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予算は決まったものの︑売上規模は数年
前のレベルまで逆戻りです︒競合人材派
遣会社でも同様であると聞いております︒

︵二︶人件費対策としては︑役員給与カ
ット︑役職手当カット︑さらには本部社
員の給与カットもお願いして了承いただ
いております︒
︵三︶販売費・一般管理費の削減も当然
のこととして実行します︒
象徴的な事例としては︑マイスター と
して一番重要な行事である︑社員交歓会
を中止させていただきます︒毎年この集
まりを楽しみにしていただいているとは
思いますが︑この時勢に鑑み︑是非とも
ご了承いただくようお願いいたします︒
昨年の交歓会で申し上げましたが︑来年
はマイスター 設立二十周年を迎えます︒
業績を回復させ︑なんとしても盛大な交
歓会を復活させたいと思っております︒
︵四︶マイスター のビジネスモデルの
変革を行う必要があるのではと自問自答
しております︒
﹁年齢は背番号 人生に定年なし﹂を掲
げて今日まできました︒これはマイスタ
ー にとって普遍のものです︒しかしな
がら︑現実のビジネスの世界では日々状
況が変わっています︒たとえば︑定年︵
雇用延長等を含む︶は六十五歳に延長さ
れ年金支給開始もそれにあわせ六十五歳
となります︒また︑シニアの価値観が多
様化してきています︒ひとつ例にあげる
と︑一部のシニアにはフルタイム勤務を
敬遠する傾向がはっきり出てきています
そのような傾向にあわせビジネスモデル
を変更していく必要があります︒これま
でうまく機能してきたからという理由で
従来のビジネスモデルに固執することな
く︑将来に耐えうるビジネスモデルを構
築していく必要があると思っております
勇気をもって変革していく所存です︒
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平成二十年度四半期業績

幸いにして当社の場合︑シニアに特化
し且つビジネス領域も設備管理︑施工管
理を中心に︑技術者特定派遣をビジネス
モデルにしているおかげで︑一〇〇年に
一度といわれる混乱の影響は他社よりも
軽微でした︒しかしながら︑四半期単位
の数字を見ると︑第３四半期から第４四
半期にかけて︑業務終了などの理由での
帰任者が激増し︑この流れで新年度の予
算を策定せざるを得ませんでした︒

新年度の経営方針

予算は数字ですから︑期待値を入れれ
ば数値は良くできます︒しかし︑現在の
環境下では︑期待値だけで予算を作り︑
経営していくわけにはいきません︒苦渋
の決断でしたが︑縮小均衡をベースとし
いかに会社を存続させるかを主眼に経営
方針を立てました︒
わかり易く申しますと︑売上に見合っ
たコスト削減に取り組むということです︒
まさに聖域なき経費対策を実施させざる
を得ず︑全員で痛みを分かち合いながら︑
この難局に立ち向かわねばなりません︒
本部社員には︑朝礼や社内メールでお
願いしていますが︑今起きている危機を
自分のものと認識し︑全員で危機感を共
有することで初めて道はひらけてくると
考えております︒
︵一︶構造的対策として︑幕張事業部を
南関東支店に︑横浜事業部を東京事業部
にそれぞれ統合し︑統合効果を狙います︒
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平成二十一年度
経営方針

急激に落ち込む世界経済

取締役社長

アメリカのサブプライムローン破綻を
きっかけに︑金融市場は瞬く間に連鎖反
応を起こし︑世界中が金詰まりに陥って
います︒それに伴い︑実体経済も大きな
影響を受けています︒金融に裏打ちされ
た購買力が極端に低下し︑世界中の製造
メーカーは在庫調整のための生産調整を
行っています︒この影響が雇用面で派遣
社員カット︑正社員削減の動きに反映さ
れています︒
半年前までは原油をはじめとする原材
料費の高騰で悩んでいたのがうそのよう
な有様で︑材料︑製品が動かず︑世界中
の貿易量が激減しています︒どの国も例
外ではありません︒
漸く最近になり︑日本の自動車メーカ
ーでは在庫調整が少しは進み︑六月ごろ
から生産量を回復させるとの報道もあり
ますが︑それでも前年比やっと六〇％程
度にまで回復する程度です︒半導体業界
はもっと悲惨な状況です︒
このような状況下︑いつ経済が回復基
調になるのか︑きわめて不透明な中︑年
初より新会計年度の予算編成に入ったわ
けですが︑最終的に予算が固まったのは
やっと三月も半ばに入ってからでした︒

