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パートタイム労働者等のパートタイム労働者等の
活躍推進とキャリアアップ支援活躍推進とキャリアアップ支援

採用難の時代にあって、「求職者から選ばれる企業」、「従業員が定着する企業」となり、
優秀な人材を確保して、伸びる需要を逃がさずに事業機会をとらえていくために、企
業はどのような戦略を取りうるでしょうか。

いま、なぜパートタイム労働者等の活躍が必要となっているか、企業経営の観点から
考えてみましょう。

〈景気回復と人口構造変化を背景とする人材不足〉
日本経済は緩やかな回復基調にあり、業種・企業規模を問わず、業況や経常利益水準は改

善傾向にあります。このような経営環境のもと、倒産件数が全体として減少する中でも、人
材を確保できないことによる「求人難型」の倒産件数はやや増加しています。少子高齢化に
伴う労働人口減が進む中、景気動向に多少の変動があったとしても、人材不足の状況は今後
も続くと考えられます。

Ⅰ

〈パートタイム労働者等の活躍推進が鍵〉
雇用形態にかかわらず、人材の更なる戦力化に取り組むことが重要な選択肢となり、パー

トタイム労働者等の活躍推進が鍵となります。

〈キャリアアップ支援の効果〉
人材の戦力化を実現していくためには、企業が自社のパートタイム労働者等に対して

「キャリアアップ」の明確な道筋を示し、パートタイム労働者等のキャリアアップを支援し
ていくことが有効です。
パートタイム労働者等の個々の状況や希望・ニーズを踏まえたきめ細かいキャリアアッ
プ支援を実施することで、技能向上や職域拡大が期待できるとともに、就業者としてのキャ
リアの見通しが良くなり、モチベーション向上や定着につながります。さらに新たな応募者
の増加につながる効果も期待できます。キャリアアップ支援は、これらの効果を通じて、パー
トタイム労働者等の活躍推進を促すことでより戦力化し、人材面で企業業績の向上をサポー
トします。
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〈キャリアアップ支援の充実でパートタイム労働者等の活躍推進を〉
今こそ、パートタイム労働者等の活躍推進に向けたキャリアアップ支援を人材不足時代の
経営戦略として積極的に実施していくことが求められています。

なお、フルタイムの無期雇用労働者（有期雇用の契約社員から無期転換された方などを含
む）についても同じ考えで、キャリアアップ支援による活躍推進に取り組むことが重要です。

〈キャリアアップ支援の効果〉

1 パートタイム労働者等のモチベーションが向上する

2 キャリアアップできる職場環境を整備することで
パートタイム労働者等の定着率が向上する

3 明確なキャリアパスを示すことでパートタイム労働者等が
目標をもって主体的に仕事に取り組むことができる

4 パートタイム労働者等が責任感を持って、
新しい仕事にも積極的に取り組む

5 経験を積んだパートタイム労働者等が
即戦力の正社員として転換可能となる

6 パートタイム労働者等の技術向上により、
生産性の向上や職域の拡大が可能となる

企企企業業業ににととっててののパパパートトタタイイムム労労労労働働働者者者等等等のの
キキキキャャャャリリリリアアアアアアッッッップププのののメメメリリリリッッッットトトト

待遇向上技能向上 職域拡大

パートタイム労働者等の活躍推進＝更なる戦力化

パートタイム労働者等のキャリアアップ

キャリアアップ支援
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経営戦略の一環としてパートタイム労働者等のキャリアアップ支援による活躍推進を行
うために必要とされる取組について考えてみましょう。
パートタイム労働者等の活躍推進には、職域拡大・技能向上・待遇の向上を通して仕事へ

の動機付け（モチベーション向上）を行うことが重要なポイントとなります。パートタイム
労働者等の働き方へのニーズを適切に把握し、働きぶりに関する適切な評価と公正な待遇、
能力開発の機会の提供、正社員転換の機会の確保、円滑なコミュニケーションの実現などさ
まざまな領域における支援が必要です。
また、パートタイム労働者等のキャリアアップを進めるにはその前提として、人材の定着を

支えるための、働き方のニーズに対応した福利厚生・両立支援制度の運用も大切です。併せ
て、パートタイム労働者等のキャリアアップ支援のために企業がどのように取り組んでいる
のか、どのような公正な待遇を講じているのかについての丁寧な説明など、パートタイム労働
者等の納得性を高めるためのコミュニケーションも重要です。

１.キャリアアップ支援
1 教育訓練・能力開発
2 評価
3 賃金（基本給・賞与・諸手当等）

4 正社員転換
5 福利厚生・両立支援
6  コミュニケーション
（納得性を高めるための取組）

Ⅱ取組のポイントでは、上の図にある要素ごとに参考となる事例を紹介します。

※ 「Ⅱ . 取組のポイント」における事例については、「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」受賞企業の事例や、
本事業で実施した企業ヒアリング結果から紹介しております。

取組のポイント取組のポイント

Ⅱ

技能向上 待遇向上 職域拡大

キャリアアップ

福利厚生・両立支援

コミュニケーション

教
育
訓
練
・
能
力
開
発

評
　
価
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金

正
社
員
転
換

キャリアアップ支援

パートタイム労働者等の
更なる戦力化

〈キャリアアップ支援の取組によるパートタイム労働者等の更なる戦力化〉
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パートタイム労働者等の活躍推進の取組として、教育訓練・能力開発は人材育成、長期定
着の促進の点で有効です。

ア） 業務に必要な研修の実施

正社員に対して各種の研修、教育訓練を実施しているが、パー
トタイム労働者等に対しては実施していないという場合は、正
社員と同様に実施するようにしましょう。パートタイム・有期
雇用労働法で、正社員に対し、その職務に必要な教育訓練（研修）
を行っている場合は、パートタイム労働者等に対しても同様に
行うことが義務づけられます。
パートタイム労働者等にも研修、教育訓練を受講させること

で、会社の期待が伝わり、モチベーションが上がることが期待できます。雇用区分によらず、
人材の成長を支援する機会を与えることで、パートタイム労働者等の技能やモチベーション
を向上させ、生産性の向上につなげましょう。

総合小売業（従業員1,600名、岡山県） 取組事例 1

●パートタイマーについて、個人別に作成する能力技能育成シート・人事考課表に基づき、
目標毎に育成スケジュールを作成し、進捗をサポートする。

　（例）「３級販売士」資格取得を目標にした場合、資格試験に向けて勉強会を開催するなど
の支援を実施

●育成スケジュールは評価面談時にフィードバックを実施。進捗や次の目標設定に合わせ
て育成スケジュールも更新を行っている。

●社員教育用教材・書籍等は雇用区分の別なく配付している。

パートタイマーについて、
個別の目標設定に基づく育成支援

銀行（従業員1,500名、秋田県） 取組事例 2

●担当業務のスキルアップや業務開拓を目的として、融資基礎研修や投資信託基礎研修等
の社内研修を随時実施しており、正社員とキャスト（パートタイム労働者等）の区別なく
受講することができる。各担当部署が主催し、所属長による積極的な受講勧奨や通達等
を利用した周知により、多くのキャストが参加している。

スキルアップや業務開拓を目的とした
社内研修の実施と積極的な周知

教育訓練・能力開発「キャリアアップ支援」の取組ポイント1
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Ⅱ   取組のポイント

教育訓練・能力開発 正社員転換 福利厚生・両立支援 コミュニケーション評 価 賃 金

花・植木小売業（従業員1,600名、東京都） 取組事例 3

●アルバイトから総合職正社員まで雇用形態に関係なく、各エリアや各部署が主体となっ
て、仕事内容や階層に応じた研修を実施し、キャリアアップをサポートしている。研修の
結果によって、仕事の幅が広がったり、賃金に反映されたりする場合もある。

