
手順１：自社の社員を正規・非正規雇用労働者、それぞれの雇用管理区分(※)

に分ける。(シート1)

手順２：各雇用管理区分それぞれについて、判断(考慮)要素の①職務内容

(業務内容及び責任の程度)、②職務内容・配置の変更範囲、

③その他の事情を実態から分析する。(シート1)

手順３：待遇毎(基本給、賞与、役職手当、通勤手当等)の性質・目的、

各雇用管理区分の待遇毎の支給基準・支給実態を明確にする。

(シート2)

手順４：待遇毎に正規・非正規雇用労働者間で違いがある場合は、手順2の

判断(考慮)要素の分析によりその理由を明確にする。(シート2)

※「雇用管理区分」とは、職務内容、転勤の幅・頻度、昇進・昇格の限度、雇用形態等の雇用管理が異なる区分をいいます。

待遇差の理由が不明確な場合は、不合理な待遇差となる

可能性が高いため、その部分の待遇の見直しが必要になります。

分析手順

自社の雇用形態間の待遇差に関する分析例の手順
～分析シートを使い、自社の正規・非正規雇用労働者間の待遇差を分析してみましょう～

1〈作成：秋田労働局雇用環境・均等室 TEL 018-862-6684〉 R2.12改訂版

2020年4月1日施行 パートタイム・有期雇用労働法対応 （中小企業は2021年4月1日適用）
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自社の雇用形態間の待遇差に関する分析シート（例）（シート１）
注意：この記載はあくまでも例であり、企業の規定、実態により記載、分析する必要があります。最終的に合理・不合理であるかは司法の判断になります。

自社の社員の雇用形態間の待遇差に関する分析シート（例）(シート１)
雇用形態間の待遇差に関する判断(考慮)要素

①職務内容 ②職務内容・配置の変更範囲 ③その他の事情

通番

自社の社員の雇用管理(雇用
形態)の呼称
例：正社員総合職、正社員
事務職、再雇用社員、契約
社員、パート社員 等

雇用契約
期間

無期／有
期

週所定労働
時間(h)

フルタイム
／パートタ

イム

労働者数
(人)

平均勤続年数
(年)

業務内容
＜例＞
a.主な業務(範囲)
b.対象範囲
c.知識技能

責任の程度 ＜例＞
a.部下の有無
b.期待される役割(範囲)
c.緊急時の対応範囲
d.ノルマ(範囲)
e.残業可能性

変更の有無及び程度
＜例＞
a.職務内容の変更(範囲)
b.転居を伴わない転勤(頻度)
c.転居を伴う転勤(範囲、頻度)

男性 女性 男性 女性

例１
正社員総合職

無期
フル
(38.75h)

80 5 20.5 3.1

a.主な業務：管理、技術、営業
等(全業務) 
b.対象範囲：全部門
c.知識技能：数年の実務経験で
身につくレベル

a.部下：有
b.期待される役割(範囲)：会社全部署の管
理、技術、営業、部下の管理等
c.緊急時の対応範囲：全部署のカバー・対
策
d.ノルマ：有(全業務)
e.残業可能性:有

a.職務内容の変更：有(全部署)
b.転居を伴わない転勤：有(3年に1回程
度)
c.転居を伴う転勤：有（全国、3年に1回
程度)

例２
正社員事務職

無期
フル
(38.75h)

5 20 6.1 11.5

a.主な業務：事務(特定業務) 
b.対象範囲：全部門
c.知識技能：数年の実務経験で
身につくレベル

a.部下：無
b.期待される役割(範囲)：担当部署の事務
c.緊急時の対応範囲：担当部署のカバー
d.ノルマ：有(特定業務)
e.残業可能性:有

a.職務内容の変更：有(事務、管理)
b.転居を伴わない転勤：有(必要時)
c.転居を伴う転勤：有（必要時、県内）

例３ 再雇用社員 有期
フル
(38.75h)

15 2 3.2 0.6

a.主な業務：定年前と同業務(特
定業務) 
b.対象範囲：特定部門
c.知識技能：数年の実務経験で
身に付くレベル

a.部下：無
b.期待される役割(範囲)：担当部署、担当
業務の運営
c.緊急時の対応範囲：担当部署のカバー
d.ノルマ：有(特定業務) 
e.残業可能性:有

a.職務内容の変更：無
b.転居を伴わない転勤：原則無だが、必
要時有
c.転居を伴う転勤：無

例4 契約社員 有期
フル
(38.75h)

5 25 4.1 13.3

a.主な業務：事務、現業等契約
業務(個別、特定業務) 
b.対象範囲：特定部門
c.知識技能：数ヶ月の実務経験
で身に付くレベル

a.部下：無
b.期待される役割(範囲)：担当業務の遂行
c.緊急時の対応範囲：担当部署のカバー
d.ノルマ：有(特定業務) 
e.残業可能性:有

a.職務内容の変更：無
b.転居を伴わない転勤：原則無だが、必
要時有
c.転居を伴う転勤：無

例5 パート社員 有期
パート
(20h)

5 10 4.1 13.3

a.主な業務：事務、現業等契約
業務(個別、特定業務) 
b.対象範囲：契約時の特定箇所
c.知識技能：2週間程度の実務経
験で身に付くレベル

a.部下：無
b.期待される役割(範囲)：契約業務を正確
にこなす
c.緊急時の対応：正社員の指示で動く
d.ノルマ：無
e.残業可能性:無

a.職務内容の変更：無
b.転居を伴わない転勤：無
c.転居を伴う転勤：無
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自社の雇用形態間の待遇差に関する分析シート（例）（シート２）
注意：この記載はあくまでも例であり、企業の規定、実態により記載、分析する必要があります。最終的に合理・不合理であるかは司法の判断になります。

