
平成 29 年度

高年齢者を戦力に
生涯現役で働ける職場づくり

―平成29年度高年齢者雇用開発コンテスト事例より―



は じ め に

　わが国の 65歳以上の高齢者人口は、平成 28年 10月 1日現在推計で 3459 万人となり、総

人口に占める割合も 27.3%と過去最高を更新しています。併せて、少子化の進展により労働力

人口は加速度的に減少が見込まれ、今後のわが国の経済・社会の活力を維持・発展させていく

ためには、高齢者を含め、すべての人たちが持てる意欲や能力を発揮することのできる社会の

実現が重要な課題となっています。

　こうした中、平成 29年 3月に働き方改革実現会議決定された「働き方改革実行計画」では、

将来的に継続雇用や定年年齢の引き上げを進めていくため、65歳以降の継続雇用延長・65歳

までの定年引き上げを行う企業の奨励等により、高齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保

を図る旨の方向性が示されたところです。

　厚生労働省と当機構では、高齢者がその技能・知識・経験などを職場で活かせるよう、企業

等が行った柔軟な就労形態の構築や作業環境改善、健康管理などの様々な創意工夫の事例を広

く募集し、優秀な事例について表彰を行う「高年齢者雇用開発コンテスト」を毎年実施してい

ます。平成 29年度も全国から多数の事例が寄せられました。

　この事例集では、今年度のコンテストで優秀事例として表彰された企業等の高年齢者雇用に

関する取組を紹介しています。超高齢社会への対応が急がれる中、年齢にかかわらずいきいき

と働ける社会の実現のため、高年齢者の雇用環境整備に具体的に取り組んでいただく際の参考

としていただければ幸いです。
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わが国の高齢化と高年齢者雇用の必要性
　わが国の65歳以上の高齢者人口は、平成27年 9月15日現在推計で、過去最高
の3,384万人となり、総人口に占める割合も26.7％と過去最高となりました。今後
さらに高齢化は進み、2035年には国民の約3人に1人が、2060年には国民の2.5
人に一人が 65歳以上の高年齢者となる社会が到来すると推計されています。
　労働力人口が減少していく中、今後、わが国の経済・社会の活力を維持していくため
には、高年齢者が、これまで培った能力や経験を活かして、年齢にかかわりなく、戦力
として働き、活躍できる仕組み作りが急務となっています。
　一方、当機構が「団塊の世代」を対象としたアンケート調査（※１）によれば、同世代で
平成26年現在働いている人のうち、今後70歳以降も働くことを希望する人の割合は
6割を超え、高い就業意欲を持った高年齢者が多いことが明らかになっており、年齢
にかかわりなく働き続けられる雇用環境の整備へのニーズが高まってきています。

＊2007年調査～2010年調査では、「今すぐ辞めたい」と「63歳くらいまで」を「64歳以下」、「65歳くらいまで」と「68歳くらいまで」と
「70歳くらいまで」を「65～69歳」、「70～74歳」、「70歳以上（働ける限り何歳でも）」を「70歳以上」としている。
＊70歳以上就業希望は、３年間企業で勤務しており、今後も就業を希望する人を母数に集計している。
＊加えて、2007年調査～2009年調査の就業希望は、各年度の「働きたい」「働きたくないが働かざるを得ない」「働かない」を集計母数と
している。

■ 就業者の就業希望年齢の推移
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（※１）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　『団塊世代の就業・生活意識に関する調査研究報告書－2014年調査－』

資料出所　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　『団塊世代の就業・生活意識に関する調査研究報告書－2014年調査－』

わが国の高齢化と高年齢者の戦力化の必要性
　わが国の65歳以上の高齢者人口は、平成28年10月1日現在推計で、過去最高の
3459万人となり、総人口に占める割合も27.3%と過去最高となりました。今後さらに
高齢化は進み、2035年には国民の約3人に1人が、2060年には国民の2.5人に1人が
65歳以上の高年齢者となる社会が到来すると推計されています。
　労働力人口が減少していく中、今後、我が国の経済・社会の活力を維持していくために
は、高年齢者が、これまで培った能力や経験を生かして、年齢にかかわりなく、戦力とし
て働き、活躍できる仕組み作りが急務となっています。
　当機構が「団塊の世代」を対象としたアンケート調査によれば、同世代で平成26年時点
で働いている人のうち、今後70歳以降も働くことを希望する人の割合は6割を超え、高い
就業意欲を持った高年齢者が多いことが明らかになっています。
　平成24年には高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用機会は確保されるよ
うになりました。今後は、高齢社員が増える中で、これまで以上に戦力となってもらうこ
とが必要であり、年齢にかかわりなく働き続けられる雇用管理制度や雇用環境の整備等へ
のニーズが高まってきています。
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●高年齢者の戦力化のための具体的取組み
　高年齢者がいきいきと働いている企業は、高齢化に伴う問題を補い、高年齢者の経験や
知識を生かすような、雇用管理制度や職場環境の改善として、下の表のような、具体的な
取り組みを実施しています。	
　雇用管理の改善や雇用環境の整備、適切な能力評価の実施は高年齢者の意欲、モチベー
ションの向上を促します。高年齢者を企業の貴重な戦力として活用でるだけでなく、結果
として企業全体の活性化につながります。

■ 具体的な改善の取り組み例

改善項目 内　　容

1.　制度面の改善
①�定年制の廃止・定年年齢の引上げ・継続雇用制度
②賃金・評価制度の改善
③短時間勤務等柔軟な雇用形態
その他、役割の明示等

2.　�高年齢者を戦力化する
ための工夫

①職場風土の改善、職場コミュニケーションの推進
②新職場・職務の創出
その他、従業員の意識啓発の取組等

3.　能力開発
①高年齢者を対象とした教育訓練やキャリア形成支援の実施
②高年齢者による技能伝承（技術指導者の選任、マイスター制度、マ
ニュアル化、高年齢者と若年者のペア就労など）
等

4.　職場の環境改善
①ミスの防止やムダな動きの削減などの取組み
②疲労防止の取組み
その他、高年齢者が働きやすい職場環境とする取組み等

5.　�健康管理・安全衛生、
その他

①高年齢者を対象とした健康管理・メンタルヘルス（健康管理体制、高
年齢者の健康管理上の工夫・配慮）
②安全衛生管理（5S活動、安全衛生委員会、事故防止対策）
③福利厚生（休憩室の設置、レクリエーション活動、生活設計相談体
制）
等

　http://www.elder.jeed.or.jp/db/contest/contest.htm　
高年齢者雇用開発コンテスト受賞企業について具体的な改善の取り組み例をデー
タベース化して検索できるようにしたシステムです。

高年齢者雇用開発コンテスト企業事例情報提供システム
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高年齢者の戦力化のための制度改正
　高年齢者の戦力化のためにはさまざまな取り組みがありますが、特に定年年齢の引上げ
等や再雇用制度のメニュー化などの「制度面」について、現行の「高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律」（平成24年改正）においては、以下のとおり「高年齢者雇用確保措
置」が定められています。

　平成28年の「高年齢者雇用状況報告」（厚生労働省）によると、雇用確保措置の内訳と
しては、以下のとおり「継続雇用制度の導入」が最も多くなっています（81.3%）。

1.　高年齢者雇用確保措置とは
　「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65歳
未満の定年の定めをしているすべての事業主は、次の①～③のいずれかの措置（高
年齢者雇用確保措置）を講じなければならないと定められています。
①	65歳以上への定年引上げ
②	希望者全員を対象とする65歳以上の継続雇用制度の導入
③	定年の定めの廃止

2.　高年齢者雇用安定法の一部改正
　高年齢者雇用確保措置として、継続雇用制度を導入する場合、平成24年度までは
継続雇用の対象者を労使協定で限定することができましたが、平成25年4月1日か
らは、雇用と年金の確実な接続を図るため、この仕組みが廃止され、希望者全員を
継続雇用制度の対象とすることが必要となりました。
　（平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている
場合は経過措置があります）

