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平均勤続年数を人材定着の指標に
今回の着眼点は，平均勤続年数

できませんが，
「規模が大きいほど

エンゲージメントが高まります。

です。平均勤続年数とは，従業員

勤続年数が長い」
「男性は女性より

エンゲージメントが高まること

が在籍している年数の平均のこと

も勤続年数が長い」といった傾向

で，従業員はより一層，会社に対

で，
「勤続年数の合計÷従業員数」

は見られます。まずは，自社の平

して貢献しようと考えます。これ

で求めることができます。この数

均勤続年数を把握したうえで，同

らのメリットが会社に与える影響

値が高いと多くの従業員が長く勤

業他社と比較してみましょう。

は非常に大きく，業績向上にもつ

めており，安心して働くことので
きる会社，低いと従業員の入れ替
わりが激しく長続きしない会社，

2 勤続年数は
長いほど良いのか？

ながります。
従業員側のメリットも見ていき
ましょう。安心して働ける，自身

勤続年数が長い会社には大きく

の成長が期待できる，従業員同士

3 つのメリットがあります。 1 つ

の信頼感の醸成ができる，などが

目は，採用コストを抑えられるこ

挙げられます。このあたりは，個々

とです。一度採用した人が長期間

人の価値観によって変わってきま

在籍することで，何度も採用をす

すが，大きなメリットといえるで

続年数はどれくらいですか？」と

る必要がなくなります。その分，

しょう。

聞かれて，正確に答えられる人は

報酬や教育などに原資を回せるよ

以上のことを見てみると，勤続

少ないでしょう。また，自社の平

うになり，従業員に投資をするこ

年数が長いほど良い会社だといえ

均勤続年数は長いのか，短いのか

とで，さらに勤続年数を伸ばせる

そうです。しかしデメリットも，

を把握している人も同様に少ない

ようになります。 2 つ目は，技術

もちろんあります（図表 3 ）。 1

と思います。何となく感覚で，
「う

やノウハウ，そして社風の伝承が

つ目は，人件費が大きくなる傾向

ちの会社は長く勤めている人が多

比較的うまくいくことです。技術

があるということです。多くの会

いから勤続年数は長いはずだ」
「最

やノウハウなどは，短期間で教え

社では，毎年定期的に昇給を行っ

近は若い人が増えてきたから，平

られません。長く一緒にいること

ています。そうなると，長く勤め

均勤続年数は短いと思う」などと

で，時間をかけてじっくりと受け

るほど給与が上がることになり，

は言えても，正確な数値を答えら

継ぐものです。また社風などは，

人件費の増加につながります。 2

れる人はごくわずかです。

教えるようなものではなく，感じ

つ目は，温情的な人事管理になっ

まず，国内の会社の平均勤続年

取るものであり，同様に長く在籍

てしまうことです。長く勤めてい

数を知ってもらうために表を掲載

することで理解が深まります。そ

る従業員に対しては次第に，理よ

します。図表 1 は産業別，図表 2

してメリットの 3 つ目は，従業員

りも情が強くなってしまいます。

は規模・学歴別でまとめています。

のエンゲージメントが高くなり，

あまり評価が高くない人や適性が

ご覧のように，平均勤続年数は産

一体感が醸成されやすくなること

ない人でも，重要なポストに就い

業別・規模・学歴別によって異な

です。長く在籍することで，多少

たり，周囲と同じくらいの報酬を

ります。また性別も大きく影響し

の不満はあったとしても，満足の

もらうなどが当たり前になると，

ているので一緒くたに語ることは

ほうが高くなり，会社に対しての

人事制度が機能しなくなります。

といえます。

1 自社の平均勤続年数を
知っていますか？
社外の人から，
「御社の平均勤
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大学卒業後，人事コンサルティング会社にて主に人材開発，能力開発の分野の知見を深める。特にマネジ
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そのような場合に損するのは優秀
な人材です。横一列の評価や周囲
とさほど変わらない報酬になるこ
とで，次第に会社に対して不満を
抱くようになり，辞めてしまうこ
とも考えられます。反対にそうで
ない人は，働かなくてもほどほど
の報酬をもらえるため，より長く
在籍するようになります。こうな
ってしまうと，会社の業績向上は
望めません。平均勤続年数が長い
というだけで，絶対的に良いこと
だとは限らない事情も併せて考え

図表 1

産業
全産業
鉱業，採石業，砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業，郵便業
卸売業，小売業
金融業，保険業
不動産業，物品賃貸業
学術研究，専門・技術サービス業
宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業
教育，学習支援業
医療，福祉
複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）

図表 2

る必要があります。
規模

3 従業員を定着させる
勤続年数の管理とは
平均勤続年数を長くするために
は，従業員の定着を図る必要があ
ります。そこに影響を与える要因

学歴

が挙げられます。
①公正な評価制度，②同業他社

男性
13.7年
14.9年
14.4年
15.5年
21.0年
14.1年
12.7年
14.7年
16.1年
11.3年
13.9年
9.5年
10.8年
13.4年
9.1年
16.4年
10.1年

女性
9.7年
12.2年
10.3年
12.1年
15.3年
9.9年
9.6年
10.2年
11.5年
8.8年
9.9年
7.6年
8.3年
9.7年
8.8年
11.9年
7.1年

男性
15.9年
13.1年
11.7年
13.3年
12.8年
14.3年
14.6年

女性
10.4年
9.6年
9.2年
7.7年
10.3年
10.6年
10.5年

規模・学歴別平均勤続年数
項目
大企業
中企業
小企業
大学・大学院卒
高専・短大卒
高校卒
中学卒

※「平成30年 賃金構造基本統計調査」をもとに作成

図表 3

勤続年数が長い場合の企業・従業員のメリット・デメリット
企業側

は様々なものがありますが，人事
部として検討すべき点は次の 3 点

産業別平均勤続年数

メリット

従業員側
・安心して働ける
・自身の成長が期待できる
・従業員同士が信頼できるようになる

・採用コストを抑えられる
・技術やノウハウなどの伝承がうまくいく
・エンゲージメントが高くなる

など

など
・周囲から干渉されやすくなる
・周囲に対して甘えやすくなる

・人件費が大きくなる
デメリット ・温情的な人事管理になってしまう

など

など

に見劣りしない報酬制度，③上司・
部下，同僚同士のコミュニケーシ
ョンを良好にする仕組み。これら

在，勤続年数が短いという会社は，

断します。

を整備することで，従業員の定着

まずはこれらの検討をお勧めしま

□ 自社の平均勤続年数を知りま

を改善できると考えます。特に，

す。

平均勤続年数は，基本的には長

①公正な評価制度は重要です。優
秀な人材を定着させるためには， 【㾎チェックポイント】
公正に評価し，昇進昇格に連動さ

しょう

□ 他社比較が重要です

せて，働き具合や能力に応じた処

平均勤続年数は同業他社と比較

遇をする必要があります。もし現

し，自社が長いのか短いのかを判

いほど良い会社といえます。

□ 定着の方法を考えましょう
人事部としてできる策を考えて
実行します。
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