働く高齢者が増加、
労働力を下支え
企業改革に経験豊富な中高年
嘱託、
契約、
派遣と就業形態さまざま
月は「高年齢者雇用支援月間」
。政府は、企業や国民に高齢者の雇用問題について理解

利用した高齢者雇用の活用についてリポートする。
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（石原聡子＝編集部）
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09

けるようになり、業務の相談や質
る。また、 年の総人口１ 億
総務省の労働力調査による
と、 歳以上の高年齢者を雇用し
問なども増え、信頼を得た。
「何
２７６９万人に対し、 歳以上
と、 年 ７ 月 時 点 の 全 就 業 者
ている事業所の割合は ・４％
事においても考え方一つ。自分が
は２８２２万人と ・ ％を占
６２７０万人のうち、 〜 歳は
で グ
前回の 年調査の
= ラフ１、
変われば相手も変わります」と笑
め、高齢化が進んでいる。
５２８万人、 歳以上は５７３万
・５％と比べると９ポイント
顔で語る。
厚生労働省の推計によると、 人。 歳以上は１１０ １ 万人、 増えた。また、
全常用労働者に占
今は、生産部門のトップとして、
〜 歳の労働力人口は 年後
全就業者に対する割合は ・５％
める割合も ％で、
前回の７・６％
無駄を見直し、効率化を実行。技
の 年に５５８４万人となり、 に上っている。
より２・４ポイント増えた。
術部門の強化に奮闘する日々だ。
年より１０００ 万人減って、
年の改正法施行当時、 歳
雇用形態は「嘱託・契約社員」
改善すべき課題は山積みだが、こ
労働力の確保と職場の技能継承
以上は９３６ 万人だったから、 が ％を占め、雇用契約期間は
れまでの経験と自らの知識、技術
が大きな課題になるとみている。
３年あまりで１６５万人も増え 「１年」が最も多い ％。また、
をフルに生かし、
「不況でも負け
こうした背景から 年４月に
た。法改正によって高年齢者の
賃金を定年時と比較すると「６
ない会社をつくりたい」と意欲を 「改正高年齢者雇用安定法」が施
雇用確保が顕著になり、高い就
〜７割程度」が ・８％、 グ
=
みせる。
行され、 年３月末までに、す
労意欲も鮮明になっている。
ラフ２「８〜９割程度」が ・６％
べての企業は「 歳への定年の
だった。
引き上げ」
、
「定年の廃止」
、
「継
大半の企業は定年を迎えた社
年の改正高齢法の効果
賃金は現役時の６〜７割
続雇用制度」のいずれかの導入を
員に退職金を支払い、雇用契約
大半が定年退職→再雇用
求められ、 歳まで働き続ける
厚労省がこのほど発表した
をリセットし、新たな賃金形態
日本の人口は２００ ４ 年を
ことができる環境整備と高年齢 「 年高年齢者雇用実態調査」
（有
で再雇用する「継続雇用制度」
ピークに、減少局面を迎えてい
者雇用の確保が義務付けられた。
効回答６４６５事業所）による
を採用している。
同制度は労使の合意で雇用基
準を定めることができ、合意さ
れない場合は、企業が就業規則
不明
不明
によって基準を定めることがで
多い
きる。人手不足や技能継承の課
その他
題解決よりも、経営側の人事対
割程度以下
策、賃金対策に沿った制度と言
パート・アルバイト
〜 割程度
えそうだ。
閉鎖的な労働市場の場合、高
同程度
正社員・正職員
齢者の活用は難しく、生産性は
〜 割程度
低下、技能継承どころではなく
嘱託・契約社員
〜 割程度
なる。年齢と関係なく労働評価
される仕組みづくりを推進する
必要がありそうだ。

中高年に特化した人材派遣・紹
介を手がけるビジネスインテリ
ジェンス（大阪市中央区、山村博
文社長）は、中小企業の経営者を
補佐する「番頭さん」を派遣して
いる。
同サービスでは、大手企業の管
理職経験者や自分の専門性を生か
したい企業ＯＢらを、幹部人材と
して中堅・中小企業へ派遣・紹介
する。主に財務、営業、総務、人
事などの実務面で経営を補佐し、
社長の右腕となる。これまで、
年のサービス開始以来、２２０人
の「番頭さん」を送り出した。

写真＝も、ビジネスインテリジェ
仕事は、以前と同じ生産管理全
人気の「番頭さん派遣」
ンスの「番頭さん」の一人だ。
般で、対象は電子機器から建築資
ビジネスインテリジェンス
年２月から紹介予定派遣で入社
材に変わった。しかし、
“物を作
し、８月から正社員として勤めて
る”基本の工程はどれも同じであ
同社の派遣事業は成長著しいベ
いる。
ることを前職で学び、実証してい
ンチャー企業の幹部や、老舗企業
池田さんは、大手システム機器
たため、池田さんに不安はない。
の建て直し、２代目経営者の補佐
メーカーで設計や生産管理の統括 「要は、考え方を変えること」と
役など多岐にわたる。経営者との
などを担当し、 年間勤務。その
いい、言葉に自信がうかがえる。
対話を繰り返して改善点を明確に
うち 年は沼津、仙台、長野など
長年培ってきた経験は、自らのス
し、
「独自性」
「生産性」
「人」の
で単身赴任生活だった。 歳の時、 キルを後押しする中高年の強み
三つの観点から会社の課題を抽
家庭の事情で近場の勤務を希望し
だ。
出、今後の経営戦略を導き出す。 退職、のち１社を経て、ビジネス
派遣で入社したころ、外から
その一環として、経験豊富な中高
インテリジェンスに登録した。
やってきた「管理職」に対し、社
年の幹部を派遣し、事業プランを
「
ゆ
っ
く
り
休
も
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
内の対応は冷たかった。これを当
協働作業で実践するものだ。いわ
いたって健康の身、まだまだ働か
然と受け止め、新たな気持ちで朝
ば、経営改革型の人材派遣サービ
なくては！」と派遣スタッフに。 は始業１時間前に出社して事務所
スと言えそうだ。
これまで自分が培ってきた技術
の掃除から始め、帰りは灰皿や湯
ある建築資材メーカーの製造部
を継承し、
「有効活用してほしい」 のみの片付けを率先して行った。
長を務める池田忠博さん（ ）＝
という強い思いもあった。
その後、少しずつ社員は耳を傾
20

と協力を求め、雇用の確保と促進を図る。同月間にちなみ、高齢者雇用の現状と派遣制度を
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●グラフ 2
継続雇用した労働者の賃金別事業所割合
（再雇用者がいる事業所 =100）
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●グラフ 1
継続雇用した労働者の雇用形態別事業所割合
（％） （複数回答、再雇用者がいる事業所 =100）
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