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■はじめに

　政府の施策全体の基本的方向を明らかにした「高齢

社会対策大綱」（平成24年９月７日閣議決定）では、わ

が国が世界のどの国もこれまで経験したことのない超

高齢社会を迎えているなかで、「人生90年時代」を前提

とした仕組みへの転換や、高齢者を含めた全世代で支

え合える社会の構築を提起している。すなわち、超高

齢社会のあり方としては、年齢にかかわりなく活躍で

きる環境づくりが大前提となっているといえよう。

　「特集　超高齢社会」２回目となる今回は、高齢者

（本稿では65歳以上と定義）の活躍の場拡大について、

就労という切り口から考えてみたい。

■労働力の減少を補う高齢者の就労

○縮小する生産年齢人口

　少子高齢化の進展により、わが国の生産年齢人口（15

～64歳）は減少の一途をたどっている。およそ664万人

（2010年時点）を数える団塊の世代のすべてが2015年に

は65歳以上となり、いよいよ労働市場からの本格的な

引退過程に入る。国立社会保障・人口問題研究所の

「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」によれば、

今後の生産年齢人口は、2010年に対して2015年には約

492万人減（－6.0％）、2035年には約1,831万人も減少

（－22.4％）すると推計されている。

　現役世代が減少し続けるなか、このまま高齢化が進

図表１　労働力人口に占める高齢者の割合の推移

資料：総務省「労働力調査」より作成

5.6% 

6.7% 

7.3% 
7.6% 

8.8% 8.8% 
9.3% 

6,384 6,666 6,766 6,651 6,632 6,591 6,555

1990

834 

1,225 

1,615 

1,418 

886 

1,327 

1,378 

1,616 

761 

1,508 

1,296 

1,617 

666 
426 
494 

634 

1,503 

1,376 

1,392 

776 
465 
504 

543 

1,328 

1,543 

1,342 

686 
604 
585 

1,289 

1,568 

1,332 

654 
637 
583 

527 517 

1,258 

1,573 

1,344 

628 
626 
608 

201220112010200520001995

593 560 
372 
360 421 

445 

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

65
歳
以
上
割
合

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

2,000

4,000

6,000

労
働
力
人
口（
万
人
） 

65歳以上

60～64歳

55～59歳

45～54歳

35～44歳

25～34歳

15～24歳

65歳以上割合

834

1,225

1,615

1,418

886

1,327

1,378

1,616

761

1,508

1,296

1,617

666
426
494

634

1,503

1,376

1,392

776
465
504

543

1,328

1,543

1,342

686
604
585

1,289

1,568

1,332

654
637
583

527 517

1,258

1,573

1,344

628
626
608

593560
372
360 421

445

3

んで医療・介護などの社会保障費が増大すれば、現役

世代や企業に重い負担がかかり、将来的に社会経済全

体の活力を奪いかねない。このため、企業や社会の活

力を維持する上で、意欲と能力を持つ高齢者の活躍の

ニーズが高まってきている。