柴田 一郎

企業理念への想い

我が祖母のこと

取締役会長

﹁生きている限り働く︑働くこととは
楽しく生きることではないか﹂との原体
験は︑八十歳を超えてもなお元気にハツ
ラツと仕事に精を出す︑我が祖母との生
活から感じたことでありました︒
私は母一人子ひとりの母子家庭であっ
たゆえに︑家計を賄うため母が東京に働
きに出たことから︑幼き頃より祖母の元
で育ちました︒祖母の日々の仕事とは︑
周囲を水路が縦横に走る田畑や河川から
収穫される生鮮食料品の行商であり︑時
にはそれをカゴにかつぎ︑リヤカーに乗
せて町の中心部に売り歩くことでした︒
高齢の身にはその労働はきついものであ
ったと思いますが︑本人はいたってほが
らかでした︒
身内からは﹁八十歳を過ぎて働くこと
などみっともない﹂﹁世間体が悪い﹂など
と苦言を呈されていましたが︑当の本人
はそんなことは馬耳東風︒行く先々の顧
客の所で世間話をしてくることが無上の
楽しみであったのです︒したがい︑稼ぐ
ことなどそっちのけの︑帳尻のあわない
業でありました︒
生涯その仕事を貫いた祖母は︑働くこ
とで自らの人生を切りひらく︑自主自立

平野 茂夫

の人生を完結し︑大往生を遂げたのです︒
この祖母の生き方は遠き昔のこと︑そ
れも土にまみれた一人の名も無き女性の
生涯でした︒
しかしながらよく考えますと︑やがて
は三人にひとりの超高齢化社会になると
言われる中で︑我々は渦中の人であり︑
祖母の生きざまは他人ごとと片付けるこ
とのできない︑いずれの人にも当てはま
る今日的テーマであるかと思います︒
働くことで我が身の実在を知る︑働く
ことが生きがいだと念願する人々に︑雇
用機会を創出しよう︑この想いが企業理
念の第一節です︒

期待される新たな役割
今や人生八十年時代︑ならば我々は皆
末永い人生の途上です︒
第一線に立ち︑ひたすら走り続けた企
業人としての役割と重責を後世にバトン
タッチをする中で︑経験を活かして新た
に就業したり︑趣味の世界に入るなど︑
人それぞれではありますが︑残余の時間
を人生の円熟期としてとらえ︑そこに楽
しみの境地をひらく時期を迎えています︒
明日に理想を描くのは若者のみに許さ
れた特権であるかのように思うのは︑早
くも老化の始まりです︒人の世の春秋を
乗り越えた我々こそが︑人生や今後の社
会のあり方に︑確かな理想や見識を提唱
する主体になれるのです︒
青春とは人生のある期間を言う
のではなく心の様相を言うのだ︒
年を重ねただけでは人は老いな
い︒理想を失う時に初めて老い
がくる︒

