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いつもお世話になっております。本メールは、1～2 週間に 1 回提供しています。 

 ＜コンテンツ＞    

 ◆◆ 今週のひとこと 

◆◆ ＴＯＰＩＣ 

◆◆ 気になる労務管理―雇用する側と働く側の高齢者雇用の考え方 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆◆ 今週のひとこと 

 

■  高齢者の就業促進に向けて 

 

「これまで社会保障改革といえば、年金、医療、介護が主要なテーマになってきたが、今回

の全世代型社会保障改革は、人生 100 年時代の到来を踏まえて、働き方を含めた改革を行

っていくものである。」―――これは、昨年 12 月 19 日、政府の全世代型社会保障検討会議

が取りまとめた中間報告の一節です。 

 

中間報告では、こうした考え方の下、高齢者、女性、若者その他あらゆる人々が仕事（就業）

を通じて活躍する環境を整え、「支えられる側」ではなく「支える側」になってもらおうと

しています。 

 

中間報告では、具体的な取組の方向性が示され、2020 年の通常国会にいくつかの必要な法

案を提出することとされました。こうした流れに沿って今取組みが進められつつあるのが

高齢者の就業環境整備です。2 月 4 日、閣議で 70 歳までの就業機会確保のための法案が了

承され、国会に提出されました（詳細は、本誌 TOPIC１を参照）。また。2 月 6 日には、高

齢者の就労意欲をそいでいると指摘されることの多い「在職老齢年金」について、60～65

歳の減額の基準額を 2022 年度以降「月 28 万円超」から「月 47 万円超」に引き上げること

を内容とする年金制度改正法案が厚生労働省から自民、公明両党のそれぞれの会合で提示

されました。 

 

ついこの前まで、定年は 55 歳という時代がありました。その時代には、「70 歳まで働く」

ということが、このように幅広く国民全体を巻き込んだ政策課題になるということを思い

描いた人は少なかったでしょう。しかし、今や、著しい人手不足の進展、年金・医療等社会
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保障の持続的な制度維持の必要性といった差し迫った状況の中で、社会全体で成し遂げな

ければならない最重要の課題と認識されるに至っています。 

 

法改正による「70 歳までの就業機会確保」は、確かに大きな力となります。しかし、この

社会全体の課題を推し進めていくためには、それだけではなく、職業紹介事業にも深くかか

わる「労働市場のマッチング機能の強化」が必要ですし、高齢求職者のニーズに寄り添った

「雇用以外の就業を含めた多様な働き方の推進」、充実した高齢期の就業を支えるための

「キャリア教育」「リカレント教育」も必要と考えられます。 

 

高齢者の就業促進に向かっては、われわれ職業紹介事業を始めとする人材サービス関連事

業の出番がたくさん出てくると考えられます。 

 

＜詳しくは＞ 

全世代型社会保障検討会議中間報告について 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai5/siryou.html 

 

 

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

◆◆ ＴＯＰＩＣ 

このコーナーでは、最近の労働関係の動きの中から、民営職業紹介事業に関係のある話題を

紹介しています。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■１  70 歳就業法案等を国会へ提出／政府 

 

政府は、2 月 4 日、雇用保険法等の一部を改正する法律案、労働基準法の一部を改正する法

律案を閣議決定し、同日国会に提出しました。雇用保険法等の一部を改正する法律案はいく

つかの法律を改正する一括法案となっており、その中には、企業に対し従業員の 70 歳まで

の就業確保に努めるよう求める高年齢者雇用安定法の改正などが盛り込まれています。両

法案の主な内容は、次のとおりです。 

 

〔雇用保険法等の一部を改正する法律案の主な内容〕 

 

１．高齢者の就業機会の確保について（高年齢者雇用安定法の改正） 

（1）65 歳から 70 歳までの高年齢者就業確保措置（①定年引上げ、②継続雇用制度の導入、

③定年廃止、④労使で同意した上での雇用以外の措置（継続的に業務委託契約する制度、社
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会貢献活動に継続的に従事できる制度）の導入のいずれか）を講ずることを企業の努力義務

にするなど、70 歳までの就業を支援する。【令和３年４月施行】 

 

２．高年齢雇用継続給付について（雇用保険法の改正） 

（1）高年齢雇用継続給付を令和７年度から縮小するとともに、65 歳から 70 歳までの高年

齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。【令和７年４月施

行・令和３年４月施行】 

 

３．マルチジョブホルダーについて（労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法の改正） 

（1）複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定

や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。【公布後６月を超えない範囲で政令で定める日】  

（2）複数の事業主に雇用される 65 歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。【令和

４年１月施行】 

（3）勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算

入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。【令和２年８月施行】 

 

４．中途採用に関する情報公開について（労働施策総合推進法の改正） 

（1）大企業に対し、中途採用比率の公表を義務付ける。【令和３年４月施行】 

 

