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要約 

１章では、まず総人口の推移、年少・老年・生産年齢の 3つに分けた年齢階級別人口の推

移より、今後日本の人口が減少し少子高齢化の傾向にあることを伝えた。そして、少子高齢

化により生じると考えられる、高齢者に関する公的支出の増加・国全体の貯蓄率の低下など

の経済的・社会的問題を考察した。なかでも、労働力供給が今後減少する現状に問題意識を

持ち、高齢労働力を活用し、当問題を解決する方向性を定めた。 
 
２章では、高齢者の現在の環境を分析した。それにより、高い就業意欲、法改正による高

齢者雇用の環境の整備、公的年金の支給開始年齢の引き上げによる高齢就業に対するインセ

ンティブの向上など、現状では高齢者就業に関する環境の整備が着々と進められている事が

分かった。 
 
前章で高齢者就業の環境整えられていることを分析で導いたが、３章では現在の就業シス

テムで労働力を有効に活用できているのかを、労働需給の観点と失業者の構造の観点から分

析した。その結果、現在の就業システムでは労働供給に偏り・需要と供給のミスマッチがあ

る事が分かった。 
そこで我々は労働力を円滑に移動することで労働力の偏りを解消し労働供給不足を緩和

できるのではないかと考えた。そのために客観的かつ正確な労働者の能力と労働市場に関す

る情報機能、能力再開発機能向上にむけた政策が必要であると分析した。 
 
４章では、ミスマッチ供給の解消の政策を導くために岡山県と福井県による先進政策を分

析し、次に職業能力評価基準制度という労働者の能力を評価する先行研究を分析した。その

結果、ミスマッチ供給を解消し、労働力を適材適所に供給するために職業能力評価基準制度

による労働者の客観的な評価が必要であると考えた。 
 
高齢労働力の流動性を高めるためには、違う産業に移るための能力開発機関が必要である

と考える。そこで５章ではシルバー人材センターの行うシニアワークプログラムなどの既存

の高齢労働力の活用を促進している高齢者に特化した政府の外郭機関を把握し、高齢者のた

めの能力開発環境について考察した。 
 
その結果、高齢労働力の流動性を促進するためには「高齢者のための能力開発施設である

こと」、「その施設が地域に根差していること」、「訓練期間が長期であり訓練によって労働力

としての即戦力を発揮できること」という、少なくとも 3つの要素を兼ね備えた能力機関の

存在が必要と考えた。 
 
以上の考察により、労働供給不足解消のための高齢者労働力の有効活用の実現のために

は、「地域ごとの労働力需給を把握し、産業間で高齢労働者の橋渡しを担う機能」「共通評価

基準を用いて客観かつ正確に高齢労働者の能力を評価する機能」「他産業に移るにあたり必

要とされる能力の再開発を支援する機能」の 3つの機能をもつ機関が必要であると考えた。 
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 そこで、既存の高齢者雇用に関する機関で実現可能か分析した結果、既存の機関では何か

しらの問題や制約があることから実現は困難と判断した。 
 そのため、我々は「上述の 3つの機能を兼ね備えた高齢労働力の産業間流動性を促進させ

るための新たな機関の創設」を政策提言とする。 
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はじめに 

近年、日本では人口の減少・少子高齢化が急激に進んでおり、今後もその傾向はますます

激しくなると予想されている。このまま人口の減少・少子高齢化が進んでいくと、今後日本

は深刻な労働力不足に陥り、日本経済が多大な影響を受けることは明白である。今までのよ

うに若年層の新規雇用ばかりに頼っていては、近い未来に起こるであろうと予想される労働

力の供給量不足の問題を回避することはできない。ここで重要となってくるのは新たな労働

力を確保することである。 
そこで、本稿では高齢者の労働力に焦点を当てた。今後増え続けるであろう高齢者の労働

力を活用することで、この危機を回避できると考えた。 
日本の高齢者は他の先進各国の高齢者に比べて就業意欲が高い。その背景としては、年金

の支給開始年齢が遅くなったこと、医療技術や生活環境の発展により平均寿命が延びたこと

などが考えられる。 
しかし、このような現状にも関わらず、高齢者の失業率は依然として高い。我々はその原

因を労働力の産業間移動が困難であることと考えた。政府が打ち出した現在の高齢者雇用制

度は高齢者の就業を手助けするものとなっているが、この制度は、高齢者の現在の就業現場

での就業期間の延長を促進するものであり、他産業への移動を促進するものではない。産業

によって、多くの労働力を必要としている産業、現在の労働供給がすでに足りており、もは

や労働力を必要としていない産業などそれぞれ事情が違い、この制度ではそのような問題に

は対応できない。 
 そこで我々は、産業間での高齢者の労働力の移動を容易にすることで、労働力の供給が低

い産業に高齢者の労働力が流れ、高齢者の就業率があがり、日本全体の労働力の供給量も上

がるのではないかと考え、分析し、政策を提言する。 
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第1章 減少する日本の労働力 

現在、日本は極度の少子高齢化が進行している。この進行速度は世界でも類を見ない速さ

であり、このままでは日本経済は多大な影響を被ると考えられる。そこで我々は、まず、日

本の人口変化の経緯と将来予測、それに伴って起こる社会への影響について調査し、労働力

不足の深刻化が進行していることをこの章で論ずる。 

第1節 人口構造の変化 
 

 

日本の年齢構成は 1940 年代の中ごろまではあまり変化を見せいてはいなかった。しかし、

その後出生率が本格的に低下し始めたため、死亡率の低下と相まって、総人口に占める１５

歳未満の年少人口の割合は 1950 年の 35.4％から次第に低下し、1980 年には 23.5％、1990

年には 18.2％、2004年には 13.9％となっている。一方、総人口に占める 65 歳以上の老年

人口の割合は次第に増大し、1950 年の 4.9％が、1980 年には 9.1％、1990 年には 12.1％、

2004 年には 19.5％と、人口高齢化のスピードが加速してきていることがわかる。これを反

映して、日本の人口増加数も年々減少しており、2005 年には、戦後初めて前年よりも人口

が減少した。 

 

図１ 総人口の推移 
 

国立社会保障・人口問題研究所 2007 年度版一般人口統計より作成 

 

 

 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文  1st ‐2nd Dec.2007 

 8

       図 2 年少・老年・生産年齢人口推移 
 

国立社会保障・人口問題研究所 2007 年度版一般人口統計より作成 

 

 

           図 3 人口増加率 
 

総務省統計局「国勢調査報告」より作成 
 
 

第2節 人口構造の変化が与える影響 
 
日本の人口構造が少子高齢化の道を着実にたどってきていることが分かったが、この変化

は日本に経済的・社会的影響をもたらすことが考えられる。まず、この影響を及ぼす前提と

なる今後の人口構造の変化であるが、国立社会保障・人口問題研究所の報告をまとめたもの

によると(下の表１)、2005 年を 100 とした場合に生産年齢人口でみると 50 年後には 3割強
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の減少が見込まれている。一方で 65 歳以上の人口は今後大幅に増えることが予想されてい

る。 
この変化を前提として考えられる経済的・社会的影響に、まず高齢者に関する公的支出総

額の増加が考えられる。この主因は医療および介護に対する支出・老齢年金に対する支出の

増大である。この公的支出のもとに成り立っている社会保障制度は従来のピラミッド型人口

構造のもとでは合理性を持っていた。しかし、今後の人口構造の変化を考えると 20 代から

50 代にかかる社会保障制度を支えるための負担が増大することは明らかである。このよう

な国民負担の増大により、企業の競争力が失われ、また、労働者の勤労意欲が抑制される可

能性が指摘されている。 
次に、この人口変動が経済の需要・供給面の双方に与えると考えられる影響についてであ

る。まず需要面についてだが、貯蓄率の低下が与える影響が考えられる。人は高齢期に貯蓄

を取り崩して生活する傾向があるため、65 歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合の上

昇は国全体の貯蓄率の低下を招く可能性がある。貯蓄は資本形成の源となるため、国内貯蓄

が減少すると、投資が抑制される可能性がある。次に、供給面については労働力人口の減少

があげられる。労働力人口は、中長期的な経済成長を決定する要因であり、労働力人口の減

少は、生産性の伸びを緩慢にし、様々な職種において人手不足をもたらしかねないが、特に

そのことが深刻になるだろうと考えられるのが、高齢人口の急速な増大の結果として、労働

需要が拡大する看護・介護などの職種においてである２。 
 

表 1 人口構造の今後５０年の変化予想 
 
                  「第一生命経済研レポート 2006」より作成 

 
 
