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要旨 
 

 

近年、働き方が多様化しているとはいえ、非正規雇用の労働者が増えて問題になって

いる。現在の日本では雇用調整が難しい正社員と、それが比較的容易な非正規労働者の

２つのタイプの労働者がいて、雇用調整が容易な非正規労働者が増えつつある。正社員

中心主義の雇用保障が、非正規労働者への需要を増やしていくという日本社会の仕組み

が問題となっており、正社員を保護すればするほど、正社員を使わずに非正規労働者を

使おうとする技術体系や雇用体系を取り入れることを企業に促進させている。 

 

世界的な景気後退で、日本を代表する企業でも、雇用調整が行われている。特に、派

遣労働者、契約社員、パート労働者といった非正規労働者が集中的に雇用調整の対象と

なっている。非正規労働者は、正規労働者よりも賃金が低い上に雇用も不安定なのだ。 

 

私たちは、賃金が低く雇用も不安定な非正規労働者が増え続けている現状を問題に考

えた。本論では、非正規労働者が増加している現状や背景を考察していき、どのような

要因があるか、またどのような対策をしていくべきか、私たちの考えを掲示していきた

い。 
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１、序論 
 

 

 現在の日本では、非正規雇用者の数が増加しており問題となっている。とりわけ、若

者世代に非正規労働者が多く、若い労働者を有効活用できないことや給与の少なさから

くる社会的不安、さらなる少子化、将来の財政負担など多くの問題が存在している。こ

のような状況の中、現在不安定な労働環境の中で働いている労働者に安定した労働環境

を与え、社会への不安を少しでも取り除くことが非常に大切であると考えられる。 

 私たちは、非正規労働者が増加している要因として、多くのものがあると考えた。職

業訓練の場が増えれば、生活保護のような金銭的支援があれば、景気が良ければ、学歴

が高ければ、また、ひとり親世帯が少なければ非正規雇用率は低くなるのか、これらの

ような仮説を立て検証してみることにした。そして、検証を通して得られた結果を述べ

ていく。検証によって、非正規雇用を減少させるために有効な政策を検討する。以下で

は第２章で述べていく。 
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２、本論  
 

ここでは、非正規雇用についての概要を把握すると共に、私たちが考えた「非正規雇

用率の改善策」について検証を行っていく。 

第1節 非正規雇用の概要 

第１項 非正規雇用とは 

非正規雇用には大きく分けて 3種類の体系がある。まず 1つ目は、労働契約に定めの

ある有期契約労働者、2つ目は、所定労働時間が一部に定められているパートタイム労

働者、3つ目は、雇用関係と指揮命令関係が異なる間接雇用である派遣労働者である。 

非正規雇用者の増大が目立ち始めたのは、図表１にもあるように、1990 年半ばから 2000

年代初めのことであり、特に 15歳から 24歳の若年層の非正規雇用者が大きく増大した。

15 歳から 24歳の若年層における非正規雇用者、いわばフリーターの増加が問題となっ

ているが、一方で 55歳から 64歳の高齢者の非正規雇用者の多さも目立つ。 

また、図表 2を見ると、非正規雇用者の数は 1985年から現在まで緩やかに増加が進み、

2013 年に 1906万人であり、労働人口における非正規雇用者の割合は 36.7％であった。

その内訳としてパートが最も多く、続いてアルバイト、委託契約社員、派遣労働者とな

っている。 

  

（資料出所：総務省「労働力調査（特別調査）」（２月調査）及び総務省「労働力調査（詳

細結果）」（年平均）長期時系列表） 

 

図表１ 年齢別の年代別非正規雇用推移 
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（資料出所：総務省「労働力調査（特別調査）」（2月調査）及び総務省「労働力調査（詳

細結果）」（年平均）長期時系列データ） 

 

 

 

  

図表２ 非正規雇用の推移・内訳 
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第２項 非正規雇用増大の原因  

