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はじめに
　少子高齢化の進行により生産年齢人口が
減少している中、わが国経済が持続的な成
長を実現するためには、労働生産性の向上
と労働参加率の上昇が必要である。企業に
おいては、そのどちらにも寄与するダイバー
シティ＆インクルージョン（D＆I）の推進、
すなわち、女性や若年者、高齢者、障害者、
外国人など様々な属性を有する多様な人材
の活躍推進が欠かせない。このうち、高齢者
の労働参加について、60歳以降の就業率で
確認すると、60 ～ 64歳で７割超（71.5％）、
65 ～ 69歳で５割（50.3％）、70歳以上で２割
近く（18.1％）に達している（総務省「労働
力調査（2021年）」）。こうした中、70歳まで
の就業確保措置を努力義務とする改正高年
齢者雇用安定法（以下、改正高齢法）が
2021年４月から施行され、高齢者の労働参加
はさらに進展していくことが見込まれる。
　他方で、就労している多くの高齢者が、こ
れまでの経験や知識、技術・技能などを活
かしながら、モチベーション高く働いている
かといえば、そうではないとの指摘1もみら
れるなど、高齢社員の活躍推進に関して様々
な課題を抱えている企業は少なくない。企
業において、高齢社員を含むすべての働き
手がもてる能力を最大限発揮しながら、エ
ンゲージメント2高く働くことのできる職場環
境の整備が求められている。
　そこで、本稿では、高齢者雇用の現状、

改正高齢法への対応状況を確認した上で、
高齢社員の活躍推進に向けた課題や方向性
などを考察・整理してみたい。

１.  高齢者雇用の現状と改正高齢法への対応
状況

（1）「65歳までの雇用確保措置」の対応状況

　経団連が会員企業を対象に実施した「2021
年人事・労務に関するトップ・マネジメント
調査結果」によると、65 歳までの雇用確保
措置への対応状況は、「定年制の廃止」が
0.8％、「65歳までの定年引上げ」が17.0％と
なっており、「65歳までの継続雇用制度の導
入」が82.2％で回答の大勢を占めている。さ
らに、「継続雇用制度の導入」企業に対して、

「65歳までの定年引上げ」あるいは「定年廃
止」の予定を聞いたところ、「あり」が３割

（29.5％）に上った。当面、「継続雇用制度」
による対応がメインであることに変わりはな
いものの、今後、「65歳までの定年引上げ」
や「定年制の廃止」を行う企業が増加して
いくことが見込まれる。

（2）「70歳までの就業確保措置」の対応状況

　次に、今回の改正高齢法によって努力義
務とされた「70歳までの就業確保措置」へ
の対応状況について、（1）と同様に経団連
調査で確認すると、「対応済」（21.5％）と「対
応を検討中」（29.5％）との回答を合わせる
と約５割（51.0％）に上っている。加えて、「検
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討する予定である」との回答が４割近く
（38.6％）あったことや、同調査の実施時期が
2021年９～ 11月であったことを踏まえれば、

「70歳までの就業確保措置」について何らか
の対応を講じている企業割合はさらに上昇し
ていると思われる。

　他方で、同調査への回答時点において、就
業確保措置を「検討していない」と回答した
企業（49.0％）にその理由を聞いたところ、「努
力義務であるため」（44.6％）が最も多く、「検
討する人員・時間が不足しているため」

（11.4％）や「対象となる高齢社員がいないた
め」（10.4％）などのほか、「65歳までの継続
雇用制度の見直しを優先して検討しているた
め」「個別の対応にて実質的な実施は可能で

あるため」などの回答があった。
　70歳までの就業確保措置は努力義務では
あるものの、検討等をまったく行っていない
場合、行政からの指導・助言等の対象となる
可能性がある。加えて、就業確保措置の検討
には、労使での話し合いや合意が必要であり、
一定程度時間を要することが想定されること
から、できるだけ速やかに検討等に着手する
ことが望まれる。

