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　わが国の高齢化は世界に類をみない速度で進み、2030年には総人口の約３人に１人が65歳
以上の高齢者となることが見込まれています。これにより、いわゆる生産年齢人口（15～64
歳人口）は減少し、2060年には総人口の50.9％になる見込みです（図１）。

　また、年金支給開始年齢の定額部分は、平成25年度に65歳へ引き上げられ、男性の報酬比
例部分は2013（平成25）年から2025（平成37）年にかけて、段階的に引き上げられます（女
性については５年遅れのスケジュールとなっています）（図２）。
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「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年６月２日閣議決定）（抜粋）

一億総活躍社会の実現に向けた横断的課題である働き方改革の方向

　日本には、アクティブシニアとも言われるように、元気で就労の意欲にあふれ、豊か
な経験と知恵を持っている高齢者がたくさんおられる。他方、高齢者の７割近くが、65
歳を超えても働きたいと願っているのに対して、実際に働いている人は２割にとどまっ
ている。生涯現役社会を実現するため、雇用継続の延長や定年引上げに向けた環境を整
えるとともに、働きたいと願う高齢者の希望を叶えるための就職支援を充実する必要が
ある。人口が減少する中で我が国の成長力を確保していくためにも、高齢者の就業率を
高めていくことが重要である。
　将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくためには、そのための環境を
整えていく必要がある。企業の自発的な動きが広がるよう、65歳以降の継続雇用延長や
65歳までの定年延長を行う企業等に対する支援を実施し、企業への働きかけを行う。ま
た、継続雇用延長や定年延長を実現するための優良事例の横展開、高齢者雇用を支える
改正雇用保険法の施行、企業における再就職受入支援や高齢者の就労マッチング支援の
強化などを進める。

高齢者の就労促進

「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）（抜粋）

　高齢者の就業促進のポイントは、年齢に関わりなく公正な職務能力評価により働き続
けられる「エイジレス社会」の実現であり、これが、若者のやる気、そして企業全体の
活力の増進にもつながる。
　高齢者の７割近くが、65歳を超えても働きたいと願っているが、実際に働いている人
は２割にとどまっている。労働力人口が減少している中で我が国の成長力を確保してい
くためにも、意欲ある高齢者がエイジレスに働くための多様な就業機会を提供していく
必要がある。
　65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業への支援を充実し、将来的
に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を行っていく。2020年度までを
集中取組期間と位置づけ、助成措置を強化するとともに、新たに策定した継続雇用延長
や定年延長の手法を紹介するマニュアルや好事例集を通じて、企業への働きかけ、相談
・援助を行っていく。集中取組期間の終了時点で、継続雇用年齢等の引上げに係る制度
の在り方を再検討する。

高齢者の就労促進

　労働力人口が減少する中で我が国の成長力を確保していくためにも、意欲ある高齢者がエ
イジレスに働くための多様な就業機会を提供していく必要があります。
　現状では、高齢者の７割近くが65歳を超えても働きたいと願っているのに対し(資料１)、
実際に働いている人は２割(資料２)にとどまっています。
　そのため、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年６月２日閣議決定）及び「働き方改
革実行計画」（平成29年３月28日働き方改革実現会議決定）では、将来的に継続雇用年齢等
の引上げを進めていくため、2020年度までの期間を65歳以降の継続雇用延長等の促進の集中
期間と位置づけています。
　高齢者が健康で意欲と能力がある限り、年齢に関わりなく働ける制度の導入を、ぜひお願
いします。

〈資料２　就業率の推移〉

〈資料１　高年齢者の高い就業意欲〉

　我が国の高年齢者の就業意欲は非常に高く、内閣府「高齢者の健康に関する意識調査（2012）によると、65歳
以上まで働きたいと回答した人が約８割を占めています。

○60～64歳層で、雇用確保措置の導入が義務付けられた改正高齢法施行（2006年４月１日）後、就業率が上昇。
○65歳以上層では、近年わずかに上昇傾向にあるものの就業率は２割程度に留まっている。

※55歳以上の男女が対象（n＝1,919）
資料出所：内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」（2012）

資料出所：内閣府「労働力調査」
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〈資料１　高年齢者の高い就業意欲〉
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※55歳以上の男女が対象（n＝1,919）
資料出所：内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」（2012）

