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１. 課題提起
日本の総人口は2008年をピークに、2060年には9000万人を割り
込むと推計されている。また、高齢化率は2060年には40％近い水
準になるとも推計されている。

図表1



高齢者人口の増加に伴い、社会保障費用も増加を続けている。

今後もより増加していくことが予想される。
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日本の高齢者の就労意欲は高く、65歳を超えても働きたいと思う
60歳以上の男女は約7割を占めている。
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2012年、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正によっ
て、

◎定年制の廃止

◎定年の引き上げ

◎継続雇用制度の導入

のいずれかを実施することが企業の義務となり、65歳までの雇用
の確保は達成できる見込みである。

しかし、65歳を超えても働く意欲のある者の増加や、

社会保障費用の財源確保の難しさという課題



以下では、企業が実施している事例と、
地域が実施している事例を取り上げる

65歳を超えても雇用できる機会の

確保を推進する必要がある！

以上の点から、



シルバー人材センターとは
シルバー人材センター（センター）とは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると共に、地域社会の活
性化に貢献する組織です。

センターは、原則として市（区）町村単位に置かれており、基本的に都道府県知事の指定を受けた社団法人
で、それぞれが独立した運営をしています。

2. 地域レベルの実践例



事業のしくみ

シルバー人材センターは、企業・家
庭・官公庁などから業務を受注し、そ
れらを、請負・委任・派遣・職業紹介
の形態により、臨時的かつ短期的な
就業又はその他の軽易な就業を希
望する高齢者（会員）に、働く場を提
供します。



シルバー人材センター事業

＊地域貢献
・商店街の活性化の貢献

・観光案内で地域に貢献

・遊休農地の利用等で農業・環境も振興を図る

・環境の保全と美しい街づくりに貢献

＊教育・子育て支援
・児童の安全見守り

・子育て応援

＊介護予防・生活支援
・介護予防活動



シルバー人材センターの会員数（愛知県）

区分 H24 H25 H26 H27 H28

男性 22,463 22,006 21,992 22,223 22,504

女性 12,169 12,007 12,146 12,248 12,253

計 34,632 34,013 34,138 34,471 34,757

伸び率 100.0％ 98.2％ 98.6％ 99.5％ 100.4％

入会率 1.62％ 1.57％ 1.56％ 1.56％ 1.56％
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問題点

高齢者は年々増加しているのに対して、
なぜシルバー人材センターの会員数は伸
び悩んでいるのか？



会員の年齢構成（愛知県）※平成28年度
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シルバー派遣事業実績
（平成28年度）

項目 28年度 27年度 増減 増減率（％）

受注件数（件） 58 26 32 123.1

契約金額（円） 43,251,240 14,161,461 29,089,779 205.4

賃金（円） 33,906,630 10,989,693 22,916,937 208.5

就業延べ人数（人） 9,265 2,719 6,546 240.8



残された課題

(1)６０歳代は、定年制をはじめとする雇用延長によって、シルバー人材センター
への参加が抑制されつつある。他方、７０歳代でのシルバー人材センターへ
の利用者が増えつつある。したがって、シルバー人材センターが対象とする
年齢層を再考する必要があるのではないか。

(2)シルバー人材センターは、以前から新しい職域の開発が求められてきた。に
もかかわらず、それはスムーズに進展しなかった。しかしながら、派遣事業
に見られるように新しい動きが生じつつある。これを契機に、これまでとは異
なった職域開発を追求していくべきではないだろうか。



東海３県の事例

愛知県：大府市
フレンズパン協業組合
（パン及び米飯加工）

・従業員数：１１１名
・平均年齢 男性：68.0歳 女性：55.0歳 全体：61・5歳
・定年：60歳（定年後は希望者全員、上限年齢なしで、再雇用）
・最高齢者：73歳