 
 

                                                   
２ 「高齢社会日本の雇用政策」P38から引用 
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第3節 労働供給 
 
前節では、人口構造の変化の将来予測から、労働力人口の不足が生じると述べた。この節

ではその事についてさらに詳細に分析していく。 
労働力人口とは 15 歳以上の人口のうち、労働の意思と能力を有する人の数を表し、就業

者と完全失業者の合計数を表す値であるが、今後、この労働力人口も総人口の減少に伴って

減少する。雇用政策研究会の報告によると、労働市場への参加が進まず、性・年齢別の労働

力率(生産年齢人口に占める労働力人口の割合)が 2004 年の実績と同じ水準で推移した場

合、全体の労働力率は 2004 年の 60.4％と比較して、2015 年においては 3.7％の低下、2030

年においては 6.8％に低下すると見込まれる。また、厚生労働省「職業安定局推計」による

と、労働力人口は 2004 年の 6642万人と比較して(下の図４)、2015 年においては約 42万人

減少、2025 年においては約 342 万人減少すると推測されている。このように、労働力人口

の減少に伴い、就業者数も減少していくと考えられる。 

 

  図 4 労働力人口の推移 
 

データ出典：平成 16年度版 中小企業白書 

 
 

 

 
 
 
 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文  1st ‐2nd Dec.2007 

 11

第4節 まとめ 
 
以上に挙げたように日本の少子高齢化の進行はもはや避けられない状況となっている。特

に、日本経済に与える影響は多大なものであり、そのような問題を軽減させるためにも、労

働力の供給量不足問題を解決することが急務となってくる。 
そこで我々は、高齢者労働力の活用に目をつけた。今後増え続ける高齢者の労働力の活用

により、今後の労働力の不足を軽減できると我々は考えた。若年人口が減少していく中、社

会保障制度と経済成長率を維持するために、働く意志と能力のある高齢者が本格的に働くこ

とで、高齢者が自らこの少子高齢化社会を支える担い手の一人となるのである。 
しかし、高齢者を労働力として市場に参入させるためには、現在の高齢者にかかるいくつ

かの条件が整っていなければならないと考えられる。そこで、次の章で現在の高齢者を取り

巻く状況について論じ、高齢労働力の活用の可能性を探る。 
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第2章 高齢者を取り巻く現状 

第 1章では、現在、日本において少子高齢化が深刻化しており、このことが日本経済に与

える「労働供給の不足によって生じる負の影響」を軽減させる必要性を説いた。そこで我々

は、高齢労働力の活用に焦点を当てたわけだが、高齢労働力を活用するためには、高齢者の

就業意欲が高く、また、今後もその就業意欲の高さを保持できるような環境が不可欠である。

ここで、日本の現状を見ると、世界的に見ても高齢者の就業意欲の高い国であることがわか

った。 

この章ではまず、第 1節に高齢者の就業意欲の高さを現実的な数値から把握し、第 2節で

は、高齢者の就業へのインセンティブを高める要素を実証している先行研究から、高齢者の

就業意欲を高めている要因を調べ、第 3節・節 4節では近年の高齢者雇用安定法と年金制度

が高齢者就業に与える影響を述べ、高齢労働力の活用が今の日本で現実的になっていること

をまとめていく。 

第1節 高齢者の就業意欲 
 
高齢者の就業を促進するにあたり、近年の高齢者の労働力供給の状況はどうであったかと

いうと、平成 16 年度 厚生労働省「高年齢者就業実態調査」によれば、下の図 1，2のよう

に就業者の割合は男性では、55～59 歳で 90.1％、60～64 歳で 68.8％、65～69 歳で 49.5％

となっており、また、女性の就業者の割合は、55～59 歳で 62.2％、60～64 歳で 42.3％、65

～69 歳で 28.5％となっていることから、60 歳を過ぎても働いている人は多く、日本の高齢

者の就業意欲が高いことを証明している。 

この高齢者の高い就業意欲は、失業者の中の就業希望者の割合で、男性の 60～64歳の失

業者 (31.2％)のうち 5割以上が、65～69歳の失業者(50.5％)のうち 4割以上の人が、それ

ぞれ就業を希望していて、女性の場合も、55～59 歳の失業者(37.8％)及び、60～64 歳の失

業者(57.7％)のうち 3 割以上、65～69 歳の失業者(71.5％)のうち 2 割以上が、それぞれ就

業を希望していることからも伺うことができる。 

また、前回調査である、平成 12 年度高齢者就業実態調査を見ると、60 歳以上の就業者割

合で男性の場合は、60～64 歳では 66.5％、65～69歳では 51.6％、女性の場合は 60～64歳

においては 41.5％、65～64 歳では 28.7％であった。失業者の中の就業希望者の割合も、男

性の場合、60～64 歳では 18.4％、65～69 歳では 18.1％、女性の場合は 60～64 歳において

は 20.2％、65～64 歳では 15.0％となっていることから、この高齢者の高い就業意欲という

ものが近年の日本の高齢者の特徴であることが分かった。 
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             図 1  
  
データ出典：平成 16年度 厚生労働省「高齢者就業実態調査」 
 

 

              図 2 
 

      データ出典：平成 16 年度 厚生労働省「高齢者就業実態調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

60～64歳

60～64歳
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次に、国際比較的観点から見た日本の高齢者の就業意欲であるが、表 1は 60 歳代の人の

労働力率をアジア・欧米の主要先進諸国間で国際比較したものである。これを見ると、日本

は高齢者の労働力人口比率で 60～64 歳の男性では、その値が最も高く、65 歳以上の男性で

も韓国に次いで第 2位となっている。このことから、日本の高齢者は国際的に見ても就業意

欲が高いのである。 

 
性・年齢階級 日本 アメリカ ドイツ フランス 韓国 

60～64 歳男性 71.2 57.6 34 17.3 66.5 

60～64 歳女性 39.2 44.1 16.4 15.1 46.4 

65 歳以上男性 31.1 17.9 4.4 3.3 42.7 

65 歳以上女性 13.2 9.8 1.8 2.5 23 

表１：高齢者の労働力率の国際比較（2002） 
 
データ出典：ILO「LABORSTA」フランスおよび韓国についてはOECD「LABOUR STATISTICS PORTAL」 
 
 
 
近年の日本の高齢者の就業意欲が高いことが分かったが、では、なぜこのような高い就業

意欲を持っているのだろうか。この背景は様々である。 

 

まず表２を見てほしい。男女ともに60歳を過ぎても健康であると感じている人が全体の8

割以上となっている。表３から分かる通り、医療の発展と生活環境の向上による平均寿命の

延びもあり、日本の高齢者は60歳を過ぎてもまだまだ元気で働くことのできる人たちは多い

のである。 

次に表４の性・年齢別就業理由別高年齢者割合であるが、これを見ると、60歳以上の高齢

者の大半は経済上の理由から就業を望んでいることが分かる。この経済上の理由の具体的な

内容については、「自分と家族の生活の維持のため」と「生活水準を上げるため」が挙げら

れているのだが、生活水準を維持するために働いている人たちの方が圧倒的に多い結果であ

った。また、年齢階級別にみると「経済上の理由」は年を経るごとにその割合は減少してい

くが、「健康上の理由（健康に良いからなど）」「生きがい・社会参加のため」に働く人た

ちの割合は増加していることから、近年の高齢者の就業理由というものが、単に生活費を稼

ぐだけのものではないと考えることができる。 

 

  

性・年齢階級 
労働者

計 
非常に健康 

まあ健

康 
やや不調 非常に健康 

どちらともいえ

ない 

男 100 9.3 69.8 14.1 1.7 3.6 

50～59 歳 100 4.7 72 14 1.3 5.3 

60 歳以上 100 15.2 70.7 8.9 1.2 2.1 

女 100 10.9 69.1 14 1.4 3.5 

50～59 歳 100 7 73.2 13.3 1.8 4 

60 歳以上 100 21.5 60.8 6.9 - 10 

表２：現在の健康状態別労働者割合(単位：％) 
 