次に、非正規雇用が増大している原因を探っていく。非正規雇用増大の原因の代表的

なものとしてあげられるのが、女性の社会進出の拡大、派遣法の影響、産業構造の変化、

就業可能年齢の高年齢化である。 

まず、女性の社会進出の拡大に関して、2014 年における男性の非正規雇用の割合は

20.9％、に対して女性は 57.7％である。これは、現在まで女性の社会進出が進んだに

もかかわらず、依然として女性が働く環境が整っていないことが要因として考えられる。

また、女性が子育てや家事をしながら就業するためにはパート、派遣等の比較的短期間

勤務の職業を選ばざるを得ない状況があることも要因として考えられる。 

次に、派遣法について見ていく。派遣法とは、1986 年に施行された。それ以前には、

派遣労働者のような働き方は、自己の雇用する労働者または自己の支配関係にある労働

者を供給契約によって他人に使用させる事業である労働者供給事業の一つとして、職業

安定法第 44 条によって包括的に禁止されていた。現在の法律では、ソフトウエア開発

や翻訳など専門性の高い 26業務を除き、ひとつの事業所などで同じ業務の派遣労働者

を、3年を超えて受け入れることはできない。これは、派遣はあくまでも臨時・一時的

な雇い方であって、正社員に置き換わってはならず、派遣先企業の正社員を脅かしては

ならない、つまり、派遣労働者にむやみに仕事がシフトしないようにするとの大原則が

あるからである。しかし、2014年 9月 29 日に提出された「労働者派遣事業の適正な運

図表３ 非正規雇用者比率の推移（男女年齢別） 
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営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案」の内容には、

「派遣先の同一の事業所における派遣労働者の継続的な受入は３年を上限とするが、受

入開始から３年を経過する時までに過半数労働組合等から意見を聴取した場合には、さ

らに３年間延長可能とする（その後の扱いも同様）」とある。つまり、すべての職種で

人や部署を変えれば、企業は原則として派遣の受け入れが永久に認められるという内容

である。派遣法改正が行われた結果、派遣先の正社員の業務が派遣労働者に置き換わり、

正社員の減少を模索することにもつながると考えられている。派遣先企業の経営方針や

労務方針によっては、派遣労働者の増加を招くことが見込まれる。つまり、法改正とい

う規制緩和によって、企業全体の非正規労働者の割合を高める結果になっている。 

また、産業構造の変化についても述べていく。２０１４年１１月４日付の日本経済新

聞によると、正社員の比率が大きい製造業は生産拠点の海外移転などで雇用が減り、パ

ートの多い小売やサービス業で働く人の割合が高まったこと、産業構造がパート比率の

高いサービス業に転換していることなどが、非正規雇用増大の背景にあるという。また、

正社員だった人が転職の時に非正規になる流れも強まっており、高齢化に伴い伸びる福

祉分野やサービス産業ほど女性がパートやアルバイトとして働く機会が多く、非正規の

比率拡大にもつながる形となっている。 

さらに、学生の就労について見ていく。 

 

参照：Garbage NEWS.com 大学生のアルバイト事情をグラフ化してみる（2014 年）（最

新）http://www.garbagenews.net/archives/1989637.html 

図表４ アルバイト従事者の職種別学生数の割合 
         （大学昼間部） 

http://www.garbagenews.net/archives/1989637.html
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図表 4によると、家庭教師の比率は年々減少中であるが、軽労働の比率は年々確実に増

