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パートタイム労働法の改正

マタハラ 最新判例とその後の動向
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2015年がスタートし、４ヶ月が過ぎようとしています。本当に月日の経つのは早いもので、

毎日、必死で仕事に取組み時間に追われていると分からないものですが、ふと手を止め足を止め

て振り返ってみると時間の経過の早さに驚きます。

さて皆様、今年、大手前総合労務管理事務所は大きく変化し躍動致します。まずは、その手始

めとして、事務所の増床・改築を実施致しました。

昨今、労働問題が益々複雑化・深刻化する中、トラブル防止策や事前予防策を講じることは大

変重要なことと言えます。そしてそのアプローチの一環として、社員一人一人のモラルの向上や

モチベーションアップを図り、全社一丸となって社業の発展に取り組める「人づくり」や「組織

づくり」を行うこと、すなわち、社員全員のベクトル合わせに取り組むことが極めて重要であり、

その為には、社内の各職位階層に対して適切・適正な社員教育を実施する事が肝要であると考え

ます。

こうしたことから、「人事労務に係る総合商社」を目指している弊所としましては、今後その

ような社員教育に、より一層力を入れ、より良い「企業創り」のお手伝いの一助を担わせて頂き

たいと願っており、この度の増改装において、これまで外部の施設を借りて開催しておりました

セミナーや研修を、自社内でも開催する事の出来る新たなスペースの確保に取り組み、より充

実・発展した顧問先サポートをご提供させて頂く為のスタイリッシュなセミナールームを新設致

しました。

また、我々はお客様の大切な情報を沢山お預かりしています。加えて、来年からの「マイナン

バー制度」導入への備えとして、これまで以上に「厳格な個人情報管理と守秘義務の徹底」を図

ることが不可欠であり、それを可能とする環境・機能を兼ね備えた事務所への変貌が必要でした。

そこで、今回の増改築では、弊所内での情報管理体制を一層強化・徹底すべく、事務所と応接ス

ペースの完全分離を行い、さらに今秋のISO27000取得という目標に向け、現在鋭意取り組んで

おり、手続き代行や給与計算業務の分野においても、お客様により安心して戴ける為のハード・

ソフト両面の環境整備を行って、お客様情報管理の責任ある使命を全うします。

今回のこうした増改装を機に、より一層皆様方のご期待・ご要望に沿えるよう、所員一同全力

を挙げて社業に努めてまいる所存でございますので、これまで以上の弊所とのお付き合いをお願

い申し上げます。なお、セミナールームにつきましては、貸出も予定しておりますので、ご要望

がございましたらお問い合せ下さい。

ごあいさつ

社会保険労務士法人  大手前総合労務管理事務所

代表社員　太 田　惠 子
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「パートタイム労働法の改正」と聞いて、「そもそも現行の

パートタイム労働法の内容がどのようなものかあまり知らな

い」という方が実は多いのではないでしょうか。弊所では、

日々たくさんの労務管理担当者とお話しする機会がありますが、

経営者や人事総務といった労務管理実務担当者の間でも「労働

基準法」はよくご存じの方は多いのですが、「パートタイム労

働法」の内容はよく知らない、といった方が大半に感じます。

パートタイム労働法（正式名称は「短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律」）は、平成５年に施行、平成２０年４

月に改正され罰則規定まである法律ですが、実際のところ、施

行以降あまり注目はされてこなかった法律と言えそうです。と

ころが、昨今は少子高齢化が進み、差し迫って日本の労働力人

口の減少という危機に直面するなか、全労働力人口の約３割を

占めるといわれているパートタイム労働者の「労働力」にその

期待が向けられており、今後、パートタイム労働者の「公正な

待遇の確保と納得性を高めるための措置」に焦点があてられた

「改正パートタイム労働法」が、今回の改正を機に、一気に時

流にのって社会的にも注目され、パート労働者の処遇改善施策

等に大きく影響してくるのではないかと感じているところです。

今回は、そういった現状も踏まえ、改正事項はもちろん、

「パートタイム労働法」の全容について、ポイントを分かりや

すくお伝えできればと思います。「パートタイム労働者の就労

環境や労務管理を見直すべき時期が間近に迫っている？！」と

いう緊張感をもって、自社のパートタイム労働者の働き方や労

務管理の現状、処遇の見直しの必要性等も意識しながら、この

記事を読み進めていただけると幸いです。

■はじめに
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　パートタイム労働法の意義と今回の改正の目的

前述の通り、日本の経済活動の重要な役割を担っているパートタイ

ム労働者ですが、実態は、仕事や責任、人事管理が正社員と同様にも

関わらず、賃金などの待遇が働きや貢献に見合っていない、あるいは、

一旦パートタイム労働者として就職すると、希望してもなかなか正社

員への道がないといった問題が根強くあり、こうした問題を解消し、

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇

用環境を整備するとともに、多様な就業形態で働く人々がそれぞれの

意欲や能力を十分に発揮でき、その働きや貢献に応じた待遇を得るこ

とのできる「 」を目指すため、改正前のパートタイ公正な待遇の実現

ム労働法は平成２０年４月１日から施行されてきたものです。

この法律の主な内容としては、「パートタイム労働者と通常の労働

者の を推進するための措置や均等・均衡待遇の確保 通常の労働者（正

社員）への転換を推進するための措置を講ずべきこと」とされていま

す。

今回の法改正は、パートタイム労働者のより一層の均等・均衡待遇

の確保を推進 一人ひとりの納得性の向上を図るするとともに、 ため、

改正パートタイム労働法が平成２６年４月に成立・交付され、平成２

７年４月１日から施行となりました。

紙面の都合上、今回、「パートタイム労働法」の内容の全てを取り上げることはできませんが、可能

な限りその内容及び今回の改正事項について、まずは、従前の「パートタイム労働法」の要旨を解説

し、それぞれの該当項目ごとに今回改正があった事項について、その内容をご説明していこうと思い

ます。（なお、解説は厚生労働省提供資料をベースにしています。）

第６条

１．事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、

「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交

付などにより明示しなければならない。（必須）

→違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、１人に

つき契約ごとに１０万円以下の過料の対象となります。

２．事業主は、１の３つの事項以外のものについても、文書の交付

などにより明示するように努めるものとする。（努力義務）

（１）労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者との労

働契約の締結に際して、労働条件を明示することが事業主に義務付け

られています。中でも、文書で明示することが義務付けられている以

下の項目については、違反の場合は３０万円以下の罰金に処せられま

す。

文書での交付が義務付けられている項目

①契約期間

②有期労働契約を更新する場合の基準

③仕事をする場所と仕事の内容

④始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇

⑤賃金

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む）

（２）パートタイム労働法では、上記項目に加えて、「昇給の有無」

「退職手当の有無」「賞与の有無」の３つの事項について、文書の交

付など（パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも

可）により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付

けられています。

この場合、（１）の書面に明記して交付することや、この３つの事項

が就業規則に含まれている場合には就業規則の写しを交付することも

可能です。

①「雇い入れたとき」とは、初めて雇い入れた時だけではなく、労働

契約の更新時も含みます。

②ここでいう「昇給」とは、 をい一つの契約期間の中での賃金の増額

います。賃金の増額があるかないかを、はっきり明示することが必

要です。例えば、１年更新で雇用しているパートタイム労働者につ

いて、１年間の契約期間中には昇給はなく、契約更新時に時給を

アップすることがある場合、ここで明示が求められているのは、契

約期間中の昇給の有無ですので、この場合は「昇給なし」と明示し

ます。ただし、契約更新時に時給がアップする可能性があることに

ついて説明を加えておくことが望ましいとされています。

③昇給や賞与の支給を事業所の業績やパート労働者の勤務成績などに

改正後の平成２７年４月１日からは・・・

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に

対応するために必要な体制を整備しなければならないこと

となりました。

第１６条（改正後の法第１６条のポイント）　

※対象者：すべてのパートタイム労働者

事業主は、パートタイム労働者の雇用の改善等に関する事項に関し、

その雇用するパートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応す

るために必要な体制を整備しなければならない。

①「必要な体制」の整備とは、苦情を含めた相談に応じる窓口等の体

制を整備することをいいます。

②この改正に伴い、事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたとき

に、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」に加え、

「相談窓口」（改正後の法第１６条により、相談に対応するために

整備することとされているもの）を、文書の交付などにより明示し

なければならないこととなったため、従来の３項目に加え、改正後

は「相談窓口」を労働条件通知書や雇用契約書等に記載する義務が

追加となりました。

③相談に応じることができる窓口等であれば、その名称を問うもので

はなく、また、組織であるか、個人であるかを問いません。

例えば、次のような対応が考えられます。

・雇用する労働者の中から相談担当者を決めて、相談に対応させる

・短時間雇用管理者（１０人以上のパートタイム労働者を雇用する

事業所では選任するよう努めることとされている）を相談担当者

として定め、相談に対応させる

・事業主自身が相談担当者となり、相談に対応する

・外部専門機関に委託し、相談対応を行う

④相談窓口の明示の具体例としては、相談担当者の氏名、相談担当の

役職、相談担当部署などが考えられます。

⑤相談に応じる窓口等を設定すること自体が義務の対象ですが、相談

に対し、その内容や状況に応じ適切に対応することが求められます。

意外と知られていない「パートタイム労働法」

改正前･改正後同じ

新設

労働条件の文書交付等

パートタイム労働者の就労状況

まずは、昨今のパートタイム労働者の就業状況についてご紹介します。

就業者のうち正規雇用者（正社員）及び自営業者の割合は低下傾向にあ

り、パート、派遣、契約社員等の非正規雇用者の割合は上昇傾向にあり

ます。下記の上のチャートにあるように、昭和６４年（１９８９年）か

ら平成２２年（２０１０年）の約２０年間に非正規雇用者の割合は約２

倍に増加して正規雇用者の半分程度の割合を占めています。さらにパー

トタイム労働者について着目してみると、右のチャートにあるように、

昭和４０年（１９６５年）から平成２１年（２００９年）までの約４５

年間に、その総数は桁違いの伸びをみせており、また女性が占める割合

は増加しており、近年では３分の２程度の割合となっています。

このように非正規雇用者の増

加傾向や人数の実態から、我が

国の労働力は大きく非正規雇用

者に依存し、とりわけパートタ

イム労働者の役割が大きくなっ

ているということがわかります。

「パートタイム労働者」の定義

さて、今回ご紹介する「パートタイム労働法」の対象である「短時

間労働者（パートタイム労働者）」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」とされています。

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」

「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件にあて

はまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてこの法律の対

象となります。

解 説

ポイント

ポイント

1

   人数 比率 人数 比率 人数 比率
 昭和64年 6,128  3,432  56% 797  13% 1,900  31%
 平成6年 6,453  3,807  59% 968  15% 1,678  26%
 平成11年 6,462  3,683  57% 1,228  19% 1,551  24%
 平成16年 6,329  3,418  54% 1,582  25% 1,329  21%
 平成21年 6,272  3,387  54% 1,693  27% 1,192  19%
 平成22年 6,277  3,390  54% 1,758  28% 1,130  18%

