
 

 

 

 

 

★★★★    このこのこのこのＰＰＰＰＤＦＤＦＤＦＤＦファイルファイルファイルファイルをををを印刷印刷印刷印刷してしてしてして頂頂頂頂きききき、、、、アンケートアンケートアンケートアンケートににににごごごご協力協力協力協力くださいくださいくださいください！！！！    ★★★★    

    

コミュニティ・ユニオン全国ネットワークは、今般「「「「有期雇用労働有期雇用労働有期雇用労働有期雇用労働」」」」についてのについてのについてのについての全国的全国的全国的全国的なななな調査調査調査調査

を行っています。 

ご周知のとおり、非正規労働者が雇用者の３割を超え、不安定・低賃金の雇用が急速に拡大し

ています。そして非正規労働者の労働契約の大部分を占める有期労働契約は、不当な雇い止めや

契約更新時の不利益変更等を容易にしており、非正規労働者の雇用不安の最たる要因となってい

ます。 

このような現状に鑑み、「有期労働契約法制」について検討・議論が始まっています。 

厚生労働省が設置した「有期労働契約研究会」（座長：鎌田耕一東洋大学教授）は３月１７日、

「中間とりまとめ」を発表しましたが、残念ながら、有期雇用労働者の苦しい実情を反映する報

告とはなっていません。 

そこで、コミュニティ・ユニオン全国ネットワークに加盟する全国のユニオンが、各地の有期

雇用労働の実態、有期雇用で働く人たちの本音をできるだけ多く、幅広く収集して、前述の「有

期労働契約研究会」及び厚生労働省に提出し、有期雇用労働者が実効的に保護される法制度の立

法を要求したいと思います。 

調査結果は、調査代表者によって厳重に管理し、コミュニティ・ユニオン全国ネットワークの

活動以外に使用することはありません。内容的にある程度立ち入ったことをおたずねいたします

が、なにとぞ上記の趣旨をご理解いただき、ご協力をたまわりたくお願いいたします。 

 

2010年6月18日 

 

調査代表者調査代表者調査代表者調査代表者：：：：ｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨｺﾐｭﾆﾃｨ････ﾕﾆｵﾝﾕﾆｵﾝﾕﾆｵﾝﾕﾆｵﾝ全国全国全国全国ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

（（（（事務局事務局事務局事務局：：：：下町下町下町下町ユニオンユニオンユニオンユニオン））））    

東京都江東区亀戸東京都江東区亀戸東京都江東区亀戸東京都江東区亀戸7777----8888----9999松甚松甚松甚松甚ビルビルビルビル2222ＦＦＦＦ    

TEL：：：：03-3638-3369/FAX：：：：03-5626-2423 

https://sites.google.com/site/cunnet/ 

    

 

((((1111))))記入後記入後記入後記入後はははは、、、、ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    ０３０３０３０３－－－－５６２６５６２６５６２６５６２６－－－－２４２３２４２３２４２３２４２３    までまでまでまで送信送信送信送信してくださいしてくださいしてくださいしてください    

((((2222))))締切締切締切締切りりりり・・・・・・・・・・・・２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年７７７７月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））    

★ この調査についての疑問やご不明な点は、下記の問合わせ先までおたずねください。 

 

下町下町下町下町ユニオンユニオンユニオンユニオン（（（（全国全国全国全国ネットワークネットワークネットワークネットワーク事務局事務局事務局事務局））））    東京都東京都東京都東京都江東区江東区江東区江東区亀戸亀戸亀戸亀戸7777----8888----9999松松松松甚甚甚甚ビルビルビルビル2222ＦＦＦＦ    

TEL：：：：03-3638-3369/FAX：：：：03-5626-2423    
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集約集約集約集約ユニオンユニオンユニオンユニオン【【【【                                                                            】】】】    Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．Ｎｏ．                    

＜＜＜＜記入記入記入記入のののの方法方法方法方法＞＞＞＞ 

((((1111))))このこのこのこの調査調査調査調査のののの各質問各質問各質問各質問へのへのへのへの回答回答回答回答はははは、、、、必必必必ずごずごずごずご本人本人本人本人がががが行行行行われるようおわれるようおわれるようおわれるようお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

(2)(2)(2)(2)対象者対象者対象者対象者はははは現在有期現在有期現在有期現在有期雇用雇用雇用雇用契約契約契約契約（（（（派遣派遣派遣派遣をををを含含含含むむむむ））））でででで働働働働いているいているいているいている方方方方、、、、及及及及びびびび以前有期以前有期以前有期以前有期雇用雇用雇用雇用契約契約契約契約でででで働働働働いたこといたこといたこといたこと

のあるのあるのあるのある方方方方ですですですです。。。。今今今今はははは有期有期有期有期雇用雇用雇用雇用契約契約契約契約ではないがではないがではないがではないが以前有期以前有期以前有期以前有期でででで働働働働いたことのあるいたことのあるいたことのあるいたことのある方方方方はははは、、、、有期有期有期有期雇用雇用雇用雇用契約契約契約契約でででで働働働働

