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はじめに

平成５年に制定された「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（平

成５年法律第76号。以下「パートタイム労働法」という｡）は、事業主がその

雇用するパートタイム労働者について講ずべき雇用管理の改善等に関し、労働

大臣が必要な指針を定め、指針に基づき必要な指導及び助言を行うこと等を規

定しており、事業主による自主的な雇用管理の改善を基本的な枠組みとするも

のであった。

その後、曰本においては、少子高齢化が進行する中で、基幹的役割を担うパ

ートタイム労働者が増加するなど、日本経済を支える労働力としてパートタイ

ム労働者の重要性は高まり、その有する能力を有効に発揮できるようにするこ

とが、社会全体として強く求められるようになってきた。

こうした中、パートタイム労働者の多様な働き方に応じた公正な待遇の実現

のため､一三E成｣uと年にパートタイム労働法が改正され、事業主は、
①就業の実態が通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者については、

すべての待遇について差別的取扱いを禁止するとともに、それ以外のパート

タイム労働者を対象として、多様な就業実態に応じて通常の労働者との均衡

のとれた待遇の確保に努めること

②通常の労働者への転換を推進するための措置を讃ずること

等が規定され、平成２０年４月１曰に施行された②
一一一一#~－－－－－－－へ

この平成１９年の改正の際、パートタイム労働法の一部改正法附貝Ｉ第７条にお

いて、「政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、この法律によ

る改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況

を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする｡」とされた。

また、「新成長戦略」（平成２２年６月１８曰閣議決定）の「成長戦略実行計画（工

程表)」において、「2011年度に実施すべき事項」として、「パートタイム労働法

の施行状況を踏まえた見直しの検討」とされている。

これらを踏まえ、本年２月以降、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長が学識経

験者の参集を求め、「今後のパートタイム労働対策に関する研究会」を開催し、

パートタイム労働をめぐる実態及び課題を整理するとともに､今後のパートタイ

ム労働対策について、○回にわたって検討を行ってきた。

１ 
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検討に当たっては、パートタイム労働法の施行状況及び外国法制等の実態を踏
まえ、労使及び職務評価の専門家からのヒアリングを行うとともに、論点項目に

従って議論を重ね、今般その議論の成果を報告書として取りまとめた。

本研究会としては、今後、本報告書を受けて、パートタイム労働者が均等な待

遇を得て、高い意欲を持ち続け、その能力を有効に発揮することにより、より一

層高い経営パフォーマンスがﾖﾋｪた｣らLさ｣上Lろ_ことを目指し､パートタイム労働対策

の在り方の議論が更に深められることを期待する。

なお、昨年１０月以降、労働政策審議会労働条件分科会において、均等・均衡

待遇及び正社員への転換の推進も含め､有期労働契約に係る施策の方向性が検討

され、本年夏頃、議論の中間的な整理が行われる予定である。パートタイム労働

者の多くが有期労働契約で雇用されていることを踏まえ､有期労働契約の在り方

と整合性を図りつつ､今後のパー トタイム労働対策の在り方が検討されることを 、

期待する。

２ 



犀~１－露調

１パートタイム労働をめぐる現状

（１）非正規労働者の現状

く非正規労働者の増加＞

○バブル崩壊以降の厳しい雇用経済情勢の中で非正規勇叫動者は増加しており、

非正規労働者の労働者全休に占める割合をみると、１９９０年には20.2％であっ

ｗ〕'Q牲幽腰上昇している'０
＜非正規労働者の雇用形態別の内訳＞

○非正規労働者の雇用形態別の内訳をみると、ノｋ－ｌ三｣ｵf4B9H6と、非正規労働
者の多くを占めている。なお、契約社員・嘱託・その他は2000年には１２．６％

であったが、２０１０年には26.6％（うち契約社員・嘱託は１８．８％）と大きく上

昇している。また、派遣社員は2000年には２．６％、２００８年には８０％まで上

昇したが、２００８年秋の経済危機以降、減少傾向に転じ、２０１０年は５．５％とな

っている2．

○非正規労|動者の労働者全体に占める割合を性別及び雇用形態別にみると、

黒進と(主.契約社員2嘱託P､そ囚也バーｈ２ｚＩとⅢト､派遣社員のl'頂、壁

－，唾上型=ＬＺＷＨｈ－契釣瞳旦嘱託二.也也_iliii鬘i生｣薑QII直'二占め
る割合が高くなっている3．

（２）パートタイム労働の現状

くパートタイム労働者数の推移＞

○パートタイム労働者は､2Q1Ll二lE｣1三は1L414ZLLとなっており、前年度より
も減少したものの、趨勢としては増加している。

雇用者総数に占めるパートタイム労働者の割合は2010年にZuQ?j６，男女
別では、男性の雇用者に占める割合は14.6%、

｣4三二Qliと｣墜2コ二UるＬ

＜パートタイム労働者の分布＞

丈'1午(、’・‐－Ｉこ

１
２
３
４
 

図表１参照

図表２参照

図表３参照

図表６参照。なお、本節において、「パートタイム労働者」とは、特に断りのない限り、

「１週間の所定労働時間が３５時間未満の労働者」をいう。

３ 



○2009年のパートタイム労働者の業種別の分布を見ると、ｉＥｌｌ壷－２｣h売業zbi

21.1%､製造業が14.8%､医療､福祉が13.1%､宿泊業､飲食サービス業が10.9％

奪二:なっている5．

業種別にみた雇用者に占めるパートタイム労働者の割合は、２００９年におい

て宿泊業､飲食サービス業が５１．７％､生活関連サービス業､娯楽業が34.6％、

サービス業（他に分類されないもの）が３２８％、卸売・小売業及び医療、福

祉業がともに３２．７％となっている６．

２０１０年のパートタイム労働者の企業規模別の分布を見ると、１～２９人規模

が３４．７%、１０００人以上が１８．９％、100～499人が１６．６％、３０～９９人が１５．６％

となっている7．

○パートタイム労働者の属性を年齢別に見ると、２０１０年においては、男性は̄
 

５５～６４歳が23.3％、６５歳以上が19.5%と、高齢層が４害Iを超え、１５～24歳が
＝三－－－－－－－－－－－－－－－

１８．６%、２５～３４歳が13.4%と、若年層が３害Ｉを超えている。女性では３５～4４

歳が24.3%、４５～５４歳が23.2%と、こ
￣季＝Ｅ－－Ｆ

－－ﾗ丘｢i訂1j平i;ｉｆ了うii二ＴｒﾗﾗﾌP、'ト」なお、呼称「パート・アルバイト」の就業時間別の分布を見ると、週１５～

２９時間勤務の者が男性では３３．７%、女性では47.0％と最も多く、男性の平均

は２９．５時間、女性の平均は２５．７時間となっている9．

パートタイム労働者の平均勤続年数は、１９９０年には男性が３．０年、女性が

4.5年だったが、２０１０年には男性が４．４年、女性が５．４年になり、勤続年数

は伸びている'0。

くパートタイム労働者の賃金＞

○一般労働者とパートタイム労働者の１時間当たりの所定内給与額について、

年齢別に見ると、一般労働者の男性では50～５４歳で頂点となる上昇カーブを

ムニｎｔｊ描くが、（_i二上皇二ＬＬ』L鐺則動者にﾕL』､二 手勵

鬘全｣主主き、二Lよ=1匙、Lない'１.
勤続年数別に見ると、－般労働者の男性は勤続年数が伸長するほど賃金が

上昇し、２０１０年は勤続０年が１，４２０円、勤続１５年以上では２，５５７円と約１．８

５図表９参照

６図表１０参照

７図表１１参照

８図表１２参照

９図表１３参照

,０図表１４参照。なお、本図表から図表１７において、「パートタイム労働者」とは、「同一
事業所の一般の労働者より、１日の所定労働時間が短い、又は’曰の所定労働時間が同じ

であっても，週の所定労働曰数が少ない労働者」をいう｡

'’図表１５参照

４ 



倍に上昇している。同じく－般労働者の女性についても、勤続０年が1,176

円、勤続１５年以上では１，７７９円と約１．５倍に上昇している。一方、パートタ

イム労働者では、男性は勤続０年が984円、勤続１５年以上では１，４６３円と約

１．５倍に上昇しているものの、女性では勤続0年が951円、勤続１５年以上で

は1,049円と約１．１倍となっており、女性パートタイム労働者については、勤
一…＿~…－－拳:…弍魁＿､……舌11s…(ｗ…汕凸:恥彊!….F､『…糖八…司りT－，､舟……豈薊『…事下司一ぱいf-匹……元]丁－s`噺』…,…＝--＝､￣……

続年数が長くなっても時間当たり賃金はあま':)上昇していない'２
－－－－．…………震………………………認－－罰…－～…汽～～～～”…、

＿－－．－－－－Ｍ…_…爲………ｍ…課……～……:_…雨…鷺『市…關雨…涼…冤熱ｏ

一般労働者とパートタイム労働者の格差の推移を見ると、一般労働者'二比

べたパートタイム労働者の１時間当たりの所定内給与額の割合が､男性は1993

年には549%、女性は７０．１%だったものが、２００２年には格差が拡大し、男性は

４８．９%、女性は64.9%となったが、以後は改善する傾向が続いており、２０１０年

には男性が54.7%、女性が70.1％となっている13。

＜パートタイム労働者の組織率＞

○，パートタイム労働者のうち労働組合員数は年々増加し、２０１０年には労働組
－－－膳、……で－薊っ…宝アー歴……畷－－＄冠…………一＝－房=:－－垂

合員数は約７３万人、組織率は５．６%となっている14．
騒霞=－－曇一二＝＿窪＝…』二了､…←可`_丙…－－嵜寸冒気－，ｧZ弱…2[てT-Fw?～冠,壱ﾏｰｰ呑霜ﾃﾞﾀﾞﾊﾟｰﾃﾞF…←,－；矛－－－－－?一一一一一一一

また、事業所にパートタイム労働者がし蝋蛍l動iIfl会Iu1Zlゑち、パートタイム
労働者に関して何らかの取組をしていると回答した割合は、２０１０年には

４７．１％と、２００５年の２５．５％より増加している。

２０１０年調査における取組の内容について、「パートタイム労働者に組合加入

資格があり、組合員がいる」場合は、「労働条件、処遇の改善要求」８４．８％、「相

談窓ロの設置、アンケート等での実態把握」５９．５％、「組合加入の勧誘活動」

５２．０％、「パートタイム労働者に組合加入資格はあるが、組合員がいない」場

合は、「労働条件、処遇の改善要求」３３．６％、「組合加入の勧誘活動」１０．５％、

「パートタイム労働者の雇用についての労使協議」９．４％等となっている15。

（３）パートタイム労働法の施行状況

①（独）労働政策研究・研修機構「短時間労働者実態調査」結果

改正パートタイム労働法の施行後２年間における短時間労働者の雇用管

1２ 

１３ 

１４ 

図表１６参照

図表１７参照

図表１８参照。なお、本図表において、「パートタイム労働者」とは、「その事業所の一

般の労働者より１日の所定労働時間が短い者、１日の所定労働時間が同じであっても１

週の所定労働曰数が少ない者及び事業所においてパートタイマー､パート等と呼ばれて

いる労働者」をいう。

図表１９参照。なお、本図表において、「パートタイム労働者」とは、「_般の正規労働

者より－曰の所定労働時間が短いか、又は－週間の所定労働日数が少ない労働者」をい

う。

1５ 



理の状況等については、以下のとおりとなっている'6。

く改正パートタイム労働法の施行に伴う雇用管理等の見直しの状況＞

○改正パートタイム労働法の施行に伴い、６２６%の事業所が、雇用管理等の見
一－－－－－－ニーー,…－－－壁…エー…---;,－～…,扉…･･－－ﾑﾆﾆ…?ｎ……～--,←…一一ペーーー…ヱｯﾄﾞ“…￣～～…-,.

直しを「実施した」と回答している。
ヱニーーーーニ=－－．－二一=.－竺一…１－…－－千－－－Ｗ～…iルー`寧一～こ…赤--竜ｗ…一言．－．－－－ニョハヴー…ニーーー1-兵一：含～ｃ－少佼司＝-マーーム

その具体的な内容（複数回答）は、「労働条件通矢ﾛ書等で、特定事項（賞与、
,._乱_し,,し,〆.-こ…Ⅱ.『-,,,派-い｣－，~:?'

昇給､退職金）を明示するようにLたnj41SZlllWlinljii最も多くご以下、「正社員
と短時間労働者め職務内容の区分（違い）を明確にした」（141%)、「短時間労

一一?￣､､エーニーーーＳ－－－秀一＝－－雪一一?－－－－－－－，……－－訊寅＝国～＝ＩＦ－F硬』……－壺芦率魏＝玉璽=一一バアミラ鈩弓?刃百四字…ｉｗﾂﾞｉｎ病下而訴覇

働者も福禾１１厚生施設（食堂、休憩室、更衣室等）を禾ﾘ用できるようIこした」

（11.7%)、「短時間労働者から正社員への転換推進措置を設けた」（11.4%)、「短
‐..._:､.－,ﾄ..当`_..「,L,"‐=1,---…ｗ典.,.』詞..,再々…,章－ｪ：－．-二`.､４｡＿ぜ.､＿`二・.-.,.銀－－－F-－二一,!～.,`－－－．._＝－－行_弓＿.＝--ﾆｰｰｰｭｰ化.-F←=.､へ一三一..`.,２K-,-.｣了.｢､1Fq二j÷｣‐ｂ－｣.戸.=－す〒_す2:君〒tPニーミ,？r命寺:jT鴬7＄Jr舌::Ｍ鈍】･--Ｊ｢＝ＴＱ痘寸｢ﾑ1.話,-],-J馬-,--」Ｊｗｌ－二二下.，:、:.-割.～･〆-'ｆ－ＰＦ'‐--..F･巳･学(･訳丙-ｆ云玖ｐｗ"法v'9H･』11河.7$宛ﾂ::'七用恢平ISi託