就業者の内訳と推移　

単位：万人

 年代 就業者総数 正規雇用者 パート、派遣、契約社員等 自営業者
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 年代 男性 女性 総数
 昭和40年 86 82 168
� 45年 86 130 216
 50年 153 198 351
 55年 134 256 390
 60年 138 333 471
 平成2年 221 501 722
 5年 306 623 929
� 7年 264 632 896
 13年 376 829 1205
 14年 376 835 1211
 15年 398 861 1259
 16年 380 857 1237
 17年 384 882 1266
 18年 340 865 1205
 19年 415 931 1346
 20年 450 957 1407
 21年 470 961 1431

よって行うケースで業績などによって行わない可能性がある場合は、

制度は「あり」とした上で、「業績により不支給の場合あり」など、

支給されない可能性があることを明記します。

④パートタイム労働者に適用する退職金制度はある場合であっても、

当該契約期間内に支給対象要件を満たさないため支給されることが

ないときは、「退職金なし」と明示することになります。ただし、

雇用継続の可能性がある場合は契約更新により退職金の支給対象と

なる可能性があるため、「退職金あり（勤続３年以上を支給対象と

する）」と明示する方法でも構わないとされています。

パートタイム労働法の概要と改正内容

パートタイム労働法の改正
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特集

　パートタイム労働法の意義と今回の改正の目的

前述の通り、日本の経済活動の重要な役割を担っているパートタイ

ム労働者ですが、実態は、仕事や責任、人事管理が正社員と同様にも

関わらず、賃金などの待遇が働きや貢献に見合っていない、あるいは、

一旦パートタイム労働者として就職すると、希望してもなかなか正社

員への道がないといった問題が根強くあり、こうした問題を解消し、

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇

用環境を整備するとともに、多様な就業形態で働く人々がそれぞれの

意欲や能力を十分に発揮でき、その働きや貢献に応じた待遇を得るこ

とのできる「 」を目指すため、改正前のパートタイ公正な待遇の実現

ム労働法は平成２０年４月１日から施行されてきたものです。

この法律の主な内容としては、「パートタイム労働者と通常の労働

者の を推進するための措置や均等・均衡待遇の確保 通常の労働者（正

社員）への転換を推進するための措置を講ずべきこと」とされていま

す。

今回の法改正は、パートタイム労働者のより一層の均等・均衡待遇

の確保を推進 一人ひとりの納得性の向上を図るするとともに、 ため、

改正パートタイム労働法が平成２６年４月に成立・交付され、平成２

７年４月１日から施行となりました。

紙面の都合上、今回、「パートタイム労働法」の内容の全てを取り上げることはできませんが、可能

な限りその内容及び今回の改正事項について、まずは、従前の「パートタイム労働法」の要旨を解説

し、それぞれの該当項目ごとに今回改正があった事項について、その内容をご説明していこうと思い

ます。（なお、解説は厚生労働省提供資料をベースにしています。）

第６条

１．事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、

「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交

付などにより明示しなければならない。（必須）

→違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、１人に

つき契約ごとに１０万円以下の過料の対象となります。

２．事業主は、１の３つの事項以外のものについても、文書の交付

などにより明示するように努めるものとする。（努力義務）

（１）労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者との労

働契約の締結に際して、労働条件を明示することが事業主に義務付け

られています。中でも、文書で明示することが義務付けられている以

下の項目については、違反の場合は３０万円以下の罰金に処せられま

す。

文書での交付が義務付けられている項目

①契約期間

②有期労働契約を更新する場合の基準

③仕事をする場所と仕事の内容

④始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休憩・休日・休暇

⑤賃金

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む）

（２）パートタイム労働法では、上記項目に加えて、「昇給の有無」

「退職手当の有無」「賞与の有無」の３つの事項について、文書の交

付など（パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも

可）により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務付

けられています。

この場合、（１）の書面に明記して交付することや、この３つの事項

が就業規則に含まれている場合には就業規則の写しを交付することも

可能です。

①「雇い入れたとき」とは、初めて雇い入れた時だけではなく、労働

契約の更新時も含みます。

②ここでいう「昇給」とは、 をい一つの契約期間の中での賃金の増額

います。賃金の増額があるかないかを、はっきり明示することが必

要です。例えば、１年更新で雇用しているパートタイム労働者につ

いて、１年間の契約期間中には昇給はなく、契約更新時に時給を

アップすることがある場合、ここで明示が求められているのは、契

約期間中の昇給の有無ですので、この場合は「昇給なし」と明示し

ます。ただし、契約更新時に時給がアップする可能性があることに

ついて説明を加えておくことが望ましいとされています。

③昇給や賞与の支給を事業所の業績やパート労働者の勤務成績などに

改正後の平成２７年４月１日からは・・・

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に

対応するために必要な体制を整備しなければならないこと

となりました。

第１６条（改正後の法第１６条のポイント）　

※対象者：すべてのパートタイム労働者

事業主は、パートタイム労働者の雇用の改善等に関する事項に関し、

その雇用するパートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応す

るために必要な体制を整備しなければならない。

①「必要な体制」の整備とは、苦情を含めた相談に応じる窓口等の体

制を整備することをいいます。

②この改正に伴い、事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたとき

に、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」に加え、

「相談窓口」（改正後の法第１６条により、相談に対応するために

整備することとされているもの）を、文書の交付などにより明示し

なければならないこととなったため、従来の３項目に加え、改正後

は「相談窓口」を労働条件通知書や雇用契約書等に記載する義務が

追加となりました。

③相談に応じることができる窓口等であれば、その名称を問うもので

はなく、また、組織であるか、個人であるかを問いません。

例えば、次のような対応が考えられます。

・雇用する労働者の中から相談担当者を決めて、相談に対応させる

・短時間雇用管理者（１０人以上のパートタイム労働者を雇用する

事業所では選任するよう努めることとされている）を相談担当者

として定め、相談に対応させる

・事業主自身が相談担当者となり、相談に対応する

・外部専門機関に委託し、相談対応を行う

④相談窓口の明示の具体例としては、相談担当者の氏名、相談担当の

役職、相談担当部署などが考えられます。

⑤相談に応じる窓口等を設定すること自体が義務の対象ですが、相談

に対し、その内容や状況に応じ適切に対応することが求められます。

意外と知られていない「パートタイム労働法」

改正前･改正後同じ

新設

労働条件の文書交付等

パートタイム労働者の就労状況

まずは、昨今のパートタイム労働者の就業状況についてご紹介します。

就業者のうち正規雇用者（正社員）及び自営業者の割合は低下傾向にあ

り、パート、派遣、契約社員等の非正規雇用者の割合は上昇傾向にあり

ます。下記の上のチャートにあるように、昭和６４年（１９８９年）か

ら平成２２年（２０１０年）の約２０年間に非正規雇用者の割合は約２

倍に増加して正規雇用者の半分程度の割合を占めています。さらにパー

トタイム労働者について着目してみると、右のチャートにあるように、

昭和４０年（１９６５年）から平成２１年（２００９年）までの約４５

年間に、その総数は桁違いの伸びをみせており、また女性が占める割合

は増加しており、近年では３分の２程度の割合となっています。

このように非正規雇用者の増

加傾向や人数の実態から、我が

国の労働力は大きく非正規雇用

者に依存し、とりわけパートタ

イム労働者の役割が大きくなっ

ているということがわかります。

「パートタイム労働者」の定義

さて、今回ご紹介する「パートタイム労働法」の対象である「短時

間労働者（パートタイム労働者）」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」とされています。

例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」

「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件にあて

はまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてこの法律の対

象となります。

解 説

ポイント

ポイント

1

   人数 比率 人数 比率 人数 比率
 昭和64年 6,128  3,432  56% 797  13% 1,900  31%
 平成6年 6,453  3,807  59% 968  15% 1,678  26%
 平成11年 6,462  3,683  57% 1,228  19% 1,551  24%
 平成16年 6,329  3,418  54% 1,582  25% 1,329  21%
 平成21年 6,272  3,387  54% 1,693  27% 1,192  19%
 平成22年 6,277  3,390  54% 1,758  28% 1,130  18%

就業者の内訳と推移　

単位：万人

 年代 就業者総数 正規雇用者 パート、派遣、契約社員等 自営業者
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 年代 男性 女性 総数
 昭和40年 86 82 168
� 45年 86 130 216
 50年 153 198 351
 55年 134 256 390
 60年 138 333 471
 平成2年 221 501 722
 5年 306 623 929
� 7年 264 632 896
 13年 376 829 1205
 14年 376 835 1211
 15年 398 861 1259
 16年 380 857 1237
 17年 384 882 1266
 18年 340 865 1205
 19年 415 931 1346
 20年 450 957 1407
 21年 470 961 1431

