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その対応も求められています。2020 年 月 日、従業員が
希望すれば 歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする
歳まで雇用することで、何が変わるのか

「高年齢者雇用安定法」などの改正案が閣議決定されました。
企 業 が従 業 員 を

高年齢者雇用安定法は、急速な高齢化社

は義務化。2000 年には 歳定年が努力

◯健康増進法改正厚生労働省

義 務 とな り、2012 年 に 義 務 化 された、

2021 年 月からの施行が見込まれる改正のポイントと、対
応に向けたヒントをご紹介します。
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という経緯があるからです。
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始年齢までは意欲と能力に応じて働き続け
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2020 年 月、日本の総人口のうち約 割が 歳以上になり
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・労働者派遣法

齢に合わせて変化改正されてきました。しか

めての法令で、公的年金制度の支給開始年

た。これは定年制を直接規制対象とする初

られる環境の整備を目的としてつくられまし

りました。その対策として広がったのが、一

人件費をどう補うかなど、大きな問題とな

管理職ポストの不足や、限られた財源の中で

の日本企業にとって、定年の引き上げに伴う

年功序列型賃金制度を基本とする今まで

なっている年金支給開始年齢の引き上げは行

チャンスを与える「役職定年制度」と、定年

性は否定できません。というのも、1986

に年金支給開始年齢が引き上げられる可能

もつながりました。後者は、いったん退職す

うことで、給与額も下がり人件費の抑制に

前者は、企業にとっては役職を離れてもら

「定年再雇用制度」です。

年に高年齢者雇用安定法が制定されて以降、

るという形を取ることで待遇の不利益変更に

ます社会保障負担が増加する中で、将来的

時にいったん退職をして再度雇用契約を結ぶ

において、現在支給開始年齢が原則 歳と

70

わないとされています。とはいえ、今後ます

定の年齢になると役職を離れて若い世代に

し、今回の 歳までの就業機会確保への移行
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ました。少子高齢化に伴い労働生産人口は年々減少しており、
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歳定年が努力義務となり、1994 年に
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柔らかい物腰とメンタリング
（経験豊富な
指導者が、組織内の若年者や未熟練者と
交流し、本人の自発的成長を支援する人
材育成法）
による強みを引き出すコンサル
ティングに定評がある。介護業界での管
理部門の経験から、社会保険などの手続
きにも詳しい。カナダ生まれで英語力を活
かした、外国人創業支援も実施。
(https://noriko-matsumoto.jp)
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歳雇用で
何が変わる？

経営インサイト
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ならない形で、より少ない給与での雇用が可
いけば良いのか。 年以上に渡り、高齢者

