｡人事部が対象者を個
人面談し､将来的には店舗間異動にも応じられる等正
社員専任職として就労できる要件を充足し､本人の意
志確認を行った上で最終候補者を決定b第一次:笠記
審査(適性検査及び業務知識を問う課題シート)、第２
次＆面接審査を実施し､さらに直近の成績考課結果を
加味して合否を判定～

原則として｢在籍2年以上｣かつ｢直近
2年の総合評価ﾗﾝｸの累計点数が

一定以上｣｢店舗(事業本部)人事運
用委員会の推薦を受けている｣一二
の要件を満たす希望者が対象

06年度22人､０７年度39人､０８年
■-

度43人小売

第３－２－１表

ヒアリング事例にみる有期就労経験を汎用的に活かせる技能形成制度蕊
－１６－ 



② 

～匿蒋▽ご了可－１１
平成２１年度ｲ固別労働紛争解決制度施行状ｉＨ

（厚生労働省大臣官房地方課）

、

民事上の個別労働紛争に係る相談者は、労働者（求職音）が81.1％と大半を占めており、事

業主からの相談は1167%であった。

労働者の就労状況は､正社員が46.8%と最も多いが、パート・アルバイトが17.3%､期間契約社

員が9.2%､派i貴労働者が4.9%を占めており､昨年度と比較すると､パート・アルバイト及び期間

契約社員は増加し、派遣労働者の割合は減少した。（第１図）

都道府県労働局長による助言・指導を申出た労働者の就労状況は、正社員が51.5%と最も多

く､パート・アルバイトが23.1%、期間契約社員が13.9%、派遣労働者が4.5%を占めており、昨

年度と比較すると､パート・アルバイト及び期間契約社員の割合は増加し、派遣労働者の割合

は減少した｡■(第２図）
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紛争調整委員会（※）によるあっせんを申請した労働者の就労状況は､正社員が54.4%と最も

多く、パート・アルバイトが18.8%、期間契約社員が14.0%、派遣労働者が5.9%を占めており、

昨年度と比較すると、パート・アルバイト及び期間契約社員の割合は増加し、派遣労働者の割

合は減少した。（第３図）
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申請を受理した事案の都道府県労働局における処理状況をみると､平成21年度１年間に手続

きを終了したものは8,096件である。このうち、合意が成立したものは2,837件で35.096､申請者

の都合により申請が取り下げられたものは517件でＭ%､紛争当時者の一方が手続きに参ｶﾛしな

い等の理由により、あっせんを打ち切ったものは4,705件で58.1%となっている…

Au理に要した期間は、１ケ月以内が53.0%、１ケ月を超え２ケ月以内が37.5%となっている。

※紛争調整委員会とは

弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であ

り、都道府県労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員（約320名）のうち
h■ 

〕・

から指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施するものである。
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有期契約労働者にかかる紛争事例