よって行うケースで業績などによって行わない可能性がある場合は、

制度は「あり」とした上で、「業績により不支給の場合あり」など、

支給されない可能性があることを明記します。

④パートタイム労働者に適用する退職金制度はある場合であっても、

当該契約期間内に支給対象要件を満たさないため支給されることが

ないときは、「退職金なし」と明示することになります。ただし、

雇用継続の可能性がある場合は契約更新により退職金の支給対象と

なる可能性があるため、「退職金あり（勤続３年以上を支給対象と

する）」と明示する方法でも構わないとされています。

パートタイム労働法の概要と改正内容

パートタイム労働法の改正



6 7

改正前のパートタイム労働法では、パートタイム労働者の待遇につ

いて通常の労働者との働き方の違いに応じて均等・均衡待遇の確保を

図るための措置を講ずるよう規定されています。

具体的には、次の３つの要件を通常の労働者と比較することにより、

賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇について、表１(前ページ下)の通

り、事業主の講ずべき措置が規定されていました。

①職務の内容（業務の内容と責任の程度）

②人材活用の仕組みや運用など（人事異動などの有無及び範囲）

③契約期間

この３要件を満たすパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の

実態が同じと判断され、賃金の決定をはじめ教育訓練の実施、福利厚

生施設の利用その他のすべての待遇について、パートタイム労働者で

あることを理由に差別的に取扱うことが禁止されていました。

表１は、従来のパートタイム労働法における「事業主の講ずべき措

置」についてまとめたものです。

◎･･･パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○･･･実施義務・配慮義務
□･･･同一の方法で決定する努力義務
△･･･職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案する努力義務

（１）正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働

者の対象範囲の拡大

改正後は、 を締結しているパートタイム労働者でも、有期労働契約

職務の内容、人材活用の仕組み 通常が通常の労働者と同じ場合には、

の労働者との差別的取扱いが禁止されます。（改正後、「第８条」が

「第９条」となり、 されました。）無期契約という要件が削除

第８条　差別的取扱いの禁止

１．事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組み

や運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、

期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタ

イム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取

扱いをしてはならない。

２．１の期間の定めのない労働契約には、反復更新によって期間の

定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる

有期労働契約を含むものとする。

人材活用の仕組みや

運用等

（人事異動の有無
　及び範囲）　

職務の内容

（業務の内容及び責任）　

【パート労働者の態様】

通常の労働者（正社員）と比較して　

◎◎◎◎

○ ○

○ ○

○

◎◎

□

△

△

△

△△△

ー ー

ー ー

ー ー

賃金　 教育訓練　 福利厚生

契約期間　

業務関連賃金

・基本給

・賞与

・役付手当等　

左以外の賃金

・退職手当

・家族手当

・通勤手当  等　

職務遂行に
必要な能力を
付与するもの　

左以外のもの
(キャリアアップ
のための訓練等）　

・給食施設

・休憩室

・更衣室　

左以外のもの
（慶弔休暇
・社宅の貸与等）

①通常の労働者と同視すべき
短時間労働者

同じ　
全雇用期間を通じて

同じ　

無期又は反復更新により
無期と同じ

②通常の労働者と職務の内容と人材活用の
仕組みや運用等が同じ短時間労働者

同じ　 一定期間は同じ　 ―

③通常の労働者と職務の内容が同じ
短時間労働者

同じ　 異なる　 ―

④通常の労働者と職務の内容も異なる
短時間労働者

異なる　 ―　 ―

改正後の平成２７年４月１日からは・・・

（２）短時間労働者の待遇の原則の創設

また、広く全てのパートタイム労働者を対象として、事業主が雇用

するパートタイム労働者の待遇と通常の労働者の待遇を相違させる場

合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、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という、

「 」が新たに創設されました。（新たに短時間労働者の待遇の原則

「第８条」として されました。）〈新設〉

これにより、「同一労働、同一賃金」といった原則的な考え方が、

より重視されるようになると考えられますので、正社員と比べてパー

トタイム労働者の処遇（賃金、教育訓練、福利厚生等）の格差には

「合理性」が求められることとなります。単に「パートだから」とい

うことで差別的な取扱いをしている場合は、本当にその処遇の差に合

理性があるかどうかを検討する等の注意が必要です。

さて、「職務の内容」及び「人材活用の仕組み・運用など」の同一

性の判断については、どのように比較、判断すればよいのでしょうか。

まずは「職務の内容」の比較ですが、①業務の内容と②業務に伴う

責任の程度で判断します。

まず、業務の内容が実質的に同じかどうかを、業務の種類（職種）

で比較して判断します。業務の種類が「同じ」場合は、従事している

業務について、業務分担表などで、個々の業務に細分化し、その「中

核的業務」が必要な知識や技能の水準などの観点から、業務の性質や

範囲が「実質的に同じか」どうか判断します。次に、業務に伴う責任

の程度が著しく異ならないかどうかを判断し、著しく異ならない場合、

職務の内容は「同じ」と判断します。

「人材活用の仕組みや運用など」の比較は、転勤の有無、転勤の範

囲、職務内容の変更有無と配置の変更の有無等で判断します。

改正後、パートタイム労働者の態様別に講ずる措置をまとめると、表

２のようになります。

改正前

①説明の方法としては、雇い入れたときに、個々の労働者ごとに説明

を行うほか、雇い入れ時の説明会等に、複数の短時間労働者に同時に

説明を行うことも差し支えない、とされています。

②口頭により行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載

され、容易に理解できる内容の文書を交付すること等によることも可

能です。

③パートタイム労働者が説明を求めたことを理由に、不利益な取扱い

をしてはなりません。また、不利益な取扱いを恐れて、パートタイム

労働者が説明を求めることができないことがないようにすることが求

められます。〈パートタイム労働指針〉

説明義務が課せられる事項

【雇い入れ時の説明】

待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利

厚生施設の利用、通常の労働者への転換を推進するための措置

【説明を求められたときの説明】

労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い

禁止、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通

常の労働者への転換を推進するための措置

事業主は、パートタイム労働者から説明を求められたときの説

明義務と併せて、パートタイム労働者を雇い入れたとき、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らないこと

となりました。

改正後の平成２７年４月１日からは・・・

第１４条（改正後、「第１３条」が「第１４条」となり、第1項が

追記されました。

１．事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やか

に、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らな

い。〈新設〉

２．事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあっ

たときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明し

なければならない。（そのままの規定）

改正前 改正前
第１３条（改正前）

事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったと

きは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなけ

ればならない。

改正前のパートタイム労働法では、事業主は、パートタイム労働者か

ら求められたとき、その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付けられています。説明義

務が課せられている具体的な内容は、以下の事項です。

説明義務が課せられている内容

①労働条件の文書交付等

②就業規則の作成手続

③待遇の差別的取扱い禁止

④賃金の決定方法

⑤教育訓練の実施

⑥福利厚生施設の利用

⑦通常の労働者への転換を推進するための措置

なお、説明に当たっては、例えば賃金の決定方法について説明を求め

られた場合、「あなたはパートタイム労働者だから賃金は○○だ。」

という説明では責任を果たしているとは言えません。この説明義務は、

パートタイム労働者から求められればその都度説明しなければならず、

１回説明すればよいというものではありませんが、納得するまで説明

をすることを求めるものではありませんので、事情の変化がないにも

かかわらず、同じ人が同じ事項について繰り返し説明を求める場合に

ついてまで説明義務が生じるものでもありません。

・賃金制度はどうなっているか

・どのような教育訓練があるか

・どの福利厚生施設が利用できるか

・どのような正社員転換推進措置が

あるか　など

・どの要素をどう勘案して賃金を決

定したか

・どの教育訓練や福利厚生施設がな

ぜ使えるか（または、なぜ使えな

いか）

・正社員への転換推進措置の決定に

当たり何を考慮したか　など

特集 パートタイム労働法の改正

（講ずる措置）

雇い入れ時の説明内容の例 説明を求められたときの説明内容の例

改正後

待遇の決定についての説明義務2

表1/従来のパートタイム労働法における「事業主の講ずべき措置」

◎･･･パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○･･･実施義務・配慮義務
△･･･職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案する努力義務

人材活用の仕組みや

運用等

（人事異動の有無
　及び範囲）　

職務の内容

（業務の内容及び責任）　

【パート労働者の態様】

通常の労働者（正社員）と比較して　

◎◎◎◎

○ ○

○

◎◎

△

△ △

△△

ー ー

ー ー

賃金　 教育訓練　 福利厚生

業務関連賃金

・基本給

・賞与

・役付手当等　

左以外の賃金

・退職手当

・家族手当

・通勤手当  等　

職務遂行に
必要な能力を
付与するもの　

左以外のもの
(キャリアアップ
のための訓練等）　

・給食施設

・休憩室

・更衣室　

左以外のもの
（慶弔休暇
・社宅の貸与等）

①通常の労働者と同視すべき
短時間労働者

同じ　 同じ　

②通常の労働者と職務の内容が
同じ短時間労働者

同じ　

③通常の労働者と職務の内容も異なる
短時間労働者

異なる　

異なる　 ―　

（講ずる措置）

改正後表2/改正パートタイム労働法における「事業主の講ずべき措置」

3 均等・均衡待遇の確保の推進

パートタイム労働者の公正な待遇の確保

解 説

解 説ポイント

ポイント
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改正前のパートタイム労働法では、パートタイム労働者の待遇につ

いて通常の労働者との働き方の違いに応じて均等・均衡待遇の確保を

図るための措置を講ずるよう規定されています。

具体的には、次の３つの要件を通常の労働者と比較することにより、

賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇について、表１(前ページ下)の通

り、事業主の講ずべき措置が規定されていました。

①職務の内容（業務の内容と責任の程度）

②人材活用の仕組みや運用など（人事異動などの有無及び範囲）

③契約期間

この３要件を満たすパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の

実態が同じと判断され、賃金の決定をはじめ教育訓練の実施、福利厚

生施設の利用その他のすべての待遇について、パートタイム労働者で

あることを理由に差別的に取扱うことが禁止されていました。

表１は、従来のパートタイム労働法における「事業主の講ずべき措

置」についてまとめたものです。

◎･･･パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○･･･実施義務・配慮義務
□･･･同一の方法で決定する努力義務
△･･･職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案する努力義務