○極めて高い高齢者の就労意欲

　一方、高齢者側の就労意向はどうか。結論からいえ

ば高齢者の就労意欲は極めて高い。例えば、独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下、「雇用

支援機構」）が団塊世代を対象に実施した「団塊世代

の就業・生活意識に関する調査（2012年調査）」によれ

ば、65歳以降も就労を希望するのは、調査時の就業者

で84.2％、調査時の不就業者でも71.2％にのぼることが

明らかになっている。

　図表１は年代別労働力人口（15歳以上人口のうち、

就業者と完全失業者を合わせたもの）と総数に占める

65歳以上の割合の推移である。労働力人口が縮小基調

を辿る傍らで、65歳以上の割合がこの20年ほどで大き

く上昇している。

　なお、日本の65歳以上の就業率（65歳以上の人口に

占める就業者の割合）は国際的にみても高く、2011年

時点でアメリカ16.7％、イギリス8.8％、ドイツ4.6％、

フランス2.0％であるのに対し、日本は19.3％（65歳以

上の約５人に１人が働いている）となっている。

○高齢者の就労は貴重な社会資源

　健康寿命が延びた現在においては、65歳までバリバ

リ働いてきた方が、66歳になったとたんに能力が下が

るわけではない。各調査が証明するとおり、高齢者の

意欲や能力相応の活躍の場さえあれば、高齢者が生産

年齢人口の減少を補うことが可能といえよう。このこ

とについて、雇用支援機構がとりまとめた「『70歳まで

働ける企業』の取組みの進展・拡大を目指して（2011

年提言）」では、「70歳パワーは今後ますます貴重な社

会資源となる」と提言している。また、福岡県のよう

に、「65歳からは高齢者」といった意識を改め、年齢に

かかわりなくそれぞれの意思と能力に応じて70歳に

なっても働いたり、NPO・ボランティア活動などに活

躍することができる、選択肢の多い「70歳現役社会」

づくりに取り組む自治体も出てきた。

■高齢者も働くことのできる社会の
　メリット

　高齢者が年齢にかかわりなく働くことのできる社会

のメリットについては次の三点が挙げられる。

○安定した人材確保による企業の持続的な発展

　まず、安定した人材確保による企業の持続的な発展

である。高年齢労働者がこれまでに培った経験、知識

や技術は、企業活動に安定をもたらし、ひいては当該

企業の信頼を担保するものである。また、若手へ自ら

の経験と技術を伝承することにより、次世代の人材育

成面でも貢献できる。さらに、企業内で高年齢労働者

が尊重され、いきいきと活躍している姿が目に見えれ

ば雇用の安心につながり、若手も安心してその企業の

ために働きたいと思うようになるだろう。

　実際、「営業部門における豊富な人脈、フロント・客室

部門の接客力、若手従業員への指導など多くの強みを

持っている」、「経験による応用力と慎重な作業ができ

る」、「会社として社会的信用及び重みが増す」というよ

うに豊富な経験や人脈、若手への指導力にメリットを

感じて高年齢者雇用を実践している企業も少なくない。

○生きがい作り、自己実現と健康増進の実現

　次に、高齢者の生きがい作り、自己実現、そして健

康増進が挙げられる。意欲ある高年齢者の雇用は企業

にとってプラスとなるだけでなく、本人の生きがいに

つながる。高齢期に生きがいを見いだすことは、健康

状態にも大きくかかわるといわれる。働く意欲と能力

を生かしていきいきと働くことのできる社会は、高齢

者個々人が健康的で豊かな高齢期を送る手助けとなり

得るのである。実際の高年齢労働者の意見をみても、

「一人暮らしであるが、仕事をすることが生きがいと

なっている」、「健康な体は働いているから」などと

なっており、高齢期の生きがいづくり、健康増進につ

ながっていることが分かる。
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○現役世代や企業の社会保障負担の緩和

