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経営
者や

人事
労務
担当
の

皆様
へ！

コンサルティング

（無料）やセミナーの

申込みができるよ！
職務評価を用いた

基本給の点検・検討マニュアル

短時間正社員制度

導入運用支援マニュアル

短時間正社員制度

働き方改革推進支援センターでは、事業主・人事労務担当者からの具体的な労務管理の手法に関するご相談に

対応し、ご参考としていただけるアドバイスを行っています。出張相談にも応じていますので、お気軽にご利用く

ださい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

働き方改革推進支援センターのご案内

https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

職務分析･職務評価導入支援サイト

職務分析・職務評価は、正社員とパート

タイム労働者・有期雇用労働者の基本給

について、待遇差が不合理かどうかの判

断や、公正な待遇を確保する賃金制度を

検討する際に有効なツールです。本サイト

では、職務分析・職務評価の手法や導入

支援についての情報を紹介しています。

令和 2 年 3 月作成
Ministry of Health,Labour and Welfare

厚生労働省
ひと、くらし、みらいのために

　  パート･有期法を

動画でわかりやすく

解説 !　

パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
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短時間正社員制度導入支援ナビ

育児・介護や地域活動、パートタイム労

働者からの転換など個々人の様々なライフ

スタイルやライフステージに応じた働き方

を実現できる「短時間正社員制度」につ

いて紹介しています。



支援ツールを活用し、改正法への対応を進めよう！

 ２０２０年

4月から

｢パートタイム･有期雇用労働法｣が

施行されます

支援ツールを活用し 改正法への対応を進めよう！
パートタイム･有期雇用労働法のポイントをわかりやすく解説。

1 不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用

労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、

不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差

の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることがで

きるようになります。

事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあっ

た場合は、説明をしなければなりません。

3 行政による事業主への助言・指導等や
裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行

います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」

についても、行政ADRの対象となります。

パートタイム･有期雇用労働法の
ポイントを動画で知ろう！

パートタイム･有期雇用労働法のポイント

パートタイム･有期雇用労働法の
ポイントを動画で知ろう！

行政による事業主への助言・指導等や
裁判外紛争解決手続（行政ADR）の整備

ト

取組のための各種マニュアル

パートタイム・有期雇用労働法の施行に向けて、事業主の皆さ

まに取り組んでいただきたいことについて解説しています。

動画は全部で８つのチャプターで構成しており、チャプターごと

に視聴することもできます。

自社の状況が法律の内容に沿ったものなのか点検

の手順を示しています。

パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令につい

て、自社の取組状況を点検し、パートタイム労働者・有期雇用

労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきか確認す

ることができます。

パートタイム・有期雇用労働法に対応した

企業の取組事例を掲載しています。取組

事例をまとめた取組事例集もダウンロード

できます。

ポイントを具体例を

交えて丁寧に

解説しているよ！

同業他社や

同規模の企業の取組を

参考にしてみてね！

点検の手順を

わかりやすく

紹介しているよ！

同規模の企業の取組を

パートタイム・有期雇用労働法
対応のための取組手順書

不合理な待遇差解消のための
点検・検討マニュアル

後 送

パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた取組事例

１．基本給、賞与、手当
基本給、賞与、手当における待遇の違い

２．教育訓練・福利厚生等
教育訓練、福利厚生施設の利用等

３．正社員への転換推進措置
正社員転換推進措置の制度、対象者等

４．相談のための体制整備、労使の話し合いの促進等
相談体制整備、短時間・有期雇用管理者の選任等

５．労働条件の明示・説明
雇い入れ時等の労働条件の明示、就業規則作成等

６．他の労働関係法令
労働基準法、育児・介護休業法、労働安全衛生法等の義務

チェックツールで点検できる項目は、 これ !

（※中小企業は2021年 4月から適用）

パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール

プロローグとチャプター 1

法改正の目的と主な改正点について

チャプター 2

不合理な得遇差をなくすための規定の整備

チャプター 3

不合理な待遇差をなくすための規定の整備

～同一労働同一賃金ガイドライン～

チャプター 4

参考となる判例

チャプター 5

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

チャプター 6

法改正に対応するための取組手順について

チャプター 7

裁判外紛争解決手続き『行政ADR』の規定の整備等

チャプター 8とエピローグ
法改正に対応するための事業主の皆さまへの支援について

パートタイム・有期雇用労働法

8つの動画チャプター

パートタイム・有期雇用労働法

対応のための取組手順書

具体例を付しながら各種手当、福利厚生、教育訓

練、賞与、基本給について、不合理な待遇差解

消のための点検・検討手順を詳細に示しています。

不合理な待遇差解消のための

点検・検討マニュアル

同業他社や

同規模の企業の取組を

参考にしてみてね！

パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた取組事例
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全編 約５１分

知っていますか？進めていますか？
パートタイム・有期雇用労働法への対応

～企業の取組事例集～

て、自社の取組状況を点検し、パートタイム労働者・有期雇用

労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組むべきか確認す

ることができます。

パートタイム・有期雇用労働法に対応した

企業の取組事例を掲載しています。取組

事例をまとめた取組事例集もダウンロード

できます。
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パートタイム・有期雇用労働法に対応した

企業の取組事例を掲載しています。取組

事例をまとめた取組事例集もダウンロード
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パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた取組事例パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた取組事例

知っていますか？進めていますか？
パートタイム・有期雇用労働法への対応