（１）正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働

者の対象範囲の拡大

改正後は、 を締結しているパートタイム労働者でも、有期労働契約

職務の内容、人材活用の仕組み 通常が通常の労働者と同じ場合には、

の労働者との差別的取扱いが禁止されます。（改正後、「第８条」が

「第９条」となり、 されました。）無期契約という要件が削除

第８条　差別的取扱いの禁止

１．事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組み

や運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、

期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタ

イム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取

扱いをしてはならない。

２．１の期間の定めのない労働契約には、反復更新によって期間の

定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる

有期労働契約を含むものとする。

人材活用の仕組みや

運用等

（人事異動の有無
　及び範囲）　

職務の内容

（業務の内容及び責任）　

【パート労働者の態様】

通常の労働者（正社員）と比較して　

◎◎◎◎

○ ○

○ ○

○

◎◎

□

△

△

△

△△△

ー ー

ー ー

ー ー

賃金　 教育訓練　 福利厚生

契約期間　

業務関連賃金

・基本給

・賞与

・役付手当等　

左以外の賃金

・退職手当

・家族手当

・通勤手当  等　

職務遂行に
必要な能力を
付与するもの　

左以外のもの
(キャリアアップ
のための訓練等）　

・給食施設

・休憩室

・更衣室　

左以外のもの
（慶弔休暇
・社宅の貸与等）

①通常の労働者と同視すべき
短時間労働者

同じ　
全雇用期間を通じて

同じ　

無期又は反復更新により
無期と同じ

②通常の労働者と職務の内容と人材活用の
仕組みや運用等が同じ短時間労働者

同じ　 一定期間は同じ　 ―

③通常の労働者と職務の内容が同じ
短時間労働者

同じ　 異なる　 ―

④通常の労働者と職務の内容も異なる
短時間労働者

異なる　 ―　 ―

改正後の平成２７年４月１日からは・・・

（２）短時間労働者の待遇の原則の創設

また、広く全てのパートタイム労働者を対象として、事業主が雇用

するパートタイム労働者の待遇と通常の労働者の待遇を相違させる場

合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、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という、

「 」が新たに創設されました。（新たに短時間労働者の待遇の原則

「第８条」として されました。）〈新設〉

これにより、「同一労働、同一賃金」といった原則的な考え方が、

より重視されるようになると考えられますので、正社員と比べてパー

トタイム労働者の処遇（賃金、教育訓練、福利厚生等）の格差には

「合理性」が求められることとなります。単に「パートだから」とい

うことで差別的な取扱いをしている場合は、本当にその処遇の差に合

理性があるかどうかを検討する等の注意が必要です。

さて、「職務の内容」及び「人材活用の仕組み・運用など」の同一

性の判断については、どのように比較、判断すればよいのでしょうか。

まずは「職務の内容」の比較ですが、①業務の内容と②業務に伴う

責任の程度で判断します。

まず、業務の内容が実質的に同じかどうかを、業務の種類（職種）

で比較して判断します。業務の種類が「同じ」場合は、従事している

業務について、業務分担表などで、個々の業務に細分化し、その「中

核的業務」が必要な知識や技能の水準などの観点から、業務の性質や

範囲が「実質的に同じか」どうか判断します。次に、業務に伴う責任

の程度が著しく異ならないかどうかを判断し、著しく異ならない場合、

職務の内容は「同じ」と判断します。

「人材活用の仕組みや運用など」の比較は、転勤の有無、転勤の範

囲、職務内容の変更有無と配置の変更の有無等で判断します。

改正後、パートタイム労働者の態様別に講ずる措置をまとめると、表

２のようになります。

改正前

①説明の方法としては、雇い入れたときに、個々の労働者ごとに説明

を行うほか、雇い入れ時の説明会等に、複数の短時間労働者に同時に

説明を行うことも差し支えない、とされています。

②口頭により行うことが原則ですが、説明すべき事項が漏れなく記載

され、容易に理解できる内容の文書を交付すること等によることも可

能です。

③パートタイム労働者が説明を求めたことを理由に、不利益な取扱い

をしてはなりません。また、不利益な取扱いを恐れて、パートタイム

労働者が説明を求めることができないことがないようにすることが求

められます。〈パートタイム労働指針〉

説明義務が課せられる事項

【雇い入れ時の説明】

待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利

厚生施設の利用、通常の労働者への転換を推進するための措置

【説明を求められたときの説明】

労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い

禁止、賃金の決定方法、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、通

常の労働者への転換を推進するための措置

事業主は、パートタイム労働者から説明を求められたときの説

明義務と併せて、パートタイム労働者を雇い入れたとき、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らないこと

となりました。

改正後の平成２７年４月１日からは・・・

第１４条（改正後、「第１３条」が「第１４条」となり、第1項が

追記されました。

１．事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やか

に、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らな

い。〈新設〉

２．事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあっ

たときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明し

なければならない。（そのままの規定）

改正前 改正前
第１３条（改正前）

事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったと

きは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなけ

ればならない。

改正前のパートタイム労働法では、事業主は、パートタイム労働者か

ら求められたとき、その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付けられています。説明義

務が課せられている具体的な内容は、以下の事項です。

説明義務が課せられている内容

①労働条件の文書交付等

②就業規則の作成手続

③待遇の差別的取扱い禁止

④賃金の決定方法

⑤教育訓練の実施

⑥福利厚生施設の利用

⑦通常の労働者への転換を推進するための措置

なお、説明に当たっては、例えば賃金の決定方法について説明を求め

られた場合、「あなたはパートタイム労働者だから賃金は○○だ。」

という説明では責任を果たしているとは言えません。この説明義務は、

パートタイム労働者から求められればその都度説明しなければならず、

１回説明すればよいというものではありませんが、納得するまで説明

をすることを求めるものではありませんので、事情の変化がないにも

かかわらず、同じ人が同じ事項について繰り返し説明を求める場合に

ついてまで説明義務が生じるものでもありません。

・賃金制度はどうなっているか

・どのような教育訓練があるか

・どの福利厚生施設が利用できるか

・どのような正社員転換推進措置が

あるか　など

・どの要素をどう勘案して賃金を決

定したか

・どの教育訓練や福利厚生施設がな

ぜ使えるか（または、なぜ使えな

いか）

・正社員への転換推進措置の決定に

当たり何を考慮したか　など

特集 パートタイム労働法の改正

（講ずる措置）

雇い入れ時の説明内容の例 説明を求められたときの説明内容の例

改正後

待遇の決定についての説明義務2

表1/従来のパートタイム労働法における「事業主の講ずべき措置」

◎･･･パートタイム労働者であることによる差別的取扱いの禁止
○･･･実施義務・配慮義務
△･･･職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案する努力義務

人材活用の仕組みや

運用等

（人事異動の有無
　及び範囲）　

職務の内容

（業務の内容及び責任）　

【パート労働者の態様】

通常の労働者（正社員）と比較して　

◎◎◎◎

○ ○

○

◎◎

△

△ △

△△

ー ー

ー ー

賃金　 教育訓練　 福利厚生

業務関連賃金

・基本給

・賞与

・役付手当等　

左以外の賃金

・退職手当

・家族手当

・通勤手当  等　

職務遂行に
必要な能力を
付与するもの　

左以外のもの
(キャリアアップ
のための訓練等）　

・給食施設

・休憩室

・更衣室　

左以外のもの
（慶弔休暇
・社宅の貸与等）

①通常の労働者と同視すべき
短時間労働者

同じ　 同じ　

②通常の労働者と職務の内容が
同じ短時間労働者

同じ　

③通常の労働者と職務の内容も異なる
短時間労働者

異なる　

異なる　 ―　

（講ずる措置）

改正後表2/改正パートタイム労働法における「事業主の講ずべき措置」

3 均等・均衡待遇の確保の推進

パートタイム労働者の公正な待遇の確保

解 説

解 説ポイント

ポイント
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｢マタハラ｣最新判例とその後の動向

昨年10月23日、今話題の｢マタハラ｣事案をめぐっての裁判で、最高裁判所で言い渡された｢破棄差し戻し｣の判決が、｢マタハラ違

法｣などと新聞報道でも大きく取り上げられ、世間を騒がせ注目されています。

この広島中央保健生活協同組合事件は、広島地裁、広島高裁ともに使用者側勝訴判決を言い渡したものですが、最高裁判所は使用

者の措置が違法か否かの｢判断基準｣を示し、｢破棄差し戻し｣、即ち広島高裁に｢再度審理をやり直させる｣という判断を下しました。

ここでは、この最高裁判決、及び判決以降の厚生労働省の動向について簡単にご紹介します。

１．最高裁判決について

〈事案の概要〉

Ａ(原告)は医療介護事業等を行う消費生活協同組合(被告。以下Ｂと

いう。)で理学療法士として理学療法の業務に従事する正職員の女性で

す。訪問介護施設で訪問リハビリ業務の副主任をしていたＡは、

2008年2月に第2子を妊娠し、労働基準法65条3項に基づく｢軽易な業

務への転換｣を請求、3月より希望した病院リハビリ勤務となりますが、

2008年4月、Ｂより3月1日付で副主任を免ずる旨の辞令により降格と

なります(Ａは渋々ながら了解)。出産後、育児休業取得中に職場復帰後

も副主任には任ぜられないことを知らされ強く抗議するものの、結局

2009年10月に元の訪問介護施設に副主任を免じられたまま、Ａより

も6年職歴の短い職員(Ａの後任で副主任となった者)の下で勤務するこ

ととなりました。これに対し、Ａは、男女雇用機会均等法9条3項が禁

止する不利益取扱いに当たるとして訴訟を提起しました。

均等法9条3項

事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、

労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若し

くは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産

に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを 、当理由として

該女性労働者に対して をしてはならな解雇その他不利益な取り扱い

い。

※｢理由として｣、｢解雇その他不利益取扱い｣の詳細(指針｢厚労省告示第

614号｣より抜粋)