3. 企業レベルの実践例



60歳代・70歳代に対する職場環境改善
（1）作業環境と作業姿勢の改善

・照度を約1000ルクス程度に保ち視力機能低下を補う

・すわり作業の導入による足・腰等筋肉の機能低下防止

・固定姿勢作業を多くして移動・上下動作を無くし、神経を一点に

集中することにより同時多動作機能の低下を補う

フレンズパン協業組合



60歳代・70歳代に対する職場環境改善
（2）設備・機器具等の改善

・重量物の上下移動はエレベーター、バケット上昇機、横移動は

ベルトコンベアーを採用

・作業場の床はバリアフリーとなっており、階段、高所通路を使わなくて

も良いレイアウト

（3）作業形態・就業形態の配置

・ペア作業の導入

・短時間勤務・ワークシェアリングの実施

フレンズパン協業組合



岐阜県・岐阜市
医療法人社団 カワムラヤスオメディカルソサエティ
河村病院

・従業員数：540名

・平均年齢 男性：52.2歳 女性：48.1歳 全体：48.7歳

・定年：65歳（定年後は希望者全員85歳まで再雇用）

・最高齢者：86歳



雇用施策の現状
• 60歳代

雇用形態：正規職員、パート職員、

嘱託職員（65歳以上）

勤務形態：週40時間完全週休2日制

賃金：65歳を境にした極端な減額は無

く、体力等が落ちた場合は個別

に減額対応

• 70歳代

雇用形態：嘱託職員かパート職員のみ

勤務形態：嘱託職員は週40時間完全

週休2日制（夜勤あり）

パート職員は週休2日の20

時間労働

賃金：70歳を境にした極端な減額は無

し

河村病院



70歳代の元気なコメント

・「蓄積された医療技術を発揮し、地域医療に貢献したい」

(80歳、嘱託医師)

・「高齢者には高齢者に気持ちがわかる看護師が最適人者である」

(71歳、嘱託看護師)

・「高齢者には元気な高齢介護者の必要な時代である」

(79歳、嘱託介護士)

河村病院



三重県・桑名市

北勢運送 株式会社

・従業員数：578名

・平均年齢 男性：46.7歳 女性：48.1歳 全体：47.0歳

・定年：60歳（定年後は希望者全員再雇用）

・最高齢者：76歳



60歳代高齢者に対する雇用施策の現状

•雇用形態：60歳定年で一旦退職し、条件提示→再雇用

フルタイムの場合、嘱託職員として再雇用

短時間労働の場合、パートとして再雇用

•賃金：定年時の基本給から毎年の昇給時期に5％ずつ減少

家族手当はなくなり、住宅手当を一部減額

•勤務内容：リフト運転等によう荷役作業、梱包作業、ポリコンテナ内

廃棄物の仕分け作業、ポリコンテナの洗浄等あまり体力

を使わない職務

北勢運送



高齢者の多様なキャリアを活用

•製造業・水道業・大工他、運送業とは異なる職種を経験した
高齢者を積極的に雇用し、運送業の枠にとらわれない豊富
な知恵を結集できる。

•様々な経験を持った人材が揃うことで、制度的な面ではなく
仕事における日常的な問題に対処しやすい。

北勢運送



残された課題

1.以上に見た事例は70歳まで働ける企業の紹介である。これらは東海地区

でも先進的な例である。共通する点は、職務再設計の推進ならびに職場環

境などの改善に力を入れていることである。言い換えれば、高齢者雇用に

対する労使の理解が確立しているケースといえるだろう。

2.ただし、以上に見た事例は、まだ限られたものであるといってよく、多くの

企業は70歳までの雇用ということに躊躇しているのが現実である。今後重

要なことは、70歳までの雇用に向けた施策をどこまで確立することができる

かということにあるだろう。



4. まとめ

(1)世界的に見ても、日本は高齢者雇用に対して精力的に取り組んで
いる国である。そのため60歳以上の就業率は極めて高いものとなって
いる。

(2)その意味で、日本のケースは国際的に見て非常にユニークな地位

を占めていると言える。もっといえば、高齢者雇用の有力なモデル国
として位置づけることができるであろう。

(3)今後重要なことは、こうした日本の状況を海外に向けていっそう発

信していくべきであるとともに、諸外国との相互交流をより深めていく
べきである。



ご清聴ありがとうございました!!
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