（3）「70歳までの就業確保措置」の内容

　引き続き、経団連調査で、「70歳までの就
業確保措置」に「対応済」または「対応を検
討中」と回答した企業における具体的な措置
の内容（複数回答）を確認する。最も多い回
答は、雇用による措置の「継続雇用制度（自
社・グループ）」で９割を超えている（94.3％）。
それに対し、今回の改正高齢法で新設された

「雇用によらない措置（創業支援等措置）」で
は、最も多い「『業務委託』契約を締結する
制度」においても18.7％、「事業主が委託、
出資等する団体が実施する『社会貢献事業』
に従事できる制度」では4.7％と、導入割合
が総じて低い結果となった。
　また、就業確保措置ごと3に設けることが
できる「対象者基準」の有無についてみると、
雇用による措置の「継続雇用制度の導入（自
社・グループ）」（83.8％）と、雇用によらな
い措置の「『業務委託』契約を締結する制度」

図表１　70歳までの就業確保措置への対応状況

出典：�経団連「2021年人事・労務に関するトップ・マネジメン
ト調査結果」

n=396

n=193

図表２　就業確保措置の内容（複数回答）

出典：経団連「2021年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」
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（84.6％）で対象者基準「あり」との回答が８
割を超えている。他の措置においても５～７
割4に上っており、多くの企業が対象者基準
を設定している。
　「雇用によらない措置（創業支援等措置）」
を導入しない（導入しない予定を含む）理由
としては、「雇用による措置で十分だから」

（58.3％）と「検討に当たっての情報やノウハ
ウが不足しているため」（22.1％）に回答が集
まった。
　この点に関して、改正高齢法の審議を行っ
た厚生労働省労働政策審議会（職業安定分
科会雇用対策基本問題部会）において、使用
者側委員である筆者は「創業支援等措置につ
いては、今後、民間企業で導入が進んでいき、
好事例を積み上げていくことによって、労使
でともに育て上げていくことが必要」「創業
支援等措置の導入が進むかどうかは、周知活
動が順調に進むかにかかっている」と発言し
たところである。創業支援等措置については、
厚生労働省を中心に周知活動を展開しなが
ら、中期的な観点から労使で事例やノウハウ
を積み上げていくことで、制度として徐々に
浸透・成熟していくものと認識している。
　各企業において、創業支援等措置の導入
を検討する際には、多項目にわたる計画の作
成とそれに対する過半数労働組合等の同意、

社員への周知など、実施手順が多い上、先行
事例が少ない現状に鑑み、厚生労働省の「高
年齢者就業確保措置の実施及び運用に関す
る指針」や「高年齢者雇用安定法Ｑ＆Ａ」「創
業支援等措置の実施に関する計画の記載方
法について」などを参考にしながら、確実に
漏れのない対応を講じることが求められる。
　加えて、個々の高齢社員との契約締結時に
は、創業支援等措置を選択する理由や労働関
係法令が適用されないことについて、十分に
説明して理解を得ておくことで、トラブルを
未然に防止しておくことも重要である。

２. 高齢社員の活躍推進に影響する事項
　改正高齢法への対応のほか、高齢社員の
活躍推進に影響する事項として、公的給付制
度の動向、均等・均衡待遇への対応、人事
労務管理における対応について取り上げる。

（1） 公的給付制度の動向 
　定年後の再雇用高齢社員の賃金水準につ
いては、厚生年金保険の在職老齢年金5、雇
用保険の高年齢者雇用継続給付6の支給要件
などを踏まえ、定年直前の水準から大幅に下
げて設定している企業が多い。こうした中、
高齢社員に対する公的給付制度が変更また
は変更予定となっている。
　具体的には、2022年４月から、60 ～ 64歳

図表３　公的給付制度の主な変更点

出典：経団連「2022年版経営労働政策特別委員会報告」
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に支給される在職老齢年金において、支給停
止となる基準額が月額28万円から47万円に引
き上げられたほか、65歳以降の者については
在職中であっても年金額を毎年改定する制度
が導入された。
　高年齢者雇用継続給付については、2025
年４月に、給付率が現行の15％（最大）から
10％（同）に縮小され、その後には激変緩和
措置や事業主に対する支援策が講じられる予
定とされている。企業には、こうした制度変
更を踏まえた対応が必要になる。