4 
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65歳以降も働ける社会のメリットとしては、以下の点があげられます。
・安定した人材確保による企業の持続的な発展
　これからの企業経営には、高年齢者の高い就業意欲に基づく、技能、技術、ノウハ
ウ、人脈を活用していく人材戦略が求められます。また、高年齢者の長い職業人生の中
で培われた知識・経験を中堅・若手へ伝承することも大切な戦略となります。

・高年齢者の生き甲斐・自己実現と健康増進の実現
　働く意欲と能力を生かして生涯現役でいきいきと働くことのできる社会は、高年齢者
が健康で豊かな高齢期を送る手助けとなります。

・現役世代や企業の社会保障負担の緩和
　高年齢者が働くことを通じて、健康な生活を送り、支えられる側から支える側になる
ことができれば、現役世代や企業の負担は緩和されます。

○65歳超雇用推進マニュアル～高齢者の戦力化のすすめ～
　各企業が65歳以上への定年の引上げ、65歳を超える継続雇用延長、定年制度の
廃止、再就職などを実施する際の参考として、『65歳超雇用推進マニュアル　～高
齢者の戦力化のすすめ～』を作成しました。具体的な企業事例等も紹介しておりま
すので、こちらもご活用ください。

　本マニュアルの特徴として、企業の方に、定年引上げ、継続雇用延長、定年制の
廃止、高齢者の再就職受入れを検討・推進していただきやすいように、
　①　制度を見直すための「手順」を具体的に説明しています。
　②　具体的な企業事例を紹介しています。
　③　企業の状況を5分で知るためのチェックリストを用意しています。
　④　再雇用と定年引上げをメリット・デメリット表で比較しています。

　各企業の創意工夫を行う際の一助にしていただければ幸いです。

詳しくは、「65歳超雇用推進マニュアル」でご検索ください。

URL:http://www.jeed.or.jp/elderly/data/manual.htm

65歳超雇用推進マニュアル 検　索
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株式会社　きむら（香川県高松市）
■業　　　　　種� スーパーマーケット［各種商品小売業］　
■社　　員　　数� 1085名（平成29年4月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 26.7%

■定　年　年　齢� 定年60歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、希望者全員を65歳まで再雇用。さらに、運用で本人の就業意

識があれば、年齢の上限なく再雇用。
■現在の最高年齢� 80歳（平成29年4月1日現在）

労働人口不足のなか、急速な事業拡大に対応するため、即戦力である高齢社員を大量に獲
得し、高齢社員の経験を活かし同時に経験の浅い社員の教育を充実化。さらに、地域貢献、
生産性の向上に寄与。高年齢者雇用こそ成長のエンジン。

　当社は、明治40年に現在の高松市牟礼町で食品小売

店を開業し、昭和57年に書店を併設したスタイルの

「モンマートきむら」をオープン。同年、業態を生鮮

三品中心のスーパーに変更し、屋号を「生鮮市場きむ

ら」にしました。　　　　

　平成13年には「生鮮市場きむら木太店」をオープン

し本格的にチェーン展開を図り、現在では、香川県15

店舗、岡山県5店舗を運営しています。

　各店舗では、生鮮品の比率を高くしており、通常の

スーパーの2倍になります。また、仕入れに関しては、各店舗にて直接買い付けを行っているので、

その地域にマッチした品揃えをご提供させていただいています。　　

1　即戦力である高齢社員の獲得の工夫
　当地は、大型商業施設の過密激戦地であり、その他にも大手コンビニ、飲食店などの出店が多数あ

り、加えて、数年前からの労働力人口そのものの減少により、どの業態でも深刻な人材不足となって

います。そのような中、当社では、急速に店舗数を増加させており、大量にかつ早期に有能な従業員

を獲得する必要がありました。そんな折、経験や技術を持った高年齢者が定年を迎えその能力を発揮

できずにいることに気づき、その能力を「新鮮市場きむら」で発揮してもらいたいと考えました。　　　

　そのため、即戦力である高齢社員を獲得し、従前の従業員も中途採用者もその能力を十分に発揮し

ていただけるよう次のような取組を実施しました。　　

厚生労働大臣表彰　最優秀賞

本店　外観
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（1）働き続けられる安心感と本人の希望の尊重　　

　社内規程では、60歳定年、希望者全員を65歳まで再雇用としていましたが、再雇用年齢の上限制

限を廃止する方針を社長から全社員へ通知しました。併せて、深刻な人材不足であることを共有しつ

つ、事業拡大に伴い経験者を大量採用する旨を周知しました。

　また、再雇用に際して、役職も含めて本人が今まで通りの就労を希望する場合は、そのまま継続す

ることとしました。逆に、本人が従前の働き方でなく、パートでの再雇用を望んだ場合など、最大限

本人の希望に沿うようにしました。　　

　さらには、本人が希望し、会社が認めた場合は、前職の職種を継続するのであれば給与をそのまま

にするのとともに、中途採用者についても、過去の勤務実績や内容を最大限考慮するようにしまし

た。　

（2）定着・年齢不問の大量採用・育成へ　　

　従前は、若年者の採用を行っても定着率が悪く、3年前

から現場実習を含めた1ヶ月間の集合型の新人研修を実施

するようにしました。研修の際には、高齢社員から、業務

に関する基礎知識・技術の習得のみならず、社会人・企業

人としての心構えやコミュニケーション能力を伝授し、従

業員のレベルアップにつながっています。

　また、事業拡大に伴い、「年齢不問」・「経験」・「やりがい」を全面に打ち出し、即戦力である

高齢社員の獲得を目指した結果、直近二年間で100名ほどの高齢社員の獲得に成功しました。　　

　当社の最大の武器である生鮮部門ベテラン社員の仕入れの判断・目利き・切り分けなどマニュアル

化が難しい技術の継承が必要となります。上記の研修終了後は、即戦力である高齢社員に若手社員の

指導役も担ってもらい、知識や経験の継承を図っています。　　

　結果として、急速な事業拡大にもかかわらず、100名前後の即戦力の確保および新卒採用者の80%

前後の定着率により、成長に見合った事業展開を図ることができました。　　

2　生産性の向上
　多店舗展開のメリットを活かし、鮮魚・青果・惣菜の加工場を立ち上げ製造工程を集中化させるこ

とにより生産性アップを図り、店舗では人手をかけないようにしました。店舗展開の投資や社員確保

の費用などが多額に発生し、単年度ベースの営業利益は減少しましたが、生産性は、3年前※と比較

し18.1%アップと大きく向上しました。　

※2013年度と2016年度の対比。　

3　地域貢献
　当社は安定した鮮魚の仕入れが重要であることから、高齢化した漁業者支援も含めて、市場の運営

を当社が行うことを目的に「株式会社志度魚市」を立ち上げました。地元のスーパーが魚市場ごと買

い取り、経営まで行う取り組みは珍しく、マスコミ等でも取り上げられ知名度アップに貢献しました。

チラシの裏面に求人広告（履歴書付き）
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七欧通信興業　株式会社（東京都荒川区）
■業　　　　　種� 電気通信工事業［設備工事業］　
■社　　員　　数� 55名（平成29年4月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 20.0%

■定　年　年　齢� 定年60歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、希望者全員を66歳まで再雇用。さらに、運用で一定条件（健

康・技術力）のもと再雇用。
■現在の最高年齢� 74歳（平成29年4月1日現在）

高齢社員ができるだけ長く意欲をもって働けるよう継続雇用の経過措置を撤廃し、希望者
全員を66歳まで再雇用するよう拡大。また、卓越した技術の技能伝承を十分に実施できる
よう『技術指導員』の人事発令を行い、職業能力体系図を整備。併せて、健康・安全の向
上を図るとともに独自の職場改善提案制度を実施。

