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雇用形態別雇用者数 男女計 1984～2018年
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資料出所
2013年以降は総務省「労働力調査」（基本集計、年平均）、2002年以降2012年までは総務省「労働力調査」（詳細集計、年平均）、2001年以前は同
「労働力調査特別調査」（2月）

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構



雇用形態別雇用者数 男性 1984～2018年

3

資料出所
2013年以降は総務省「労働力調査」（基本集計、年平均）、2002年以降2012年までは総務省「労働力調査」（詳細集計、年平均）、2001年以前は同
「労働力調査特別調査」（2月）

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構



雇用形態別雇用者数 女性 1984～2018年
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資料出所
2013年以降は総務省「労働力調査」（基本集計、年平均）、2002年以降2012年までは総務省「労働力調査」（詳細集計、年平均）、2001年以前は同
「労働力調査特別調査」（2月）

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構



雇用形態別雇用者数 非正規職員・従業員割合 1984～2018年
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資料出所
2013年以降は総務省「労働力調査」（基本集計、年平均）、2002年以降2012年までは総務省「労働力調査」（詳細集計、年平均）、2001年以前は同
「労働力調査特別調査」（2月）

出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構
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① 定義 ・・・ 労働時間が通常の労働者に比して短い者

② 特徴 ・・・ 有期労働契約が多い
働く日や働く時間について個別対応

③ 年次有給休暇 ・・・ 付与日数と年休取得義務

④ 社会保険の適用 ・・・ 雇用保険
社会保険（健康保険・厚生年金保険）



7

有期労働契約の期間の上限

原則

例外

３年

例外①満60歳以上の労働者
専門的知識を有する労働者

例外②一定の事業完了に必要な期間

例外③認定職業訓練を受ける労働者

終期まで

終期まで

５年



有期労働契約の締結・更新の際の注意点

【締結時】

有期労働契約の更新の有無

更新する場合の基準に関する事項

昇給の有無

退職手当の有無

賞与の有無

相談窓口

労働基準法第１５条
同法施行規則第５条

パートタイム・有期雇用労働法第６条
同法施行規則第２条

明
示
事
項
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有期労働契約の締結・更新の際の注意点

【更新時】

対象となる有期労働契約 使用者が講ずべき事項

３回以上更新し、又は雇入れ日から
起算して１年を超えて継続勤務して
いる者に係るもの（あらかじめ契約を
更新しない旨明示されているものを
除く。）

①雇止めの予告（義務）

有期労働契約を更新しないこととする場合には、少なくとも当該契約期
間の満了日の３０日前までにその予告をしなければならない。

②雇止めの理由の明示（義務）

上記①の雇止めの予告をした場合の「更新しないこととする理由」又は
有期労働契約を更新しなかった場合の「更新しなかった理由」について、
労働者が証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならな
い。

１回以上更新し、かつ、雇入れ日か
ら起算して１年を超えて継続勤務し
ているものに係るもの

③契約期間についての配慮（努力義務）

有期労働契約を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び
当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めな
ければならない。

有期労働契約基準 平15厚労告357
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２ヵ月契約を３回更新した者（継続勤務８カ月）について【例】

更
新
①

雇
入

更
新
②

更
新
③

★

２ヵ月 ２ヵ月 ２ヵ月 ２ヵ月

４回目の契約を更新しないこととする場合

４回目の契約を更新しようとする場合

雇止めの予告が必要

契約期間についての配慮は不要
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出典：厚生労働省「有期労働契約者の円滑な無期転換のためのハンドブック」

※ 無期転換ポータルサイト http://muki.mhlw.go.jp/
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就業規則規定例

厚生労働省 モデル就業規則より
（無期労働契約への転換）

第〇〇条
期間の定めのある労働契約で雇用する従業員のうち、通算契約期間が５年を超

える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約
の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換するこ
とができる。

２ 前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する有期労働契約の契
約期 間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末
日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して６ヶ月以
上ある社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

３ この規則に定める労働条件は、第１項の規定により期間の定めのない労働契約
での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した従業
員に係る定年は、満＿歳とし定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
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参考様式