資料出所：内閣府「労働力調査」
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　「定年」とは、労働者があらかじめ定められた年齢に達したことを理由に、自動的に
または解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度で、就業規則、労働協約または
労働契約に定められたものをいいます。※ 
　なお、単なる慣行として一定年齢における退職が定着している場合や、選択定年制な
ど早期の退職を優遇する制度における早期の退職年齢は、高年齢者雇用安定法上の「定
年」ではありません。　
※退職に関する事項は就業規則の絶対的記載事項であるため、定年を定めている場合は必ず就業規則に記
　載しなければなりません。ただし、常時使用する労働者が10人未満の事業所は、就業規則の作成義務
　が課されていないので、労働協約や労働契約にのみ定年の規定を記載することも可能です。
　（労働基準法第89条）

5

　定年年齢を60歳未満とすることは高年齢者雇用安定法で禁止されています

定年とは

60歳を下回る定年は？

 60歳未満定年の禁止

　60歳を下回る定年の規定は民事上無効となり、その年齢に達した

ことを理由に労働者を退職させることはできません。この場合は、そ

の企業には定年の規定はないものとみなされます。

高年齢者雇用安定法の規定にもかかわらず、

定年年齢を 60歳未満に定めていると

4

　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（「高年齢者雇用安定法」）により、事業主
の皆様に、主に以下の義務が課されています。

① 60歳未満定年の禁止　　・・・・・５ページ

② 65歳までの高年齢者雇用確保措置　　・・・・・６ページ

「高年齢者雇用安定法」のポイント

根拠条文

　事業主がその雇用する労働者に定年（以下単に「定年」問。）の定めをする場合には、
当該定年は、六十歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者の
うち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定
める業務に従事している労働者については、この限りでない。（※注１）

（※注１）
　高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則（昭和46年９月８日労働省令第24号）第４条の２
(法第８条の業務)
　法第８条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法（昭和25年法律第289号）第４条に規定する事業
における坑内作業の業務とする。

第８条　定年を定める場合の年齢

根拠条文

　定年（65歳未満の者に限る。）の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の
65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置（以下「高年齢者雇用
確保措置」という。）のいずれかを講じなければならない。
一　当該定年の引き上げ
二　継続雇用制度（現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその
　　定年後も引き続いて雇用する制度をいう。）の導入
三　当該定年の定めの廃止

第９条　高年齢者雇用確保措置
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定年が65歳以上

③ 定年制
　 の廃止

① 定年の
　 引き上げ

② 継続雇用
　制度の導入

定年が65歳未満

就業規則を変更して、労働基準監督署へ提出

就業規則に
定年の規定がない

就業規則に
定年の規定がある

制　度　導　入　完　了

「高年齢者雇用確保措置」導入までのフローチャート

　高年齢者雇用安定法第９条は、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、定年年
齢を65歳未満としている事業主に、高年齢者雇用確保措置として、上記の①から③のうち、い
ずれかの実施を義務づけています。

6

　定年年齢を65歳未満としている事業主は、次の①から③の措置（高年齢者雇用
確保措置）のいずれかを実施してください

　現在、雇用している高年齢者を、本人の希望によって、定年後も引き続き雇用する制
度で、次のようなものがあります。

◆ 再雇用制度：定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ制度

◆ 勤務延長制度：定年で退職とせず、引き続き雇用する制度

　継続雇用制度を導入する場合は、希望者全員※を対象とすることが必要です。希望者
全員とは、定年後も引き続き働きたいと希望する人全員です。　
※ただし、以下の経過措置が認められています（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(平成24年法律第78号、改正高年齢者雇用安定法)附則第３項）。
　平成25年３月31日までに継続雇用制度の対象者を限定する基準を労使協定で設けている場合

　・平成28年３月31日までは61歳以上の人に対して
　・平成31年３月31日までは62歳以上の人に対して
　・平成34年３月31日までは63歳以上の人に対して
　・平成37年３月31日までは64歳以上の人に対して

※また、就業規則に定める解雇・退職事由（年齢に係るものを除く）に該当する場合には、継続雇用しな
　いことができます。ただし、継続雇用しないことについては客観的に合理的な理由があり、社会通念上
　相当であることが求められると考えられます。[高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針（平
　成24年 厚生労働省告示560号）]

継続雇用制度とは

継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが必要です継続雇用制度は希望者全員を対象とすることが必要です

