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(要旨) 
 

○先の通常国会でパートタイム労働法が改正された。一部条項を除き、2008 年４月１日施行の予定であ

る。 

○主な改正点は、同法が対象とするパートタイム労働者全てについて、①労働条件の文書による明示の

義務化、②正社員との均衡待遇の確保、③正社員への転換の推進、④待遇の決定に当たって考慮した

事項の事業主説明の義務化、⑤事業主による苦情処理の努力義務化等が図られたことだ。 

○中でも、正社員との均衡待遇の確保が最大の改正点といえる。「正社員と同視すべきパートタイム労

働者」の待遇に係る差別的な取扱いが禁止されたことが最も厳しい規定だが、対象労働者は、その要

件からみる限り、相当限定されることになると思われる。 

○それ以外のパートタイム労働者については、賃金、教育訓練、福利厚生に関し、均衡待遇の努力義務

等が事業主に課されることとなった。特に賃金については、正社員と同一の方法で、あるいは、職務

内容、能力、経験等を勘案して決定することが努力義務とされた。努力義務とはいえ、待遇決定に係

る説明責任が事業主側に課されることになったため、法施行までに、パートタイム労働者の賃金制度

を明確化しておく必要があるだろう。 

○事業主には、優秀なパートタイム労働者を継続して確保するためにも、正社員とのバランスを取りつ

つ待遇の基準を明確化することによって、納得性の高い公正な処遇を図ることが求められる。 

 

 
１．はじめに 

先の通常国会で、「短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律」、いわゆるパートタイ

ム労働法が改正された。一部条項を除き、2008

年４月１日施行の予定である。 

今回改正の背景には、パートタイム労働者を

始めとする非正社員の待遇に正社員との不合理

な格差が存在し、非正社員の基幹労働力化が進

む今日においては、公正なルールに基づいて、

その処遇格差を合理的なものに変えていくべき

だとの指摘がある。 

実際には、非正社員といっても、契約社員や

嘱託社員など様々な雇用形態が含まれることか

ら、事業主にとっては、どの範囲の非正社員が

改正法の対象となるのか、関心が高いのではな

いかと思われる。加えて、待遇の変更ともなれ

ば、その内容についてしっかりと理解しておく

必要もあるだろう。 

そこで本稿では、法改正内容について、適用

される労働者の範囲を確認すると共に、事業主

に対応が求められる事項を中心に解説したい。 

なお、今回は、女性の就労に関する法整備と

雇用政策を取り上げる予定だったが、紙幅の関

係から、パートタイム労働法の改正に絞って解

説する。女性に係る雇用政策については、次回

紹介したい。 

 

２．パートタイム労働法の対象となる労働

者とは 

いわゆる非正社員とは、資料１の（Ｂ）（Ｃ）
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に当たる労働者だが、パートタイム労働法の対

象は「１週間の所定労働時間が同一の事業所に

雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時

間に比べて短い労働者」とされており、（Ｃ）

のみが該当する。つまり、呼称にかかわりなく

所定労働時間が正社員（注１）より短い労働者

のみが同法の対象になるということだ。 

近年、労働時間が正社員と変わらない、（Ｂ）

に該当する有期雇用契約労働者の待遇も問題視

されているが、そのようなフルタイムパートや

契約社員といった非正社員は、同法の対象外で

ある。 資料１ 労働時間と雇用契約期間からみた雇用形態 

通　常 短時間

定め
なし

正社員
（Ａ）

有期
フルタイムパート、

契約社員 等
（Ｂ）

雇
用
契
約
期
間

労働時間

パートタイム
労働者

（Ｃ）

パートタイム労働法の対象  

（出所）第一生命経済研究所作成 

彼らの待遇については、新設予定の労働契約

法において別途規定することが検討されたが、

今回法案では見送られている。したがって、現

時点では、非正社員の待遇に係る法規定に一貫

性が欠けるとの指摘がなされている。本来的に

は、多様化する雇用形態をすべて包含する形で

法制を抜本的に再構築する必要があり、今後の

課題といえるところだ（注２）。 

 
（注１）法律上は「通常の労働者」という。「短時間

正社員」のように労働時間が通常でない正社員も

いるが、本稿では、分かりやすくするため「通常

の労働者」を「正社員」と表現する（資料１の

（Ａ））。 

（注２）改正パートタイム労働法に対する参議院厚生

労働委員会の附帯決議（2007 年５月）において、

フルタイムパートについても同法の趣旨が考慮

されるべきであることを広く周知すると共に、有

期契約労働者と正社員との均衡処遇の確保につ

いては、引き続き検討課題とすると規定された。 

 