データ出典：厚生労働省「労働者健康状態調査（2002）」 
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年  男性  女性  

1955 63.6 67.75 

1965 67.74 72.92 

1975 71.73 76.89 

1985 74.78 80.48 

1995 76.38 82.85 

2000 77.72 84.6 

2001 78.07 84.93 

2002 78.32 85.23 

2003 78.36 85.33 

2004 78.64 85.59 

2005 78.53 85.49 

表 3 平均寿命の推移 
 
データ出典：厚生労働省「平成１７年簡易生命表」 

 

 

性、年齢階級 

  

  

就業

者 

  

  

経済上の 

理由 

  

健康上の 

理由 

  

生きがい 

社会参加 

のため 

頼まれた、 

時間に余裕

が 

あるから 

その他 

  

  

不明 

  

  

男               

55～59 歳 100 91.7 0.6 2.4 1.1 3.3 0.9 

60～64 歳 100 71.8 6.3 9.3 6.1 5.5 1 

65～69 歳 100 60.3 9.6 11.8 12.1 5.3 0.9 

女               

55～59 歳 100 72.4 3.2 9.4 6.5 7.6 0.8 

60～64 歳 100 67.1 5.6 11.3 9.1 5.8 1 

65～69 歳 100 55.3 9.3 12.5 10.8 10.8 1.3 

表4： 性・年齢階級、就業理由別高年齢者割合(単位：％) 
 

データ出典：厚生労働省「高年齢者就業実態調査」（2004年） 
 

 

 

 

以上のことから、日本の深刻な少子高齢化の進行によって生じると考えられる様々な問題

を解決する手段として高齢者の労働力を活用するための条件である「高齢者の就業意欲が十

分高い」ということが、近年の日本に当てはまることが分かった。では、このような高齢者

の就業意欲を高めている要因は何であろうか。このことに関する先行研究を次の節で見てい

く。 
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第2節 先行研究 
 
我々はこの節で、清家 篤・山田 篤裕著書による「高齢者就業の経済学（2004）」の中で
行われた、個人の就業確率に関する基本計測式をプロビット分析により計測し、就業確率、

市場賃金に影響を与える要因を分析した結果を先行研究として取り上げさせていただく。 

 

この分析において、まず、個人の就業確率に関する基本計測式を 

 

P(Wm>Wr)=f(年齢、健康状態、教育程度、年金給付、年金以外の非勤労所得、定年退職経験、

首都圏居住) 

 

この式の左辺は市場賃金 Wm が留保賃金 Wr を上回って、その個人が就業を選択する確率を

表しており、これを、就業を 1、非就業を 0とする被説明変数であるとしている。一方、右

辺は、Wm や Wrにそれぞれ影響を与える説明変数である。また、右辺の説明変数の計測方法

は、年齢は各個人の年齢そのもの、健康状態は「健康に問題あり」を１とするダミー変数、

教育程度は義務教育のみを基準として、高校・短大卒程度、大学卒程度をそれぞれ１とする

ダミー変数、年金給付は「年金受給資格あり」を 1とするダミー変数、年金以外の非勤労所

得はその実額、定年退職経験は「定年退職経験あり」を１とするダミー変数、首都圏居住は

「首都圏居住」を１とするダミー変数であるとしている。計測に用いられたデータは平成 12

年度高年齢者就業実態調査の中から 60～69 歳の男性のサンプルを取り出して、計測対象と

している。男性サンプルに限ったのは、この年齢グループでは雇用者としてキャリアを積み、

厚生年金を受給しうるサンプルが女性にはまだ多くはなかったからであるとしている。 

 

 計測結果は下の表５となっている。市場賃金のラムダ変数は、就業者のサンプルだけで賃

金を決定する計測することによって発生する偏りを修正するために設けられている。 

 また、この表の数値はプロビット・モデルの係数の推計値とプロビット係数を偏微係数(そ

の変数が就業確率をどれだけ変化させるかを示す)に直したものの両方で示されている。 

 

では、説明変数が被説明変数に及ぼす影響の度合いを見ていく。今回は高齢者の就業に影

響を与える要因を分析するため、就業確率関数にそれぞれの説明変数が与える影響を考察す

る。 

 まず、「年齢が高くなること」、「健康状態に問題のあること」は、就業確率を低下させて

いる。特に健康に問題のある場合は就業確率を大幅に引き下げている。 

 次に、学歴については、就業確率に有意な影響を与えておらず、高い教育を受けているこ

とが必ずしも就業確率に有意に影響を及ぼすとは限らないことが分かった。 

 厚生年金受給資格と厚生年金以外の非勤労収入も、有意にマイナスとなっている。構成年

金の受給資格を持っていると、他の条件を一定にした場合でも就業確率を 1割以上低下させ

る。 

 定年退職経験も、有意にマイナスとなっていて、定年退職を経験した人は、他の条件を一

定にした場合、就業確率を 2割近く低下させることが分かった。 

 最後の項目の東京に住んでいることは就業確率に有意に影響を与える要因となってはい

ない。このことは、この変数が市場賃金にプラスの影響を持っており、東京居住で通勤の大

変さなどからくる留保賃金の引き上げ効果が、市場賃金の引き上げ効果を相殺していること

を示唆しているとある。 
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この先行研究から、今回挙げられた説明変数のなかで、高齢者の就業に一番の影響を及ぼ

している要素は、やはり健康であり、次に大きな影響を与えると考えられるのが年金受給と

定年退職であることが実証された。前節で、高齢者の就業意欲の高さに健康な高齢者が増加

していることを挙げたが、このことはこの分析からも正しいことが証明された。健康な高齢

者が増加することは高齢者の就業確率を上昇させる要因に繋がるということである。次に、

定年退職制度と厚生年金の受給資格に関してだが、日本の現状は、これらの要素が就業確率

にプラスの影響を与えるような環境に、近年整備されてきた。次の節では、2節に渡り、日

本の定年退職に関わる制度と年金受給制度の現状を述べていく。 

 

 

説明変数 就業確率関数 市場賃金関数 

  プロビット係数 偏微係数 回帰係数 

年齢 -0.067 -0.027 -0.029 

あまり元気でない・病気・病気がち -0.814 -0.316 -0.152 

高校・短大卒業又は同程度 -0.053 -0.021 0.184 

大学卒業又は同程度 0.021 0.008 0.62 

厚生年金の受給資格 -0.327 -0.127   

厚生年金以外の非勤労収入(万円) -0.011 -0.004   

定年退職経験 -0.462 -0.18 -0.352 

東京居住ダミー -0.025 -0.01 0.101 

定数項 5.305   8.897 

ラムダ変数     0.323 

Wald test(X²)     926 

サンプルサイズ 4029   2212 

表 5 高齢者の労働供給に関する計測結果(男性 60～69 歳) 
 

注：赤いマスは 1%有意水準、黄色いマスは 5%有意水準でそれぞれ有意を表しており、サンプル

は 55 歳当時民間企業に雇用されていた者に限定。Wald test は定数項を除くすべての係数

が 0であるという帰無仮説を検定している。 
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第3節 法による高齢者雇用確保措置 
 
政府は、高齢者を取り巻く現状に対し、少子高齢化の深刻化、中高年の高い就労意欲が十

分に生かされていないこと、厚生年金の支給開始年齢の引き上げを主要な問題意識として掲

げ、このような問題意識を背景として、2004年 2 月 10 日に「高年齢者等の雇用の安定等に

関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定され、同年 5月 11 日に衆議院本会議で、6

月 5に参議院本会議で可決され、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正す

る法律」が 6月 11 日に公布された。 

 

・改正内容３ 
 

①65 歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等の義務化 
 
65 歳未満の定年の定めをしている事業主について、65 歳までの定年の引き上げ、継続雇用

制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずることを義務づけ、高年齢者の安

定した雇用の確保を推進することとしている。ただし、継続雇用制度の対象となる高年齢者

に関する基準を労使協定により定めたときは、希望者全員を対象としない制度も可能とする

こととし、各事業主における経営環境や労務構成に応じた柔軟な制度設計が行えることとし

ている。 

 

②解雇等による高年齢離職予定者に対する求職活動支援書の作成・交付の義務
化 

 

事業主都合により解雇となった高年齢者が希望するときは、事業主が、その職務の経歴、職

業能力等の再就職に資する事項を記載した求職活動支援書を作成し、当該高年齢者に交付を

しなければならないこととしている。 

 