　 研修の一例  技術研修
　　社内技術検定制度（プレ初級・初級・中級）の級取得に向け、花束やアレンジメント等の練習の他、フ
ラワーデザインの歴史や体系、色彩に関する知識等を幅広く学ぶ。中級の取得によって「デザイナー」の
肩書が得られ、仕事の幅が広がり、さらなるステップアップが可能となる。

仕事内容や階層に応じた、
キャリアアップに向けた研修

損害保険業（従業員13,300名、東京都） 取組事例 4

●入社３年目までの正社員・契約社員について、職場の育成リーダーと複数名の先輩社員
がトレーナーとなり、協力してＯＪＴを実施。先輩社員がそれぞれの得意分野を中心に
指導することにより、職場全体で新人を育成する。
（平成28年度「パートタイム労働者活躍推進企業表彰」受賞時の取組）

複数名のトレーナーによるOJT

総合小売業（従業員7,800名、大阪府） 取組事例 5

●全社員に対し担当業務に必要な知識・技術を体系的に習得できる職能資格別研修を行う
とともに、その習得度を確認し、その結果に基づき昇格させる「マルチラーニング」により
社員を育成している。

●マルチラーニングの仕組みは、部門・職能資格ごとに例えば「接客応対の4原則を理解し
ている」「売り場案内時の応酬話法を理解している」といった学習項目（身につけるべきポ
イント）が示されており、それに基づき各人ごとの年間の学習計画を月単位で上司と面談
の上で策定する。従業員は自主学習し、自己評価を行い、上司の確認を受けて修了となる。
習得できなかった項目は次月以降に再度学習する。

●すべての学習を修了した者は検定試験を受けることができ、合格により昇格となる。計
画的なＯＪＴのツールとして、また上司と部下のコミュニケーションツールとしても活
用している。

育成と評価・昇格を連動させた制度
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菓子製造業（従業員350名、熊本県） 取組事例 6

●同社のお菓子は熊本県の歴史や文化と深い関わりを持つことから、パートタイム労働者
等を含む社員に対し、熊本の名所旧跡等の知識を問う「熊本・観光文化検定」の取得を推
奨している。

　外部から講師を招聘して社内で講習会を実施しており（自己負担なし）、2級以上を受験
する場合は受講料の一部を補助している。合格者は名札に「熊本観光文化大使○級合格」
等の文言を入れて店頭で接客に当たっている。
（平成32～33年頃の実施を目標に現在準備中）

業務に役立つ検定資格取得の推奨、
受講料の一部補助

総合小売業（従業員5,000名、愛知県） 取組事例 7

●原価や売価といった数値管理に関する研修をコミュニティ社員（パートタイム労働者等）
にも実施している。従来正社員のみを対象とした研修であったが、コミュニティ社員か
ら数値管理に関する質問が多く、また主任や正社員をめざす上で、売上げ個数以外の数値
管理への理解を深めるための支援が必要であるとの声があり、コミュニティ社員も勉強
会に参加できるようにした。参加したコミュニティ社員からは好評で、数値管理のノウ
ハウが発揮できる正社員をめざす上での動機付けにもなっている。

パートタイム労働者等にも数値管理教育を実施

イ） 業務に必要な研修以外の研修機会の付与

業務の遂行に直接関わらない研修であっても、正社員を対象として行う研修については、
パートタイム労働者等も幅広く対象とすることができないか検討しましょう。例えば、今後
の働き方について考えるキャリア形成研修、企業活動に関する数字の意味や目標値等を学ぶ
研修、メンタルヘルスや人権に関する研修などで、パートタイム労働者等も対象とすること
により、モチベーション向上やよりよい職場づくりに役立ちます。また、「自己啓発支援」等
として社員の自発的な研修受講を推奨したり、受講料や資格試験の受験料に対して費用補助
を行うことは、社員の能力開発に効果的なだけでなく、会社として「社員の自主的な研鑽を歓
迎する」ことを伝える効果も期待できます。
会社にとっては、技能向上やモチベーション向上、人材の定着を促進するとともに、「教育

訓練が充実した職場」「働きながら資格がとれる会社」というアピールにより、前向きでやる
気のある人材の採用も期待できます。
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Ⅱ   取組のポイント

※ 次の資料も参考となります。
「パートタイム労働者キャリアアップ支援マニュアル〈教育訓練・正社員転換編〉」
パートタイム・有期雇用労働ポータルサイトからダウンロードできます。
▶ https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

パートタイム労働法では…

◆正社員に対して、その職務に必要な教育訓練（研修）を行っている場合は、同じ職務のパートタイム労
働者に対しても同様に教育訓練を行うことが義務づけられています（すでに能力を有している場合を
除く）。

　 パートタイム・
有期雇用労働法  有期雇用労働者についても同様です。

◆職務に必要な教育訓練以外の研修についても、就業実態や正社員との均衡などを考慮して実施するよ
うに努めることとされています。

　 パートタイム・
有期雇用労働法

  有期雇用労働者についても同様です。また、その他の教育訓練（研修）の実施につい
て、不合理な待遇差を設けることは禁止されます。

教育訓練・能力開発 正社員転換 福利厚生・両立支援 コミュニケーション評 価 賃 金

通信業（従業員500名、東京都） 取組事例 8

●正社員ではない労働者を含む社員について、エンジニアなどの技術職向けに、技術書籍購
入補助制度を運用。また、契約社員を含め、社員向けに英語学習支援制度がある。必要な
スキル、知識は主体的にキャッチアップしていくよう推奨し、そのための費用補助を行っ
ている。

スキルアップに関するサポート

中堅・中小企業のためのパートタイム労働者等活躍推進ハンドブック 8



評　価「キャリアアップ支援」の取組ポイント2

パートタイム労働者等の働きぶりについて、公正・明確で
納得性の高い評価を実施しましょう。
評価制度の設計・運用を通じてパートタイム労働者等の職
務・職責や能力開発の課題が明確になり、人材育成、モチベー
ションアップによる戦力化に有効です。

ア） 何のために評価するのか

評価を実施する主な目的の一つに人材育成が挙げられます。会社が期待する役割をパー
トタイム労働者等が果たすことができるよう、評価結果を能力開発計画につなげるなど、人
材育成の観点を取り入れた評価制度を作りましょう。
また、人事評価を実施することで、パートタイム労働者等の業務の達成度を確認すること

ができ、モチベーションの向上につながります。

イ） 誰がどのように評価するのか

パートタイム労働者等について人事評価制度を導入する場合、どのような視点で評価制
度を設計すればよいのでしょうか。評価制度の設計においては、「誰が、どのような方法で、
何の評価項目を、どのような基準に基づいて評価するのか」という視点が重要です。
評価制度においては、「評価される人（被評価者）」と「評価する人（評価者）」を整理します。

適切な評価者を選定することは、評価制度の納得感を高める上で重要です。一般的には、ラ
イン管理者または社員に評価の権限を付与します。
次に評価内容の決定です。まず重要なのが、パートタイム労働者等に期待する役割、職務

を明確化することです。会社がパートタイム労働者等に期待する役割を人事評価の評価項
目に反映することで、会社の期待や今後の成長の方向性を示すことが可能になります。
実際に人事評価を行う際の方法は大きく三つあります。それが「能力評価」「情意評価」「成
果評価」です。

能力評価や情意評価では各評価方法に沿った「評価項目」と、それぞれの項目の内容をど
のくらい達成できているかを判断するための「評価基準」を明確にしましょう。成果評価で
は達成すべき目標を立て、達成度を測る基準を定めましょう。