　最後のメリットとしては、現役世代や企業の社会保

障負担の緩和である。日本の65歳以上人口１人あたり

の生産年齢人口を単純計算すると、2010年は2.77人で

あるのに対し、2035年は1.70人にまで減少する。この

ままいけば将来的に医療・介護などの社会保障費負担

が増大することは明らかである。そこで高齢者が働く

ことにより、健康的な生活を送りつつ、支えられる側

から支える側に回ることができれば、現役世代や企業

の負担は緩和されることになる。

　なお、高年齢者雇用が進むと若者の雇用が奪われる

のではないかと懸念する向きもあるが、そもそも企業

や社会が高齢者に期待している役割と若者に期待して

いる役割は異なる。高齢者が即戦力として期待される

のに対し、若年者は将来への投資という面も少なくな

いだろう。また、将来的に労働力人口が減ってくるの

だからいずれ人材確保は不可避となる。このため競合

関係や代替関係ではなく、あくまで補完関係とみるの

が妥当であろう。

　以上のとおり、高齢者も働くことのできる社会が実

現することによって、高齢者・企業・社会全体が共に

メリットを享受できると考えられる。

■東北地方における高齢者の就労実態

　では、全国に先んじて高齢化が進む東北地方におけ

る高齢者の就労実態はどうなっているのだろうか。

○高年齢労働者が多い産業の状況

　2012年の東北地方における労働力人口は467万人で、

このうち、およそ１割にあたる46万人が65歳以上の高

年齢労働者となっている。図表２は東北地方において

65歳以上の高年齢労働者の割合が高い産業である。高

齢化が進んでいる産業ととらえるか、高齢者でも働く

ことのできる産業ととらえるかで見方は分かれるが、

経験や知識が必要だったり、技術者や有資格者が重宝

される産業が多いのが分かる。

　例えば、農業は経験や知識を生かし、自然と密接にか

かわりつつ、生産活動を通じて人間の自己実現欲求の

充足を図ることができる優れた特性があり、会社を退

職後に就農する人も少なくない。また、不動産業や建

設業などは長年の経験に加えて所有する免許や資格が

物を言う産業であり、高年齢者でも即戦力として重宝

されやすく、再雇用の際にも有利であろう。このほか、

対人業務の多いサービス業での活躍が多いことが推察

資料：厚生労働省「雇用動向調査」より作成

図表２　東北地方における高年齢労働者が多い産業
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できる。今後、地方が成長する

ためには６次産業化や観光産業

など横断的な取り組みが不可欠

となることから、高齢者の活躍

の場がさらに広がることが予想

される。なお、高年齢労働者の

割合が高い産業は全国的にみて

も概ね同様の傾向となっている。

○就業環境の状況

　次に、高年齢者を雇用するた

めの就業環境をみてみる。図表

３および４は、高齢化率と高年

齢者雇用確保措置等の実施率の

関係について、東北地方と全国

の状況をプロットしたものであ

る。希望者全員が65歳以上まで

働ける企業（定義は図表３の下

段に示すとおり）の割合は、秋田

県で61.2％（１位）、岩手県60.2％

（２位）、青森県55.9％（12位）と、

全国トップレベルにあるのに対

し、山形県は45.7％（43位）と下

位に位置している。むしろ、山

形県よりも高齢化率の低い福島

県50.3％（29位）や宮城県47.2％

（38位）の方が将来の高齢化の進

展に備える意識の高さがうかが

える。

　このうち、70歳以上まで働ける企業（定義は図表４

の下段に示すとおり）の割合になると、東北地方の旗

色は途端に悪くなる。青森県19.0％（20位）、岩手県

18.4％（24位）、秋田県18.2％（28位）、宮城県17.9％（30

位）、福島県14.4％（44位）と高齢化率の高低に関わら

ず軒並み中位から下位となっており、なかでも山形県

は13.7％にとどまっている。

　なお、今年度の改正高年齢者雇用安定法の施行をう

けて、高年齢者雇用確保措置等の実施率が向上してい

ることも予想される。このため、今後公表される調査

結果を注視する必要があるが、東北地方における高年

齢者の就労環境については、少なくとも希望者全員が

65歳以上まで働ける環境は整いつつあるが、70歳以上

も働くことのできる社会へのシフトはやや遅れている

といえる。

■高齢者の能力を生かしたシニア起業

　ところで、高齢者の活躍の場は企業での雇用に限っ

た話ばかりではない。高齢者には長年にわたって培っ

資料：厚生労働省「高年齢者の雇用状況」（2012年10月）および総務省「国勢調査」を
基に作成

　　　「希望者全員が65歳以上まで働ける企業」は「定年制なし」、「65歳以上定年」お
よび「希望者全員65歳以上継続雇用」の合計

図表３　希望者全員が65歳以上まで働ける企業
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資料：厚生労働省「高年齢者の雇用状況」（2012年10月）および総務省「国勢調査」を
基に作成