①｢理由として｣とは、妊娠・出産等と、解雇その他不利益な取り扱いと

の間に因果関係があること

②解雇その他不利益な取り扱いとは、例えば

 イ　解雇すること

 ロ　期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと

 ハ　あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該

回数を引き下げること

 ニ　退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするよう

な労働契約内容の変更の強要を行うこと

 ホ　降格させること

 へ　就業環境を害すること

 ト　不利益な自宅待機を命ずること

 チ　減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと

 リ　昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと

 ヌ　不利益な配置の変更を行うこと

 ル　派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者

に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

〈最高裁判決の要旨〉

判決：冒頭に記載の通り、｢破棄差し戻し(広島高裁に再度審理をやり直

させること)｣

最高裁は、原則論として、｢女性労働者につき妊娠中の軽易業務への

転換を契機として降格させる事業主の措置は、次の２つの例外以外の

場合は均等法9条3項の不利益取扱いに該当する｣と示しました。

例外１：｢承諾に係る合理的な理由｣が存在する場合

具体的には、｢当該労働者が軽易業務の転換及び降格措置により受け

る不利な影響の内容や程度、降格措置に係る事業主による説明の内容

その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき、

自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な

理由が客観的に存在するとき｣

例外２：｢特段の事情｣が存在する場合

具体的には、｢事業主において当該労働者につき降格の措置をとるこ

となく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正

配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その

業務上の必要性の内容や程度および降格措置の有利又は不利な影響の

内容や程度に照らして、降格措置につき均等法9条3項の主旨及び目的

に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するとき｣

この事案について、副主任を免じたことは、｢降格｣に該当し、それ

が労基法65条3項に基づく軽易業務への転換(前記均等法9条3項下線部

分に該当)に伴って行われたものであることから、均等法9条3項の不利

益取扱いに該当するという判断が十分に成り立つものと考えられます。

そこで上記例外の1又は2にあてはまるケースであったかどうかにつ

いて、最高裁は、例外1については、｢自由な意思に基づいて降格を承

諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとは言

えない｣とし、また例外2については、｢原審の判断は、特段の事情が存

在したかどうかを判断する十分な審理がなされていない(審理不尽)｣と

判示し、広島高裁に再度審理をやり直させる｢破棄差戻し｣としました。

２．厚生労働省のその後の動向

厚生労働省は、この最高裁判決を踏まえ、今年の1月23日に改めて

全国の労働局に通達を出し、｢妊娠･出産などを 不利益取り契機として

扱いをした場合｣を違法な事例として明確化し、その上で、妊娠･出産

と 解雇･降格などの不利益な取り扱いがあれば、｢因時間的に近接して

果関係がある｣として原則、違法とみなすことを提示しました。

さらに、3月30日には、この｢時間的に近接｣という時期の近さの判

断基準を｢ ｣と示し、妊娠や出産、復職などから1年以内 1年以内の降格

や契約打ち切りなどの不利益な取り扱いは、原則、男女雇用機会均等

法などに違反すると判断することを決め、悪質な場合は企業名を公表

するとの方針を発表しました。また、企業が｢業務上必要だった｣と主

張した場合には、説明責任を課すとしています。

厚生労働省は、事業主にリーフレットを配り、6月の｢男女雇用機会

均等月間｣ではマタハラ対策を中心にキャンペーンを行うなどして周知

徹底をはかるとしており、今後の動向も引き続き注目すべきところと

いえるでしょう。

最近、新聞やニュースで「人手不足」「賃上げ」「短時間正社員制度」「非正規社員の正社員化」「セクハラ・パワハラ」

「マタハラ（マタニティーハラスメント）」といった言葉をよく見かけるようになりました。こうした問題の全てが「人手不

足」という企業にとってなくてはならない「人材」というキーワードでつながっているような気がします。

「改正パートタイム労働法」についても、今回の改正は一見、たいした改正内容ではないように思えます。しかし、冒頭にも

お伝えしましたように、多様な働き手の労働意欲を高め、多様な就労形態を実現し、労働力を補うことで「労働力不足」の問題

を打開しようという国の施策と、現実問題としてひっ迫してきた「求人票を出しても人が集まらない」という「人手不足」の状

況が、時期的に合致したことも相まって、「働き手確保」のためには、こうした法律を軽視せず、その主旨を理解し、契約社員

やパートタイマーといった自社の非正規社員を含めた、従業員の処遇や雇用環境の改善等を図ることが、まさに今「優秀な人材

や労働力の確保」のためには重要な課題となっているように感じています。

パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、以下

のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています。

第１２条

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する

パートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなけれ

ばならない。

①通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っている

パートタイム労働者に周知する。

②通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っている

パートタイム労働者にも応募する機会を与える。

③パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度

を設ける。

④その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。

　

通常の労働者への転換推進措置については、措置の内容の周知が必要

です。①②の場合も、実際の募集の機会到来時はもちろん、そういっ

た措置があることを周知しておく必要があるため、措置の内容を、例

えば以下の方法により周知します。

〈措置の内容の周知方法の例〉

①就業規則に記載

②労働条件通知書に記載

③事業所内の掲示板での掲示

④資料の回覧

⑤社内メールやイントラネットでの告知

⑥給与袋に資料を同封　など

※①、②の方法が一般的に多いです。

そして、実際に正社員を募集・社内公募する機会がきたときに、次の

ような方法でパートタイム労働者に周知します。

■おわりに

■まとめ
以上、パートタイム労働法の概要と改正点についてご紹介しました。

最後に、今回の改正では、この法律（パートタイム労働法）の として、「 」及び実効性を高めるための措置 ２０万円以下の罰金

「 」という、以下のような新たな規定が２つ新設されました。企業名公表

・パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、２０万円以下の科料に処せられる（改

正後の法第３０条）

・雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公

表することができる（改正後の法第１８条第２項）

特集 パートタイム労働法の改正

4 通常の労働者への転換推進

ポイント

改正前･改正後同じ

〈正社員を募集･社内公募する機会がきたときの周知方法の例〉

①事業所内の掲示板での掲示

②資料の回覧

③社内メールやイントラネットでの告知

④人事考課の面接等で希望聴取

⑤給与袋に資料を同封　など

※①～③の方法が一般的にが多いです。
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｢マタハラ｣最新判例とその後の動向

昨年10月23日、今話題の｢マタハラ｣事案をめぐっての裁判で、最高裁判所で言い渡された｢破棄差し戻し｣の判決が、｢マタハラ違

法｣などと新聞報道でも大きく取り上げられ、世間を騒がせ注目されています。

この広島中央保健生活協同組合事件は、広島地裁、広島高裁ともに使用者側勝訴判決を言い渡したものですが、最高裁判所は使用

者の措置が違法か否かの｢判断基準｣を示し、｢破棄差し戻し｣、即ち広島高裁に｢再度審理をやり直させる｣という判断を下しました。

ここでは、この最高裁判決、及び判決以降の厚生労働省の動向について簡単にご紹介します。

１．最高裁判決について

〈事案の概要〉

Ａ(原告)は医療介護事業等を行う消費生活協同組合(被告。以下Ｂと

いう。)で理学療法士として理学療法の業務に従事する正職員の女性で

す。訪問介護施設で訪問リハビリ業務の副主任をしていたＡは、

2008年2月に第2子を妊娠し、労働基準法65条3項に基づく｢軽易な業

務への転換｣を請求、3月より希望した病院リハビリ勤務となりますが、

2008年4月、Ｂより3月1日付で副主任を免ずる旨の辞令により降格と

なります(Ａは渋々ながら了解)。出産後、育児休業取得中に職場復帰後

も副主任には任ぜられないことを知らされ強く抗議するものの、結局

2009年10月に元の訪問介護施設に副主任を免じられたまま、Ａより

も6年職歴の短い職員(Ａの後任で副主任となった者)の下で勤務するこ

ととなりました。これに対し、Ａは、男女雇用機会均等法9条3項が禁

止する不利益取扱いに当たるとして訴訟を提起しました。

均等法9条3項

事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、

労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若し

くは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産

に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを 、当理由として

該女性労働者に対して をしてはならな解雇その他不利益な取り扱い

い。

※｢理由として｣、｢解雇その他不利益取扱い｣の詳細(指針｢厚労省告示第

614号｣より抜粋)

