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巻頭言

巻頭言

有配偶出生率が出生率を低下させる大
きな要因とはなっていない。なお、近年
夫婦の完結出生児数の減少という動き
もある。第3は、若年層の労働環境の
変化。2010年代半ば頃より人手不足や
働き方改革もあって雇用の安定や労働
条件は緩やかながら改善してきた。仕
事と家庭の両立の面では、ワークライフ
バランスの向上や育児・保育の環境整
備の進展もみられる。ただし、コロナ禍
の影響も含めて更なる改善が必要とされ
ているのは言うまでもない。
　今後出生数が回復し、2030年に100
万人に戻る可能性は全くないのだろう
か。現状の出生率1.3とのギャップは大
きいが、政府の掲げる若年者の希望出
生率1.8の実現ができれば可能だ。
　そのためには、有配偶出生率の上昇
だけでなく、女性の結婚希望を実現し
ていくことが必要となる。2000年代央
以降有配偶率の低下が収束に向けて鈍
化してから、出生率が一時的に反転し
た。今後有配偶率が上昇へ転じること
を期待したいが、結婚希望があるもの
の交際相手がいないという日本人の実情
を踏まえると、それは、やはり、婚活を
始め、出会いと結婚のカップル形成をい
かに高めていけるかにかかっていよう。
　一方、出産希望の実現では、実際の働
き方において仕事と家庭の両立を強化し
ていくために、コロナ禍で経験したテレ
ワーク等のデジタル社会の可能性を積
極的に取り入れていくことが重要ではな
いか。男女を問わず、育児期間等に在宅
等で働いたり、学び直しも含めた能力開
発に従事できたりすることが可能となれ
ば、出産・育児が就労の断絶やキャリア
形成の障害となるといった問題の改善に
もつながり、出産に対する意思決定の自
由度が増すだろう。
　これまで１世、２世のベビーブーマー
が日本の経済社会を引っ張ってきたよう
に、家族形成においてベビーブーマー３
世の出番に期待したい。

く明治6（1873）年頃の水準にまで戻っ
た感じだろう。日本社会の持続性にと
って深刻な状況が続いている。
　出生数は女性の人口と出生率によっ
て決まり、婚外子の少ない日本では、
出生率は有配偶率と有配偶出生率が
関係する。こうした観点から戦後の人
口動態を振り返ると、出生率１が2程度
で安定的に推移していた時期に、第1
次ベビーブーム（1947 ～ 49年）に生ま
れた１世が家族形成期を迎え、第2次
ベビーブーム（1971 ～ 74年）が生じた。
ピーク出生数が1世の270万人から209
万人と減少したが、２世も人口ピラミッ
ドの中で存在感は大きい。
　しかし、第3次ベビーブームは生じな
かった。1970年代央から2000年代央
にかけて出生率が低下を続ける中で２
世が1990年代中頃から家族形成期を
迎えたため、１世の時と違って女性人
口の波が打ち消された格好だ。出生率
の低下は晩婚化・未婚化の影響が大き
く、その背景には、1970年代から進行
の続いた女性の高学歴化・雇用労働力
化、また1990年代後半からの若者の
雇用不安定化などが指摘されてきた。
　出生率は2000年代央から緩やかな
上昇に向かったが、出生数は減少を続
けた。２世以降の女性人口が減少を
続けているからだ。これは過去の結果
であり、少なくとも今後15年間は状況
を変えようがない制約要因となる。さら
に2016年からは、出生率自体も再び低
下し始めた。
　明るい材料が、こうした状況の中で
も全くないわけではない。第1は、現在
出生力の高い25-34歳女性人口の動
向。第3次ベビーブームは到来しなかっ
たが、３世が人口ピラミッドの中で控え
目ながら存在している。この結果、女
性人口は全般的に減少するが、2020
年代は25-34歳女性人口が大きくは減
少していかないとみられる。貴重な10
年だ。第2は、有配偶出生率の動向。
20代後半の妻は1970年代以降緩やか
に低下しつつも、比較的安定している。
また30代の妻では1980年代以降上昇
傾向で推移してきた。1990年代以降は、

生数は2021年に81万人程度にま
で減少したのではないか。おそら出
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１  各年齢の女性人口当たり出生率を15 ～ 49歳に
ついて合計した合計特殊出生率
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　 視　点

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（高年法）
が改正され、努力義務ではあるものの、新たに「70歳」
までの就業確保措置の実施が事業主に要請されるよう
になった。かかる改正の影響もあり、70歳まで働き続
けることが当たり前と言えるような「70歳就業時代」
の到来が一層現実味を帯びている。

しかし、こうして70歳までの就業確保を要請された
現場の労使が、更なる課題に直面することは想像に難
くない。また、今回の改正法では、事業主に要請され
る努力義務の中の選択肢の１つとして、「雇用によらな
い」創業支援等措置の実施をも規定しているが、かか
る今回の改正法が従前の法制度との間で整合性を持つ
ものなのか、延いては、高年齢者雇用をめぐる法理論
や労働市場政策のあり方をどう考えるべきかとの問い
に、我々は向き合わなければいけないのではないか。
本特集では、かかる課題意識の下で、労働法、労働市
場政策、労・使の観点からみた法改正をめぐる課題を
有識者に寄稿いただくこととした。

労働法的観点からの分析を記した山川論文（寄稿１）
はまず、従来の法政策が雇用と年金の接続を主な目的
としてきたのに対し、改正法の目的は「働く意欲のあ
る高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう……環
境整備を図っていくこと」にあると指摘する。その上で、
同論文は、この目的自体は「働く意欲と能力のある労
働者にとって、就業機会拡大の契機となる点で有用」
としつつ、しかし、雇用と年金の接続という従来の目
的に比べて改正法の目的を実現すべき急迫性は弱く、

「この目的に事業主に雇用や業務委託契約の締結等を法
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」と指摘する。加えて、
高年齢労働者の労働条件の引下げの問題に改正法が対
策を講じていないことや、労働法の保護が及ばない創
業支援等措置の問題にも触れたうえで、働き方の質の
面で、「意欲と能力のある高年齢者にとって望ましい就
業とならないおそれがある」として、改正法の目的と
規定内容との間での矛盾を鋭く指摘している。

労働経済・労働市場政策的観点からの寄稿である近
藤論文（寄稿２）も、労働市場での高齢労働者の存在
感が一層大きくなることを見据えつつ、「大企業を中心
にいまだに60歳定年制を前提とした人事制度や賃金体
系が残っており、高齢労働者の活用の妨げとなってい
る」との課題を指摘している。更に、今回の法改正の
中の創業支援等措置をも踏まえつつ、「企業側の負担を
軽減するための措置としてやむを得ない面もあろうが、
あまりに自由度が高いと実質的な効果は限定されてし
まう。かといって、確保されるべき『就業機会』の条

件を厳しくしていけば、今度こそ若年層へのしわ寄せ
が出てくる懸念がある。……ある年齢まで一律に雇用
の継続を要請するやり方は限界を迎えている」として
いる。その上で、同論文は、高齢者の労働供給を歪め
る制度を見直すべく、特に、①在職老齢年金制度のあ
り方、②社会保険の扶養制度や税制上の配偶者控除制
度が、高齢女性労働者の生産性に与えうる影響につい
て重要な検討を加えている。

労働組合の立場から改正法を検討する寄稿３の仁平
論文は、「意欲ある高齢者が年齢に関わりなく働き続け
ることのできる環境整備……の一歩を踏み出した点は
評価する」が、「『雇用によらない働き方』における就
業者保護をはじめとして……課題や懸念も残されてい
る」と指摘する。その上で、第一に、65歳までの雇用
継続については、より安定的な雇用が見込まれる「定
年引上げ」を基軸にし、「働きの価値にふさわしい処遇
制度の確立」が不可欠とする。第二に、65歳以降の働
き方については、働き手の保護に欠ける創業支援等措
置ではなく「雇用契約による就労」を基本に据えるべ
きであり、仮に同措置を導入するとしても、労使で十
分に協議を行う必要があるとしている。

最後に、寄稿４の新田論文は、高齢社員の活躍推進
やエンゲージメントの高い職場環境の整備を目的とし
た企業の取り組みを紹介している。特に興味深いこと
として、経団連が会員企業を対象に行った調査によれ
ば、第一に、65歳までの継続雇用制度を導入している
企業の中でも、65歳までの定年引上げや定年廃止への
制度変更を検討している企業が３割近くあること、第
二に、70歳までの就業確保措置についても「対応済」
又は「対応を検討中」との回答が５割近くあり、その
中でも、自社又はグループ企業での継続雇用を予定す
る企業が９割を超えることが紹介されている。その他、
同論文においても、70歳までの就業確保に向けた労使
対話の重要性が指摘されているほか、均等・均衡処遇
ルール等を踏まえた、人事・処遇制度の見直しが指摘
されている。

