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１　採用・退職
（1）縮小する新規高卒市場

都内公共職業安定所における新規高卒者に対する求人数は、1992年の27万6千人をピーク

に減少傾向が続き、2003年には3万人を割り込みました。景気回復に伴い、求人数は2005年

に3万4千人に増加しましたが、就職者数は1987年の3万2千人以来減少が続き、増加に転じた

2004年以降も6千人程度となっています。不況による採用抑制のほか、進学率の高まりや少子

化の影響もあると推察されますが、大卒求人数がバブル期なみの水準に回復しているのとは対

照的に、新規高卒市場は縮小傾向が続いています。（図1）

（2）拡大する中途採用市場

中途採用のニーズは拡大しています。経済産業省の調査によると、2004年度の中途採用市

場における求人数は675万人で、5年前に比べて84万人増加しています。職種別の内訳をみる

と、専門的・技術的職業従事者に対する求人が35万人増加していますが、事務従事者は減少

しています。厚生労働省の調査によると、中途採用の際に企業が重視する項目は、技術・研究

職では｢専門的知識･能力｣、管理職、事務職では「職務経験」が最も高くなっています。人事制

度において、「どちらかというと（中途採用よりも）新卒採用重視」という方針の企業割合が

60.0％ 1という調査結果もあるものの、より即戦力重視の採用が行われつつあることがうかが

えます。（図2、3）

（3）広がるインターンシップ

採用時に求められる能力が高度化するなか、学校から職業への円滑な移行を図ることを目的と

して、高等教育におけるインターンシップへの取組が広がっています。企業においても、「学生の

就業意識向上」や「自社の認知度を高める」などを目的としてインターンシップに取り組むとこ

ろが増えており、採用のために活用している企業は受入れ企業の37.0％となっています。（図4）

第５章 雇用管理

注１　 （独）労働政策研究・研修機構「人口減少社会における人事戦略と職業意識に関する調査」（全国の従業員100人以上の
企業）



138

第５章　雇用管理

139

第１節　採用・退職

第

�
章

（4）定年制の状況

都内の、一律定年制を定めている企業の定年年齢を規模別にみると、すべての企業規模で

60歳とする割合が9割を超えています。60歳を超える定年年齢を定めている企業は小規模企業

の方が高い傾向があり、特に65歳以上としているものは、5,000人以上規模では1.2％にとど

まっているのに対し、30 ～ 49人規模では5.3％となっています。（図5）

一律定年制を採用している東京の中小企業において、再雇用・勤務延長制度を適用してい

るのは2004年時点で79.2％となっています。しかし、希望者全員を対象としている企業は

20.4％で、過半数の企業が、会社が特に必要と認めた者にのみ適用しています。2006年4月に

は改正高年齢者雇用安定法により雇用確保措置が企業に義務づけられ2、多くの企業が継続雇

用制度を設けています3が、対象となる者の基準を労使で設定することも認められており、必

ずしも定年後の雇用が保障されてはいません。（図6）

こうした制度を希望者全員に適用する場合の問題点としては、79.8％の企業が「求める成果

が期待できない従業員を雇用しつづけなければならなくなる」ことをあげています。ついで「賃

金制度の見直しが必要」、「新規採用がしにくくなる」が4割となっています。（図7）

（5）見直される終身雇用制度

正社員を「原則として定年まで雇用する」とする企業は、現状では85.1％と約9割にのぼっ

ていますが、今後の方針についてみると、その割合は69.6％に低下します。「中高年齢者には

出向・転籍もすすめる」や「独立や転職が多いことを前提に管理を行う」割合が現状より高い

割合になるなど、企業をとりまく環境が変化するなか、経営の効率化のために様々な制度に見

直しが広がっています。（図8）

注２　 定年（65歳未満のものに限る）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、①定年の引上げ②継続雇用制度の導入③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければならないとされ
ている。

注３　 厚生労働省調査によると、2006年1月現在、企業の導入する雇用確保措置（見込みを含む）の93.6％が継続雇用制度と
なっている。
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２　変化する賃金制度