①｢理由として｣とは、妊娠・出産等と、解雇その他不利益な取り扱いと

の間に因果関係があること

②解雇その他不利益な取り扱いとは、例えば

 イ　解雇すること

 ロ　期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと

 ハ　あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該

回数を引き下げること

 ニ　退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするよう

な労働契約内容の変更の強要を行うこと

 ホ　降格させること

 へ　就業環境を害すること

 ト　不利益な自宅待機を命ずること

 チ　減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと

 リ　昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと

 ヌ　不利益な配置の変更を行うこと

 ル　派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者

に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと

〈最高裁判決の要旨〉

判決：冒頭に記載の通り、｢破棄差し戻し(広島高裁に再度審理をやり直

させること)｣

最高裁は、原則論として、｢女性労働者につき妊娠中の軽易業務への

転換を契機として降格させる事業主の措置は、次の２つの例外以外の

場合は均等法9条3項の不利益取扱いに該当する｣と示しました。

例外１：｢承諾に係る合理的な理由｣が存在する場合

具体的には、｢当該労働者が軽易業務の転換及び降格措置により受け

る不利な影響の内容や程度、降格措置に係る事業主による説明の内容

その他の経緯や当該労働者の意向等に照らして、当該労働者につき、

自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な

理由が客観的に存在するとき｣

例外２：｢特段の事情｣が存在する場合

具体的には、｢事業主において当該労働者につき降格の措置をとるこ

となく軽易業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正

配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、その

業務上の必要性の内容や程度および降格措置の有利又は不利な影響の

内容や程度に照らして、降格措置につき均等法9条3項の主旨及び目的

に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するとき｣

この事案について、副主任を免じたことは、｢降格｣に該当し、それ

が労基法65条3項に基づく軽易業務への転換(前記均等法9条3項下線部

分に該当)に伴って行われたものであることから、均等法9条3項の不利

益取扱いに該当するという判断が十分に成り立つものと考えられます。

そこで上記例外の1又は2にあてはまるケースであったかどうかにつ

いて、最高裁は、例外1については、｢自由な意思に基づいて降格を承

諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとは言

えない｣とし、また例外2については、｢原審の判断は、特段の事情が存

在したかどうかを判断する十分な審理がなされていない(審理不尽)｣と

判示し、広島高裁に再度審理をやり直させる｢破棄差戻し｣としました。

２．厚生労働省のその後の動向

厚生労働省は、この最高裁判決を踏まえ、今年の1月23日に改めて

全国の労働局に通達を出し、｢妊娠･出産などを 不利益取り契機として

扱いをした場合｣を違法な事例として明確化し、その上で、妊娠･出産

と 解雇･降格などの不利益な取り扱いがあれば、｢因時間的に近接して

果関係がある｣として原則、違法とみなすことを提示しました。

さらに、3月30日には、この｢時間的に近接｣という時期の近さの判

断基準を｢ ｣と示し、妊娠や出産、復職などから1年以内 1年以内の降格

や契約打ち切りなどの不利益な取り扱いは、原則、男女雇用機会均等

法などに違反すると判断することを決め、悪質な場合は企業名を公表

するとの方針を発表しました。また、企業が｢業務上必要だった｣と主

張した場合には、説明責任を課すとしています。

厚生労働省は、事業主にリーフレットを配り、6月の｢男女雇用機会

均等月間｣ではマタハラ対策を中心にキャンペーンを行うなどして周知

徹底をはかるとしており、今後の動向も引き続き注目すべきところと

いえるでしょう。

最近、新聞やニュースで「人手不足」「賃上げ」「短時間正社員制度」「非正規社員の正社員化」「セクハラ・パワハラ」

「マタハラ（マタニティーハラスメント）」といった言葉をよく見かけるようになりました。こうした問題の全てが「人手不

足」という企業にとってなくてはならない「人材」というキーワードでつながっているような気がします。

「改正パートタイム労働法」についても、今回の改正は一見、たいした改正内容ではないように思えます。しかし、冒頭にも

お伝えしましたように、多様な働き手の労働意欲を高め、多様な就労形態を実現し、労働力を補うことで「労働力不足」の問題

を打開しようという国の施策と、現実問題としてひっ迫してきた「求人票を出しても人が集まらない」という「人手不足」の状

況が、時期的に合致したことも相まって、「働き手確保」のためには、こうした法律を軽視せず、その主旨を理解し、契約社員

やパートタイマーといった自社の非正規社員を含めた、従業員の処遇や雇用環境の改善等を図ることが、まさに今「優秀な人材

や労働力の確保」のためには重要な課題となっているように感じています。

パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、以下

のいずれかの措置を講ずることが義務付けられています。

第１２条

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する

パートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなけれ

ばならない。

①通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っている

パートタイム労働者に周知する。

②通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っている

パートタイム労働者にも応募する機会を与える。

③パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度

を設ける。

④その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。

　

