高年齢者雇用の現状
山

口

良

三

百十四経済研究所では、香川県内の企業に

業の制度として導入する義務であって、

おける高齢者の雇用に関する実態を探るため、

個々の労働者を雇用する義務ではない点

県内企業に対してアンケート調査を実施した。

に留意が必要である。

高年齢者雇用安定法に定める雇用確保措置等

継続雇用制度とは、雇用している高年齢

の実施により、その浸透がはかられており、

者を、本人が希望すれば定年後も引き続

本調査においても企業における高年齢者雇用

いて雇用する制度をいい、 1 ）希望者全

が概ね定着していることが把握された。

員を対象とする65歳以上の継続雇用、お
よび 2 ）対象者を限定する基準がある継
続雇用の 2 つの制度がある。また、 1 ）

1 ．高年齢者雇用とは
高年齢者雇用安定法に基づいて実施されて

希望者全員を対象とする65歳以上の継続

いる高年齢者雇用について、本稿で使用する

雇用制度には、ア）定年後、65歳（の誕

用語や考え方等を以下のとおり整理する。

生日）までの継続雇用とイ）65歳（の誕
生日）以降も働ける継続雇用の 2 種類が

「高年齢者」とは、高年齢者雇用安定法

ある。

では「55歳以上の者」と定義。主に65歳
未満までが対象となる用語で、定年から
年金の受給開始までの雇用確保を議論す

2 ．調査の概要

る場合に使われ、まだ現役の労働力とし

⑴

調査目的

ての活用を目的とした視点がある。

県内企業における60歳以上の高齢者を雇用

高年齢者雇用安定法は、高年齢者が年齢

している実態の把握

にかかわりなく働き続けることができる

⑵

調査期間
2017年 9 月 9 日〜10月 5 日

生涯現役社会の実現を目的としており、
企業が定年を定める場合、高年齢者雇用

⑶

調査方法

安定法では60歳を下回ることができない。

県内の調査対象企業に調査票を郵送し、郵

高年齢者雇用安定法は、65歳未満の定年

便またはファックスにて回収。

を定めている企業に対して、 1 ）定年を

⑷

調査対象

引き上げる、 2 ）定年を廃止する、 3 ）

県内に本社または主工場を持つ主要企業

継続雇用制度を導入するという 3 つの対

253社

応（これを「高年齢者雇用確保措置」と

⑸

調査項目

いう）のうち、いずれかの対応を義務付

従業員数

けている。ただし、いずれかの対応を企

従業員の年代別構成比
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1 ）製造業の内訳構成割合

60歳以上従業員の雇用理由（複数回答
可）

図1

製造業・業種構成

定年年齢
雇用継続制度の内容（複数回答可）
自由意見
⑹

回収状況
有効回答数164社

回答率64．8％

3 ．調査結果の概要
⑴

回答企業の特性と調査項目
2 ）非製造業の内訳構成割合

総数164社について、その特性は以下のと
おり。

図2

①地域別【上段：（

）％

非製造業・業種構成

下段：社数】

総数
高松地域 西讃地域 中讃地域 東讃地域
（100．0） （50．
6） （9．
1） （26．2） （14．0）
164
83
15
43
23

②業種別の構成割合【上段：
（

）％

下段：

社数】
総数
製造業 非製造業
（100．0） （50．
0） （50．
0）
164
82
82

⑵

従業員数
対象企業に対して、現在、雇用している従業員数を尋ね、その回答は以下のとおり。
会社数
164

平均従業員数 最少従業員数 最多従業員数
248

2

調査企業の従業員数の平均は、248人であ
り、最少人数は 2 人、最多人数は2，319人で

2,319

範囲

標準偏差

中央値

2,317

381

112

以下、⑥501人〜1，000人以下、⑦1，001人以
上である。

あった。範囲（最多と最少の差）が2，317と
大きく、かつ標準偏差も381と分布における
バラツキが大きいため、分析に適した階層と
して 2 種類検討する。 1 つは、厚生労働省の
報告区分で、従業員301人以上を大企業、300
人以下を中小企業とする階層。もう一方は、
より詳細な分析に適している 7 区分で、①30
人以下、②31人〜50人以下、③51人〜100人
以下、④101人〜300人以下、⑤301人〜500人

