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１. はじめに

努力義務規定から義務規定化という形で，長

日本は，健康寿命の伸長により「人生100

年かけて労使の自主的な努力を求め，ある程

年時代」を迎えつつあり，近年，これを踏ま

度の普及を経て，法律で強制するという展開

えた政策的な動きが進んでいる。その一環と

をしてきた。

して，2021年4月1日に「高年齢者等の雇用の

1986年，高年法は，定年年齢を60歳以上と

安定等に関する法律」
（以下「高年法」という。
）

する旨の努力義務規定を定めた。これは当時

の一部改正が施行された（以下「改正高年法」

一般的であった55歳定年の引上げを促すもの

という。
）
。高年法は高年齢者の安定した雇用

であった。この規定の法的な強制力は弱かっ

の確保の促進を一つの目的とし，65歳までの

たものの，現在の高年法による高年齢者雇用

雇用確保措置の実施を事業主に義務づけてき

の主な形（60歳定年＋65歳までの継続雇用）

た（高年法9条1項）
。改正高年法は，この義

の基礎となった。そして，1994年高年法改正

務に加え，70歳までの就業確保措置の実施を

で60歳未満定年が禁止されたことで，60歳定

事業主に努力義務として要請した。この要請

年が高年齢者雇用の法制度上の基本的なス

は，上限年齢を「70歳」と対象年齢を大幅に

タートラインとなったといえる。他方，65歳

引き上げた点，また，
「雇用」だけでなく「就

までの雇用確保も，公的年金支給開始年齢の

業」の確保措置を新たに加えた点で，従来の

65歳への引上げを受けて推し進められてき

高年法の施策とは大きく異なっており，その

た。これは，1990年改正によって60歳定年退

影響が注目される。そこで，本稿では，高年

職者を65歳まで再雇用する努力義務規定が

法による雇用・就業確保がこれまでどのよう

新設されたのを皮切りに，労使の自主的努力

に展開してきたのかをみることを通じてその

による実現が進められてきた。その後，公的

政策目的の展開を確認し，改正高年法の内容

年金支給開始年齢の段階的引上げが進む中，

を概観した上で，その意義と生じうる課題に

雇用と年金の接合が急務となり，努力義務で

ついてみてみたい。

は対応が不十分であることから，2004年改正
によって65歳までの雇用確保措置として定年

２. 高年法による雇用・就業確保の展開とそ
の目的

の廃止のうちのいずれかの実施が，法律上初
1

（1）雇用と年金の接合施策の展開
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の引上げ，継続雇用制度の導入，定年の定め
めて事業主に義務づけられることとなった。

日本の高年齢者雇用政策は，主に，労働力

2004年改正時は事業主が労使協定により継

人口の減少への対応と雇用と年金の接合を目

続雇用対象者の基準を定められたため，高年

的として展開してきた。これを実現するため

齢者が希望しても必ずしも継続雇用されるも

の中心となる方策が，定年の引上げと定年後

のではなかった。しかし，雇用と年金の接続

再雇用の法制度基盤の強化であった。これは，

強化の要請から，2012年高年法改正によって，
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雇用確保措置は原則として希望者全員を対象