●能力評価とは、被評価者の職務遂行能力を評価する評価方法です。

●情意評価とは、被評価者の仕事への取組姿勢や意欲を評価する評価方法です。

● 成果評価とは、一定期間における業務遂行状況や、目標に対する達成度等、
被評価者の仕事の成果を評価する評価方法です。

教
育
訓
練
・
能
力
開
発
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価
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社
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転
換

福利厚生・両立支援
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Ⅱ   取組のポイント

ウ） いつ、どのように評価を行うのか

評価制度の基本的な枠組みが設計できたら、「いつからいつまでを評価するのか（評価の
対象期間）」を定めましょう。
実際の評価を行う場合には、面談で行うことが一般的です。例えば、2回の面談で人事評
価を実施する場合、１回目の面談は被評価者と評価者で、その期にどのような目標を設定し、
どのような方法でそれを達成するのかを話し合います。２回目の面談では目標の達成度合
いを評価しフィードバックするとともに、その期の評価結果を確定させます。2回目の面談
では、被評価者の自己評価を聞いた上で、フィードバックすることが重要です。目標設定→
自己評価→フィードバックという、被評価者と評価者の対面でのコミュニケーションを通し
て最終結果を確定するとともに、次期の目標設定を行います。
有期契約で労働契約を結んでいる場合には、契約更新のタイミングでの面談で評価結果の

共有を行うと、仕事ぶりの評価結果を共有し、契約期間中の振り返りと次回契約期間の目標設
定を行うことができます。契約更新の面談のタイミングから逆算して人事評価のスケジュー
ルを考えると、労使双方にとって負担が少なく人事評価を実施することができるでしょう。

教育訓練・能力開発 正社員転換 福利厚生・両立支援 コミュニケーション評 価 賃 金

総合小売業（従業員7,800名、大阪府） 取組事例 9

●コミュニティ社員（フルタイムまたは短時間。労働時間は本人希望により決まる。契約
期間6か月）は、試用期間を経て、4段階の職能資格に分けられる。職能資格に応じた担
当業務を行う上で必要な知識・技術を明確に示し、それらを体系的に学ぶ機会を提供す
ることで実務能力を向上させている。そのための学習方針「マルチラーニング」及び検定
試験を設けている。

●マルチラーニングは、段階的なプログラムに基づく基礎教育の仕組みであり、部門・職能
資格ごとに学習項目（身に付けるべきポイント）が示されている。年間の学習計画（月単
位）を上司と面談の上で策定する。各ステージを修了すると、口頭試問や実技試験の審査
を受け、合格すると次の職能資格に昇格する。

●業務に必要な知識や技術を体系的に習得・検定できるようになっている。

全従業員を対象とした育成・昇格の仕組みづくり

期 

初

評
価
の
実
施

評
価
結
果
の
活
用 苦情・相談への対応

面　談

面　談 目標設定

被評価者：業務遂行

評価者：フィードバック

※面談の回数は企業の状況に
　合わせて適宜調整してください。

期 
中

期 

末

育成への反映

処遇への反映

評価結果の確定

中堅・中小企業のためのパートタイム労働者等活躍推進ハンドブック 10



菓子製造業（従業員350名、熊本県） 取組事例 11

●パート社員に対する考課表は、「勤怠」「技能」「後始末」「作業の美しさ」等10項目からな
り、それぞれの項目ごとに10段階で評価を行う。プロセスとしてはまず自己評価を行っ
た上で、さらに直属上司及び所属長による評価が行われ、最終的にＳからＤまでの５段階
で総合評価が与えられる。

●以前は、評価後の面談をあまり実施できておらず、自己評価と上司評価との間に大きな差
があってもその理由についてフィードバックが十分できていなかったため、本人の納得
のいく評価とは言いがたい面があった。

●平成27年度に人事考課の制度を見直し、本人との面談を行うよう定めたほか、自己評価
と上司評価に大きな差がある場合は、複数店舗を統括する係長が確認・調整するなど、公
平性を保つことができる仕組みとした。

評価者との面談実施による
公平性のある評価制度

総合小売業（従業員1,600名、岡山県） 取組事例 10

●四半期毎に人事考課を実施し、各店舗の店長とパートタイマーの面談により、目標の達成
状況についての評価と、次期の目標設定を行っている。

●パートタイマーに求められる能力技能は、人事考課表によって可視化し、能力技能と職
務、待遇をリンクさせた。各人の人事考課は、イントラネット上で本人と人事部が共有し、
成長の過程を時系列で確認できるようにした。

●人事考課は能力技能育成シートに基づき、①自己申告→②店長評価→③部門責任者評価
→④幹部会承認により決定する。

パートタイマーについて四半期毎の
評価面談と登用制度を整備

銀行（従業員1,500名、秋田県） 取組事例 12

●業務可能範囲（例：資産運用相談やローン相談に対応できる）、自己啓発（資格取得状況
等）、個人力（統率力、判断力等）のスキルチェックについて、正社員とキャスト（パートタ
イム労働者等）に対して同様のチェック表を活用。

●自己評価を行った後、その評価項目を基に、業務カテゴリー毎に定めた項目についてスキ
ル認定を実施。

●社員の職務遂行能力は、上記スキル認定に加えて普段の遂行状況や保有資格等を考慮し、
社員区分ごとに定めた「能力・職務グレード定義一覧」に照らして決定している。

●評価決定後は面談でフィードバックを実施。また、人事部の面談も実施し、評価が適切で
あるか確認している。

正社員と同様のスキルチェック表を用いた能力評価

11



Ⅱ   取組のポイント

※ 次の資料も参考となります。
「パートタイム労働者キャリアアップ支援マニュアル〈人事評価編〉」
パートタイム・有期雇用労働ポータルサイトからダウンロードできます。
▶ https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/

教育訓練・能力開発 正社員転換 福利厚生・両立支援 コミュニケーション評 価 賃 金

介護事業（従業員80名、静岡県） 取組事例 13

●個人別業務達成度測定表で全従業員が自己評価を行った後、所属長が面談を実施し、日頃
の働きぶりを振り返っている。資格取得状況、勤務年数、総合的な貢献度を考慮して評価
を決定する。

●その結果は昇給や賞与に反映させるとともに、正社員転換の可否の判断にも活用している。

総合的な貢献度を考慮した評価の決定

介護事業（従業員90名、群馬県） 取組事例 14

●全従業員が、上長と面談の上、チームや個人の年間目標と目標達成に向けた行動計画を策
定し、毎月本人が達成状況を評価シートに記入して提出する。進捗状況は年２回、管理者
との面接で確認する。評価結果は賞与に反映される。

個々の目標達成状況に応じた評価制度

経営コンサルティング業（従業員220名、東京都） 取組事例 15

●営業担当者の売上目標だけではなく、内勤業務の担当者についても、経営計画書の補助者
業務単価表で約30項目の作業に対する社内売上金額を明記。パートタイム労働者にも
売上目標を定め、達成状況を確認し、売上に対するパートタイム労働者の貢献度を正社員
と公平に評価している。

パートタイム労働者の貢献度を
正社員と公平に評価

中堅・中小企業のためのパートタイム労働者等活躍推進ハンドブック 12



賃金は、パートタイム労働者等の職務の内容、成果、意欲、能力
や経験を勘案して決定することが求められます。つねに最低賃
金と同額であったり、経験を積んで重要な仕事をこなすように
なっても、賃金が一律で新人と同額であったりするといったこ
とでは、「がんばろう」「難しい仕事にチャレンジしよう」とす
る意欲は失われます。各人のふだんの仕事ぶり、がんばりをき
ちんと評価し、待遇に適切に反映することで、パートタイム労働
者等のモチベーションが向上し、定着につながります。
また、正社員との賃金の決定方法に違いを設ける時は、客観的・具体的に明確な理由が必
要であり、それをきちんとパートタイム労働者等に説明できるようにすることが納得性を高
めます。「非正規だから」「正社員とパートタイム労働者等では将来の役割・期待度が異なる
から」といった漠然とした理由では納得性は得られません。