人は信念と共に若く︑疑惑と共
に老ゆる︒
人は自信と共に若く︑恐怖と共
に老ゆる︒
希望ある限り若く︑失望と共に
老い朽ちる・・・︒

と米国の詩人サミュエル ウ･ルマン﹁青
春﹂ 抜(粋︶は謳います︒
世間には仕事だけが人生か︑と嗤う人
がおりますがそうでしょうか︒
絵画や陶芸など仕事以外に知見を深め︑
芸術・文化の世界に遊ぶことが︑人間が
到達すべき理想の姿であるかのようなこ
とも言われますが︑それはあくまで個人
の生き方の選択です︒命ある生涯現役の
成就を願い︑現役に生きて︑社会に参加
し続けることが自分の生き甲斐と思うな
らば︑働くことに対してだれにも遠慮な
どいりません︒
﹁勤勉・実直・克己﹂に働く姿勢は日
本人の美徳のみにあらず︑今や世界中が
それに目ざめようとしています︒
働き方の体様や所属はさまざまに違え
ども︑仕事を持つことは自分のためだけ
にあらず︑子や孫や︑家庭や活力ある社
会づくりに対して師表となるのです︒
人々に生きがいを弘めようとの想い︑
これが企業理念の第二節です︒

﹁生涯現役社会﹂に加える精神文化

今や世界を席巻する︑百年に一度の経
済危機は︑ほぼ全業種にわたっています︒
それは︑企業収益の収縮と資金の枯渇を
発生させ︑多くの会社を存亡の危機に立
たせています︒
また︑急転直下の企業業績の悪化は︑

下請も入れた社員の家庭経済に︑将来に
対する不安を増大させ︑併せて若者を含
めた現役責任世代の雇用の確保に︑不確
実性を高めています︒
当社の経営に及ぼす影響も深刻であり︑
今期の業績見通しも予断を許さぬものと
なっております︒
しかしながら会社の存続を図るために
は︑目先の経済変動に速やかに対応しな
ければなりません︒同時に来たるべき﹁生
涯現役社会﹂をつくるためには︑これに
ひるむことなく︑高齢者の雇用機会の創
出に︑一層の企業活動を傾注しなければ
なりません︒
併行して︑社会全体に目を転じると︑
超高齢化社会の到来に備えるためには︑
高齢者に対する医療や介護︑年金︑税制
などの制度設計やシステムの整備が必要
です︒
しかしそれにも増して大事なことは︑
逆ピラミッド型となる人口構成社会にお
いて︑現役世代と高齢者世代が相互に連
帯して︑安心して生活できる信頼される
社会づくりであると思います︒
それは適切に整えられた衣・食・住︑
自由に取り組むことが確保できる学問や
芸術︑宗教や政治活動の基盤から︑人々
の自助や互助︑扶助の心構えをひらく情
緒的精神文化を育むことにあるのです︒
第三節にはこんな想いを込めたのです︒
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はじめており︑高失業と短命化が進行し
ています︒また︑青森県は︑就業率は全
国平均を上回っていますが︑平均余命は
最も短いという結果になっており︑全国
一の短命地域となっています︒地域での
健康・医療体制を充実させる必要があり
ます︒
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健康で長生きと
就業の関係

地域は︑ 大阪府︑ 秋田県︑ 福島県︑
福岡県︑ 長崎県︑ 兵庫県などです︒
なお︑ 沖縄県や 青森県といった例外
的な地域もあります︒
沖縄県は︑就業率が低いにもかかわら
ず︑平均余命は最も長くなっていますが︑
若い層になるほどこうした関連性が崩れ

資料出所：総務省「2002 年就業構造基本調査」厚生労働省「2000 年都道府県別生命表」

45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

40 福岡県
41 佐賀県
42 長崎県
43 熊本県
44 大分県

35 山口県
36 徳島県
37 香川県
38 愛媛県
39 高知県

30 和歌山県
31 鳥取県
32 島根県
33 岡山県
34 広島県

25 滋賀県
26 京都府
27 大阪府
28 兵庫県
29 奈良県

20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県
23 愛知県
24 三重県
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男性長寿県トップは長野県