時間労働者の]薑金等処遇を（正社員との均等・均衡や、意欲・能力等を考慮し

改善二Ｌ鶯jt急L(1Ｍ%)､｢短時間労働者にも教育訓練を実施するようにした｣(107%）
となっている'7。

＜第６条関連＞

○短時間労働者の雇入れ時に労働条件を明示している事業所は９７．３％あり、

その方法（複数回答）については、「主に労働条件通知書、労働契約書等書面

を交付している」が８９．５%となっている18。

＜第７条関連＞

○短時間労働者に就業規則が「適用'9される」事業所は８５］%で、作成に当た

っての意見の聴取方法は、「短時間労働者の過半数が加入する労働組合または

短時間労働者の過半数を代表する者の意見を聞いている」(37.1%)が最も多く、

何らかの方法で短時間労働者の意見を聴いている事業所は８割を超えている20。

＜第８条関連＞

１６全国の常用労働者５人以上の10,000事業所及び当該事業所の短時間労働者（正社員以

外の労働者で、パートタイマー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員等の名称にかか

わらず、，週間の所定労働時間が正社員よりも短い労働者）５８，５８３人に対し、平成２２

年４月，曰現在の短時間労働者の雇用管理の状況等について、同年６～７月に調査票を

配布。有効回収率は、事業所調査については30.4%、個人調査については10.6%である。

なお、本調査結果については、「短時間労働者」の文言をそのまま引用する。

１７図表２０参照

１８図表２１参照

１９改正パートタイム労働法第７条では、就業規則の作成．変更の際には、パートタイム労
働者の過半数を代表する者の意見を聴くよう、事業主の努力義務を定めている。

２０図表２２参照

６ 



○事業所において最も人数が多い職種に就いている短時間労働者２１のうち、正

社員と職務（｢業務の内容」及び「責任の程度｣）がほとんど同じ短時間労働者
…－－－－－－－－～…壗三:罰

が｢いる」議駈｣[よ.zMMiIとなっている22。

Ｏ正社員と職務がほとんど同じ短時間労働者の１時間当たり賃金の正社員賃

金に対する割合について、「正社員よ1J高い」が3.9%、「正社員と同じ（賃金

差はない)」が17.5%となっている｡一方､｢正社員よりも賃金額が低い｣(69.5%）

場合に、正社員の「６割以上」とする事業所が８害Ｉ超となっている23゜

「正社員より（短時間労働者の）賃金割合が低い」理由（複数回答）につ

いては、「勤務時間の自由度が違うから」が５２６%、「そういった契約内容で労

働者が納得しているから｣が46.6%､｢人事異動の幅や頻度が違うから｣が29.5%、

「残業の時間数、回数が違うから」が24.7%となっている24。

○短時間労働者においては、「職務が同じ正社員がいる」とした者は」三-9ＵＩＬ

‘(三鵲三雲鶏星鐵爲ﾓ騨書爵繍鴬襟二三
と比較した自らの賃金水準について､里uibi-[巫社員より賃金水準は低ＬＬ１ＬｊＱｉ

ゲバ饒藝i呈上｡三旦三iLJLJ二菖:ゑこz1L28]%が｢正社員より賃金水準は低く納得してい
看元Ｔ三万ぞ[て三;諾：？ 

！ 

○「正社員より賃金水準は低いが納得している」理由（複数回答）については、

「責任の重さが違うから」（46.6%)、「もともとそういった内容で自分も納得し

ているから」（44.2%)、「勤務時間の自由度が違うから」（37.7%）などが多くな

っている。一方、「正社員より賃金水準は低く納得していない」と回答した理

由は、「正社員と同じ内容の仕事をしているのに差があるから」（73.9%）が多

くなっている26。

○正社員と「職務」がほとんど同じ短時間労働者が「いる」事業所24.4%のう

ち、「人材活用の仕組み等（人事異動の有無等)」について、「正社員と（全期

2１ 
調査対象である全短時間労働者の84.4％に該当する。当該職種以外の職種においても、

パートタイム労働法第８条の３要件に該当する短時間労働者は存在していると考えられ

る。

図表２３参照

図表２４参照

図表２５参照

図表２６参照

図表２７参照
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間を通じて）同じ者がいる」事業所は１３．３%であり、このうち、「無期契約27」

の短時間労働者がいる事業所は39.6%となっている。

一方、短時間労働者数で見ると、最も人数が多い職種に就いている短時間

労働者のうち、正社員とほとんど同じ「職務」に就いている割合は３．４%であ

り、このうち、「人材活用の仕組み等」も正社員と（全期間を通じて）同じ割

合は10.8%であり、そのうち無期契約の割合は２９．７%となっている。

この結果、パートタイム労働法第８条の３要件に該当する短時間労働者が

「いる｣事業所が､短時間労働者を雇用している事業所に占める割合は１］％、
一僅証牢=７－国:＝倉…-.…唖…よ…1…ユーー…輕二上１－－－一番_塗四一－－画凸幽…～｣一二｣よ…贋=…陸～＝……三・…J…－－＝｣…竺率＝…き:…工錘…:〒-~』…ｺﾆ潭示派?…字:ＴＩ筐:'…海~缶…写』…二÷論議鼻…鋸iW7rm嘘z詞H団…蝿w'厄…蝿…癖が…頭'……ｻｧﾃﾞ疫愈;己ﾋﾟｺ２１畝w鋼HiNvFD7園…霜r……珂邇zvi7…嶺~毎齪リ

パートタイム労働法第８条の３要件'二該当する短時間労働者力ii…短時間労働

誕蝕畳割合1=雌堕て隆壼川,ｑ
へ蘂－－－

＜第９条関連＞

○短時間労働者の賃金を決定する際､考慮している要素(複数回答）について、

「能力、経験」（59.6%)、｢職務の内容」(55.7%)が｢地域での賃金相場」(43.5%）

を上回り、「職務の成果」（32.1%)、「最低賃金」（30.8%）が続いている３０。

○手当及び各種制度の実施状況（複数回答）について、通勤手当（80.7%)、健

康診断(79.8%)などで正社員と短時間正社員ともに実施している割合が高い。

正社員に対してのみ実施している制度としては、退職金（79.8%)、役職手当

（７５３%)、家族手当（６９７%）などとなっている31。

○同じ仕事を行っている正社員が「いる」短時間労働者が、賃金以外の処遇等

で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており、納得できないと考えているもの

（複数回答）では、「賞与」（45.8%)、「定期的な昇給」（29.1%)、「退職金．企

業年金」（24.7%）が多くなっている32。

く第１０条関連＞

○短時間労働者全般に対する教育訓練の実施状況について、多い１１頂に厄El常H1ワ

業務を通じた計画的な教育訓練(OJT)」(57］%)､｢入職時のガイダンス(Off-JT)」
,～,,-.,..ｊｗ..．』十,-．少－－．｡.,．Ⅲ1---.-.,,.悪,_ハ『,,..‐-..-..7--,～､二・-:~..‐亀‐;--,.‐-,一宇,..〒-ず－－－．－－－~可＝

鯉2%)､「職務遂行に必要な能力を付与する教育割11練(Off-JT)」（382%）と

２７「無期契約」とは「期間の定めのない労働契約を結んでいる場合」及び「期間を
定めて労働契約を結んでいても、期間の定めのない労働契約と同視することが社
会通念上相当とされる場合」として調査した｡

２８図表２８参照

２９図表２９参照

３０図表３０参照

３１図表３１参照

３２図表３２参照
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なっており、正社員に比べ、実施率は低くなっているものの、パートタイム労

働者が従事する職務に必要な導入訓練は一定程度実施されている。

一方で、「キャリアアップのための教育訓練〈Off:JT)」については６正社員

に対する識雫棚n劃であるの'二対いlZ61IlL1二とどまっている。
また､正社員と職務が同じ短時間労働者に対して行っている教育訓練の内容

についても、同様の傾向となっている33。

＜第１２条関連＞

○短時間労働者から正社員への転換推進措置について、「憲J1iliLLz;;仏る｣蕾事業
ﾆﾗﾂ信所は48.6%であり、実施方法（複数回答）としては、「正社員を募集する場合、

，,.`～～一・=＝二一一霊窒空室鍍調｡…-.…ｱｰﾆｰ…『､≦見,壷?－２＝ﾆｺﾞf:，､、

その募集内容を短時間労働者に周知している」（51.0%)、「試験制度など正社員

転換制度を導入している」（45,6%)、「正社員のポストを社内公募する場合、短

時間労働者にも応募機会を与えている」（385%）となっている34。

また、短時間労働者から正社員への転換推進措置を「実施している」事業所

における、過去３年間の正社員への転換状況をみると、転換実績が「ある」

害Ｉ合は399%となっている。また、その場合の応募者に対する転換者の割合で

は、「80%以上」が６７．６%となっている35ｏ

,棲〆易〆〆…
〆う

し
”

○短時間労働者から正社員への転換推進措置を｢実施している｣事業所(48.6%）
のうち、実施する上で支障が「ある」割合は30.5%であり、支障の理由（複数

回答)は､「正社員としてのポストが少ない」(43.3%)、が最も多くなっている。

また、転換推進措置を「実施していない」事業所（484%）における、その理

由（複数回答）についても、「正社員としてのポストが少ない」（32.8%）が最

も多くなっている36。

○なお.短時間労働者かa正社員への転換推進f萱j鬘塗_[実施し,毛いる｣事業所

α)Lう二二三Q皇旦出処z1座ゴム有期契約労働者髄時間正社員Lnjニヨi偽zEEElﾖ間H’態
を設けている37。

○過去３年間に正社員を新たに採用する際､在籍する短時間労働者を外部応募

３
４
５
６
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図表３３参照

図表３４参照

図表３５参照

図表３６参照

図表３７参照。なお、「無期契約社員」とは「(調査事業所にとっての）いわゆる正規型

労働者とは異なる雇用管理区分（例えば勤務地限定や職種限定等）をいう｡」として調

査した。



者より優先させて採用したことが「ある」事業所は18.3%となっている６

に対し、今後の優先採用方針については、約半数（50.4%）の事業所が、

採用したい．優先採用を考えたいとしている38。

れ
先
こ
優

く第１３条関連＞

○改正パートタイム労働法の施行後２年間に、短時間労働者から処遇に係る
～画………割…,`…~～………－－－……=…＿……－－－

説明を「求められたことがある」事業所は２２．３%となっており、このうち、求

めち矛匝雇丙蓉喜T競萌UそCWr割苔ほりlj丁怠！;笘潅■ろぞC〈葛釘

’ 
ii霞一一二皇…歩

○現在の会社や仕事に対する不満･不安について、３７．６%の短時間労働者が｢な
、 ￣｡…==,…砦一切､劃壷…j霞…!……側？…､』…面偏B…皇………塩アピー`:‐－

い」としている一方j､凪0%の短時間労働者が［あ.る｣としており、その内容
恥－J＝,ﾄﾞｮﾋﾞｾﾞ声､w続耐＝市,守昂＝9V訂而７

（複数回答)は．多いＩＩ項に｢鬘錘i室lfLL(lI1L鋤)、「雇用が不安定」（26]%)、
「正社員になれない」（23.6%)、「有給休暇がとりにくい」（21.8%)、「短時間労

働者としては仕事がきつい」（２０８%）などとなっている40。 ( 

＜その他（事業所調査）＞

○短時間労働者を雇用している理由（複数回答）は、多い1'頃に、「人件費が割

安なため（労務コストの効率化)」（46.2%)、「簡単な仕事内容のため」（41.7%)、

「１曰の忙しい時間帯に対処するため」（38.0%）などが続き、「定年社員の再

雇用のため」（27.2%）も一定数みられた410

○短時間労働者が最も多い職種について、「契約期間の定めがある」事業所は

８５．９%、「契約期間の定めがない」事業所は１２５%であった42。

＜その他（個人調査）＞

○短時間労働者の就業している理由（複数回答）は、「主たる稼ぎ手ではない

が、家計の足しにするため」（43.3%）が最も多く、これに「主たる稼ぎ手では

ないが、生活を維持するには不可欠のため」（27.7%)、「生きがい゛社会参加の

ため」（24.8%)、「家計の主たる稼ぎ手として、生活を維持するため」（24.0%）

となっている43。

８
９
０
１
２
３
 

３
３
４
４
４
４
 

図表３８参照

図表３９参照

図表４０参照

図表４１参照

図表４２参照

図表４３参照

10 



○短時間労働者を選択した理由（複数回答）について、「自分の都合の良い時

間（日）に働きたいから」（36.8%）が最も多く、以下、「勤務時間・曰数が短
一一一一一一一一一一国－，＝一二一＝－－－－－．

いから」（31.1%)、「家庭の事情（育児・介護等）で正社員として働けないから」

（23.1%)、「就業調整（年収や労働時間の調整）ができるから」（21.3%)、「正

社員として採用されなかったから」（16.3%)、「正社員として働くことが、体力

的．精神的に難しいから」（14.8%）となっている44。

○今後の働き方については、「短時間労働者を続けたい」が69.9%となってい

る￣方、「正社員になりたい」は18.8%となっている45。

○「雇用期間の定めがある」としている短時間労働者は83.2%、「雇用期間の

定めがない」としている短時間労働者は155%となっている。

○短時間労働者のうち、「 %となっている。

その理由（複数回答）としては、「自分の所得税の非課税限度額（103万円）

を超えると税金を支払わなければならないから」が４７．８%､次いで｢－定額(130

万円）を超えると配偶者の健康保険、厚生年金等の被扶養者からはずれ、自分

で加入しなければならなくなるから」が３６．８%、「－定額を超えると配偶者の

税制上の配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除が少なくなるから」が26.5％

と続いている46。

②都道府県労働局雇用均等室における指導状況等

く都道府県労働局雇用均等室への相談＞

○パートタイム労働に関する相談件数について､平成20年度は13,647件あり、
ロ■?Hﾌ守りや両豈Ｔｒ７Ｆ?ママ‐:='1F記マーーマYPT…て＝扉－か文＝勺一六で宅到百一一声『万一戸壱一一一-一一一”

その内訳は、事i業主ｎらの相談が.6Ｌ8％（8,435件)、

迩息kU重おり、施行初年度であったため、法律の相談が２０．６％（2８

の内容に関する問合せが多かった47．

平成21年度の相談件数は5,222件あり､事業主からの相談が570％(2,978
件)、パートタイム労働者からの相談が243％（1,270件）となっており48,平

４４図表４４参照

４５図表４５参照

４６図表４６参照

４７図表４８参照

４８図表４９参照

1１ 



成22年度の相談件数は6,307件あり､事業主からの相談が43.9％(2,767件)、

パートタイム労働者からの相談が35.8％（2,255件）となっている49。

○パートタイム労働者からの相談内容50については、各年度とも「労働条件の

文書交付等」及び「待遇に関する説明」に関するものが多く、施行初年度には、

「差別的取扱いの禁止」及び「賃金の均衡待遇」に関するものも多かったが、

平成２２年度には、「通常の労働者への転換」の方が多くなっている。

○葛藪業主からの相談内容51については、各年度において、「労働条件の文書交付

等」及び「通常の労働者への転換」が多く、「差別的取扱いの禁止」が続いて

いる。

＜都道府県労働局雇用均等室における指導（パートタイム労働法第１６条）＞

○平成２０年度は、６，２７３事業所に対し報告徴収52を実施し、このうち何らかの

パートタイム労働法違反が確認された４，８１３事業所に対し、8,900件の是正指
一一一墜一…－－－=～正一－－………一再配－ご宣一

導を行った53。

また、平成２１年度は、13,992事業所に対し報告徴収を実施し、このうち

１２，１７２事業所に対し、２５，９２８件の是正指導を行い54、平成２２年度は、１２，５９０

事業所に対し報告徴収を実施し、このうち１１，１５７事業所に対し、26,091件の

是正指導を行った55。

なお、平成２１年２月より、都道府県労働局雇用均等室に配置される、事業

主に対し専門的な助言及び支援等を行う｢均衡待遇･正社員化推進プランナー」

が増員されたため、平成２１年度以降の報告徴収実施事業所数及び是正指導件

数が増加している。

○是正指導の内容としては.各年度におし」て.?I通常の労働責:qﾐ｣(p藪蝋L及び
「労働条性pDX薑交付等｣に関z'三量迫のが篝.包在2鱒リ、各々がく是正指導
件数全体の約２割～約３割を占めている。