③労働者の募集及び採用の際、年齢制限をする場合の理由の提示の義務化 
 
事業主が労働者の募集・採用を行う際に、65 歳未満の上限年齢を定める場合には、求職者

に対して理由を提示しなければならないこととしている。 

 

④シルバー人材センター等が行う一般労働者派遣事業の手続の特例 
 

シルバー人材センターが届け出を行うことにより、臨時的かつ短期的又は軽易な業務に関す

る一般労働者派遣業務を行うことができる旨 労働者派遣法上の特例を設け、地域の日常生

活に密着した仕事を提供し、高年齢者の就業機会の増大を図り、活力ある地域づくりを目指

すこととしている。 

 

 

②,③,④は平成 16年 12 月 1日から施行。①は平成 18 年 4 月 1日から施行となっている。 

 
 
 

                                                   
３ 「高年齢者雇用安定法の実務解説」P14～15から引用 
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この政策が高齢者就業に与える影響としては、先の先行研究から証明されているように、定

年退職年齢が 60 歳から 65 歳に引き上げられる又は継続雇用制度の導入で、高齢者の就業確

率は上昇する。先の実証分析において、この分析を 60 歳代前半(60～64 歳)と 60 歳代後半

(65～69 歳)に分けて計測した結果によると、もし、定年が廃止されるか又は 65 歳まで引き

上げられることになれば、60歳代前半層の就業確率は約 21%と 2割強ほど上昇すると見込ま

れていることから、この「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」

は高齢者の就業へのインセンティブを高めるものとなっている。 
そして、この法案の施行状況であるが、平成 18 年 6月 1 日時点での、51 人以上規模で厚

生労働大臣に定年及び断続雇用制度の状況報告を提出した企業81,382社のうち84％の企業

が、改正高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置(「定年制の廃止」「定年の引き上げ」「継

続雇用制度の導入」のいずれか)を実施しており、その内、中小企業は 82％、大企業は 94.4％

である。一方、改正高齢法に沿った雇用確保措置を未実施である企業は、13,058 社、16.0％

である。 

雇用確保措置の内訳については、実施済み企業(68,324 社)のうち、 

 

「定年制の廃止」措置を講じた企業は、830 社、1.2％、 

「定年の引き上げ」措置を講じた企業は、8,829社 12.9％ 

「継続雇用制度の導入」の措置を講じた企業は、58,665 社、85.9％ 

 

であった。 
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第4節 現在の年金制度 
 

前述で、高齢者就業を促す要素に年金受給資格も挙げられていたが、日本の年金制度は、

高齢者の就業にどのような影響を与えているのだろうか。 

まずは、日本の年金制度であるが、公的年金には 3種類あり、「国民年金」、「厚生年金保

険」、「共済組合」である。さらに、公的年金制度の年金給付にも「老齢給付」、「障害給付」、

「遺族給付」の三種類がある。ここでいう年金とは老齢給付による年金を示しているとする。

民間企業に勤務する方は国民年金と厚生年金保険に加入し第 2 号被保険者という区分に属

している。 

 

老齢基礎年金は、国民年金に原則として 25 年以上加入した人が 65 歳から受ける全国民に

共通した年金である。年金額は 40 年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たな

い場合は、その期間に応じて減額される。本人が希望すれば、60 歳以降からある程度減額

され、65 歳以降ある程度増額され受けることもできる。 

 

昭和 61 年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は 65 歳からになったが、厚生年金

の加入期間が 1年間以上あり、老齢基礎年金の受給期間の原則 25 年を満たしていれば、当

分の間、60 歳から 64 歳までの老齢厚生年金が支給される。これを特別支給の老齢厚生年金

という。年金額は定額部分と報酬比例部分で計算される。60 歳から 64 歳までの間の定額部

分の支給は平成 24 年度まで、報酬比例部分の支給は平成 36 年度までとなっている。女性は

それらの 5年後の平成 29 年後と平成 41 年度までとなっている。特別支給の老齢厚生年金は

生年月日により、支給開始年齢は異なっている。また、老齢厚生年金には経過的加算がプラ

スされ、加入期間が 20 年以上ある場合には、その人に生計を維持されている 65 歳未満の配

偶者、または 18 歳未満の子、20 歳未満で 1級・2級の障害の子がいれば加給年金額が加算

される。 

 

老齢厚生年金は働きながら年金を受け取ることもできるが、賃金（総報酬月額相当額）と

年金額に応じて減額される仕組みになっている。これを在職老齢年金という。在職老齢年金

は特別支給の老齢厚生年金と総報酬月額相当額に応じて減額される。総報酬月額相当額とは

平均的な賃金月額である標準報酬月額とその月以前 1年間の標準賞与額のことをいう。標準

賞与額とは賞与の千円未満を切り捨てた額（上限 150 万円）の総額の 12分の 1を合算した

ものである。 

 

「高年齢者雇用継続基本給付金」と、基本手当て（失業手当）を受給し、60 歳以後再就職

した場合に支払われる「高年齢者再就職給付金」の二種類ある高年齢雇用継続給付というも

のがある。これは、雇用保険の被保険者であった期間が五年以上ある 60歳から 65 歳未満の

短時間労働被保険者を含む一般保険者が原則として 60 歳以降の賃金が 60 歳時点に比べて、

７５％未満に低下した場合支給される。60 歳時点の賃金の 61％以下に低下した場合は各月

の賃金の 15％相当額が支給され、60 歳時点の賃金の 6１％超 75％未満に低下した場合は各

月の賃金の 15％から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額が支給される。 

 

厚生年金保険の被保険者の人で、特別支給の老齢厚生年金を受けている人が雇用保険の高

年齢雇用継続給付雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けているときは在職老齢年金による

年金停止に加えて年金の一部が支給停止される。各月の賃金の 15％相当額が支給されてい

る者は標準報酬月額に 6％を乗じて得た額、各月の賃金の各月の賃金の 15％から一定の割合
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で逓減する率を乗じて得た額が支給されている者は標準報酬月額に 6％から一定の割合で

逓減する率を乗じて得た額が停止する。 

 

 下の図 3は、現在も進行している厚生年金の受給開始年齢の引き上げスケジュールと定年

との接続を表しており、現在すでに老齢厚生年金の定額部分が 63 歳に引きあがられている

ように、今後、年金の受給開始年齢は 65 歳までに引き上げられていく。 

 このことも、高齢者の就業確率を上げる要因であり、高齢労働力の活用にプラスに働いて

いくと考えられる。 
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図 3 出生年別 60歳定年と年金との接続 
 

「雇用延長制度導入マニュアル」梅井 覚（2006）を参照に作成 
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第5節 まとめ 
 
 日本において高齢者の就業意欲は高く、就業している高齢者は実際多いことが分かった。

また、高齢者を取り巻く国の環境や制度も高齢者の就業を促進させるものへと整備されてき

たことから、現在懸念されている今後の労働力不足の解決策としての高齢労働力を活用する

ための条件は十分に整っていると言える。しかし、環境は高齢者の就業意欲を高めるものに

なっているとはいえ、高齢者の労働力供給の流れは、現状の制度に従っていることで本当に

効果的なのだろうか。我々はそうは思わない。次の章では、現在の高齢労働力確保措置が抱

える問題と将来に及ぼす影響から、この政策の有効性を検証する。 
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第3章 高齢者就業に関する考察 

前章で労働力不足に対する政策として高齢者雇用の促進が適していることを述べたが、こ

の章では高齢者雇用を促進するにあたり現状の雇用状況で単純に供給を促進することが有

効であるのか、現状の就業状態には問題がないかを分析する。 
まず、第 1節では現状の雇用を維持したまま高齢者雇用を促進した場合の労働需要と労働

供給を推計し問題点を指摘する。第 2節では現状の失業構造を分析し失業者の活用で供給不

足を補うための問題点を指摘する。 
 

第1節 単純雇用延長に関する考察 
 
この章では、全体の、また産業別の今後の労働需要・供給を推計し、単純に高齢者雇用を

促進した場合にこの今後の労働需給がどのように変化するのかを分析する。 

分析に当たっては先行研究である「みずほリポート 労働不足はどうすれば解消するか」

（2006）によってもとめられた数値を使用する。 

 