43

27

男性長寿日本一は長野県です︒長野県の
男性の平均寿命は七八・九歳で︑男性の
全国平均寿命を一・一九年︑沖縄県を一
・二六年︑それぞれ上回っています︒ア
ルプスの山々に囲まれた内陸県である長
野県の男性が︑なぜ長寿なのでしょうか︒
まず思いつくのは︑集団検診が日本で
一番早く普及したことです︒早くから生
活習慣の改善運動が定着・普及したこと
が︑長寿化に寄与しているものと思われ
ます︒しかし︑これだけで長寿日本一を
説明できるとは思えません︒
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65 歳以上高齢者（男性）の就業率と 65 歳平均余命の関係
図

就業率と長寿の関連性
長寿と関連のありそうな要因をいろい
ろ調べてみたところ︑長野県の男性の高
齢期における就業率が︑全国一高いこと
が分かりました︒図は男性について︑都
道府県別に六五歳以上高齢者の就業率と
余命との関連性を見たものです︒縦軸に
高齢者の就業率︑横軸に六五歳平均余命
をとっています︒
都道府県がプロットされている全体の
傾向を見ますと︑例外はあるものの︑多
くの地域が四五度の右肩上がりの傾向線
上近くに分布しています︒つまり︑就業
率の高い地域ほど︑平均余命も長くなっ
ているという関連性です︒全国平均値は︑
就業率が三三・六％︑平均余命が一七・
五六年となっています︒
都道府県別に見ますと︑右上の最も高
いところに位置しているのは 長野県
で︑就業率が四三・六％︑平均余命が一
八・三八年となっています︒長野県に次
ぐのは︑ 山梨県︑ 福井県︑ 東京都︑
島根県︑ 静岡県︑ 富山県などです︒
逆に︑就業率が低く︑平均余命も短い
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伊 藤

誰でも健康で長生きしたいと思って
いますが︑残念ながら六〇歳を過ぎると
その確率は低下しはじめ︑不確実な世界
に足を踏み入れることになります︒政府
が発表する高齢社会に関します様々な統
計も︑高齢社会の暗いイメージを助長し
ています︒
ただし︑こうした統計を読む際に︑注
意しなければならないことがあります︒
それは︑ほとんどの統計が︑平均値で語
っていること︑将来推計もこれまでの実
績に基づいて予想しているということで
す︒
人生八〇年時代を迎え︑男性は平均寿
命︵正確には〇歳児の平均余命︶が七九
歳︑女性が八五歳まで伸びてきています︒
全国平均値はこのようになっていますが︑
都道府県別に見ると︑かなりの差があり
ます︒
女性の長寿県トップは沖縄ですが︑男
性は沖縄ではありません︒沖縄の男性の
失業率は全国一高く︑失業による不規則
な生活パターンが︑寿命に影響している
ようです︒
それでは男性の長寿県トップは︑どこ
でしょうか︒分かる人は少ないはずです︒
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独立行政法人
労働政策研究･研修機構
統括研究員

飛ばすことができます︒

マイスター の取り組み
シニアセカンドキャリア
推進協会
生涯現役社会の実現を目指して
シニアセカンドキャリア推進協会
を発足

の参画

わが国が直面している雇用の構造的問
題︑少子高齢化による労働力人口減少と
いう実情を鑑み﹁生涯現役社会﹂を実現
するために﹁シニアセカンドキャリア推
進協会﹂︵略称：ＳＳＣ︶を発足いたし
ました︒設立の目的は︑人材派遣・人材
紹介・独立起業など就労形態の枠組みを
超えてシニアの就労のあり方を提唱する
ことです︒

