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雇用形態の時系列表を見る上での注意 
１． 2002年以降の詳細データ及び2001年以前の「労働力調査特別調査」のデータについては，長期時系列

データ（http://www.stat.go.jp/data/roudou/longtime/03roudou.htm）表９及び表10を参照。なお，
「労働力調査特別調査」と「労働力調査詳細集計」とでは，調査方法，調査月などが相違することか
ら，時系列比較には注意を要する。 

２． 「非正規の職員・従業員」について，2008年以前の数値は「パート・アルバイト」，「労働者派遣事業
所の派遣社員」，「契約社員・嘱託」及び「その他」の合計，2009年以降は，新たに「非正規の職員・
従業員」の項目を設けて集計した数値を掲載している。 

３． 2011年３月11日に発生した東日本大震災の影響により，岩手県，宮城県及び福島県において調査実施
が一時困難となった。これに伴い，同年１～３月期から７～９月期までの期間を含む結果については
補完推計値を掲載している。 

４． 2012年１～３月期平均結果から算出の基礎となる人口を2010年国勢調査の確定人口に基づく推計人
口に切り替えた。この切替えに伴う変動（全国の15歳以上人口で約69万人の増加）を考慮し，2005年
10～12月期から2011年10～12月期までを含む期間の数値（「年次」及び「四半期」欄に「・」を付し
てあるイタリック書式の数値）について，2012年１～３月期以降の結果と接続させるため，時系列接
続用数値（2010年国勢調査の確定人口による遡及ないし補正を行ったもの）を掲載した（比率は除く。）。
このため，当該期間の数値は，各年の報告書の数値及び統計表やe-Stat上のデータベースの数値とは
異なる。なお，2011年の< >内の数値は補完的に推計した値（2010年国勢調査基準）である。 

５． 「契約社員」,「嘱託」については，調査票の変更に伴い，2013年から「契約社員・嘱託」を「契約 
社員」,「嘱託」に分割している。 

６． 割合は，「正規の職員・従業員」と「非正規の職員・従業員」の合計に占める割合を示す。 

 
 

Notes to time series data of type of employment 
1. Please refer to “Historical data” No.9 and 10 (http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/lngindex.htm) 

for detailed data since 2002 and data from 1984 to 2001 (The Special Survey of the Labour Force 
Survey). Attention needs to be paid to the time series comparison because there are differences 
between “Labour Force Survey (Detailed Tabulation)” and “The Special Survey of the Labour Force 
Survey”, such as survey methods and survey frequency. 

2. “Non-regular employee”: Till 2008, figures are the totals of “Part-time worker, Arbeit (temporary 
worker)”, “Dispatched worker from temporary labour agency”, “Contract employee or entrusted 
employee” and “Other”; since 2009, data are calculated as "Non-regular employee". 

3. Figures covering from Jan.-Mar. 2011 through Jul.-Sep. 2011 for whole Japan are 
supplementary-estimated figures due to the damage caused by the Great East Japan Earthquake. 

4. The data covering from Oct.-Dec. 2005 through Oct.-Dec. 2011 are the compatible time-series data 
adjusted to the 2010-base benchmark revision. On this account, among the data covering from 
Oct.-Dec. 2005 through Oct.-Dec. 2011, italicized figures are different from figures in previously 
released tables and database on e-Stat. 
Using the latest results of the Population Census as the base, the Population Estimates are revised 
every five years according to the release of new results of the Census conducted quinquennially. 
Therefore, the benchmark population for calculating the results of the Labour Force Survey is revised 
every five years. It has been revised to the 2010 Census-based population estimates in 2012. 

5. "Contract employee or entrusted employee" has been subdivided into "Contract employee" and 
"Entrusted employee" from 2013. 

6. Rates are to the totals of "Regular employee" and "Non-regular employee". 