「みずほリポート」（2006）によると、まず労働需要に関してだが、産業別ＧＤＰやトレン

ドなどで推計した労働需要関数を用いて予測している。その結果、労働需要は 2010 年にか

けて年平均 0.2％増加した後、経済成長テンポの鈍化に伴って年平均 0.2％の減少し、2015

年には 6555万人になると見込まれるとされている。産業別には、高い生産性を維持する製

造業で大きく減少するほか、生産額の減少が見込まれる卸売り、小売業、規制緩和などの影

響を受ける電気ガス水道業、金融保険業、運輸通信業などで減少する。サービス業は 2000

年に比べて 611 万人増加するとされている。 

 

労働供給に関しては、産業ごとの男女・年齢別コーホート変化率（各年齢階層の就業者数

を 5年前かつ 5歳下の就業者数と比較した変化率）を用い、需要不足による労働力率の低下

トレンドを補正し、失業率は均衡水準まで低下すると前提とした上で推計している。その結

果、2015 年の総労働供給は 2000 年に比べて 295 万人減少し、6366 万人になると見込まれる

とされている。産業別には、就業者が高年齢層に偏っていた農林水産業、工業、建設業、製

造業、不動産業で団塊世代の退出を受けて労働供給を大きく減少させる。一方で、若年ある

いは女性を積極的に活用してきたことから、卸売り・小売業や運輸・通信業では減少幅が小

さく、またサービス業では大幅に増加するとされている。（表 1、図 1) 
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       表 1 2015 年の産業別労働供給（単位：万人） 
 

データ出典：「みずほリポート 労働不足はどうすれば解消するか」（2006） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０００年 ２０１５年 ２０００年比増減数 ２０００年比増減％
計 6661 6366 ▲295 ▲4.4
民間計 6189 5909 ▲280 ▲4.5
農林水産業 423 225 ▲198 ▲46.8
鉱業 8 5 ▲2 ▲32.1
建設業 682 583 ▲99 ▲14.5
製造業 1248 984 ▲264 ▲21.2
電気・ガス・水道業 44 41 ▲3 ▲6.8
卸売・小売業 1201 1160 ▲41 ▲3.4
金融・保険業 200 187 ▲13 ▲6.3
不動産業 96 81 ▲14 ▲15.0
運輸・通信業 402 404 3 0.7
サービス業 1885 2237 352 18.7
政府サービス 365 323 ▲42 ▲11.5
非営利サービス 108 135 27 25
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         図 1 2015 年の男女・年齢別就業者数 
 

データ出典：「みずほリポート 労働不足はどうすれば解消するか」（2006） 
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次に、これまでに推計した労働需要と供給を合わせた需給結果について分析を行ってい

る。分析の第一視点として産業計で見た場合の供給過不足（ネットの供給過不足）と、産業

別の過不足を総計した場合（グロスの供給過不足）との相違にある。労働者は基本的には需

要の大きな産業に集まる傾向があるが、しかし労働者が他産業に移ろうとする場合には、そ

れまでいた産業で身につけたスキルが通用しない可能性があるため、産業間移動にはある程

度の制約があるといえる。また、地域移動を伴う場合には、コスト負担や家庭事情なども制

約要因になるとしている。このような産業間移動の制約を考慮するとネットの供給不足より

も、産業別の需給の結果として推計されるグロスの供給不足のほうが大きくなると考えられ

る。 

 以上の視点に従うと、2015 年にはネットで 189 万人の供給不足になると試算されるが、

グロスの供給不足は 367 万人となっており、ネットアウトした場合と比べて、実際には 2

倍の供給不足が発生すると推計している。（これによる需給結果を「基本ケース」と定義付

けている。）(図 2)したがって産業間移動による調整が現状のままではグロスの供給余剰が

187 万人発生し、これらの人々は失業者、あるいは非労働力化する可能性があることが指摘

できる。 

 

次に、この基本ケースに高齢者の雇用を単純に促進した場合の供給を推計する。みずほリ

ポート(2006)では、改正高齢法により 65 歳までの雇用機会の提供が義務付けられているた

め、2010 年から 2015 年に掛けて、55～59 歳の雇用者（就業者から自営業主や家族従業者・

内職者を除いたもの）は、60～64 歳になっても全員雇用されるという条件を加えて、2015

年の労働供給を推計している。なお本試算では 55～59 歳から 60～64 歳になる過程で全員雇

用継続という仮定をおいているため、推計された結果は高年齢者雇用を促進する最大限の効

果を意味している。(図 4) 

 

本試算の結果によると、高年齢者の雇用を促進した場合、2015 年には労働供給が基本ケ

ースに比べて 201 万人（民間計では 166 万人）増加し、需要に対するネットの供給過不足（産

業計の供給過不足）は 12 万人の余剰に転じると見込まれる。ただし、高齢者に雇用を促進

した場合には政府サービスや非営利サービスで大きな余剰が発生していることから、民間に

限ると 63 万の不足となっている。また、グロスの供給不足（産業別の供給不足の総計）は

基本ケースに比べておよそ 67万人解消されるものの、依然 309 万人と大きな不足が生じて

いる。 

 

供給不足の解消幅が大きかったのは、建設業、製造業、サービス業である。建設業は、団

塊世代を中心とする高年齢者の退出の影響が和らいだために、18 万人の供給不足が解消し

ている。建設業と同じく高年齢者の退出などによって供給が不足していた製造業では、供給

が 53 万人押し上げられたため需要を上回り、38 万人の余剰に転じている。サービス業では、

34 万人と製造業に次いで供給が増加したものの、供給不足は依然 200 万人を超えている。 

一方、基本ケースで供給過剰にあった金融・保険業では、60～64 歳のコーホート変化率

が男性で最も大きいマイナスとなっているため、供給余剰幅が拡大している。卸売り・小売

業、不動産および運輸・通信業でも余剰幅が拡大する結果となる。 

農林水産業では、基本ケースに比べて、わずかではあるものの不足幅が大きくなっている。

これは、農林水産業については 55～59歳から 60～64 歳にかけて退出するよりも参入する者

の数が多いためである。この結果は、高年齢雇用者の雇用継続を促した場合には、定年退職

などを経て他産業から農林水産業に移行してくる人たちの人数を減少させる可能性がある

ということを示している。 
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これらのことから、現状の雇用を継続し、高年齢者の雇用を促進しても、産業別に労働力

の偏りがあるために供給不足は解決できないことが指摘でき、労働力の過剰な産業から不足

している産業への産業間労働力の流動促進が必要であるといえる。 

 

    図３ 2015 年産業別の就業者過不足見通し（基本ケース） 
 
       データ出典：「みずほリポート 労働不足はどうすれば解消するか」（2006） 
 

図４ 高齢者雇用促進政策の効果 
 

データ出典「みずほリポート 労働不足はどうすれば解消するか」（2006） 
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第2節 構造的失業者の多い現状 
 
前節では需要と供給の観点から、現在の雇用を継続した下での高齢者雇用を促進すること

の問題点を抽出した。この節では、失業者の現状を把握し、彼らの労働力を市場に促し供給

不足を緩和できないかを模索する。 

  

経済全体の失業は便宜的に摩擦的失業、構造的失業、需要不足失業に分けられる場合が多

い。摩擦的失業は、自発的に仕事を辞めたり、初めて労働力人口に参入したりする人々の職

探しの通常の過程において、発生する失業である。構造的失業は、欠員が生じた仕事が求め

る技能や所在地と、失業者の現在の技能や所在地との間に不一致がある時に発生する失業で

ある。構造的失業は熟練度、所在地、またはその双方の不一致を伴うので、しばしば、不一

致によるミスマッチ失業と呼ばれる。需要不足失業は景気後退期には増加し、好況期には減

少する失業である。現実問題として発生原因に基づく失業率を導出する際には、摩擦的失業

と構造的失業を分解することは難しいことから、摩擦的失業と構造的失業を併せて構造的・

摩擦的失業とし、技術・技能、地域などのミスマッチや職探しの段階で生ずる摩擦的な失業

の指標としている。 

 

労働経済白書によると現状では完全失業率が高水準ながら2003年以降低下傾向で推移し

ている。その背景として、構造的・摩擦的失業率と需要不足失業率の動きをみると、2003

年以降景気が持ち直す中で、需要不足失業率は高水準ながら緩やかに低下し、構造的・摩擦

的失業率も上昇テンポが次第に緩やかになり、ほぼ横ばいとなっている。(図５) 