　　　「70歳以上まで働ける企業」は「定年制なし」、「70歳以上定年」、「70歳以上まで
の継続雇用制度」および「その他の制度で70歳以上までの雇用」の合計

図表４　70歳以上まで働ける企業
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た知識や経験、豊富な人脈、それらに裏打ちされた信

用がある。これらを生かして自ら起業する「シニア企

業家」も少なくない。

　日本政策金融公庫総合研究所の調査によれば、55歳

以上のシニア企業家の特徴として、開業直前の勤務先

でマネジメントに携わっていた人の割合と、開業直前

に規模が大きい企業に勤務していた人の割合が高いこ

とが挙げられている。開業動機については「仕事の経

験・知識や資格を生かしたかったから」（51.1％）が最

も多く、「社会の役に立つ仕事がしたかった」「年齢や

性別に関係なく仕事がしたかった」（ともに36.2％）が

続く。他方、収入に対する考え方については収入優先

という考え方は少なく、採算状況は赤字基調が45.5％

と、必ずしも順調とはいえない。このほか、斯 業    経験
しぎょう

年数（現在の事業に関連する仕事の経験年数）の平均

は長く、30年以上の割合が高いという。

　この調査結果から、シニア世代の起業には生きがい

や働きがいを見いだして起業している傾向がうかがえ

る。経済的保障の見通しのあることが前提となるが、

シニア起業は年齢にかかわらず自らの意思で仕事を続

けることができるため、高齢者の能力を生かす活躍の

場として一つの手段となっている。

■ 「企業人」から「地域人」への移行

　さらに、高齢者の活躍の場として地域社会で活躍す

る機会も拡大している。市場経済以外の分野での働き

方で、シニア起業よりも地域貢献や社会的な意義に重

きを置いたものであり、地域に密着した仕事が多い。

具体的にはシルバー人材センターをはじめ、NPO、協

同組合、ボランティアなど企業型雇用以外の働き方で

ある。

　短時間で軽易な就業を希望する高齢者にとって、無

理なく働くことのできる就業の形となっており、自身

の生きがいの充実と併せ、コミュニティの維持や発展、

新たな人間関係の構築といったことも魅力となる。

　人生90年時代のライフデザインのなかで、地域に貢

献することの価値を見いだし、活躍の場を企業から地

域へと移していくことも考えられる。

■生涯現役社会の実現に向けた課題

　これまでの考察を踏まえ、生涯現役社会の実現に向

けた課題を整理すると次のとおりである。

○「高齢者」のとらえ方の意識改革

　一点目は、福岡県の施策でも触れたように、「高齢

者」のとらえ方の意識改革である。内閣府「高齢社会

白書」によれば、「『高齢者』は支えが必要であるとす

る考え方や社会の在り様は、意欲と能力のある現役の

65歳以上の者の実態から乖離しており、高齢者の意欲

と能力を活用する上で阻害要因ともなっている。（中

略）高齢者の意欲や能力を最大限活かすためにも、『支

えが必要な人』という高齢者像の固定観念を変え、意

欲と能力のある65歳以上の者には支える側にまわって

もらう意識改革が必要」と提唱している。このことは、

「人生90年時代」の高齢者が働く上での基本的な考え方

といえよう。

○働きやすい環境整備

　二点目は、高齢者の働きやすい環境整備である。高

齢者雇用においてネガティブな要素の一つは高齢者の

加齢に伴う老化現象、すなわち、足腰が弱くなる、視

力が落ちる、耳が遠くなる、動作や判断力が鈍くなる

などの身体的機能の低下による作業能率の減退であろ

う。個人差はあるにしても、老化からくる何らかの身

体的な制約は誰にでも訪れる。ただし、作業の能率面

に関しては行き過ぎた成果主義、利益追求の結果、仕

事に人を合わせようとするために生じる問題でもある。

今後、生涯現役社会の実現を目指す上では、逆に人に