９
０
１
２
 

４
５
５
５
 

図表５０参照

｢指針」（第１４条）及び「その他（年休、解雇、社会保険等)」を除く。

注釈５０と同じ。

「報告徴収」とは、事業所への現地実地調査等を行うことのほか、法の施行に関し必要

な事項につき事業主から報告を求めることをいう。

図表５２参照

図表５３参照

図表５４参照

岡
別
閲
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賃金等の待遇について、「賃金の均衡待遇」に関する是正指導は一定程度あ

るものの、「差別的取扱い禁止」に関するものは、平成２０年度以降、７件、７

件、３件ずつと少なくなっている。

＜紛争解決援助（パートタイム労働法第２１．２２条）＞

○平成20～22年度の都道府県労働局長による紛争解決援助の申立件数は､辿

轟総住あり、内訳は｢労働条件の文書交付等｣_JbjiL住､｢差別的取扱いの禁止｣が
７件、「通常の労働者への転換」が３件、「待遇に関する説明」が２件となって

いる。

調停は、平成２０年度に３件の申請があり、すべて「差別的取扱いの禁止」

であった。

都道府県労働局長による紛争解決援助及び調停は、すべてパートタイム労

働者からの申立又は申請であった56。

/iｌｉ７ 

ｲｨ 
「９

藷Yij（
鰯六

瀞

（４）諸外国のパートタイム労働法制５７

○曰本のパートタイム労働対策の在り方を検討する上での示唆を得る観点か

らは、ＥＵ諸国等諸外国のパートタイム労働法制の検討は有意義であると考え

られる。その際、ＥＵ諸国等においては、職務給制度が中心であることや、産

業別に設定される協約賃金が、フルタイム労働者・パートタイム労働者を問

わず適用されること等、日本の雇用関係との違いを考慮することが重要であ

る。

①－１２２Z竺旦4三二上皇ｕﾑ蛍:働1ｊｌｉ強
○ＥＵでは、１９９０年代以来、競争の激化と高失業率の中、労働市場の柔軟

性（フレクシビリティ）と雇用の安定性（セキュリティ）の両立という

問題意識の下、パートタイム労働という雇用形態を選択できる「柔軟性」

と、パートタイム労働を選択しても、フルタイム労働との均等待遇が保

障される「公平性」を両立し、パートタイム労働による新たな雇用を創

出していくこと58が目指された。

５６図表５５参照
５７この項における「待遇」に関する記述については、（独）労働政策研究・研修機構「雇

用形態による均等処遇についての研究会報告書」（平成23年７月）を参照

5８なお、パートタイム労働者は男性と比べ、女性が多くを占めることから、パートタイム

労働を理由とする不利益取扱いを禁止することで、雇用における間接性差別の主たる原

因を解消することも、パートタイム労働指令採択の目的の一つと考えられる。（独）労

働政策研究．研修機構「雇用形態による均等処遇についての研究会報告書」（平成２３年

７月）４７頁
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これらを踏まえ、差別の除去によるパートタイム労働の質の改善、自

発的な基礎の下でのパートタイム労働の発展促進及び労働時間の柔軟な

編成に貢献することを目的（第１条）として、１９９７年にパートタイム労

働指令が採択された。

○この場合の、比較対象者は、「同一事業所において、勤続期間や資格／

技能を含む他の考慮事項に適切な考慮を払いつつ、同一の又は類似の労

働／職業に従事するところの、同一類型の雇用契約又は雇用関係を有す

るフルタイム労働者」（第３条第２項）であり、「同一の事業所において

比較可能なフルタイム労働者がいない場合には、比較は適用可能な労働

協約について行い、適用可能な労働協約がない場合には国内法、労働協

約又は慣行に従う｡」（第３条第２項）とされている。

＜パートタイム労働とフルタイム労働との間の転換＞

○パートタイム労働とフルタイム労働との間の転換に関する規定につい

ては、

「使用者は可能な限り、

５９「パートタイム労働者」とは、その通常の労働時間が、週労働時間ベース又は１年以内
の雇用期間の平均労働時間で算定して、比較可能なフルタイム労働者の通常の労働時間
よりも短い被用者をいう｡」（第３条第１項）

1４ 



(a)事業所内で応募可能なフルタイム労働からパートタイム労働への転

換の希望

(b)パートタイム労働からフルタイム労働への転換、又は機会があれば

その労働時間の延長の希望

(c)フルタイム労働からパートタイム労働への又はその逆の転換を促進

するために、事業所内の応募可能なフルタイム又はパートタイム労働

の職に関する情報の適時の提供

(d)高技能職や管理職も含め、企業内のあらゆるレベルでパートタイム

労働に就くことを促進し、適当であればパートタイム労働者のキャリ

ア機会と職業移動性を高めるための職業訓練の受講を促進するため

の措置。

(e)既存の労働者代表機関に対する企業内のパートタイム労働について

の適切な'情報提供

を考慮すべきである｡」（第５条第３項）とされている。

く運用の実態＞

○１９９７年パートタイム労働指令に基づく新たな判例は、ほとんどない

状況60である。

②旦謹i国｣'三おは量パニ上夕企ﾑ:if働i老ｉｉｌ
ｏＥＵ諸国においては､1997年ＥＵパートタイム労働指令の国内法化等によ

り、パートタイム労働に関する法制を制定している。その内容を概括す

ると、次のとおりである。

く待遇＞

○客観的（合理的）な理由

能なフルタイム労働者と上

(三上皇ゴム労働を理由として､比較可な理由なく、

ﾋﾕ全虹△蛍僅血宣'三iijし、べて、

賃金を含む労働条件に関して不利益な取扱いをしてはならないとされて

Cてる了－－－－－－－
パートタイム労働者の待遇改善等を目的とすることから、比較可能なフ

ルタイム労働者と比べ、パートタイム労働者を不利に取り扱うことを禁

止するが、パートタイム労働者を有利に取り扱うことは許容する、片面

的規制（不利益取扱い禁止原貝１１）と解されている。強行規定であって、

6０ 
〕ては、男女同一価値労働同一賃金原則における間

女均等待遇指令の間接差別条項により二二基L塾廻Ｌ
究・研修機構「雇用形態による均等処遇について

圃７Ｋ１９ノ６

臺述確之丘璽L工亘L1量夕（独）労働政策研究・研修機構
の研究会報告書川平成２３年７月)47頁
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原則として、直接差別を禁止している。

、、
１ 

１二
○履行確保手段には、司法上の救済のほか２－１王政l鑑[L二よる監督91Ｊ王政
型ADRによる紛争処理62等63がある。

旨乏訂蘆荏i三弓'頑そTま二王認工廠誉の場合には､原告たるパートタイム
労働者が､①原告労働者と比較可能なフルタイム労働者が同一労働に従事

していること（同一労働に従事する比較対象者が存在していること)、及

び②両者の間に待遇格差があることを立証し、これが認められると、不禾リ

益取扱いが推定され、使用者は抗弁として、③客観的（合理的）な理由に

より、その待遇格差が正当化されるものであることを立証しなければなら

ず、立証責任が使用者に転換されることとなる。

司法上の救済において､原告たるパートタイム労働者と比較可能なフル

タイム労働者との間で、客観的（合理的）な理由のない待遇格差が認め

られた場合、使用者は、当該労働者に対し、法違反による損害賠償義務

等を負うものである。

○パートタイム労働に係る不禾Ｉ益取扱い禁止原貝11の適用に当たっては､比

較対象者（上記の「比較可能なフルタイム労働者」をいう｡）が必要であ

り、原貝Ｉとして、比較対象者は、パートタイム労働者と同一使用者に雇

用されていることが求められる。また、比較対象者は、同一労働に従事

する労働者として現に実在することが原則とされている。このように、

■比較対象者は､パートタイム労働者と同一の労働に従事していること（同

一労働要件）が求められるが、解釈運用の実態をみると、問題となる給

付の性質が基本給など職務内容に関連する場合は、同一労働要件が求め

られるものの、食事手当や福利厚生など給付の性質が職務内容に関連し

ない場合は、同一労働要件が求められない傾向がみられる64．

基本給など職務内容に関連する給付が問題となっている場合において、

パートタイム労働者と比較対象者との間で職務が異なる（同一労働に該

当しない）ときは、パートタイム労働に係る不禾Ｉ益取扱い禁止原貝Ｉは、

適用されていない。

１
２
３
４
 

６
６
６
６
 

フランス

イギリス

フランスの有期契約労働及び派遣労働に係る不禾Ｉ益取扱いについては、刑事制裁がある。
ドイツ、フランス
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○パートタイム労働に係る不利益取扱い禁止原貝11の適用に当た1J、適切な

場合には、フルタイム労働者とパートタイム労働者間において、労働時

間数に応じた待遇確保（時間比例原則〕が求められている。

○上上連交2ht象;苣力i叫司＝労働に従事してL)るか否かは､パートタイム労働者と
一昔一色－－＝－ニー

の職務内容の同一・類似性65をもって半Ｉ断される傾向にある。

○客観的（合理的）理由の有無については、問題となる給付等の性質・目

的に応じて柔軟な判断がなされる傾向がみられている66。

○職務関連給付（基本給、職務手当など）については、同一労働である比

較対象者を必要とし、勤続期間、学歴、資格、職業格付けが異なる場合

」こは、客観的正当化事由として認められている。

職務関連以外の給付等については、比較対象者を必要とするが、同一

労働要件は求められず、客観的（合理的）な理由がない限り、量的に分

割可能な給付は比例原貝'1による給付が求められるとともにざ量的に分割

不能な給付（食事手当等）や福利厚生施設の未Ｉ用等は全面的に認められ

る傾向にある。

＜パートタイム労働とフルタイム労働との間の転換＞

○労働時間の変更を希望する労働者に対し､事業所で補充の行われる相応

の職に関する,情報を提供することや、従業員代表機関に対し、パートタ

イム職とフルタイム職との間の相互転換に関する情報を提供することが、

事業主に義務付けられている67例がある。

また、一定の要件を満たす労働者は、契約上の労働時間の変更を求め

ることができ、使用者は、会社の利益に反する場合を除き、同意しなけ

ればならない68とされている例がある。

く納得性＞

○パートタイム労働者が不禾11益に取り扱われたと考える場合に､事業主に

対し、当該不禾Ｉ益な取扱いの理由について、書面による説明を求めるこ
－－一一一一一塾一向一程寺

６５Ｆイツ（同一又は類似の業務)、フランス（同じ格付けで同等の業務)、イギリス（同一

又は類似労働)、スウェーデン（同一又は類似労働）

６６Ｆイツ、フランス

６７Ｆイツ

6８オランダ
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と’0立てときﾐｰﾆi臺壁=f面Zlji訴詮働ける証拠として認められる例6,がある。
また、事業主は、パートタイム労働の状況を、企業委員会又は従業代表

に通知しなければならない70とされている例がある。

６９イギリス

7Oフランス
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２検討に当たっての基本的考え方

（１）パートタイム労働者が能力を発揮する社会

１でみたとおり、雇用者総数に占めるパートタイム労働者の割合は４分の１に

達しており、この背景には､バブル崩壊以降の厳しい経済情勢の中で、「人件費

が割安な」パートタイム労働者を求める企業側の需要の嵩まIJや、ICT化等によ

り業務内容が定型化した業務について､パートタイム労働者が従事するようにな

ってきたことがあると考えられる71。また、「都合の良い時間（曰）に働きたい」

としてパートタイム労働を選択する者があることに加え、「正社員として採用さ

れなかった｣パートタイム労働者が－定程度存在していることもあると考えられ

る。

また､パートタイム労働者の活用の進んでいる業種などにおいて基幹的役割を

担うパートタイム労働者72も存在しており、曰本経済を支える労働力として、パ

ートタイム労働者は引き続き重要である。

しかしながら、パートタイム労働者の待遇については、年齢や勤続年数にかか

わらず、通常の労働者73に比べ賃金カーブの傾きは小さく、正社員に対してのみ

支給されている手当も多く、教育訓練の実施率も通常の労働者に比べて低い等、

通常の労働者との間に格差が生じている。また、このようなことから、仕事に対

して不満・不安を持つパートタイム労働者も相当程度存在している。

このような待遇の格差については､パートタイム労働者と通常の労働者との間

７１厚生労働省「パートタイム労働者総合実態調査」（平成１８年）と（独）労働政策研究．

研修機構「短時間労働者実態調査」（平成２２年）を比較すると、「短時間労働者を雇用

する理由」（複数回答）について、「人件費が割安なため」が減少している－方で、「簡

単な仕事内容なため」は増加している。図表４１参照

７２職務が正社員とほとんど同じパートタイム労働者がいる事業所について、厚生労働省

「パートタイム労働者総合実態調査報告」によると、平成１３年の４０．７％から平成１８

年には５１．９％に増加しているが、（独）労働政策研究ｄ研修機構「短時間労働者実態調

査」によると、平成２２年には、２４．４％となっている。

一方、同じ仕事を行っている正社員がいるとするパートタイム労働者について、厚生

労働省「パートタイム労働者総合実態調査報告」によると、平成１８年には56.8％とな

っており、（独）労働政策研究・研修機構「短時間労働者実態調査」によると、平成２２

年には５４．８％となっている。

７３パートタイム労働法において、 、茸０】■□

わゆる正規型の労働者がいる場合は、当該正規型の労働者」をいい、「いわゆる正規型
詔ヱーハョ毎彗畢牽ぞ冠二季会ザーヱ空壺ご＝＝全一ごＳ“~ＴＰ

に従い、ロ

雲霧i1i鶏繋i書蕊驫1蕊i鵜iii雲霧繍蕊：縞震二
℃そ牢iFl行iぢﾖgUiﾌﾞであること｣としている｡平成19年TiJ月ｎ百Ji守1ﾆﾁ墓葵舅Tom房ご
職発第1001002号、能発第1001001号、雇児発第1001002号「短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律の施行について」第１の３（３）
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で、職務、働き方や待遇の決定方法が異なることが－つの理由と考えられる。

即ち、曰本の雇用システムは､大企業を中心に､企業と通常の労働者との間で、

職業生涯を通じてキャリア形成74を図ることを合意し、その雇用を保障し、生涯

賃金と貢献度に基づき賃金を決定しつつ､集中的に訓練を行う仕組みとして機能

を果たしてきた。また、労使間の信頼醸成という点でも効果的であり、一つのソ

フトパワーとしてこれまでの曰本企業の競争力の源泉となってきた75゜

と=誌高菫鰄ご鯛}二筐鰯口霊jlliii篭FYii壽二1霊iifNこ
げる需給関係や地域における賃金相場の影響を強く受けている6ｺまだご教寶訓練～

投資の回収が見込み難いため、教育訓練については、職務に従事するための導入

訓練は実施されるものの､キャリア形成のための訓練は限定的なものとされる傾

向にある。

既に士旦１厘幽塗とLrjﾐﾘﾐ合墜圭荘す労偉1L2tIj共鎗tliiiliIiitlさi2lL量旦劉三d己い
て「全員参加型社会」を実現するためには、パートタイム労働者も含めた女性の