　当社は、昭和44年に電気通信設備の工事会社として発足しました。札幌オリンピックの回線設備工

事の受注を皮切りに大小さまざまな通信に関する施工を行い、平成6年にNTTドコモ様より工事受注

を受け、携帯電話関連の工事受注を受けるようになりました。

　以後、通信サービスにおける変革に対応しながら、通信インフラの構築の元請けである日本コムシ

ス株式会社様からの受注シェアが95%以上となり、現在に至っています。

　

1　生涯現役を目指した高齢社員の戦力化への取組　　　
　当社のような技術力を謳い文句にしている

企業では、高齢社員が今まで培ってきた経

験・高い技術力を十分に発揮できることが会

社の業績向上に直結します。しかしながら、

加齢に伴い、細かな配線作業・高所での作業

が制限されるようになり、その技術力を発揮

できる現場業務が狭まってきているのが実情

となります。そのような中、高齢社員の高い

技術力をできるだけ長く発揮できるよう各種

の取組を行うようにしました。　　

（1）制度改善　　

　当社は、経過措置として定年60歳・62歳ま

での継続雇用制度としていました。高齢社員

が長く意欲をもって働けるように　　

厚生労働大臣表彰　優秀賞

        資料1-2

A9 B13 C13 D13

B14 C14 D14

B15 C15 D15

B16 C16 D16 E1

B17 C17 D17 E2

B18 C18 D18 E3

B19 C19 D19

B20 C20 D20 E4

A10 B21 C21 E5

A11 B22 C22

A12 B23 C23 D21 E6

A13 B24 C24 D22

現場管理

施工技能

　
現場作業

作業準備 作業準備 作業準備 作業準備

保守・運用 保守・運用 保守・運用 保守・運用

ネットワーク施工 ネットワーク施工 ネットワーク施工 ネットワーク施工 ネットワーク施工

品質・工程維持 品質・工程維持 品質・工程維持

リーダーシップ、作業
姿勢

リーダーシップ、作業
姿勢

リーダーシップ、作業姿
勢、人材育成

リーダーシップ、作業
姿勢、人材育成

保守・運用管理
（37Ｓ062Ｌ22）

保守・運用管理 保守・運用管理

ネットワーク施工管理 ネットワーク施工管理 ネットワーク施工管理 ネットワーク施工管理

作業管理 作業管理 作業管理 作業管理

作業段取り 作業段取り 作業段取り 作業段取り

職種 職務

マネジャー(S-6,M-7,M-8,M-9)

安全管理

シニア・スタッフ(J-3)

施工管理

技術指導員スペシャリスト(S-4,S-5)

安全管理

スタッフ(J-1,J-2)

安全管理

（　3　枚中　2　枚目）

全社の職業能力体系図

労働者区分

検査・引き渡し

アフターメンテナンス

検査・引き渡し

アフターメンテナンスアフターメンテナンス

安全管理

検査・引き渡し

全社の職業能力体系図（一部抜粋）
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　・平成28年7月に経過措置を撤廃し、希望者全員を65歳まで再雇用　　

　・平成29年4月に希望者全員を66歳まで再雇用　　

　と変更しました。また、66歳以降も継続雇用者の面談を通じて健康面・技術力・後継者育成などに

ついて話し合い、再雇用しています。特に、70歳以上の方については、社長自らが面談を行っていま

す。　

（2）役割の明示　　

　前述の面談を通じ、その豊富な実績・経験・高い技術力を業務遂行時に十分に発揮するだけでな

く、その長年培った技術を現役社員へ伝授すべく、『技術指導員』として人事発令するようにしまし

た。また、「全社の職業能力体系図」とあわせて全社員に「技術指導員」の役割をはっきりと示すこ

とにより、本人のモチベーションの向上が図られ、現役社員にも身近に技能伝承させてもらえる存在

を明確に示すことができ、後輩へ安心感を与えることができました。併せて、技能伝承を有用に実行

するため、技術指導員と若手社員のペアを組み、チーム編成を行い、受注業務の遂行を行うようにし

ました。　　

（3）整合性・納得性を向上させる賃金決定　　

　従来の継続雇用者の賃金決定において、経営的な観点から一律減額しておりましたが、本人から十

分な納得が得られていませんでした。そのため、60歳定年前と継続雇用者の職務を「職務内容の同

一性」・「職務責任の同一性」・「職務転換の同一性」・「就業形態の同一性」の4つの観点から職

務変更の比較を行い、継続雇用者の賃金を決定するようにしました。結果として、継続雇用者本人の

“納得性”を向上させることができました。　

（4）健康管理・安全　

　高齢社員の日々の健康管理上、特に重要な血圧を測るため、各現場事務所に血圧計を配備しまし

た。毎日の朝礼時に、安全施工サイクルの一環として、本人の健康状態の報告とともに、60歳以上の

作業員には血圧の測定・報告を義務づけました。　　

　また、厚生労働省・都道府県労働局が推奨する「高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル」を

活用し、積極的に全社員の安全管理意識の向上を図っています。

2　メモ提案　　　　
　当社では、社内で“メモ提案”と称し、折衝業務、コンサル業務、施工業務、設計業務に関する環

境・コスト削減などの改善をテーマに、全社的な職場改善

を推進する取組を実施しています。具体的な事例として、

髪の毛ほどの通信ケーブルの配線時・撤去時に活用できる

「ケーブルガイドローラー」を継続雇用者が提案し、“安

全性・作業効率”の向上が図られ、現在はすべての現場で

活用されるようになりました。一方、触発された若手社員

による提案が製品化されたものもあります。これからも高

齢社員のノウハウの伝授を促進しつつ、社員の主体的な業

務改善を促進していきたいと考えています。　　　
ケーブルガイドローラー
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株式会社　平和タクシー（宮崎県宮崎市）
■業　　　　　種� タクシー業　［道路旅客運送業］　
■社　　員　　数� 48名（平成29年4月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 89.6%

■定　年　年　齢� 定年66歳
■定年後の継続雇用� 定年後は、健康が良好など基準を満たす者を上限年齢なく再雇用。
■現在の最高年齢� 78歳（平成29年4月1日現在）

60歳以上の従業員約9割、平均年齢66.7歳という年齢構成の中、安全月間目標の掲示や健
康情報管理などにより安全運行・健康管理を徹底。社員の希望を尊重した勤務シフトや高
齢者の新たな職域開発の取組、健康管理診断システム活用を実施し、高年齢者健康管理の
モデルケースとエイジレスで働ける職場を目指す。

　当社は、昭和46年に創業し、安心・安全なサービスが提供できるよう、デジタル化、ナビ・ドライ

ブレコーダー搭載を本格化させ、業務効率化を推進しています。また、平成22年に整備認証工場とな

り、平成26年には車検指定工場となりました。

　当社では、宮崎市南部を営業エリアとする木花営業所、市内を営業エリアとする丸島営業所を有

し、現在に至っています。　

1　定年引上げ
　当社の定年につきましては、従前は、定年60歳でした。健康に支障がない限り、希望者全員を継

続雇用しており、また、仕事内容・労働日数（時間）など勤務内容が変わらない限り定年前の賃金水

準としていました。当社は、60歳以上の従業員が約9割となり、若年者の採用が困難な状況であるた

め、高齢従業員がより安心して働けるよう平成29年4月1日に定年を66歳に引上げました。　　

2　高年齢者健康管理のモデルケースを目指して
　当社は、60歳以上の従業員が約9割、平均年齢66.7歳という年齢構成状況であるため1番の課題は

『安全・健康管理』です。勤続年数が長く、若い世代からの定着率も良い状況でもありますが、さら

なるエイジレスな職場を実現するため、次のような目標を設定しました。

（1）安全運動の実施、安全月間目標の徹底　

（2）健康管理の徹底、健康のための自己管理の徹底　

（3）高年齢者、社員を大事にする職場風土の維持、人間尊重の人事理念の積極的な推進　

（4）高年齢者のための職域開発　

厚生労働大臣表彰　優秀賞
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3　安全運動の実施、安全月間目標の徹底
　安全については、新入社員教育に始まり、期首に年度内の安全月間目標を設定しています。「新入