しかし、財源とポストが限られた中での人
MYProject 代表）にお話を伺いまし

中小企業診断士の佐藤裕二先生（合同会社

事業で経験・実績がある社会保険労務士

件費抑制と、社内人材の新陳代謝を促して
た。

能となりました。

いた役職定年、定年再雇用制度については、
今後は注意が必要です。なぜなら「同一労働
同一賃金」の原則が大企業で2020 年

う形態を取らないものの、 歳までに希望者
が働き続けられるようにサポートすることを
企業に求めるものです。

歳雇用で企業が意識するべき
つのポイント

歳雇用を考えた場合、企業側には「人

事制度の見直し」
「 歳までの就業機会の確

保」
「人件費コントロール」という課題が出

てきます。そのため、 歳まで働ける環境を

整えながら、今ある人材をどのように活用

企業側は、
「 歳雇用」にどのように対応

シニア雇用の企業側のメリット
したら良いのか、またシニア雇用のメリット

し、企業の競争力を上げていくかを考える必

高年齢者雇用安定法の一部改正により、定

を把握した上で、どのように自社の経営に取

用されることで、年齢を理由にした待遇差が
年制度の代わりに 歳から 歳までの従業

シニア雇用のメリットとしては、大きく

「 歳雇用」では
何を求められているのか？

認められなくなり、仕事内容や役割に応じ
員の希望者に対して、就業機会の確保が企業

つ上げられます。一つ目は「シニアが持つノ

要があります。そのためにも以下の つのポ

た待遇の設定となるため、定年再雇用後に

側に求められます。企業と従業員が話し合っ

イントについて、まず社内で検討していきま

しょう。

シニア人材の積極的な活用を
社内外に周知する

うな仕組みが検討されています。これらが

入ってくる優秀な人材の確保・定着率の向上

ニアが働きやすい環境を整備すれば、今後

同業他社に先行して優秀な人材確保とシ

割が 歳以

するためには、若年人材獲得だけに注力す

上であることを考えると、優秀な人材を確保
とはいえ、定年制廃止を実行している企

るのは得策とはいえません。母数が多いシニ

年齢者の雇用状況」
）
。それに対し、厚生労

ている今のうちから試行錯誤を行い、自社に

行も必要です。
「 歳雇用」
が努力義務となっ

アの中から優秀な人材を確保する方針への移

業は、中小企業が ・ ％、大企業が ・

環境が整備されています。

2020 年時点で人口の約

月に施行された場合、努力義

2021 年

務として企業に求められることになります。

①定年廃止
② 歳までの定年延長
③継続雇用制度導入（現行 歳までの制

実践されており、年齢を問わず長く働ける

ニア雇用に力を入れている企業だと外部から

重要です。

今までと同じ仕事をしているのに「定年再雇

5

50
働省の調査（平成 年働きやすい・働きがい

％に過ぎません（平成 年厚生労働省「高

0

度と同様、子会社・関連会社での継続
雇用を含む）
④他の企業（子会社・関連会社以外の企
業）への再就職の実現

9

30

65

⑤個人とのフリーランス契約への資金提
供
⑥個人の起業支援

5

月から適

70

のある職場づくりに関する調査報告書）によ
れば、今の職場について「働きやすい」と回

あった働き方を確立しましょう。

年功序列型賃金制度からの
脱却

て新しい施策として、④〜⑦ができるわけで

制度はそれまで通り求められています。加え

③に当たる定年廃止、定年延長、継続雇用

今の高年齢者雇用安定法の中でも、①〜

ることは、優秀な人材を集める要になると考

このようにシニアの働きやすい環境を整備す

指す層が増加していることが見て取れます。

き続けたい」と回答しており、生涯現役を目

う。

に応じた賃金制度に切り替えていきましょ

今後は年功序列型ではなく、仕事の内容

年次を追うごとに給与が上がる年功序列
えられます。

答した人の ・ ％が「今の会社でずっと働

70

月から、中小企業で2021 年

5 70

が期待できる」ことです。シニアのノウハウ

2

評価を得られるようにしましょう。

70

活用については、すでに一部の中小企業では
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⑦個人の社会貢献活動参加への資金提供
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す。④〜⑦については、自社で雇用するとい
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り入れていけば良いのかを知っておくことが

70

/
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ウハウ・技能・技術・人脈の活用」
。二つ目は
「シ

③継続雇用制度導入 ⑥起業支援

1

70

て以下の つから希望の対応を選択できるよ

⑤個人とのフリーランス
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2

4

用だから」と給与を安くするという理屈が

④他企業への再就職実現
②70歳までの

4

通らなくなるからです。

①定年廃止

ポイント

ポイント
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では、
「 歳雇用」で具体的に企業には何
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定年延長
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が求められているのか、どんな準備をして

希望する従業員が70歳まで働けるように
企業に対応が求められる
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企業の売り上げが上がった分だけ、給料を上