１－､分＝、＝ぎぶ＝ご当＝ニデーーー等＝＝＝ニーーエーーテーーーーーｒ－ミーーー－－－－‐……－－．．－－－-一一一・‐－－＝：'F‐・‐－－－.ﾆｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ‐且・--テー厚下・…デー--..-￣．．￣￣－－－.ﾏｰｰ､￣ニヘー￣ヂーーー:￣'･昌一へ￣～￣ど~訂一号？｡…一驚~ペヨー弱,--￣』テヨーT~＝.－:L￣….可･弓デー－９￣gx呰一;＝rFユ｡…竃で､＝…＝評.L凶仁＝マエニーー･-＝冠塗匡－－華ミーーピ

就業g)迩太が最重要課題となっＺいる。
このため､様々な事情により就業時間に制約のある者が従事しやすい働き方と

して、また、ワーク・ライフ・バランスを実現しやすい働き方として、パートタ

イム労働の積極的な活用が非常に重要であり、その中で、パートタイム労働者の

均等待遇を目指していくことが必要である。

なお、これらを踏まえ、パートタイム労働者一人一人が、キャリアの見通しを

持ち、均等な待遇を得て、高い意欲を持ち続け、その能力を有効に発揮すること

により、企業においても生産性が向上し高い経営パフオーマンスが生み出され、

ひいては日本経済の持続的発展がもたらされるような仕組みを目指すことが重

要である76。

７４「キャリア形成」とは、労働者が自らの職業生活設計に即して必要な職業訓練等を受け
る機会が確保され、必要な実務経験を積み重ね、実践的な職業能力を形成することをい
う。

75厚生労働省「雇用政策研究会報告書」（平成１９年１２月）１４～１５頁及び（独）労働政策
研究・研修機構「雇用形態による均等処遇についての研究会報告書」（平成23年７月）
１５頁参照

7６（独）労働政策研究．研修機構「非正規社員のキャリア形成一能力開発と正社員転換の
実態一」労働政策研究報告書No.１１７（2010年３月）によれば、パートタイム労働者を
含む非正規社員について、OJT、Off-JTともに、企業内訓練を受講した場合には、職業
能力に関する自己評価が高まるとともに、生産性も向上し、また、企業において、非正
規社員にとりキャリア形成機会の見通しがあるほど、非正規社員は、仕事内容の高度化
等による技能の向上を経験している。
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②ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働青空曇塁曇実態や企業の雇用管理制度等を踏まえ±対応

１でみたとおり、パートタイム労働者の中には、待遇や雇用の安定について不

満・不安を持つ者や、通常の労働者として採用されずパートタイム労働を選択
せざるを得なかった者もいる一方、勤務時間や日数が柔軟な働き方を自ら選択
している者も多く、パートタイム労働者の現状に対する意識は多様である。

また、定型的で軽易な職務に従事する者だけでなく基幹的役割を担う者も存

在しており、若年層や高齢層を中心に男性においてもパートタイム労働者が増
える77など～働き方の実態は非常に多様になっている。

また､企業においても、パートタイム労働者について基幹的職務に従事する
者を中心に職務給に職能要素も組み合わせた賃金体系を採用するなど、雇用管
理の実態は様々となってきている。

今後のパートタイム労働対策の在り方を検討するに当たっては、こうしたパ

ートタイム労働者の多様な就業実態や、企業の雇用管理の多様な実態を踏まえ
る必要がある。

７７１週間の所定労働時間が３５時間未満の労働者は、1989年には、男性367万人、そのう

ち１５～34歳層は122万人（33.2%)、５５～64歳層は９２万人（25%）であったが、２０１０年

には、男性447万人、そのうち１５～34歳層は143万人（32%)、５５～６４歳層は１９１万人

（４２８%）となっている。
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Ｓパートタイム労働の課題

（１）通常の労働者との間の待遇の異同

イ差別的取扱いの禁止（パートタイム労働法第８条）

パートタイム労働法においては、「通當匹蛍｣動者と剛見:Ht=:!≦L壹雲LJLjニートタ
イム労働者について差別的取扱いを禁止しており、「通常の労働者と同視す

べ善丁でilijろかどうかを判断するに当たっては、曰本の雇用システムが、あ

る程度長期の雇用を想定して､人材育成を行うとともに待遇が決定されてい

雲鍵篭篝篝ii灘溌〕
るi薯ftE該当するﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者I主蕊調査'三よると.鷺調鋤鄭
７ﾐﾆi蜑芽駕幾鰭`二二|:藍,蕊鑿認購露砦iくげ
・鰭一一虞E』…鐸－－－ニーニー:=坐:￣』＝…－－－￣

る゜

３要件を満たすパートタイム労働者が少ないのは、企業において、パート

タイム労働法を遵守したため､通常の労働者とバーＭｉＬゴム謝動煮!Q職務P９

容を明確に区分することにより､差別的取扱い禁止対象となるパートタイム
－m…亟鍾…田圃麺jz…T…､霞…RI\;7＝…N､函用;齪遥苅昆鍵＝薊鴎袰,限一之嵜かOT-r夛匙覇…可で-ご罎辨〆－－－１－屯、L,，ｗ『‘歌二ｍルー-忠…｢.-丁万人;:－ＦｌｉＬｐｐ、H藝汀Ez麺蕊'千zf…Hｴ型ﾐ国華;二tr＝7蚕逵璽国ﾑﾛﾛTZIH型im型』家ぞう'室雲愈ｒ草<零巡醸ごﾌﾞrl露呈曄写?\ツー-円，嚢↑宗＝了月遍Bgzf…j百一

労働者の解消を図っていることもその要因と考えられる78。
￣－－塁…g麹…s…壷巨｡…z……E癒雰Rn扇愈宮元顕?vY罰?軍z声ご屈渕了戸了と可F守可rP戸才ｒ声舂へ菖司一一シーーデ当宍一”一三一一…瓦一で互示,了で‐団了い－Ａ－トー…ず～雪$－－．;ヘー箸エボヘー』ｊｍｚ二上、TAI'二'二'一二艀::了吋:'５了寧u2njIZ1。魑

労己署漣聲菫繍走i鰯鰯iどこLj萱:=菫ご茎豪農まし
仏ゴー且晶ｪ巖珍Lｸﾘｽﾄとして機能しているのではない、という二とを含め、
そち《、i里Ｕ殉に。いて戸検討する必要があると考えられる。

均衡待遇の確保（パートタイム労働法第９条）

１でみたとおり、事業主が、パートタイム労働者の賃金を決定する際に

考慮している要素について、「能力、経験」や「職務の内容」が、「地

域での賃金相場」や「最低賃金」を上回り、また、「職務の成果」も考

慮されるようになり、一定の効果はあると考えられる。

しかしながら、会社や仕事に対し不満・不安があるパートタイム労働者は

,､約６割となっており、そのうち、賃金に対する不満・不安が最も高くなって

おり、パートタイム労働者の待遇改善に対するニーズは高いと考えられる。

同時に､都道府県労働局雇用均等室による是正指導も一定程度実施している

７８実態調査によると、改正パートタイム労働法の施行に伴い、「正社員と短時間労働者の
職務内容の区分（違い）を明確にした」事業所が14.1％となっている。
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ことから、より－層の待遇改善を推進する方策について検討する必要がある

と考えられる。
…宅

（２）待遇に関する納得性の向上（パートタイム労働法第１３条）（

１でみたとおり、「業務が正社員と同じ」又は「業務及び責任が正社員と

同じ」とするパートタイム労働者のうち、「正社員より賃金水準は低いが、

納得している」とする者が53.1％となっており、パートタイム労働法第１３

条の効果は一定程度あったと考えられる。一方で、会社や仕事に対し不満・

不安があるパートタイム労働者は約６割となっており、また、都道府県労働

局雇用均等室に対するパートタイム労働者の相談内容についても、第１３条

に関するものは、第６条に関するものに次いで多くなっていることから、パ

ートタイム労働者が､事業主に対し説明を求める潜在的なニーズは一定程度

あると考えられる。

しかしながら、１でみたとおり、過去２年間に実際にパートタイム労働者

から待遇に係る説明を求められた事業主は２害Ｉ程度となっており、パートタ

イム労働者は、その契約上の地位（交渉力）の弱さ等から、実際には、事業

主に説明を求めることが必ずしも容易でない状況がうかがえる。

祀明？￣ 

けら y】

鐘委ＤＪ二塾鰹』倉』1虹ﾆｫ蝋｣L:､パートタイム労働者の納得性をより一層向上させ
る方策を検討する必要があると考えられる。

(Ｓ）教育訓練（パートタイム労働法第１０条）

１でみたとおり、第１０条第１項に関していえば、通常の労働者と職務が

同じパートタイム労働者に対する､職務遂行に必要な能力を付与する教育訓

練の実施率は、通常の労働者に対する実施率よりも低くなっている。

また、第１０条第２項に関していえば、パートタイム労働者が従事する職

務に必要な導入訓練は、事業所において一定程度実施されている一方、キャ
両P-T〒J'1庁-宙51沫・司戸、＝,歳打＝て宜冤Ｚで岸寿翫ニ

リア形成79のための教育訓練につしＫは，_二必すしi:L士:iM;;;!』i工jt;、亀:Z二ＷQ;LLS。
逐五竜一壷ご…＝菊睡＝男色'』毎海国＝r匡二=■旬亟ﾒﾘ町一記弓璽苫ゼョ毎ご÷+４－~－－~｡~．､￣￣

査を分析すると、パートタイム労働者を含む正社員可〃凸

以外80に対するOff-JT及び計画的なOJTの実施率､さらに自己啓発の実施率

０ 

７９「キャリア形成」とは、労働者が自らの職業生活設計に即して必要な職業訓練等を受け
る機会が確保され、必要な実務経験を積み重ね、実践的な職業能力を形成することをい

つ。

８０「正社員以外」とIま、常用労働者のうち、「嘱託｣、「契約社員｣、「パートタイム労働者」
又はそれに近い名称で呼ばれている人などをいう。なお、派遣労働者及び請負労働者は

含まない。厚生労働省「平成２２年度能力開発基本調査」
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についても、正社員の実施率の約半分となっている８１。

このように、第１０条の規定の実効性、特にパートタイム労働者のキャリ

ア形成は、必ずしも十分ではないと考えられる。

パートタイム労働者にとっては､キャリア形成の機会が十分得られないこ

とは、働くインセンティブが阻害され、さらに、待遇が改善する機会が得ら

れないことから､通常の労働者との待遇の格差を是正することが難しくなる

おそれがある。このため、パートタイム労働者のキャリア形成を促進してい

くための方策を検討する必要があると考えられる。

（４）通常の労働者への転換の推進（パートタイム労働法第１２条）

１でみたとおり、パートタイム労働者の通常の労働者への転換推進措置を

実施している事業所は約半数であり、そのうち、過去３年間に実際にパート

タイム労働者を通常の労働者へ転換させた事業所は約４割となっており、そ

の更なる推進が必要であると考えられる。で

また､１でみたとおり、パートタイム労働者は､雇用が不安定であったり、

勤続が長いにもかかわらず有期労働契約であることを不満･不安に感じてお

り、雇用の安定を志向する一方で、様々な事情により、勤務時間や曰数が柔

軟な働き方を自ら選択しており、通常の労働者への転換よりも、むしろパー

トタイム労働者を続けたいと考えている者の方が多い。

１において、正社員への転換推進措置を実施している事業所の約４割で中

間形態を設けていることも示したが、このような現状を踏まえると、パート

タイム労働者にとっては､責任や拘束度などの面から働き方の大きく異なる

｢通常の労働者」への転換だけでなく､。 力1塁

言のニーズに応える方策がある力､どうかについて検討する必要があると考

えられる。

（５）パートタイム労働法の実効性の確保

イ事業主に対する報告徴収、勧告等（パートタイム労働法第１６条）

パートタイム労働法違反を把握した場合については､都道府県労働局雇用

均等室において、 虹蟇_指墓…動萱｣1具Ｅｌ息J2L量j[E董息図::;;L、:L:jlhZ1ljM量甚11t;ii1i三わ

極量妻!=鳶』tL1iH薑Ｌ１ＪＩ臺識見られる。
また、パートタイム労働法の主要規定である第８条及び第９条に係る助

言・指導・勧告については、事業所におけるパートタイム労働者及び通常の

労働者の就業実態や、賃金制度等の雇用管理制度及びその運用について、事

81第６回研究会資料３参照
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業主に対し詳細な資料の提出を求めヒアリングを実施することが不可欠と

なるが、事業主の協力が得られない場合もある。

このため、事業主に対し、より強力に法の遵守を求める方策について検討

する必要があると考えられる。

ロ紛争解決援助（」

１でみたとおり、

(パートタイム労働法第２１．２２条）

､、これについては、晋子ロ71［ よし=ユ

例えば、第８条該当者として紛争解決援助を開始したが、事後的に、該当者

ではないことが明らかになった場合には､紛争解決援助を継続できなくなる

ように､義務規定に係る
－－ｍ……＿午…三…－錘ｚ－－Ａ慮泰

■■■■ w】Ｐ え

られる82．

事業主がより－層パートタイム労働法を遵守するようにするため、紛争

解決援助の対象範囲も含め､その在り方について検討する必要があると考え

られる。

（６）その他

○税制、社会保険制度等関連制度

１で見たとおり、現在、就業調整を行っているパートタイム労働者は４人
－－１…｣ムニニコ…r2:三;麺』…'[…奥{』挙錘【些】垂､且nfz墜云?且二.壁?Yコエ?已硬雷了亟慰冠＝で＝-百ivmmb

I二１人83、就業調整を行う必要がないとして就業調整の水準以下で働く者が
－－－－－－－－－－－－←ご～－－－－－……－聖=－－－－－…-￣……"一一や～'``~ ロ

約４害Iとなっている。パートタイム労働者が就業調整を行う理由としては、

社会保険制度や税制等の適用に伴う負担の存在が挙げられる。

現行の社会保険制度においては、健康保険。厚生年金に加入している者

の被扶養配偶者は保険料を負担していない。しかし、年間収入が130万円を

超えると、国民健康保険・国民年金の被保険者に、労働時間や勤務日数が通

常の労働者のおおむね４分の３以上になると、健康保険・厚生年金の被保険

者となり､自ら保険料を負担しなければならず､趣｣:WhilL鋤璽鰔少
してしまう場合がある。加えて、事業主もパートタイム労働者を雇用する理
、

．■団弘麺鍾fRl準壁垂、画巫麺＝宝f■零アマ邑言:唾囎冒ｱ〒ｌｌｗＹｗ翌'Ll-`-＝鶴'1H1::晶十亜』&』､

由として「人件費が割安なため」を挙げている84ことから、事業主は、パー

トタイム労働者への健康保険･厚生年金の適用に伴豆負世旦鯉攪力nJを懸念する…
と考えられる。

また､ojfiijtL上Ｑｊｌｊｉｌ侵煮控除については､■世帯の収入の逆転現象は解消さ

れているものの､事業主力ij玄絵する家族壬当等については､配偶者の所得要

8２なお、このような場合には、紛争解決援助を打ち切り、第１６条に基づく報告徴収に切

り替え、行政指導を行うか、又は、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」（平

成１３年法律第１１２号）に基づく個別労働紛争解決制度の利用を勧奨している。

8３（独）労働政策研究．研修機構「短時間労働者実態調査」（平成２２年）

８４図表４１参照
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件を税制上の配偶者控除と同様の１０３万円以下とする制限を設けている企
一ヂエーーー:－－－パーセヘー