３．改正パートタイム労働法の概要 

今回の主要改正点は資料２の通りだが、以下

でその概要を説明する。 

 

(１) 労働条件の文書による明示義務の強化 

資料２ パートタイム労働法の主要改正点 

現　行 改　正

　（ⅰ）労働条件の文書による明示

 労働基準法で定める事項

　（労働契約期間、就業場所・業務内容、就業・休憩時間、残業の有無、休日・休暇、

　　賃金、退職・解雇等） （違反した事業主に対し
ては10万円以下の過料）

 厚生労働省令で定める事項

　(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無）

 上記以外の事項

　（所定労働日以外の日の労働の有無、安全衛生、教育訓練、休職等）

禁　止

努力義務

義務または努力義務

配慮義務

義　務

義　務

努力義務

法規定なし

　（ⅶ）待遇の決定に当たって考慮した事項の説明

　（ⅳ）教育訓練についての正社員との均衡の確保

　（ⅴ）福利厚生についての正社員との均衡の確保

　（ⅵ）正社員への転換を推進するための措置

　（ⅷ）苦情処理・紛争の解決

努力義務 努力義務

　（ⅱ）正社員と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱い

　（ⅲ）賃金についての正社員との均衡の確保

義　務 義　務

事　　項

努力義務 義　務

（出所）厚生労働省資料より第一生命経済研究所作成



現行、労働基準法により、労働契約期間、従

事業務、就業時間、賃金、退職といった労働条

件については、労働者に文書で明示することが

事業主に義務付けられている（資料２の（ⅰ））。 

今回、それ以外の労働条件についても、文書

による明示が義務化されることとなった。具体

的な事項は、今後厚生労働省令で定められるこ

とになっているが、現行の「パートタイム労働

指針」（注３）で努力義務とされている、昇給、

退職金、賞与の有無等になる見込みである。さ

らに、この義務に違反した場合、10 万円以下の

過料に処される点には注意が必要だ。 

（財）21 世紀職業財団の調査によると、パー

トタイム労働者に対し、全体で 87.5％の企業が

労働条件を文書で明示しているが、規模別にみ

ると 100 人未満では２～３割程度が行っておら

ず、未実施の企業については、法施行までに対

応が求められることになる（資料３）。 
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(２) 正社員との均等待遇の確保 

これが最も大きな改正点である。資料２の

（ⅱ）から（ⅴ）に当たるところだ。従来から

労働条件の明示は義務とされていたが、その設

定に関して法律上の定めは存在しなかった。 

詳細は後述するが、今回改正により、「正社

員と同視すべきパートタイム労働者」の待遇に

ついて差別的な取扱いをすることが禁じられ、

それ以外のパートタイム労働者についても、正

社員と均衡のとれた待遇の確保が努力義務とさ

れている。 

(３) 正社員への転換の推進 

非自発的にパートタイム労働者となった者が

正社員に転換できるような機会を作るため、今

回、正社員への転換を推進するための措置を講

ずることが事業主の義務とされた（資料２の

（ⅵ））。 

厚生労働省は、その措置の例として、「正社

員を外部から募集する場合には、パートタイム

労働者にも募集に関する情報の周知を行うこ

と」「社内公募としてパートタイム労働者に対

し正社員のポストに応募する機会を与えるこ

と」「一定の資格を有するパートタイム労働者

を対象とした正社員転換試験等の制度を設ける

こと」などを挙げている。 

正社員への転換については、現在個別対応し

ている事業主も多いと思われるが、今後、パー

トタイム労働者全体を対象とした制度として整

備することが求められることになる。 

 
資料３ パートタイム労働者に対する労働条件の明示 
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（出所）（財）21 世紀職業財団「平成 17 年パートタイム労働者

実態調査」（2005 年） 

(４) 待遇の決定に当たって考慮した事項の説明

の義務化 

この新たな規定も事業主にとって重要だ（資

料２の（ⅶ））。これにより、待遇決定に係る

説明責任は事業主にあることが明確にされたが、

的確な実務対応を図るうえでも、労使紛争の調

停や裁判の動向に注目しておく必要があるだろ

う。 
 

(５) 苦情処理の努力義務化等 

待遇等についてパートタイム労働者から苦情

の申し出を受けた場合、事業所に苦情処理機関

を設置して処理を委ねる等の自主的な解決を図

ることが事業主の努力義務とされた。対象とな

る事項は、労働条件の明示、正社員との差別的

な取扱い、教育訓練の実施、福利厚生施設の利

用、正社員への転換、待遇の決定にあたって考

慮した事項の説明である。 

また、自主的解決が図られなかった場合、都

道府県労働局長による助言・指導・勧告、およ

び紛争調整委員会の調停の対象とする旨規定さ

れた。 

 