年次有給休暇の発生要件

①雇入れの日から起算して６ヵ月間継続勤務
１０労働日の
年休権が付与

・要件を満たせば法律上当然に労働者に発生する権利である。

・正社員のみならず、パート・アルバイトにも発生する。

・勤続年数が長くなれば、付与日数は多くなる。

・利用目的は労働者の自由である。

②全労働日の８割以上出勤
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６ヵ月間継続勤務

労働契約の存続期間（在籍期間）のこ
と

＜通算となる具体例＞

・私傷病等により長期休職とされていた者が復職した場合
・臨時工、パート等を正規職員に切り替えた場合
・在籍型出向の場合

・定年後に引き続き嘱託等として再雇用された場合
・解散会社の権利義務関係が新会社に包括承継された場合 等

実質的に労働関係が継続している限り、勤続年数が通算されます
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出勤率の計算

出勤率＝
出勤した日

全労働日

＜出勤したものとみなす日＞
①業務上の傷病による療養のための休業期間
②産前産後休業期間
③育児休業又は介護休業を取得した期間
④年次有給休暇を取得した期間
⑤労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日

＜全労働日から除外する日＞
①不可抗力による休業日（天災事変等による休業日等）
②使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
③正当な争議行為により労務の提供がされなかった日
④所定休日に労働した日
⑤代替休暇を取得して終日出勤しなかった日

加える

除く
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継続
勤務年数 ６ヵ月

１年
６ヵ月

２年
６ヵ月

３年
６ヵ月

４年
６ヵ月

５年
６ヵ月

６年

６ヵ月以
上

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日

＜原則的な付与日数＞

年次有給休暇の付与日数

雇入れ 10日発生 発生しない 14日発生11日発生

６ヵ月間 １年間 １年間 １年間

出
勤
率

８割以上 ８割以上 ８割以上８割未満

H29.4.1 H29.10.1 H30.10.1 R1.10.1 R2.10.1

＜付与日数の例＞ 年休発生日を『基準日』という
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＜比例付与日数＞

継続勤続年数
所定労働日数
（年間所定労働日数）

６ヵ月 １年６ヵ月 ２年６ヵ月 ３年６ヵ月 ４年６ヵ月 ５年６ヵ月 ６年６ヵ月

４日
（169～216日）

７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日

３日
（121～168日） ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日

２日
（73～120日） ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日
（48～72日） １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

①週所定労働日数が４日以下（週以外の期間により所定労働日数が定められている

場合は年間所定労働日数が２１６日以下）かつ

②週所定労働時間が３０時間未満

比例付与日数＝原則的な付与日数×
その者の週所定労働日数

５．２日
（端数切捨て）
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社会保険の加入条件

【雇用保険】

週所定労働時間が２０時間以上

かつ、３１日以上引き続き雇用見込み有

→ ６５歳未満なら一般被保険者

→ ６５歳以上なら高年齢被保険者
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社会保険の加入条件

【社会保険（健康保険・厚生年金保険）】

１週間の所定労働時間および１ヵ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事してい

る一般社員の４分の３以上 → 被保険者となる

１週間の所定労働時間および１ヵ月の所定労働日数が４分の３未満であっても、５要件をすべて満た

す → 被保険者となる

①週所定労働時間２０時間以上

②雇用期間１年以上見込み

③賃金月額８８，０００円以上

④学生でない

⑤常時５０１人以上の企業（特定適用事業）に勤めている

又は、労使合意に基づき保険者等に申出をした法人又は個人事業所に勤めている
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休業手当の計算方法

【労働基準法第２６条】

使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その

平均賃金の１００分の６０以上の手当を支払わなければならない。

平均賃金の原則的な計算方法

平均賃金 ＝
算定事由発生日以前３ヵ月間の賃金総額

算定事由発生日以前３ヵ月間の総日数

平均賃金の最低保障額
（賃金が日給制、時間給制又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合）

平均賃金 ＝
算定事由発生日以前３ヵ月間の賃金総額

その期間中に労働した日数

× ６０％
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社会保険労務士法人アシスト
名古屋オフィス代表 山下 裕子

みよし商工会
R2年度 働き方改革推進支援助成金事業
令和２年11月19日 14：00～16：30

働き方改革実務対応セミナー

第１弾 同一労働同一賃金

1
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同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者

（無期雇用フルタイム労働者） と非正規雇用労働者（有期雇用労働者、パートタイ

ム労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇

差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇

を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。
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労働契約法 第２０条（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)