各論文を読み進めると、高年齢者雇用とは、年金制
度等の隣接する制度との接合や、労働市場における高
年齢労働者の位置づけといった幅広い視点からの検討
を要するテーマであることが改めて浮き彫りになる。
これから先、70歳就業時代を生きていく一人として、
このテーマをめぐる議論動向に今後も注目していきた
い。

（前・連合総研研究員／現・長崎県立大学専任講師
　後藤　究）

「70歳就業時代」を見据えて：
高年齢者雇用の現状と課題

〈特集解題〉
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１. はじめに
　日本は，健康寿命の伸長により「人生100
年時代」を迎えつつあり，近年，これを踏ま
えた政策的な動きが進んでいる。その一環と
して，2021年4月1日に「高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律」（以下「高年法」という。）
の一部改正が施行された（以下「改正高年法」
という。）。高年法は高年齢者の安定した雇用
の確保の促進を一つの目的とし，65歳までの
雇用確保措置の実施を事業主に義務づけてき
た（高年法9条1項）。改正高年法は，この義
務に加え，70歳までの就業確保措置の実施を
事業主に努力義務として要請した。この要請
は，上限年齢を「70歳」と対象年齢を大幅に
引き上げた点，また，「雇用」だけでなく「就
業」の確保措置を新たに加えた点で，従来の
高年法の施策とは大きく異なっており，その
影響が注目される。そこで，本稿では，高年
法による雇用・就業確保がこれまでどのよう
に展開してきたのかをみることを通じてその
政策目的の展開を確認し，改正高年法の内容
を概観した上で，その意義と生じうる課題に
ついてみてみたい。

２. 高年法による雇用・就業確保の展開とそ
の目的

（1）雇用と年金の接合施策の展開1

　日本の高年齢者雇用政策は，主に，労働力
人口の減少への対応と雇用と年金の接合を目
的として展開してきた。これを実現するため
の中心となる方策が，定年の引上げと定年後
再雇用の法制度基盤の強化であった。これは，

努力義務規定から義務規定化という形で，長
年かけて労使の自主的な努力を求め，ある程
度の普及を経て，法律で強制するという展開
をしてきた。
　1986年，高年法は，定年年齢を60歳以上と
する旨の努力義務規定を定めた。これは当時
一般的であった55歳定年の引上げを促すもの
であった。この規定の法的な強制力は弱かっ
たものの，現在の高年法による高年齢者雇用
の主な形（60歳定年＋65歳までの継続雇用）
の基礎となった。そして，1994年高年法改正
で60歳未満定年が禁止されたことで，60歳定
年が高年齢者雇用の法制度上の基本的なス
タートラインとなったといえる。他方， 65歳
までの雇用確保も，公的年金支給開始年齢の
65歳への引上げを受けて推し進められてき
た。これは，1990年改正によって60歳定年退
職者を65歳まで再雇用する努力義務規定が
新設されたのを皮切りに，労使の自主的努力
による実現が進められてきた。その後，公的
年金支給開始年齢の段階的引上げが進む中，
雇用と年金の接合が急務となり，努力義務で
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
の引上げ，継続雇用制度の導入，定年の定め
の廃止のうちのいずれかの実施が，法律上初
めて事業主に義務づけられることとなった。
2004年改正時は事業主が労使協定により継
続雇用対象者の基準を定められたため，高年
齢者が希望しても必ずしも継続雇用されるも
のではなかった。しかし，雇用と年金の接続
強化の要請から，2012年高年法改正によって，

改正高年齢者雇用安定
法の意義と課題
山川　和義

（広島大学大学院人間社会科学研究科教授）

―  4  ―



DIO 2022, 5

雇用確保措置は原則として希望者全員を対象
とするものとなり，現在に至っている。2021
年6月1日現在，雇用確保措置を実施する企業
は99.9％となっており（令和2年「高年齢者の
雇用状況」集計結果），個別の法的問題はさ
ておき，雇用と年金の接合という高年法の目
的は達成されたものといえる。

（2） 意欲と能力のある高年齢者の就業機会の
確保2

　他方，70歳までの就業確保政策は雇用と年
金の接合を目的とするものではなく，「働く
意欲のある高年齢者がその能力を十分に発揮
できるよう，高年齢者が活躍できる環境整備
を図っていくこと」を目的とする（「高年齢
者職業安定対策基本方針」（令和2年10月30日
厚労告第350号）参照）。
　70歳までの就業確保政策の進展の契機は，
2017年の「働き方改革実行計画」であるが，
その後の第27回「未来投資会議」（2019年5月
15日）で「人生100年時代を迎えて，元気で
意欲ある高齢者の方々に，その経験や知恵を
社会で発揮していただけるよう，70歳までの
就業機会の確保に向けた法改正を目指す。」

（安倍晋三内閣総理大臣発言）との発言があ
り，これを受けて，「成長戦略実行計画」（2019
年）で，その法制化の第一段階として，70歳
までの就業機会確保を努力義務規定とし，第
二段階として，第一段階の実態の進捗を踏ま
えて，企業名公表による担保，すなわち，努
力義務を明確に法律上の義務とするための法
改正を検討することが示された。これは国会
での審議を経て，2021年高年法改正により，
高年法10条の2として，70歳就業確保措置の
努力義務が規定されるに至った。
　70歳までの就業確保実施努力義務の目的
は，雇用と年金の接合という目的と比べると
やや急迫性が弱いように思われ，これが義務
化されるには相当の時間が必要とされるだろ
う。もっとも，公的老齢年金の支給開始年齢
のさらなる引上げが行われる場合は，それに
連動する形で義務化が急速に進められると思
われる。

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

の定年を定める事業主，または，継続雇用制
度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除
く）を導入している事業主に対し，その雇用
する高年齢者（特殊関係事業主に雇用される
者を含む）を対象にして，①定年の引上げ，
②65歳以上の継続雇用制度の導入，③当該
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
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
は，高年法9条1項が事業主に実施を義務づけ
ている65歳までの雇用確保措置とおおむね同
じだが，②は継続雇用先が特殊関係事業主だ
けでなく，他の事業主にも拡大された点で大
きく異なる。ここにいう他の事業主について
特に定義はない。これは，事業主にとっては
雇用確保を容易にするものとして妥当である
反面，高年齢者にとっては無縁の場での再雇
用のおそれが高まり，措置はあれども実際に
は再雇用が実現しないケースも出てくるので
はないかという懸念がある。
　他方，改正高年法で就業機会確保のため
に新たに設けられたのが，創業支援等措置で
ある。これは，④高年齢者が新たに事業を開
始する場合，業務委託契約を締結する制度，
⑤社会貢献事業に従事できる制度をいう。④
はフリーランスや起業をする者，⑤はNPO法
人等での有償ボランティア等が想定されてい
る。雇用確保措置と就業支援等措置を合わせ
て「高年齢者就業確保措置」という。創業支
援等措置はいずれも雇用によらない措置であ
るため労働関連法規の適用はない。しかし，
実態として労基法上の労働者と認められるよ
うな場合には創業支援等措置とは認められ
ず，労働関係法規が適用される。また，当該
者の業務内容および働き方が，雇用時におけ
るそれと同様のものである場合，高年法の趣
旨に明らかに反し，創業支援等措置にあたら
ない。なお，創業支援等措置の実施には実施
計画の作成が必要であるが，計画には創業支
援等措置を実施する理由のほか，業務内容，
支払われる金銭等の契約の重要な内容につい
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
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
れがない場合は過半数代表者）の同意を得て
当該措置を実施する場合，別途雇用確保措置
を講じなくてもよい。他方，事業主が雇用確
保措置に加えて創業支援等措置を実施する
場合には，過半数代表の同意は不要である。
したがって，10条の2は，雇用確保措置を基
本とし，その代替ないし追加の選択肢として，
創業支援等措置を実施するという構造になっ
ていると，一応整理できる。なお，事業主が
高年齢者就業確保措置を実施しない場合，厚
生労働大臣がその実施について助言指導等を
行うことができる。
　高年齢者就業確保措置の実施が努力義務
であることから，事業主は，これらの措置（な
お，①および③は除かれる）の対象となる高
年齢者に係る基準を定めることができる。も
っとも，指針（令和2年10月30日厚労告351号）
によれば，その基準は事業主が自由に設定で
きるものではなく，原則として労使に委ねら
れる。ただし，労使で十分に協議の上定めら
れた基準であっても，事業主が恣意的に特定
の高年齢者を措置の対象から除外しようとす
るなど高年法の趣旨や公序良俗に反するもの
は認められない（たとえば，「会社が必要と
認めた者に限る」は，基準がないことと等し
く，高年法の趣旨に反する）。対象者基準に
は具体性（意欲，能力等をできる限り具体的
に図るもの）および客観性（必要とされる能
力が客観的に示されており，該当可能性を予
見することができるもの）が求められる。な
お，高年法の趣旨に反する対象者基準を定め
る就業確保措置については，当該基準のみが
無効となり，措置そのものは10条の2の措置
に該当すると解するのが妥当であろう。