 

（注３）パートタイム労働者を雇用する際の事業主向

けガイドラインであり、詳細は厚生労働省サイト

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/p

arttime1.html）を参照。正式名称は「事業主が

講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のた

めの措置に関する指針」（2003 年８月改正）。 

 

４．「正社員と均衡のとれた待遇」の対象

と内容 

前述の通り、今回の最大の改正点は、正社員

とパートタイム労働者との均衡待遇の確保のた

めの事項が規定されたことである。当然ながら、

パートタイム労働者を雇用する事業主は、この

均衡待遇の対象と内容を理解しておく必要があ

ろう。以下では、この点を解説したい（資料４）。 

 

(１) 正社員との待遇の差別的取扱いの禁止 

均衡待遇のうち最も厳しい規定は、正社員と

の差別的取扱いの禁止である。対象となる労働

者は「正社員と同視すべきパートタイム労働

者」と定義され、以下の３要件を同時に満たす

者を指す（資料４の（Ａ））。すなわち、①職

務内容・責任が正社員と同じであること（「職

務内容同一短時間労働者」という）、②全雇用

期間において職務や配置の変更が正社員と同じ

と見込まれること、③雇用契約の期間の定めが

ないことである。 

これらの要件を全て満たすのは、職務内容・

責任や人事異動が正社員と変わらず、単に労働

時間が短いだけのパートタイム労働者となる。

職務内容に止まらず、責任や人事異動まで正社

員と同じパートタイム労働者というのは、実際

には相当限定されることになると思われる（注

４）。 

 
（注４）厚生労働省では、パート労働者全体の４～

５％程度と見込んでいる。 

 

(２) 賃金についての均衡確保 

「正社員と同視すべきパートタイム労働者」

（資料４の（Ａ））以外のパートタイム労働者

（資料４の（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ））についても、

均衡待遇の確保について努力義務等が課される

こととなった。まず賃金については、正社員と

同一の方法で、あるいは、職務内容・成果、意

欲、能力、経験等を勘案して職務関連賃金（注

５）を決定することが事業主の努力義務とされ

た（資料５）。 

（財）21 世紀職業財団の調査によると、パー

トタイム労働者採用時の賃金決定要素を、「同

じ地域・職種のパートの賃金相場」とする事業

主が 64.4％と最も多く、「仕事の難易度」につ

いては 28.0％、「同じ職歴の正社員の賃金」に

ついては 3.8％に過ぎない（注６）。 

均衡を考慮した賃金の決定自体は努力義務に

止まるとはいえ、今回改正により待遇決定に関

資料４ 改正パートタイム労働法におけるパートタイム労働者の種類別 均衡待遇の定め 

　職務
（仕事の内容及び
責任）

　人材活用の仕組み
（人事異動の有無
及び範囲）

契約期間 給与・賞与等
退職金・

家族手当等

職務遂行に必要
な能力を付与す
るもの

左以外のもの
（ステップアップ
目的）

健康の保持又は
業務の円滑な
遂行に資する
施設の利用

左以外のもの
（慶弔見舞金の
支給、社宅の貸
与等）

同じ 全雇用期間同じ
定めなし　または

反復更新により無期
と同視される

同じ 一定期間同じ －

同じ 異なる －

異なる 異なる －

職
務
内
容
同
一
短
時
間
労
働
者

△

賃　　金 教育訓練

△

　（Ａ）　　　　　　　正社員と同視すべき者

◎ ◎ ◎

福利厚生

△ △ －

◎ ◎ ◎

△ －△

△ －

　（Ｃ）　　　　　　　職務が正社員と同じ者

△ － ○

　（Ｄ）　　　　　　　　 正社員と異なる者

△ －

　（Ｂ）　職務と人事異動の仕組みが正社員と同じ者

□ － ○

（注）◎＝差別的取り扱いの禁止、○＝義務、□＝同一方法で決定する努力義務、△＝努力義務または配慮義務 

（出所）厚生労働省資料より第一生命経済研究所作成 
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する説明責任が事業主側に課されることになっ