加している。実際、グラフのとおり、2002年度時点では 64.2％だったものが 2012年度

では 77.7％にまで増加している。軽労働がより好まれているのも事実であると思われ

るが、軽労働の供給が増えているのも一因であると言える。非正規雇用の中に、学生の

アルバイトも含まれるため、そこに注意しなければならない。 

最後に、就業可能年齢の高齢化を考える。第１項でも述べたように、非正規雇用者の

増加の中で、５５歳から６４歳の高齢者の非正規雇用者が増えていることが目立つ。こ

れは、６０歳で定年退職を迎えた会社員が、原則として年金が受給できない６０歳から

６５歳になるまでの間に、再雇用という形、つまり非正規雇用という形に雇用形態を変

えて働くからであると考えられる。実際、厚生労働省「高年齢者就業実態調査」（2004

年）によると、男女別、年齢別のいずれにおいても「自分と家族の生活を維持するため」、

「生活水準を上げるため」といった「経済上の理由」を挙げたものが大半を占めている。

また、総務省「労働力調査（詳細結果）」（2005 年）によると、就業形態では「パート・

アルバイト」、企業規模では「従業員 99人以下の企業」といった小企業が 60代の雇用

の受け皿となっているのも事実である。高齢者が自ら進んで積極的にパート・アルバイ

ト職についているのであればよいと思うが、生活苦によるものであれば、好ましくない。

政府の社会保障に非があるのであり、改めなければならない。数字だけを見つめるので

はなく、非正規雇用が増大している背景をとらえなければならない。 

以上５点である、女性の社会進出の拡大、派遣法の影響、産業構造の変化、学生の就

業、就業可能年齢の高年齢化が、主に、非正規雇用が増大している原因であると考える。

これらを踏まえ、どうすれば非正規雇用率は下がるのか、第２節より分析をしていきた

い。 
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第三項 非正規雇用の問題点 
次に、非正規雇用の問題点について述べていく。非正規雇用には、解決すべき多くの

の問題点がある。本節では、この問題点について非正規雇用者側、企業側、社会側と主

に３つの視点から考える。それぞれの視点からの問題は以下のようにまとめることがで

きる。 
 

≪非正規雇用者側≫ 
① 給与の少なさ 
後でも述べるが、「母子家庭の母への就業支援に関する調査」によると、母子家庭の正

規雇用者と非正規雇用者の年収がおよそ 2.3 倍違うという。時間数あたりの給与水準も

かなり低い。この給与の差は非正規雇用者のインセンティブをなくし、生産性の低下や

サービスの質が悪くなることにもつながる。 

 

② 雇用が不安定 

非正規雇用者の労働者の就業期間は「3 年未満」の者が約 4割となっており、景気が後

退すると、正規雇用者に比べて雇用調整として雇用を更新されない可能性が高くなる。

また、不安定雇用であることが、法の保障した各種の権利主張や労働条件改善の要求の

主張を躊躇させるという問題点の指摘もある。 

 
③ キャリア形成の仕組みが不十分 
非正規雇用として就業すると、正規雇用に比べて能力開発機構が少なく、キャリア形成

が限定される。 
 
④ 福利厚生の充実していない点 
正社員であれば、金銭的充実だけでなく、目に見えない報酬・サービスを受けることが

できる。社会保険は会社が半額負担することや住宅手当、通勤手当、子ども手当など各

種手当の支給が受けられる。非正規雇用のままでは、このようなサービスを受けること

ができないのである。 
 

≪企業側≫ 
① 人的資本の蓄積、育成ができない点 
雇用契約が不安定である非正規雇用が増加することで、教育、育成を行っても、退職等

で人材を蓄積することができない。また、正規社員に比べ時間数が少なく、責任感も低

いため企業側としても簡単な仕事を任せるなど、進んで教育をしないということもある。 
またそれまで、受け継いできた技術の伝承等にも支障が生じる。 
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② 正規雇用者の労働時間が増大 
非正規雇用が増えることにより、労働力が減少し、また管理職にはほとんどの場合、正

規雇用者が就くため、正規雇用者の労働時間が増大する。とくに、宿泊や飲食店などサ

ービス業に多く。最近では数々の企業で問題視されている。 
 

≪社会≫ 
① 貧困が生み出す社会的不安 
非正規雇用の年収が少ないことから、生活への不安、老後の不安を抱えながら生活して

いくことになる。これらの不安から支出が減少し、景気が悪くなるといった可能性もあ

る。 
 
② さらなる少子化 
やはり、家庭を持つには、ある程度の財政力が必要である。財政力がないため、結婚で

きず、将来の少子化につながるといった問題もある。 
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第２節 回帰分析・結果 
 