４. 改正高年法の意義と課題
　改正高年法による70歳までの就業確保措置
の実施努力義務は，これまで65歳で雇用を終
了されてきた働く意欲と能力のある労働者に
とって，就業機会拡大の契機となる点で有用
である。また，65歳以前に働いていた事業主
の下での雇用確保を基本的な措置の内容とし
ている点は，それまで培った知識，経験，能
力を活かすことができ適切と思われる。さら
に，人生100年時代を念頭に置けば，70歳ま

での就業機会の確保は，単に生活の糧を得る
ためだけでなく，自己実現の機会の確保とし
ても重要なものであることから重要な意義を
有する。今後は，就業確保措置の実施を進め
つつ，その内容の充実を図っていくよう，政
労使が協力してこれに取り組む必要がある。
　他方，このような意義を有する70歳までの
就業確保措置の実施努力義務には，いくつか
の点で課題があると思われる4が，ここでは2
つ挙げておきたい。まず，継続雇用制度にお
ける労働条件に係る点である。現在，65歳ま
での雇用確保において，継続雇用制度として
定年後再雇用制度を導入した場合，再雇用後
の労働条件が定年前のものより大幅に引き下
げられることで，紛争が生じている5。この
紛争は65歳以上の継続雇用制度の場合も同
様に生じうるが，改正高年法はこの点につい
て特段対応をしていない。そのため，労働者
が希望することが難しい労働条件が設定され
ることで，雇用確保が実現しない懸念がある。
もっとも，定年後再雇用は，通常，有期労働
契約であることから，不合理な待遇の相違は
禁止される（パート有期雇用労働法8条）ため，
これを踏まえた雇用形態にかかわらない公正
な待遇の確保は求められよう。ところで，現
状では，60歳までは正社員，それ以降は嘱託
社員としての処遇と労務管理が分けられてい
ることが多いと思われる。70歳就業確保措置
を講ずる上で高年齢者を別物として分断する
ような労務管理のあり方が人生100年時代を
見据えて適切か否か，同措置の実施が努力義
務規定であるうちに検討する必要がある。
　次の課題として，創業支援等措置が「雇用
によらない措置」であることに係る点があげ
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
は，創業支援等措置による就業まで労働関連
法令により保護を受けていた労働者につい
て，その保護からはずれる働き方を求めるよ
うなものであり，問題がある。具体的には，
最低賃金法が適用されないことから支払われ
るべき金銭の最低保障がされない，労働契約
法の適用がないことから解約の制限がない等
の問題がある。この点，業務委託契約である
以上，これらの問題は両当事者が交渉して納
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
働契約において使用者と労働者の関係にあっ
た者らが，高年法が要請し，事業主が自主的
に実施したとは必ずしもいえない措置の下で
ようやく高年齢者の就業確保をしてもらえる
といえるような状況で，そもそも，業務委託
契約の契約条件につき対等な交渉による決定
ができるか，甚だ疑問である。また，とりわ
け問題が大きいのは，安全衛生の確保に関す
る点である。創業支援等措置の場合，労働安
全衛生法の規制が及ばないため，事故発生予
防のためのルールが不十分であることは否め
ない。この点，「高年齢労働者の安全と健康
確保のためのガイドライン」（2020年3月）を
参考とするよう周知・広報するとしているが，
労働者の健康・安全は，参考とすれば保護に
足りるようなものではなく，直接的な法規制
が必要な問題である。特に，創業支援等措置
は従前の労働契約の延長線上にある業務委
託契約であることから，長年，事業主として
ではなく労働者として役務提供をしてきたに
すぎない者に，急に自らの責任で安全衛生対
策を十分に実行させるというのも酷のように
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。

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
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

っせんの要請のような選択肢が含まれたり，
社会貢献事業への就業のようにシルバー人材
センターを通じた就業が目的とする生きがい
就業に近いものも含まれたりしている。高年
法において，規制方法の異なる高年齢者雇用・
就業確保に関する施策の相互関係が曖昧とな
っており，将来的な義務化という方法が適切
か検討する必要がある。その際，措置の実施
のみを強く義務づけることにより，その反射
的効果として締結される個々の労働契約や業
務委託契約の内容がないがしろになり，意欲
と能力のある高年齢者にとって望ましい就業
とならないおそれがある点に留意すべきと思
われる。定年後再雇用の労働条件の引下げ紛
争をみるとこのような懸念が浮かんでくるの
である。この点を留意すると，雇用と年金の
接合のため定年を65歳に引き上げ，65歳定年
後の就業確保は努力義務や助成金等の様々
な施策を通じて，70歳を上限と定めずに労使
による自主的な雇用・就業機会の拡大を促し
ていくという選択肢をとる可能性も，70歳就
業確保措置の義務化という目標にこだわるこ
となく，検討する必要があろう。

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
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  2021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。
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１. 現在の日本の労働市場における高齢労働者
　2020年国勢調査によれば、日本の人口の
28.6%が65歳以上の高齢者である。2000年時
点では人口に占める65歳以上の割合は17.4%
であったから、この20年間で10％ポイント以
上も上昇したことになる。これに伴い、労働
力人口に占める高齢者の比率も、2000年には
7.2%だったのが2021年には13.5%と、この20
年で倍近くに増えた1。
　図１に示したように、64歳以下の労働力人
口は1990年代末をピークに減少傾向にある。
これは主に64歳以下の人口の減少によるもの
だ。2010年代後半に共働きの増加や未婚率の
上昇によって女性の労働供給が増えて若干上
昇に転じたものの、足元ではまた頭打ちとな
っている。

　対照的に、65歳以上の労働力人口は、2010
年代に入って急拡大している。団塊の世代が
65歳を超えたことによりベースとなる高齢者
人口が拡大した効果も大きいが、高齢者の労
働力率も2010年の19.9%（65-69歳のみなら
37.7%）から2021年には25.6%（同51.7%）へ
と大幅に上昇している。急拡大した高齢労働
力人口が生産年齢人口の減少を補った結果、
全年齢を合計した労働力人口は、1990年代以
降、ほぼ横ばいで推移している。
　このように、すでに日本経済は高齢労働力
の活用なしには回らなくなってきている。幸
い日本の高齢者、特に75歳未満の前期高齢者
の就業意欲は高い。前述のとおり、60代後半
の労働力率は50%を超えており、70代前半も
33.2%、つまりほぼ３人に１人が就業してい

近藤　絢子
（東京大学社会科学研究所教授）

年齢にかかわらず自発的な
労働供給を妨げない制度設計を

図１　労働力人口の推移　1980-2021
（男女計・積み上げグラフ）
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るか仕事を探しているのだ。また、内閣府「高
齢者の経済生活に関する調査」（令和元年度）
によれば、高齢期に差し掛かった世代の就業
継続意思も強い。調査時点で60代前半の男性
の約６割、女性の約半数弱が、少なくとも70
歳まで、あるいは働けるうちはいつまでも仕
事を続けたいと考えている。
　64歳以下の人口は今後も減り続けることが
予想され、高齢者の就業意欲も当面は高い状
態が続くと期待するならば、今後も日本の労
働市場における高齢労働者の存在感はより一
層大きくなっていくだろう。その一方で、大
企業を中心にいまだに60歳定年制を前提とし
た人事制度や賃金体系が残っており、高齢労
働者の活用の妨げとなっているのもまた事実
である。以下本稿では、一定年齢までの継続
雇用を促す従来の政策の限界について論じた
のち、年金を中心とする社会保険制度の改善
案を提言する。

２.  従来型の一定年齢までの継続雇用を促す
政策の限界

　これまでの日本の高齢者雇用促進政策は、
定年退職年齢と年金受給開始年齢のギャップ
を埋めようとする側面が強く、「○○歳まで
の雇用維持」を努力目標、努力義務、義務と
だんだん強化していく形をとってきた。かつ
ては55歳定年制の企業も多く、年金受給開始
年齢（厚生年金は60歳、国民年金は65歳）と
のギャップが存在していたが、1990年代には
60歳で定年制が定着し、厚生年金とのギャッ
プはいったん解消された。しかし、2001年か
ら厚生年金の受給開始年齢の65歳までの段階
的な引き上げが始まると、定年退職と年金受
給の間の空白期間が再び問題となった。そこ
で2006年4月の高年齢者雇用安定法の改正で
は、厚生年金を満額受給できる年齢までの「継
続雇用」を企業に義務付け、2013年４月には
対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃
止された。2022年現在、ほとんどの会社で、
希望者は65歳までは働ける体制となってい
る。
　しかし、対象となる従業員全員の雇用を一