①定年年齢を65歳まで引き上げ
②希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
③定年制の廃止

継続雇用の対象者を限定する
基準を適用することができます

65歳までの「高年齢者雇用確保措置」
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　高年齢者雇用安定法第６条に基づいて策定した「高年齢者等職業安定対策基本方針」（平成
24年厚生労働省告示第559号）では、高年齢者の意欲と能力に応じた雇用機会の確保のため企
業が行うべき事項に関する指針を以下のように定めています。
　事業主の皆さまにおかれては、以下のポイントを参考にしつつ、労使間で十分に協議して高
年齢者の雇用機会の確保のための諸条件を整備するよう努めてください。

　高年齢者の有する知識、経験などを活用できる効果的な職業能力開発を推進するた
め、必要な職業訓練を実施してください。その際には、公共職業能力開発施設・民間教
育訓練機関で実施される職業訓練も積極的に活用してください。

高年齢者の職業能力の開発・向上

　作業補助具などの機械設備の改善、作業の平易化などの作業方法の改善、照明などの
作業環境の改善、福利厚生施設の導入・改善を通じ、身体的機能の低下にも対応できる
ようにすることにより、体力などが低下した高年齢者が職場から排除されることなく、
その職業能力が十分発揮できるよう配慮してください。

作業施設の改善

　高齢化に対応した職務の再設計を行うことなどにより、高年齢者の身体的機能の低下
などの影響が少なく、能力、知識、経験などが十分に活用できる職域の拡大を行ってく
ださい。

高年齢者の職域拡大

　職業能力を評価する仕組みや資格制度、専門職制度などの整備により、知識や経験な
どを活用できる配置、処遇を推進してください。

高年齢者の知識、経験などを活用できる配置、処遇の推進

　高年齢者の就業希望や体力は人さまざまですので、短時間勤務、隔日勤務、フレック
スタイム制などを活用した勤務時間制度の弾力化を図ってください。

勤務時間制度の弾力化

　高年齢者の雇用機会の開発を効率的に進めるため、同じ産業や同じ地域の事業主の間
で、高年齢者の雇用に関するさまざまな経験を共有しつつ、労働者の職業能力開発の支
援、職業能力を評価する仕組みの整備、雇用管理の改善などについての共同の取り組み
を推進してください。

事業主が共同で行う取り組みの推進

  高年齢者雇用のための諸条件の整備
　高年齢者雇用確保措置の導入にあたっては、賃金や勤務時間などの労働条件について見直す
ことが必要な場合があります。
　労働条件については、基本的には労使の間で協議して決定すべき事項ですが、高年齢者雇用
安定法第９条第３項に基づいて策定した高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針（
平成24年厚生労働省告示第560号）に、賃金・人事処遇制度の見直しが必要な場合の留意事項
として下記内容を定めていますので、労働条件を設定する際は留意してください（高年齢者雇
用確保措置の実施及び運用に関する指針第２の４）。

8

①賃金・人事処遇制度の見直し
　年齢的要素を重視する賃金・人事処遇制度をとっている場合は、能力、職務等の要
素を重視する制度に向けた見直しに努めてください。その際、高年齢者の雇用や生活
の安定にも配慮した計画的かつ、段階的なものとなるよう努めてください。

②勤務日・勤務時間
　短時間勤務制度・隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる制
度の導入に努めてください。

③意欲・能力に応じた適正な配置・処遇
　職業能力を評価する仕組みの整備とその有効な活用を通じ、高年齢者の意欲や能力
に応じた適正な配置と処遇の実現に努めてください。

高年齢者雇用確保措置における労働条件のポイント

　継続雇用制度を導入したものの、継続雇用を希望する高年齢者が少ない場合は、その
労働条件などが高年齢者のニーズにあっていない可能性があります。その場合は、高年
齢者のニーズや意識を分析し、賃金や勤務時間など、制度の見直しを検討してくださ
い。

①継続雇用制度を導入する場合の賃金
　継続雇用制度を導入する場合の賃金は、継続雇用する高年齢者の就業実態、生活の
安定などを考慮し、適切なものとなるよう努めてください。

②継続雇用制度を導入する場合の契約期間
　高年齢者雇用確保措置が65歳までの雇用の確保を目的とする制度であることを踏ま
え、継続雇用制度において契約期間を定める場合は、65歳までは契約更新ができるこ
とを周知するとともに、むやみに短い契約期間とすることがないように努めてくださ
い。