の定年を定める事業主，または，継続雇用制

とするものとなり，現在に至っている。2021

度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除

年6月1日現在，雇用確保措置を実施する企業

く）を導入している事業主に対し，その雇用

は99.9％となっており（令和2年「高年齢者の

する高年齢者（特殊関係事業主に雇用される

雇用状況」集計結果）
，個別の法的問題はさ

者を含む）を対象にして，①定年の引上げ，

ておき，雇用と年金の接合という高年法の目

②65歳以上の継続雇用制度の導入，③当該

的は達成されたものといえる。

定年の廃止のいずれかを講ずることにより，
65歳から70歳までの安定した雇用を確保する

（2）意欲と能力のある高年齢者の就業機会の
2

確保

ことを努力義務として規定している。この①
ないし③は「雇用確保措置」と呼ばれ，これ

他方，70歳までの就業確保政策は雇用と年

は，高年法9条1項が事業主に実施を義務づけ

金の接合を目的とするものではなく，
「働く

ている65歳までの雇用確保措置とおおむね同

意欲のある高年齢者がその能力を十分に発揮

じだが，②は継続雇用先が特殊関係事業主だ

できるよう，高年齢者が活躍できる環境整備

けでなく，他の事業主にも拡大された点で大

を図っていくこと」を目的とする（
「高年齢

きく異なる。ここにいう他の事業主について

者職業安定対策基本方針」
（令和2年10月30日

特に定義はない。これは，事業主にとっては

厚労告第350号）参照）
。

雇用確保を容易にするものとして妥当である

70歳までの就業確保政策の進展の契機は，

反面，高年齢者にとっては無縁の場での再雇

2017年の「働き方改革実行計画」であるが，

用のおそれが高まり，措置はあれども実際に

その後の第27回「未来投資会議」
（2019年5月

は再雇用が実現しないケースも出てくるので

15日）で「人生100年時代を迎えて，元気で

はないかという懸念がある。

意欲ある高齢者の方々に，その経験や知恵を

他方，改正高年法で就業機会確保のため

社会で発揮していただけるよう，70歳までの

に新たに設けられたのが，創業支援等措置で

就業機会の確保に向けた法改正を目指す。
」

ある。これは，④高年齢者が新たに事業を開

（安倍晋三内閣総理大臣発言）との発言があ

始する場合，業務委託契約を締結する制度，

り，これを受けて，
「成長戦略実行計画」
（2019

⑤社会貢献事業に従事できる制度をいう。④

年）で，その法制化の第一段階として，70歳

はフリーランスや起業をする者，⑤はNPO法

までの就業機会確保を努力義務規定とし，第

人等での有償ボランティア等が想定されてい

二段階として，第一段階の実態の進捗を踏ま

る。雇用確保措置と就業支援等措置を合わせ

えて，企業名公表による担保，すなわち，努

て「高年齢者就業確保措置」という。創業支

力義務を明確に法律上の義務とするための法

援等措置はいずれも雇用によらない措置であ

改正を検討することが示された。これは国会

るため労働関連法規の適用はない。しかし，

での審議を経て，2021年高年法改正により，

実態として労基法上の労働者と認められるよ

高年法10条の2として，70歳就業確保措置の

うな場合には創業支援等措置とは認められ

努力義務が規定されるに至った。

ず，労働関係法規が適用される。また，当該

70歳までの就業確保実施努力義務の目的

者の業務内容および働き方が，雇用時におけ

は，雇用と年金の接合という目的と比べると

るそれと同様のものである場合，高年法の趣

やや急迫性が弱いように思われ，これが義務

旨に明らかに反し，創業支援等措置にあたら

化されるには相当の時間が必要とされるだろ

ない。なお，創業支援等措置の実施には実施

う。もっとも，公的老齢年金の支給開始年齢

計画の作成が必要であるが，計画には創業支

のさらなる引上げが行われる場合は，それに

援等措置を実施する理由のほか，業務内容，

連動する形で義務化が急速に進められると思

支払われる金銭等の契約の重要な内容につい

われる。

て記載する必要がある。事業主は，この内容
を一方的に決定したり不当な契約条件の押し

３. 70歳就業確保措置の実施努力義務の内容

3

改正高年法10条の2は，65歳以上70歳未満

付けにならないようにすることが求められて
いる。事業主は，創業支援等措置の実施計画
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を作成し，過半数代表（過半数組合またはそ