児童の交通事故防止」・「過労運転による事故防止」・「早目点灯の実施」といった月間目標を事業

所内に掲示することで安全運転に関する意識付けを実施しております。　　　　

4　健康管理の徹底、健康のための自己管理の徹底
　前述のとおり、当社での最優先課題は“各人の健康管理”です。そのため、現状把握ができるよう

個人ごとの「疾病の有無、既往症、治療・通院歴」などを

網羅した『健康情報管理表』を作成しています。同表は常

務が管理し、三ヶ月ごとに再点検を行っております。

　また、毎日の出勤時には、個人別点呼による目視確認・

アルコール検知器での確認などを行い、その際に、適正飲

酒や喫煙・食事面の自己管理を促しつつ、個人の体調具合

の確認をしています。

　さらには、年3回の健康管理キャンペーンを計画・実施

し、毎月の安全衛生委員会では“健康”に関する議題を設

定し、健康管理の徹底を図っております。　

　加えて、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の開発した「健康管理診断システムチェックリス

ト」を活用し、健康管理の仕方を毎年見直しています。　　　

5　人間尊重の人事理念における柔軟な勤務
　当社では、初代社長の代から従業員を大事にする風土を重視しており、現在も受け継がれておりま

す。具体例の一部として、特別な場合を除き、勤務シフトは従業員の希望を第一優先としておりま

す。よって、日勤であったり、午前中のみの勤務であったり、希望に応じた柔軟な勤務シフトとなっ

ております。また、「高年齢者を大事にするから高齢社会」というのが当社のスタンスであり、この

ような風土が、接客態度等における高年齢者の長所発揮につながっていると感じています。　

6　高年齢者のための職域開発
　健康で意欲と能力があれば、エイジレスで働ける職場を

目指しておりますが、深視力の衰えなどから乗務員として

の業務を断念せざるを得ない従業員が発生するのも事実で

す。

　現在当社では、6年前から透析患者の送迎業務をスター

トし、その送迎先の拡大・送迎補助など、また、5年前に

グループ企業と連携して設立した中古車販売会社「サンク

ス」において営業・洗車業務など、高年齢者の活躍の場の

拡大を図っていきたいと考えています。

個人別点呼の様子

中古車販売会社「サンクス」
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一般財団法人　市川市福祉公社（千葉県市川市）
■業　　　　　種� 訪問介護サービス　［社会保険・社会福祉・介護事業］　
■職　　員　　数� 220名（平成29年4月1日現在）
■職員に占める60
　歳以上の者の比率� 52.3%

■定　年　年　齢� 定年65歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、正職員については、希望者全員を70歳まで再雇用。パートヘ

ルパー（訪問介護員）については、希望者全員を75歳まで再雇用。さら
に、パートヘルパー（訪問介護員）については、勤務成績などの業務を
鑑み、79歳まで再雇用。

■現在の最高年齢� 77歳（平成29年4月1日現在）

約800名の利用者に対し、56名の正社員とパートヘルパー150名（高年齢者含）が中心と
なった緊密リレーで24時間365日体制の在宅訪問介護を実現。

　当財団は、平成8年に市川市が在宅福祉サービスを提供する外郭団体として設立しました。平成12

年の介護保険制度の開始とともに、居宅介護支援・訪問介護の指定事業所となり、順次、身体障害者

等居宅介護・夜間対応型訪問介護の指定事業所となっています。平成13年以降、独立採算の運営を目

指し、平成23年に一般財団法人への移行とともに、市川市から独立しました。

　設立以来、訪問介護に特化した事業を展開し、24時間365日、切れ目のない「緊密なリレー」で

サービスを提供しています。

1　人生経験が活かされるヘルパー（訪問介護）業務
　利用者のニーズは非常に多様で、ヘルパー業務は、人生経験に基づく高スキルかつ柔軟で多様な対

応が求められます。例を挙げれば、限られた時間の中で、訪問先の利用者の好みに応じた味付け・

量・食べさせ方などを吟味して食事支援をしなければなりません。また、利用者の多くは高齢の方が

多く、年齢の近い高齢のヘルパーは、サービスの中で利用者との良好なコミュニケーションを築くこ

とに非常に長けています。

2　24時間365日対応の訪問介護体制と柔軟な働き方
　利用者が希望する訪問介護の時間帯は、朝・昼・夕・夜とさまざまです。そのようなニーズに対応

するため、当財団では、市内を東西南北の4つの区域に分割し、パートヘルパーの採用と配置・利用

者とのマッチングを一元的に行う「ヘルパーステーション」と「サービス提供責任者」を設置しまし

た。また、パートヘルパーからは、期首に対応可能曜日や時間帯の希望を伺い、4つのステーション

共通の勤務管理システムを導入して利用者とのマッチングを実施しています。時間単位で介護現場間

厚生労働大臣表彰　特別賞
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を移動できる体制を整備し、利用者のニーズ対応とともに高齢者

の柔軟な働き方に対応した勤務管理体制を敷いています。　

3 「活動記録用紙（様式）」と「ヘルパー・ノート」 
　  による緊密リレー
　訪問介護の状況によっては、同一の利用者に対し、異なる時間

帯で複数のパートヘルパーで対応することが多々あります。通常

は訪問結果を「活動記録用紙（様式）」にてヘルパーステーショ

ンに報告しますが、パートヘルパー同士の連絡として、食事の

量・薬の飲み具合などの申し送り事項を詳細に記載した「ヘル

パー・ノート」を介護現場に常備し、パートヘルパー間で引き継

ぎ内容が確実に伝達できるようにしています。利用者へのより良

いサービスとパートヘルパー間のコミュニケーションを促進するツールとなっています。

4　定例会議・研修会・ケース会議によるパートヘルパー育成
　各ヘルパーステーションでは、月1回パートヘル

パーの育成などを目的とした定例会議を開催していま

す。内容は、各ヘルパーステーションからの伝達事項

が中心となりますが、サービス対応中のパートヘル

パーもいるため、同一内容を複数日・複数回実施し、

いずれかの回に出席できるようにして伝達漏れのな

いようにしています。また、年1回の全体研修会とし

て、平成28年9月には「ヘルプ中における初期の緊急

対応方法について（ヘルパーができること）」をテーマに実施し、パートヘルパーの技術向上を図っ

ています。　　

　加えて、同一利用者の介護を複数のパートヘルパーが対応する場合が多々あるため、担当者が一堂

に会するケース会議を開催しています。内容は、利用者に関する情報共有・サービスの意見交換や

ケーススタディなどより良いサービスができるよう工夫しています。　

　さらには、熟練パートヘルパーの経験を活かした『訪問介護員の手引き』を独自に作成し、定例会

議を介して、ヘルパー全体のサービス維持・向上を図っています。　　

5　優秀な高年齢者を活用した「チーフ・ヘルパー」制度
　特に優秀な高年齢のパートヘルパーについては、平成29年4月から「チーフ・ヘルパー」に任命

し、特に経験の蓄積等が問われる利用者への対応を行っていただいています。訪問介護事業に長年従

事するヘルパーは、（玄関先での）「雨合羽の脱ぎ方」ひとつをとっても、言葉にならないような気

遣いなどをとても大切にしています。「チーフ・ヘルパー」制度は、長年働いている高年齢者のモチ

ベーション維持・向上を図る制度でもありますが、福祉を大切にする志を他のヘルパーにも継承する

という後継者育成の任務も担っていただいています。

ヘルパー・ノート

定例会議の様子
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株式会社　お佛壇のやまき（静岡県静岡市）
■業　　　　　種� 宗教用具の製造・小売販売　［その他の小売業］　
■社　　員　　数� 35名（平成29年6月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 11.4%