協会発足の背景と
マイスター

高齢社会の到来と団塊世代の大量定年
退職を背景に︑わが国は労働力人口の減
少と︑熟練労働者の技能継承に早急な対
策を迫られています︒
国はその対策の一環として︑高齢者の
安定した雇用確保の促進を目的とする﹁
改正高年齢者雇用安定法﹂を二〇〇六年
四月一日に完全施行しました︒しかし現
段階では︑シニア世代に対する雇用機会
の提供が十二分になされているとは言え
ません︒具体的には企業側の高齢者の経
験︑能力を活かす人事システムの確立の
遅れとともに︑年齢への抵抗感も指摘さ
れています︒
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就業率と医療費の関連性
医療費は︑年金とともに高齢社会の大
きな社会問題となっています︒増大する
医療費の大半は︑高齢者医療費です︒国
民医療費は︑最近一〇年間︑ほぼ毎年約
一兆円ずつ増加しています︒但し︑六五
歳以上高齢者の就業率と一人当たりの老
人医療費との関係を見ますと︑平均寿命
と同じような関連性が認められます︒
いくつかの例外地域はありますが︑就
業率の高い地域は︑一人当たりの老人医
療費が少ないという関連性があります︒
一人当たりの老人医療費を都道府県別に
見ると︑最も高い福岡県が九二万円であ
るのに対して︑最も低い長野県は六一万
円となっており︑約三〇万円の差があり
ます︒
就業率と平均余命︑医療費の関連性か
ら明らかなように︑できるだけ長く働い
ている人が多い地域の方が︑健康で長生
きする確率が高いようです︒六〇歳定年
を契機に趣味三昧の悠々自適の生活を送
ってみたいと願うのは自然の成り行きで
すが︑現実は﹁悠々自適﹂よりも﹁毎日
が日曜日﹂がもたらす弊害の方が大きい
ようです︒
定年退職して﹁悠々自適﹂の生活に入
った先輩達の中には︑没頭できる趣味を
持っている少数の人を除いて︑急に老け
込んでしまう人や体調を崩す人が多い︑
といった話をしばしば耳にします︒適度
に働き続けて健康で楽しい人生を歩むと
ともに︑回りの人たちや後輩世代に迷惑
をかけない生き方が求められています︒
元気な高齢者が若い人たちを支えれば︑
余りにも暗い高齢社会のイメージを吹き
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働く意欲のある高齢者に対して︑その
能力︑希望に見合う求人情報提供や︑マ
ッチング機会は限定されているのが現状
なのです︒このような状況下︑二〇〇七
年九月シニア人材ビジネス及びその周辺
事業を展開している企業や︑関連する団
体︑研究者が中心となり︵ＳＳＣ︶が発
足しました︒

ＳＳＣの活動内容

本協会の主な活動内容は︑シニア就労
に関する情報収集及び会員間での情報交
換です︒就労者︑雇用企業双方への情報
提供と︑人材紹介・派遣事業の枠に捉わ
れない積極的な活動を通じて︑多様な働
き方を提唱し︑個人の豊かな人生と活力
ある社会の実現を目指します︒
活動方法としては︑テーマ毎に活動を
行っており︑具体例としては︑
・ 個人と企業双方の課題点調査・情報収集
・ シニア再就労市場動向と成功事例の紹介
・ シニア人材ビジネス各社へ勉強会の実施
・ 求職者及び企業に対してセミナー等実施
・ 内外の業界団体との情報交換と協力活動
などです︒
活動内容とその経緯及び結果は︑協会
総会や︑協会のＷＥＢ等を通して報告さ
れます︒

二〇〇八年〜二〇〇九年主な活動

二〇〇八年十二月に派遣先企業一六二
社︑派遣社員三七四名に対して雇用状況
や労働意識についてのアンケート調査を
実施し︑結果については︑二〇〇九年二
月十九日のセミナーで発表しました︒又︑
十九日のセミナーの内容は次のとおりで
す︒