(平成２１年から平成２２年までの事例について厚生労働省大臣官房地方課にて編集）

（あっせん事例）～

①１年の雇用契約で勤務していたが､契約社員の業務が無くなるという理由で雇止めされたが〈

他の者は転属し､自分に対してのみ酉臘が無かった上､最終更新時に契約期間を２ヶ月とされ、

納得がいかなかったが上司に強要された。（打ち切り）

②定年を迎えたことを理由に２ケ月のみ契約更新し､以後更新しないと雇止めされた。（14万

円で解決）

③正社員にするという約束で約15年勤務したが、雇い止めされた。（退職慰労金150万円で解

決）

④仕事量が大幅に減少したことを理由に、契約期間途中での解雇を通告された。労働条件を引

き下げての継続雇用を求めたが受け入れられなかった。（解決金の支払い）

⑤入社時に口頭で契約した労働条件が履行されず、更に弓|き下げた労働条件での勤務か退職を

選ぶよう迫られた。（40万円で解決）

⑥上司にいじめられていることを相談したら､自分に問題があると責められた上、勤務時間を

短縮された。（12万円で解決）

⑦今日は帰っていいと指示された翌曰に､会社に電話したところ退職扱いになっていた。（打ち

切り）

⑧２ヶ月の雇用契約でこの期間は試用期間となっていたが、期間満了前に人数が多いという理

由で解雇された。（40万円で解決）

⑨｡次回の契約は更新できないと申し出たところ､明日から来なくてよいと解雇された６側聞満

了での合意解除及び会社側の謝罪で解決）

⑩契約更新時に、更に身分を変更し賃金も減額する条件を提示され、拒否したところ更新され

なかった。（35万円で解決）
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（助言事例〉

①３ヶ月の雇用契約を反復更新していたが、パートの中で自分だけが、契約更新時に次回の契

’約は１ヶ月とし､以後更新はしないことを通告され、雇止めされた｡（助言を実施したが､勤務

態度不良が原因で再三注意喚起したにもかかわらず改善しなかったことが雇止め理由であると

して、未解決）

②６ケ月の雇用契約を反復更新し、２０年間正社員と同じ仕事を続けてきたが、経営悪化により

６ヶ月間の自宅待機の末、雇止めされた。（助言後当事者問で話し合いし、２年分の賃金相当額

を支払うことで解決）

③１年契約で５年間勤務していたが、組織の新陳代謝を図るためという理由で雇止めを通告さ

れた。（助言により１年間雇用契約が延長された）

④1年更新の契約社員として勤務しており、職場の人間関係のトラブルにより１ヶ月半うつ病

で入院した。その後仕事に復帰したものの、体調を心配していると言いつつ、退職勧奨を受け

ている。（助言を実施したが未解決）

⑤雇用契約から請負契約への変更を通告され、納得できないなら辞めてくれと言われている。

（助言をしたが解決せず、あっせんへ移行）

⑥入社時に、１ヶ月前に退職手続をとらなかった場合は、時給を減額するとの合意書にサイン

させられたが､退職時にそ･の手続ができなかった。賃金の減額には納得できない。（助言後当事

者間で話し合い、解決）

⑦契約更新をした直後に解雇された。（助言を実施したが未解決）
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鈴木誠

細川良

労働政策研究・研修機構統括研究員

労働政策研究･研修機構研究員

労働政策研究・研修機構アシスタントフェロー

労働政策研究・研修機構臨時研究協力員

調査研究の目的

労働法の２大基軸は国家規制による契約への介入と労働者の団結による集団的労働条件規

制であり、とりわけ後者の仕組みが集団的労使関係システムとして先進社会における労働条

件規制の中心となってきた。これが紛争処理システムの設計にも影響を及ぼし、終戦直後に

制定された労働法制において、労働関係にかかる紛争処理システムはもっぱら労働組合を一

方当事者とする集団的システムとして構築された。そこでは、個別労働者に関わる問題も集

団的枠組みで取り上げられ、解決されることが想定されていたと言える。しかし、労働組合

組織率が終戦直後の55.8％から２００９年の18.5％まで下がってくるにつれ、労働組合に組織

されない労働者の数が増加してきた。これはとりわけ組織率1.1％に過ぎない従業員１００人

未満の中小企業に当てはまる。また、非正規労働者を組合員としない日本の企業別組合の慣

習の下で、組合のある企業においても組織されない非正規労働者が増大してきた。

このような中で､1990年代から個別労使紛争処理システムの構築が大きな政策課題となっ

てきた。もちろん、民事紛争はすべて裁判所に訴えて解決を求めることができるが、時間的

金銭的なコストから多くの労ｲ動者には事実上その利用が極めて困難であったのである。様々

な議論の末､2001年１０月から個別労働関係紛争解決法が施行され､全国の労働局において、

個別労働紛争に関する相談、助言指導及びあっせんが行われている６２００９年度においては、

総合労働相談が1,141,006件、民事上の個別労働紛争相談が2471302件、助言・指導申出受

`付が7,778件、あっせん申請受理が7,821件と、極めて多数に上っている。いわば、現代日

本の労働社会の現実の個別労使紛争の姿をかなりの程度掬い上げていると言える。

しかしながら､これら個別紛争処理の内容については、１年に１回、厚生労働省から「個

別労働紛争解決制度施行状況」として大まかな統計的データが公表されるのみで、その具体

的な紛争や紛争処理の姿は明らかになっていない。典型的と判断された事案を紹介するもの

はあるが、その全体像を明らかにしたものはない。

また、近年の労働問題への関心の高まりの中で、ジャーナリストによる職場の実態の告発

なども多く出版され、その中に個別労働紛争の実例も多く収録されているが、いずれもエピ

ソード的に語られるにとどまり、今日の職場で発生している紛争の全体像を示しているとは
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言いがたい。