■定　年　年　齢� 定年65歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、一定条件のもと70歳まで再雇用。さらに、年間を通じた高齢

者変則勤務制度への登録により75歳まで勤務延長。
■現在の最高年齢� 68歳（平成29年4月1日現在）

高齢社員の選択自由度が高い「高齢者スポット勤務制度」・「セカンドライフ勤務制度」と
いう、組織起点から個人起点の働き方へ見直し。また、高齢社員の業務内容の見直しと顧
客情報共有システム導入により高齢者版ワークライフバランスと経営効率化を実現。

　当社は、1964年静岡市に創業し、鏡台などの家具の製造を始

めました。1973年に業務拡張のため焼津市に移転し、1980年

より仏壇製造に全面転化しました。その後、障害者雇用を積極

的に進めつつ、工場の近代化設備を図り、1987年には仏壇生産

量全国一位となりました。1990年には販売部門の多店舗展開を

はじめ、1997年から2000年には製造部門の海外移転、現在は

県内に6店舗を有し、静岡県内仏壇販売実績23年連続一位を継

続しています。　

　また、2008年からワークライフバランスを導入し、2011年

に静岡市ワークライフバランス大賞、2013年に静岡県知事褒

賞、2016年にワークライフバランス大賞（全国大賞）を受賞さ

せていただきました。このWLBの強みを活かし、高齢者版ワークライフバランスを実現したいと考

えています。　　

1　働き方を組織起点から個人起点へ
　当社では、①仏壇・墓石の購買年齢層は高齢者が多いため同世代の販売員、②仏事の習慣はエリア

ごとに異なるため、経験に裏打ちされたベテラン社員、③繁忙期における来店客の増加（通常期の2

～3倍）に対応できるスキルを持った販売員が必要であり、高齢者の就業ニーズに対応しつつ、社内

のスキルや経験のある販売員の確保に努めました。そのため、平成24年に『高齢者スポット勤務制

度』という、1日4時間の週休2日（週20時間勤務）の勤務形態の制度を導入しました。また、導入に

際しては、事前にプロジェクトチームを作り、試行者に研修メニューを作成するなど調査分析を行っ

厚生労働大臣表彰　特別賞

本社
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たうえで導入を図りました。　　　

　しかしながら、5年を経過し65歳を超えて雇用延長した

社員が同制度を選択することがなくなり、選択しない理由

をヒアリングすると、①体力の衰えを感じるようになっ

た、②自由に趣味や習い事などをやれるまとまった時間が

ほしいと挙げられました。　

　そのため、店舗の来客状況に合わせ「週30時間以内で

1日4時間～8時間の間で自由に選択できる」勤務制度に改

め、高齢者のモチベーション維持を優先し、体調に合わせ

日々自らが判断・修正できるようにしました。

　加えて、趣味や農作業、家庭生活を充実させたいという

社員の希望をふまえて、自由なまとまったプライベート時

間を確保できる『セカンドライフ勤務制度』を創設しまし

た。セカンドライフ勤務制度とは、　

　①　1年の12ヶ月のうち「勤務6ヶ月」「休暇6ヶ月」の

ハーフモデル　

　②　1年の12ヶ月のうち「勤務3ヶ月」「休暇9ヶ月」の

クォーターモデル　

と月単位のまとまった休暇を取れる制度であり、併せて、当社の繁忙期・閑散期にも対応できる制度

となります。　

　一方、定年後もフルタイム勤務を希望する従業員は、定年前と同様に職務を継続しています。　

　このように社員の選択自由度の高い「個人起点の働き方」を再定義した結果、　　　

　□一度退職した高齢社員がクォーターモデルを選択して職場復帰　　

　□業務の繁忙期・閑散期に対応した経営の効率化　

を図ることができました。　　

2　高齢者版多能職制度と顧客情報共有システム
　当社では休暇取得促進のため、いつでも誰でもどのような作業もできるように「多能職」を定着さ

せています。しかし、前述の「ハーフモデル」・「クォーターモデル」を選択された社員の場合、商

談が完結する前に休暇に入ってしまい、業務を停滞させてしまう可能性があるため、①時間を要する

墓石販売業務、②定期的な作業が必要な墓石設計業務を担当業務から除外するようにし、高齢社員の

勤務特性に合わせた高齢者版多能職制度を作成しました。　　

　また、商談は比較的長い期間を要して成立することが大半であるため、商談したお客様ごとの内容

や次回やるべきことなどを網羅した「顧客情報共有システム」を導入しました。休暇明けの高齢社員

が初対面のお客様と商談する際もこのシステムを活用することにより、作業効率が向上し、モチベー

ションを維持できるようになりました。これらの制度は有給休暇の取得や残業時間の削減にも寄与、

結果として働き方改革、労働生産性の向上につながっています。

高齢者スポット勤務制度

セカンドライフ勤務制度（クォーターモデル）
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株式会社　ウエスト神姫（兵庫県相生市）
■業　　　　　種� 乗合バス・貸切バスの運行　［道路旅客運送業］
■社　　員　　数� 201名（平成29年4月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 29.9%

■定　年　年　齢� 定年60歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、希望者全員を70歳まで再雇用。さらに、運用で本人に意志が

あり、健康で能力があれば、年齢の上限なく勤務延長。
■現在の最高年齢� 78歳（平成29年4月1日現在）

全従業員へのアンケート調査に基づく従業員のニーズ把握により、一定条件のもと年齢の
上限なく再雇用。定年前後の賃金ギャップを抑えた 65 歳までの「シニア正社員制度」を
導入。安全なバス運行・健康増進に向けた地域密着型の職場改善。

　当社は、兵庫県を代表する神姫バス株式会社のグループ企業の一員として、平成8年10月に設立し

20周年を迎えました。設立当初は、新規採用の運転士16名から出発し、平成15年以降、龍野市（現

たつの市）の小型路線バスを活用した地域コミュニティバスの充実を皮切りに、路線バス（大型バ

ス）・コミュニティバス（小型バス）・観光バスなど各種のバス運行を手がけています。平成26年に

は「地域別生涯現役社会実現モデル事業」の近畿地区モデル事業所に選出され、平成28年には、多様

な生き方ができる仕組みを先導的に取り入れ「仕事と生活のバランス」を推進していることが評価さ

れ、兵庫県雇用対策三者会議より表彰されました。

　今後も、少子高齢化の進展が著しい兵庫県西部（相生市・たつの市・宍粟市・赤穂市等）に密着し

た公共交通機関の役割を果たしつつ、地域社会発展の一翼を担っていきたいと考えています。　

1　高齢従業員の士気向上を図るシニア正社員制度
　バス業界では、当社に限らず、バス運転士の若年者採用は難しいのが現状です。また、バスの運転

を安全に行うためには、相当の教育期間を有するため、ベテラン従業員は大事な戦力であります。し

かしながら、従来、60歳定年を迎えた従業員を1年更新で70歳まで再雇用する方法は、定年前後の賃

金ギャップが大きく、不安定さを招き、高齢従業員の士気低下が見られました。そのため、職場全体

の士気向上に向け60歳以降も安定した雇用機会を提供し、60歳定年後65歳まで雇用する「シニア正

社員」制度を平成29年4月から導入しました。シニア正社員制度では、59歳時点で本人の意向確認を

行い、かつ、家族の同意も得たうえ、給与水準を定年前の水準に近づけ、賞与も支給するようにしま

した。　　

　併せて、60歳定年時でも本人の意志と能力があれば役職は解かず、60歳以降に非正規雇用へ変更さ

れた方に対しても、本人の意志と能力があれば新たに役職を任命するよう任命基準を見直しました。　　

厚生労働大臣表彰　特別賞
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2　高年齢者を戦力化するための工夫
　「地域別生涯現役社会実現モデル事業」の一環として、