 これまで、非正規雇用の原因や問題点をあげ、私たちは非正規雇用が増加しているこ

とを問題と考えた。そこで非正規雇用を減少させる要因について考えていく。私たちは、

職業訓練の充足率、生活保護受給率、有効求人倍率、大学進学率、ひとり親世帯率と非

正規雇用率との間に相関関係があると考えた。具体的には、「職業訓練の充足率が上が

れば非正規雇用率は下がるのか」「金銭的な支援、生活保護受給率が上がると生活保護

受給率は下がるのか」「景気が良くなれば非正規雇用率は下がるのか」「大学進学率が多

いと非正規雇用率は下がるのか」「ひとり親世帯が少ないほど非正規雇用率は低くなる

のか」という仮説を立て、その仮説を検証するため、回帰分析を行っていく。 

 分析の方法としては、被説明変数を非正規雇用率（＝非正規の職員・従業員÷会社な

どの役員を除く雇用者）（Ｙ）とし、説明変数を職業訓練充足率（充足率＝受講者数÷

開講定員数）、生活保護受給率（世帯数 100世帯当たりの割合）、有効求人倍率、大学進

学率、ひとり親世帯率（全世帯数の中のひとり親世帯の割合）（Ｘ）、東京、神奈川、愛

知、京都、大阪、兵庫の大都市ダミーとして、それぞれ都道府県別のデータを取り、重

回帰分析を行っていく。大都市ダミーは、これらの都市が都市固有の地区長を持つと考

え、非正規雇用率への影響をコントロールするため説明変数に加える。使用するデータ

は、2012 年の非正規雇用率（データ出所：総務省「就業構造基本調査」）、2011年 10月

～2013 年 5 月の職業訓練講座数（データ出所：厚生労働省「求職者支援制度の状況等

について」）、2011年の生活保護受給率（データ出所：「厚生労働省社会福祉行政業務報

告」）、2012年 4月の有効求人倍率（データ出所：「政府統計の総合窓口 e-Stat」）、2013

年の大学進学率（データ出所：文部科学省「学校基本調査」）、2010 年のひとり親世帯

率（データ出所：「国勢調査」）である。 

 回帰分析の結果は以下の通りである。 

 推定方法は最小二乗法である。 

 まずは、単回帰分析の結果である。 

職業訓練充足率：Ｙ＝0.153Ｘ＋0.287 

生活保護受給率：Ｙ＝1.089Ｘ＋0.349 

有効求人倍率：Ｙ＝－0.075Ｘ＋0.436 

大学進学率：Ｙ＝0.001Ｘ＋0.353 

ひとり親世帯率：Ｙ＝0.031Ｘ＋0.322 
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また、非正規雇用率と各データの関係をグラフにしたものが以下のものである。 
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図表4 訓練講座充足率 観測値グラフ 

非正規雇用率 

予測値: 非正規雇用率 

線形 (予測値: 非正規雇用

率) 
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図表5 生活保護受給率 観測値グラフ 

非正規雇用率 

予測値: 非正規雇用率 

線形 (予測値: 非正規雇用

率) 
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有効求人倍率 ２０１２．４ 

図表6 有効求人倍率  
 観測値グラフ 

非正規雇用率 

予測値: 非正規雇用率 

線形 (予測値: 非正規雇用

率) 
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図表7 大学進学率 観測値グラフ 
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予測値: 非正規雇用率 

線形 (予測値: 非正規雇用
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  次に重回帰分析の結果が以下である。 

  

 

 

 