（2） 均等・均衡待遇への対応 
　先に確認したように、現状、65 歳までの
雇用確保措置および70歳までの就業確保措
置のいずれにおいても、「継続雇用制度の導
入」が大勢を占めており、同様の傾向が続く
ことが見込まれる。継続雇用制度における有
期雇用の高齢社員には、均等待遇（パートタ
イム・有期労働法９条）、均衡待遇（同８条）
が適用されることから、多くの企業において、
その対応が求められる。例えば、配転がない
企業において、定年後の職務内容やその変更
の範囲等が同じである正社員と比べて待遇差
がある場合、均等待遇違反を問われる可能性
がある。他方、定年の前後で職務内容、職務
内容・配置変更の範囲が異なる場合、均衡待
遇となっているかの検証が求められるとこ
ろ、定年後再雇用という事実が「その他の事
情」とされた上、待遇差の不合理性が総合的
に判断されることになる。
　均等・均衡待遇への対応にあたっては、関
連する判例に留意することが必須である。長
澤運輸事件の最高裁判決では、その他の事
情として「定年後再雇用者」であることが考
慮されると判示された。他方、名古屋自動車
学校事件の地裁判決では、定年前後で職務
内容等が変わらないにもかかわらず、基本給
が定年前の50％を下回る10万円以下（同社の
新入社員の初任給より低額）だった事案につ
いて、「労働者の生活保障という観点」から、
60％を下回る部分の基本給の減額を違法とし
た。また、九州惣菜事件の高裁判決は、定年

後再雇用に際し、定年前の約25％という低額
な賃金を提示したことが、企業の裁量権を逸
脱し、不法行為を構成すると判示した。
　「定年後再雇用者」であることだけで不合
理性が否定されるわけではなく、定年後再雇
用の賃金が低水準であること等により不合理
とされるケースがあることにも留意が必要で
ある。こうしたことを踏まえれば、実務上の
対応として、定年前後で職務内容、職務内容・
配置変更の範囲が異なっている場合には、不
合理ではない理由を整理しておくことや、同
じ職種・地域の賃金水準及び自社の初任給
額などを確認し、定年後の賃金水準を必要に
応じて見直すことが求められる。その際には、
賃金カーブ全体を検討するのか、一部（例：
定年年齢以降）を対象とするのか、早い段階
で確認・決定しておくことが望ましい。

（3）人事労務管理における対応

　高齢社員の活躍推進を考える上で、当該社
員のモチベーションに関して課題認識をもっ
ている企業は少なくない。この背景として、
高齢者雇用の中心となっている継続雇用制度
において、定年後再雇用の賃金水準の低さや、
役職を外れたことなどによる仕事・役割の変
化、自身の健康面での不安の増大などによる
高齢社員のモチベーション低下が指摘されて
いる。
　経団連調査によると、高齢社員のモチベー
ション維持・向上のために実施・検討してい
る施策（複数回答）として、「人事評価制度」

（既に実施56.4％、検討26.1％、）や「勤務時間・
日数など柔軟な勤務制度」（同55.5％、同
25.3％）の回答が多かった。人事評価は本来、
働いている社員全員を対象に実施し、その結
果を本人にフィードバックするとともに、処
遇へ適切に反映する必要があるが、高齢社員
に対しては定年前と異なる扱いをしているケ
ースがあることが確認できる。
　企業としては、高齢社員の活躍推進の意義
や重要性について改めて認識を促すべく社内
で共有するとともに、定年後再雇用社員が担
う仕事や役割、賃金水準、人事評価の実施と
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その活用などについて時間をかけて話し合
い、当該社員の納得を十分得た上で合意して
おくことが望まれる。また、高齢期における
円滑なキャリア形成・移行を促す観点から、
定年前の早い段階で、個別相談の機会の提
供や研修会・セミナーの実施などを通じて、
高齢期に備えたキャリア意識の醸成を図って
いくことも有益と考える。