全従業員に対して希望する働き方などのアンケート調査を

行いました。その中で、全体の半分以上が「70歳まで働き

たい」と回答があり、会社への要望として、“短時間勤務

など多様な就労形態や高齢者に適した仕事の開発”があり

ました。会社としても、高齢従業員には豊富な経験や高い

技術・技能があり、安全運行・健康に問題なければ、その

能力は発揮し続けていただきたいと考えておりました。　　　

　まず、バス事業においては『安全』が最優先されるため、60歳以上のシニア運転士を対象に加齢に

よる自身の機能低下を自覚してもらうため特別な安全運転教育を実施するようにしました。安全運転

教育の中で実施している運転適性診断を基に、その結果を同僚の高齢ドライバー同士に披露し、“ど

のようにしたらより安全か”などを話し合う機会を設けました。また、親会社の神姫バスの安全監理

官からの直接指導も受けるようにしました。加えて、60歳を超えた高齢従業員に対しても人間ドック

並みの健康診断を実施し、平成28年度からは脳ドック・心疾患検査も行うようにしました。　　　

　さらには、健康の維持増進を図るために、点呼場に体重計を設置しました。休み明けに事故が多い

というデータから、休日明けを体重測定の日とし、休み明けの安全運転の自覚と健康面の自己管理を

高めることを目的とした『健康宣言』を行っています。　

　短時間勤務など多様な就労形態や高齢者に適した仕事の開発として、当社では、地域に密着したコ

ミュニティバスの運行を行っています。高齢ドライバーにとっては、小型バスで運行時間帯が平日の

朝6時から夜7時となることから、スムーズに転換が図れます。バス運転士以外の登用の道として、運

行管理者補助者への転身も準備しました。　　　

　また、従業員とのコミュニケーションを高める一環として、社長自らが従業員の誕生日に家族へ

バースデイカードを送るようにしています。家族から返事が来ることも多く、悩みなどが記されてい

ることがありました。特に、介護に関する悩みが散見されたので、全社員へアンケート調査を行った

結果、高齢の親の介護の悩みが多いことが分かりました。そのため、介護と仕事の両立に向け、柔軟

な勤務シフト作成に向けた管理者向けセミナーを実施し、会社に相談窓口を設け幅広く従業員の声を

集めるようにしています。　　

3　産学連携協定
　平成29年度は、兵庫県立大学と産学連携協定を結び、“健康起因による事故のリスク回避および高

齢職業ドライバーへのヘルスプロモーション研究”を行うようにしました。その結果を社会・運転士

にフィードバックし、より安全に、より健康に地域に貢献できるようにしたいと考えています。

【資料のご案内】
　株式会社ウエスト神姫の取組につきましては、当機構が発行しています『エルダー活躍先進事例

集』にて、より詳細に掲載されていますので、同事例集もご参照ください。

エルダー活躍先進事例集　ウエスト神姫 検索 ⬆

安全運転教育の様子



18

株式会社　セブンレストランシステム（北海道札幌市）
■業　　　　　種� 大衆食堂［飲食店］
■社　　員　　数� 32名（平成29年4月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 68.8%

■定　年　年　齢� 75歳
■定年後の継続雇用� 定年後は、運用で勤務延長により年齢の上限なく雇用。
■現在の最高年齢� 75歳（平成29年4月1日現在）

「いつまでも働き続けられる、働きやすい職場をつくろう」をスローガンに、経営陣と現場
従業員でプロジェクトを推進。現場従業員の声を生かした段階的な改善で、職場の不安や
ストレスを解消。

　当社は、平成19年に大衆食堂として、北海道札幌市に創業。株式会社半田屋のフランチャイズに加

盟し、札幌市に2店舗出店しました。地元のお客様に愛されて10年目を迎えます。

　創業当時より若年層の採用が少なく60歳以上の従業員が全体の約70%、平均年齢も60歳と、高齢

従業員が主戦力であるにもかかわらず定着率が悪く、採用コストの上昇や人手不足も課題でした。そ

こで、将来的な会社の維持発展のためにも、高齢従業員が長く安心して働き続けることができ、かつ

その能力を十分に発揮できる職場環境の整備が喫緊の課題となっていました。

1　短時間正従業員制度の規定、定年引上げ　
　従業員の 8割は、1年契約の有期労働契約のパートタイマーであり、雇用不安や能力評価の基準が

曖昧な賃金設定に対する不満もありました。そこで、平成 20年 1月に、「短時間正従業員制度」を

策定し、「短時間正従業員への転換手続き」、（短時間正従業員の）「職業能力評価基準」、「人事考課方法」、

「賃金表」などを就業規則に定め、“見える化”を図りました。短時間正従業員は正従業員と差のない

待遇で働くことができるようにし、定年年齢を 75歳まで段階的に引上げました。

2　従業員間のコミュニケーションの“活性化”を図る　　
　経営陣が自ら店舗の現場に入り、現場従業員の声に耳を傾け、課題点の改善に取り組みました。従

業員には作業の役割と責任を明確に伝え、偏りがないように平等なローテーションを徹底しました。

また、従業員の円滑なコミュニケーションを構築するために、各シフト内でのミーティングを徹底し

て行い、従業員同士の気配り、声かけ、話を聴く取り組みも意識して“活発化”させました。　

　上記取り組みの結果、「年齢にかかわりなく、これまで以上に安心して働ける」、「以前より職場

の雰囲気が良くなり働きやすくなった」と好評で、1年以内に退社する従業員も20%レベルから5%レ

ベルに改善されました。さらに、コミュケーションの活性化により、サービス提供、調理品質、接客

態度も向上し、店舗客数、売り上げ向上にも寄与しています。　

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰
優秀賞
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株式会社　忠武建基（東京都杉並区）
■業　　　　　種� とび、土木工事事業ほか［建設業］
■社　　員　　数� 18名（平成29年4月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 27.8%

■定　年　年　齢� 65歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、一定条件のもと本人が健康で働く意欲があれば、年齢の上限

なく継続雇用。
■現在の最高年齢� 69歳（平成29年4月1日現在）

土木業界の慣習にとらわれず、経験と高い技術を持ち、健康な限り働きたいと望む高年齢
社員の意思を重視。さらに、高年齢社員の提案の活用で、個々人の“気づき”をもとに“ア
イディア”に結びつけるなど、多角的な施策の取り組みで「働きやすい職場」を実現。

　当社は、平成7年創業の土木建設業で、社会基盤整備の多様な場面で採用される深礎工法の工事を

主に行っています。この業界では、高齢になったら働く場所がなくなるのではないかという不安があ

りました。当社にとって高年齢社員は、高い技術を持つ重要な戦力であり、社員が安心して働ける雇

用制度の確立と働く場所の確保が急務となっていました。　

1.定年年齢等の見直し　
　長く働きたいという社員が多かったことから、65歳へ定年を引き上げ、それ以降も希望者は継続雇

用する旨就業規則に明記しました。また、60歳以降でも危険箇所以外での勤務や関連会社での雇用が

可能なことを伝え、59歳になった社員には社長が面談を行いました。併せて、社長が社会保険や老後

ライフプランのセミナーを行っており、社員からは「安心して働ける」と歓迎されています。

2.日給月給制度の廃止、完全月給制へと給与制度を改善　　
　業界の慣習である日給月給制度を廃止し、完全月給制へと給与制度を改善しました。休むと日給が

減るために体調が悪くても無理をする高齢社員が多く、結果として長期の現場離脱や退職に陥るケー

スもあったところ、完全月給制となったことで計画的な休暇の取得や通院が可能となり、大変好評で

した。

3.週間定例会議の活用と効果
　週間定例会議で、新たに「現場からの要望」の時間を設けました。高年齢社員の積極的な提案に触

発され、年代を超えてさまざまな“気づき”が出るようになり、多くの業務改善につながりました。　

　これら上記の取組は、高齢社員だけでなく他の世代からも高い評価が得られました。結果として全

体的なモチベーションの向上、社員と会社との信頼関係の強化が生産性の向上に結びつき、大きな力

となっています。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰
優秀賞
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株式会社　全日警サービス長野（長野県長野市）
■業　　　　　種� 警備業［その他の事業サービス業］
■社　　員　　数� 267名（平成29年4月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 32.6%