回帰式を導出する際に使った分析結果が図表 9 である。この表のｔ値は被説明変数へ

の影響がどれだけあるかを表す数値であり絶対値が大きいほど影響が大きい。P-値は係

数が 0になる確率を表し、被説明変数の変動要因になっているかを表すものである。一

般的には 5％以下になるとあてはまりの良いデータとなっている。 

 図表 9 より、職業訓練充足率はｔ値が 0.266252、Ｐ－値が 0.791413 ということで、

非正規雇用率にあまり影響を与えないという結果になってしまった。また、生活保護受

給率はｔ値が-0.63697、Ｐ－値が 0.527774 と、こちらもあまり影響のない結果となっ

た。有効求人倍率はｔ値が-2.95668、Ｐ－値が 0.005196 となり、非正規雇用率に負の

関係で有意な影響を与えるという結果となった。大学進学率はｔ値が 2.834617、Ｐ－

値が 0.00716 となったが有意な結果、非正規雇用率と正の相関関係になってしまい、当

初の仮説とは真逆のデータとなってしまった。ひとり親世帯率ではｔ値が 3.043906、

Ｐ－値が 0.004116 となり、非正規雇用率に正で有意な影響を与えるという結果となっ

た。 

 よって、非正規雇用率に対して有効求人倍率が負、ひとり親世帯率が正で有意な影響

を与えていることが分かり、職業訓練充足率、生活保護受給率、大学進学率は有意な影

響を与えていないという結果となった。 

  