基本給だけでなく、賞与・手当についても、正社員に対してのみ支給されている場合や、支
給額や支給要件が違う場合は、賞与・手当の性質や支給目的に立ち返って、パートタイム労
働者等に対して支給しないなど正社員と異なる取扱いを行うことが「不合理ではない」と言
えるか検討する必要があります。

例えば、ある役職に就いている者に対して支給する「役職手当」は、正社員と同じくその役
職に就いているパートタイム労働者等にも支給する必要があるでしょう。また、「通勤手当」
が、職場に通勤するために必要な交通費を支給する性格の手当であれば、雇用区分を問わず
支給する必要があるでしょう。
なお、パートタイム・有期雇用労働法により、すべてのパートタイム労働者等について、正

社員との不合理な待遇差が禁止されます。また、パートタイム労働者等からの求めがあった
時は、待遇の決定に当たり考慮した事項や、正社員との待遇の違いの内容と違いを設けてい
る理由について、説明することが義務づけられます。

賃金（基本給・賞与・諸手当等）「キャリアアップ支援」の取組ポイント3

保育事業（従業員120名、福岡県） 取組事例 16

●以前は、正社員とパートタイム労働者の待遇や業務内容に差があったことや、資格の有無に
よるベース給に違いがなかったこと等により、職員の仕事に対する意識の差がみられた。

●雇用形態に関係なく、職務ごとに時間給換算額のベース給を同一にし、他に資格の有無に
よる手当を設けた。その結果、パートタイム労働者も正社員と同様に責任を持って業務
を担う自覚が育ち、職員全体の能力向上につながってきている。

職務ごとのベース給を正社員と
パートタイム労働者で同一にし、待遇を改善
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Ⅱ   取組のポイント

教育訓練・能力開発 正社員転換 福利厚生・両立支援 コミュニケーション評 価 賃 金

パートタイム労働者等と正社員との基本給について、均衡が図られた待遇となっているか点検し、納得性を
高めたい時は、「職務分析・職務評価」の方法の活用もご検討ください。
「職務分析」とは、職務の内容を棚卸しして、「業務の内容」や「責任の程度」で整理することであり、「職務評価」
とは、異なる職務を相対的に比較することです。パートタイム労働者だけでなく、フルタイムの有期雇用労働
者と正社員との賃金の均衡についても活用できます。
詳しくはパートタイム・有期雇用労働ポータルサイトの職務分析・職務評価導入支援サイトで紹介しています。

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

職務分析・職務評価

パートタイム労働法では…
◆すべてのパートタイム労働者について、パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合は、その
相違は、①職務の内容、②職務の内容・配置の変更範囲、③その他の事情を考慮して不合理と認められ
るものであってはならないこととされています。

◆①職務の内容（業務の内容と責任の程度）、②職務の内容・配置の変更範囲が正社員と同じパートタイ
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が禁止されています。

◆その他のパートタイム労働者についても、職務の内容に密接に関連する賃金については、正社員との均
衡（バランス）を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力または経験などを勘案して賃金を決定する
ことが努力義務とされています。
　 パートタイム・
有期雇用労働法

  有期雇用労働者についても同様です。また、すべてのパートタイム労働者等について、
正社員との、①職務の内容（業務の内容と責任の程度）の違い、②職務の内容・配置の
変更範囲の違い、③その他の事情を考慮して不合理な待遇差が禁止されます。

製造・小売業（和洋菓子）（従業員300名、福岡県） 取組事例 17

●パート社員への賞与の支給方法を、全員一律の支給額から個別に金額決定する方法に変更。

●年一回の評価に基づき、①評価結果 ②計数目標（生産性） ③勤続年数 ④労働時間の4項
目で支給金額を決定することとした。

人事評価を考慮した賞与支給へ

総合小売業（従業員5,000名、愛知県） 取組事例 18

●パートタイム労働者の賃金の構成は、部門給（配属部門に応じて決定）、資格給（社内資格
等級に応じて決定）、能力給（人事評価に応じて決定）、地域給（勤務地域に応じて決定）、職
位給（主任、リーダー等に支給）、曜日・祝日・時間帯加給（曜日・祝日・時間帯勤務への加給）
調整給（社内資格取得時に支給）で構成され、従事する仕事内容や職務レベル、働きぶり等
をきめ細かく反映できる賃金支給が可能となっている。

パートタイム労働者の働きぶりを
きめ細かく反映できる賃金構成の仕組み

織物・衣服・身の回り品小売業（従業員5,800名、神奈川県） 取組事例 19

●居住地から通勤可能な範囲に勤務地を限定している正社員と、勤務店舗を限定して雇用契
約を結んでいるパートタイム労働者の初任給については、１時間当たりの賃金が同額にな
るよう設定している。

勤務地の違いを反映した賃金設定

中堅・中小企業のためのパートタイム労働者等活躍推進ハンドブック 14



正社員転換は、パートタイム労働者等のキャリアアップの
目標や、働き方の選択肢のひとつとして、パートタイム労働者
等の仕事に対するモチベーションを高めることにつながりま
す。会社の実務や事情等に精通するパートタイム労働者等が
正社員に転換することで、社員の能力を活用することができ、
人材の定着や長期的な視点に立った人材の育成も可能になる
というメリットがあります。

＜取組のポイント＞

ア） 応募要件の設定

正社員転換の時期や要件（期待される能力やスキル）を明確化しましょう。教育訓練・能
力開発の内容や人事評価の成績などとひもづけながら、キャリアアップの道筋を具体的に示
すことで、パートタイム労働者等がキャリア設計をしやすくなります。

イ） 制度の周知・希望者の募集

周知の方法としては、就業規則や労働条件通知書への記載などがあります。さらに、より
多くのパートタイム労働者等からの応募が得られるよう、事業所内掲示板や社内イントラ
ネットを活用した告知、職場での上司との面談機会における周知など、あらゆる機会を捉え、
正社員転換制度の存在や内容を周知していくことが重要です。

ウ） 選考

正社員転換を公平に行うために、上司による候補者の推薦だけでなく、筆記や面接による
試験を課したり、これまでの人事評価結果などを踏まえて決定する方法も考えられます。選
考の仕組みや基準を明確にし、公正で納得感のある決定方法を設定することが必要です。

なお、育児や進学等本人の事情でフルタイム勤務を希望しないパートタイム労働者等で
あっても、正社員に転換してキャリアアップが可能となるよう、「短時間正社員」制度を設
けることも考えられます。また、「正社員になると転居を伴う転勤が求められる」という理
由で正社員転換を躊躇するパートタイム労働者等がいる場合に、正社員であっても転居を伴
う転勤をしない「地域限定正社員」制度を導入する企業もあります。社員のニーズを踏まえ
て積極的に検討しましょう。

※ 次の資料も参考となります。
各種「『短時間正社員制度』導入支援マニュアル」
パートタイム・有期雇用労働ポータルサイトの短時間正社員制度導入支援ナビからダウンロードできます。
▶ https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/
パートタイム・有期雇用労働者の正社員（短時間正社員、地域限定正社員を含む）への転換については、キャリア
アップ助成金（正社員化コース）の利用ができます（30頁参照）。

正社員転換「キャリアアップ支援」の取組ポイント4
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Ⅱ   取組のポイント