そこで、労働局で取り扱った個別労働関係紛争処理事案を包括的に分析の対象とし、現代

日本の労働社会において現に職場に生起している紛争とその処理の実態を、統計的かつ内容

的に分析することによって、その全体像を明らかにすることとした。

さらに、個別労働関係紛争の大部分を占める解雇その他の雇用終了事案、いじめ・嫌がら

せ事案、労働条件の不利益変更事案、派遣その他の三者間労務提供関係事案などは､/今日の

労働法政策において注目を集める大きな課題となっており、こういった分野における今後の

政策論議において、現実の労働社会の実態は極めて有益itR情報を提供することになると考え

られる｡'呪

調査研究の方法し

以上のような目的の下、本調査研究では、厚生労働省大臣官房地方課労働紛争処理業務室

より、全国の４７都道府県労働局のうち４局において2008年度に取り扱った助言・指導及び

あっせんの記録について、当事者の個人情報を抹消処理した上で、その提供を受けた。

、一つの事案についての記録と情報量において、助言・指導事案よりもあっせん事案が極め

て豊富であることから、本調査研究ではほとんどもっぱらあっせん事案を対象とし、－部必

要に応じて助言・指導事案を用いるにとどめたす

本調査研究の対象となったあっせん件数は1,144件であり、同時期における全国のあっせ

ん申請受理件数8,457件の約13.5％に相当する。

本調査研究では、この1,144件について、その申請内容を分類して、解雇その他の雇用終

了に関わる紛争､いじめ．嫌がらせに関わる紛争、労働条件の不利益変更に関わる紛争の３

つの分野と、申請内容横断的に派遣・請負など三者間労務提供関係の下における紛争を類型

として取り出し、各章において分析を行っている。

また、その際寸関係者の抹消した個人情報以外の情報として、労働者の性別、就労形態、

労働者数、労働組合の有無などを分析に用いている。

報告害の概要

(1)個別労働関係紛争あっせん事案の概要(量的把握）

２００８年度における４局のあっせん件数は1,144件である。就労状況は、正社員が51.0％、

直用非正規が30.2％、派遣が11.5％、試用期間中が6.6％である。また企業規模でみると、

100人未満が58.2％と、中小企業が大部分を占めている。

申請内容は、本書の各章で取り上げる項目でみると、雇用終了が66.1％と３分の２近くを

占め、いじめ.嫌がらせが22.7％、労働条件引き下げが11.2％となっている。ただしこれら

には重複するものもある。
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終了区分をみると、合意成立が30.2％、取り下げ等が8.5％、被申請人の不参加による打