５．財政運営について（雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法の改正） 

（1）育児休業給付について、失業等給付から独立させ、子を養育するために休業した労働

者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付ける。【令和２年４月施行】 

（2）上記（1）を踏まえ、雇用保険について、以下のア及びイの措置を講ずる。【令和２年

４月施行】 

ア：育児休業給付の保険料率（1,000 分の４）を設定するとともに、経理を明確化し、育児

休業給付資金を創設する。 

イ：失業等給付に係る保険料率を財政状況に応じて変更できる弾力条項について、より景気

の動向に応じて判定できるよう算定方法を見直す。  

（3）上記（2）の整備を行った上で、２年間（令和２～３年度）に限り、雇用保険の保険料

率及び国庫負担の引下げ措置を講ずる。（保険料率 1,000 分の２引下げ、国庫負担本来の

55%を 10％に引下げ）【令和２年４月施行】 

（4）雇用保険二事業に係る保険料率を財政状況に応じて 1,000 分の 0.5 引き下げる弾力条

項について、更に 1,000 分の 0.5 引き下げられるようにする。【令和３年４月施行】 

 

〔労働基準法の一部を改正する法律案の主な内容〕 
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１．賃金請求権の消滅時効期間の延長等 

（1）賃金請求権の消滅時効について、令和２年（2020 年）4 月施行の改正民法と同様に５

年に延長する。 

 

２．記録の保存期間等の延長  

（1）賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に５年に延

長する。 

（2）割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同

様に５年に延長する。 

 

３．施行期日、経過措置 

（1）施行期日：改正民法の施行の日（令和２年（2020 年）４月１日）とする。 

（2）経過措置：上記１．（1）賃金請求権の消滅時効、２．（1）賃金台帳等の記録の保存期

間、同（2）割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は３年とする。 

 

＜詳しくは＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html 

 

 

■２  大卒予定者の就職内定率調査開始以降２番目に高水準／厚労省 

 

厚生労働省と文部科学省は、1 月 17 日、2019 年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査

（2019 年 12 月１日現在）の結果を公表しました。大卒予定者の就職内定率は 87.1％（前

年同期比 0.8 ポイント低下）で、1997 年３月卒の調査開始以降、２番目に高い数値となっ

たとしています。 

＜詳しくは＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000184815_00007.html 

 

■３  民間主要企業の年末一時金過去最高／厚労省 

 

厚生労働省は、1 月 17 日、民間主要企業の年末一時金妥結状況を集計した令和元年民間主

要企業年末一時金妥結状況を公表しました。これによりますと、資本金 10 億円以上かつ従

業員 1,000 人以上の労働組合のある企業 336 社では、平均妥結額は 86 万 8,604 円（対前

年比は 5,618 円（0.65％）の増）と、過去最高額となったとのことです。 

＜詳しくは＞ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08894.html 
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☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ 

◆◆  気になる労務管理 

このコーナーでは、「行政の動き」「統計の動き」「労務管理」「研究・報告」等のテーマの中

から、適宜取り上げて紹介しています。本号では、「労務管理」のテーマから、高齢者の就

業についてのアンケート調査を紹介します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■  雇用する側の 65 歳超の高齢者雇用についての考え方 

 

経団連は、1 月 21 日、『2019 年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果』を公

表しました。この調査は、主要企業 1,544 社の労務担当役員等を対象とし、484 社から回答

を得たものです。報告書の中の高齢者雇用の部分について、そのポイントを紹介します。 

 

〔結果のポイント〕 

 

〇高齢社員を雇用する際に最も重視する目的については、65 歳までの場合は「労働力・人

材の確保」（37.3％）と「知識や経験等を活かした専門能力の発揮」（37.3％）が同率首位で

すが、65 歳超の場合は「知識や経験等を活かした専門能力の発揮」（65.9％）が 1 位、「後

進の指導・育成、技術・技能の伝承」（17.1％）が 2 位の順となっています。 

 

〇65 歳超の社員の雇用については、「雇用している」が 65.5％となっています。 

 

〇65 歳超の雇用に向けた取組みでは、「柔軟な勤務制度の整備」が 64.2％でトップ、以下

「身体面や能力面の変化に伴う業務内容の変更」39.1％、「モチベーションの維持・向上」

24.4％が続いています。 

 

＜詳しくは＞ 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/005.pdf 

 

 

■  働く側の高齢者雇用についての考え方 

 

日本労働組合総連合会（略称：連合）は、1 月 30 日、「高齢者雇用に関する調査」の結果を

公表しました。この調査は、インターネットを通じて行い、全国の 45～69 歳の有職者 1,000 

名の有効サンプルを集計したものです。結果のポイントは次の通りです。 
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〔結果のポイント〕 

 

≪現在の仕事と高齢者雇用について≫ 

○調査対象者の現在の仕事は、59 歳以下の人（600 名）では「事務・オフィスワーク」（32.0%）、

「製造・工場・倉庫」（12.3%）、「医療・介護・福祉」（10.7%）の順、60 歳以上の人（400 

名）では、「事務・オフィスワーク」（30.3%）、「医療・介護・福祉」（9.3%）、「サービス・

警備・清掃」（8.8%）の順でした。 

 