継続雇用制度を導入する場合のポイント

「高年齢者雇用確保措置」を実施する際の労働条件について
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継続雇用制度の特例措置に関する契約書（例）

　○○○○株式会社（以下「甲」という。）と○○○○株式会社及び○○○○株式会社
（以下「乙」といい、乙１及び乙２を総称して「乙」という）は、高年齢者等の雇用の
安定等に関する法律（昭和46年法律第68号。以下「高齢者雇用安定法」という。）第
９条第２項に規定する契約として、次のとおり契約を締結する（以下「本契約」とい
う）。

第１条　乙は、甲が高齢者雇用安定法第９条第１項第２号に基づきその雇用する高年齢
　　　　者の６５歳までの安定した雇用を確保するための措置として導入する継続雇用
　　　　制度を実施するため、甲の継続雇用制度の対象となる労働者であってその定年
　　　　後も雇用されることを希望する者（次条において「継続雇用希望者」という）
　　　　を、その定年後に乙が引き続いて雇用する制度を導入する。
　
第２条　乙は、甲が乙に継続雇用させることとした継続雇用希望者に対し、乙が継続雇
　　　　用する主体となることが決定した後、当該者の定年後の雇用に係る労働契約の
　　　　申込みを遅滞なく行うものとする。

第３条　第１条の規定に基づき乙１又は乙２が雇用する労働者の労働条件は、乙１又は
　　　　乙２が就業規則等により定める労働条件による。

以上、本契約の成立の証として本書３通を作成し、甲、乙１、乙２各自１通を保有する。

平成　　年　　月　　日

（甲）東京都○○○
　株式会社○○○○
　代表取締役○○○○　㊞

（乙１）東京都○○○
　株式会社○○○○
　代表取締役○○○○　㊞

（乙２）東京都○○○
　株式会社○○○○
　代表取締役○○○○　㊞

 特殊関係事業主との契約書記載例（参考）
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　継続雇用制度の対象者について、定年まで雇用した企業だけでなく、この企業の子会社や関
連会社などの特殊関係事業主（図１の①から⑤）で雇用することも認められます。継続雇用制
度の対象者を特殊関係事業主で雇用する制度を導入する場合は、定年まで雇用した企業と特殊
関係事業主との間で契約を締結する必要があります。

継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲

図１

図２

図３

 議決権所有割合が過半数である場合〈同項第１号〉

親法人等
議決権50％超

子法人等

親法人等 子法人等

 議決権所有割合が40％以上50％以下である場合〈同項第２号〉
①同一議決権行使者の議決権所有割合が合算して50％超　　②意思決定の支配が推測される事実の存在

議決権40％以上50％以下

親法人等 子法人等

議決権40％以上50％以下

議決権50％超

下記いずれかの要件に該当

 議決権所有割合が40％未満である場合〈同項第３号〉
右記いずれかの要件に該当

　他社を自己の子法人等とする要件は、図２に示す親子法人等関係の支配力基準を満たすことです。
　（高年齢者雇用安定法施行規則第４条の３）

親子法人等関係（支配力基準）〈規則第４条の３第２項〉

関連法人等関係（影響力基準）〈規則第４条の３第４項〉

親法人等
議決権20％超

関連法人等 関連法人等

親法人等 関連法人等

親法人等

議決権15％以上20％未満

下記いずれかの要件に該当

緊密な関係により同一内容
議決権行使が認められる者

同一内容議決権行使に
同意している者

親法人等 子法人等

議決権50％超

　他社を自己の関連法人等とする要件は、図3に示す関連法人等関係の影響力基準を満たすことです。
　（高年齢者雇用安定法施行規則第4条の3）

緊密な関係により同一内容
議決権行使が認められる者

同一内容議決権行使に
同意している者

緊密な関係により同一内容
議決権行使が認められる者

同一内容議決権行使に
同意している者

 議決権所有割合が20％以上である場合〈同項第１号〉  議決権所有割合が15％以上20％未満である場合〈同項第２号〉　　

 議決権所有割合が15％未満である場合〈同項第３号〉

議決権20％以上

　　　　　　　　要　　　件

 ・取締役会の過半数占拠

 ・事業方針等の決定を支配する契約の存在

 ・資金調達総額の過半数融資

 ・その他意思決定の支配が推測される事実

　　　　 　　　要　　　　件

 ・親法人等の役員等が代表取締役等に就任
 ・重要な融資
 ・重要な技術の提供
 ・重要な営業上又は事業上の取引
 ・その他事業等の方針決定に重要な影響
 　を与えられることが推測される事実