定の年齢まで一律に継続させる政策は、その
政策がなければ企業が退職させていたはずの
従業員の雇用を強制するということでもあ
る。したがって、なんらかの歪みが伴うこと
は避けられない。
　真っ先に想起される副作用は、従来の定年
退職年齢を超えて高齢労働者を雇い続けなく
てはならなくなったせいで、新規採用が抑制
されて、若い世代の雇用機会が奪われること
だろう。最近の実証研究では、イタリアで年
金制度上の引退年齢が引き上げられた際に、
もともと縮小傾向にあった企業でのみ、引退
年齢引き上げ対象となった労働者のいる職場
で、その下の年齢層の労働者の賃金が伸び悩
んだり、昇進が遅れたり、新規採用が減った
ことがわかっている2。若年層よりは、引退年
齢のすぐ下の中高年により影響が強く、また
成長企業においては影響は弱いようだ。
　加えて、一般従業員に対する解雇規制との
相対的な強さによっては、企業側に継続雇用
の義務が発生する前の段階での早期退職を
促すインセンティブが働く可能性もある。規
制が弱まる、という逆の状況を分析したもの
ではあるが、フランスで50歳以上の労働者へ
の解雇規制が弱められた結果、逆にこの年齢
層の雇用機会が増えたという実証研究があ 
る3。
　日本では、2006年の高年齢者雇用安定法改
正による65歳（経過期間中は厚生年金の満額
受給開始年齢まで）の継続雇用制度の導入義
務化は、60代前半の就業率を有意に上昇させ
た4にもかかわらず、他の世代の雇用へ大き
な影響を与えていないようだ 5。データの制
約から、厳密な因果関係の識別は難しく、確
定的なことは言えないものの、若年正社員の
新規採用が大幅に減ったり、50代での早期退
職が急激に増えたりといった事態は起きてい
ないといっていいだろう6。
　日本で65歳までの継続雇用義務が若い世
代にあまり影響しなかったのは、再雇用後の
賃金を下げる方向での調整が働いたためであ
る可能性が高い。高年齢者雇用安定法の特
徴は、60歳定年制の禁止ではなく、あくまで
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も継続雇用措置の義務化を定めた点だ。結果
として、それまで60歳定年制を取っていた企
業の多くは、定年は60歳に据え置いたまま、
60歳で一度定年したのちに異なる条件で再雇
用する制度を導入した。再雇用制度は、原則
として同じ雇用契約を延長する定年延長に比
べ、企業側の自由度が高い。現に2000年代後
半には、60代前半の賃金は他の世代に比べて
相対的に下がっている7。若い社員を減らし
てまで高齢社員の雇用を守るのではなく、再
雇用者の賃金水準を調整することで対応した
企業が多かったことが示唆される。
　この結果、60歳を境に大幅に賃金が下がる
いびつな賃金体系が温存されてしまっている
のが現状である。図2に、2020年6月時点での
年齢階級別の給与水準を示す。一般労働者
とは、フルタイム労働者のことである。企業
規模・男女・学歴を合計した平均値でも、50
代後半をピークに60歳以降は下がっていく傾
向が見て取れるが、この程度の差であれば年
齢とともに体力・認知能力が衰え生産性が落
ちていくことを反映しているとみることもで
きなくはない。しかし、年功賃金制の大企業
に勤める正社員が多いであろう、1000人以上
規模・男性・大卒に限定すると、60歳を境に
不連続に給与が下がることが、よりはっきり
わかる。65歳までの継続雇用措置の義務化か
ら15年以上たち、公的年金の支給開始年齢の
65歳への移行が完了しつつある今なお、65歳

でなく60歳に境目があることは、既存の人事
制度・賃金体系を大幅に変えることの難しさ
を示している。
　昨年4月には「70歳までの就業機会の確保」
が新たに努力義務として導入されたが、確保
されるべき就業機会の選択肢には、従来の再
雇用や継続雇用に加えて、業務委託契約や社
会貢献事業への従事など、直接雇用でないも
のも加わっている。企業側の負担を軽減する
ための措置としてやむを得ない面もあろう
が、あまりに自由度が高いと実質的な効果は
限定されてしまう。
　かといって、確保されるべき「就業機会」
の条件を厳しくしていけば、今度こそ若年層
へのしわ寄せが出てくる懸念がある。また、
企業に負担を強いることでマクロで見た雇用
機会は逆に縮小してしまう恐れもある。高齢
になるほど労働者の能力のばらつきが大きく
なることを考えても、ある年齢まで一律に雇
用の継続を要請するやり方は限界を迎えてい
るといえよう。

３.  高齢者の労働供給をゆがめる制度を見直
す必要

　このように、一律に年齢で区切る政策は限
界を迎えつつある。同時に、長期的に見て高
齢労働者に対する需要はこれからも増えてい
くことが予想される。その一方で、在職老齢
年金制度をはじめ、高齢者の労働供給をゆが

図２　年齢階級別一般労働者の所定内給与（千円／月）
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めるような仕組みがまだまだ残っている。こ
うした制度を見直していくことも、高齢労働
力の活用のためには有用なはずだ。
　在職老齢年金制度とは、年金の受給資格を
持つ人に給与などの所得がある場合、その収
入に応じて年金の一部が支給停止となる制度
である。正確には、65歳以上70歳未満の厚生
年金保険の被保険者の、老齢厚生年金の基
本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を
超えると、超えた分の半分の額が支給停止に
なる8。大雑把に言うと、週に20時間以上働
いていて、年金と給与の合計が月47万円をこ
えると年金が減額されてしまう制度である。
　この制度自体は、自力で収入を得られる人
には年金を支給する必要はないという発想に
基づくものとして理解はできる。しかし、た
とえ年金の受給開始年齢を70歳まで繰り下げ
たとしても、65歳から70歳までの間の収入と
繰り下げなければもらえたであろう年金額と
の合計が47万円を超えると、超えた分の半額
が支給停止となるのは、制度の欠陥というほ
かない。年金の受給開始年齢を繰り下げる主
な動機は将来もらえる年金の月額を増やすた
めなのに、繰り下げた期間に得た収入が多い
と、その分将来の増額分が減ってしまうのだ。
　この制度の問題点は、まだ働ける高齢者の
労働供給を抑制し、年金の繰り下げ受給のイ
ンセンティブをそぐだけではない。厚生年金
の総報酬月額以外の収入は年金支給額に影
響しないので、週20時間未満のパートタイム
や、自営業や個人事業主といった就業形態を
選ぶインセンティブも与えてしまう。今年4
月の在職定時改定の導入によって、年金を受
給しながら働く場合に厚生年金に加入するメ
リットは増えたものの、改定後の年金と収入
の合計が47万円を超えればこのメリットも半
減してしまう。
　在職老齢年金制度の廃止議論が出るたび
に、廃止によって増える分の年金の財源をど
うするのか、という反論が出てくるが、せめ
て繰り下げ受給した場合の繰り下げ期間に適
用することをやめることはできないものだろ
うか。繰り下げ受給して働き続け、厚生年金

保険料を納め続ける人が増えれば、年金財政
的にもプラスになる可能性は十分あるはず
だ。
　また、60歳到達時点に比べて75%以下に賃
金が下がった場合に支給される高年齢雇用継
続給付も、60歳を境に大幅に賃金が下がるい
びつな賃金体系の温存に寄与してしまってい
る。図2が示すように、大企業の大卒男性の
給与は、60歳を境に、50代後半時点の約70%
の水準に下がる。定年前の75%以下という高
年齢雇用継続給付の条件が、再雇用者の給
与水準に影響している可能性は極めて高い。
こちらは段階的な縮小・廃止が決まっており、
これによって60歳前後での急激な賃金下落が
緩和されていくかどうかは、今後注視してい
きたい。
　また、高齢者雇用を論じる際にしばしば見
過ごされがちなのが高齢女性労働者だ。60代
後半の女性の労働力率は、2000年の25.4%か
ら、2021年には41.7%にまで上昇しており、
2021年の65歳以上の女性の労働力人口は377
万人、日本の総労働力人口の5%あまりを占
めている。彼女たちの多くは、30代～ 50代
の時期を専業主婦やパートタイム労働者とし
て過ごしてきて、現在もパートタイムや非正
規社員として働くケースが多い。したがって、
正社員として定年まで勤めてきたケースが大
半を占める男性労働者とは異なり、定年退職
後の再雇用などの制度にはあまり影響されな
い。
　それよりも、50代以下も含めて影響される、
社会保険の扶養制度や税制における配偶者
控除制度の影響が大きい。夫が就業を継続し
ていれば、扶養の範囲を超えないようにする
インセンティブは依然働く。60歳を超えると、
国民年金の加入義務はなくなり、健康保険等
の扶養の範囲となる所得の上限は130万から
180万に増えるが、夫が定年後の再雇用とな
り年収が下がれば、夫の所得の1/2以下とい
う制限も無視できなくなってくる。
　なによりも、社会保険や税の扶養制度は、
現役世代の女性の労働供給を抑制すること
で、人的資本形成機会の喪失を招き、将来の
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高齢女性の生産性をも棄損してしまう。人口
の高齢化はこの先まだ数十年にわたって続く
ことが予想される。既婚女性の労働供給を抑
制しない形に社会保険や税の制度を改革する
ことで、現在だけでなく将来の高齢女性の活
用にもつながるのだ。