通常の労働者への転換推進措置については、措置の内容の周知が必要

です。①②の場合も、実際の募集の機会到来時はもちろん、そういっ

た措置があることを周知しておく必要があるため、措置の内容を、例

えば以下の方法により周知します。

〈措置の内容の周知方法の例〉

①就業規則に記載

②労働条件通知書に記載

③事業所内の掲示板での掲示

④資料の回覧

⑤社内メールやイントラネットでの告知

⑥給与袋に資料を同封　など

※①、②の方法が一般的に多いです。

そして、実際に正社員を募集・社内公募する機会がきたときに、次の

ような方法でパートタイム労働者に周知します。

■おわりに

■まとめ
以上、パートタイム労働法の概要と改正点についてご紹介しました。

最後に、今回の改正では、この法律（パートタイム労働法）の として、「 」及び実効性を高めるための措置 ２０万円以下の罰金

「 」という、以下のような新たな規定が２つ新設されました。企業名公表

・パートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、２０万円以下の科料に処せられる（改

正後の法第３０条）

・雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公

表することができる（改正後の法第１８条第２項）

特集 パートタイム労働法の改正

4 通常の労働者への転換推進

ポイント

改正前･改正後同じ

〈正社員を募集･社内公募する機会がきたときの周知方法の例〉

①事業所内の掲示板での掲示

②資料の回覧

③社内メールやイントラネットでの告知

④人事考課の面接等で希望聴取

⑤給与袋に資料を同封　など

※①～③の方法が一般的にが多いです。
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お好み焼き粉

今まで海外の粉を使用していましたが、業者さん

が事業を辞める事をきっかけに国産にシフトしようと思いました。理由

は、農薬の基準が海外と国内で違うため、国内で育てられた穀物の方が

安全安心だと思うからです。仕入れる方法はいくつかありますが、大手

製粉会社から仕入れると、簡単に北海道で作られた小麦から出来た粉を

買うことができ、また、いろんな粉を配合して成分を調整しているため、

いつ買っても同じ成分バランスの粉が買える利点があります。しかし、

安全安心、自然と向き合うためにも、誰が作るかが大事だと私は思いま

す。そして、自然のものなら、作られた年によって粉の成分バランスが

少し違うのが当たり前だと思います。今回太田所長を通じて紹介しても

らった業者さんは、北海道の農家さんから直接小麦を買って、製粉した

粉を販売している業者さんでした。決まった地域での農家さんで作られ

た小麦を製粉するため、年ごとに多少成分にバラつきはありますが、

買った粉が北海道十勝平野のどこの農家さん達で作られたものかがわか

ります。我々は材料にこだわっていきたいと思っています。本物とは人

間の身体に素直に入ってくる味…素材本来の味を感じられ、いかにおい

しい方法で食べて頂けるかを追求していきたいです。

自家製麺

満月では、焼きそばに自家製麺を使用しています。

本当は添加物ゼロの麺を作りたいのですが、中華麺と認めてもらうため

に、かん水を使用しなければいけません。そのため満月では、その他の

添加物は一切使用せず、天然塩と通常中華麺には使用しない粉や、全粒

粉等を独自で配合した、モチモチした食感で栄養価の高い、こだわりの

自家製麺を提供しています。また、焼き上げ時の油は米油を使用してい

ます。昔の飲食店では、動物性の油でラード(豚)やヘッド(牛)を使って

いることが多く、これがおいしいと言われていました。しかし、動物性

油は身体にとって良い油脂とは言えません。一方、植物性の油はコレス

テロールゼロです。その中でも、当店で使用している米油は、コレステ

ロールを下げる働きがあります。その他にも米油には利点があります。

まずは匂いです。油は酸化した時に匂いがします。酸化＝サビというイ

メージしてもらえればわかりやすいかと思います。米油は酸化しにくい

油であり、甘い匂いがするため、調理している従業員にも優しい油とい

うことです。そして、アンチエイジングにも効果があると言われていま

す。それだけでなく、米油にはビタミンＥも入っており、とても優秀な

油です。最近は健康志向の時代なので、通常の油の３倍ほどの値段で

スーパーに売っています。通常で買うと高い油ですが、問屋さんと２

０年の仲ということもあり、安く販売して頂いております。仲間を大

事に、業者さんを大事に、共に育っていくことを意識していたため、

今回実現できたのかなと思います。

スペシャルティコーヒー

他店との違いの１つがコーヒーだと思います。当

店では、キリマンジャロ・モカより上のランクに位置する、収穫後の

最高のおいしさのままお客様の口に入ることが特徴のスペシャルティ

コーヒーを提供しています。スペシャルティコーヒーとは、完熟にな

るまで育てた豆を天日干しして、素晴らしい状態で出荷したものを、

最後まで手をかけておいしく淹れたコーヒーの事です。そして飲んだ

最後の一口にまで、その農家さんの思いがきっちり詰まっている事が

大事なのです。また、仕入れ方にも特徴があり、豆は“フェアトレー

ド”の一歩先を行く“ダイレクトトレード”という直接農家さんの生

活を守ることができる方法で取引を行っています。一般的に海外で

コーヒー農園を営んでいる農家さんは貧しい生活を送っています。そ

んな農家さんの生活を守るため、また、ただ単にコーヒー豆を作れば

いいという考えではなく、本当においしいものをお客様の口に届けた

いと考えている農家さんを応援することができるため、私はダイレク

トトレードで仕入れる事にこだわっています。またダイレクトトレー

ドを行うことで、コーヒー豆を生産した農家さんを知ることができる

だけでなく、その農家さんたちの生活を守ることにつながるのであれ

ば、私は進んで取り組みたいと思います。このスペシャルティコー

ヒーは原価が高いのですが、お客様満足度と理念に従い仕入れを行う

ことの大切さを重要と考えています。

■『無駄な事をしない！』

私は『無駄な事をしない』を常に考えています。例えば、満月の

ショウガは紅色ではなく、切り干し大根のような色をしています。昔

はショウガが汚かったため、食欲をそそるために赤色着色料を入れて

いましたが、本来は着色料を使う必要はありません。そこで、流通が

多い為に価格の安い紅ショウガではなく、価格が高くても無添加の

ショウガを提供しています。また、ナフキンについてもそうです。通

常ナフキンと言えば、白色をイメージするかと思います。しかし、原

料はパルプ(木)、茶色です。それを漂白して白色にしています。私はこ

れを無駄だと思いますし、漂白剤を使い川に流すことで海が汚れてし

まいます。このような無駄なことをしない為にも、最初はみんな茶色

いナフキンにあれ？と思うことも、私が率先してやり始めることで、

見慣れてもらい、それが普通だと思ってもらえればと思います。

■仕事をしていく中で、大切なことは？

仕事をする中で大切なことは「強く思う事」だと思います。これを

実感した出来事の１つが、今使用しているキャベツを切るスライサー

との出会いです。キャベツの水分量は季節によって違うため、水分を

調整するためにどんな焼き方をすればいいかと、食材ばかりに目が

行っていました。しかし、日々様々な勉強をする中で考え方が変わっ

たのか、ある日テレビを見ていると、キャベツを切るスライサーの特

許を取っている会社に目が留まりました。それまで使っていたスライ

サーは、お好み焼き屋では一般的な物だったので、何の疑問も持たず

に使い続けていました。しかし、その番組の中で、「スライサーに使

われるスクリューの回転を変えればキャベツの水分の出方が変わる」

と説明していました。私はスライサーの会社に電話をし、デモ機を

送ってもらいました。そのデモ機でキャベツを切ってみたところ、今

までのキャベツと全く違い、ビックリしました。今までは切ってすぐ

のキャベツは水分が多すぎて使うことが出来なかったのですが、この

スライサーで切った場合は、切りたてのキャベツが一番いい水分状態

だったのです。切りたてのキャベツは栄養価が高く、時間が経てば栄

養価が損なわれるため、切り立てのキャベツを提供できることはとて

も嬉しかったです。そのため、私はスライサーの購入を即決しました。

新品が届くまでの間、前のスライサーで切ったキャベツを提供するこ

とは、お客様に失礼だと思ったので、新品が届くまでデモ機を貸して

欲しいとお願いをしたほどです。この経験を通して、今まで自分の思

考が食材にしか目が行かなかったけれど、どうしたらいいかと日々思

うことで、機械に目を向けることができ、今まで出せなかった味が出

せるようになりました。もちろん、心配な事もありました。切りたて

のキャベツを提供するということは、営業中の忙しい時間にキャベツ

を切るため、このことをスタッフに了解してもらえるか、どう受け止

め、乗り越えてもらえるかということでした。『何のためにお店を

やっているか…おいしいものを届けたい、ありがとう、おいしかった

が聞きたい』この思いが我々の幸せに返ってくるというのが私たちの

合言葉です。これを従業員一人ひとりが体感し、思い続けていました。

そのため今回も、初めは従業員から「えー！？」と言われましたが、

その後、従業員達自らが「何とかやろう、何とか考えよう、出来ない

ことはない」と思い、知恵を絞って色々考えてくれました。この経験

を通して『強く思う事』が自分にあらゆるアンテナを立て、いい結果

を導いてくれることを実感しました。

■苦労した事は？“取引先が倒産してしまった事”

今までアイスクリーム屋の倒産や、業者さんがキムチ作りを辞める

等、様々なピンチがありました。そんな時には自家製にシフトするこ

とで乗り切ってきました。（そんな中で一番の危機的状況だと思った

のが、『こだわり①』の話と重複しますが、お好み焼き粉の業者さん

が事業を辞める時でした。一緒に商品開発していった粉が手に入らな

い状況は大打撃で、満月の閉店を考える程でした。しかしその反面、

この状況に「すごいチャンスがきた」と思い、笑っている自分がいた

のです。９５％はどうしようと思う自分、５％は絶対いけると思う自

分がいました。今までも極限まで突き詰めると神様が手を差し伸べて

くれる状況がありました。神様が手を差し伸べてくれない時は、自分

の努力が足らない、もっとやるべき事がある時です。その反面、神様

が手を出してくれる時は、全て考えつくした時です。アイデアを出し

尽くし、もう何もないという時になると、ふっと誰かが手を差し伸べ

てくれるのです。これは第３の力だと思っています。努力が足りない

から、違う方向に常にアンテナを広げながら探究していくことで物語

がつながっていく…。最後はここまできたか、それならと拾い上げて

くれる。この第３の力があることを知っているから、どん底に落とさ

れた瞬間に、自分でも怖いのですが、５％の自分が笑うのです。この

ような出来事を今まで数々経験してきたから、次も絶対大丈夫と信じ

ていました。そして今回も、国産の粉に出会うという奇跡的な成功体

験をさせてもらいました。今までの経験を振り返ると、初めは小さな

壁でしたが、どんどん大きな壁にぶち当たるようになりました。壁を

乗り越え、目の前の壁がなくなったと思ったら、次の壁が現れます。

そのとき私は「次は何を経験させてくれるんやろう」と思うのです。

逃げたら後ろの壁にぶち当たるから一生懸命這い上がる！逃げない！

その時の自分が一生懸命這い上がらないといけない壁を這い上がった

時、新しい景色を見せてくれます。安泰な時期は少しだけで、また長

く暗いトンネルに入る…それが成長の過程だと思います。苦労は私の

成長のためにやってきます。その苦労は私の成長に合わせて天から与

えられ、その苦労を乗り越えた時、その人にとって、素晴らしい力と

なり、更なる成長に繋がるのだと思います。

今回は、大阪の堺・岸和田・泉佐野・河内長野に、お好み焼｢いろは満月｣を展開している
株式会社満月 代表取締役 髙道敦子様にお話を伺いました。

満月のこだわり1

満月のこだわり2

満月のこだわり3

会社ＰＲＯＦＩＬＥ

創業　２０１０年５月７日　　資本金：１０００万円　
従業員：社員１４名　アルバイト１１３名
■本社：〒５９８-００６３　　大阪府泉佐野市湊２丁目３番２号 
TEL：072-462-2711　FAX：072-462-2811

農家さんの顔が見える食材、自然と向き合うこと…
これが安全安心につながると思います

代表取締役
株式会社満月

たかみち あつこ

様

スジ玉　 とんぺい焼　 大宮ブランカフェ20周年感謝祭　

大阪文化のお好み焼きを
これほどまで素材にこだわるとは
嬉しいですネ！
お好み焼きも生麺焼きそばも
何を食べても、びっくり！
おいしいですよ！
大阪市内進出応援団！

私は野菜を作っている農家さんが誰かわかる、安心安全で身体に

良い食事を提供できる飲食店を作りたいという夢があり、２０１

５年４月、大阪府岸和田市和泉大宮駅近くに『大宮ブランカ

フェ』をオープンしました。通常スーパーで販売されている野菜

は、きれいな物を作るために農薬が使われています。しかし、ブ

ランカフェで使用している野菜は、農家さんから直接仕入れるた

め、朝に収穫した栄養価の高い野菜を仕入れることができたり、

無農薬に近い野菜を特別に作ってもらえます。そして、野菜を

作っている農家さんの顔がわかるので、安全安心で体に優しい野

菜を使った料理の提供が実現しました。また、名前の一部である

『ブラン』とは小麦の外皮という意味で、カフェの時間には、北

海道の小麦を使ったパンケーキを提供しています。そして今後、

お店の味をご自宅でも楽しんで頂けるよう自家製のパンケーキ

ミックスも販売していきます。また、今後店舗展開をする時は、

地域の名前を店名に入れる予定です。これは、その地域の人に愛

されるお店になりたいという思いがあるからです。また、女性の

働ける場所を作ることが、自分が女に生まれてきた使命ではない

かと思っています。そのため、このブランカフェは、お客様に安

全安心な食事を楽しんで頂く場所であると同時に、女性の社会進

出、そして最終的には女性の独立を目指すお店を作りたいという

思いを込めたお店でもあります。そのために、女性一人で独立し

ても経営できる規模のお店にし、女性がオーナーになれるような

仕組み作りを考えています。

新たな飲食店『ブランカフェ』をオープンします！
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お好み焼き粉