ち切りが42.7％、不合意が18.4％等となっている。

あっせんにかかる口数は､被申請人の不参加による打ち切りの場合はほとんど３０日以内で

あるが、合意成立及び不合意の場合でも大部分は31～６０日で結果が出ている。

請求金額が４０万円未満の場合には合意成立が４０％を超えるが、４０万円以上になると徐々

に低下する。また、正社員は比較的高額の請求をしているが、直用非正規、派遣の請求は比

較的低額である。

解決金額で見ても、正社員は１０万円以上40万円未満に集中しているが、比較的高額の解

決も見られるのに対し､直用非正規や派遣は１０万円未満も３割以上あり、正社員に比べて低

額解決になっている。

総じて、請求金額よりも低額の解決金となっているが、事案によっては比較的高い解決金

を受け取るケースもある。

(2)雇用終了事案の分析

第２章では、労働局が付した雇用終了形態（普通解雇、整理解雇、懲戒解雇〈退職勧奨、

採用内定取消、雇止め、自己都合退職、定年等）とは別に、個別事案から帰納的に導出した

雇用終了理由類型を主として分析に用いる。これは、内容的に経営上の理由によるものでも

整理解雇ではなく普通解雇となっているものや、非行を理由とするものでも懲戒解雇ではな

く普通解雇となっているものが非常に多く、また、ある事案が解雇であるのか退職勧奨であ

るのかそれとも自己都合退職であるのかは、使用者側と労働者側の具体的な発言の趣旨をど

う捉えるかによって極めて微妙な判断を要するものである上に、そのどれに当たるか自体が

労使間の争点となっている事案も少なからずあるからである。

これらは具体的には、①労働法上の正当な権利行使への制裁、②労働者のボイスへの制裁

(抗議、社会正義､~企業経営への意見､,その他)、③労働条件変更への拒否(配転、賃金その他

の労働条件、雇用上の地位変更)、④変更解約告知(不利益変更と雇用終了の選択を提示して

雇用終了に至ったもの)、⑤態度（命令拒否、業務遂行上の態度、職場のトラブル、顧客との

トラブル、遅刻・欠勤、休み、不平不満、相性、その他）、⑥非行く背任行為、業務上の事

故、仕事上の金銭トラブル､職場の窃盗､職場の暴力、いじめ・セクハラ、業務上の不品行、

経歴詐称）、⑦私生活上の問題、⑧副業、⑨能力(個別具体的な職務能力、成果主義、仕事上

のミス、一般的能力不足、不向き)、⑩傷病､(労働災害、私的負傷、｣慢性疾患、精神疾患、体

調不良、家族の傷病）、⑪障害、⑫年齢、⑬外国人差別、⑭経営上蓼の理由、⑮雇用形態に関

する争い、⑯準解雇(形式的には自己都合退職であるが、使用者側の行為によって労働者が退

職に追い込まれたもの）（いじめ.嫌がらせ、労働条件変更、職場トラブル、その他）、⑰コ

ミュニケーション不全寸⑱退職をめぐるトラブル､⑲理由不明であり、雇用終了にかかる756

事案すべてを分類し､その傾向を分析している。
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件数が最も多いのは経営上の理由によるもの(218件)であるが、この中には同一企業に勤務