いていたいていたいていたいていた時時時時のののの経験経験経験経験についてについてについてについて各質問各質問各質問各質問におにおにおにお答答答答ええええ願願願願いますいますいますいます。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、設問設問設問設問のののの「「「「現在現在現在現在」」」」等等等等のののの文言文言文言文言はははは、、、、「「「「当当当当

時時時時」「」「」「」「有期契約有期契約有期契約有期契約でででで働働働働いていたいていたいていたいていた最後最後最後最後のののの月月月月」」」」などになどになどになどに読読読読みみみみ替替替替えておえておえておえてお答答答答ええええくださいくださいくださいください。。。。    

((((3333))))大部分大部分大部分大部分のののの質問質問質問質問はははは、、、、選選選選んだんだんだんだ回答回答回答回答のののの番号番号番号番号をををを○○○○印印印印でででで囲囲囲囲むむむむ形式形式形式形式となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。もしもしもしもし回答回答回答回答のなかにあてはのなかにあてはのなかにあてはのなかにあては

まるものがないまるものがないまるものがないまるものがない場合場合場合場合はははは、「、「、「、「そのそのそのその他他他他」」」」のののの（（（（                ））））らんにらんにらんにらんに具体的具体的具体的具体的なななな回答回答回答回答をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

＜コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク・有期雇用労働についてのアンケート＞ 

記入年月日  年  月  日 

 居住地（     ）県 

                                                                            

＜＜＜＜属性属性属性属性＞＞＞＞ 

問１ あなたの性別  (1)男  (2)女  ／ 問２ あなたの年齢（満年齢） （  ）歳                                     

 

問３ 家族構成  (1)独身（ 単身・家族同居 ） (2)既婚 

 

問４ 扶養家族の有無  (1)有 （  ）人  (2)無 

 

＜＜＜＜有期有期有期有期雇用雇用雇用雇用契約契約契約契約のののの内容内容内容内容＞＞＞＞ 

問５ あなたの雇用形態 

 (1)民間 （①契約社員 ②パートタイマー ③派遣 ④嘱託 ⑤アルバイト ⑥その他（    ） 

 (2)公務（①臨時職員 ②特別職非常勤職員 ③一般職非常勤職員 ④任期付短時間職員  

⑤その他（        ）） 

 

問６ あなたの仕事の内容（例：事務、製造、販売、営業など）･･･（      ）職 

 

問７ あなたの労働時間  １日あたり（  ）時間  １週間あたり（  ）日勤務 

 

問８ 現在の契約期間 

 (1)3ヵ月未満（  ）ヵ月 （2）3ヵ月以上6ヵ月未満 (3)6ヵ月以上1年未満 (4)1年  

（5）1年超 

 

問９ 現在の通算勤続年数  （  ）年（  ）ヵ月 

 

＜＜＜＜有期労働契約有期労働契約有期労働契約有期労働契約をををを結結結結んだんだんだんだ経緯経緯経緯経緯＞＞＞＞ 

問１０ あなたが有期契約労働者となることを選んだ理由は何ですか 

(1)正社員としての働き口がなかったから 

(2)契約期間が自分の希望と一致していたから 

(3)正社員と比べると、長く同じ会社に勤める必要がないから 

(4)定年退職後の継続雇用制度が有期雇用契約しかないから 

(5)その他 （                                   ） 
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問１１ 採用面接のとき、会社から有期雇用契約とする理由、契約期間の長さ（なぜ○ヵ月契約なの

か）についての説明を受けましたか   (1)はい  (2)いいえ 

 

問１２ 採用面接のとき、会社から契約更新の判断基準（どのような場合に契約更新する、しない）

についての説明を受けましたか   (1)はい  (2)いいえ 

 

問１３ 採用面接から現在までの間に、（有期雇用契約とはいえども）長期的・継続的雇用（契約期

間よりも長く働ける）を期待させるようなことを言われたことがありますか（例：長く働いてもらうつ

もり、余程のことがない限り更新する等）   (1)はい  (2)いいえ 

 

＜＜＜＜契約更新手続契約更新手続契約更新手続契約更新手続についてについてについてについて＞＞＞＞ 

問１４ 雇用契約書（就業条件明示書等）はありますか  (1)はい  (2)いいえ 

 

問１５ 雇用契約書に更新の有無は明記されていますか  (1)はい  (2)いいえ 

 

問１６ 契約更新手続はどのように行われていますか 

(1) 更新時期より相当程度前（2週間以上前）に更新するか否かの意思確認をした後、雇用契約書を

取り交わしている 

(2) 更新時期の直前（1日～13日前）に更新するか否かの意思確認をした後、雇用契約書を取り交

わしている。 

(3) 更新時期より前に、特段、更新するか否かの意思確認をすることなく、雇用契約書を取り交わ

している。 

(4) 更新時期を過ぎて雇用契約書を取り交わしたことがある 

(5) 特段更新手続は行っていない 

(6) その他（                                     ） 

 