10
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2 階層では、次のような分布が確認される。
図3

平均従業員数

図6

次いで、 7 階層で分布をみると、図 4 のと

企業の各年代の平均構成比

おり。
図4

従業員階層別の平均従業員数

⑷

60歳以上の従業員の雇用理由について
企業が60歳以上の従業員を雇用している場

7 階層における会社数の分布は図 5 のとお

合の理由について、複数回答可で尋ねたとこ

りである。101人〜300人以下の階層が最も多

ろ、回答は図 7 の結果となった。164社のう

く57社あり、回答企業164社の35％を占める。

ち、半数以上の95社が「専門的能力等の活

一方、1，001人以上の階層に 9 社、30人以下

用」を選択し、最も多かった。また、「技能

の階層に25社が含まれており、広がりのある

等の継承」
、「即戦力」
、そして「労働力不足」

分布となっている。

も多く選択されている。なお、本項目も、製

従業員階層については、分析に適した階層
を以降では選択する。
図5

⑶

造業・非製造業における差異等を次節で分析
する。

従業員階層別の会社数

年代別構成比について
調査企業における各年代の平均的な構成比

は、図 6 のとおり、20歳代が18％、30歳代が
21％、40歳代が28％、50歳代が20％、60歳代

図7

⑸

高年齢者の雇用理由（複数回答）

定年年齢の分布について
回答企業の定年年齢の分布状況は以下のと

おり。
図8

定年年齢の分布

が13％で、40歳代が最も高かった。なお、高
年齢者の60歳代の構成比は最も低かった。こ
の構成比については、次節で業種等、特性に
より比較分析する。
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図10

最も多いのは、60歳を定年としている企業

業種別平均従業員数

で124社あり、次いで65歳が18社、70歳も 1
社ある。上記分布から、定年を65歳未満とし
ている企業では継続雇用制度を採用している
ことが推定される。
⑹

継続雇用制度の適用状況
上記⑸を踏まえると、無回答企業16社及び

業種別に平均従業員数を比較すると（図

70歳定年企業 1 社を除く147社には、65歳ま

11）
、製造業では機械器具製造業が517．
9人と

での、または65歳以降の継続雇用制度が導入

最も多く、次いで化学工業等が411．
2人と多い。

されていると考えられる。その企業に、継続

図11

製造業の業種別平均従業員数

雇用制度の内容を複数回答可で尋ねた結果は
図 9 のとおり。
図9

継続雇用制度の分布状況

非 製 造 業 で は（ 図12を 参 照 ）、 建 設 業 が
371．
6人と最も多く、次いで運輸業と飲食・
注：図 9 の凡例について、
「①65歳まで雇用」とは、定年後65歳
（の誕生日）までの継続雇用を指す。
「②65歳以降雇用」は、希望
者全員が65歳（の誕生日）以降も働ける継続雇用を指す。
「③基
準該当雇用」は、一定の条件を満たした希望者が65歳（の誕生日）
以降も働ける継続雇用を指す。

宿泊業の300人台が続く。
図12

非製造業の業種別平均従業員数

147社のうち、115社は65歳までの継続雇用
制度を採用している。65歳以降も希望者を継
続雇用している企業は28社ある。45社は、一
定の条件を満たした希望者を65歳以降も継続
して雇用している。
⑵
4 ．企業特性にもとづく分析
企業等の特性を反映して、各集団の特徴や
差異の明確化を試みる。
⑴

12

従業員の分布状況

年代別構成比
年代別構成比を業種別及び従業員規模別等

にもとづき分析を行う。
まず、図13から製造業・非製造業で構成比
を比較すると、30歳代では製造業が高く、50

図10業種別平均従業員数で製造業・非製造

歳代では非製造業が高い。高年齢者の60歳代

業を比較すると、製造業が253．
8人と非製造

をみると、製造業・非製造業での差異は見ら

業に比して従業員数の規模が大きい。

れない。

百十四経済研究所 調査月報 No．370
2018．1

図13

製造業・非製造業の年代別構成比

平均年齢
年代別構成比をもとに平均年齢を推計
（注）
し、企業の特性、従業員規模や業種によって
特徴の有無を調べる。
注：推計は、各年代の中央値、例えば20歳代なら25、60歳代なら
62．5に各企業の従業員構成比を乗じて合算する方法で行った。

図16から、従業員数が小規模になるに従い、
従業員の平均年齢が上昇する傾向がみられる。
図14で、従業員規模別の年代構成比をみる

図16

従業員規模別平均年齢

と、従業員規模が小さくなると若年階層の比
率が低下し、高年齢者の階層の比率が上昇す
る傾向にある。
図14

従業員規模別の年代構成比

図17で、業種別平均年齢を比較すると、繊
維等製造業が46．
4歳と最も高く、その他製造
業の40．
6歳が最も低く、業種間で年齢差が大
きいことがうかがわれる。
図15から、60歳代の高年齢者について、業