右記いずれかの要件に該当

③ 親法人等の
　 子法人等
（いわゆる兄弟会社）

親子法人等関係
関連法人等関係

④ 親法人等の
関連法人等

⑤ 関連法人等

① 親法人等

自　　　 社

② 子法人等
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 　を与えられることが推測される事実

右記いずれかの要件に該当

③ 親法人等の
　 子法人等
（いわゆる兄弟会社）
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関連法人等
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① 親法人等

自　　　 社

② 子法人等
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③
就業規則変更部分（例）

新 旧

意見書について

①
就業規則変更届

平成 年 月 日

○○労働基準監督署長 殿

今回、別添のとおり当社の就業規則を変更いた
しましたので、意見書を添付のうえ提出します。

労働保険番号
業種
労働者数　　　　　（臨時・パート含む）人
事業所の所在地
事業場の名称
使用者職氏名　　　　　　　　　　　　　　印

②
意　見　書

平成 年 月 日

殿

平成　　年　　月　　日付けをもって意見を求めら
れた就業規則案について、下記のとおり意見を
提出します。

記

第○条
　従業員の定年は満60歳
とし、60歳に達した年度
の末日をもって退職とす
る。ただし、本人が希望
し、解雇事由又は退職事
由に該当しない者につい
ては、65歳まで継続雇用
する。

第○条
　従業員の定年は満60歳
とし、60歳に達した年度
の末日をもって退職とす
る。ただし、本人が希望
し、高年齢者雇用安定法
第9条第2項に基づき労使
協定により定められた基
準を満たした者について
は65歳まで継続雇用する。

就業規則を作成し、または変更した場
合には、労働者の過半数で組織する労
働組合（過半数労働組合がない場合は
労働者の過半数を代表する者）の意見
を記した書面（意見書）を添付して、管
轄する労働基準監督署へ届け出なけ
ればなりません。

労働者代表　　　　　　印

就業規則を変更した場合、

を所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。労使協定書そのものは届け
出る必要はありません。なお、「再雇用規定」「嘱託社員就業規則」など、別規定を作成した
場合も届け出が必要です。

就業規則の労働基準監督署への届け出

① 就業規則変更届

② 意見書

③ 就業規則の変更部分

12

１.「定年の引き上げ」を行う場合

２.「継続雇用制度」を導入する場合

第○条　従業員の定年は満65歳とし、65歳に達した年度の末日をもって退職とする。

第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。
ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については65
歳まで継続雇用する。

パターン①【希望者全員を65歳まで継続雇用する場合】

第○条　従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。
ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年
齢者雇用安定法一部改正法附則第３項に基づきなお効力を有することとされる
改正前の高年齢者雇用安定法第９条第２項に基づく労使協定の定めるところに
より、次の各号に掲げる基準（以下「基準」という。）のいずれにも該当する
者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者につい
ては、基準の適用年齢まで継続雇用する。

  　(1) 引き続き勤務することを希望している者
  　(2) 過去○年間の出勤率が○％以上の者 
  　(3) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと 
  　(4) ○○○○

２前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用について
は、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行
うものとする。

パターン②【経過措置を利用する場合】

就業規則の記載例（参考）

平成25年４月1日から平成28年３月31日まで
平成28年４月1日から平成31年３月31日まで
平成31年４月1日から平成34年３月31日まで
平成34年４月1日から平成37年３月31日まで

61歳
62歳
63歳
64歳

　上に示す記載例は、あくまで参考に示すものであり、就業規則を作成・変更する際は、労使で十分
協議の上、各企業の実情に応じたものとなるようにしてください。

　就業規則を作成・変更した場合は、労働者の過半数で組織する労働組合（ない場合は労働者の過半
数を代表する者）の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出てください。ただし、常時雇
用する労働者が10人未満の事業所については届出の必要はありません。

注意
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　継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止の経過措置について、この仕組みの対象者と
なる下限の年齢を厚生年金（報酬比例部分）の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平
成37年４月までに段階的に引き上げることとされていますが、年金の支給開始年齢の引上げスケ
ジュールは男女で異なっています（女性は５年遅れ）。経過措置の対象年齢も男女で異なること
になるのでしょうか。