型の賃金制度は、
人口が増えて経済が成長し、
わかっています（
「平成 年度 年次経済財

とそれに伴う年収の増加効果があることが

く、
「企業が当該シニア従業員に金銭を支払

ランスとして仕事を依頼すれば良いのではな

部門へ異動する挑戦権「フリーエージェント

の部長層以下を対象に、希望者に対して別

高齢化に伴う人口の縮小により、その前提が

げることが前提にありました。しかし、少子
識を高めていくためにも学びの機会を提供し

政報告」内閣府）
。今後、従業員の能力や知

る契約を締結するものに限る」と限定的な

うもの」
「事業を実施する者が業務に従事す

も、タニタ株式会社は2017 年から個人

制度」を導入し話題になりました。その他に

費増加も期待できません。その上、2020
育や基礎教育を終えて社会に出てから個人

ここに挙げるリカレント教育とは、義務教

法に適応していませんが、使用者の指揮命令

リーランスは外部人材になるため、労働関連

げています。

タニタの社風であるチャレンジ精神を盛り上

証される「業務委託契約を結ぶ制度」を導入。

事業主へと転換を希望する従業員に対して、

年 月からまず大手企業を対象に施行され
が必要とする教育機関で学び直す教育シス

下にあるなど実態が従業員と同じ扱いとみな

条件がついているので注意が必要です。また、

ていきましょう。

る「同一労働同一賃金」に対応するためにも
テムのことをいいます。ただ、社会人の半数

独立後の 年間はタニタからの業務発注が保

賃金制度の見直しが必要です。

される場合は、労働関連法が適用されます。

2018 年調査）
、これは終身雇用や年功序

いない」とのことで（パーソル総合研究所の

に仕事を依頼する場合には留意しましょう。

どが命じられる可能性があり、フリーランス

その場合、解雇無効、割増賃金の支払いな

りません。①会社の目指す方向の確認、②

人事制度改革は企業にとって容易ではあ

第一歩として何ができるのか

列の人事制度を中心としてきた日本的雇用

を意識する

従業員の健康対策のため、禁煙の促進や

専門家人材の活用のための社内の現状把握、

企業が従業員の健康状態に配慮して、生

とに低下することがOECD（経済協力開

従業員の認知能力・生産性は年齢を追うご

なシニア人材確保のためにもリカレント教育

人材をうまく活用している好例ですのでご紹

ンを上げて能力や技術を引き出し、限られた

はありますが、シニア従業員のモチベーショ

以下の事例は大企業に分類される企業で

することができます。また、厚生労働省が高

相談窓口や、最寄りのハローワークでも相談

う。他にも、働き方改革推進センターの無料

保険労務士などの専門家に相談をしましょ

の目標に合った人事制度構築のために、社会

日清食品株式会社では、 歳になると管

える「リバイバル制度」を設置。意欲ある非

きることから進めていきましょう。

用してみましょう。第一歩として、社内でで

齢者雇用推進のために提供する助成金も活

介します。
（2019 年 月 日「日本経済

求めるか、検討が必要です。その上で、会社

はどのような能力・経験・知識を持つ人材を

ずは、会社の目指す方向を定め、そのために

社内での仕事を依頼する流れや依頼のルール

産性向上への取り組みをすることを「健康経

発機構）の調査でも指摘されています。優秀

ましょう。

営 」といいます。従業員のメタボ対策が利
益増に貢献した企業もあり、経済産業省も

を推奨しましょう。

フリーランス活用の
体制を整える

健康経営優良法人認定制度を設けて「健康
経営 」の普及促進を図っています。
従業員の高齢化により、健康対策はより
切実に求められてきます。また、日本の就労

員個人とフリーランス契約することも候補に

理職への昇格停止と公募ポストへの挑戦権が

新聞」の記事より）

上がっています。従業員の能力や経験、今置

「 歳雇用」の選択肢の中では、シニア従業

ガン治療の両立支援体制も必要となっていま

を対象に「能力・目標」を明確化し、役員

活用のメリットは、
「必要な時」に「必要な

管理職従業員のモチベーションを上げたそう

面接を行った上で、新たに挑戦する機会を与

能力」を「必要な量」だけ活用できる点に

です。また、オリックス株式会社は 歳以上

企業にとってフリーランス（個人事業主）

積極的に検討しましょう。

失われる中、営業部門の 歳以上の従業員

者におけるガンの発症者数は増加しており、

5

かれている状況に応じたフリーランス契約も

リカレント教育の推進

進めましょう。

発症者の 分の が働く世代です。仕事と

8

50

ポイント

す。早めに健康経営 を意識して、対策を

12

50

1

いち早くシニア従業員に
向き合った事例を紹介

の中では、経験が重視され新たな学びが軽視

※

3

健康習慣を身につけるキャンペーンを展開し

健康経営

に当たる ・ ％が「自主的な学びを行って

フリーランスと社員の違いを考えた場合、フ

消えました。また人口増加に伴う日本の消

30

③助成金の活用などを検討しましょう。ま

5

整備が必要となるでしょう。

47

されてきたことが原因ともいわれています。

R
R

3

70

あります。ただ、
今回の改正では、
単にフリー

45

4

従業員の自己啓発・学び直しは、生産性

3

3

4

ポイント

R

R

ポイント

※
「健康経営®」
は特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構と厚生労働
省で毎年行っている「高年齢者雇用開発コンテスト」にて受