する労働者からほぼ同時にあっせん申請が出された同一内容の事案がかなり含まれており、

これらを実質ベースでみると144件となり、態度を理由とする167件よりも若干少なくなる。

労働者個人の行為や属性に基づく雇用終了においては､このように態度を理由とする雇用

終了が167件と圧倒的に多く、以下能力を理由とするもの70件、傷病を理由とするもの48件、

非行を理由とするもの39件と続く。

態度や能力を理由とする雇用終了の内容をさらに立ち入ってみると、具体的な業務命令拒

否や具体的な職務能力不足を理由とするものはあまり多くなく、態度で言えば、職場のトラ

ブルや顧客とのトラブル、能力で言えば具体的な能力やミスや成果不足を示さない一般的能

力不足を理由とするものが多い。さらに、態度で言えば「相性」、能力で言えば「不向き」

といった抽象的かつ暖昧な理由による雇用終了も少なくない。

一方、労働条件変更拒否を理由とする雇用終了や変更解約告知など労働条件変更と関連す

るものもかなりの数に上る。また､-労働法上の権利行使やその他の発言を理由とした類型的

に客観的合理性に乏しいと思われる雇用終了も決して少なくない｡

(3)労働局あっせ;ん事案に見る職場のいじめ・嫌がらせ･ハラスメントの実態

第８章では､まず260件のいじめ紛争の実態を次ｊのような観点から分析している｡いじめ

の当事者については､加害者に着目した場合、①上司から部下へのいじめが44.4％､②先輩・

同僚によるものが27.1％、③会長や社長など代1表者によるいじめが17.9％であり、被害者に

着目した場合、①女性に対するいじめが54.6％と過半数を占め（特にシングルマザーや離婚

経験者が目立つ）、②非正規労働者特に派遣労働者からのいじめの訴えは全体の比率よりも

高く、③障害者に対するものも少なくない。

いじめの行為態様については､①身体的苦痛を与えるもの（暴力、傷害等）、②精神的苦

痛を与えるもの（暴言、罵声、悪口、差別、偏見、プライバシー侵害、無視等）、③社会的

苦痛を与えるもの（仕事を与えない等）がある一方ｙ客観的にはいじめとは思えないような

ささいな行為もあっせん申請されている。

多くの場合、いじめの被害者がまずは上司や会社に相談しているが、その相談はほとんど

失敗している。また労働組合があるケースは少ないが、ある場合でも労働組合によって解決

できていない。もっとも、それゆえに労i動局のあっせん手続を申請しているともいえる。

被害者におけるいじめの影響を見ると、まずメンタル・ヘルスヘの影響が大きく、およそ

３割の事案で何らかの精神的な問題を医師に診断されるか自ら訴えている。そのため、時間

のかかる訴訟ではなくあっせん制度で迅速な解決を図り、新たな一歩を踏み出したいという

意向もみられる。また、いじめを受けて退職せざるを得なくなったか、いじめ相談をしたこ

とを理由として解雇（雇止め）されるなど、雇用への影響も多く見られる。

いじめ事案でも金銭のみの請求が77.7％と多くを占めるが、謝罪や撤回、行為の中止を求
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めるものも少なくない。ただし、合意が成立する場合は金銭合意がほとんどで、謝罪等を求

める場合でも使用者がいじめの事実を認めることはほとんどない。

(4)労働条件引下げと人事労務管理の課題

第４章では、まず労働条件引下げをめぐる紛争の発生理由に着目し、１２８件のあっせん申

請を次のように類型的に説明する。すなわち、①職種転換、配置転換、出向による賃金の減

少､②勤務時間(日数)の減少による賃金の減少、③経営不振による賃金の減少、④勤務評価

による賃金減少ぃ⑤賃金が入社時の約束と相違していた、⑥雇用形態の変更による賃金の減

少、⑦賃金形態の変更による賃金の減少、⑧降格による賃金の減少、⑨賞与の引下げ・不支

給、⑩歩合給の不支給、⑪手当の引下げ、⑫その他の賃金引下げ、⑬解雇による退職金の不

支給・減額、⑭勤務評価による退職金の減額、⑮経営不振による退職金の減額・不支給、⑯

その他の理由による退職金の減額、⑰その他の労働条件引下げ、の１７類型である②

また、このうち合意成立に至った３４件について、次のようにケース分けをして分析をして

いる。すなわち、①労働条件の引下げを解消し、継続勤務しているケース、②継続勤務を希

望するが、解決金を受け取り、退職したケース、③継続勤務を希望せず、解決金を受け取っ

て、退職したケース、④退職後、あっせん申請をし、解決金を受け取ったケース、⑤退職金

に関しても不支給・減額を覆し、解決金を受け取ったケース、⑥解決金を受け取らず退職し

たケース、の６ケースである。

さらに、このうち労働条件の引下げを解消しぃ継続勤務している４つのケースに就いて、

紛争発生と紛争解決のプロセスを中心に詳細な説明を行い、最後に人事労務管理の課題につ

いて触れている。

(5)三者間の労務提供関係における個別労使紛争の実態と課題「

第５章では、労働者派遣に限らず､他の就労形態に属する業務請負､職業紹介､個人請負、

その他の５類型の三者間労務提供関係事案を分析対象とする。その件数は270件であり、全

体の４分の１近くを占める。そのうち労働者派遣は48.9％、業務請負(下請企業で就労する労

働者)は40.4％である。

労働人口に占める派遣労働者の割合から比べて、三者間労働関係は実態として多くの紛争

を発生させており、それがあっせんに現れていると見られる。三者関係事案は合意成立の率

が高く、被申請人の不参加による打ち切りの率が低いことから、使用者もあっせんによる解

決に前向きと見られる。ただし、直用非正規と同様、解決金額は低い傾向にある６

雇用終了事案については、三者間労務関係にある労働者が労務供給先の都合によって雇用

喪失につながる危険性があり、ある意味で不合理に雇用を不安定な地位に置かれていること

は否定できない｡また、特に登録型派遣労働者の場合、雇用終了自体とともに、それに引き

続く新たな派遣先の紹介をめぐって紛争となっているケースが多い。
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さらに、派遣労働者は他の就労形態に比べて、いじめ.嫌がらせを中心とした職場環境を