（1）年功制の度合いが弱まる男性の賃金

東京における20 ～ 24歳の一般労働者の月間所定内給与額を100とする賃金カーブの推移を

みると、男性一般労働者の給与額は年齢の上昇とともに増加する年功型となっており、50 ～

54歳がピークとなっています。しかし、2004年の賃金カーブは1984年と比較すると下方にシ

フトしており、賃金の年功制の度合いは弱まる傾向にあります。また、主な産業のなかでも、

賃金カーブの上昇度合いが大きい金融・保険業についてみると、2004年の賃金カーブは1994

年と比べて大きく下方にシフトしている様子がわかります。（図1、2）

賃金カーブが緩やかになった要因のひとつとして、従来の年功型の賃金制度から、年俸制や

成果主義型といった新しい賃金制度を導入する企業が増えていることなどが考えられます。

2005年に全国で年俸制を導入している企業の割合は、全体で13.9％と2割に満たないものの、

その割合は年々増加する傾向にあります。産業別にみると、情報通信業や金融・保険業、不動

産業では約3割の企業で年俸制が採用されており、他の産業に比べて割合が高くなっています。

規模別では、規模が大きいほど割合が高く、1,000人以上の企業では28.9％となっています。（図3）

（2）広がる成果主義

（独）労働政策研究・研修機構が2004年に行った全国的な調査で、「年齢や勤続年数よりも成

果を重視する」とした企業の割合は、過去3年間では18.7％にとどまったのに対し、今後3年

間では42.4％が「あてはまる」とし、「ややあてはまる」と合わせると約9割に達します。（図4）
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仕事の成果を賃金に反映させる制度の導入状況をみると、導入している企業は約6割となって

います。さらに、3年以内に導入を予定している企業と合わせると8割を超えています。

（3）業績評価の課題

成果主義の導入が進むなか、業績評価の評価に関する問題点として、評価結果や評価システ

ムに対する納得が得られない点や評価によって勤労意欲の低下を招く点などが挙げられていま

す。また、業績評価における評価側の課題として、部門間の評価基準の調整が困難な点や評価

者の訓練が不充分な点などが挙げられています。（図5、6）

こうした業績評価の課題や問題点への対処法として、評価のためのマニュアル作りや低い評

価を受けている労働者に対する対策を講じるなどが挙げられています。また、業績評価の低い

労働者への対策として、面接による自発的意欲の向上や職種転換・配置転換のほか、上司が日

常業務の中で特別に配慮することなどが挙げられています。（図7、8）

業績評価を進めるにあたっては、労使双方の意思疎通を図り、評価に対する理解を得るとと

もに、公平な評価制度の確立と労働者に対する評価後のアフターフォローが重要になると考え

られます。

第２節　変化する賃金制度
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３　変化する労働時間制度

（1）変形労働時間制

労働時間の効率化を目的とした変形労働時間制1を採用している企業の全国における割合は、

2003年、2004年と低下傾向にありましたが、2005年はわずかに上昇して55.7％となってい

ます。種類別では、1年単位の変形労働時間制の割合が36.4％と最も高く、約4割を占めてい

ます。次いで1か月単位が15.3％、フレックスタイム制が6.8％となっており、いずれも前年に

比べてわずかですが上昇しています。（図1）

（2）みなし労働時間制

2005年に全国でみなし労働時間制2を採用している企業の割合は11.4％となり、1995年以

降で最も高い割合となっていますが、本格的な活用には至っていないのが現状です。種類別で

は、事業場外のみなし労働時間制の割合が最も高く、2002年以降徐々に増加しています。また、

専門業務型や企画業務型の割合も、過去3年間でわずかながら上昇しています。（図2）

（3）産業別、企業規模別の採用状況

産業別に変形労働時間制、みなし労働時間制の採用状況をみると、変形労働時間制を採用し

ている企業の割合は、運輸業や飲食店,宿泊業などで6割を超える高い割合となっています。み

なし労働時間制を採用している企業の割合は、情報通信業で29.0％となっており、他の産業に

比べて高くなっています。企業規模別にみると、変形労働時間制、みなし労働時間制ともに規

模の大きい企業ほど採用している割合が高くなっています。（図3）

注１　 変形労働時間制：業務の繁閑や特殊性に応じて所定労働時間の配分等を工夫できる制度で、1か月単位・1年単位の変
形労働時間制、フレックスタイム制などがある。

注２　 みなし労働時間制：事業場外で業務に従事する営業、研究開発等の専門業務、企画・立案・調査・分析を行なう企画業
務等、使用者の具体的な指揮・ 監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務に従事する労働者に対し、一定の時間だ
け労働したものとみなす制度