　経過措置の対象年齢は、「男性」の年金（報酬比例部分）の支給開始年齢の引上げスケジュール
に合わせ、平成37年４月までに段階的に引き上げることとされています。
　御指摘のとおり、年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なってはいますが、経過
措置の対象年齢については男女で異なる者ではなく、同一となっています。
　なお、男女別の定年を定めることや継続雇用制度の対象を男性のみとするなど、労働者が女性で
あることを理由として男性と異なる取扱いをすることは、男女雇用機会均等法において禁止されて
います。

　改正高年齢者雇用安定法が施行された後に継続雇用制度の対象者を限定する基準を定める労使
協定を変更して結び直すことはできますか。

　改正高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引上げら
れることを勘案し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を当該支給開始年齢以
上の者について定めることを認めています。
　この経過措置により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができるのは、改正高年
齢者雇用安定法が施行されるまで（平成25年３月31日）に労使協定により継続雇用制度の対象者を
限定する基準を定めていた事業主に限られます。
　経過措置により基準を定める場合、これまでの労使協定をそのまま利用することの他に、内容を
変更して新たに労使協定を締結して、新たな基準を定めることもできますが、この場合も、具体
的・客観性を備えた基準とすることが求められます。

　経過措置により労使協定による継続雇用制度の対象者の基準を維持する場合、基準に該当しな
い者については、基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないこととしてよいでしょうか。
　また、基準該当性の判断はどの時点で行わなければならないのでしょうか。

　基準自体には具体性・客観性が求められますが、基準に該当しない者について基準の対象年齢に
到達した後は雇用を継続しないことをもって、高年齢者雇用安定法違反になることはありません。
　また、継続雇用制度の対象者の基準に該当するか否かを判断する時点は、基準の具体的な内容に
左右されるものであり、この基準は労使協定により定められるものであることから、基準該当性の
判断時点をいつにするか、例えば基準対象年齢の直前とするか、あるいは定年時点などとするかに
ついても、労使の判断に委ねられていると考えられます。

　特殊関係事業主の要件は、どの時点で満たす必要がありますか。

　契約の相手方たる要件である以上、まず契約を締結する時点で、その要件を満たす必要があり、
加えて、法律上、契約の内容として「特殊関係事業主が引き続いて雇用すること」が求められてい
ることから、労働者が特殊関係事業主において雇用され始める時点でも特殊関係事業主たる要件を
満たす必要があります。

④ 継続雇用先の範囲の拡大

14

他のQ&Aについては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
URL: http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

改正高年齢者雇用安定法Q＆A（抜粋）

　本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、継続雇用を拒否した場合も違反にな
るのですか。

　高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希
望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を
提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者
が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。

　高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業については、企業名の公表などは行われるので
しょうか。

　改正高年齢者雇用安定法においては、高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業が、高年齢
者雇用確保措置の実施に関する勧告を受けたにもかかわらず、これに従わなかったときは、厚生労
働大臣がその旨を公表できることとされていますので、当該措置の未実施の状況などにかんがみ、
必要に応じ企業名の公表を行い、各種法令等に基づき、ハローワークでの求人の不受理・紹介保
留、助成金の不支給等の措置を講じることにしています。

① 継続雇用制度の導入

　当社の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めて
いますが、経過措置により基準を利用する場合でも、就業規則を変えなければいけませんか。

　改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支
給開始年齢以上の方について定めることが認められています。したがって、60歳の方は基準を利用
する対象とされておらず、基準の対象年齢は３年毎に１歳ずつ引上げられますので、基準の対象年
齢を明確にするため、就業規則の変更が必要になります。

② 就業規則の変更

　全ての事業主が経過措置により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができま
すか。

　改正高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引上げら
れることを勘案し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を当該支給開始年齢以
上の方について定めることを認めています。
　この経過措置は、これまで継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを利用していた企業におい
ては、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、継続雇用制度の対象を希望者全員とするため、丁寧に企
業内の制度を整備していく必要があることから設けられた者です。
　したがって、経過措置により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができるのは、
改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで（平成25年３月31日）に労使協定により継続雇用制度の
対象者を限定する基準を定めていた事業者に限られます。