＜＜＜＜収入収入収入収入とととと生活状況生活状況生活状況生活状況についてについてについてについて＞＞＞＞ 

問１７ 現在の給与はおいくらですか  時給制の人→時給（    ）円 

月給制の人→月給（       ）円 

 

問１８ 別途交通費支給の有無  (1)あり  (2)なし 

 

問１９ 二つ以上の職場を掛け持ちしていますか  (1)している･･･（   ）ヵ所 

                        (2)していない 

 

問２０ 平均的な月収はおいくらですか（掛け持ちしている人は合計して）（      ）円 

 

問２１ 昨年の年収はおいくらでしたか（掛け持ちしている人は合計して）（       ）円 

 

問２２ 生活状況はどうですか 

 (1)大変苦しい  (2)少し苦しい  (3)何とかやっていける  (4)余裕がある 

 

問２３ 大変苦しい、少し苦しいを選んだ方は、どのくらいあればやっていけますか 

 月収（          ）円 

 

＜＜＜＜労働労働労働労働とととと待遇待遇待遇待遇についてについてについてについて＞＞＞＞ 
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問２４ あなたの職場に正社員はいますか  (1)いる  (2)いない 

 

問２５ あなたの仕事と正社員の仕事に違いはありますか 

 （1）全く違う              （2）一部同じ仕事がある（違う仕事のほうが多い） 

 （3）ほとんど同じで一部違う仕事もある   (4)変らない 

 

問２６ あなたは正社員と有期雇用労働者との間に格差を感じますか  (1)感じる  (2)感じない 

 

問２７ 問２６で感じると答えた方はどのような点に格差を感じますか（複数回答可） 

 (1)賃金 (2)一時金 (3)退職金 (4)契約更新の不安の有無 （5）福利厚生 (6)有給休暇  

(7)健康診断 (8)育児介護休業 (9)研修 (10)安全対策 (11)上司の指示の出し方  

(12)仕事の与えられ方 (13)職場のスタッフとして尊重されているか  

(14)その他（                                     ) 

 

問２８ あなたの賃金は仕事に見合っていると思いますか  (1)見合っている (2)見合っていない 

 

問２９ 見合っていないと答えた方は、どのくらいの賃金であれば妥当と思いますか 

   時給制の人→時給（    ）円  月給制の人→月給（       ）円 

 

問３０ 働き始めてから現在まで昇給がありましたか  (1)あった  (2)なかった 

 

問３１ 働き始めてから現在まであなたの仕事内容はレベルアップしていると思いますか 

(1) レベルアップしている （2）変らない 

 

問３２ 現在の職場に非正規社員を正社員に登用する制度がありますか  (1)ある  (2)ない 

 

問３３ あると答えた方と、ないと答えた方もあれば応募したいと思いますか 

 (1)思う  (2)思わない 

 

問３４ その理由は何ですか 

 （                                         ） 

 

問３５ 正社員や上司との人間関係で困っていることはありますか  (1)ある  (2)ない 

 

問３６ あると答えた方は具体的に教えてください 

（                                             

 

 

                                            ） 

 

＜＜＜＜雇雇雇雇いいいい止止止止めにめにめにめに関関関関するするするする紛争紛争紛争紛争についてについてについてについて＞＞＞＞ 

問３７ 過去、雇い止め、解雇（契約期間中途打ち切り）された経験がありますか 

 (1)ある  (2)ない 

 

問３８ その雇い止め、解雇に納得できましたか  (1)納得できた  (2)納得できなかった 

 

問３９－１ 納得できなかったと答えた方は納得できなかった理由を教えてください 
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 （ 

 

） 

－２ 納得できなかったと答えた方は何か行動を起こしましたか 

    (1)起こした  (2)起こさなかった 

 

問４０－１ 行動を起こしたと答えた方は具体的にどのような行動を起こしましたか 

 (1)会社に異議を申立て個人的に話し合いをした (2)労働局等行政のあっせん制度を利用した 

(3)労働組合に加入し会社と団体交渉した   （4）裁判を提起した 

(5)その他（                                     ） 

－２ そして、その結果どのような解決になりましたか。具体的に教えてください 

 （ 

 

） 

 

＜＜＜＜有期雇用労働有期雇用労働有期雇用労働有期雇用労働についてのについてのについてのについての評価評価評価評価＞＞＞＞ 

問４１ 現在の職を変り、別の仕事に就くことになった場合、有期雇用で働きたいですか、期間なし

雇用で働きたいですか 

(1)有期雇用で働きたい  (2)期間なし雇用で働きたい 

 

問４２ 働くうえで悩んでいること、怒っていること、不安に思っていることなどありましたらご自

由にお書きください 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問質問質問質問はははは以上以上以上以上ですですですです。。。。ごごごご協力協力協力協力にににに心心心心よりよりよりより感謝感謝感謝感謝いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    