教育訓練・能力開発 正社員転換 福利厚生・両立支援 コミュニケーション評 価 賃 金

百貨店（従業員400名、静岡県） 取組事例 20

●正社員である総合職（無期契約）と、一般社員（無期契約）、パート社員（有期契約）の雇用形態
があるが、パート社員から正社員への転換制度がある。

●パート社員はまずは一般社員への転換試験を受験する。前年度評価でA評価もしくはB
評価を受け、かつ2回契約更新をしているパート社員は、一般社員登用試験（年１回実施）
を受けることができる。受験回数に制限はなく、何度でもチャレンジできる。

●試験は社内業務に関する筆記試験、面接である。筆記試験は、会社理念や社内組織、提供
サービスの内容等の企業に対する知識と、接遇マナー等の業務スキルを問うものを中心
に、受験資格を持つ社員であれば十分に合格が可能で、試験に向けた準備等転換に対する
意欲をはかる目的も有した内容となっている。

●一般社員から総合職への転換制度も整備しており、更なるキャリアアップが可能である。

パート社員から正社員への登用制度

花・植木小売業（従業員1,600名、東京都） 取組事例 21

●人事評価は、職種・雇用形態を問わず全従業員一律に同じ評価基準で実施している。

●契約社員（有期雇用労働者）については、人事評価の結果が次年度の年俸に反映されると
ともに、一定以上の評価の場合は上長からの推薦により正社員転換試験の対象となる。
契約社員として入社後、正社員に転換し、執行役員まで昇進した人もいる。

成果に基づく人事評価と正社員転換

老人福祉・介護事業（従業員70名、埼玉県） 取組事例 22

●正職員への転換の希望は随時受け付けており、施設長自ら声をかけるケースもある。

●短時間正職員制度を導入しており、例えば、週30時間以上働いているパートタイマーは、
週4日勤務の短時間正職員と変わらない労働時間であるため、個別に声をかけている。

●説明の際には、年収や福利厚生等、正職員になることでどのような変化（メリット）が生じる
のかを説明することで多くのパートタイマーは納得し、自ら希望して正職員へ転換している。

正職員になることのメリットの説明

パートタイム労働法では…

◆すべてのパートタイム労働者について、正社員への転換を推進するため、募集内容の周知や社内公募の
際の応募機会の付与、試験制度を設けること等のいずれかの措置を講じることが義務づけられています。

　 パートタイム・
有期雇用労働法   有期雇用労働者についても同様です。

中堅・中小企業のためのパートタイム労働者等活躍推進ハンドブック 16



パートタイム労働者等の定着や新規採用に向けて、キャリア
アップを支援するとともに、公正な福利厚生の実現や両立支援
を行うことも重要です。

福利厚生・両立支援「キャリアアップ支援」の取組ポイント5

ア） 福利厚生 

福利厚生は、働く従業員の意欲を高めるために有効であり、
採用活動にも影響する要素です。良い人材の確保と定着のた
め、従業員のニーズを踏まえて、制度の充実に向けて少しずつでも取り組みましょう。
福利厚生には次の表のような種類があります。これらのうち給食施設（社員食堂）、休憩室、
更衣室について、正社員に提供している場合、パートタイム労働者等に対しても同様の利用
機会を提供しなければなりません。また、これら以外の福利厚生についても、正社員に提供
している場合、パートタイム労働者等に対しても同様の利用機会を提供することが定着につ
ながります。　
公正な福利厚生の提供は、パートタイム労働者等の待遇の改善につながるだけでなく、長

期勤続に向けたモチベーションの向上や、職場への愛着を育むことにもつながります。休憩
や休暇等の取組は、健康や生活に対する不安を軽減することで業務の生産性を高めます。さ
らに、充実した福利厚生は、新規採用における採用競争力の源泉となる可能性もあります。

福利厚生の種類
施設：給食施設（社員食堂）、休憩室、更衣室
転勤者用社宅
病気休職
慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除（特別休暇や有給保障制度）など
法定外の有給休暇やその他の休暇
事業所内保育施設、その他医療、教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用など

銀行（従業員4,900名、茨城県） 取組事例 23

●慶弔休暇をパート・タイマー（パートタイム労働者等）にも適用し、事務行員と同日数を
有給で取得することができるようにした。結婚休暇は本人結婚８日以内、子女結婚２日
以内、忌引休暇は三親等以内の親族の喪に服す場合に最大７日間となっている。

●健康診断については、法定上は対象外であるパート・タイマーを含めた全行員を対象に
毎年実施している。また、インフルエンザの予防接種の受診者には費用の一部を補助し
ている。保養所についても、パート・タイマーを含む全行員が利用することができる。

パート・タイマーを含む全行員に共通の
慶弔休暇等の休暇制度や健康診断の実施
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Ⅱ   取組のポイント

教育訓練・能力開発 正社員転換 福利厚生・両立支援 コミュニケーション評 価 賃 金

イ）両立支援

優秀な人材の確保、定着のためには、個々の事情に応じたきめ細かい両立支援の取組も大
切です。
パートタイム労働者等も、育児・介護休業法の定めるところにより、育児・介護休業制度

等（育児休業制度、介護休業制度、子の看護休暇、介護休暇、育児のための短時間勤務制度、育
児・介護のための所定外労働の制限、介護のための短時間勤務制度等の措置、育児・介護の
ための時間外労働・深夜業の制限）の対象となることはいうまでもありませんが、法定を上
回る特別休暇制度や両立支援制度について、正社員が利用できるものがある場合は、パート
タイム労働者等についても同様に講じるようにしましょう。

銀行（従業員1,500名、秋田県） 取組事例 25

●子どもがいる従業員が安心して働くことができるよう、県内金融機関では初の企業内保
育施設を設置した。キャスト（パートタイム労働者等）を含む全従業員が利用でき、０歳
児（生後８週経過）から３歳児（誕生日の年度末）までの乳幼児を預けることができる。

子育て中の従業員を支援するための
企業内保育施設の併設

銀行（従業員2,200名、千葉県） 取組事例 24

●スタッフ（パートタイム労働者等）は、提携している各種スポーツ施設や宿泊施設の割引
利用ができ、割引率は正行員と同じである。医療・介護の相談も実施しており、行員・ス
タッフとその家族が利用できる。

スタッフと正行員
共通の各種スポーツ・宿泊施設の割引利用

パートタイム労働法では…

◆給食施設（社員食堂）、休憩室、更衣室については、正社員が利用している場合は、パートタイム労働者等
にも利用の機会を与えるよう配慮することが義務づけられています。

　 パートタイム・
有期雇用労働法

  給食施設（社員食堂）、休憩室、更衣室については、正社員が利用している場合は、パー
トタイム・有期雇用労働者にも利用の機会を与えなければなりません（義務化され
ます）。

◆その他の福利厚生の措置についても、就業実態や正社員との均衡などを考慮して取り扱うように努め
ることとされています。

　 パートタイム・
有期雇用労働法   その他の福利厚生の措置についても、不合理な待遇差を設けることは禁止されます。

中堅・中小企業のためのパートタイム労働者等活躍推進ハンドブック 18



パートタイム労働者等のキャリアアップを促すには、これに
向けたさまざまな制度や取組の存在と意義を知り、積極的に
キャリアアップに取り組んでもらうことが重要です。そのため
には、パートタイム労働者等のキャリアアップに関する希望を
十分に聴取し、その希望を踏まえたキャリアアップができるよ
う、コミュニケーションをはかることが重要です。また、納得感
を持って働いてもらうためには、①基本的な労働条件を丁寧に
伝えること、②今後のキャリアアップの道筋や会社が提供でき
る支援を伝えること、③キャリアアップや長期勤続をすること（場合によっては、これまで
以上の職責を担うことになる）のメリットをきちんと説明することが必要となります。