での就業機会の確保は，単に生活の糧を得る

れがない場合は過半数代表者）の同意を得て

ためだけでなく，自己実現の機会の確保とし

当該措置を実施する場合，別途雇用確保措置

ても重要なものであることから重要な意義を

を講じなくてもよい。他方，事業主が雇用確

有する。今後は，就業確保措置の実施を進め

保措置に加えて創業支援等措置を実施する

つつ，その内容の充実を図っていくよう，政

場合には，過半数代表の同意は不要である。

労使が協力してこれに取り組む必要がある。

したがって，10条の2は，雇用確保措置を基

他方，このような意義を有する70歳までの

本とし，その代替ないし追加の選択肢として，

就業確保措置の実施努力義務には，いくつか

創業支援等措置を実施するという構造になっ

の点で課題があると思われる4が，ここでは2

ていると，一応整理できる。なお，事業主が

つ挙げておきたい。まず，継続雇用制度にお

高年齢者就業確保措置を実施しない場合，厚

ける労働条件に係る点である。現在，65歳ま

生労働大臣がその実施について助言指導等を

での雇用確保において，継続雇用制度として

行うことができる。

定年後再雇用制度を導入した場合，再雇用後

高年齢者就業確保措置の実施が努力義務

の労働条件が定年前のものより大幅に引き下

であることから，事業主は，これらの措置（な

げられることで，紛争が生じている5。この

お，①および③は除かれる）の対象となる高

紛争は65歳以上の継続雇用制度の場合も同

年齢者に係る基準を定めることができる。も

様に生じうるが，改正高年法はこの点につい

っとも，指針（令和2年10月30日厚労告351号）

て特段対応をしていない。そのため，労働者

によれば，その基準は事業主が自由に設定で

が希望することが難しい労働条件が設定され

きるものではなく，原則として労使に委ねら

ることで，雇用確保が実現しない懸念がある。

れる。ただし，労使で十分に協議の上定めら

もっとも，定年後再雇用は，通常，有期労働

れた基準であっても，事業主が恣意的に特定

契約であることから，不合理な待遇の相違は

の高年齢者を措置の対象から除外しようとす

禁止される（パート有期雇用労働法8条）ため，

るなど高年法の趣旨や公序良俗に反するもの

これを踏まえた雇用形態にかかわらない公正

は認められない（たとえば，
「会社が必要と

な待遇の確保は求められよう。ところで，現

認めた者に限る」は，基準がないことと等し

状では，60歳までは正社員，それ以降は嘱託

く，高年法の趣旨に反する）
。対象者基準に

社員としての処遇と労務管理が分けられてい

は具体性（意欲，能力等をできる限り具体的

ることが多いと思われる。70歳就業確保措置

に図るもの）および客観性（必要とされる能

を講ずる上で高年齢者を別物として分断する

力が客観的に示されており，該当可能性を予

ような労務管理のあり方が人生100年時代を

見することができるもの）が求められる。な

見据えて適切か否か，同措置の実施が努力義

お，高年法の趣旨に反する対象者基準を定め

務規定であるうちに検討する必要がある。

る就業確保措置については，当該基準のみが

次の課題として，創業支援等措置が「雇用

無効となり，措置そのものは10条の2の措置

によらない措置」であることに係る点があげ

に該当すると解するのが妥当であろう。

られる。創業支援等措置は「労働契約を除」
く委託契約等により実施される。この選択肢

４. 改正高年法の意義と課題
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は，創業支援等措置による就業まで労働関連

改正高年法による70歳までの就業確保措置

法令により保護を受けていた労働者につい

の実施努力義務は，これまで65歳で雇用を終

て，その保護からはずれる働き方を求めるよ

了されてきた働く意欲と能力のある労働者に

うなものであり，問題がある。具体的には，

とって，就業機会拡大の契機となる点で有用

最低賃金法が適用されないことから支払われ

である。また，65歳以前に働いていた事業主

るべき金銭の最低保障がされない，労働契約

の下での雇用確保を基本的な措置の内容とし

法の適用がないことから解約の制限がない等

ている点は，それまで培った知識，経験，能

の問題がある。この点，業務委託契約である

力を活かすことができ適切と思われる。さら

以上，これらの問題は両当事者が交渉して納

に，人生100年時代を念頭に置けば，70歳ま

得して決めればよいなどという見方もあろ
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う。しかし，業務委託契約の締結直前まで労