基調講演
﹁経済危機下における人材戦略﹂
慶応大学教授 樋口美雄氏

﹁どういかすシニア人材﹂
独立行政法人
労働政策研究・研修機構
統括研究者 伊藤 実氏

﹁ＳＳＣアンケート調査報告﹂
シニア就業ニーズと人事マネジメント

︿今後のロードマップ﹀

本協会の発足以前から︑既に参画企業
六社にて﹁働き方多様化提唱委員会﹂﹁ベ
ストプラクティス選定委員会﹂﹁調査研究
部会﹂という分科会を設置し︑活動を開
始しております︒今般の協会発足により︑
今後六社が更に連携を強化する形で︑シ
ニア世代への多様な働き方の提唱と︑シ
ニア世代活用企業が増えてくることを目
指して︑協会の活動の拡大に努めます︒
具体的には︑年二回程度︑成功事例紹
介とライフプランセミナーを併設したイ
ベントを開催予定です︒又︑毎年シニア
活用を積極的に行っている企業の中から︑
ベストプラクティス企業を選出し表彰す
ることを検討中です︒
こうした活動や︑ＷＥＢアンケートに
よるマーケティング調査結果などは︑協
会サイトを通して随時発表して啓蒙活動
を実施いたします︒

■35歳未満■35〜39歳■40〜44歳■45〜49歳■50〜54歳■55〜59歳
■60〜64歳■65〜69歳■70〜74歳■75歳以上

経営データ
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ません︒マイスター としては︑働く意
欲・能力のある方の職場を積極的に開拓
し︑社員の方々の生きがいにもつながり
ひいては社会貢献にもつながれば何より
嬉しく思います︒

60〜64 歳
41％
65〜69 歳
43％

働力人口の減少と高齢化があります︒日
本の労働力人口は︑二〇〇五年をピーク
に減少に転じると言われていますが︑こ
の問題に取り組むには︑高齢者の方や女
性の方に就業していただかなければなり

（平成21年度2月28日現在）

﹁マイスター
社員の年齢別構成比﹂から
﹁マイスタ ー
社員の年齢別構成比﹂
のグラフから分かるように︑当社は︑六
十〜六十四歳が四十一％︑六十五歳〜六
十九歳が四十三％で︑六十代の方で︑社
員数の八十％以上を占めています︒又︑
このデータは︑まだまだ六十代は第一線
で活躍できることを示すデータでもあり
ます︒
マイスター は︑平成二年二月一日︑
現会長︵平野茂夫︶が︑﹁年齢は背番号人
生に定年なし︒入社資格は六十歳以上﹂
をモットーに会社を設立しました︒シニ
ア雇用としては︑先駆け的存在です︒こ
こまでマイスター が成長できましたの
は︑多くのシニアの方にご活躍いただい
たおかげです︒今後もますます︑シニア
の方にご活躍いただだき︑シニア雇用機
会の創出に貢献できるよう努力してまい
りたいと思います︒又︑社員の方にご活
躍していただけるような会社づくりもし
てまいります︒
一方で︑当社の六十歳未満の社員割合
が十％に満たない中︑男女を問わず︑ミ
ドル世代の登録者が増えています︒又︑
シニア世代の方でも︑ホワイトカラーの
方は技術者に比べて再就職が難しく︑登
録者がたくさんいるのが現状です︒現在
マイスター は︑シニア部門を柱に︑ミ
ドル世代やホワイトカラーの方たちの︑
雇用機会を創出すべく努力をしておりま
す︒日本の避けられない問題として︑労
55〜59 歳
7％
70〜74 歳
7％

45〜49 歳
0％
50〜54 歳
2％
75 歳以上
0％

40〜44 歳
0％
35〜39 歳
0％
35 歳未満
0％

社員の年齢別構成比
マイスター60
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統計指標

労働者派遣事業統計と
シニア雇用環境

全国派遣労働者実稼動者数前年割れ

人材派遣協会のデータによると二〇〇
八年の全国派遣スタッフ実稼働者数は十
一月に前年同期比九七・七％と二〇〇二
年の調査開始以来初の前年割れとなり︑
十二月も九六・六％と引き続き前年割れ
となりました︒
米国発の世界的規模の不況は国内産業︑
特に︑自動車産業︑半導体産業など製造
業主体に実体経済に大きな影響を及ぼし
ています︒
そのひとつとして︑十月以降派遣先企
業のリストラに伴う雇用圧縮により︑派
遣切り等の形で大きな高波が押し寄せて
きています︒