コミュニケーション「キャリアアップ支援」の取組ポイント6

ア） 労働条件等に関する説明

法律上、事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたとき（契約更新時を含む）や労働者に
説明を求められた時は、実施する雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません。
なお、パートタイム・有期雇用労働法により、パートタイム労働者等から求めがあった時は、
待遇の決定に当たり考慮した事項や、正社員との待遇の違いの内容や違いを設けている理由
について、説明することが義務づけられます。
また、説明の際には、労働者が理解できるように説明をする必要があります。それによって労働

条件に納得して働くことは、パートタイム労働者等のモチベーション向上や定着につながります。

イ） キャリアアップに関する制度の説明

会社が提供できるキャリアアップの機会に関する説明を実施するとともに、キャリアアッ
プを支援する教育訓練・能力開発や人事評価、福利厚生、賃金に関する制度についての情報
提供を行うことが重要です。自身の努力や成長が待遇の改善などにどのように結びついて
いくかを明示することは、モチベーションアップにもつながります。併せて、キャリアアッ
プに伴って職域、職務・職責などが大きくなる可能性があることも伝えるようにしましょう。
制度の情報を広く対象者に周知することで、制度の利用を促し、制度利用に対する不公平

感をなくします。

ウ） キャリアアップに伴う長期的なメリットに関する説明

パートタイム労働者等のキャリアについて、契約更新時など面談の際に、希望を聞き、キャ
リアアップの仕組みを説明することで、パートタイム労働者等が自身のキャリアを選択でき
るようになり、納得性が高まります。
キャリアアップは、パートタイム労働者等に待遇の改善をもたらすものですが、パートタ

イム労働者等が担う職責が大きくなる、賃金水準の上昇により扶養控除等が受け難くなるな
どの事態も想定されます。こうした観点から、パートタイム労働者等の中には、キャリアアッ
プを必ずしも望まない方もいるかもしれません。

納得性を高める
ための取組
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Ⅱ   取組のポイント

教育訓練・能力開発 正社員転換 福利厚生・両立支援 コミュニケーション評 価 賃 金

パートタイム労働法では…
◆パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関して、パートタイム労働者からの相談に適
切に対応する体制（苦情を含めた相談に応じる窓口）の整備が義務づけられています。

　 パートタイム・
有期雇用労働法   有期雇用労働者についても同様です。

◆パートタイム労働者から求められた時は、その待遇を決定するに当たり考慮した事項を説明しなけれ
ばなりません。

　 パートタイム・
有期雇用労働法

  パートタイム労働者等から求めがあった時は、その待遇を決定するに当たり考慮し
た事項に加えて、正社員との間の待遇の違いの内容と、違いを設けている理由につい
て説明しなければなりません。

織物・衣服・身の回り品小売業（従業員5,800名、神奈川県） 取組事例 26

●仕事や生活に関する様々な悩みを会社に知らせることなく安心して社外で相談できる
サービスを設け、パート社員を含む全社員が利用できるようにしている。
●社内の相談窓口としては、相談に対応し、必要に応じて上司への事情確認やコミュニケー
ション改善の指導も行っている。管理職向け相談窓口も設け、パート社員本人と正社員
である上司が、ともに問題解決を早期に図れる体制を敷いている。その結果、離職する社
員の減少がみられた。

パート社員も利用できる社内・社外の相談窓口の充実

老人福祉・介護事業（従業員4,200名、大阪府） 取組事例 27

●正社員・パートタイム労働者ともに、不安や悩みを抱えやすい入社時から１年間、新人１
名につき１名のチューター（相談役）を任命している。チューターは、主にメンタル面で
のフォローができる者を、人事評価とは関係ない、できるだけ同年代の同僚の中から任命
している。チューターにパートタイム労働者が任命されることもある。これにより不安
や悩みについて早期解決を図ることができ、離職防止に役立っている。

正社員・パートタイム労働者に対するチューター（相談役）制度

銀行（従業員1,500名、秋田県） 取組事例 28

●どんなことに生きがいや働きがいを感じているのかを問いかけ、キャリアプランの実現
を支援することを目的に、社内のキャリアコンサルタント資格保有者を中心に人事部が
キャスト（パートタイム労働者等）を含む全従業員と面談。

●ディスカッションペーパー（大切にしている価値観や自分らしさ等を本人が記入）と自
己評価シート（これまでの経歴やスキル認定状況、今後のキャリア設計等の項目で構成さ
れた一覧表）、キャリアプランシート（自分が目指す将来像と実現に向けて身に付ける必
要のある経験や技能について達成予定年齢を記入）を活用している。将来像を明確化す
ることで、キャストの自発性を引き出すことを目的としている。

パートタイム労働者本人に
主体的にキャリアプランを作成させる

もちろん、キャリアアップを望み、それを実現するのは、パートタイム労働者等自身の判
断を第一とすべきですが、社会保険加入、退職金、年金給付等、長期的な観点からキャリア
アップのメリットを説明し、十分な情報に基づく判断を促すよう配慮しましょう。
人事・総務など人事管理を担当する部署にパートタイム労働者等の相談に対応する窓口
を設置し、説明を求められた時はていねいに説明して、期待を伝えましょう。
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事例紹介事例紹介

Ⅲ

本部所在地 福岡県古賀市

業種 製造・小売業（和洋菓子）

社員数 総計約322名（2018年11月現在）
内訳： 正社員110名、パート社員162名、

アルバイト社員37名、特別社員13名

取組事例１   如水庵グループ
～社員一人ひとりの仕事に対する満足感を高める評価・賞与制度の導入による
　「全員戦力・全員経営」への取組 ～

＜企業概要＞
（1）雇用形態・制度
正規雇用

正社員
●フルタイムの無期労働契約を締結している労働者。60歳定年制。
●一年単位の変形労働時間制（労働時間が年2,085時間のシフト制）を採用。
●「販売職」と「製造職」の二区分で採用、配置。

非正規雇用

特別社員

●定年後の再雇用労働者（1年の有期労働契約）。
●雇用上限年齢の設定はなく、65歳以降は毎年契約内容（勤務時間や勤務日数等）の見直し
を実施。
●全部門に配置し、業務内容に制約なし。

パート社員
●短時間勤務の有期契約労働者。
●土日祝日勤務が可能であることが採用条件。年齢制限や雇用上限年齢はなし。
●製造現場や店舗を中心に、全部門に配置し、業務内容に制約なし。

アルバイト社員
●短時間勤務の有期契約労働者。
●雇用にあたっての年齢制限はなし。

◆正社員・特別社員・パート社員とも、同じ部署における業務の内容に違いはない。
正社員とパート社員との違いは、フルタイム勤務が可能か、時間帯に制約があるか、
勤務地を選択できるか、という「働き方の制約」である。これに伴い、責任の範囲と、
配置の変更の範囲の違いに応じて雇用区分を整理している。

◆パート社員のままで店長又はリーダー職への登用も可能となっている。

◆時間帯や勤務地の制約の事情がなくなったパート社員は、正社員転換試験により、正
社員に転換することができる。

POINT
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Ⅲ   事例紹介

（2）雇用・人材活用に関する運営方針

＜取組の背景・課題＞
●パート社員については、以前は「勤続昇給（自動昇給）」を基本として、上司の推薦による「能
力昇給」も実施していた。しかし、パート社員の個人能力の評価制度がなく、漠然とした
昇給に対する不満や昇給の基準についての透明性の欠如が問題となっていた。
●人事部側においては、自動昇給による人件費の固定費化と支払総額の増加が課題となり、
賞与の上限金額が固定化することで、貢献度に応じた待遇の実現が困難であるという問題
を抱えていた。