考え、継続雇用時の賃金体型は本人の

は、モチベーションの低下に影響すると

年齢のみを基準に賃金を下げること

（２）
賃金制度の整備

の声が上がっている。

は話しやすくリラックスできる」と好評

た。施設の利用者からも「高齢従業員

実質的に上限年齢を設けないことにし

いる。さらに、
継続雇用を 歳までとし、

賞した企業の中から、２社の事例をご紹介します。

〜 代が５割を占める
介護サービス会社で
生涯現役を実現

2002（平成 ）年

有限会社すずらん（和歌山市）
◦創 業
介護サービス事業
129 人

◦業 種
◦従 業 員 数

～ 歳 ７人（５・４％）

人）女性（ 人）

歳以上男女内訳

男性（
（内訳）
歳 ５人（３・９％）

人の体調によって一時的に短時間勤務へ

トイレ誘導などに従事してもらう。本

力を考慮し、負担の少ない食事介護や

それをベースに、業務分担は高齢者の体

シフトは採用時に希望勤務日を聴取・

も可能に。

同じ部門でも負荷の少ない職種への転換

げるため「職種転換コース」を設定し、

高齢従業員の就労継続の可能性を広

（２）
身体
 的負担の少ない職種への転換
制度の創設

（５）
特性に応じた業務分担の構築

とシフト変更できるようにもしている。

％）
％）

を覚え、継続雇用制度の見直しに着手

職に伴う優秀な人材の流出にも危機感

化が進みつつあるそうです。そのため退

で、実地教育の体制を確立。

員のペアで営業現場に出向くことなど

したといいます。

改善の内容と成果
（１）
年齢
 上限のない継続雇用制度の
確立

年齢上限のない嘱託社員として継続再

定年後は健康で働く意欲があれば、
元に評価・総評をする）をつくり、年

雇用制度を適用。その結果「生涯現役
で働ける職場づくり」に成功した。

職務を整備した。

の重量制限や、年齢・体力にあった職場・

設置。他にも高齢者の商品運搬作業時

ため、営業車へのドライブレコーダーの

加齢に伴う注意力低下の事故を避ける

高齢従業員の時間外労働の禁止や、

その
健康管理や安全衛生の見
（６）
 他、
直し

営業戦術の集合研修、若手と高齢従業

高齢従業員を講師とした顧客情報や

（５）
営業職の技能伝承に関する改善

新たな呼称を設定。

との声に応え、
「サポート室長」などの

どに対し「さんづけ」は違和感がある

高齢
（４）
 者に対する社内呼称の使用
定年前に管理職だった高齢従業員な

を織り込む。

用従業員にも、賞与の算定に人事考課

の高齢従業員からの声により、継続雇

「自分のがんばりも評価してほしい」と

高齢
（３）
 従業員向け賞与に人事考課を
反映

人（ ・

人（ ・

人（５・ ％）

継続雇用制度を大幅に改定し
「生涯現役で働ける
職場づくり」

人

歳以上従業員
歳

～ 歳

（内訳） ～

歳以上

年のエバオン株式会
社は、従業員は 人。そのうち 人が

大阪市で創業

◦従業員数

◦業種 機械器具卸売業

◦創業 1937（昭和 ）年

エバオン 株式会社（大阪市）

2

歳以上で平均年齢は ・ 歳と高齢

23

～

ない。年１回、パートや定年後の継続雇

業務への強い意志と技能があれば下げ

人手不足が続く介護業界にあって、

用者に対して昇給も実施。

歳以上 ６人（４・７％）

〜 代従業員が５割を占め、新卒採

（３）
退職金の整備
退職金は企業型確定拠出年金制度を

用にも積極的に注力しています。一方、
中途採用では、介護の知識や技能があ

5 4 2

事例

齢にかかわらず賃金に反映。

て決定）
・評価制度（本人の自己評価を

容を細かく評価しパフォーマンスに応じ

独自のキャリアパス（技能や資格の内

（４）
独自の評価制度の確立

入可能。

導入し、希望者は個人年金保険にも加

2008 年には 歳に引き上げた結果、

10 8 5

4

●お届けいたしましたのは

発行： 株式会社 星和ビジネスリンク

10 8

12

99

れば年齢に関係なく 歳以上の新規採
用も実施。現在では、 歳以上の従業
員が全体の ％を占めています。

改善の内容と成果
（ ）
定年年齢の引き上げ
当初の 歳定年を2006 年に 歳、
65

今は 歳以上の従業員が 人在籍して
6

69 64

30

（生 20 - 900, 法人開拓戦略室）

※本誌からの無断転載、コピーを禁止します。
（非売品）

69 64

60

60

44

14

70 65 60 2

70

70 65 60

20

60

14

60

60 95

1
30

70

95 80

16

事例

20
1

60

高年齢者雇用改善
取り組み事例
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