③ 継続雇用制度の対象者基準の経過措置
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　また、継続雇用制度の対象者の基準に該当するか否かを判断する時点は、基準の具体的な内容に
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④ 継続雇用先の範囲の拡大
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他のQ&Aについては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
URL: http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

改正高年齢者雇用安定法Q＆A（抜粋）

　本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、継続雇用を拒否した場合も違反にな
るのですか。

　高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希
望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を
提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者
が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。

　高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業については、企業名の公表などは行われるので
しょうか。
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① 継続雇用制度の導入

　当社の就業規則では、これまで、基準に該当する者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めて
いますが、経過措置により基準を利用する場合でも、就業規則を変えなければいけませんか。

　改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支
給開始年齢以上の方について定めることが認められています。したがって、60歳の方は基準を利用
する対象とされておらず、基準の対象年齢は３年毎に１歳ずつ引上げられますので、基準の対象年
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② 就業規則の変更

　全ての事業主が経過措置により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができま
すか。

　改正高年齢者雇用安定法では、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引上げら
れることを勘案し、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を当該支給開始年齢以
上の方について定めることを認めています。
　この経過措置は、これまで継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを利用していた企業におい
ては、高年齢者雇用安定法の改正に伴い、継続雇用制度の対象を希望者全員とするため、丁寧に企
業内の制度を整備していく必要があることから設けられた者です。
　したがって、経過措置により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができるのは、
改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで（平成25年３月31日）に労使協定により継続雇用制度の
対象者を限定する基準を定めていた事業者に限られます。

③ 継続雇用制度の対象者基準の経過措置
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第二種計画認定・変更の申請要領 （継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例申請）

③ 継続雇用制度の対象者基準の経過措置

16

無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について（第二種計画認定・変更申請）

③ 継続雇用制度の対象者基準の経過措置
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無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について（第二種計画認定・変更申請）

③ 継続雇用制度の対象者基準の経過措置
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　生涯現役社会の実現に向けて、高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主への助成金があります。

65歳超継続雇用促進コース

高年齢者無期雇用転換コース

高年齢者雇用環境整備支援コース

21

65歳超雇用推進助成金

高年齢者の雇用の促進を図るため定年の引上
げ等を行った事業主に対して実施した措置に
応じて費用の一部を助成します。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者
を無期雇用労働者に転換させた事業主に対し
て助成金を支給します。

高年齢者が意欲と能力がある限り年齢にかかわ
りなく生き生きと働ける社会を構築していくた
めに、高年齢者の雇用環境整備の措置を実施し
た事業主に対して、助成金を支給します。

相談・助言
Ｑ例えば、こんな時
※無料

企画立案サービス
※利用料:所要経費の１/２

就業意識向上研修
※利用料:所要経費の１/２

○賃金、退職金制度の改善事例を知りたい
○高年齢者が働きやすい職場に改善したい
○高年齢在職者の職業生活設計の相談会を実施したい

相談等により把握された個別・具体的な課題について、
改善策を作成・提案します。 

企業の実情に応じ、中高年在職者の就業に対する意識の
向上等を図るカリキュラムにより研修を実施します。 

　人事・労務管理経験者、経営労務コンサルタント、中小企業診断士、社会保険労務士等、高年齢
者の雇用問題に精通した「高年齢者雇用アドバイザー」が、専門的かつ実務的な相談、助言(無料)
を行います。　

高年齢者雇用アドバイザー

詳しい内容については

直接、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部にお問い合わせください。

　〒810-0042 福岡市中央区赤坂 1-10-17しんくみ赤坂ビル 6階
　電話 092－718－1310（高齢・障害者業務課） 
　ホームページ　http://www.jeed.or.jp/ 

20

「無期転換ルール」に関する情報・お問い合わせはこちら

③ 継続雇用制度の対象者基準の経過措置

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-11-1  
　　　　　　福岡合同庁舎新館４階 

電 話 092－411－4894
FAX 092－411－4895 

福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課
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福岡中央労働基準監督署
〒810-8605 福岡市中央区長浜 2-1-1
電話 092－761－5605