４. 年齢にかかわらず活躍できる社会へ
　本稿では、まず、日本の労働市場において
65歳以上の労働者がすでにかなりの割合を占
めており、高齢労働力の活用によって64歳以
下人口の減少を補っている現状を確認したう
えで、年齢を区切って一律に雇用維持を要請
する従来の政策とその限界について論じた。
そのうえで、在職老齢年金制度をはじめとす
る、高齢者の労働供給をゆがめる制度を見直
すことを提案した。
　64歳以下の人口が今後も減少し続ける以
上、高齢労働者の活用は今後も一層重要性を
増していくだろう。本稿で指摘したような高
齢者の労働供給をゆがめる制度を見直し、あ
とは市場に任せていれば、自然と高齢者の就
業率は今後も向上し続けていくと考えられ
る。60歳前後で急に年収が下がるいびつな賃
金体系も、高年齢雇用継続給付の縮小に後
押しされて、時間はかかるだろうが徐々に解
消されていくのではないだろうか。
　年齢にかかわらず活躍できる社会を実現す
るには、一定の年齢までの継続雇用要請とい
う従来型の政策から脱却して、意欲と能力が
ある高齢者の活用を妨げる障害となるような
制度を取り除いていく方向に転換する必要が
あるし、すでにその方向に動きつつあるよう
にも思える。同時に、体力や認知機能の衰え
には個人差があり、就労が難しくなった高齢
者に対するセーフティーネットは維持してい
かなければならない。働ける間は働き続ける
方が得になるような金銭的インセンティブを
うまく保ちつつ、年金本来の目的である就労
が困難となった高齢者の生活保障の機能は失
わないような、きめ細かな制度設計が必要と
されている。

 1   労働力調査（総務省統計局）の年平均値より計算。以下文
中に出てくる労働力率や労働力人口（人数）はすべて労働
力調査の年平均値に基づく。

 2   Bianchi, N., G. Bovini, J. Li, M. Paradisi and M. L. Powell 
（2021） "Career Spillovers in Internal Labor Markets," 
NBER Working Papers 28605; T. Boeri, P. Garibaldi and 
E. R. Moen（2022）"In medio stat victus: Labor Demand 
Effects of an Increase in the Retirement Age," Journal of 
Population Economics , 35（2）, 519-556.　

 3   Behaghel, L. B. Crépon, B. Sédillot（2008）“The perverse 
effects of partial employment protection reform: The 
case of French older workers”, Journal of Public 
Economics  92: 696–721.

 4   Kondo, A. and H. Shigeoka（2017）“The Effectiveness of 
Demand-Side Government Intervention to Promote 
Elderly Employment: Evidence from Japan”, Industrial 
and Labor Relations Review , 70（4）: 1008-1036

 5   Kondo, A.（2016）“Effects of increased elderly employment 
on other workers’ employment and elderly’s earnings 
in Japan,” IZA Journal of Labor Policy , 5:2

 6   近藤絢子（2017）「高齢者雇用の現状と政策課題」川口大
司編『日本の労働市場』第５章、有斐閣

 7   Kondo, A.（2016）“Effects of increased elderly employment 
on other workers’ employment and elderly’s earnings in 
Japan,” IZA Journal of Labor Policy, 5:2
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 はじめに
　28.8％――。これは、日本の総人口に占め
る65歳人口の割合、すなわち高齢化率である。

「4人に1人以上が65歳以上」というこの数字
からも明らかなように、世界に類を見ないス
ピードで超少子高齢化が進む日本において
は、年齢や性別等にかかわらず、誰もが安心
して働くことができる環境整備が焦眉の課題
となっている。
　そうした中、2020年に高齢者雇用に関する
重要な法改正があった。すなわち、70歳まで
の雇用・就労機会の確保に向けた高年齢者雇
用安定法（以下、高齢法）の改正である。今
次改正により、努力義務ではあるものの、企
業は定年の廃止や70歳までの定年引上げ、継
続雇用制度の導入、もしくは従業員の起業や
社会貢献活動を通じた「雇用によらない働き
方」による70歳までの就業支援を求められる
こととなった。
　今次改正に対する連合の基本的な受け止
めは、意欲ある高齢者が年齢に関わりなく働
き続けることのできる環境整備は非常に重要
であり、その一歩を踏み出した点は評価する、
というものである。一方で、「雇用によらな
い働き方」における就業者保護をはじめとし
て、取り組みに際しての課題や懸念も残され
ている。
　そこで本稿では、今次改正も踏まえた高齢
者雇用に関する課題意識と対応を指摘しつ

つ、70歳までの就労を含む高齢者雇用に関わ
る労働組合の取り組みの現状を紹介すること
としたい。

１.  65歳までの雇用　～ 70歳までの雇用・
就労の土台～

　2020年の高齢法改正の目的は、70歳までの
雇用・就業機会の確保であったが、まず希望
者全員が65歳まで働くことのできる環境が整
っていることがその土台となることは言うま
でもない。そのため、はじめに65歳までの雇
用に関わる課題と対応について整理すること
としたい。

（1）65歳までの確実な雇用確保

　高齢法では、65歳までの雇用については、
事業主に対し「高年齢者雇用確保措置」の
導入、すなわち、①定年の引上げ、②継続雇
用制度の導入、③定年制の廃止のいずれかの
措置をとることを義務づけている。この点、
厚生労働省「令和2年『高年齢者の雇用状況』
集計結果」によれば、「高年齢者雇用確保措置」
は99.9%の企業において実施済となっており、
一見すれば希望する者全員が65歳まで働くこ
とのできる社会はおおむね実現できているよ
うにも見える。しかし、見方を変えれば、「高
年齢者雇用確保措置」が義務化されて10年
が経過してもなお100%には達していないの
である。加えて、常時雇用労働者が30人以下

労働組合の立場からみた
高齢者雇用の課題と対応
仁平　章

（連合総合政策推進局・総合局長）

―  13  ―



DIO 2022, 5

の企業はそもそも「高年齢者の雇用状況」の
調査対象外となっているため、小規模・零細
事業者の中には、「高年齢者雇用確保措置」
未実施事業所も相当数あることが推察され
る。
　さらに、「高年齢者雇用確保措置」の中身
を見ても、その大宗（76.4%）を「継続雇用
制度」の導入が占める。この点、「継続雇用
制度」は、定年時に希望しても継続雇用され
ない場合や、有期雇用であるが故に雇用が不
安定になりがちにあるという側面が否定でき
ない。また、老齢厚生年金の報酬比例部分の
支給開始年齢の段階的な引上げを勘案し、そ
の経過措置として「継続雇用制度」の対象を
限定する基準を年金支給開始年齢以上の者
について定めることも認められている。「継
続雇用制度」の導入企業のうち約4分の1

（25.5%）が、経過措置に基づく対象者の限定
基準を設けており、希望者全員の65歳までの
確実な雇用確保の観点からは必ずしも十分で
はない。
　こうした課題認識に立ち、連合は、2020年
に策定した「60歳以降の高齢期における雇用
と処遇に関する取り組み方針」（以下、「連合
方針」）において、65歳までの雇用は、希望
者全員が安定雇用で働き続けることができ、
雇用と年金の接続を確実に行う観点から、「定
年引上げ」を基軸に取り組むことを確認した。
その上で、「継続雇用制度」の場合であっても、
実質的に定年引上げと同様の効果が得られる
よう、経過措置による選定基準の早期撤廃等、
65歳までの雇用が確実に継続する制度となる
よう取り組むとともに、将来的な65歳への定
年年齢の引上げに向けた検討を行うことも併
せて確認した。
　現時点においては、連合方針およびそれを
踏まえた構成組織方針を踏まえ、各組合で取
り組みが進められている状況にある。当該状
況は後記「３．労働組合における取り組みの
現状」において紹介することとしたい。

（2）安心して働くことができる処遇制度の確立

　それでは60歳以降の処遇制度についてはど

うだろうか。連合の「2021年労働条件調査」
では、60歳以降の賃金・労働条件について分
析をしているが、これによると例えば賃金に
ついては、60歳までの賃金に対する60歳以降
の賃金の比率は63.8％となっている（詳細は