図17

業種別平均年齢

種別の構成比を分析すると、繊維等および木
材製品等の製造業において20％超の高い比率
となっている。また、運輸業および飲食・宿
泊業の非製造業でも平均を超える16％以上の
比率となっている。
図15

60歳代の業種別構成比

⑶

60歳以上の従業員の雇用理由
雇用理由について、業種別および従業員規

模別における差異がみられる。
図18において製造業個別業種のうち、食料
品や木材製品等では「即戦力」および「労働
力不足」が理由として多くなっているが、金
属製品や機械器具では「専門的能力等の活
用」および「技能等の継承」の理由が多くな
っている。

百十四経済研究所 調査月報 No．
370
2018．1

13

図18

製造業個別業種の雇用理由

⑷

定年年齢
定年年齢において、製造業・非製造業にお

ける状況を図21で把握する。いずれの業種で
も、ほとんどの企業が60歳に定年年齢を設定
していることが確認できる。
定年年齢65歳において、製造業の社数が多
いが、明確な差異は見られない。
図21

製造業・非製造業の定年年齢

また、非製造業においては、図19から建設
業、小売業およびサービス業で専門的能力等
の活用が多くなっており、高年齢者のスキル
やノウハウに価値を認めていることがうかが
われる。
図19

非製造業個別業種の雇用理由

図22で、企業の従業員規模から見ると、60
歳定年がいずれの階層でも最も多く、
「300人
以下」の階層で若干の企業が定年を65歳に引
き上げている。
図22

従業員規模別の定年年齢

図20から従業員規模別の雇用理由を見ると、
規模にかかわらず高年齢者の専門的能力等の
活用が多いものの、300人以下の規模になる
にしたがい、即戦力や労働力不足の回答が多
くなっている。人件費抑制など、安価な労働
力として活用しようとする企業もみられるが、
総じて高年齢者の能力を評価して活用する目
的の企業が多いようである。
図20

従業員規模別の雇用理由

⑸

継続雇用制度の採用状況
継続雇用制度には、前述 3 ⑹のとおり 3 種

類あり、業種および従業員規模における適用
状況を分析する。
まず図23から、製造業・業種別では、「①
65歳まで雇用」が基本となっており、「③基
準該当雇用」が次いで多い。「②65歳以降雇
用」は、食料品、繊維等、および機械器具等
に一部導入がみられる。
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図23

製造業・業種別の継続雇用制度の内訳

の意義を評価する一方、法令対応として継続
雇用を実施している現状も浮かび上がってい
る。
問題点として、変化する職場環境にあって、
高年齢者のモチベーションや能力等を高める
必要があるものの、低下する体力や意欲から
対応の難しさが認識されている。

図24の非製造業・業種別では、
「①65歳ま

高年齢者雇用の現状

で雇用」が中心を占めているが、「②65歳以

70歳までの雇用継続制度を導入済

降雇用」も多い。

意欲ある高年齢者は活用、若年層の教育に注力
意欲があって健康な高年齢者には雇用を継続

図24

非製造業・業種別の継続雇用制度の内訳

求人難のため、継続雇用をしている
経験とスキルのある高年齢者は必要不可欠
60歳以降はグループ内で再雇用
工場の単純作業で高齢者を雇用継続
高年齢者を継続雇用している
子会社では定年制度を廃止
新規雇用に替えて、高年齢者に依存
本人と相談のうえ、可能な限り雇用を継続
雇用上の問題点

図25の従業員規模別では「①65歳まで雇
用」がほとんどの階層で最も多い。ただし、
規模が「500人以下」から大きくなると、
「②

継続雇用制度があるため、意欲が低下した高年齢者でも雇用を
継続
会社と高年齢者が納得できる雇用関係の構築が必要
会社と高年齢者が双方納得する雇用条件
高年齢者の機械化できにくい重作業への対応が課題
高年齢者の効果的な活用が課題

65歳以降雇用」や「③基準該当雇用」は低下

高年齢者の職場環境の改善が必要、また能力研修も必要

している。一方、「300人以下」の規模では、

高年齢者の能力に応じた雇用が必要

①が多いものの、「即戦力」や「労働力不足」
を反映してか、②および③が増加している。
図25

従業員規模別の継続雇用制度の内訳

高年齢者は若年層の補完的位置付けでの雇用が筋
処遇改善、モチベーション維持が課題
設備自動化による職場環境の改善、また70歳までの継続雇用も
検討
定年の延長が必要
高齢者の雇用条件の改善が必要

（百十四経済研究所

理事調査部長）
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