■定　年　年　齢� 65歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、希望者全員を70歳まで雇用。その後は、運用で年齢の上限な

く再雇用。
■現在の最高年齢� 77歳（平成29年4月1日現在）

「安全は日頃の努力と気配りで」の指針の基、お客様のあらゆるニーズに対応すべく、日々
警備業の専門的な知識の習得と、資質の向上に研鑽し、より一層地域の皆様からの信頼を
いただくために、心のこもった警備、気配りのある警備を実践している。この点において
も定年引上げ、人生経験の豊富な 60 歳以上の高齢社員のメンターへの起用等、全社員の
モチベーションとコミュニケーションの向上を図ることが高度な人材の育成に努める一環
だと考えている。

　当社は、平成5年、長野県公安委員会から警備業務に関する認定を受け、業務を開始しました。以

来、長野県内8拠点、新潟県内1拠点の合計9拠点にて、警備業務を行っています。

　業界全体として、人手不足の状況が続いており、今後も当社に在籍している社員を大切に育て、永

年勤続してもらうためには、高齢社員にとって働きやすい職場づくり、モチベーションの高揚・社内

のコミュニケーションの活性化が最重要事項であると考え、さまざまな取り組みを行ってきました。

1　定年制度の引き上げと賃金制度の改革
　平成29年より、定年制度を65歳まで引き上げ、定期昇給も65歳まで行うこととしました。定年後

は、希望者全員を70歳まで再雇用し、健康状態、意欲等により正規社員のまま雇用延長するコースも

設定しました。70歳以降は、健康状態、家族の状況を考慮した上で、年齢の上限なく非正規社員とし

て継続雇用する制度を構築しました。また、積極的に60歳以降の方を新規採用しています。

2　人材育成の重視
　60歳以上の高齢社員は、姿勢・勤務態度・行動等、若年社員のお手本となるところが多く、勤務態

度等が良好な60歳以上の社員20名をメンターに指名し、若年社員の良き相談相手になってもらって

います。後輩を指導するという立場からメンター自身も仕事に取り組む姿勢が一層高まり、モチベー

ションアップという副次的効果も生まれました。

　上記取組のほか、本社・各営業所への「意見箱」の設置などにより、社員のモチベーションと社内

コミュニケーションの向上を図っています。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰
優秀賞
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有限会社　すずらん（和歌山県和歌山市）
■業　　　　　種� 介護サービス業［社会保障･社会福祉･介護事業］
■職　　員　　数� 129名（平成29年4月1日現在）
■職員に占める60
　歳以上の者の比率� 14.0%

■定　年　年　齢� 70歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、一定条件のもと、年齢の上限なく再雇用。
■現在の最高年齢� 90歳（平成29年4月1日現在）

フルタイム勤務の最高齢90歳従業員の働く姿がお手本。知識・経験が豊富な高齢従業員が
率先垂範することで、職員のみならずサービスを受ける人たちにも「がんばる」意欲が芽
生える介護施設。

　当社は、平成14年に現社長とその祖母が設立した介護施設です。祖母は、看護、介護の仕事に長年
携わり75歳のときに、『自分なりの介護施設を作りたい』との強い想いから、孫である現社長ととも
にこの施設を立ち上げました。現在、小規模多機能型居宅介護、通所介護、サービス付高齢者住宅な
ど介護事業全般を行っております。しかし、企業としての歴史も浅く、資金面の課題や制度面等の整
備が不十分であったため人材確保の面からも早急な制度の確立の必要性を感じ、高齢者に限らず、働
くことを希望する人たちに生涯現役で働いてもらうための取り組みを開始しました。　

1　制度面、福利厚生の充実で生涯現役をサポート　
　高齢者に限らず、働くことを希望する人たちに生涯現役で働いてもらうため、「働ける間は何歳ま
でも楽しくいきいきと働ける職場にしたい。創業時に苦労したので、従業員には経営が安定したら還
元していきたい」という経営理念や方針を共有しました。　
　また、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の企画立案を利用し、平成20年に現行の70歳定年
とし、退職金制度では、従業員の意見を取り入れ企業型確定拠出年金制度を導入しました。さらに希
望者には個人年金保険に加入でき、会社も一定額を月額補助するという福利厚生面の充実も図りまし
た。

2　キャリアパス等の構築　
　生涯現役で働いてもらうためには、制度面だけでなくモチベーションの維持や就業意欲の向上も必
要と考え、定年後の従業員も対象となる独自の評価表制度と賃金制度（キャリアパス）の構築に取り
組みました。「働く意欲と取り組み」、「責任感」、「ビジネスマナー」、「チームワーク」、「チャレンジ意欲」、
などがんばる姿をアピールできる各施設独自の評価表を作成し、そのがんばり度に応じて、定年後の
再雇用者を含む全従業員を対象に昇給（正職員 2回、正職員以外は 1回）を実施しています。
　働くことに喜びを感じている高齢職員から、上記のような評価や昇給があること、職員の要望も積
極的に取り入れていることでさらに「励みになる」・「働きやすい」と言われています。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰
優秀賞
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有限会社　八千代運輸倉庫（広島県安芸高田市）
■業　　　　　種� 運輸、倉庫業［道路貨物運送業］
■社　　員　　数� 104名（平成29年4月1日現在）
■社員に占める60
　歳以上の者の比率� 24.0%

■定　年　年　齢� 65歳
■定年後の継続雇用� �定年後は、一定条件のもと、70歳まで再雇用。さらに、運用により会社

が認めた者の場合は、引き続き再雇用。
■現在の最高年齢� 72歳（平成29年4月1日現在）

短距離便への業務変更、柔軟な勤務制度、ガソリンスタンド業への職域開拓などの取り組
みにより、経験豊富なドライバー高齢社員の特性を活かした生涯現役で働ける職場を創出。

　当社は、昭和55年より運送業、倉庫業、自動車整備業等、物流に深く関わる事業を行ってきまし
た。平成17年には燃料販売業であるガソリンスタンドを開業し、事業と職域の拡大を実現しました。
　当社が所在する地域は、過疎化が進む地域で、若年者が都市部に就職してしまうため、人材不足問
題を抱えていました。そのため現有の社員、中でも高齢者の活用が重要な経営課題となり、高齢社員
の戦力化を図っていく体制への構築に動き出しました。　　

1　定年年齢の引き上げと70歳までの継続雇用制度の導入
　平成24年に定年年齢を65歳とし、定年後70歳までは、「嘱託社員」として継続雇用する制度を導
入しました。71歳以降は、会社が必要と認めた者については引き続き運用により再雇用しています。

2　高齢社員の特性を活かした働き方制度
　65歳以降の「嘱託社員」について、フルタイムの他に、短日勤務形態（原則1日8時間で1ヶ月の勤
務日数は15日）と、短時間勤務等（原則1日6時間で1ヶ月の勤務日数は所定日数）を導入し希望に合
わせて自由に選択できるようにしました。また、一律であった賃金も、業績が高ければ昇給する賃金
制度に見直し、能力に見合った役職にも登用することにしました。