たため、法施行までにパートタイム労働者の賃

金制度を明確化しておく必要があるだろう。 

資料５ 改正パートタイム労働法 第９条（賃金） 

　「事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その
雇用する短時間労働者（通常の労働者と同視すべき短時
間労働者を除く）の職務の内容、職務の成果、意欲、能力
又は経験等を勘案し、その賃金（通勤手当、退職手当その
他の厚生労働省令で定めるものを除く）を決定するよう努め
るものとする。」

　「事業主は、前項の規定にかかわらず、職務内容同一短
時間労働者（通常の労働者と同視すべき短時間労働者を
除く）であって、当該事業所における慣行その他の事情か
らみて、当該事業主に雇用される期間のうち少なくとも一定
の期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の
労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範
囲で変更されると見込まれるものについては、当該変更が
行われる期間においては、通常の労働者と同一の方法に
より賃金を決定するように努めるものとする。」

資料４の（Ｃ）（Ｄ）の者

資料４の（Ｂ）の者

（注）下線筆者 

（出所）厚生労働省資料より第一生命経済研究所作成 

 
（注５）基本給、賞与、役付手当等を指し、通勤手当、

退職手当、家族手当、住宅手当等の職務内容と密

接な関連を有しない賃金は含まれない。 

（注６）（財）21 世紀職業財団「平成 17 年パートタ

イム労働者実態調査」（2005 年） 

 

(４) 教育訓練、福利厚生についての均衡確保 

教育訓練や福利厚生の適用についても、均衡

待遇が図られるよう法改正がなされた。 
教育訓練の規定は、資料６の通りである。ま

ず、「職務と人事異動の仕組みが正社員と同じ

者」（資料４の（Ｂ））と「職務が正社員と同

じ者」（資料４の（Ｃ））に対し、正社員に行

う教育訓練のうち職務遂行能力習得を目的とす

るものを実施することが義務付けられた。また、

それ以外の教育訓練も含め、全てのパートタイ

ム労働者に対し教育訓練を実施することが努力

義務とされた。 

資料６ 改正パートタイム労働法 第 10 条（教育訓練）

　「事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練で
あって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要
な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短
時間労働者が既に当該職務に必要な能力を有している場
合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容
同一短時間労働者に対しても、これを実施しなければなら
ない。」

　「事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者と
の均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間労働者の職務
の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験等に応じ、当該
短時間労働者に対して教育訓練を実施するよう努めるもの
とする。」

資料４の（Ｂ）（Ｃ）の者

資料４の（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）の者

（注）下線筆者 

（出所）厚生労働省資料より第一生命経済研究所作成 

福利厚生の規定については、資料７の通りで

ある。「正社員と同視すべきパートタイム労働

者」以外の者（資料４の（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ））

に対し、給食施設、休憩室、更衣室等の福利厚

生施設について、利用の機会を与えるよう配慮

しなければならないとされた。 
 
 
以上が法改正の概要だが、ここで説明したよ

うな均衡待遇の措置はいずれも、どのような内

容でどの程度までパートタイム労働者に適用す

べきなのか、条文からだけでは実務上の判断が

難しいところがある。また、自社のパートタイ

ム労働者を、資料４のように明確に区分できる

かという問題もある。今後、パートタイム労働

指針の改定等によって、具体的な対応方法が国

から示されることになると思われるが、いずれ

にせよ、事業主にとって、法施行までに対応策

を準備しなければならないことがポイントだ。

その際、待遇決定の説明責任が事業主に課され

ている点にも留意しておく必要がある。 

資料７ 改正パートタイム労働法 第 11 条（福利厚生）

　「事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える
福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂
行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについて
は、その雇用する短時間労働者に対しても、利用の機会を
与えるよう配慮しなければならない。」

資料４の（Ｂ）（Ｃ）（Ｄ）の者

（注）下線筆者 

（出所）厚生労働省資料より第一生命経済研究所作成 
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人件費のコントロールを考えると、今回の改

正内容には、事業主にとって厳しい対応となる

事項もあると思われる。しかし、労働力人口の

減少が本格化する中、優秀なパートタイム労働

者を継続して確保するためにも、正社員とのバ

ランスを取りつつ待遇の基準を明確化すること

によって、納得性の高い公正な処遇を図ること

が求められる。 
 

（続く） 
 

さいとう かつひこ（主任研究員） 
 