今まで海外の粉を使用していましたが、業者さん

が事業を辞める事をきっかけに国産にシフトしようと思いました。理由

は、農薬の基準が海外と国内で違うため、国内で育てられた穀物の方が

安全安心だと思うからです。仕入れる方法はいくつかありますが、大手

製粉会社から仕入れると、簡単に北海道で作られた小麦から出来た粉を

買うことができ、また、いろんな粉を配合して成分を調整しているため、

いつ買っても同じ成分バランスの粉が買える利点があります。しかし、

安全安心、自然と向き合うためにも、誰が作るかが大事だと私は思いま

す。そして、自然のものなら、作られた年によって粉の成分バランスが

少し違うのが当たり前だと思います。今回太田所長を通じて紹介しても

らった業者さんは、北海道の農家さんから直接小麦を買って、製粉した

粉を販売している業者さんでした。決まった地域での農家さんで作られ

た小麦を製粉するため、年ごとに多少成分にバラつきはありますが、

買った粉が北海道十勝平野のどこの農家さん達で作られたものかがわか

ります。我々は材料にこだわっていきたいと思っています。本物とは人

間の身体に素直に入ってくる味…素材本来の味を感じられ、いかにおい

しい方法で食べて頂けるかを追求していきたいです。

自家製麺

満月では、焼きそばに自家製麺を使用しています。

本当は添加物ゼロの麺を作りたいのですが、中華麺と認めてもらうため

に、かん水を使用しなければいけません。そのため満月では、その他の

添加物は一切使用せず、天然塩と通常中華麺には使用しない粉や、全粒

粉等を独自で配合した、モチモチした食感で栄養価の高い、こだわりの

自家製麺を提供しています。また、焼き上げ時の油は米油を使用してい

ます。昔の飲食店では、動物性の油でラード(豚)やヘッド(牛)を使って

いることが多く、これがおいしいと言われていました。しかし、動物性

油は身体にとって良い油脂とは言えません。一方、植物性の油はコレス

テロールゼロです。その中でも、当店で使用している米油は、コレステ

ロールを下げる働きがあります。その他にも米油には利点があります。

まずは匂いです。油は酸化した時に匂いがします。酸化＝サビというイ

メージしてもらえればわかりやすいかと思います。米油は酸化しにくい

油であり、甘い匂いがするため、調理している従業員にも優しい油とい

うことです。そして、アンチエイジングにも効果があると言われていま

す。それだけでなく、米油にはビタミンＥも入っており、とても優秀な

油です。最近は健康志向の時代なので、通常の油の３倍ほどの値段で

スーパーに売っています。通常で買うと高い油ですが、問屋さんと２

０年の仲ということもあり、安く販売して頂いております。仲間を大

事に、業者さんを大事に、共に育っていくことを意識していたため、

今回実現できたのかなと思います。

スペシャルティコーヒー

他店との違いの１つがコーヒーだと思います。当

店では、キリマンジャロ・モカより上のランクに位置する、収穫後の

最高のおいしさのままお客様の口に入ることが特徴のスペシャルティ

コーヒーを提供しています。スペシャルティコーヒーとは、完熟にな

るまで育てた豆を天日干しして、素晴らしい状態で出荷したものを、

最後まで手をかけておいしく淹れたコーヒーの事です。そして飲んだ

最後の一口にまで、その農家さんの思いがきっちり詰まっている事が

大事なのです。また、仕入れ方にも特徴があり、豆は“フェアトレー

ド”の一歩先を行く“ダイレクトトレード”という直接農家さんの生

活を守ることができる方法で取引を行っています。一般的に海外で

コーヒー農園を営んでいる農家さんは貧しい生活を送っています。そ

んな農家さんの生活を守るため、また、ただ単にコーヒー豆を作れば

いいという考えではなく、本当においしいものをお客様の口に届けた

いと考えている農家さんを応援することができるため、私はダイレク

トトレードで仕入れる事にこだわっています。またダイレクトトレー

ドを行うことで、コーヒー豆を生産した農家さんを知ることができる

だけでなく、その農家さんたちの生活を守ることにつながるのであれ

ば、私は進んで取り組みたいと思います。このスペシャルティコー

ヒーは原価が高いのですが、お客様満足度と理念に従い仕入れを行う

ことの大切さを重要と考えています。

■『無駄な事をしない！』

私は『無駄な事をしない』を常に考えています。例えば、満月の

ショウガは紅色ではなく、切り干し大根のような色をしています。昔

はショウガが汚かったため、食欲をそそるために赤色着色料を入れて

いましたが、本来は着色料を使う必要はありません。そこで、流通が

多い為に価格の安い紅ショウガではなく、価格が高くても無添加の

ショウガを提供しています。また、ナフキンについてもそうです。通

常ナフキンと言えば、白色をイメージするかと思います。しかし、原

料はパルプ(木)、茶色です。それを漂白して白色にしています。私はこ

れを無駄だと思いますし、漂白剤を使い川に流すことで海が汚れてし

まいます。このような無駄なことをしない為にも、最初はみんな茶色

いナフキンにあれ？と思うことも、私が率先してやり始めることで、

見慣れてもらい、それが普通だと思ってもらえればと思います。

■仕事をしていく中で、大切なことは？

仕事をする中で大切なことは「強く思う事」だと思います。これを

実感した出来事の１つが、今使用しているキャベツを切るスライサー

との出会いです。キャベツの水分量は季節によって違うため、水分を

調整するためにどんな焼き方をすればいいかと、食材ばかりに目が

行っていました。しかし、日々様々な勉強をする中で考え方が変わっ

たのか、ある日テレビを見ていると、キャベツを切るスライサーの特

許を取っている会社に目が留まりました。それまで使っていたスライ

サーは、お好み焼き屋では一般的な物だったので、何の疑問も持たず

に使い続けていました。しかし、その番組の中で、「スライサーに使

われるスクリューの回転を変えればキャベツの水分の出方が変わる」

と説明していました。私はスライサーの会社に電話をし、デモ機を

送ってもらいました。そのデモ機でキャベツを切ってみたところ、今

までのキャベツと全く違い、ビックリしました。今までは切ってすぐ

のキャベツは水分が多すぎて使うことが出来なかったのですが、この

スライサーで切った場合は、切りたてのキャベツが一番いい水分状態

だったのです。切りたてのキャベツは栄養価が高く、時間が経てば栄

養価が損なわれるため、切り立てのキャベツを提供できることはとて

も嬉しかったです。そのため、私はスライサーの購入を即決しました。

新品が届くまでの間、前のスライサーで切ったキャベツを提供するこ

とは、お客様に失礼だと思ったので、新品が届くまでデモ機を貸して

欲しいとお願いをしたほどです。この経験を通して、今まで自分の思

考が食材にしか目が行かなかったけれど、どうしたらいいかと日々思

うことで、機械に目を向けることができ、今まで出せなかった味が出

せるようになりました。もちろん、心配な事もありました。切りたて

のキャベツを提供するということは、営業中の忙しい時間にキャベツ

を切るため、このことをスタッフに了解してもらえるか、どう受け止

め、乗り越えてもらえるかということでした。『何のためにお店を

やっているか…おいしいものを届けたい、ありがとう、おいしかった

が聞きたい』この思いが我々の幸せに返ってくるというのが私たちの

合言葉です。これを従業員一人ひとりが体感し、思い続けていました。

そのため今回も、初めは従業員から「えー！？」と言われましたが、

その後、従業員達自らが「何とかやろう、何とか考えよう、出来ない

ことはない」と思い、知恵を絞って色々考えてくれました。この経験

を通して『強く思う事』が自分にあらゆるアンテナを立て、いい結果

を導いてくれることを実感しました。

■苦労した事は？“取引先が倒産してしまった事”

今までアイスクリーム屋の倒産や、業者さんがキムチ作りを辞める

等、様々なピンチがありました。そんな時には自家製にシフトするこ

とで乗り切ってきました。（そんな中で一番の危機的状況だと思った

のが、『こだわり①』の話と重複しますが、お好み焼き粉の業者さん

が事業を辞める時でした。一緒に商品開発していった粉が手に入らな

い状況は大打撃で、満月の閉店を考える程でした。しかしその反面、

この状況に「すごいチャンスがきた」と思い、笑っている自分がいた

のです。９５％はどうしようと思う自分、５％は絶対いけると思う自

分がいました。今までも極限まで突き詰めると神様が手を差し伸べて

くれる状況がありました。神様が手を差し伸べてくれない時は、自分

の努力が足らない、もっとやるべき事がある時です。その反面、神様

が手を出してくれる時は、全て考えつくした時です。アイデアを出し

尽くし、もう何もないという時になると、ふっと誰かが手を差し伸べ

てくれるのです。これは第３の力だと思っています。努力が足りない

から、違う方向に常にアンテナを広げながら探究していくことで物語

がつながっていく…。最後はここまできたか、それならと拾い上げて

くれる。この第３の力があることを知っているから、どん底に落とさ

れた瞬間に、自分でも怖いのですが、５％の自分が笑うのです。この

ような出来事を今まで数々経験してきたから、次も絶対大丈夫と信じ

ていました。そして今回も、国産の粉に出会うという奇跡的な成功体

験をさせてもらいました。今までの経験を振り返ると、初めは小さな

壁でしたが、どんどん大きな壁にぶち当たるようになりました。壁を

乗り越え、目の前の壁がなくなったと思ったら、次の壁が現れます。

そのとき私は「次は何を経験させてくれるんやろう」と思うのです。

逃げたら後ろの壁にぶち当たるから一生懸命這い上がる！逃げない！

その時の自分が一生懸命這い上がらないといけない壁を這い上がった

時、新しい景色を見せてくれます。安泰な時期は少しだけで、また長

く暗いトンネルに入る…それが成長の過程だと思います。苦労は私の

成長のためにやってきます。その苦労は私の成長に合わせて天から与

えられ、その苦労を乗り越えた時、その人にとって、素晴らしい力と

なり、更なる成長に繋がるのだと思います。

今回は、大阪の堺・岸和田・泉佐野・河内長野に、お好み焼｢いろは満月｣を展開している
株式会社満月 代表取締役 髙道敦子様にお話を伺いました。

満月のこだわり1

満月のこだわり2

満月のこだわり3

会社ＰＲＯＦＩＬＥ

創業　２０１０年５月７日　　資本金：１０００万円　
従業員：社員１４名　アルバイト１１３名
■本社：〒５９８-００６３　　大阪府泉佐野市湊２丁目３番２号 
TEL：072-462-2711　FAX：072-462-2811

農家さんの顔が見える食材、自然と向き合うこと…
これが安全安心につながると思います

代表取締役
株式会社満月

たかみち あつこ

様

スジ玉　 とんぺい焼　 大宮ブランカフェ20周年感謝祭　

大阪文化のお好み焼きを
これほどまで素材にこだわるとは
嬉しいですネ！
お好み焼きも生麺焼きそばも
何を食べても、びっくり！
おいしいですよ！
大阪市内進出応援団！

私は野菜を作っている農家さんが誰かわかる、安心安全で身体に

良い食事を提供できる飲食店を作りたいという夢があり、２０１

５年４月、大阪府岸和田市和泉大宮駅近くに『大宮ブランカ

フェ』をオープンしました。通常スーパーで販売されている野菜

は、きれいな物を作るために農薬が使われています。しかし、ブ

ランカフェで使用している野菜は、農家さんから直接仕入れるた

め、朝に収穫した栄養価の高い野菜を仕入れることができたり、

無農薬に近い野菜を特別に作ってもらえます。そして、野菜を

作っている農家さんの顔がわかるので、安全安心で体に優しい野

菜を使った料理の提供が実現しました。また、名前の一部である

『ブラン』とは小麦の外皮という意味で、カフェの時間には、北

海道の小麦を使ったパンケーキを提供しています。そして今後、

お店の味をご自宅でも楽しんで頂けるよう自家製のパンケーキ

ミックスも販売していきます。また、今後店舗展開をする時は、

地域の名前を店名に入れる予定です。これは、その地域の人に愛

されるお店になりたいという思いがあるからです。また、女性の

働ける場所を作ることが、自分が女に生まれてきた使命ではない

かと思っています。そのため、このブランカフェは、お客様に安

全安心な食事を楽しんで頂く場所であると同時に、女性の社会進

出、そして最終的には女性の独立を目指すお店を作りたいという

思いを込めたお店でもあります。そのために、女性一人で独立し

ても経営できる規模のお店にし、女性がオーナーになれるような

仕組み作りを考えています。

新たな飲食店『ブランカフェ』をオープンします！
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３つの輪は、｢三方善｣をイメージしています。

弊所、お客様、それぞれの関わる人々。

三方の善いところが少しづつ関わって一つになり、

社会に貢献できる力となって、

喜びが拡がっていくことを祈念しています。
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パートタイム労働法の改正

マタハラ 最新判例とその後の動向

代表取締役株式会社満月 様
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