自社の社員の雇用形態間の待遇差に関する分析シート（例）（シート２）

自社の社員の雇用管
理(雇用形態)の呼称

待遇の名称 基本給

手当 福利厚生
その他

（ ）賞与 役職手当 通勤手当 住宅手当
有給の特別休暇

( )

各待遇毎の性質・目的
(職務、配転に関係するか)

〔正社員〕
責任、配転を含む職能と会社への長期に
わたる貢献への期待に対し支給
〔再雇用社員〕
定年前の職務内容に対し支給
〔契約社員〕
業務内容と勤続年数に対し支給
〔パート社員〕
業務内容に対し支給

会社業績への貢献、
会社への長期にわた
る貢献への期待に対
し支給

役職に就く者として
の責任の重さを評価
して支給

通勤にかかる実費を
補償

転居転勤による住宅
の経済的負担を補償

例1：正社員総合職

支給の有無 ○ ○ ○ ○ ○

支給内容／支給の決定基準・ルール 業務内容、責任の程度、能力、勤続年数、
配転の範囲を総合的に勘案して決定

基本給3.2ヶ月分に
加え、業績に応じて
加算

部長相当職：3万円
課長相当職：2万円

１ヶ月通勤定期券に
相当する額（上限５
万円）

２万円

例2：正社員事務職

支給の有無 ○ ○ × ○ ○

支給内容／支給の決定基準・ルール
業務内容、責任の程度、能力、勤続年数、
配転の範囲を総合的に勘案して決定（同
条件の総合職に比し20％減）

基本給3.2ヶ月分に
加え、業績に応じて
加算

１ヶ月通勤定期券に
相当する額（上限５
万円）

１万円

例3：再雇用社員

支給の有無 ○ ○ × ○ ×

支給内容／支給の決定基準・ルール 定年前の8割程度 基本給1ヶ月分
１ヶ月通勤定期券に
相当する額（上限５
万円）

例4：契約社員

支給の有無 ○ ○ × ○ ×

支給内容／支給の決定基準・ルール 業務内容、勤続年数に応じて決定 基本給1ヶ月分
１ヶ月通勤定期券に
相当する額（上限５
万円）

例5：パート社員

支給の有無 ○ ○ × ○ ×

支給内容／支給の決定基準・ルール 業務内容に応じ一律に決定
月平均給与0.5ヶ月
分

労働日数に応じた実
費支給

正社員とその他の区分の社員との間で支給内容又は支給の決定
基準・ルールに差異を設けている理由
(※)

・総合職は責任が重く、広範囲の配転が
あることから、様々な要素を総合的に勘
案している。
・事務職も責任、能力、勤続年数等を勘
案し決定しているが、総合職に比べ責任
の程度が低く、配転の範囲が狭いことか
ら、同じ条件の総合職に比べて20％減じ
て支給している。
・再雇用社員、契約社員は転勤が無く責
任の程度が低いため、同じ業務の正社員
に比べて支給額が低い。
・パート社員は、転勤が無く責任の程度
が低いため、業務内容のみに応じて決定
している。

・正社員は、会社業
績への貢献、会社に
定着し長期にわたっ
て貢献してもらう効
果を期待して支給し
ている。
・再雇用社員、契約
社員、パート社員は
業務内容に応じた一
律の支給のため、賞
与の支給率は低くし
ている。

・役職手当は課長以
上の役職に支給して
いる。

パート社員は所定勤
務日数が少ないため、
労働日数に応じて支
給している。

・総合職は広範囲の
転居転勤があり、事
務職は転居転勤の範
囲が狭いため差を設
けている。
・その他は転勤がな
いため支給していな
い。



お問合せや

ご相談は

こちらまで

事業主の皆さま

｢秋田働き方改革推進支援センター｣の

ご案内

働き方改革全般について、様々なご相談を受け付けます

例えば、以下のようなお悩みをもつ事業主の方からの

ご連絡をお待ちしております。

電話、メール、来所、ＨＰにより相談を受付

フリーダイヤル：0120-695-783
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、Tel：018-865-5335（有料）

メール：akita2＠akita-sr.or.jp

住 所：秋田市大町3-2-44 大町ビル3階

URL：http://akita-sr.jp/ （秋田県社会保険労務士会）

『働き方改革』に取り組む事業主の皆さまを支援します。
就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて、

社会保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じます。

▶ ご希望に応じて、専門家が直接企業に無料で訪問いたします。

▶ 相談会やセミナーも開催いたしますのでご活用ください。

【 秋田働き方改革推進支援センター 】

厚生労働省 秋田労働局

【受付時間】9：00～17：00（土日祝および年末年始を除く）

どうぞお気軽に、

ご相談ください。
○ 36協定について詳しく知りたい

○ 非正規の方の待遇をよくしたい

○ 賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい

○ 人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい

○ 助成金を利用したいが、利用できる助成金が分からない 等

秋田県社会保険労務士会が秋田労働局の委託事業として実施します
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〈賃金規定の見直しのご相談は〉

秋田働き方改革推進支援センター
TEL 0120-695-783 へ

〈パートタイム・有期雇用労働法、

雇用形態間の待遇差の分析のご
相談は〉

秋田労働局雇用環境・均等室
TEL  018-862-6684

秋田働き方改革推進支援センター
TEL 0120-695-783 へ

〈分析シート様式ダウンロード先〉

秋田労働局ホームページトップページ
→「働き方改革」→「分析シート(働き方
改革関連法セミナー配布資料)」