業が今なお多数であり、これを超える場合には、家計としての所得が減少し

てしまうこともある。こうした社会保険制度、税制等の適用に伴う負担の存

在が､パートタイム労働者が就業調整を行う一因となっていると考えられる。

このような税･社会保険制度､事業所における手当制度を前提とすると、

就業調整は、パートタイム労働者にとっても、－定の経済合理性を有すると

も考えられる85｡ただし､:tti全ｊｌｉｉｌｌ雲Zi襲駕11土量鷆｣ﾐﾆ1zj鼻､…filJ1謎l算担に
去ってL壬璽りり又入が減少するという｣1Ｉｌｌ１ｉｊ亜鰹L壬ｎＵｌＭ鷲霧i菫gGljlli三:!]上蕊ど
負担に応じてより手厚い保険給付を得ることができるという側面もある。パ

ーＴｚｒごr西芳wi蔓i著万；鱸調整を行う背景i三ほど濃葆蔭あ鮪差蔓i子葛こと
のメリットについて､理解が必ずしも進んでいない現状があると考えられる。

一方で、有配偶の女性パートタイム労働者のうち、就業調整を行ってい

る者は、就業調整を行っていない者に比べ、週所定労働時間数は約２２％短

く、また、時間当た1J賃金額は約６％低くなっている86との推計結果が示す

とおり、就業調整は、労働時間数の低下をもたらすことによ'J、キャリア．

ラダー87の形成を抑制し、パートタイム労働者の職業能力を発揮する機会を

阻害するとともに、賃金の上昇が抑制されることにより、パートタイム労働

者の待遇の改善をも阻害していると考えられる。

８５年収．手取り額への税．社会保険制度等の影響については、第７回研究会資料５．１２頁
参照

86樋ロ美雄「『専業主婦』保護政策の帰結」八田達夫．八代尚宏編『「弱者」保護政策の
経済分析」日本経済新聞社（平成７年）及び神谷隆之「女性労働の多様化と課題一税・
社会保険制度における位置づけ」『フィナンシヤル・レビュー』（平成９年１２月号）

の分析枠組みを踏襲し、（独）労働政策研究・研修機構「短時間労働者実態調査」（平
成２２年）に基づき、就業調整による週所定労働時間数、時間当たり賃金額への影響を
推計。第７回研究会資料６参照

８７「キャリア．ラダー」とは、「現在の仕事に固定されることなく条件の良い仕事へ移行
が可能な環境」のことをいう。厚生労働省「雇用政策研究会報告書」（平成２２年７月）
１８頁
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４検討に当たっての留意事項

（１）有期労働契約の在り方の検討との整合性確保

平成２１年２月以降、労働基準局長の委嘱による「有期労働契約研究会」

が開催され、有期労働契約に係る施策の方向性について、昨年９月、「有期

労働契約研究会報告書」が取りまとめられた。

また、昨年１０月以降、労働政策審議会労働条件分科会において、有期労

働契約に係る施策の方向性が検討され、本年夏頃、議論の中間的な整理が行
乞＝二垂:霞要塞i…遷垂…

われる予定である｡

パートタイム労働者の多くが有期労働契約で雇用されていることから、

パートタイム労働対策の在り方については､有期労働契約の在り方の検討と

肇宣l生を図u９つ…検討する必要がある。
￣｡．~.｡＝ﾃﾞｰｰ方-宅子全一,－『,２，色.,｡:弓已＿』…－－．１．７－４，１Ｆ字L型卜匡

「有期労働契約研究会報告書」においても、「パートタイム労働法制との

相互関係にも留意が必要」とされ、「労使当事者による自主性や創意工夫を

活かす意味でも既に存在しているパートタイム労働法を始めとする雇用･労

働条件管理に関わる立法例と、そこで採られている行政による指導、援助と

いった手法も視野に入れて検討することが必要」とされている。

また、同報告書においては、有期契約労働者に係る均衡待遇、正社員へ

の転換等に関し、「パートタイム労働法の枠組みを参考」とし、「平成１９年

の同法改正法附則第７条に基づく検討の動向に留意しつつ｣検討していく必

要があるとされている。

（２）比較法の視点に基づく検討

くこElJI=おいては､ELL蝋､弧国内j室ｌＬｉ篝'三主j重畳塵IQji麦ii1lusいて、
パートタイム労働、有期契約労働、派遣労働等の雇用形態を理由とする、合

理的な理由のない不利益取扱いが禁止されている。

その背景には、人権保障の観点のみならず、人的資源を最大限活用する

ことは企業競争力の向上につながり、経済成長や雇用の増大をもたらすとい

う雇用政策的な観点がある。

<:≦i】璽埆町人ｱﾒﾘｶでk主j鑿i包皀忠嘘阜Ｉ岨雇用形態に基づ棚益醐
いは禁止されておらず、雇用形態に基づく不利益取扱いについては、国際的

にみても対応が分かれていることに留意が必要である。

また、ＥＵ諸国におけるような、パートタイム労働であることを理由とす

る合理的な理由のない不利益取扱いを禁止する法制については､基本的に裁

判による実現となっている一方、曰本のパートタイム労働法については、他

の多くの労働立法と同様に、行政指導による法の実現を基本としている。

法の実現手段も含め、比較法の視点に基づき検討するに当たっては、各
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国の法制度の背後にある考え方や、賃金制度、社会保障制度、労働市場の在

り方など､パートタイム労働を取り巻く諸制度の相違にも十分留意する必要

がある｡

(Ｓ）社会保障・税一体改革成案

本年７月１曰に、「辻全1塁障型郵塞改菓成案」（以下「成案」という｡）
が閣議報告された。‐

成案は､｢社会保障改革の推進について｣(平成２２年１２月１４曰閣議決定）

に基づき、政府・与党における社会保障改革に関する集中的な検討の成果を

もとに､社会保障と税の－体改革の具体的方向について取りまとめたもので

あり、①子ども・子育て、②医療。介護等、③年金、④就労促進、⑤貧困・

格差対策等の分野における具体策及び工程が示されている。

このうち、④哀jZiiiwllilui雲1三jliil土量具体的改革項目とＭこ､…[羨征扁漁潔山

＝だ2Lji;iLi雪jt1jW).鮠人間らしい仕事)の実現を図る｣が拳(手ら鈴ており．
パートタイム労働法の見直しについては､社会保障と税の一体改革の具体化

嚇慶...＿._出､升画pj-,.～一己.所.。.，.,-.,.0fくず,慮一い,６－.ざｗｆ－‐-ぬ：`鳥,負い‐,?識,孤・7Ｌｒ２ｗﾖｷﾞ0轆騨111ｴBTA鈩咬-.$ご釦J鐸i』'一亀L…虹１$FTT､ＰＰ醇詞H前4▽司丙、SF~〔７F守,'｣･可苧＝す画↑匂?9』h<YTpTnR〒－割い

～の=つと匹ifiiわかる鮭ものであるけ

（４）東日本大震災が企業に与える影響

本年３月１１日、東曰本大震災が発生した。

東曰本大震災は、その被害が東曰本の極めて広域に及ぶだけでなく、大

規模な地震と津波に加え原子力発電施設の事故が重なるという、未曾有の複

合的な大災害であｌＪ、被災地域における経済活動の停滞が連鎖的に全国各地

における企業活動や国民生活に支障を及ぼしており、今後のパートタイム労

働の対策の検討に当たり留意が必要である。
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第２今後のパートタイム労働対策
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１通常の労働者との間の待遇の異同

(１）均等待遇の確保

l蕊蕊川議ii蕊jl1ii
８８「ＥＵ諸国では、雇用分野における差別を禁止する法制として、人種、性別などを理由と

する差別を禁止する人権保障に係る「均等待遇原則（差別的取扱い禁止原則)｣、及び非

正規労働者の処遇改善等の観点から、雇用形態（パートタイム労働．有期契約労働．派

遣労働）を理由とする不利益取扱いを禁止する雇用形態に係る「均等待遇原貝リ（不利益

取扱い禁止原則)」が存在する｡」

「ＥＵ対象国（EU、ドイツ、フランス、イギリス及びスウェーデン）において、雇用形

態に係る「均等待遇原則」とは、非差別原則等とも称され、差別禁止の範罎で議論され

ていることも少なくないが、その規制内容を法的に分析すると、差別的取扱い禁止原則

とは異なり、非正規労働者の処遇改善の観点から、賃金を含む労働条件等につき、雇用

形態（パートタイム労働。有期契約労働・派遣労働）を理由とする不利益取扱いを禁止

するものと解される。

雇用形態に係る「均等待遇原則（不利益取扱い禁止原則)」は、正規．非正規労働者間

の処遇格差が問題となる中、主に労働政策上の要請から、非正規労働者の処遇改善等を

図ることを目的として導入された原則であることから、正規労働者と比べて、非正規労

働者を不利に取り扱うことを禁止しかつ、有利に取り扱うことは許容する、片面的規

制であることが特徴である。

なお、雇用形態の違いを理由とする異別取扱いは、客観的（合理的）理由があれば許

容される｡」（独）労働政策研究．研修機構「雇用形態による均等処遇に関する研究会報

告書」（平成２３年７月）３０～３１頁
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格にとらえ、同視すべき場合には例外なく差別的取扱いを禁止89しているが、

EU諸国等の法制は、②の考え方を前提とし、パートタイム労働であることを

理由とする不利益取扱いのみを要件とし､例外を広く認めていると考えられる。

今後の在り方

①３要件の在り方とパートタイム労働者であることを理由とする合理的な

理由のない不利益取扱いの禁止

○パートタイム労働法第８条の３要件の在り方については､家族的責任との

両立など様々な事情により、短時間勤務や限定された勤務地を志向するパー

トタイム労働者にとってLuiiti舌用の仕組ｌｊｉｆ顛篝Zjii詞二二:ulibゑ呈占｣の
要件を満たすことは困難であり、「職務の内容が同一であること」の要件の
みでよゆ百i言iまFiiJTp75THiiTﾗ意見や､職務の丙蓉でぼぱぐざ寝期的な観点か、

字１１雲iijfW蓼ii蒙鴬鰯歪jfl菫ｉｌｊｈ蔓jtj1二i騨鰯ＩＦ鵬が
用の仕組み．運用等が同一であること」との要件のみでよいのではないかと／
いう意見があった。

また､職務の変更に伴う職務遂行能力の向上により賃金を決定する職能給

の場合には、「人材活用の仕組み・運用等が同一であること」を、通常の労

働者とパートタイム労働者との待遇を同じくする要件とすることは合理的

であり、職務に基づき賃金が決定されている場合には、「職務の内容が同一

であること」を要件とすることは合理的であるが、そういった賃金制度の違

し廷考慮せず?_すべての事業主に対し､一律に3要廃適甫していることが
問題ではないかとの意見もあった。
なお、「通常の労働者と同視すべき」パートタイム労働者を判断する３要

件のうち、無期労働契約（反復更新することにより無期労働契約と同視でき

る有期労働契約を含む｡）であることの要件については、有期労働契約の在

り方に関する議論の状況も見つつ、検討することが必要と考えられるｏ

さらに、今後のパートタイム労働法の見直しに当たっては、第８条の規定

を活用したパートタイム労働者の待遇の改善の実効を上げていくためには、

その適用範囲を広げていくことを検討すべきであり、その際には、第８条の

３要件が、企業のネガティブ・チェックリストとして機能しているのではな
弓､￣……盆干…１，･Fz・--,-.戸磑宕#已弓てTBl,｡=T-TF宗

８９パートタイム労働法は、一般にパートタイム労働者の待遇が通常の労働者よりも低いも

のであることを前提に、パートタイム労働者の雇用管理の改善等の措置を講ずることに

より、通常の労働者との間の公正な待遇の確保を図ることを目的としていることから、

差別的取扱いを禁止することにより、結果的にパートタイム労働者の待遇の引下げを行

うことは予定していない。
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いかとの懸念及び事業所における賃金制度が多様であることに対応する観

点から、事業主はパートタイム労働者であることを理由として、合理的な理

-由ＪｔＫｚ団:!』l璽F1l錘１９)をしてはならないとする法制を採ることが適当では
ないかとの意見もあった。

○この点に関し、「合理的な理由」は個別の事案において判断されるため、

事業主にとって、ｲ可が「合理的な理由」に当たるか等の判断を行うことが難

しく、どのような雇用管理を行うべきかがあらかじめ明らかではないため、

かえって紛争が増大するのではないかとの指摘もある。

このような問題点を踏まえ､労使双方にとり予測可能性を確保するために、

「合理的な理由」の考慮要素となり得るものについて、－定の例一をｶﾐｲｰ}ニラーー

とし、 るこ皀~￣’二ＰＴＴｂｆ

とが適当で’
一.一一一一一一一一一一一一＝一一

った゜小と

場合に、ＥＵ諸国において、「合理的な理由」として、雇用形態に係る
＜… 

取扱い禁正原則においてl土、勤続年数、学歴、資格、職業格付(ﾅ等、

（価値）労働同一賃金原貝ﾘ」においては、労働時間や就業場所の変更（価値）労働同一賃金原

だけ対応できるかという

､薔詩ごw石HETiEi未[が雇用

としても、諸外国の例を

勺
〕る9０

慮要＝蝉的Z:E王単F1コＩＣ

幅広く考えられるのではないかとの諸外国の例を参考に、

意見があった。

○このように、パートタイム労働法第８条については、３要件の在り方を含

め、適用範囲の拡大の方策について十分に議論する必要があるが、仮に、す

べてのパートタイム労働者を対象として､事業主はパートタイム労働者であ

ることを理由として､合理的な理由なく不利益な取扱いをしてはならないと

する法制を採る場合には、「合理的な理由」に係る事業主の予測可能性の確

90第２回研究会資料５参照。これに関連し、「雇用形態に係る不利益取扱い禁止原則の適

用に当たり、異別取扱いを許容する客観的（合理的）理由については、問題となる給付

等の性質。目的に応じて柔軟な判断がなされる傾向がみられ、その判断要素も、勤続期

間、学歴、資格、職業格付けなど様々な点が考慮に入れられている｡」「ＥＵ対象国にお

ける雇用形態に係る不利益取扱い禁止原則の判例等の中で､異別取扱いを許容する客観

的（合理的）理由の判断要素として、人材活用の仕組み・運用等が明示的に取り上げら

れたものはなかった。しかし、・・・人権保障に係る「均等待遇原則」に由来する「同

一（価値）労働同一賃金原則」に関して、人材活用に通ずる要素について異別取扱いの

正当化事由と解する考え方が見られた。このことは、曰本及びＥＵ対象国における正規

労働者と非正規労働者の働き方の違い90に留意する必要はあるものの、ＥＵ対象国におけ

る雇用形態に係る不利益取扱い禁止原則についても、同様の考え方が認められる可能性

を示唆しているように思われる｡」（独）労働政策研究・研修機構「雇用形態による均等

処遇についての研究会報告書」（平成２３年７月）３４頁
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保や行政の関与の在り方等について十分に議論する必要があると考えられ
る。