＜課題に対する取組内容＞
（1）複数視点からの多面的評価制度

評価を通して自身の長所や改善すべき点、業績への貢献度を理解してもらい、次なる成長
へつなげてもらうことを目的とし、パート社員を対象として『多面評価』を開始した。

◆「人は仕事を通じて最も成長できる」という経営層のモットーの下、「全員戦力・全
員経営」が基本。

◆従業員が「ヒト・モノ・カネ」を動かす経験を積めるような雇用・キャリア制度の構
築を目指す。

POINT

◆評価は「個人評価」項目70点（7項目）、「部門業績」30点の計100点満点。上長2
名と、同一グループのパート社員全員が評価を行う。本人も自己評価を行うが、その
結果は面談の参考にはするが、評価には反映しない。

◆分かりやすくかつ詳細に評価基準を設計することで、不公平感を生まず、さらに採点
しやすい制度構築を行った。

◆評価結果は、評価者の採点結果を平均して確定し、昇給に反映される。

◆評価結果に対する意見も含めて、パート社員が人事部に意見を言いやすいようにす
るため、人事部直通の相談窓口も設置した。

POINT

評価制度の全体フロー

多面評価

自己評価

評価結果
評価者：上長2名＋同僚

構成： 個人評価
（70点満点）

部門業績
（30点満点）
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参考１
パート社員業績評価票

出所）如水庵グループ提供資料

参考２
パート社員業績評価票報告書

出所）如水庵グループ提供資料

◆個人評価７項目については、パート社員に身に付けてほしい能力を盛り込んで設計。
最終的には後輩への教育も含め、「正社員並みの能力を有するパート社員」の育成を
視野に入れ、評価基準を設計。

◆「部門業績」については、経営者感覚の醸成、仕事への当事者意識を高めることを目的
として評価項目に含めた。

POINT

（2）評価を反映した賞与支給

それまでの一律支給を改め、年一回の評価に基づく支給に変更した。職種ごとに、 ①多面評価
結果 ②生産性指標 ③勤続年数 ④労働時間の4項目で支給金額を決定する。

参考3
パート社員賞与評価方法

出所）如水庵グループ提供資料
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Ⅲ   事例紹介

◆賞与においては、昇給とは異なり、「勤続係数」を乗じることで、長期勤続している者
に報いるという点を加えて設計した。

POINT

◆パート社員にとって

①自分の役割を意識するようになった

②売上への挑戦意欲やコスト意識が根付いてきた

③新人の育成意欲が高まり、自分の能力も開花した

◆経営側において　　　　　

①評価と待遇を連動させることで、昇給・賞与の原資を変動費化させることができた

② パート社員全員の評価結果を把握することで、自己評価と他者評価の乖離が大
きい者の把握や、それに伴うチームワークの課題の発見等の組織運営上のア
ラートを早期に把握することが可能となった

POINT

＜取組後の効果・実績＞

＜今後の課題・方針＞

①パート社員のキャリアステップ明示とグレード（クラス）分け

現在、パート社員については、パート社員のままでのリーダー職への配置以外には社員間
の階層がフラットになっている。評価制度により個々の能力を採点する仕組みを導入した
結果、キャリアステップが不明瞭という課題が明確になった。今後、パート社員グレードと
正社員グレードの繋ぎこみを行い、より透明性のある正社員転換を目指すこととしている。

②仕事と待遇の均衡・均等

「正社員で、短時間勤務中で土日祝日や夜間の勤務を免除されている者」と「パート社員で、
リーダー職にある者」の職務の内容や責任の程度の違いと待遇の差の説明が明確にできる
よう、パートタイム・有期雇用労働法を踏まえた対応を急いでいる。

③ 教育体制の整備と人材育成・多能工化

2011年以降、地域別最低賃金の上昇ペースが想定を上回る速度であったことから、人件費
や教育体制の確保に必要な原資確保のため、生産性向上が喫緊の課題となっている。業務の
スリム化や省人化に取り組むとともに、人材育成と多能工化を促進していくこととしている。
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本部所在地 岡山県倉敷市

業種 小売業（スーパーマーケットチェーン）

社員数 総計1,626名（2018年12月現在）
内訳： 正社員300名、パート社員861名、

アルバイト社員412名、嘱託社員3名、派遣社員50名

取組事例2   仁科百貨店
～雇用区分にとらわれない職責制度と、きめ細やかな教育訓練・能力開発制度により
　基幹的役割を担うパートタイマーを育てる～

＜企業概要＞
（1）雇用形態・制度
正規雇用

正社員
●フルタイムの無期労働契約を締結している労働者。
●定期的に人事異動による転勤あり。

非正規雇用

パートタイマー

●労働時間の差により、以下３タイプに分類される：
①社会保険加入者（434名）
②雇用保険加入者（322名）
③労働時間が週20時間未満で社会保険等加入対象外の労働者（105名）

アルバイト社員
●学生及び65歳以上のパートタイマー（有期契約労働者）を指す。
●外国人実習生も受け入れている。

派遣社員 ●直接雇用で要員を充足できない場合に活用。

◆地域に密着したスーパーマーケットの仕事においては、地域の状況を踏まえた店舗の
あり方や顧客との関係づくりなどの地域に根差した役割は、パートタイマーが担う。

◆正社員は定期的な転勤があり、マネジメント及び数値責任を負い、パートタイマーは
主としてオペレーションに従事するといったかたちで、職務の違いに基づく待遇と
している。

POINT

◆技能の高いパートタイマーは店舗における基幹戦力となる人材であり、人員の確保
と能力の向上がともに必要との観点から、個々人のキャリアアップを進めている。

◆能力技能育成シートによる職務の明確化を基に納得性の高い報酬制度、職歴が浅い
ものの、意欲・能力に秀でたパートタイマーを年功にとらわれずに適切に処遇して
いくかが課題となっていた。

POINT

（2）雇用・人材活用に関する運営方針と課題
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Ⅲ   事例紹介

◆「能力技能育成シート」に基づいた人事考課（4半期毎実施）によって、昇進・昇格を
可能とした。

◆パートタイマーの等級を3区分とし、最上位のP-3ランクを正社員チーフ（売場責
任者）の職務・処遇（具体的には店舗チーフとなり、一部管理業務を担当）、P-2ラン
クでは正社員担当級相当の職務・待遇に揃えた。

POINT

＜課題に対する取組内容＞

（1）雇用区分にとらわれない職責制度

パートタイマーと正社員の職務等級に連続性を持たせ、パートタイマーの雇用区分のまま
正社員チーフ（売場責任者）相当の職務と待遇を実現した。

（2）個々人に合わせた教育訓練計画の作成・支援

「人事考課表」によって、個々の能力技能を可視化し、能力技能と職務、待遇をリンクさせ
た上で、具体的な目標設定と育成スケジュールの作成を行う。

参考5
パートタイマー人事考課表のイメージ

出所）株式会社仁科百貨店提供資料

参考4
正社員とパートタイマーの
職責制度

出所）株式会社仁科百貨店提供資料

社員等級 役　割 パートタイマー職責
5 本部長
4 エリア、部の責任者
3 1店、全社の1部門の責任者
2 1店舗複数部門をマネジメントできる P-3
1 ひとつの部門を自分でマネジメントできる P-2
0 上司から指示・指導を受けて業務をこなす P-1
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◆人事考課表・能力技能育成シートに基づき、目標毎に育成スケジュールを作成し、進
捗をサポートする。例えば、「３級販売士」資格取得を目標にした場合、資格試験に
向けて勉強会を開催するなどの支援を実施する。