○60 歳以上の人（400 人）に、現在の働き方を聞いたところ、労働時間は平均 6.8 時間/日、

労働日数は平均 4.5 日/週、賃金は平均 18.9 万円/月でした。 

 

○60 歳以上の人（400 名）に、現在の仕事についての満足度を聞いたところ、「満足してい

る」と回答した人の割合は、【働き方】では 70.3％、【労働時間】では 73.8％、【労働日数】

では 73.3％、【仕事内容】では 71.5％と、いずれも満足している人が多数派となりましたが、

【賃金】では満足している人は 44.0％と半数以下となりました。 

 

○全回答者（1,000 名）に、今後何歳まで働きたいと思うか聞いたところ、平均は 67.4 歳と

なりました。60 歳以降も働きたいと思っている人（936 名）に、その理由を聞いたところ、

「生活の糧を得るため」（77.0%）が最も高く、次いで、「健康を維持するため」（46.2%）、

「生活の質を高めるため」（33.9%）、「働くことに生きがいを感じているため」（28.8%）、「仕

事を辞めてもやることがないから」（24.9%）となりました。 

 

○全回答者（1,000 名）に、高齢者がやりがい・働きがいを持って働き続けるには、どのよ

うな配慮が必要だと思うか聞いたところ、「労働時間・日数への配慮」（71.9%）が最も高く、

次いで、「十分な賃金の保障」（68.0%）、「仕事内容への配慮」（49.0%）、「職場の理解」（47.1%）、

「健康への配慮」（42.6%）となりました。 

 

≪65 歳以降の就労について≫ 

○全回答者（1,000 名）に、65 歳以降の適切な働き方について聞いたところ、労働時間は平

均 5.4 時間/日、労働日数は平均 3.9 日/週、賃金は平均 16.8 万円/月となりました。 

 

○65 歳以降も働きたいと考えている人（780 名）に、65 歳以降どのような働き方を希望す

るか（または希望していたか）聞いたところ、「現役時代と同じ会社（グループ含む）で正

規以外の雇用形態で働く」（42.4％）が最も高く、次いで「現役時代と同じ会社（グループ

含む）で正社員として働く」（33.1%）、「現役時代と異なる会社で正規以外の雇用形態で働
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く」（21.2%）、「現役時代と異なる会社で正社員として働く」（12.1％）、「会社をやめてフリ

ーランスとして働く」（12.1%）となりました。 

 

○全回答者（1,000 名）に、現在自身が勤めている職場では 70 歳まで就労できる制度があ

るか聞いたところ、「ある」は 40.9%、「ない」は 59.1%となりました。 

 

○全回答者（1,000 名）に、政府が 70 歳までの就労機会確保に向けた施策を推進していく

ことに賛成か聞いたところ、「賛成」は 71.4%、「反対」は 28.6%で、肯定的にとらえている

人が多数派となりました。 

 

○賛成の理由（自由回答形式）を見ると、「いずれ年金の支給開始が 70 歳からになると思う

から」や「労働力不足の解消と技術の伝承が必要だから」、「知識、経験、スキルがある人を

活用しないのは、会社としても国としても正しい判断だとは思わないから」、「『人生 100 年

時代』と言われているから」、「働くことで社会との接点を持てると思うから」、「働ける環境

があれば働きたいと思う人はいると思うから」といったコメントが多く寄せられました。 

これに対し、反対の理由を見ると、「年金受給の先送りにつながるから」や「若い世代の就

職の機会を奪うことにつながるから」、「企業の受け入れ態勢が整っているとは思えないか

ら」、「働かなくても安定した生活ができる制度を望んでいるから」といったコメントが寄せ

られました。 

 

＜詳しくは＞ 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20200130.pdf?3381 

 

 

・・・・・・ 民紹協からのお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

◆職業紹介責任者講習◆ 

 

職業紹介責任者の方はもとより、職業紹介責任者が行う従事者に対する教育として事業報

告書に記載が可能です。是非当協会の講習を教育の機会としてご活用ください。 

 

□東京:2/27（木）、3/3(火)、3/10(火)、3/18(水)、3/24(火)、3/30(月)、4/3(金)、4/7(火) 

□大阪:3/12（木）、3/26（水）、4/9(木)、4/22(水)  

□福岡:2/19(水)  

□愛知:3/5（木） 

□香川:4/15(水) 
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＜参照＞ 

http://www.minshokyo.or.jp/course/index.html 

 

 

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 

★このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。 

 

□登録のお申込み、バックナンバーの閲覧はこちらから 

http://www.minshokyo.or.jp/seminar/mminfo.html 

□配信中止の手続は、こちらから 

http://www.minshokyo.or.jp/seminar/mminfo.html 

□発行 民紹協 総務課 

  ©公益社団法人全国民営職業紹介事業協会 

  許可なく転載することを禁じます。 
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