142

第５章　雇用管理

143

第

�
章

４　休暇制度

2005年における東京の中小企業の週休2日制の実施状況をみると、何らかの形で週休2日制

を導入している企業は92.9％となっています。そのうち、完全週休2日制を実施している企業

は58.0％となっており、2002年に50％を超えて以来、年々割合が増加しています。（図1）

一方、東京の中小企業の年次有給休暇の利用状況をみると、2005年における年次有給休暇

の1人当たりの新規付与日数は16.9日で、利用日数は8.2日となっています。平均利用率（新規

付与日数に対する利用日数の割合）をみると、2005年は2003年に比べて4.4ポイント減少の

48.2％であり、50％を下回っています。新規に付与される日数が年々増加するなかで、利用

日数は減少傾向にあり、平均利用率は近年低迷しています。（図2）

産業別に東京の中小企業の年次有給休暇の平均利用率をみると、最も高いのは医療,福祉の

77.6％で、次いで教育,学習支援業の66.6％となっています。一方、平均利用率が最も低いのは、

飲食店,宿泊業の28.3％であり、次いで建設業の39.8％となっています。（図3）

特別休暇制度のある企業の割合を2005年の全国で企業規模別にみると、何らかの特別休暇

制度がある企業が61.0％となっており、その割合は企業規模が大きいほど高く、1,000人以上

の企業では83.3％となっています。内訳をみると、夏季休暇はいずれの企業規模でも半数近く

の企業で導入されていますが、リフレッシュ休暇やボランティア休暇においては、1,000人以

上の企業規模で特に割合が高い一方、その他の企業規模では割合が低く、企業規模間で差がみ

られます。（図4）

第３節　変化する労働時間制度／第４節　休暇制度
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５　能力開発

（1）企業における能力開発

景気回復にともなう採用増で2005年のフリーター数は減少する一方で、契約社員や派遣労働

者など非正社員が増加しています。さらに、少子高齢化や団塊世代の大量退職の時代を迎え、

企業と労働者を取り巻く状況は大きく変化しつつあります。労働者の雇用形態や就業意識が多

様化するなか、雇用の安定を図り、企業における労働生産性のさらなる向上を目指すためにも、

労働者の能力開発がより一層重要となります。

2004年の全国的な調査で、「能力開発を重要である」と考える労働者の割合は57.5％となっ

ています。「どちらかといえば重要である」と合わせると9割を超え、多くの労働者が能力開

発を重要と考えていることがわかります。（図1）

企業における能力開発の現状をみると、2003年度に「Off-JT1を実施した」とする企業の割

合は58.3％となっています。一方、「計画的なOJT2を実施した」とする企業の割合は46.7％と

なり、Off-JTの実施割合に比べると、やや低くなっています。1993年から2003年度にかけて

のOff－JTまたは計画的なOJTの実施率の推移をみると、2003年度は68.2％となり、前年に比

べ8.7ポイント上昇しました。しかし、90年代前半に比べると実施率は低下傾向にあり、近年

は6 ～ 7割で推移しています。（図2、3）

2003年度における全国のOff-JTの状況についてみると、Off-JTで利用した教育訓練機関のうち、

最も割合の高かったのは「自社内の施設」（46.0％）となっており、次いで「民間教育訓練機関」（43.8％）、

「商工会・商工会議所・業界団体・協同組合」（39.7％）の順となっています。（図4）

注１　Off－JT：通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練（研修）
注２　 計画的なOJT：日常業務につきながら行う教育。計画書等を作成し、教育担当者、対象者、期間、内容等を具体的に定

めて段階的・継続的に実施する。
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全国における従業員1人当たりのOff-JTにかかる平均額の推移をみると、2000年度から