っせんの要請のような選択肢が含まれたり，

働契約において使用者と労働者の関係にあっ

社会貢献事業への就業のようにシルバー人材

た者らが，高年法が要請し，事業主が自主的

センターを通じた就業が目的とする生きがい

に実施したとは必ずしもいえない措置の下で

就業に近いものも含まれたりしている。高年

ようやく高年齢者の就業確保をしてもらえる

法において，規制方法の異なる高年齢者雇用・

といえるような状況で，そもそも，業務委託

就業確保に関する施策の相互関係が曖昧とな

契約の契約条件につき対等な交渉による決定

っており，将来的な義務化という方法が適切

ができるか，甚だ疑問である。また，とりわ

か検討する必要がある。その際，措置の実施

け問題が大きいのは，安全衛生の確保に関す

のみを強く義務づけることにより，その反射

る点である。創業支援等措置の場合，労働安

的効果として締結される個々の労働契約や業

全衛生法の規制が及ばないため，事故発生予

務委託契約の内容がないがしろになり，意欲

防のためのルールが不十分であることは否め

と能力のある高年齢者にとって望ましい就業

ない。この点，
「高年齢労働者の安全と健康

とならないおそれがある点に留意すべきと思

確保のためのガイドライン」
（2020年3月）を

われる。定年後再雇用の労働条件の引下げ紛

参考とするよう周知・広報するとしているが，

争をみるとこのような懸念が浮かんでくるの

労働者の健康・安全は，参考とすれば保護に

である。この点を留意すると，雇用と年金の

足りるようなものではなく，直接的な法規制

接合のため定年を65歳に引き上げ，65歳定年

が必要な問題である。特に，創業支援等措置

後の就業確保は努力義務や助成金等の様々

は従前の労働契約の延長線上にある業務委

な施策を通じて，70歳を上限と定めずに労使

託契約であることから，長年，事業主として

による自主的な雇用・就業機会の拡大を促し

ではなく労働者として役務提供をしてきたに

ていくという選択肢をとる可能性も，70歳就

すぎない者に，急に自らの責任で安全衛生対

業確保措置の義務化という目標にこだわるこ

策を十分に実行させるというのも酷のように

となく，検討する必要があろう。

思われる。創業支援等措置は「雇用によらな
い措置」であるものの，あくまで長年労働者
であった者が就業するという特殊性を考慮し
て，労働者に準じた法整備が必要と思われる。

１高
 年齢者雇用政策の展開については，拙稿「高年齢者
雇用政策と年金政策の課題―70歳までの就業機会確

５. お
 わりに―年齢にかかわりなく働ける社
会とその実現方法
改正高年法による70歳就業確保措置の実
施努力義務は，人生100年時代を迎え，年齢
にかかわりなく働ける社会の実現への大きな
一歩となりうる点で意義がある。しかし，70
歳就業確保措置の実施を個々の事業主に対
して将来的には義務づけるという方法は，本

保の法制化施策を契機に―」和田肇・緒方桂子編著
『労働法・社会保障法の持続可能性』
（旬報社，
2020年）
298頁以下参照。
２ 2 021年高年法改正の経緯については，拙稿「70歳就
業確保措置実施努力義務の問題点と高年齢者雇用の
未来」季刊労働法270号（2020年）30頁以下参照。
３詳
 細については，厚労省「高年法Q＆A（就業確保措
置関係）
」等を参照。
４こ
 の点については，拙稿・前掲注（2）34頁以下参照。
５紛
 争の状況については，拙稿・前掲注（1）314-315頁
参照。

当に妥当であろうか。既にみたように，改正
高年法の目的は雇用と年金の接合ではなく，
意欲と能力のある高年齢者の活躍の場を整備
することにある。この目的に，雇用や業務委
託契約の締結等を事業主に対して法的に強く
求めるに足りる法規範的な裏付けがあるとい
えるかには，若干の疑問がある。また，就業
確保措置の内容からも同様の疑問が生じる。
他の事業主における継続雇用が許容されるな
ど，雇用確保といいつつ実質的には転職のあ
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