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て就業規則に規定しておかなけ

①定年後再雇用期間の人事考課が平均以上であること
②定年後再雇用期間に懲戒処分を受けていないこと
③定年後再雇用期間を通し出勤率が○○%以上であること
（回答者は90%以上とすることを提案します）
④直近の健康診断で業務遂行に支障がない健康状態であると認め
られること

工夫も必要です。

表❸ 創業支援等措置の実施計画必要記載事項

3

表❷ 対象者基準（例）

すすめします。

⑴ 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
⑵ 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
⑶ 高年齢者に支払う金銭に関する事項
⑷ 契約を締結する頻度に関する事項
⑸ 契約に係る納品に関する事項
⑹ 契約の変更に関する事項
⑺ 契約の終了に関する事項（契約の解除事由を含む）
⑻ 諸経費の取り扱いに関する事項
⑼ 安全および衛生に関する事項
⑽ 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
⑾ 社会貢献事業を実施する団体に関する事項
⑿ ⑴～⑾のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適
用される事項

89

雇用による措置
雇用によらない措置（創業支援等措置）
①70歳までの定年の引き上げ
④業務委託契約による制度の導入
②定年制の廃止
⑤事業主等の社会貢献事業に従
事できる制度の導入
③70歳までの継続雇用制度の導入

ればなりません。

表❶ 高年齢者就業機会の確保措置
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