有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めが

あることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約

の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務

の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職

務の内容及び配置の変更の範囲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。
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ハマキョウレックス事件における労働条件の相違についての不合理性の判断

手当 正社員 有期労働契約者 不合理性の判断

無事故手
当

該当者に１万円 支給なし

作業手当 該当者に１～２万円 支給なし

給食手当 ３，５００円 支給なし

住宅手当 ５，０００円又は２万円 支給なし

皆勤手当 該当者に１万円 支給なし

通勤手当 距離に応じ最高２万円
（交通機関利用は最高５万円）

距離に応じ最高３，０００円

【ハマキョウレックス事件】（最高裁平30.6.1）

運送業に勤務する契約社員（有期労働契約）と、期間の定めのない労働契約を締結しているいわゆる正社員との労働

条件（無事故手当や通勤手当など）に相違があることは、労働契約法第20条に違反するか否かが争われた事件。



パートタイマーの定義

短時間労働者
１週間の所定労働時間が同一の事業主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し短い労働者

有期雇用労働者 事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
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労働条件について
均等待遇とは・・・ 等しく同じ待遇にすること

均衡待遇とは・・・ バランスの取れた待遇にすること

パートタイム労働法、労働契約法、パートタイム・有期雇用労働法の改正前後の比較

出典：厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」 6



「均等待遇」及び「均衡待遇」の根拠

出典：厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」 7



8



出典：厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」

「均等待遇・均衡待遇」取組対象労働者と比較対象労働者＜手順１＞ 雇用形態を確認する
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＜手順２＞
待遇の状況を確認する

正社員に対して支給されている手当をすべて書き出し、短時間労働
者・有期雇用労働者への支給の違いについて洗い出してみる。
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賞与の支給について取扱いに違いがあるか
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福利厚生について取扱いに違いがあるか

⇒ 給食施設、休憩室、更衣室、転勤者用社宅、休暇、休職、教育訓練等
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対象となる短時間労働者・有期雇用労働者と、最も業務内容が近い正社員について、基本給の支給について取
扱いに違いがあるか

15
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＜手順３＞
待遇に違いがある場合、違いを設けている理由を確認する
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＜手順４＞
待遇の違いが「不合理ではない」ことを説明できるように整理し、対応方針を検討する

18
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【大阪医科大学事件】（最高裁令2.10.13）

薬理学教室内の秘書業務のアルバイト職員が、正職員とアルバイトとの間の賞与の待遇格差について、アルバイトに

賞与を全く支給しないことは労働契約法第20条に違反するか否かが争われた事件。

正職員 アルバイト職員

業務内容 定型的で簡便な作業ではない業務が大半を占め、
中には法人全体に影響を及ぼすような重要な施策
も含まれ、業務に伴う責任は大きい。

定型的で簡便な作業が中心

人材活用の仕組み 人材の育成や活用を目的とした人事異動が行われ
ている。

原則として業務命令によって他の部署に配置転換さ
れることはなく、人事異動は例外的かつ個別的な事
情によるものに限定。

＜賞与の支給目的＞
正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図ることを目的としている

＜正社員登用制度＞
アルバイト職員→契約職員、契約職員→正職員への登用制度があり、実績もあり

アルバイト職員に賞与が支給されないことは、不合理であるとまで評価することができるものとは
いえない
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【メトロコマース事件】（最高裁令2.10.13）

地下鉄駅構内での売店業務に従事する契約社員が、いわゆる正社員との間に退職金等の相違があることは、労働契

約法第20条に違反するか否かが争われた事件。

正社員 契約社員

業務内容 ＜共通する業務＞
売店の管理、接客販売、商品の管理、準備及び陳列、伝票及び帳票類の取り扱い、売上金等の金銭取扱い、その他付随する業務

販売員が固定されている売店において休暇や欠勤で不在になった販売員
に代わって早番や遅番業務を行う

行わない

複数の売店を統括し、売上向上のための指導、改善業務や売店の事故対
応等の売店業務のサポートやトラブル処理、商品補充に関する業務を行う

行わない

人材活用の仕組み 業務の必要により配置転換等を命ぜられる現実の可能性があり、正当な
理由なくこれを拒否することはできない

業務の場所の変更を命ぜられることはあっても、業務の内容に変更は
なく、配置転換等を命ぜられることはない

その他の事情 売店業務に従事する正社員は、関連会社等の再編成によって売店業務に
従事する従業員の２割に満たないものとなっており、再編成の経緯やその
職務経験等に照らし、賃金水準を変更したり、他の部署に配置転換等をし
たりすることが困難な事情があった