「３．労働組合における取り組みの現状」を
参照）。
　当該水準の評価は難しいところであるが、
60歳以降も高いモチベーションをもって働く
ことができるためには、働きの価値にふさわ
しい処遇制度の確立が不可欠である。この観
点から、連合方針ではまず、65歳までの「定
年引上げ」を行うに際しては、60歳前後で賃
金制度を分断するのではなく65歳まで連続し
た賃金制度とすることを提起した。なお、こ
うした制度の確立に際しては、原資確保も含
め一定期間を要することが予見されることか
ら、激変緩和・移行期間等についても十分に
労使で協議することが肝要である。他方、65
歳までの「継続雇用制度」の場合は、「同一
労働同一賃金」の観点から、60歳以前と均等・
均衡のとれた制度とするとともに、近時の裁
判例（九州惣菜事件・福岡高判平29・9・7）
等を踏まえ、定年退職時点で、例えば大幅な
賃金切り下げなど、労働者が実質的に継続雇
用の申し込みを断念せざるを得ないような労
働条件の提示が行われていないか等を確認す
べきである。なお、雇用保険法の2020年改正
によって2025年度から「高年齢雇用継続給付」
の縮減が予定されていることを踏まえ 、同
給付に頼らない制度設計に向け、協議するこ
とが求められる。

２.  70歳までの雇用・就労について
　  ～ 2020年高齢法改正を受けて～
　それでは以下、2020年高齢法改正の受け止
めも踏まえた、70歳までの雇用継続・就労確
保に向けた課題と対応について触れることと
したい。

（1） 「雇用契約による就労」を基本とする取

り組みを

　今次改正では「雇用によらない働き方」で

―  14  ―



DIO 2022, 5

ある「創業支援等措置」が議論となったが、
連合方針においては、65歳以降の雇用・就労
は、原則として、希望者全員が「雇用契約に
よる就労」を基本に据えた取り組みを進める
ことを確認している。
　具体的には、前項までで述べた65歳までの
雇用確保・処遇の取り組みに準拠した取り組
みを進める必要がある。一方で、65歳までの
雇用の場合と比較すると、公的年金の支給開
始による個人のライフスタイルや就労への考
え方、健康状況等が多様化する。そのため、
従来よりも柔軟な労働条件をはじめとする職
場環境の整備や安全・健康への対策を労使
でどう構築していくのか十分に協議をしてお
きたい。
　また、今次改正により65歳以降は、自社及
び特殊関係事業主（議決権50％超などの子
会社・議決権20％以上などの関連会社）に加
え、他の事業主での雇用機会の確保も認めら
れることとなった。今後、65歳以降は他の企
業での就職機会の提供を考える企業も一定数
出てくることが想定される。そのため、労働
者を他の企業で継続雇用する際には、使用者
は労働者の承諾がなければ使用者の権利を
第三者に譲渡することはできない旨を定めて
いる民法第625条を準用して、その対象とな
る労働者本人の意思を十分に確認するととも
に、労働者の経験・能力も配慮した職務とな
っているか、労働組合としても注視しておく
必要がある。

（2） 就労者保護に欠ける「雇用によらない働

き方」への対応

　次いで、今次改正で耳目を集めた、「雇用
によらない働き方」である「創業支援等措置」
についてである。これは70歳までの業務委託
契約や社会貢献活動により就労機会を設ける
措置であるが、これらは言うまでもなく労働
基準法や最低賃金法、労働安全衛生法など
の労働法規による保護がおよばない働き方で
ある。まずもって指摘したいのは、こうした
保護に欠ける働き方が、「創業支援等措置」
として法令に規定され、政府主導で推進され

たことには違和感がある。また、「創業支援
等措置」による就労機会の確保は、社会保険
料の事業主の負担がないことや出来高払いの
契約となることを踏まえれば、「定年引上げ」
などの雇用による措置に比べて負担が少な
く、安易なコスト削減策として雇用から委託
契約等に流れることも懸念される。同じ業務
内容であっても雇用契約か業務委託かによっ
て、労働者保護の観点で著しい差が生じる。
　こうした課題意識を踏まえ、連合方針では、
70歳までの雇用・就労確保は、「雇用契約に
よる就労」を原則とした。その上で、「創業
支援等措置」を選択肢として事業主から提示
された場合における対応について、以下にい
くつか記す。
　まずは、「創業支援等措置」をとる理由の
明確化である。具体的には、使用従属性がな
く指揮命令関係がない点などの雇用労働との
相違点を労使で確認した上で、雇用契約では
なく当該措置を選択した理由について会社か
ら十分な説明を求めるとともに、その理由に
ついて労使で書面を取り交わすことが必要で
ある。
　そして、どのような業務を「創業支援等措
置」として切り出すのか労使で協議を行うこ
とも重要である。この際、契約上は委託契約
としながらも、実態は雇用労働者と同等の働
き方である場合には、いわゆる偽装請負にも
なりかねないことから、雇用による措置を取
れないか検討することが適当である。なお、
社会貢献活動の対象事業についても、どのよ
うな事業や活動が社会貢献活動に当てはまる
のか、予め労使で協議を行った上で対象事業
を定めておくべきである。
　加えて、未然にトラブルを防止する観点か
ら、契約条件の明示、契約の締結・変更・終
了、発注の頻度、報酬の算定方法、支払確保、
業務遂行上の費用負担、業務に関連した被災
時の取り扱い等について書面により合意した
上で、対象労働者にも書面等で通知するとい
った対応も求められよう。
　そしてその導入に際しての労使合意の必要
性についても留意が必要だ。「創業支援等措
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置」のみを選択する場合は、法令上、労使合
意が義務付けられているものの、「創業支援
等措置」と雇用による措置を組み合わせる場
合にはその義務が生じない。これは、現行の
65歳までの「高年齢者雇用確保措置」でも、
指針において労使協議を行うこと自体は求め
ているものの、法的に労使合意の義務が課さ
れていないことを踏まえたものである。しか
しこの制度を逆手にとり、労使合意を避ける
がために形式上雇用による措置も選択肢に含
めつつ、実際には雇用によらない措置しか活
用されないという場合でも、努力義務を果た
したことになる。このため、「創業支援等措置」
のみを講じる場合のみならず、雇用による措
置に加えて創業支援等措置を講じる場合であ
っても労使同意が行われるよう、取り組みを
進めていきたい。

3. 労働組合における取り組みの現状
　以上のような課題認識等を踏まえた上で、
労働組合では60歳以降の雇用についてどのよ
うな取り組みがなされているのか、連合「2021
年度労働条件調査」（2021年6月調査）のデー
タを紹介したい。なお、この調査は、構成組
織において「到達目標となっているリーダー
的な組合」である「主要組合」（428組合）を
含む988の登録組合を対象に実施したもので、
回答を得た784組合（うち主要組合は352組合）
を集計したものである。

（1）65歳までの雇用確保

　まず、65歳までの雇用確保の観点から、そ
もそも定年制はあるかという点である。「定
年制あり」の割合は主要組合で99.7％・登録
組合で99.9%であり、「定年制がない」とする
割合はそれぞれ0.3%・0.1%に留まる。
　その上で、注目すべき点は定年年齢である。
定年年齢を「60歳」としている割合は主要組
合で75.4%・登録組合で79.9%と最多ではある
が、65歳定年としている企業の割合もそれぞ
れ21.6%・16.0%となっている。65歳定年企業
はこれまでも増加傾向にあったものの、今回
調査では、主要組合で前年度比8％ポイント、

登録組合で同6%ポイントと顕著に増加して
いる。これは、先述の通り連合方針において、
65歳までの雇用は「定年引上げ」を基軸に取
り組むと打ち出しており、当該方針等を踏ま
え労使で真摯に交渉を積み重ねた結果である
と受け止めたい。
　また、継続雇用制度について見ると、同制
度の上限年齢は、「65歳」としている割合が
主要組合・登録組合ともに89.1%と最多とな
っている。その上で、「経過措置」による継
続雇用の対象者の限定基準は、約4割（主要
組合41.0%、登録組合43.1%）で依然として用
いられている。継続雇用の対象者の限定基準
は、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開
始年齢の65歳での引き上げが完了する2025年
度までの時限措置ではあるが、希望者全員が
65歳まで確実に働き続けられる環境整備の観
点から、早期の撤廃を求めていく取り組みを
強化していく必要がある。

（2）賃金・労働条件

　続いて、労働条件についてである。
　まず、賃金については１．（２）で述べた
とおり、60歳までの賃金に対する60歳以降の
賃金の比率は63.8％となっている。ただし、
定年年齢による違いがあり、「60歳定年」の
組合では59.0%、60歳超定年の組合が60歳超
の場合は78.3％となっており、「定年引上げ」
した場合の方が下げ幅は小さいことが分かる