 
構造的・摩擦的失業は年齢、賃金や労働時間などの労働条件、職業能力等の求人と求職の

ミスマッチや転職の増加等が原因である。このうちミスマッチの要因について、総務省統計

局「労働力調査（詳細結果）」により2005年1～3月期の完全失業者の「仕事につけない理由」

をみると、完全失業者305万人のうち、「希望する種類・内容の仕事がない」とする人が94

万人（完全失業者全体の30.8％）、次いで「求人の年齢と自分の年齢とがあわない」とする

人が60万人（完全失業者全体の19.7％）を占めている。 

特に、45歳以上の各年齢階級では仕事につけない理由として「求人の年齢と自分の年齢と

があわない」とする割合が最も高くなっている。一方で、44歳以下の各年齢階級では「希望

する種類・内容の仕事がない」とする割合が最も高くなっており、比較的年齢が若い層にお

いて、労働者の仕事内容に対する選好によるミスマッチが発生していると考えられる。 

また、「自分の技術や技能が求人要件に満たない」という回答は少ないものの、年齢が低

いほど割合が高い傾向となっており、若年者にとっては企業が求める職業能力に対して自己

の能力が十分ではないことが就職する上での阻害要因の一つになっていると考えられる。

(表２) 

  
 以上より現在の失業では需要不足失業よりも構造的・摩擦的失業者の割合が高いことが分
かった。 
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図５ 構造的・摩擦的失業率、需要不足失業率の推移 

 

データ出典：平成17年度 労働経済白書 

 
 

 
表２ 仕事につけない理由、年齢階級別完全失業者数 

 
データ出典：平成17年度 労働経済白書 
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第3節 労働移動と失業期間 
 
この節では、失業期間と労働力移動の関係性を分析し、前節で問題意識をした構造的・摩

擦的失業の解決策への考察へとつなげる。 

失業期間と労働力移動の関係性を分析として先行研究である「高齢化社会の労働市場にお

ける高齢者の能力活用に関する研究」（1997）で用いられている分析を引用する。 

「高齢化社会の労働市場における高齢者の能力活用に関する研究」（1997）は、まず「所属

産業の特殊な技能や知識の蓄積が、異なる産業への移動にともなう失業期間を長くする。」、

「失業期間の長さには労働力の属性も影響する。」という二つの作業仮説をたて、失業期間

についての計量分析によって検証している。データは個人の失業期間について調べている総

務庁『労働力調査特別調査』を使用している。 

分析の結果、次のようにまとめられる。 

 

・労働移動の多くは同一産業内で発生し、また他産業への移動でも、関連の深い産業への移

動になりやすい。  

 

・産業内移動では 9割近くが一年以内に再雇用されるのに産業間移動では 2割に留まる。 

 

・失業期間は産業内移動の場合は年齢とともに短期化し 50 歳台以降長期化する一方、産業

間移動の場合は一貫して年齢と共に長期化する。 

 

・一年を超える失業確率は、産業間移動、男性、中・高年、有配偶、本人都合退職であるほ

ど上昇する。 

 

  以上のことから、産業構造の変化等による産業横断的な労働移動は失業期間の長期化とい

うかたちで人的資源のロスを深刻化させることが予測できる。そのため産業間移動の流動性

を助長するような政策が必要であると考える。 

 
 

第4節 まとめ 
 
第 1 節で述べた通り、ネットで見た場合でも労働力需要の増加が供給のそれを上回り、

2015 年には大幅な労働力不足が生じると見られるが、さらに産業間の労働需要と供給のミ

スマッチによって、より多くの供給不足が発生するが予測される。このことから、労働力不

足に対処するためにはマクロ的な労働供給量を増やすことと合わせて、産業間のミスマッチ

の解消により一部の産業で余剰となった労働力を円滑に労働力不足の産業へ移動させるこ

とが重要であることが改めて確認される。 

また、労働力を円滑に移動させる政策は構造的・摩擦的失業に対する緩和策にもなりうる

と考えられる。 

そこで我々は労働力を円滑に移動するために客観的かつ正確な労働者の能力と労働市場

に関する情報機能、能力再開発機能向上にむけた政策が必要であると考える。 
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第4章 産業間労働力移動の現状 

前章では、他産業間で労働力の流動性を促進することの必要性を喚起したのだが、この章

では、現在行われている他産業への再就職を支援している制度を紹介する。第１節では、岡

山県、福井県の各地方自治体が雇用のミスマッチ解消のために行っている政策を述べる。続

いて、第 2節では、職業能力評価基準という、労働者が今までいたものと別の産業に移る場

合に、その労働者の能力を客観的に判断するためのものがあるのだが、中央職業能力開発協

会が平成 16年に示した職業評価制度を先行研究として取り上げる。 
 

第1節 自治体の取り組み 
 
本節では、職業評価制度の充実により、雇用のミスマッチを解消することで、高齢者の再

就職促進を目指す、地方自治体の取り組みについて紹介する。 
 
ケース 1：岡山県の事例 
 
岡山県では、雇用のミスマッチを解消するために、求職側、求人側それぞれ個々のニーズ

に応じたきめ細かな対応を行う必要があると考えた。そのため、各関係者が連携して雇用に

関する産学官民のコラボレーション体制のもとで、地域の情報等を網羅した総合就職支援機

能の創設案を打ち出した。 

その機能とはまず、国、県、市町村の情報・各種施策、教育機関が行う事業、民間人材派

遣会社の業務など、地域の雇用情報を集中させ、地域の求職者のあらゆるニーズに対応して

いく、というものである。そのために、若者、中高年、女性を対象とした、専門窓口を開設

する必要があると考えた。 

そこで、岡山県はインターネットを利用し情報を提供する、「岡山しごとネット」を平成

14 年 2 月開設した。「岡山しごとネット」とは、企業説明会、就職セミナーなどのイベント

情報、求人情報、公共職業訓練、雇用保険制度、求職者情報、各種助成金制度、求人申込み

の案内、ハローワーク情報、雇用労働統計情報などの雇用に関するさまざまな情報の提供を

している。これらの情報は、厚生労働省、岡山県、岡山労働局、ハローワーク等の行政関係

機関等及び経済団体等から提供されたものである。しかし、そのネット上にも年齢制限があ

る求人情報が数多くあるという現状である。 
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ケース 2：福井県の事例 
 
福井県でも厳しい雇用失業情勢に対応し、ミスマッチのない就業の促進を目指した政策を実

行している。 
 
１. 求職者を対象とし、企業に求職者情報及び面接の機会の提供を目的としたハローワーク
就職面接会 

２. 求職者に就職活動の心得及びパソコンの基礎的能力の付与を目的とした４日間コース
のパソコン教室 

３. 求職者、企業に就職活動に関わる小冊子等を提供しミスマッチを解消するための啓発を
行う就職ガイドブック類の作成、配布、平成 19 年支援機構リーフレットの作成、配布 

 
などの活動を行っているが、いずれも長期の職業訓練や詳細な職業評価を行った上での職業

紹介を行ってはいない。 
 
 

第2節 職業能力評価制度 
 
本節では、職業能力評価基準制度について「中央職業能力開発協会・包括的職業能力評価

制度整備委員会（フルードパワー分野４）活動報告書（平成１６年３月）」を例に取って紹

介し、客観的かつ正確な労働者評価制度の先行実例とする。 
 
包括的職業能力評価制度整備委員会では、業種ごとに職業能力評価基準の作成等を行って

いる。その一環として、社団法人日本フルードパワー工業会の協力の下、「包括的職業能力

評価制度整備委員会（フルードパワー分野）」を設置し、フルードパワー業界の人材ニーズ

を踏まえた“使える”職業能力評価基準の作成を目指し職業評価基準を作成した。 

この委員会は、「職業能力評価基準」を、「企業や団体において、①労働者が発揮すること

を期待され仕事上の成果につながる行動と、②そのために必要な技能・技術及び知識を職務

別に記述したもの」であると定めた。そして、企業の人材ニーズと労働者の職業能力とを適

切にマッチングさせるためには、双方が“共通言語”として理解でき、内外の労働市場で職

業能力を適正に評価できる“ものさし”としての職業能力評価基準が不可欠であるとしてい

る。この職業能力評価基準は、企業や団体で実際に求められる実践的職業能力を具体的に記

述しており、個々の企業によって異なる職務構成や労働者一人ひとりの職務内容に柔軟に対

応できるような枠組みとなっている。特徴として、以下の4 点を挙げている。 

 
 