中高年齢者派遣は前年増をキープ

少子高齢化による労働者不足︑比較的
割安な賃金等の理由から中高年齢者派遣
が増加してきました︒このような厳しい
環境化ながら中高年齢者派遣は前年増を
キープしています︒しかしながら︑十一
月から伸び率が大幅に鈍化︑十二月は伸
び率が一桁に落ち込みました︒先行きの
動向が注目されます︒

シニア技術者雇用の環境変化

改正高年齢者雇用安定法が二〇〇六年
四月に施行されました︒二〇一三年度ま
でに段階的に六十五歳までの雇用を義務

付ける措置に伴い︑企業の人材選別・囲
い込みが始まり︑シニア労働市場が大き
く変化してきました︒加えて︑改正建設
業法︵二〇〇八年五月公布︑十一月施行︑
請負金額二千五百万円以上の工事現場へ
の専任の主任技術者又は︑監理技術者の
配置義務︶により︑関連資格を保有する
シニア技術者への需要が増加してきまし
た︒
このようにシニア技術者を取り巻く雇
用環境が激変してきた昨今︑シニア人材
派遣の先駆企業である当社も例外ではな
く︑シニア技術者の採用には大変苦労し
ております︒設備管理の技術者の方々等
皆様のお知り合いのシニア技術者を是非
ご紹介下さいますようお願い致します︒

平均寿命の九十歳時代への準備
高齢社会白書二〇〇八年版﹁わが国の
平均寿命﹂によると︑女性の平均寿命九
十歳は目前であり︑二〇一五年に八十七
・一歳︑二〇五五年に九〇・三歳に到達
男性の平均寿命は二〇一五年に八〇・二
歳に到達すると国立社会保障・人口問題
研究所が推計しています︒
老後を国の年金制度に頼って消極的に
生きるのも一つの生き方ですが︑健康で
充実したアクティブな人生を過ごしたい
ものです︒少なくとも七十歳までは現役
で世のために尽くせるよう日頃の健康管
理には十分留意したいものです︒

全国
中高年

120

110

男
女

90

85

日本経済が︑非常に難しい局面
にある中︑マイスター は第二十
一期を迎えました︒
先日︑第二十一期の経営方針説
明会を開催したのですが︑ちょう
どその日は︑第二回ワールドベー
スボールクラシック︵ＷＢＣ︶で︑
日本が連覇なるかどうか︑日本中
が決勝戦に注目した日でした︒
柴田社長より︑昨今の厳しい経
済環境の話があった後に︑ＷＢＣ
の話で一気に場がなごみました︒
﹁世界一﹂の素晴らしさを改めて
感じ︑又︑﹁優勝して欲しい﹂と
いう同じ気持ちになっていました︒
その空気は︑﹁連帯感﹂というも
のを強く感じさせました︒
日本中︑多くの企業で暗い話が
多い中︑ちょっとしたことで︑社
員のモチベーションが上がり︑連
帯感が強まったら素晴らしい効果
があるのではないかと思います︒
マイスター は︑来年︵平成二
十二年二月一日︶に二十周年を迎
えます︒この記念すべき年に︑今
より明るく伸び伸びと︑活気のあ
る会社であってほしいと思います︒
そのためにも︑ミドル・シニアを
応援し︑ますます積極的に活動し
ていきます︒
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2055 年
83.7
90.3
（単位：歳）

2045 年
83.1
89.8

2035 年
82.3
89.1

2025 年
2015 年
2005 年
1995 年
1985 年
1975 年
1965 年
1955 年
81.4
80.2
78.6
76.4
74.8
71.7
67.7
63.6
男
88.2
87.1
85.5
82.9
80.5
76.9
72.9
67.8
女
データ出所 : 高齢社会白書 20 年度版。2010 年以降は国立社会保障･人工問題研究所「日本の将来推計人口」
（平成 18 年12 月）
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データ出所：日本人材派遣協会「2008 年労働者派遣事業統計調査」
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