2002年度までは2万円台を減少傾向で推移していましたが、2003年度は3万4,095円となり、

大きく上昇しています。（図5）

2003年度における全国の能力開発の責任主体の方針についてみると、「これまで」も「今後」

も、能力開発を「企業の責任」または「企業の責任に近い」とする企業の割合が合わせて6割

以上となっています。しかし、「今後」についてみると、能力開発を「従業員個人の責任に近い」

とする企業の割合が28.7％となっており、「これまで」に比べて3.3％増加しています。（図6）

2004年の全国的な調査で、労働者が能力開発を行う上での障害についてみると、「仕事が忙し

くて勉強をする時間がない」（38.2％）が最も多くなっています。次いで「勉強をするためのお金

がない」（27.0％）、「会社で勉強の機会が十分提供されていない」（19.9％）の順となっています。

雇用形態別でみると、正社員では「仕事が忙しくて勉強をする時間がない」（44.2％）が最も多く、

パートタイマーでは「育児・家事等が忙しくて勉強をする時間がない」（39.6％）、派遣労働者では「勉

強をするためのお金がない」（46.0％）が多くなっています。労働者にとって、時間的、経済的な要

因が能力開発を行う上での障害となっている様子がわかります。（図7）

一方、企業における能力開発に関する課題についてみると、「指導できる人材が不足してい

る」（49.1％）が最も多くを占めており、次いで「能力開発を行う時間がない」（43.8％）、「能

力開発を行うための金銭的余裕がない」（22.6％）の順となっています。（図8）

第５節　能力開発
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（2）自己啓発

企業の能力開発への積極的な取組が求められるなか、労働者による自己啓発も同様に重要な

ものとなっています。

全国における自己啓発の実施率の推移をみると、2004年は36.5％となり、前年に比べてわ

ずかに上昇しています。（図9）

2004年における全国の自己啓発の内容をみると、「ラジオ・テレビ等による自学・自習」

（36.5％）が最も多く、次いで「民間の講習会・セミナーへの参加」（28.7％）、「社外の勉強会・

研究会への参加」（28.0％）の順となっています。自己啓発等の際に不足している情報は、「能

力を習得したあとの処遇」（30.8％）が最も多く、次いで「企業外の教育訓練、自己啓発」（24.1％）、

「各職業に必要な能力・技術等」（21.7％）の順となっています。自己啓発にあたっての問題点は、

「忙しくて自己啓発の余裕がない」（42.1％）が最も多く、次いで「費用がかかりすぎる」（31.7％）、

「休暇取得・早退等が会社の都合でできない」（19.7％）の順となっています。（図10）

2005年に全国で、自己啓発のための支援制度がある企業の割合は41.2％となっています。産業

別にみると、金融・保険業が70.2％、医療,福祉が64.5％と他の業種に比べて特に高い割合となっ

ており、運輸業や飲食店,宿泊業で割合が低くなっています。企業規模別でみると、1,000人以上

の企業で68.0％と最も高く、企業規模が大きいほど割合も高くなっています。（図11）

また、自己啓発のための企業の支援・援助の内容をみると、「金銭的支援」（72.1％）が最も多く、

次いで「勤務時間内参加の許可」（58.1％）、「情報提供」（44.9％）の順となっています。（図12）
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（3）非正社員の能力開発