◆部門毎に身に付けるべき能力、技能には差異があるため、部門毎に能力技能育成シー
ト、人事考課表を各6種用意。

◆人事考課は、イントラネット上で共有・管理を可能とし、成長の過程等を時系列で閲
覧できるようにしている。

◆パートタイマーと店長とで実施される評価フィードバック面談では、iPad を用い
て、フィードバックと次の目標設定、教育訓練計画の相談が行われる。

POINT

◆パートタイマーの離職率の低下や定着率の向上がみられた。新規採用者の44.7％
が現在勤務しているパートタイマーの紹介による採用（リファラル採用）となってお
り、その割合は年々増加している。パートタイマーにとって「知人に紹介したい会社」
として評価されている。

◆十分な人員が確保できたことに伴い、パートタイマー・正社員とも年次有給休暇の
取得率が上昇した（85％）。

POINT

＜取組後の効果・実績＞

＜今後の課題・方針＞

①人材確保に向けた「多様な働き方」の実現

継続が予想される人材難に加え、スーパーマーケット激戦区である岡山での人材獲得競争
を生き抜くためには、賃金のみならず、パートタイマー個々の働き方の希望に合わせた多様
な働き方の実現が、人材の確保・定着に有効であると考えられる。現在も、現場から寄せら
れる細かな改善要望などに適宜対応をしており、今後も引き続き、より効果的な取組を目指
して検討を行っていくとしている。
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参考資料参考資料

1. パートタイム・有期雇用労働法とは

同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者との間の不
合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けること
ができるよう、パートタイム・有期雇用労働法※が施行され、正社員とパートタイム労働者
等の間の不合理な待遇差が禁止されます。施行日は2020年４月１日（中小企業への適用は
2021年４月１日）です。基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、個々の
待遇の性質や目的に照らして、不合理な待遇差を設けてはなりません。
また、どのような待遇差が不合理なものか否かについて原則となる考え方や具体例を示し
た「同一労働同一賃金ガイドライン」（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不
合理な待遇の禁止等に関する指針）などが併せて施行されます。
※パートタイム労働法が改正され、パートタイム労働者に加え、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになり
ました。

不合理な待遇差の禁止とは

均衡待遇規定   ①職務の内容、②職務の内容・配置の変更範囲、③その他の事情を考慮して
不合理な待遇差が禁止されます。

均等待遇規定   ①職務の内容、②職務の内容・配置の変更範囲が同じ場合は
差別的取扱いが禁止されます。

 ［職務の内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます］

改正のポイント
パートタイム労働者等について、以下の１～３を統一的に整備します。

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等との間で、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。また、同一労働同一賃
金ガイドラインにおいて、どのような待遇差が不合理なものか否かについて原則となる
考え方や具体例が示されています。

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等は、「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等から求めがあっ
た場合には、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、調停など無料・非公開の紛争解決手続を行います。不合理な
待遇の禁止や説明義務も行政ＡＤＲの対象となります。
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均衡待遇規定に関して、正社員と非正規社員との間で待遇に差を設ける場合には、その業
務の内容や、責任の程度、配置転換や転勤の有無などの違いに応じた、バランスのとれた待遇
とする必要があります。
待遇には、基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金だけでなく、教育訓練や
福利厚生などあらゆる待遇が含まれます。
例えば、賞与について「会社の業績等への社員の貢献に応じて支給する」という場合には、
正社員と同等の貢献があるパートタイム労働者等に対しては、貢献に応じた部分について正
社員と同一の賞与を支給しなければなりません。また、貢献の違いがある場合は、その違い
に応じた支給をしなければなりません。単に「非正規社員だから」という理由で支給しない
又は減額する、ということは問題となります。
このように、それぞれの待遇ごとに、その待遇の性質 ･目的に照らして、不合理なものでな
いものとすることが求められます。

均衡待遇規定・均等待遇規定以外の現行法の規定で事業主に義務づけられているものについても
確認しましょう。
※現行法の対象となるパートタイム労働者とは、「１週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員より
短い労働者」です。

□

雇入れ時（契約更新時も含む）に、「昇給、賞与、退職金の有無」と「相談窓口」を文書の交付などにより明示
していますか。
パートタイム労働者の労働条件通知書等の書面に、「昇給・賞与・退職金」の有無の記載があるか、また、パート

タイム労働者の相談に対応できる窓口（総務課の担当者名など）が明示されているか確認しましょう。

□ パートタイム労働者の相談に適切に対応する体制を整備していますか。

□
パートタイム労働者に雇用管理の措置の説明をしていますか。
雇入れ時（契約更新時も含む）、パートタイム労働者の賃金の決定方法や教育訓練、福利厚生、正社員転換の措置など

について説明することが義務づけられています。また、雇入れ時以外でも、パートタイム労働者から求められた時は、
パートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務づけられています。

□
すべてのパートタイム労働者について、正社員への転換を推進するための措置を講じていますか。
正社員転換試験等の制度を設ける以外にも、「正社員を募集する時は求人情報をパートタイム労働者に周知する」

といった方法も考えられます。

現行のパートタイム労働法おさらいチェックリスト

Ａ　同一企業内にパートタイム労働者等がいる場合には、まずは、それらの労働者の待
遇（賃金、教育訓練、福利厚生等）がどのようなものとなっているかを洗い出してみま

しょう。
そして、個々の待遇が正社員（無期雇用フルタイム労働者）と同一か否か、待遇が異なる場
合には、その理由が労働者の職務の内容、職務の内容・配置の変更範囲等の違いなどで説明
できるか否かを確認してみましょう。
説明ができないと考えられる場合には、待遇の改善を検討しましょう。

パンフレット「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」も参考にし

てください。　▶  https:www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

事業主は、均衡待遇を確保するために
具体的にどのような取組をすればいいのでしょうか？Ｑ
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  参考資料

2. 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）

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。
▶ https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

本書で紹介した事例をはじめ、「パートタイム労働
者活躍推進企業表彰」受賞企業の事例集をパートタイ
ム・有期雇用労働ポータルサイトに掲載しています。

▶   https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/award/download/

3. パートタイム・有期雇用労働ポータルサイト

パートタイム・有期雇用労働ポータルサイト※では、パートタイム・有期雇
用労働法の内容や各種マニュアル、パートタイム労働者のキャリアアップ支援
や待遇改善の取組等、パートタイム・有期雇用労働者の活躍を推進するために
参考となる様々な情報を提供しています。
▶  https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/
（※平成31年度より「パート労働ポータルサイト」から名称変更）

注： 携帯電話の機種によっては、QRコードが読み取れない場合がございます。その場合は「パート労働ポー
タルサイト」で検索してください。

4. キャリアアップ助成金

非正規雇用労働者の正社員化や賃金規定等の増額改定、正社員との賃金規
定・諸手当制度の共通化等の取組を支援します。今年度の支給要件はホーム
ページでお確かめください。
▶  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_
haken/jigyounushi/career.html

5. 働き方改革推進支援センター

都道府県ごとに設置されており、事業主・人事労務担当者のみなさんからの
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
ドバイスを無料で行っています。企業を訪問することも可能です。お気軽に
ご利用ください。最寄りのセンターはホームページでお確かめください。

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

中堅・中小企業のためのパートタイム労働者等活躍推進ハンドブック 30



■ お問い合わせ先 厚生労働省　雇用環境・均等局　有期・短時間労働課
TEL：03-5253-1111（内線7869）

■ 企画・制作 株式会社三菱総合研究所　地域創生事業本部
〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3

厚生労働省委託事業

本ハンドブックに関しての著作権は、厚生労働省が有しています。
本ハンドブックの内容については、転載・複製を行うことができます。転載・複製を行う場合は、

出所を明記してください。
なお、商用目的で転載・複製を行う場合は、あらかじめ厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時

間労働課（03-5253-1111）までご相談ください。

著作権について

本ハンドブックの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、厚生労働省は、利用者
が本紙の情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うものではありません。
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