②フルタイム有期契約労働者

○この他､パートタイム労働法第８条の限られた適用範囲を広げていくとの
－－………………曇………函……ご=…………………ニーーニ…－……－塁一一一一…－－－－=－－－－－－…－－

観惠ｚｌＬｌ三:鳥罎｣し三二上二三:LlL1IIiiii1ii1i表lp施磁況産』&上量Lと､パートタイム労働法が
適用されないフルタイム有期契約労働者に関する相談が一定件数挙がって
いること，'がj王百舌;71高言－－－－－－－－－－－－－－－－－
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案

に対する附帯決議」（平成１９年５月２４曰参議院厚生労働委員会）において

も四わゆるフルタイムパート（所定労働時間が通常の労働者と同じである

ｆ;[lvl塞鑿I;iil藝睾nE2LK壬』空i麦Qi聖旨ilji害h崖i三三t'二iiL三iLji三重重量三二1三]=広く
周知し、都道府県労働局において、相談に対して適切に対応すること」とさ

れており、パートタイム労働法第１４条第１項に基づく「事業主が請ずべき

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」（平成１９

年厚生労働省告示第３２６号。以下「パートタイム労働指針」という｡）第二

の三において、「所定労働時間が通常の労働者と同一の有期契約労働者につ

いては、短時間労働者法第二条に規定する短時間労働者に該当しないが、短

時間労働者法の趣旨が考慮されるべきであることに留意すること」とされて

いる。

「宣甚H蛍働契iitl研二臣会報告書｣においても､有期契約労働者の中には､正
社員と同様の職務に従事していても正社員に比較して労働条件が低位に置

かれていることや､ステップアップが見込めないこと篝への不満が生じてい

ることから、パートタイム労働法も参考に、均衡待遇や正社員転換等の施策

を推進することが指摘92された。有期契約労働者に係る均等．均衡待遇や正

社員転換等については、現在、労働政策審議会労働条件分科会において、そ

の在り方が検討されている。

９１都道府県労働局雇用均等室に対するパートタイム労働者からの相談件数のうち、「指針」
（第１４条)に関するものは､各年度において１割程度を占め､｢労働条件の文書交付等」
や「待遇に関する説明」に次ぐものとなっているが、このうち、一定程度のものがフル
タイム有期契約労働者に関するものと考えられる。

９２「有期契約労働者については、多様な職務タイプの労働者が存在するが、正社員と同様
の職務に従事していても正社員に比較して労働条件が低位に置かれていること（正社員
同様職務型の４５．７％）や、それ以外の職務タイプの者についても労働条件の水準が低い
こと（例えば軽易職務型で３６．７％）等の不満が生じており、これらの者については特に
納得性のある公正な待遇を実現することが望まれる｡」厚生労働省「有期労働契約研究
会報告書」（平成２２年９月）２２頁
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○これらを踏まえ､パートタイム労働者と同様に雇用管理の改善が必要であ

るいわゆるフル:皇_ごLﾑ41i三上などのフルタイム有期契約労働者について､バ

ー｣ﾋﾆ乞二LL§蛍遣illiiiiQi璽思jtitj薑、砿皿盃と仏う視点から検討することが
重要であると考えられ、有期労働契約の在り方に関する議論を見極めつつ、

検討する必要があると考えられる。

）均等待遇の対象とならないパートタイム労働者の待遇改善

待遇改善の考え方

○パートタイム労働法第９条については､パートタイム労働者の待遇改善に
－－－－－…－．－%'-.----､.－←･子＝７，－’･局:-￣旱市ｳLP\てへ

対するニーズは高く、都道府県労働局雇用均等室において一定の是正指導を

実施しており、規定の実効性を確保しつつ、より一層の待遇改善の実現を進

めて行くことが課題となっている。

１
 

２
イ

く

ｏこの点に関しｕｉ三三・ＭＭム労働 …遇……恋…E1季＝〃」

ることにより、_規制zbi強化されるとともに、これまで対象外とされていた紛

争解決援助制度も禾11用できるようになり、実効性の確保にも資することにな

るとの意見があった。

一方、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者については、通常の

労働者との間に待遇の差を設ける合理的な理由がないと考えられることか

ら、待遇について通常の労働者と同じ制度を適用することは当然であるもの

の、それ以外のパートタイム労働者の賃金については、外部労働市場におけ

る需給関係や、地域における賃金相場の影響を強く受けるのに対して、通常

の労働者の賃金は､生涯賃金と貢献度に基づき内部労働市場において決定さ

れているという違いがあること、また、企業内に多様な人材がいることが企

業の競争力として必要であることから､企業において複数の賃金制度が存在

することは認めざるを得ないという意見もあった。

また、パートタイム労働者の採用時の賃金は市場で決まる－方、通常の労

働者ﾜｱﾛﾜｨﾖﾋﾞ;給ほミニ般的i三i錺便間の協議を通じて決まるものであり.採用
…一一斤－－……－－－－Ⅳ旧～う…－－

時の賃金の違いを理由として、同じ仕事をしているにもかかわらず、賃金が

異なることも合理的と考えられ､パートタイム労働者の採用時の賃金水準に

ついては、別途、最低賃金などの政策的議論をする必要があるという意見も

あった。

更に、パートタイム労働者と通常の労働者の均衡賃金の決め方として、通

常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の均等賃金とパートタイム労

働者の採用時の市場賃金とを線で引いた賃金制度によることは考えられ､採
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用時の賃金が公正かどうかは､市場をどう捉えるかによるという意見もあっ

た。

このような点を踏まえ､パートタイム労働法第９条の在り方を検討する必

要がある。

○また、賃金制度を異にすることについて合理性!麺りゑｉＬ異にするとき
の説明責任は事業主側にあるとの観点からは､職務に関連しない､例えば、

通勤垂?J(ﾋﾞﾗ〕二Fiii蕊信うcKﾓﾐｰ壜ﾊﾟｰ鬘ドダネ蹄圖著i三認ｉｆ｢Ｍない場合が
あるが、取扱いを異にする説明ができるか吟味することは重要であるとの

意見があった。

このように、職務関連賃金以外の一定の賃金も均衡待遇確保の対象とし、

均衡待遇を進めることも考えられるが、その場合には、どのような種類の

賃金・手当を新たに対象とするかについて検討することが必要であると考

えられる。》一一一一一□一一一一一仁 》
三
Ｊ
一
層
付
、
（
Ⅲ
一
一
を

９３積極的差別是正措置とも呼ばれ、歴史的．構造的に差別されてきたグループに対して、
過去の差別がもたらしている弊害を除去するための積極的な措置や施策をとることを

いう。

なお、事業主の自主的な取組を促そうとする枠組みに関連し、「ＥＵにおいては、社会

の複雑性・不確実性が高まる中、実体規制のみを通じた法違反による事後救済のみでは

十分に効果が上がらないことから、当事者自らによる改善に向けた取組を促す手続規制

を活用する例も見られる｡」（独）労働政策研究・研修機構「雇用形態による均等処遇に

ついての研究会報告書」（平成２３年７月）３７頁
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的取組をより一層明確にするとともに、この指針に貝Ｉして、事業主がパート

タイム労働者の雇用管理の改善等のための行動計画を策定することが考えら

れる。

行動計画の具体的な内容としては､パートタイム労働者の賃金水準の改善、

パートタイム労働者の賃金制度の見直し等、個々の事業所の実情に応じた幅

広いものを認めることが考えられる。

また、次世代育成支援対策推進法の枠組みにおいては、事業主が、一般事

業主行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の

基準を満たした場合には、その旨の認定を受けることができ、認定を受けた

事業主（以下「認定事業主」という｡）は、厚生労働大臣の定める表示を付す

ことができることとされている94．

認定事業主に対する割増償却制度の創設の他、雇用数を一定以上増ｶﾛさせ

た企業に対する法人税額の税額控除制度の創設を盛り込んだ雇用促進税制が

本年度導入されたことを踏まえ、パートタイム労働者の雇用管理の改善等の

ための行動計画を策定した事業主に対し、一定のインセンティブを付与し取

組を促進することが適当であると考えられる。

○このように、第９条第１項については、事業主に対し、通常の労働者との

均衡を考慮しつつ、一定の要素を勘案し職務関連賃金を決定することを義務

付けることが適当かどうか、むしろ、事業主が、パートタイム労働者の雇用

管理の改善等を計画的に進めることを促進する枠組みとすることが適当かど

うかについて、十分に議論する必要があると考えられる。

関
利

に
れ
①
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不
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箒のう一》》》封》儘
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不
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》一『一四口己一一一一一一
ハ
○

94次世代育成支援対策推進法第１２条～第１４条
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柔軟に解釈する方法（法的に妥当であるかの検討は別途必要になる｡）等に
ついて、検討する必要が出てこよう。

なお､事業主がパートタイム労働者の雇用管理の改善等のための行動計画

に基づき取組を行っている場合、これを、合理的な理由の有無を判断する際

の－つの考慮要素とすることも考えられるとの意見があった。

(３）職務評価

イ職務評価の考え方

○‘.】i二二上皇二込竺Eiijl復ｉｉ耆蝉當嘘働煮との間においr､均等:､均衡待遇の確

保,ii議晉鵜|i喬|雲ii鯛騨蓋欝豊二三二誘互耀鬘。
具体的には、職務分析は、職務に関する情報を収集・整理し、職務の内容を

明らかにするプロセスであり、職務評価は、職務分析により明らかにされた

職務の内容に基づき、異なる職務の間において、その大きさを比較し、明確

ｌこするためのプロセスである96。

また、職務評価の手法については、職務の全休を捉えて比較する単純比較

法や、職務を構成要素に分解し、構成要素ごとにレベルを付与して判断する

要素比較法、各構成要素に重み付けした上、各構成要素に点数を付与し判断

する要素別点数法等がある9798．

○イギリス、スウェーデン、カナダ等においては、人権保障の観点からの主

として男女間の差別的取扱い禁止の賃金面における一原則である「同一価(直

労働同一賃金原貝Ｉ」99に基づく、「同一価値労働」を測るツールとして、職務

「短時間労働者と通常の労働者との均等・均衡待遇の確保を更に進めるため、参考とな

る先進的な雇用管理事例のほか、職務分析の手法や比較を行うための指標（モノサシ）

について内外の情報を収集するとともに､事業主に対し、それらを提供することにより、

その取組を支援すること｡」短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の－部を改

正する法律案に対する附帯決議（平成１９年５月２４日参議院厚生労働委員会）
厚生労働省「職務分析・職務評価実施マニュアル」６頁

厚生労働省「職務分析・職務評価実施マニュアル」２９頁

ILO職務評価ガイドブック（Promotingequality：Gender-neutraIjobevaluationfor

equalpay：Astap-by-stepguide)、イギリス、カナダ等の職務評価の手法をみると、
一般に、「知識・技能」「責任」「負担」「労働環境」が４大要素とされ、これをさらに２

次的要素に細分化し、２次的要素に重み付けした上、職務の大きさを点数で表し、さら

に、一定の幅の点数を括り一つのグレードとし、一つのグレードに属する職務を同一価

値の職務とする要素別点数法が採られている。また、このような分析的手法に基づく職
務評価の結果について、イギリスにおいては、訴訟における証拠として採用される。

｢ＥＵ対象国において、『同一（価値）労働同一賃金原則』とは、人権保障の観点から、主

として性別など個人の意思や努力によって変えることのできない属性等を理由に、ある

労働者が、他の労働者と比較して、同一（価値）の労働をしていると認められるにもか

かわらず、他の労働者より低い賃金の支払いを受けている場合に、他の労働者と同一の

9５ 

9６ 

９７ 

９８ 

9９ 
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分析・職務評価が活用されているが、ここでは、男女間の問題ではなく、雇

用形態間の問題であるパートタイム労働者と通常の労働者との間の待遇の

問題に適用することについて検討する。

○本研究会では、職務分析・職務評価の専門家にヒアリングを行ったが、そ

の中で、職務評価を実施することにより、通常の労働者とパートタイム労働

者のそれぞれの職務評価点が明らかになり、職務評価点に見合った賃金を計

算することができ、その差に応じた賃金を支払うことができるとの見解が示

された。また、①裁判などの紛争解決のツールやガイドラインの設定等に用

いる'00,②ベンチマーク職務のチェックツールとして、イギリスのような平

等賃金レビュー'0'等を企業が作成する場合の指標として利用することがで

きるとの見解も示された。ただし、職務評価は、単一の賃金体系を企業に要

請するものではなく、また､企業にとっての職務の序列を決めるものであり、

その得点に比例して賃金の水準を決めるというものではない'02。

賃金の支払いを義務づけるものであり、人権保障に係る『均等待遇原則（差別的取扱い

禁止原則)』の賃金に関する－原則と位置付けられるものである。

その帰結として、『同一（価値）労働同一賃金原則』も、『均等待遇原則（差別的取扱

い禁止原則)』一般と同様、一方の属性を持つ者を他方より有利に取り扱うことも許さ

ない両面的規制である。

また、『同一価値労働同一賃金原則』は、元々、男女間の賃金差別につき、性別の違

いによる職務分離がみられる中、『同一労働同一賃金原則』では十分に是正できないこ

とから、異なる職務間でも適用ができるよう、同一労働から同一価値労働へ比較対象を

拡大したものである｡」（独）労働政策研究・研修機構「雇用形態による均等処遇に関す

る研究会報告書」（平成２３年７月）３１頁

10ｏなお、イギリスにおいては、労働者が、平等法（EqualityAct2010）に基づき「同一
価値労働同一賃金」違反として雇用審判所に提訴した場合、裁判所より付託された「独

立専門家」が同一価値労働であるかどうかの報告書を作成し、裁判所がその報告書を採

用するかどうかを判断することとされている。

日本においても、イギリス等の例を参考に、職務評価を紛争解決のツールとすること

が考えられる旨、職務評価の専門家からの意見があった。

101EOC(EqualOpportunityCommission)により作成された「平等賃金に関する行為準則

（icadさ師陥(』て届ii5-6fr師菖rriiiiiiimiiXjii】jnliiEi｢Eiiiir;iそ事業主に対し推奨されているも
のであり、具体的には、事業主が、事業所における男女間賃金格差を確認し、格差があ

る場合には、平等賃金のための行動計画を策定・実施するプロセスである。第２回研究

会資料３．７～９頁及び資料4

102外部労働市場が活性化している諸外国においては、職務評価の結果から当該職務に就い

ている労働者の賃金額と労働市場賃金との比較を通じて外部競争力の検証に用いられ

るのに対し、日本においては、企業における職務の序列を明らかにするために用いられ

ている、との見解も示された。
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また、職務分析・職務評価のプロセスには相当程度の時間を要するとされ

ており103、さらに、職務の内容の変更については、＿時点の職務を評価する
職務評価の考慮要素にはならないとされている。

このヒアリングの中で、そもそも賃金体系は、総額人件費を一人一人の社

員にどう配分するかという仕組みであって、職務給、職能給、成果給、属人

給等の組合せになっており、職鯛：価の結果は職務給には反映されるが､賃
金のすべてを決定するものではないとの意見があった。

また、職務分析・職務評価は、相当程度の時間を要するプロセスが必要で

あること等から、法律等で企業に一律に強制することは適当ではないのでは

ないかとの意見があった。

一方で、職務評価のプロセスを企業において明示することにより、使用者

が、どの浜=禰壷fli:fを薑５１iii｢じそＣｉｒろかを明菅;iii〈1E1じﾐﾆi三れを労使で共有する
ことを契機に、待遇についての議論が進むことが期待されるとの意見もあっ