①複数の企業に対するヒアリング調査（職務分析）及びアンケート調査を行い、業界が求め

る人材ニーズを踏まえて作成していること。 

 

                                                   
４ フルードパワー分野とは，加圧された流体を用いて，その動力を伝達および制御して負荷を
駆動させる技術分野の総称である。流体工学,制御工学,機械力学,振動工学,熱工学,メカトロニク
ス,福祉・生体工学,トライボロジー,電気・情報工学,ナノテクノロジーなどの分野から成り立っ
ている。 
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②仕事を効果的、効率的に遂行するために保有すべき「知識」にとどまらず、求められる「技

能・技術」及び「成果につながる行動」を具体的に記述していること。 

 

③仕事の内容を一定の単位（能力ユニット）ごとに細分化し、それらを組み合わせることで、

企業ごとの職務構成や労働者一人ひとりの多様な職務内容に対応できること。 

 

④職業能力を評価する基準であると同時に、キャリア形成や能力開発の指針として活用でき

ること。 

 

 

この職業能力評価基準では、「企業にはどのような仕事があり、それらはどのような内容

なのか」を明らかにするための企業調査（職務分析）を行い、そのデータを基にして「その

仕事を遂行するために必要な職業能力」を整理し記述している。しかし、個々の企業の職務

構成や、労働者一人ひとりが担っている職務内容は一様ではなく、それらを一律に記述する

ことは困難であるとし、仕事の内容を、「職種」→「職務」→「課業」と細分化し、課業ご

とに求められる職業能力を記述している。報告書ではこの能力記述の単位を「能力ユニット」

と呼ぶこととし、「共通能力ユニット」と「選択能力ユニット」の2 種類を設定している。

また、能力ユニットをさらに数項目の「能力細目」に細分化したうえで、「職務遂行のため

の基準」と「必要な知識」を記述している。 

 

・職種 

仕事の内容や性質が類似している「職務」をくくったもの。 

 

・職務 

概ね1 人の労働者が、責任をもって遂行すべき精神的、肉体的活動を要する仕事の集まりの

ことを指し、1 つ、もしくは複数の「課業」から構成される。 

 

・課業 

企業・団体の組織活動に必要な機能や役割を個々の労働者に割り当てる際に、有意義に分割

しうる最小の活動単位のこと。単なる「作業」や「動作」ではなく達成すべき目的があり、

それ自体が仕事として1 つのまとまりをもっている。 

 

・能力ユニット 

仕事を効果的、効率的に遂行するために必要な職業能力を、概ね「課業」単位でくくったも

のである。「能力ユニット」には、以下の２種類が設定されており、各々の「能力ユニット」

は原則として複数の「能力細目」から構成されている。 

①共通能力ユニット……職務の別によらず、職種に共通して求められる能力。 

②選択能力ユニット……各職務の遂行のために固有に求められる能力。 

 

・能力細目 

「能力ユニット」の内容をさらに細分化したもので、概ね「作業」単位でくくった能力の要

素を表している。 

 

・職務遂行のための基準 

その「能力細目」の仕事を確実に遂行できるか否かの判断基準となる典型的な行動例や技

能・技術を列挙したもの。いわゆる「コンピテンシー」と呼ばれる行動特性・思考特性をも

含んだ内容となっている。 
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・必要な知識 

その「能力ユニット」に対応する課業を遂行するために、前提として必要となる知識を表し

ている。 

第3節 まとめ 
 
本章では、岡山県、福井県の雇用政策、「中央職業能力開発協会・包括的職業能力評価制

度整備委員会（フルードパワー分野）活動報告書（平成１６年３月）」を紹介してきた。こ

れらの政策はいずれも雇用のミスマッチを解消するには有意に働く可能性を秘めている。し

かし、いずれの政策にも労働者の能力開発についてはほとんどふれてはおらず、あくまで、

現在有している能力での転職となっている。しかし、我々は能力開発も必要不可欠であると

考える。そこで、つぎの章では高齢者の能力開発について論じていく。 
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第5章 能力開発機関 

高齢労働力の流動性を高めるためには、客観的評価基準で明らかにされたその労働者に必

要な能力開発を行うことが必要不可欠ある。我々は、今後発生する労働供給不足を補ってい

くためには、高齢者に特化した能力開発機関を国が積極的に整備していくべきであると考え

ている。 
そこで、現在、高齢者がそのような能力開発に取り組むことを支援している機関にはどの

ようなものがあるのだろうか。この章では、既存の高齢労働力の活用を促進している高齢者

に特化した政府の外郭機関を把握し、高齢者のための能力開発環境について考察していく。 

第1節 シニアワークプログラム 
 

シニアワークプログラム事業とは、平成 19 年度は社団法人全国シルバー人材センター事

業協会が、厚生労働省からの中央指導事業受託者として、都道府県シルバー人材センター連

合が都道府県労働局からのシニアワークプログラム地域事業受託者として、事業委託を受け

て実施している他、各地域のシルバー人材センター主催の、センター会員を対象に就業に必

要な技能・知識習得などを図り、受注拡大と多くの会員が就業できるように行う各種技能講

習会が実施されている。 

シニアワークプログラムは、60 歳台前半層を中心とする働く意欲のある高齢者を対象に、

地域の事業主団体の参画の下、雇用・就業を前提とした座学・実習による技能講習（職場体

験講習を含む。）と合同面接会等を一体的に実施し、高齢者の雇用・就業の機会の確保・支

援を行うもので、シニアワークプログラムには、その地域の雇用・就業に必要な技能を身に

つけるための技能講習と、介護サービス分野で働くために必要な知識・技術を学ぶ介護講習

がある。 

ちなみに、宮城県で行われたシニアワークプログラム講習会は以下の通りである。 

 

 

①第一種事業(宮城県シルバー人材センター連合会が主催) 

講習種目 実施期間 募集定員
ビルクリーニング 5日間 20名
育児・保育従事者養成セミナー 4日間の講義・実技＋1日間の実習 20名
訪問介護員2級養成研修 17日間の講義・実技＋５～６日間の実習30名
フォークリフト運転 4日間＋オリエンテーション・修了式 20名
造園・庭園管理入門 5日間 20名
パソコン入門 10日間 60名
ホテルスチュワード業務入門 5日間 20名
警備保障入門 5日間 20名
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②第二種事業(仙台市シルバー人材センター主催) 

データ参照：平成 19年度社団法人シルバー人材センター5月期通常総会議案書 

 

 

 

第2節 高齢・障害者支援機構 
 

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、平成 15 年 10 月 1日、日本障害者雇用促進

協会の業務に国及び財団法人高年齢者雇用開発協会の業務の一部を加えて設立された。機構

の目的は、高年齢者等及び障害者の職業の安定その他福祉の増進を図ること、また、高齢化

の進展する日本の経済社会の支え手としての高年齢者及び障害者の重要性にかんがみ、経済

及び社会の発展に寄与することとされている。 

今回は高齢者に関する業務に絞ってこの機構の業務を見ていく。高齢者に関する業務範囲

としては、 

 

①高年齢者等を雇用する事業主等への給付金の支給 

②高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての相談・その他の援助 

③労働者の高齢期における職業生活設計のための助言又は指導等を行うこと 

 

と規定されている。 

高齢者に対しての就業支援は、この機関自体では、再就職支援コンサルタントによる相

談・援助やセミナー・講演会の実施を行っている。また、地域別にある高齢期雇用就業支援

センター（コーナー）では、就業や高齢期に関する各種セミナーや、職業能力開発センター

へ入校案内などを行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

講習内容 実施機関 受講者数
緑地管理 1～2日間 51名
緑樹管理(初級) 2日間 10名
緑樹管理(中級) 2日間 7名
緑樹管理(造園業) 1日間 25名
ビルクリーニング 1日間 8名
筆耕(宛名書・賞状書) 1日間 109名
緑地管理(機械狩) 1日間 13名
一般市民対象襖・障子張り 1日間 8名
一般市民緑樹管理 1日間 12名
襖・障子張り 2日間 14名
ハウスクリーニング 1日間 13名
屋内清掃 1日間 25名
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第3節 高齢者のための能力開発機関の必要性 
 