開かれた試験による正社員登用制度が設けられており、相当数の契
約社員を正社員に登用していた

＜退職金の支給目的＞

正社員の職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報奨
等の複合的な性質を有するものであり、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るため

様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対し退職金を支給し、契約社員支給しな
いという労働条件の相違は、不合理と認められるものに当たらない
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目的 判断

扶養手当 扶養親族がいる者の生活設計を容易にすることを通じ、継続
的雇用を確保すること

契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に
継続的な勤務が見込まれるのであれば、扶養手当を
支給することとした主旨は妥当するというべき

年末年始勤務
手当

最繁忙期であり、多くの労働者が休日として過ごしている期間
において、その勤務の特殊性から基本給に加えて支給される
対価

年末年始に配達勤務する契約社員にも、この趣旨は
当てはまる

夏期冬期休暇 年次有給休暇や病気休暇とは別に、労働から離れる機会を
与えることにより、心身の回復を図る

業務の反感に関わらない勤務が見込まれている契
約社員にも当てはまる

祝日給
（年始割増）

最繁忙期であるために年始期間に勤務したことについて、そ
の代償として、通常の勤務に対する賃金に所定の割増しをし
たものを支給する

年末年始に配達勤務をする契約社員にもこの趣旨
は当てはまる

病気休暇 長期に渡り継続して勤務する正社員の生活保障を図り、私傷
病の療養に専念させることを通じ、継続的な雇用を確保する

相応に継続的な勤務が見込まれる契約社員にも、こ
の趣旨は当てはまる

【日本郵便３事件】（最高裁令2.10.15）

期間の定めのある労働契約を締結している時給制契約社員がいわゆる正社員との間の手当や休暇制度に関して相違

があったことは労働契約法第20条に違反するか否かが争われた事件。



参考
出典

厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」
～パートタイム・有期雇用労働法への対応～ 業界共通編

厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
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具体例
（問題となら
ない例）

原則となる考え方

裁判で争い得る法律整備

具体例
（問題となる

例）

• 正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労使の
合意が必要であり、就業規則の変更により合意なく不利益に変
更する場合であっても、その変更は合理的なものである必要があ
る。ただし、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇
差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待
遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない。

• 雇用管理区分が複数ある場合（例：総合職、地域限定正社
員など）であっても、すべての雇用管理区分に属する正社員と
の間で不合理な待遇差の解消が求められる。

• 正社員と非正規雇用労働者との間で職務の内容等を分離した
場合であっても、正社員との間の不合理な待遇差の解消が求
められる。

ガイドラインの構造

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要①
（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）

○ このガイドラインは、正社員（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働者（パートタイム労働者・有期雇用
労働者・派遣労働者）との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差
は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したもの。

○ 基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載。

○ このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、
不合理な待遇差の解消等が求められる。このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について
議論していくことが望まれる。

（詳しくはこちら）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

不合理な待遇差の解消に当たり、次の点に留意。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html


① 基本給

• 基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業
績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うも
のなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、そ
れぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一
の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

• 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行う
ものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれ
ば違いに応じた昇給を行わなければならない。

③ 各種手当

• 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、
同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給
を行わなければならない。

• そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊
作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、
業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働
時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時
間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給
される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、
労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、
同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で
働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、
同一の支給を行わなければならない。

＜正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合＞

• 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの
違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが
異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他
の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。

＜定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い＞

• 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後
に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情
が総合的に考慮されて、待遇差が不合理であるか否かが判断される。したがって、定年後に継続雇用された者であることのみをもって
直ちに待遇差が不合理ではないと認められるものではない。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要②
（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）

② 賞与

• ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者の貢献
に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違
いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

パートタイム労働者・有期雇用労働者（１）



④ 福利厚生・教育訓練

• 食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診
断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。

• 病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏
まえて同一の付与を行わなければならない。

• 法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与を行
わなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評価することを要する。

• 教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、
違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要③
（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）

パートタイム労働者・有期雇用労働者（２）