た。

また、労働者側が、職務評価における構成要素の重み付けが差別的である

と訴訟を提起した場合に、使用者側は、賃金制度が合理的な基準に基づき設

計されていることを反証する必要があり、このようなことから、使用者側の

賃金制度を合理的なものとするインセンティブになるのではないかとの意

見もあった。

ロ
1謬’

Ｄ脂

に脂ＣＤ間の宗 IⅡ 

爵当宅 フ】,‐ 玉０

労使間で職務評価のプロセス及び結果を共有し、これを踏まえ通常の労働者

とパートタイム労働者との間の待遇について議論を進めることを促してい

くことが－つの方向性として考えられる'04。

このため《事簔三三】iii定めるﾊﾞｰjﾖﾆｸ.仏労働煮の雇用管理の改善等のため
の行動計画において、職務評価を具体的な取組のﾒﾆｭｰ冒二Rn二xつとして位置

1o31LO職務評価ガイドブックでは、「大企業の場合、１週間に２～３時間作業するとして、
ステップ1～５（職務分析）のプロセスに２年程度かかる」とされている。

'０４イギリス及びスウェーデンでは、職務分析。職務評価制度を個別企業単位で導入するこ
とを義務付けてはいないものの、政策的に誘導を進める一方、ドイツ及びフランスでは

職務分析・職務評価は一般的ではなく、同一価値労働であるか否かにつき争いがある場
合には、裁判所が判断するなど、職務分析・職務評価制度の位置付けが、国によって異

なることにも留意が必要である。（独）労働政策研究・研修機構「雇用形態による均等
処遇についての研究会報告書」（平成２３年７月）３８頁
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付け、企業の実情に応じて、パートタイム労働者の職務と通常の労働者の職

務を把握するための職務評価制度の導入を促していくことが考えられる。

なお、日本の賃金制度については、職務給や職能給等の組合せとなってい

ることや、職務分析の結果が、職務等級基準のみならず職能等級基準におい

ても活用され得ることから、行動計画により鋲職務評価と職業能力評価を一
体として実施することを促すことも考えられる。

また、現在、厚生労働省において作成している職務分析・職務評価実施マ
ニュアルについては、中小企業も含めたすべての事業主の理解を促進するた

め、簡便な単純比較法を中心に説明したものとなっているが、より複雑な要
素別点数法に基づくマニュアルを作成して事業主に提供することにより、そ
のニーズに応じた活用を促していく必要があると考えられる。

● 

ハ留意点

職務評価を実施した結果、パートタイム労働者の賃金が上昇する一方で、
通常の労働者の賃金が下がることも考えられる。

－－殻に

業規則を
、－－－－－－－

曰1Ｍ

合に、変更後の就
一－－函一一…面…￣唾…露＝－両一一宙～

的なものであるとＢＩＭ 

きは、変更後の就業規則に定めるところによるとされている'０５ｺ－－－－－－－－…－．－－…_…….－…－－－－，二.＿…－－＝＿…－－…_察－－．－－』，………………………－：－－－…－－~－－－
~ﾛﾛｰｰｰｰｰ１.Z~入ざ汗~ローr~－１足･~~-戸-,.,-.-句･軒且色弔J角｣ﾖ1+-1.8-司弥,山～●ﾍﾟ1嚇田凸､抄09-虹-⑭_室AⅢい＝缶凸＝啓圷ユエ…↓；ﾔﾏｰﾆﾃ強さ芦1.』｣,.面.｣己､いU1-亭ﾕbJI-p岳-

-Ｏ 

職務評価を実施した結果、就業規則を変更することIこより、一部の労働者
の労働条件を引き下げることの合理性については、ケースバイケースの判断
となるが、多数組合の合意や、総額人件費は減らさない中で配分を改めたに
過ぎないことを、合理性判断の要素としている判例を踏まえると、この２つ
の要素がそろうと合理性が肯定されやすくなるのではないか、特に、パート
タイム労働者の待遇改善のために多数組合が合意した場合には、相当程度尊
重されるのではないかとの意見があった。

ただし、労働条件の不利益変更は、事案に応じて労使間で話合いを尽くし
ていたかどうかという問題であり、裁判になった場合には、裁判官が個別に
合理的かどうかを判断するものであるから、多数組合の合意があれば､又は、
総額人件費が一定であれば一部の労働者の労働条件を切り下げてもよいとは
簡単には言えない面があることに留意すべきである'06との意見があった。

105労働契約法（平成１９年法律第128号）第１０条
10６なお、イギリスの自治体において、男女間の賃金格差解消のため、職務評価を実施し、
新しい賃金制度を導入する－方、高過ぎた男性の賃金については、激変緩和として数年
をかけ徐々に引き下げることを労働協約で合意したところ、このような措置は、女性に
対する差別であると争われた事例がある。その際、裁判所は、激変緩和措置としてでは
あっても男女間の賃金格差は続くことから違法である判断したが、その後、平等法にお
いて、「賃金格差を縮小するという長期的目的」に基づく男女間賃金格差は合理性がある
とし、立法的に解決された例がある。第２回研究会資料４．５頁参照
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２待遇に関する納得性の向上

イ納得性の向上に係る考え方

○パートタイム労働法第１３条においては、事業主はその雇用するパートタ

イム労働者から求めがあったときは､待遇の決定に当たって考慮した事項に

ついてパートタイム労働者に説明しなければならないこととされているが、

パートタイム労働者が、事業主から、安心して十分な説明を求めるというの

は現実には必ずしも容易ではない状況であると考えられる。

ｐ今後の在り方

○パートタイム労働者が説明を求め易くする方策を考えると、現行の規定に
－－－ 

カロえて、例えば、現在、パートタイム労働指針'071二おいて規定されている、

の冒鴬日日弄栄２面 汗HnTl2い０

とが考えられる。

このことにより、契約上の地位（交渉力）が弱いことでパートタイム労働

者が事業主に説明を求めることを濤蹟している状況を改善し､納得性を向上

させることができると考えられる。

また、事業主が説明を義務付けられている「待遇に関する決定をするに当

たって考慮した事項」の具体化のため、説明すべき内容の具体例を示すこと

も考えられる。

ただし、説明義務の内容としては何が適当かについて、労使の意見も聴き

つつ検討する必要があると考えられる。

○一方、パートタイム労働者からの求めにかかわらず、パートタイム労働者

に対し、待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することを、事業

主に義務付けることに関しては､賃金制度を含めた雇用管理改善の取組やパ

ートタイム労働者のニーズ等は個々の事業所ごとに多様であることから、一

律の規制を設けることよりも、むしろ、事業所ごとの実情に応且柔軟]し[三ユ

ニュニケーシ.ﾖjzを集団的労使関係のFPで行うことができるような枠組み
゛--ﾛｰｰｰｰｰﾊﾞｰｰﾕﾛｰ｢ざ~､,豆一Ｊ｣,､耳一t￣弓?P宙jﾌﾛｰ,吟?TW---s-ﾚｰ弩へ､Ｚｍ－Ｗ１１－恥､:-口しL--＝－ｍＴ■･－.宝＝_---.ロゴL〒－し早対詞rmRrZ-角浄E･午－７円屍ｴﾖﾀﾞ坤Ｒも只古、工面孟二TFﾉ定＝二日百J=已字ｺｴ｡Ｙ七二全二丁」とEq--g一博＝4P｡｢`庁･

を設けることの方が重要であるとの意見があった。

｡－毛２より労働組合が存在する場合には．当然､当該労働組合がそのような

役割を果たすものである'08が、パートタイム労働者について、労働組合への

組織率は近年上昇傾向にあるものの、特に、業種によっては必ずしもパート

'０７パートタイム労働指針第三の三（二）

108「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告書」（平成１７年９月１５日）１７頁
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タイム労働者の意見が十分反映され得る状況にはないと考えられることか
ら､事業所内における集団的労使関係の在り方について考慮する必要がある。

|灘ii灘川議騨：
〈ただし、曰本においては、一般的には労使委員会の枠組みは構築されてい

ないことから、パートタイム労働者について構築することに関して検討が必

ハ留意点

○仮に、パートタイム労働者であることを理由とする合理的な理由のない不

利益取扱いを禁止する法制を採用する場合においては、上記のようなパート

タイム労働者をも構成員とする労使委員会を設置し、事業主が当該委員会に

おいて説明責任を果たし、労使間で合意していることを、合理的な理由の考

慮要素になることを明示し、手続的な面で積極的な意義を与えることが適当

ではないかとの意見があった。

このようなことは､労使双方にとっての予測可能性の点から重要であるが、

一方で、ＥＵ諸国において、正規・非正規の問題については、労使が差別を生

み出しているという議論があることを踏まえると、最終的には、裁判所が、

合理的な理由の有無を判断する際に、非正規労働者も代表されているかとい

う手続の公正さを審査することが重要であるとの意見もあった。

○なお、イギリスにおいては、パートタイム労働者が不利益に取り扱われた

と考える場合に、事業主に対し、当該不利益な取扱いの理由について、書面

109Ｆイツの事業所委員会やフランスの従業員代表制度において、一定の要件を満たせば、

パートタイム労働者も選挙権及び被選挙権を付与されること等､比較法の視点も踏まえ

ると、事業主、通常の労働者及びパートタイム労働者を代表する者を構成員とし、パー

トタイム労働者の待遇等について調査審議し､事業主に対し意見を述べることを目的と

する委員会を、事業所ごとに設置することが有効であるとの考え方がある。

日本における常設的な労使委員会としては､労働時間等の設定の改善に関する特別措

置法（平成４年法律第90号)第６条に定める労働時間等の設定の改善に関する事項を調

査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする委員会がある。当該委員会は、

事業主及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし(委員の半数以上が

労働者代表であることが必要)、当該委員会が一定の事項について行った決議について

労使協定に代わる効力が与えられている（第７条)。また、労働者代表については、使

用者は､労働者代表であること等を理由とする不利益取扱いをしないようにすることと

されている（同法施行規則第１条第２項)。
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による説明を求めることができ、当該書面を訴訟における証拠として認めら
れる法制がある。

このような枠組みについては、パートタイム労働者の納得性が向上すると

も考えられるが、他方で、事業主が、書面のひな形を用意し形式的な対応に

終わってしまい効果が期待されない場合もあり得る点に留意すべきである。
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Ｓ教育訓練

イ教育訓練の考え方

○パートタイム労働法第１０条の規定の実効性、中でも、パートタイム労働

者のキャリア形成が必ずしも十分でないことが課題となっている中､パート

タイム労働者に対する計画的な教育訓練の機会を確保することにより、その

キャリア形成を図ることは､パートタイム労働者の待遇を改善する観点から

重要であると考えられる。

○企業内で､パートタイム労働者に対するキャリア形成のための教育訓練が

十分に行われていないのは、パートタイム労働者のキャリア・ラダーが整備

されておらず、教育訓練を実施しても配置するポストが無いためではないか

との意見があった。

また、教育訓練の機会を確保する上で、

・教育訓練は、将来、パートタイム労働者をどのように活用しようかとい

う経営戦略に応じて行われるものであるため、事業主に対し、パートタイ

ム労働者のキャリア・ラダーを整備することが、パートタイム労働者の意

欲の向上や人材確保に役立つというメッセージを発し、パートタイム労働

者の活用を促進する仕組みとすることが適当であるとの意見、

・パートタイム労働者は、通常の労働者と異なり、労働契約の締結時点に

おいて、事業主と将来のキャリア見通しについて合意していないため、こ

のような合意ができる仕掛けがまず必要ではないかという意見

・キャリア・ラダーを明確にし、それに応じた教育訓練についても可視化

することは､パートタイム労働者に対し､教育訓練の目的が明確に伝わり、

安心して訓練を受けることができることとなり、その結果、離職率も低下

するとともに、事業主にとっても、教育訓練のコストの回収が見込まれる

ため教育訓練を実施し易くなる仕組みとなるとの意見

があった。

即ち、実態としては、通常の労働者とは異なり、事業主とパートタイム労

働者との間でキャリアの見通しについて合意が無い中で、パートタイム労働

者のキャリア・ラダーが明確になれば、労使双方にとり教育訓練のインセン

ティブが高まると考えられる。

ｐ今後の在り方

蓋含霧鰯勇二墓:二鰹鍔警喜ﾂﾞ|鰻l劉芒
･￣RLp-F.."--匡具ご弓-ﾛｰｰﾍﾞ･■,,ご=亜＜、二毛忘一[二や｡〒～＝羊些ﾛｰｰﾛｰL戸【一二r`し､,_専一ｺﾞﾛ･勇1,-,＝_-_｣_`__』:名ﾛｰｰ._-,----

-?￣詫尾一爵＝￣曰可玉ﾜ〒毒守早=H､画…弓……＝……－－冠一一一一〒…ﾏ員一一'一歩一
設け､事業主に義務付ける二4二は困難:呑あ艀州比ら､事業主が、
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パートタイム労働者の活用

トタイム労働者のキャリア

その中に、パー

パートタイム労ﾛｸﾞﾌ..ｌ盾

働者に対する計画的な教育訓練の実施を盛り込むこととし、それに対して、
政策的なインセンティブを付与し誘導していくことが考えられる。

この場合、待遇改善、教育訓練、通常の労働者への転換等の問題について

は、相互に関連するものであるため、これらを一体として盛り込むことが適
当である。

また､事業主による行動計画策定に対する政策的なインセンティブとして

は、次世代育成支援対策推進法の枠組みを参考に、基準を満たす行動計画を

策定した事業主に対し表示を付与したり、一定のインセンティブを付与し取

組を促進することが適当であると考えられる。

なお、これに関連し、事業主にとって必ずしも利益にはならないが、社会

全体として見れば重要な訓練の実施を促していくことも必要であり、これを

誘導する方法の－つは社会的評価であるとの意見があった。

○また、パートタイム労働者を含めた非正規労働者の職業訓練に関し、その
－－－－－－－－－－－『､－－－－－…季－－－…-.--…－－－－－－一献一一蘆…－－－－～－－ﾊ魁帆－．－－－－－－~－~……………一…………瀞……ｗ＝……二m………一再､毒…塾､っ.＝………－－－．－