（いずれも主要組合）。
　一時金についてはどうか。これも定年年齢
別にみると、「60歳定年」の組合では、60歳
以降も「一時金あり」の割合は83.1%であり、
その額は60歳までの46.2%となっている。他
方、「60歳超定年」の組合では、「一時金あり」
が83.6%、その額は60歳までの77.5％の水準
である。一時金の有無に関しては定年年齢に
よる差はみられないものの、支給額について
は「60歳超定年」が「60歳定年」を31%ポイ
ント上回っている点は注目に値するだろう。

（3）70歳までの雇用・就労確保措置への対応

　最後に、70歳までの雇用・就労確保措置へ
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の対応である。
　結論としては、5つの「高年齢者就業確保
措置」のうち、導入割合が最も高いのは「70
歳までの継続雇用制度」であり、主要組合で
23.1％、登録組合で18.6%となっている。次い
で「70歳まで継続的に業務委託契約を締結す
る制度」が同1.6%・1.1%であり、その他の3
つの選択肢は皆無であった。そして、現状で
は「いずれも導入していない」の回答が主要
組合75.3%・登録組合79.7%と最多である。こ
れは調査時期が法施行から間もないことが背
景にあると思われ、今後当該状況がどのよう
に変化していくか注目していく必要がある。

おわりに
　2020年の高齢法改正は年金政策に先駆け

て雇用政策を法制化したことや、まずは努力
義務から開始されること、さらには多くの企
業がコロナ感染症の影響に直面しながら雇用
の維持に懸命に取り組んでいる中での施行開
始となる。そのため、法律の普及浸透にはし
ばらく時間がかかることも予想される。一方
で、人手不足の解消や技術の伝承を目的に高
齢者に継続的に働いて欲しい企業と、65歳以
降も就労意欲が高い高齢者のマッチングが実
現すれば、今次法改正が日本の産業全体の
底上げにも一役買うことが期待される。
　連合としても、これまでに述べてきた懸念
事項を一つ一つ丁寧に払拭しながら、真に働
く意欲ある高齢者が生き生きと活躍できる社
会の実現をめざして、今後も取り組みを進め
ていきたい。
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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

新田　秀司
（一般社団法人日本経済団体連合会　労働政策本部長）

経営側からみた高齢社員の
活躍推進
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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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　最近、新聞で「人的資本への投資」とか、「人的資本の
情報開示」という言葉を目にすることが多くなりました。
　昨年10月の岸田総理就任時の所信表明演説で打ち出さ
れた「新しい資本主義」の一環で、「成長と分配の好循環」
を作るとの大方針の下で「働く人への分配機能の強化」が
示されました。「新しい資本主義」についてはよくわかり
ませんが、働く人への投資を政府の政策に掲げることには
賛意を表したいと思います。
　今年1月の通常国会冒頭の施政方針演説においても、「資
本主義は多くの資本で成り立っていますが、モノからコトへ
と進む時代、付加価値の源泉は、創意工夫や新しいアイデ
アを生み出す『人的資本』、『人』です。～　人的投資が企業
の持続的な価値創造の基盤であるという点について、株主
と共通の理解を作っていくため、今年中に非財務情報の開
示ルールを策定します」と踏み込んだ内容となっています。
　ところで、この「人的資本」という言葉、これまでは企
業経営において従業員を語る際には「人的資源」（Human 
Resource）という言葉が使われることが一般的だったよ
うに思いますが、最近は「人的資本」という言葉の方が多
くなったように思います。
　経産省が2020年9月に取りまとめた『持続的な企業価
値の向上と人的資本に関する研究会報告書』（伊藤邦雄座
長　『～人材版伊藤レポート～』）ではこの変化について、

「人的資源（Human Resource）」は「『既に持っている
ものを使う、今あるものを消費する』ということを含意す
る。このため、『人的資源』という捉え方を出発点とすれば、
マネジメントの方向性も、『いかにその使用・消費を管理
するか』という考え方となり、人材に投じる資金も『費用

（コスト）』として捉えられることとなる」とし、一方、人
材を「人的資本（Human Capital）」として捉えることで、

「マネジメントの方向性も『管理』から人材の成長を通じ
た『価値創造』へと変わり、人材に投じる資金は価値創造
に向けた『投資』となる」と解説しています。
　近年の世界的なESG投資の普及・拡大を受けて、ESG
のうちのＳ（社会）指標の一部で、労働安全や従業員の健
康、賃金の公正性、ダイバーシティなど、人的資本に関す
る企業情報の開示をめぐって、日本国内や国際機関で様々
な論議が進められています。
　経産省は前述の「人材版伊藤レポート」の後継の検討会
を設置し、今年3月に「人的資本経営の実現に向けた検討
会報告書」（「人材版伊藤レポート2.0」）を発表したほか、
金融庁でも金融審議会の分科会を中心に有価証券報告書へ
の人的資本に関する情報開示をめぐって検討が進められて
います。冒頭の総理方針を受けて内閣官房でも「非財務情
報可視化研究会」が今年2月に設置され検討が始まってい
ます。まさに政府を挙げて人的資本に関する情報開示の検

討が行われています。
　その背景にあるのは企業の非財務情報の開示をめぐる国
際的な動向です。
　2020年8月に米国証券取引委員会（SEC）が上場企業
に対して、従業員数や人材育成などの人的資本に関する情
報開示を義務付けましたし、欧州委員会（EC）も2021
年4月に「企業持続可能性報告指令案」を公表しています。
　 ま た、ISO（ 国 際 標 準 化 機 構 ） は2019年1月 に

「ISO30414」を策定し、開示すべき人的資本指標のガ
イドラインを公表しています。国際会計基準財団（IFRS
財団）も2021年11月に、気候変動情報とともに人的資
本に関してもサステナビリティ開示基準の考え方を公表し
ました。
　こうした動きの中で、現在、国内の企業や機関投資家の
間では、「GRI」（Global Reporting Initiative　国連も
関与するNPO団体）による開示指標や、DJSI（Dow 
Jones Sustainability Index　投資家向け指数）などの
開示指標が広く参考にされているようです。
　しかし、これらの国際的な開示指標は、欧米の労働慣行
や労働市場に基づいて策定されていますので、日本の雇用
労働の実情には必ずしもマッチしているわけではないと考
えられます。
　連合総研では（株）QUICK「QUICK ESG 研究所」と
の共同研究として、「『良い会社』であることの情報開示と
労働者の立場からの責任投資原則促進に関する調査研究委
員会」（主査：水口剛　高崎経済大学学長。労働経済の専
門家や機関投資家を含めた委員会構成）を2020年9月か
ら開催し、日本の労働市場や労働慣行に対応した人的資本
情報の開示指標について検討を重ねてきました。来る5月
27日にこれまでの研究成果を踏まえた中間シンポジウム
を開催します。金融庁長官　中島淳一氏による基調講演や
企業実務家、機関投資家によるパネル討論などを予定して
います1。
　この研究会での開示指標がわが国の多くの実務者に参考
にされ、働きやすく、働きがいのある「良い会社」である
ことの企業情報の開示が進むことを願っています。
　文末になりましたが、4月1日付で伊藤彰久主任研究員

（連合）が着任しました。皆様のご支援のほどお願いします。

1  ESG-S指標に関する調査研究委員会中間シンポジウム
　「今、改めてESGの「S」指標を考える」
　2022年5月27日(金)15:00 ～ 17:30　
　※オンライン（Zoom）開催
　　連合総研ＨＰからお申し込み下さい。
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「良い会社」であるための企業情報の開示を求めて

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　事務局長（専務理事）　新谷　信幸
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　その背景には、デジタル社会や炭素