3　高齢社員が安心して長く働ける業務改善と職場の創出　
　ドライバー職の負荷軽減のため、業務の大半を占める「長距離便」を廃止し、「短距離便」への移
行を進めました。それでも体力的な問題から運送業務を続けることが難しくなった高齢社員の活躍の
場として、ガソリンスタンドを開設しました。ドライバーの豊富な知識・技術・技能などを活かし、
「危険物取扱者」の資格を取得して業務に当たる高齢社員も出てきています。　
　上記取組を通じて、会社の方針がしっかり示され、社員の安心感につながったと感じています。こ
れにより、社員が高いモチベーションをもって働くことが本人のスキルや技術・技能を向上させ、ひ
いては会社の生産性を向上させることにつながると考えています。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰
優秀賞
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社会福祉法人　龍口会（宮崎県串間市）
■業　　　　　種� 社会福祉事業［社会保険･社会福祉･介護事業］
■職　　員　　数� 92名（平成29年4月1日現在）
■職員に占める60
　歳以上の者の比率� 53.3%

■定　年　年　齢� 65歳
■定年後の継続雇用� 定年後は、希望者全員を年齢の上限なく再雇用。
■現在の最高年齢� 74歳（平成29年4月1日現在）

「60 歳以上は“銀の卵”」として、高年齢職員向けの資格等級制度等を導入検討し、職場環
境の整備とともに、プロとしてのモチベーションを高め、実質的に定年のない生涯現役を
目指す。

　当法人は、昭和61年創立の介護施設です。平成26年で創立30周年を迎えました。当法人が位置す
る串間市は宮崎県の最南端にあり、高齢化率は約41%と日本の高齢化率の先頭集団に属しています。
当法人も同様で、60歳以上の高年齢職員が全職員の53.3%を占めています。当法人の健全な運営の
ためにも、採用や雇用の定着・離職防止が重要となると考え、女性や高年齢者の戦力化を積極的に進
め、職員が仕事に誇りと意欲・充実感を持てる職場環境の整備に取り組んでいます。

1　65歳以降の多様な働き方を支える就業時間管理制度と資格等級制度・人事評価表の導入検討
　65歳定年制を定めていますが、実質“定年なし”に向けて働ける制度の構築を図りました。雇用形
態に対応する就業時間管理制度を事業所毎にチーム内で柔軟に規定化できるようにし、フルタイマー
職員を中心に必要なときに就業してもらう1ヶ月単位の変形労働時間勤務制を導入しました。
　これによって、高年齢職員の持ち味を生かした休日や早朝、夕方等の勤務特化により時間を有効に
使うことができ、現役世代が土日を連休で休むこともできるようになりました。高年齢職員との作業
分担も進み、高年齢職員の経験やノウハウのプロ意識を継続的に生かす制度となりました。
　また、（独）高齢･障害･求職者雇用支援機構の企画立案サービス「生涯現役社会の中での人事コー
ス別資格等級制度と賃金体系設計及び現行の人事評価の見直し」の提案を受け、公平公正な視点で処
遇し、モチベーションを高めるための新資格制度と人事評価表の導入を検討しています。　　

2　高年齢職員のための包括的な就労環境の整備の効果
　当法人では、「一人はチームのために、チームは一人のために助け合おう」を合い言葉に、世代を
超えた職員が一つになった“チーム介護”を行っています。主に女性職員や高年齢職員のライフス
テージの変化、ワーク・ライフ・バランスに対応できるよう改善を進めてきました。職場環境の整備
として厨房入口のバリアフリー化、ゆとりある作業空間の整備、作業負担の軽減のための自動食器洗
機の設置等です。その結果、高年齢職員の意欲向上にもつながり、食事の盛りつけの改善提案が上が
りました。少し大きめの食器に変更したことで盛りつけしやすくなり、利用者からも「見た目が美し
い」と好評です。

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰
優秀賞
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賞　名 都道府県 企業等名 業種（主たる業種）

厚生労働大臣表彰

1 最 優 秀 賞 香川県 株式会社　きむら スーパーマーケット	
［各種商品小売業］

2 優 秀 賞 東京都 七欧通信興業　株式会社 電気通信工事業　	
［設備工事業］

3 優 秀 賞 宮崎県 株式会社　平和タクシー タクシー業　	
［道路旅客運送業］

4 特 別 賞 千葉県 一般財団法人　市川市福祉公社 訪問介護サービス　	
［社会保険・社会福祉・介護事業］

5 特 別 賞 静岡県 株式会社　お佛壇のやまき 宗教用具の製造・小売販売　　	
［その他の小売業］

6 特 別 賞 兵庫県 株式会社　ウエスト神姫　 乗合バス・貸切バスの運行	
［道路旅客運送業］

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長表彰

1 優 秀 賞 北海道 株式会社
セブンレストランシステム

大衆食堂　	
［飲食店］

2 優 秀 賞 東京都 株式会社　忠武建基　 とび、土木工事業ほか	
［建設業］

3 優 秀 賞 長野県 株式会社　全日警サービス長野 警備業　	
［その他の事業サービス業］

4 優 秀 賞 和歌山県 有限会社　すずらん 介護サービス業	
［社会保険・社会福祉・介護事業］

5 優 秀 賞 広島県 有限会社　八千代運輸倉庫 運輸、倉庫業　	
［道路貨物運送業］

6 優 秀 賞 宮崎県 社会福祉法人　龍口会　 社会福祉事業	
［社会保険・社会福祉・介護事業］

7 特 別 賞 北海道 医療法人　共生会 病院	
［医療業］

8 特 別 賞 岩手県 株式会社　県南タクシー タクシー業および介護サービス	
［道路旅客運送業］

平成29年度高年齢者雇用開発コンテスト 受賞企業一覧
(各賞内　都道府県順　五十音順）
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9 特 別 賞 群馬県 高崎第一交通　株式会社 タクシー業	
［道路旅客運送業］

10 特 別 賞 埼玉県 社会福祉法人　美鈴会 高齢者福祉、介護保険事業	
［社会保険・社会福祉・介護事業］

11 特 別 賞 埼玉県 株式会社　結 警備業	
［その他の事業サービス業］

12 特 別 賞 千葉県 有限会社　一文字商事 青果店・雑貨店	
［飲食料品小売業］

13 特 別 賞 千葉県 協進交通　有限会社 タクシー業	
［道路旅客運送業］

14 特 別 賞 千葉県 医療法人静和会　浅井病院 病院・介護老人保健施設・クリニック	
［医療業］

15 特 別 賞 神奈川県 株式会社　岡田建設 公共土木事業・舗装工事	
［建設業］

16 特 別 賞 神奈川県 株式会社　関東警備システム 総合的な警備保障業務	
［その他の事業サービス業］

17 特 別 賞 富山県 有限会社　中村海産 水産加工の製造・販売	
［食料品製造業］

18 特 別 賞 山梨県 株式会社　ケイビイワイ 警備・交通誘導・葬祭サービス	
［その他の事業サービス業］

19 特 別 賞 三重県 有限会社　亀井園芸 花苗、野菜苗の販売	
［農業］

20 特 別 賞 兵庫県 社会福祉法人　しらさぎ福祉会 介護サービス業	
［社会保険・社会福祉・介護事業］

21 特 別 賞 岡山県 社会福祉法人
ももたろう会玉野スマイルタウン

特別養護老人ホーム、障害者福祉ほか	
［社会保険・社会福祉・介護事業］

22 特 別 賞 愛媛県 株式会社　つるさき食品 海産珍味製造業	
［食料品製造業］

23 特 別 賞 長崎県 株式会社　寿楽 専門料理店	
［飲食店］

24 特 別 賞 大分県 社会福祉法人　安心会 介護事業	
［社会保険・社会福祉・介護事業］



〒261-0014　千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3　障害者職業総合センター内
電話　043-297-9527　FAX　043-297-9550
　ホームページ　URL…http://www.jeed.or.jp
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