議鱗溌灘i溌
〆葛躍赫ろ芝篝えられる6■

このため、きめ細かなキャリア・コンサルティング、実践的な職業訓練、

訓練終了後の職業能力評価や職務経歴等のジョブ・カードへのとりまとめを

通じ、安定的な雇用への移行等を促進する「ジョブ・カード制度｣、職業能

力を客観的に評価することを目的として、仕事をこなすために必要な｢知識」

と「技術･技能」に加えて、「成果につながる職務行動例（職務遂行能力)」

を、業別、職種・職務別に整理した「職業能力評価基準｣、実践的な職業能

力の評価・認定制度として検討されている「キャリア段位制度」の一層の普

及・促進が重要であると考えられる。

なお、職業訓練を通して得られた経験・能力を評価しやすい仕組みが普及

すると、労働力の流動化を通じて企業が汎用的な訓練を行うインセンティブ

が低減することから、労働者本人の職業訓練が一層重要なものになると考え

られ､パートタイム労働者個人の能力開発支援への強化も併せて重要になる

と考えられる。

ｉ１ｏ（独）労働政策研究・研修機構「非正規社員のキャリア形成一能力開発と正社員転換の
実態一」（労働政策研究報告書No.１１７２０１０年３月）第３章
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４通常の労働者への転換の推進

（１）通常の労働者への転換の推進

イ通常の労働者への転換の推進に係る考え方

○通常の労働者への転換推進措置に関し､通常の労働者への転換をさらに推

進していく二とが課題となっている。
現在、正社員転換推進措置を実施している事業所の割合は約半数となっ

ており、また、措置を実施している事業主や措置を実施していない事業主

が、パートタイム労働者を通常の労働者へ転換する上で支障と考えている

最も大きな理由は、「正社員のポストがない」ことであるが、これは、単に

総量としての通常の労働者のポストがないからなのか、あるいは、パート

タイム労働者を通常の労働者として位置付ける制度的な枠組み、即ちキャ

リア・ラダーが作られていないからなのかを考える必要がある。

を＝月。しよつと０

馴司言０
、

弓ぞすう結菓:－１i露Ｕｉ滞種i著穴(万転換万や促遭き この

口今後の在り方

○パートタイム労働者は、様々な事由により短時間の勤務を選択しているこ

》とから、フルタイムの正社員よりもむしろ短時間正社員への転換がニーズに

かなうケースが多いのではないかと考えられる。しかしながら、現在、短時

間正社員制度については、通常の労働者が、育児・介護・傷病からの復帰等

のために利用している場合が多く、通常の労働者以外からの転換は少ない状

況にある''3・

日本のパートタイム労働者は、職務給であることが多い一方で、短時間正

社員に転換する場合には、職能等級基準に格付けし、職能給を適用する必要

があることも、短時間正社員制度が導入されにくい理由の一つと考えられる。

また、'恒常的に短時間正社員として働けることは理想であるものの、曰本

企業における働き方の特徴として､個々の社員の職務が必ずしも明確でない

''’第７回研究会資料３参照

''２（社）全国労働基準関係団体連合会「パートタイマーの人事・賃金制度に関する調査研

究報告書」（平成１８年３月）

''３短時間正社員制度を導入・運用している企業のうち、正社員の育児・介護・傷病からの

復帰を利用事由としている企業は、それぞれ78.6％､５７．７％、３０．４％となっているのに

対し、正社員以外からの転換を利用事由としている企業は、１１．８％となっている。（独）

労働政策研究・研修機構「短時間労働者実態調査」（平成２２年）
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中で､社員同士が補い合いながら柔軟に職務を遂行していることが見られる

ことから、短時間正社員制度導入のためには、人事管理の在り方を変える必
要が生じ得る。

仮に、現状の人事制度のまま、短時間正社員が増加する場合には、フルタ

イムの通常の労働者に短時間正社員となった者の業務を補わせる結果、フル

タイムの通常の労働者の労働時間が長くなるという問題が出てくる可能性

もあると考えられる。

、1用

制せ「

７】

稀§ｗ二Ｗ丁｡r端1iii青iiijii手孤ﾗWIiii言襲蕊仔ご…
計画的な教育訓練を実施しご最終的に三通常の労働者へ転換するための措置
菱ii言iP;irj三空を怪準するｱﾌﾟﾛｰﾁが雪えられるｑ
なお、パートタイム労働者から短時間正社員への転換について、パートタ

イム労働を長期の試用期間として利用させるものとならないよう、パートタ

イム労働者の均等・均衡待遇や雇用保障の確保も併せて必要であるとの意見

もあった。

○通常の労働者への転換をさらに推進することに関しては､事業主が通常の

労働者を募集・採用する場合に、同種の業務に従事するパートタイム労働者

であって希望する者に対し、応募機会を優先的に与えるとともに、優先的に

採用することにより、パートタイム労働者の通常の労働者への転換を推進す

るとの考え方''4もある。

こうした考え方に対しては、パートタイム労働者が、募集・採用しようと

する通常の労働者と同種の業務に従事する場合だけでなく、業務の遂行のた

めに、一定の能力、経験等が必要とされる場合もあることから、パートタイ

ム労働者に応募機会を優先的に与えた場合であっても､優先的に採用するこ

とまで義務づけることは、企業の採用の自由を制約する懸念があり、慎重に

検討する必要があると考えられる。

（２）「勤務地限定｣、「職種限定」の無期労働契約。

イ考え方

Ｍ韓国「期間制及び短時間勤労者の保護等に関する法律」（2007年）第７条第１項。第２
回研究会資料２参照
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○通常の労働者への転換推進措置に関し、通常の労働者への転換よりも、柔

軟な働き方のまま雇用の安定を望むパートタイム労働者のニーズへの対応

についても課題となっている。

このため、「雇用政策研究会報告書」及び「有期労働契約研究会報告書」

蒐藝パー下参r二rｴ房1量l署1尿三重iii塞地や職において提言

種を限定した契約期間の定めのない雇用形態''5に転換することを支援する

施策等の在り方について検討する必要があると考えられる。

ｐ今後の在り方

○ ':,梗限扉…則

つ、無期労働契約となることから、パート久ゴム

壽考え万７mろ筥ﾆﾗiﾃﾞでご事蘂ii庁lijij閉鎖jfI艫の廃止の
---------ニーーーーーーーーーーニロュ￣匙＝亡ﾆｰﾛﾏ`ゴー抄へｗ＝ぜ=と｡砲雪ｮ似印エエ､冊豈ﾕｴﾛ＝函L巫己Ⅳ屯営言q且BrCﾕ涙＝=吉,三Ft7Eﾖ､衙乞？~『-＝で｡｡,ﾖﾃﾞﾆＷへ゛1-､rfJ~￣ﾐｳﾞｰu--~｣､,鎧c1.-..-~？二'-.....,.9--国局'１.丙皀'一」-ざ,,缶一~’一三上f-P,`・～,.,IjL--ご---,:1-8-字=;-:,｣ヂロ･ぷ,酊晶〒M`￣工-もL弓夛･Ｐ伝~F･IX-Y

との,‐－刀､＝

，‐－－Ｕ己「

上二三霜駕至鷲繍纂躍Ｕｉ:｢勤務地限定｣等の無期契約労
働者が解雇された場合に､当該事業所の閉鎖の合理性や被解雇者の選定基準

の合理性等について審査されることはあるものの､解雇権濫用法理の４要件

が柔軟に適用され､解雇が有効とされた裁判例が多[7(三毛j著菟i二流ろmとの
意見があった。いずれにしても、今後、関連判例の内容の整理が必要である

と考えられる。

これに対し、仮に、事業所の閉鎖等に伴う解雇が有効と判断された事例が

多いのであれば、事業主がパートタイム労働者に対し､l｢勤務地限定」等の
無期契約労働者の選択肢を提示する場合には､その旨を十分に説明するよう

義務付ける必要があるのではないかとの意見があった。

○また、パートタイム労働者から通常の労働者への転換の目的については、

雇用の安定とキャリアアップの双方であると考えられるが、「勤務地限定」

等の無期契約労働者については､雇用の安定に視点を置いた考え方であるた

め、パートタイム労働者にとって、現行の転換措置の水準を切り下げないよ

うにするためには、キャリアアツプの観点から、教育訓練等の支援を行うこ

115厚生労働省「雇用政策研究会報告書」（平成２２年７月）１６～１７頁及び厚生労働省「有

期労働契約研究会報告書」（平成２２年９月）２４頁において、このような雇用形態を労使

が選択し得るような環境整備の検討が提言されている。

'１６厚生労働省「雇用政策研究会報告書」（平成２２年７月）１６～１７頁及び厚生労働省「有

期労働契約研究会報告書」（平成22年９月）２４頁

''７水町勇一郎｢派遣業務の消滅による派遣労働者の労働契約の終了一ジョブアクセスほか
事件」ジュリスト１４２２号（20115.1-15）
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とが必要ではないかとの意見があった。

（３）パートタイム労働とフルタイム労働との間の相互転換

イ考え方

ｏＥＵパートタイム労働指令において、使用者は、可能な限り、パートタ

イム労働とフルタイム労働との間の転換の希望や､両者の間の転換に関す

る情報提供を考慮するよう定められており、これを受け、ＥＵ諸国では、

労働者が労働時間を柔軟に選択できるようにするため､ﾊﾟｰﾆｰF養孑ム労働

とフルタイム労働との間の相互転換を促進する法制をとっている。
戸－－－．－一一一・＝14＝＝エーへ､浄弓＝二二■＝＝￣凸rを品百～~一ニーー､－－．．－￣｡｡．こ･、-戸一、。￣｡￣戸一一一・・～,‐~~二・江←T~－$~､＜六fY-p箔4ﾊﾞｰｻﾊﾃﾞｰｰｽﾛ会--,万戸｡､－－札一一世D,:P忘・__-‐ぶり｢-～,４℃､.

例えば、ドイツにおいては､労働時間の変更を希望する労働者に対し、

事業所で補充の行われる相応の職に関する情報を提供することや、従業

員代表機関に対し、パートタイム職とフルタイム職との間の相互転換に

関する情報を提供することが、事業主に義務付けられている''8。

また、オランダにおいては、－定の要件を満たす労働者は、契約上の

労働時間の変更を求めることができ、使用者は、会社の利益に反する場

合を除き、同意しなければならない''9とされている。

ｐ今後の在り方

○このような相互転換は、パートタイム労働のメリットをより広げるも

のであり、多様な働き方を選択できる環境作りの一つとして、また、ワ
包涜Kh2Fz趣7三Usぞご禰却…z瞳回向国V胸区ロ庭気……;&懸牽辱画Y痙憲

一二二乙二圭ZZ-:、二i､ｚＺ嘘惠カヱらもji實童ｔＬｊｌ曇fえられる。
しかしながら、通常の労働者とパートタイム労働者との間の待遇の格

ｉ鑿ljiHtH言上》且ﾖlliL1三おい口主L鳶rlij重jiiii費iii;lillijiiiijijiiliijI菫ljiii篭ii:iil臺正じて
=円-1F1＄

118トミイツ「パートタイム労働．有期労働契約法」（2001年）第７条。第２回研究会資料２
参照

'1９オランダ「労働時間調整法」（2000年）第２条。第２回研究会資料２参照
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ｓパートタイム労働法の実効性の確保

(１）事業主に対する報告徴収、勧告等

○事業主による一層のパートタイム労働法の遵守が課題となる中、他法の規

定例'20も参考に、事業主が、都道府県労働局雇用均等室による勧告に従わな

かった場合におけるその旨の公表や、過料を課す対象の拡大を検討すること

が考えられる。

(２）紛争解決援助

○紛争解決援助の利用実績が少ないことは、義務規定に係る紛争のみを対象

としていることも理由の－つと考えられる三Z三流iR｢~薑葉至;5;;二1蕾パートタ
イム労働法を遵守するためには、対象範囲を努力義務規定に広げることも考
えられる。

しかしながら、例えば、第９条に係る紛争解決援助の際、賃金の均衡をど

の程度図れぱよいか等についてメルクマールとなるような判例の集積がある

かどうか、また、第９条において賃金水準に言及していない中、都道府県労

働局長の助言等や均衡待遇調停会議における調停案の中で、賃金の水準に言
及することが適当かという問題もあると考えられる。

鐘11i議霧騨聲雪雲鰯繍
（３）その他

○法の実現手段については、法違反に対する刑事制裁、私法上の権利義務の設

定・実現を通じた民事上の紛争解決、行政指導等、様々な手法がある。

しかしながら、ＥＵ諸国における動向等も踏まえると121、実体規制を通じた

法違反による事後救済だけでなく、当事者自らによる改善に向けた取組を促す

．手続規制の活用、具体的には、事業主による自主的な行動計画の策定を促進す

120「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和４７年
法律第９２号）においては、厚生労働大臣（都道府県労働局長）が、義務規定に違反し
ている事業主に対し勧告をした場合において、当該事業主がこれに従わなかったときは、
厚生労働大臣は、その旨を公表することができることとしている（第３０条)。また、厚
生労働大臣(都道府県労働局長）が､事業主に対し、報告を求めた場合に、報告をせず、
又は虚偽の報告をした者を、過料に処することとしている（第33条)。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に閏する法律（平成３年

法律第７６号）においても、平成２１年の改正において、これらと同じ措置が盛り込まれ
た。

'2’イギリスの平等賃金レビュー等
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る枠組みにより、パートタイム労働者全体の待遇の改善を図るアプローチも 、

今後重要になると考えられる。

「

／ 
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６その他

（１）フルタイム無期契約労働者の取扱い

○通常の労働者を除くフルタイム無期契約労働者については、様々な形態

の労働者が含まれると考えられるが、勤務地や職種が限定されていること

を志向するパートタイム労働者にとり、勤務地や職種が限定されている無

期契約労働者は、通常の労働者への転換までの一つのステップとして効果
こ￣……－－～………－－…－－－－－－－－苧一二－－－－－＝－－=￣==－－…=－－－〒－－:瀝昔－－－－－￣

的であると考えられる。

また､フルタイム無期契約労働者については､雇用の安定の観点からは、

有期労働契約が多いパートタイム労働者よりも保護が図られていると考え

られるものの、長期的な観点からキャリア形成を含めた待遇が決定されて

いないことから、パートタイム労働者と同様に雇用管理の改善を図る必要

がある場合も考えられる。

一方で、現在、有期労働契約の在り方についての検討は進められている

が、フルタイム無期契約労働者については、その検討においても、パート

タイム労働法においても、対象となっていない。

一口このため、今後、フルタイム無期契約笏労働者の実態を踏まえ、何らかの

保護が図られるよう検討すべきであるとの意見があった。

（２）税制、社会保険制度等関連制度

○「社会保障・税の一体改革」では、働き方に中立的な制度を目指すとと

もに、国民年金に加入している非正規雇用者の将来の年金権の確立等のた

め、厚生年金制度及び健康保険制度の適用拡大が検討されている'22．

パートタイム労働者については、税や社会保険制度に関して、就業調整

が今なお広く行われている状況にあるが、就業調整は、パートタイム労働

者本人の職業能力の発揮や、待遇改善の機会を阻害するのみならず、賃金

の上昇を抑制し、労働市場における賃金決定機能を歪めるものであること

から、働き方に中立的な税・社会保険制度の構築を早急に図ることが必要

である。

なお、税制上の配偶者控除については、世帯の収入の逆転現象は解消さ

れているものの、事業主が実施する家族手当等について、配偶者の所得要

件を税制上の配偶者控除と同様の103万円以下とする制限を設けている企

業が今なお多数であることが就業調整の一因となっていることから、労使

間の協議を通じて配偶者の所得を基準とする家族手当の在り方について改

善を図ることが期待される。

122「社会保障．税一体改革成案」（平成23年６月３０曰）参照
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