  係数 標準誤差 t  P-値 

切片 0.28725 0.046296 6.204642 2.44E-07 

訓練講座 充足率 0.015124 0.056804 0.266252 0.791413 

生活保護受給率 -0.27957 0.4389 -0.63697 0.527774 

有効求人倍率 ２０１２．４ -0.05643 0.019084 -2.95668 0.005196 

大学進学率 0.001441 0.000509 2.834617 0.00716 

ひとり親世帯率 0.037763 0.012406 3.043906 0.004116 

大都市ダミー 0.009 0.011853 0.759323 0.452111 

図表 9 回帰分析結果 



16 
 

３、結論 
  

ここでは、非正規雇用が増加することを問題と考え、どのような政策またはどのよう

な環境であれば、非正規雇用を減少させることができるのかを考察していこう。本論の

回帰分析の結果から「有効求人倍率が上昇すれば、非正規雇用は減少すること」が検証

されたため、景気が良くなれば、非正規雇用は減少することがわかった。よって、景気

を上向きにさせる政策を考える必要がある。また、「ひとり親世帯率が上昇すれば、非

正規雇用は増加してしまうこと」が検証されたため、ひとり親世帯、とくに母子世帯の

母親は正規就業が難しい状況にあることが分かった。これら２つのデータは先の仮説の

通りになったため、それぞれに対する施策を考える必要がある。 

 景気を上向きにさせる政策の一つとして、財政政策があげられる。これは主に国の財

政の歳入や歳出を通じて総需要を管理し、経済に影響を及ぼす政策のことであり、金融

政策と並ぶ経済政策の柱である。財政政策には、税制や国債などによる歳入の政策と、

社会保障や公共投資からなる歳出の政策がある。私たちは、その中で社会保障の改革が

必要であると考える。 
 近年、社会保障給付が持続的に増大している。政府はその財源の多くを公債に頼って

いて、財政赤字が大きくなっていることが問題となっている。日本の財政収支は、急速

な高齢化を背景とする社会保障費の増加、景気低迷による税収の落ち込み、度重なる経

済対策に伴う歳出拡大と減税などから赤字基調が継続している。近年では、リーマンシ

ョックの影響による税収の大幅な減少や景気回復に向けた諸施策の実施による歳出の

増大が財政赤字の拡大に寄与し、さらに、2012年後半の景気の弱い動きに対応するた

めの緊急経済対策の実施などにより、一時的だが財政赤字が拡大している。そして、今

後も膨張し続ける社会保障給付費への対策が必要である。1つは、消費税の増税である。

財政健全化のために税収を増やす必要性があるが、10％に増税されてからの日本経済が

どうなるか観察する必要があるだろう。さらには、現在の日本の高齢化社会に沿った社

会保障制度への改革である。社会保障費の受益者である高齢者が増え、負担者である労

働人口が減っている中、現在の社会保障を維持することは難しいと考えられる。高齢者

の中でも格差が大きいことが問題となっており、高齢者の雇用促進をすることと高齢者

間の所得を再分配することが対策としてあげられる。定年退職の廃止などを行い、働き

続けることができる高齢者が増え、豊かな高齢者が貧しい高齢者を支援する社会を作る

ことが必要だと考えられる。これには多くの課題があり、実現性が低いと思われる。だ

が、このような改革を行い、結果として景気が上向きになるような対策をしていくこと

が政府には求められている。 

次に、ひとり親世帯率のデータを見てみると、ひとり親、特に母子世帯の母親になる

と非正規雇用が増加していることから、正規雇用となるのが難しいともいえるだろう。
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また、非正規雇用の特徴として結婚し育児のため職をやめ、そのあとに離婚し、非正規

雇用になるという流れが強い。よって、母子世帯の母親への就労支援はもちろん、正規

就業している女性が結婚・出産をしても仕事を続けていけるような環境を作ることが大

切である。 

最新の母子世帯の現状を示すと、2011 年で就業している母子世帯の母親のうち、正

規就業している母親の割合は、全体の 39.4％に過ぎない。（データ出所：厚生労働省「平

成 23 年度全国母子世帯等調査結果報告」）大半が、パートやアルバイトなどといった非

正規雇用である。そのため、平均稼働所得は 171万円と低い。母子世帯には貧困という

問題もある。 

ならば、母子世帯の母親を正規就業させたら問題は解決するかと言ったらそうでもな

い。中には、正規就業を希望せず、非正規就業を希望している母子世帯の母親も多いの

である。現状として、正社員就業を希望している母親は、無職者で 22.2%、パート・ア

ルバイトで 30.3%、派遣・契約等では 33.3%に過ぎない。現在、正社員の母親を全員希

望者として計算し直しても、シングルマザーの約半数(53.6%)は正社員就業を希望して

いないのである。（データ出所：JILPT(2007)「母子家庭の母への就業支援に関する調査」）

なぜ正社員就業希望を持たないのかというと、①本人の健康状態 ②本人の年齢 ③子

供の健康 ④保育園、学校との折り合い ⑤子供との時間 （データ出所：JILPT（2007）

「母子家庭の母への就業支援に関する調査」）が多数の意見として挙げられている。ま

た正社員には、雇用保障、企業内福利厚生、安定した収入といった魅力的な面がある。

一方で、長時間労働、転勤などの義務を伴いワーキングバランスが悪い。さらには、シ

ングルマザーが正社員になる場合、ほとんどが中途採用であるため、ほかの正社員と比

べて時間当たりの収入が少なくなっていることもあり、正社員希望者が約半数にとどま

っていると考えられる。これらの要因は、本人の能力不足や育児の制約が関係している

と考えられる。この２つの条件を排除することができれば、ひとり親の母親が正社員を

望む数が増えるだろう。母親の能力を高めるために高等職業訓練（今回の回帰分析では、

相関はなかったが）、育児の制約を緩和するために福利厚生の充実などの施策が必要と

考える。 

 ここまで、非正規雇用を減少させるために、回帰分析の結果から考えられる対策を提

示してきた。非正規雇用の問題を解消するためには、社会、個人の両方の側面で考えな

ければならないだろう。社会の面では、企業が雇用を促進するために景気を上向きにす

るような政策を政府が打ち出すこと、世間が非正規雇用について意識を深め社会全体で

この問題に立って向かうことなどがあげられる。さらには、非正規雇用でも善しとして

いる人々もいる。そのような人々への理解を深め、非正規雇用、正規雇用という線引き

をなくしていくことも必要なのかもしれない。個人の面では、非正規雇用への理解を深

めること、訓練を受け能力を拡大させること、個人を直接に対象とした環境の整備を進

め、雇用の幅を大きくすること、などがあげられる。 
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 非正規雇用に関して、解決すべき問題はまだ多く存在している。また、今後も非正規

雇用としての働き方は増え続けると考えられる。そのような状況の中、私たちの提案が

少しでもこの問題の解決の助けになれば幸いである。そして、この問題が解決の方向に

進むことを願い、本稿の結びとする。 
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