2003年に全国で正社員と全く同じ仕事内容や責任を担う短時間勤務社員がいる企業の割合

は26.9％となっています。また、8割以上が正社員と同じという短時間勤務社員がいる企業の

割合は55.6％と、半数を超えています。（図13）

2004年における全国の正社員及び非正社員に対する企業の能力開発の方針をみると、正社員

に対しては、9割以上の企業で「能力開発を重視している」としていますが、非正社員に対しては

36.6％にとどまり、さらに、「能力開発を重視していない」とする割合は45.6％となっています。また、

正社員に対しては「積極的に能力開発に関わる」とする企業の割合が高くなっていますが、非正

社員に対しては「自発的な能力開発に任せる」や「会社は能力開発を行わない」などの割合が高

くなっています。さらに、3割近くの企業では非正社員を能力開発の「対象としていない」となっ

ています。（図14）

2005年度における東京のパートタイマーの教育訓練の実施状況をみると、教育訓練を行っている

事業所の割合は36.5％となっています。規模別にみると、30人以上の事業所では約5割が教育訓練を

実施していますが、30人未満の事業所では3割程度にとどまっています。また、今後必要な教育訓練

の内容として、「担当業務に関する専門的知識の習得」が42.7％と、最も多くなっています。（図15）

非正社員の活用が進むなか、企業においては非正社員に対しても能力開発を積極的に進めて

いくことが重要となります。

（4）公共の職業能力開発

都立技術専門校（キャリアカレッジ）1では、求職者及び在職者の能力開発を行っており、

応募者の幅広いニーズに対応するため、様々なコースを設定しています。2004年度は約7千3

百名の定員に対して、1万4千名を超える応募があり、応募率2は近年200％前後で推移してい

ます。（図16）

2004年度における都立技術専門校修了生全体の就職率は75％となっており、平均すると過

去10年間上昇傾向にあります。技術専門校で新たな技術や知識を身につけ、様々な企業にお

いて即戦力として活躍することが期待されています。

注１　都立技術専門校（キャリアカレッジ）：求職者などを対象に就職を目指して必要な知識・技能を学ぶための職業訓練施設
注２　応募率＝応募者数／定員×100（％）　なお、応募率の算出においては、受講推薦の2ケ月訓練を除く。

第５節　能力開発
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６　安全・衛生

（1）建設業を中心に減少する労働災害

東京の労働災害は長期的には減少傾向にあるものの、なお年間100人前後の死亡災害、年間

1万人前後の死傷災害1が発生しています。

2005年における東京の労働災害の死亡者数は84人となり、前年より16人減少しています。

業種別にみると、建設業が37人で最も多く、全体の4割以上を占めています。その他の第三次

産業も建設業に次いで死亡者数が多くなっています。（図1）

一方、2005年における東京の死傷者数は9,909人となり､ 前年より172人増加しています。

業種別では建設業が最も多く、次いで運輸交通業となっています。1995年から2005年にかけ

ての死傷者数の推移をみると、建設業や製造業では減少しています。（図2）

事故の型別では、死亡災害・死傷災害ともに、「墜落・転落」の割合が最も高く、建設業を

中心に多くなっています。死亡災害では「墜落・転落」に次いで、「交通事故（道路）」の割

合が高く、運輸業を中心に多くなっています。死傷災害では「墜落・転落」に次いで、「転倒」

の割合が高く、その他の第三次産業や商業を中心に多くなっています。（図3）

事業場における労働災害の防止と職場環境の改善を図るため、各種事業場において、自主的

かつ積極的な安全衛生活動を展開することが重要となります。

注１　休業4日以上の労働災害（死亡含む）
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（2）上昇が続く健康診断の有所見率

2004年の東京における労働者の定期健康診断での有所見率（何らかの検査項目で所見有りとさ

れた者の比率）は46.2％で、年々上昇傾向にあります。検査項目別にみると、血中脂質の有所見

率が26.5％で最も高くなっています。高齢化に加え、食生活が変化するなかで脂肪分の摂取量が

増加し、健康にも影響を及ぼしつつある様子がうかがえます。様々な病気の要因となりうる肥満

を防止するためにも、バランスのよい食生活を心がけることが必要となります。（図4）

（3）深刻化する労働者のストレス

企業間の競争激化にともなう業務の時間的切迫や人事処遇制度の見直しなど、労働者を取り

巻く環境はめまぐるしく変化し、労働者にかかる身体的・精神的ストレスは少なくありません。

2005年の全国的な調査で、「精神的にストレスを感じる」とする労働者の割合は60.9％となっ

ています。職種別にみると、「管理的な仕事」に従事する者で最も割合が高くなっています。精神

的ストレスを感じる原因としては、「会社の将来性に不安」や「仕事の責任が重い」などが挙げら

れています。男女の雇用形態別にみると、正社員では男女ともに同水準であるのに対し、非正社

員では女性が53.1％と、男性を15％上回っています。年齢別にみると、働き盛りの30代や40代で

ストレスを感じる割合が高くなっています。役職別では、課長や係長クラスのいわゆる中間管理

職層で高くなっています。（図5）

また、長時間労働などの過重労働により、身体的・精神的に追い詰められる労働者が増加して

います。2000年度から2005年度にかけての全国の精神障害等による労災の状況をみると、請求、

認定件数ともに年々増加しており､ うち自殺（未遂含む）の件数も増加傾向にあります。（図6）
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