大牟田労働基準監督署
〒836-8502 大牟田市小浜町 24-13
電話 0944－53－3987 

久留米労働基準監督署 
〒830-0037 久留米市諏訪野町 2401 
電話 0942－33－7251 

飯塚労働基準監督署
〒820-0018 飯塚市芳雄町 13-6飯塚合同庁舎 
電話 0948－22－3200 

北九州西労働基準監督署 
〒806-8540 北九州市八幡西区岸の浦 1-5-10 
電話 093－622－6550 

北九州東労働基準監督署
〒803-0814 北九州市小倉北区大手町 13-26 
電話 093－561－0881 

北九州東労働基準監督署 門司支署 
〒800-0004 北九州市門司区北川町 1-18 
電話 093－381－5361 

田川労働基準監督署
〒825-0013 田川市中央町 4-12
電話 0947－42－0380 

直方労働基準監督署 
〒822-0017 直方市殿町 9-17 
電話 0949－22－0544 

行橋労働基準監督署 
〒824-0005 行橋市中央 1-12-35 
電話 0930－23－0454 

八女労働基準監督署 
〒834-0047 八女市稲富 132
電話 0943－23－2121 

福岡東労働基準監督署 
〒813-0016 福岡市東区香椎浜 1-3-26 
電話 092－661－4178

23

就業規則の届出に関するお問い合わせ・提出先

福岡労働局 雇用環境・均等部 指導課 
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-11-1  
福岡合同庁舎新館４階 
電話 092－411－4894 

有期雇用特別措置法・定年後の無期転換ルールの特別措置 第二種計画認定申請に関するお問い合わせ先 

22

詳しい内容については

最寄りのハローワークまでお尋ねください。
制度に関してはハローワークインターネットサービスのホームページからもご確認いただけます。
→https://www.hellowork.go.jp/

支給月の賃金 支給額

60歳時点の賃金の61％以下

60歳時点の賃金の61％超75％未満

支給月の賃金の15％相当額

支給月の賃金の15％相当額未満

　雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則
として60歳以降の賃金が60歳到達時点に比べて、75％未満に低下した状態で働き続ける場合
に支給されます。
　ただし、支給月の賃金が357,864円を超える場合は支給されません（平成28年8月）。支給
対象期間は、原則として被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。

高年齢雇用継続基本給付金の支給
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65歳超雇用推進助成金・高年齢者雇用アドバイザーに関するお問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
福岡支部 

〒810-0042 福岡市中央区赤坂 1-10-17 
しんくみ赤坂ビル６階 
電話 092－718－1310
      （高齢・障害者業務課） 

高年齢者雇用安定法に関するお問い合わせ先

名　　　　称 所　　在　　地 電話番号 FAX番号

域
地
岡
福

ハローワーク福岡中央 〒 福岡市中央区赤坂１-６-１９

ハローワーク福　岡　東 〒 福岡市東区千早６-１-１

ハローワーク福　岡　南 〒 春日市春日公園３-２

ハローワーク福　岡　西 〒 福岡市西区姪浜駅南３-８-１０

域
地
州
九
北
ハローワーク八　　幡 〒 北九州市八幡西区岸の浦１-５-１０

ハローワーク小　　倉 〒 北九州市小倉北区萩崎町１-１１

ハローワーク行　　橋 〒 行橋市西宮市５-２-４7

域
地
後
筑

ハローワーク大　牟　田 〒 大牟田市大正町６-２-３

ハローワーク久　留　米 〒 久留米市諏訪野町２４０１

ハローワーク八　　女 〒 八女市馬場５１４-３

ハローワーク朝　　倉 〒 朝倉市菩提寺４８０-３

域
地
豊
筑
ハローワーク飯　　塚 〒 飯塚市芳雄町１２-１

ハローワーク直　　方 〒 直方市大字頓野３３３４-５

ハローワーク田　　川 〒 田川市弓削田１８４-１

810－8609

813－8609

816－8577

819－8552

806－8509

802－8507

824－0031

836－0047

830－8505

834－0023

838－0061

820－8540

822－0002

826－8609

092－712－8609

092－672－8609

092－513－8609

092－881－8609

093－622－5566

093－941－8609

0930－25－8609

0944－53－1551

0942－35－8609

0943－23－6188

0946－22－8609

0948－24－8609

0949－22－8609

0947－44－8609

092－711－1192

092－672－3000

092－574－6554

092－883－5871

093－622－3144

093－941－8631

0930－23－8198

0944－54－1540

0942－33－6526

0943－24－5597

0946－23－1359

0948－28－7599

0949－24－2332

0947－46－1729