中立社会で活躍できる高度専門人材を

育成・確保し、急速に進む超少子高齢

化による労働力不足の課題を乗り越

え、日本の経済成長につなげていくと

いう戦略がある。この戦略について、

私も同感であるが、その足もとを見れ

ばキャリアに関する様々な問題が起き

ている。

　以下、本書から抜粋し列挙する。

　「就職の問題で悩んだ」「せっかく入

った会社をすぐに辞めてしまった」「会

社を辞めた理由がハラスメントだっ

た」「そのとき誰も助けてくれなかっ

た」「彼女がひどい働かせ方をさせら

れている」「母親がいつももっと働きた

かったと言っている」「知人が今でいう

ＬＧＢＴだった」「知人が夫と別れてシ

ングルマザーとして苦労している」。

　これらはいずれも著者がキャリア支

援に関わる人を通じて聞いたクライア

ントの実話である。

　本書では、これらのキャリアに関す

るクライアントの悩みに対し、国際社

会キャリア教育学会（ＩＡＥＶＧ）の

考え方を紹介している。端的にいえば、

「社会正義のキャリア支援」とは、個

人の問題としてその個人を対象に支援

するのみではなく、その個人を取り巻

く不平等や格差によって生じる分断

（「社会の『障壁』」に着目し、それに

一層立ち向かうことである。また、本

書はこの考え方を日本のキャリア問題

に関する現状に合わせて、丁寧な解説

がなされており、理解しやすい。

　その中でも、ＩＡＥＶＧが「社会正

義のキャリア支援」の対象としている、

社会の「障壁」によって「普通とは違

う進路に進む人」「非主流の集団に属

している人」「社会の縁辺に置かれて

いる人」「容易にガイダンスや支援を

受けられない人」となっている層と、

単に就労するだけでは簡単に解決でき

ない社会の構造的な問題の中で今なお

苦しんでいる層が重なって見え、とく

にコロナ禍で読んだこともあり、この

本へ印象がさらに強まった。

　また、本書ではキャリア支援に関わ

る人たちが具体的に、「社会正義のキ

ャリア支援」をどのように実践してい

くべきか、これも日本の実態に合わせ、

①深い意味でのカウンセリング、②エ

ンパワーメント、③アドボカシーの手

法や留意点について丁寧に解説がなさ

れている。私がこの記述を読み、真っ

先に思いついたことは労組役員におい

ても組合員への対応――組合員の気持

ちに寄り添いながら、構造的な課題を

把握し、会社や上部組織など関係組織

に働きかける――として、有効かつ必

要な手法であるということである。

　労働組合の活動が低調といわれて久

しい。雇用確保や労働条件の維持・向

上も労働組合の大切な取り組みではあ

るが、労働組合の復活のカギは、組合

員一人ひとりに向き合い、どう働き、

どう生きるかを見出し、実現するため

の支援ではないかと考えている。本書

にはそのヒントが多く詰まっており、

労組役員にぜひお勧めしたい１冊であ

る。

16年4月に国家資格として整備

されて以降、キャリアコンサル

タント（本書ではキャリアカウンセリ

ング、キャリア教育、キャリアコンサ

ルティングを「キャリア支援」として

おり厳密に区別していない）の活躍の

場はより一層の広がりを見せている。

本年１月の第208回国会における岸

田総理の施政方針演説には、海外の先

進事例を参考とした公的職業訓練の在

り方検討を含む人材投資に関する事項

が盛り込まれ、また厚生労働省の労働

政策審議会人材開発分科会でも、社会

変化に対応した人材開発施策の在り

方・検討の視点として、「労働者が目

標を持ち効果的な学びを進めるための

伴走支援」するために「企業内と労働

市場全体のそれぞれにおいて、キャリ

アコンサルティングにどのような役割

が期待されるか」がテーマになるなど、

人材投資・開発やキャリア関連のワー

ドは昨今のトレンドの一つとなってい

る。

松
岡
　
康
司
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

下村　英雄 著
図書文化
定価2,700円（税別）

『社会正義のキャリア支援―個人の支援から個を取り
巻く社会に広がる支援へ』

労組の活動再興へのヒントも

20

最近の書棚から
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今月のデータ

「高年齢者の雇用状況」調査の�
過去10年間の推移を辿る

（参考資料）　厚生労働省公表「高年齢者の雇用状況」
（平成23年～令和２年分）

図表１　65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下、「高年齢者雇用安

定法」）の平成24年改正（平成25年施行）によって、定年を65歳

未満に定めている事業主は、高年齢労働者の65歳までの安定した雇

用を確保するために、①定年制の廃止、②定年の引上げ、③継続雇

用制度の導入のいずれかの措置（以下、①～③をまとめて「高年齢者

雇用確保措置」）を講じなければならなくなった（高年齢者雇用安定

法９条１項）。更に、近時（令和２年成立・令和３年施行）の同法の

改正は、高年齢労働者の70歳までの就業機会の確保を事業主の努力

義務として規定するものである。こうした高年齢者雇用安定法の改

正を受け、企業はこの間にどう対応してきたのだろうか。

　厚生労働省では、従業員31人以上を有する企業（約14～16万社）

を対象に、毎年６月１日時点での高年齢者の雇用状況の報告を要請

しており、当該報告結果を取りまとめたものを「高年齢者の雇用状況」

として公表している。以下、この公表資料10年分をもとに、企業の

対応状況の推移をみていくこととしたい。

　図表１は、各企業における65歳までの高年齢者雇用確保措置の実

施状況の推移を示したものである。過去10年間においては、継続雇

用制度を導入する企業が約８割と多数を占めていることが分かる。も

っとも、定年の引上げ措置を講ずる企業も少なくなく、令和２年時

点では２割を超えている。更に、平成23年時点の状況（14.6％）と

比べてみても、少しずつではあるが、この間に定年の引上げ措置を

講ずる企業が増加傾向にあることが読み取れる。他方で、定年制の

廃止を選択する企業の割合については、この間の目立った推移が見

られず、毎年3.0％を下回る状況にある。
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図表２　定年を65歳としている企業の割合・総数

　上記で言及した定年の引上げ措置に関連して、定年年齢を65歳に

設定している企業の割合・総数の過去５年間での推移を示したもの

が図表２である。なお、平成27年以前の「高年齢者の雇用状況」調

査には同種の設問が含まれていないため、分析の対象とすることが

できない。図表１と図表２を比較すれば、定年の引上げ措置を講ず

る企業の中では、定年年齢を65歳に設定している企業が多数を占め

ることが読み取れる。反対に、定年年齢を66歳以上に設定している

企業は少数ということになるだろう。

　最後に、図表３をもとに、70歳以上においても働き続けることの

できる制度のある企業の割合・総数をみていく。既に平成23年の時

点で、２万4352社（全体の17.6％）の企業においてこのような制

度があり、少なからぬ企業が早い段階から取り組みを行っていたこ

とが読み取れる。更に、この間にこうした取り組みを進める企業が

増えつつあり、令和２年時点では、５万社（全体の３割）を超える企

業が70歳以上においても働き続けることのできる制度を導入してい

る。平成29年以降において、制度導入の勢いが若干ながら増してい

ることも特徴的である。今後はより一層、「70歳就業時代」の足音が

近づいてくることになるのではないだろうか。

図表３　70歳以上働ける制度のある企業の割合・総数
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I NFORMATION

D I O
２０２２　

　連休前の出来事として、故郷の小
学校がついに閉校するとの連絡を受
けました。少子高齢化・過疎化が進
むド田舎の学校なので、「いつかはそ
の日が来るだろう」と常々覚悟して
いたものの、明治７年に開校し、約
150年間の歴史を歩んできた母校閉
校の知らせに接した際には、寂しさ
や悔しさ、様々な感情が込み上げて
しまい、気持ちの整理に時間がかか
りました。高齢者が多い町でしたが、
いやむしろ、そんな町であったから

こそ、経験豊富な大ベテランの方々
が音頭を取って、地域を盛り上げよ
うと一生懸命努力されてきた。母校の
小学校は、そうした地域振興活動や町
民の交流拠点としての大切な役割も担
っていた気がします。故郷の将来を担
う若者が大ベテランの方々の情熱や経
験に触れることのできる新たな場が母
校無き後の故郷の中に生まれてくれ
れば、と願うばかりです。

（「道標」のような故郷を思いつつ）
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【3月の主な行事】

 3 月 1 日 第 2 回日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する
調査研究委員会

（主査 : 清水　敏　早稲田大学名誉教授）
 2 日 所内・研究部門会議
 7 日 第 9 回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティーネットに関する

調査研究委員会
（主査 : 玄田　有史　東京大学社会科学研究所所長）

 10 日 第 13 回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの
  責任投資原則促進に関する調査研究委員会

（主査 : 水口　剛　高崎経済大学学長）
 16 日 所内・研究部門会議
 25 日 第 11 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の

人材育成等に関する調査研究委員会
（主査 : 中村　圭介　法政大学大学院連帯社会インスティテュート教授）

 30 日 第 3 回日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する
調査研究委員会

（主査 : 清水　敏　早稲田大学名誉教授）
 30 日 所内勉強会

［職員の異動］
＜着任＞　
伊藤彰久（いとう　あきひさ）主任研究員　
４月１日着任

〔ご挨拶〕日本労働組合総連合会（連合）事務局で社会保障
を中心に政策を担当してきました。関心領域は長寿化、少子
化、大規模災害、居住に関することです。長寿化による稼得
収入のない生活期間の延伸への対応は、雇用労働者にとって
大きな心配事になると思います。少子化の社会・経済・財政
的なインパクトも重大です。災害は人命に関わりますし、住
まいなど生活の基盤を根こそぎ失わせることもあります。研
究所の名前のとおり「生活を開発」する調査研究に取り組ん
でいきたいと思っています。よろしくお願いいたします。