前節までで見てきた高齢労働力活用を推進する政府の外郭機関は、その機関自体では高齢

者の専門的な職業能力開発までは行っておらず、労働力として即戦力になるような能力開発

については外部の職業訓練施設に任せていることが分かった。 
外部の職業訓練施設における能力開発は、高齢者にとって有効でないとは言い難い。しか

し、そのような能力開発施設は県に数か所しか存在していないのが現状である。能力開発施

設へのアクセスのしやすさは高齢者にとって、そこに通うインセンティブに大きく影響する

と考えられる。つまり、高齢者を能力開発によって労働供給不足を補っていく労働力にする

ためには、すべての高齢者にとって能力開発を行いやすい環境でなければならいと考えられ

る。 
また、更に、能力開発施設で高齢者に特化したものが必要と考える理由は、職業訓練学校

に高齢者校が存在することや、前節までに述べた施設があるように、高齢者への指導という

ものは特別性を有していると考えられるからである。高齢者が若者と一緒の訓練を受けても

効率的では無く、高齢者には、高齢者のための訓練が行われることで、効果的に能力を習得

することができるのである。しかし、上記で、職業訓練施設が少ないことに触れたように、

高齢者専門のものとなると、更に絞られて、その数は減少する。 

第4節 まとめ 
 
以上のように、この章では高齢者の能力開発を支援する環境について見てきたが、現状は、

高齢者が能力開発に進んで取り組むことが難しい環境であると思われる。来たる労働供給不

足を解消するために高齢労働力を活用するためには、能力開発の面からいえば、まず、「高

齢者のための能力開発施設が必要であること」、「その施設が地域に根差していること」、そ

して「訓練期間が長期であり訓練によって労働力としての即戦力を発揮できること」を実現

させるような環境整備が必要なのである。この必要要素を満たした能力開発環境の整備によ

ってはじめて、高齢労働力の産業間流動が可能になり、高齢労働力の活用が労働供給不足の

改善策となるのである。 
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第6章 政策提言 

第1節 我々が考える高齢労働力分配機関に必
要な機能 

 
前章までに述べてきたように、高齢労働力の産業間流動性を促進するために、必要である

と考えられる機能をまとめると以下の通りである。 
 
①地域ごとの労働力需給を把握し、産業間で高齢労働者の橋渡しを担う機能 
②共通評価基準を用いて客観的かつ正確に高齢労働者の能力を評価する機能 
③他産業に移るにあたり必要とされる能力の再開発を支援する機能 
 
 

第2節 現状の機関における問題点 
 
この節では、前節でまとめた機能を有する機関を現存する機関で実現可能かどうか考察し

ていく。 
まず、労働に関して高齢者に最も根ざした機関であるシルバー人材センターで考える。シ

ルバー人材センターは公益法人であり、高齢者には就労を目的としない仕事を提供している

ため、本格的労働力を供給する担い手としての役割は十分には果たせない。また、シルバー

人材センターが行うシニアワークプログラムに関しては、シルバー人材センターの業務とは

別途扱いになり、その成果は実績として評価されていない。このような現状から、シニアワ

ークプログラムを担うセンターのモチベーションは上がらず、このプログラムの発展・向上

はあまり望めないものと推測される。しかし、そこでシニアワークプログラムをセンターの

実績として加味したとしても、センターの規模に対する負担は増大し、本来の業務を行いな

がら十分な事業を展開できるかどうかという懸念が残る。 
次に、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ではどうであろうか。やはり、この機

構でも前節でまとめた機能を有することは難しいと思われる。数の問題もあるが、そも

そも、この機構は能力開発というものは行っていないので、能力開発のノウハウは所有

してないと考えられる。このため、この機関を利用することはできない。 
このような現状から、現存する機関を活用して 1節で述べた機関の実現は難しいものと考

える。 
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第3節 政策提言 
 
前節までの現状を踏まえ、我々は「高齢労働力の産業間流動性を促進させるための新たな

機関の創設」を政策提言とする。以下でこの機関についての詳細を、第一節で必要と考察し

た 3つの機能を軸に説明する。 

 

まず１点目の「地域ごとの労働力需給を把握し、産業間で高齢労働者の橋渡しを担う機能」

であるが、これは、当機関だけでは十分に役割を担うことは難しいと考える。そこで、ハロ

ーワークなどの職業斡旋機関やシルバー人材センターなどの高齢労働力活用機関と連携し、

地域に根ざした企業との情報ネットワークを確立することで、この機能の実現が可能となる

と考える。 
２点目の「共通評価基準を用いて客観的かつ正確に高齢労働者の能力を評価する機能」は、 
厚生労働省からの委託を受けている中央職業能力開発協会・包括的職業能力評価制度整備委

員会が作成している「業種ごとに職業能力評価基準」を用いる。この評価基準を用いること

で、就業希望者が、他産業に就職する際に必要とされる能力を見定め、効果的な能力開発に

繋がると考えられる。 

 ３点目の「他産業に移るにあたり必要とされる能力の再開発を支援する機能」については、

能力開発を請け負う機関を外部に充実させ、そこへ委託するなどの政策が有効であると考え

る。例えば、ホワイトカラーの仕事であれば、インターンによる実際の現場で研修を積み、

その企業に即戦力として採用させるような制度を整備する。ブルーカラーの仕事は、職業能

力開発学校の高齢者専門部門の充実化や、シニアワークプログラムと同じ要領で、シニアワ

ークプログラムよりも専門的な内容の講習を長期で行うといったものである。今後、労働供

給不足が深刻化すると考えられる産業を考慮すると、このような内容の能力開発が有効であ

るのではないだろうかと思われる。これらの能力開発は、高齢労働力が他産業へ移動するイ

ンセンティブを高めるようなものでなくてはならないので、あくまで、地域に根ざした、高

齢者が取り組みやすい仕組みでなければならない。  

 
以上３点の機能を兼ね備えた機関の創設により、高年齢労働者の産業間の流動性は促進さ

れ、今後来る労働供給不足がもたらす問題は緩和されると考える。 
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図 我々が考える金期間を中心とした労働力の産業間流動性促進政策 
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おわりに 

日本の少子高齢化によってもたらされる問題は明らかになっており、そのような問題意識

を背景に整備されてきたのが「高年齢者雇用安定法」であった。この法では、若年労働力人

口の減少による労働供給量の減少を高齢労働力で補うために、健康で意欲のある高齢者が働

きやすい環境整備の必要性が唱えられており、そのための施策の一層の充実と強化を図って

いる。 
 高齢者の引退時期を引き延ばすことは、高齢化社会を高齢者が自ら支え、国民の社会保障

に対する負担の軽減には効果を発揮するであろう。しかし、少子高齢化がもたらす問題の一

つである労働供給不足に対しては、現状の政策のままで良いはずは決してない。先行研究で

示されているように、労働者を、単に今まで以上に働く期間を長くする政策だけでは、労働

力の偏りが発生し、労働供給が減少すれば、その偏りは更に大きくなり、現在の構造的失業

率をさらに大きなものにする恐れが考えられる。 
 高齢労働力を本格的に活用していくためには、健康で就業意欲のある高齢者であればでき

るだけ長く働ける環境整備のほかに、産業間で、その貴重な労働力を効果的に分配し、労働

力の偏りを改善する政策に必要性を強く感じるのである。したがって、我々は上記のような

政策提言にたどり着いた。 
 残された課題としては、政策内容の詳細化や、この政策の有効性を探るための実証分析を

欠いたこと、現状で行われている産業間労働力分配政策繋がる取り組みの現状把握が不十分

なところがあることなどが挙げられる。この点については、今後さらに分析を進めていけた

らと考える。 
 
 最後に、この論文を作成するにあたり、宮城県労働局の職員の方々、シルバー人材センタ

ーの職員の方、社会保険労務士の方々、高齢労働力の活用に積極的に取り組んでいらっしゃ

った企業の方々、そして大学の先生方には、ヒアリングに協力していただき、また、論文内

容についても指導していただくなど、たくさんのご指導を頂いた。この場をお借りして、心

より感謝を申し上げたい。 
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