めぐる紛争に巻き込まれやすく、この場合、他の派遣関係あっせん事案ではほとんどが派遣

元に対してあっせん申請がなされているのに対して、派遣先に対してあっせん申請がなされ

るケースが少なくない。これは、派遣労働者の就業環境については派遣先が(一定程度)責任

を負うべきであるという認識が派遣労働者にあることと、派遣労働者の職場環境をめぐる紛

争については派遣先の職場管理に問題があるケースが多いことが考えられ、この点について

の派遣先の課題は大きい。
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く報告書で取り上げられている主な紛争事例（あっせんの結果）＞※事務局にて編集

【有期契約労働者の震止勾】
①配置転換の撤回を求めてあっせん申請したら雇止め（不参加）～

②育児休暇を取得したら雇止め（30万円で解決）～

③労基署に未払い賃金を申告したら雇止め（不参加）

④勤務日数変更を求められ納得できず説明を求めたら雇止め（17.5万円で解決）

⑤事業部長だったが休職、復帰後一般営業員扱いを拒むと雇止め（不参加）

⑥業務態度不良で雇止め（打ち切り）

⑦職場内の人間関係や勤務態度から雇止め（打ち切り）

⑧客とのトラブルや従業員同士のトラブルで属止め（打ち切り）

⑨欠勤や早退が多いため雇止め（不参加）

⑩顧客情報漏洩していないのに退職を求められ雇止め（取下げ）

⑪経理業務で販促金を紛失したため雇止め（不参加）

⑫工場長から泥棒扱いざれ雇止め（25万円で解決）■

⑬仕事のミスを理■由に雇止め（打ち切り）←

⑭業務上負傷で休業中に機械を減らすとして雇止め（不参ｶﾛ）

⑮交通事故で休職中に層止め（不参加）

⑯仕事で腱鞘炎を発症していると話したら契約満了（２万円で解決）

⑰精神障害でいじめを受け自宅療養中に雇止め（7万円で解決）

⑱ＧＢ歳と高齢ゆえ雇止め（１０万円で解決）

⑲経営不振で雇i止め（打ち切り）

⑳社員と思い入社したら、期間契約として雇止め（不参加）等

【直用非正規の労働条件引下げ】

①配転とそれに伴う賃金減少を通知され､異動を拒否したところ、解雇を通告された

（不参加）

②勤務履歴を短縮操作したことについて抗議したところ､大幅に勤務時間を削減され

た抗議を続けたが人格を否定された上、今後の勤務を認めないと伝えられた（打ち切

り）

③勤務時間の短縮および時給の引下げによる賃金の減少。また解雇もされた（30万

円で解決）

④役割の変更、勤務時間の短縮、時給の減額により賃金が減少。これらのことで体調

を崩し、有休を取得したが、復職にあたって他の事業所への異動を指示された．そこ

では夜間勤務があることから勤務は無理と判断し、やむを得ず退職した（１４万1000
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、

円で解決）～

⑤作業内容の不備から労働条件の変更を通知された。仕事の内容、労働日数、収入金

額全てにおいて納得できず、退職勧奨もされ、やむなく退職した（不参加）

⑥契約締結時の説明より賃金が２万円少なかった（不参加）

⑦実際に働き始めたら、面接の時に提示された勤務日数より少なかった（20万円で

解決）

⑧説明と異なり賞与が支払われなかった〈不参加）

⑨６日間の有給休暇を請求したが、そのうち4日分は週の労働日数を越える分だとし

て、通告なく取り消された。そのため、賃金が４万2000円カットされた（不参加）

⑩勤務日数を増やすことを要請され、断ったところ、契約が更新されなかった(１７

万5000円で解決）

⑪経営不振により、支給されていた交通費1200円が１日上限500円へと変更された

(不参加）等

● 
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