おわりに
　今回の高齢法改正は、政府が「成長戦略実
行計画」（2019年６月）において、働く意欲
のある高齢者が能力を十分に発揮し、活躍で
きる環境を整備することを目的として、70歳
までの就業機会確保を図るための法制整備を

行う方針を盛り込んだことを受けて行われた
と認識している。同実行計画では、70歳まで
の就業機会確保を努力義務とすることを第一
段階とし、その進捗を踏まえて、第二段階と
して義務化のための法改正を検討するとされ
ている（具体的な時期は明記されていない）。
企業労使においては、改正高齢法で70歳まで
の就業確保措置が努力義務化されたからとの
受動的な姿勢ではなく、自社の持続的な成長
の実現と働き手のエンゲージメント向上の観
点から、高齢社員のさらなる活躍推進に向け
た積極的な検討が期待される。
　さらに、公的給付制度の変更や均等・均衡
待遇への対応など、企業における高齢者雇用
は転換期を迎えている。中長期的な観点に立

図表４－１　高齢社員のモチベーション維持・向上のために
   検討・実施している施策（複数回答）

図表４－２　人事評価の結果の活用方法（複数回答）

出典：経団連「2018年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」
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ち、企業労使が協調して対応し、好事例を積
み上げていくことで、各企業の現場に軸足を
置いた制度を作り上げていく必要がある。自
社の職場環境を踏まえ、実態に適った形で高
齢社員の活躍を推進していくために、自社の
諸制度・施策とその運用について労使で再点
検し、見直しを重ねていくことが肝要である。
　高齢社員の活躍推進を自社の成長と働き手
のエンゲージメント向上につなげているとさ
れる様々な企業事例を調査・研究している中
で、その多くの企業で共通している点がある
ことに気付いた。それは、①高齢社員を若年
層など他の社員と必要以上に区別していな
い、②年齢が上昇するにつれて個別性が強ま
ってくる高齢社員に対する健康面での配慮や
業務負荷の軽減策を講じている、③高齢社員
が有している知識や技能の継承を組織の財産
として大切にしている、④高齢社員の活躍推
進の重要性について経営トップが率先してメ
ッセージを発信するなど社内啓蒙に努めてい
ることである。
　こうした点を重視しながら、高齢社員個々
人の特性を踏まえ、もてる能力を最大限に発
揮でき、エンゲージメントの高い職場環境の
整備に企業労使がさらに取り組んでいくこと
を願っている。経団連としても、労働・雇用
分野における経団連の基本的な考えを毎年取
りまとめている「経営労働政策特別委員会報
告（経労委報告）」の周知等を通じて、引き
続き、高齢社員の活躍推進を呼びかけていき
たい。

 1   内閣府「令和元年度年次経済財政報告」では、①継続雇用
で働く高齢者は継続雇用以外の就業者と比べて定年後の賃
金低下の幅が大きく、仕事満足度や65歳以降の就業意欲が
低いこと、②日本は他のOECD諸国と比べて、高齢期にお
けるスキルの活用が不十分であることなどが指摘されてい
る。

 2   経団連では、「働き手にとって組織目標の達成と自らの成
長の方向性が一致し、『働きがい』や『働きやすさ』を感
じられる職場環境の中で、組織や仕事に主体的に貢献する
意欲や姿勢を表す概念」と整理している。

 3  雇用による措置のうち「70歳までの継続雇用制度」と、雇
用によらない措置（創業支援等措置）が該当。

 4   雇用による措置の「継続雇用制度の導入（他社）」（66.7％）、
雇用によらない措置の「事業主自らが実施する社会貢献事
業に従事できる制度」（50.0％）、「事業主が委託、出資等す
る団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度」（71.4％）
となっている。

 5  60歳以降も在職しながら受給する老齢厚生年金のこと。
 6  60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者の賃金が、60歳時点

と比較して75％未満となった場合に支給される給付金のこ
と。
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