仕事を合わせていく必要があるのではないだろうか。

このため、働き方や処遇面、職場の作業環境などに弾

力的な改善・整備が必要となってくる。高齢者の働き

やすい環境整備は、見方を変えれば大方の人が働きや

すい環境とも考えることができる。

○ニーズをつなぐ仕組みづくり

　三点目は、就業を望む高齢者と企業や地域のニーズ

とをつなぐ仕組みづくりである。大企業等の退職者お
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よび退職を控える人材は一般的に、高度な技術・ノウ

ハウを有しており、小規模企業をはじめとする中小企

業、あるいは地方にとって貴重な人材資源や重要な経

営資源となり得る。しかしながら、このような人材は、

大企業、大都市に集中し、その知識・経験を必要とす

る中小企業や地域社会のニーズとのミスマッチが発生

している可能性が高い。これからは消費者のニーズを

掘り起こす企画提案力や創造性が一層求められる社会

になると考えられることから、高齢者だからこその気

配り、知恵や経験が強みとなるのではないだろうか。

そして、豊富な技術・ノウハウを有する高齢者を大企

業や大都市から採用することにより、中小企業および

地方での良い意味での刺激になることが期待できる。

そのためには、人材の発掘、マッチングにより大企業

や大都市に人材が偏在する状況を解消し、中小企業や

地方への円滑な労働移動が可能となる支援機能の充実

が必要となる。併せて、地域内においても、高齢者が

自身の体力やライフスタイルの変化に応じて、就労か

ら地域社会活動へと活躍の場を移していけるような仕

組みも検討していく必要がある。

○エンプロイアビリティの向上

　四点目は、各個人にとって現役時代からのエンプロ

イアビリティ（個人の雇用されうる能力）の向上であ

る。従業者としては、若いうちから健康管理、体力づ

くり、能力の維持・向上などに努めることはいうまで

もないが、転職の成否に必要となるスキルを身に付け

ておく必要がある。雇用支援機構が実施した調査によ

れば、転職成功者は、転職前の最も長く勤務してきた

企業において「自己効力感（仕事上で直面する問題に

粘り強く対応できる自信）」と「コミュニケーション

スキル」の二つを培っているという。特に転職の場合、

転職先の企業風土や組織文化の違いに戸惑うことが予

想されるが、変化に対応できるか否かがその後の就労

年数に関係してくる。

■おわりに

　70歳雇用を実践する企業の事例をみる限り、制度よ

り実態が先行しており、企業側も労働者側も実に自然

に継続雇用が実現しているケースも少なくない。

　このことは、生涯現役社会の実現において、年齢だ

けで線引きしたり、予想される困難な側面ばかりにと

らわれたりせず、高齢者だからこそでき得る可能性に

着目して取り組むこと、すなわち形からではなく中身

＝人に合わせていくことが有効であることを示唆して

いるといえよう。

　一方、年齢にかかわりなく活躍できる社会の実現に

向けて、個人や企業が抱える課題は千差万別であり、か

つ、解決に向けた答えは一つとは限らない。雇用支援

機構では社会保険労務士、中小企業診断士、経営コン

サルタントなどの高年齢者雇用問題に精通した専門家

に「高年齢者雇用アドバイザー」を委嘱し、全国に配

置している。課題解決に向けたきっかけとして同アド

バイザーを活用することも有用な手段の一つである。

　いずれにしても、目指す社会への転換は一朝一夕に

実現するものではなく、高年齢者雇用安定法の改正が

そうであったように漸次的に改善していくことになる

だろう。しかしながら、着実な高齢者雇用対策の実施

により高齢者の活躍の場が拡大することで、人生100年

時代を見据えたライフデザインの上に多様な選択肢が

用意されることにつながる。
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