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千葉支部（高齢・障害者業務課）



令和　3年10月

　当支部の業務運営につきましては、日頃からご理解、ご協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。
　さて、わが国の少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で経済社
会の活力を維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなく働
きつづけることができる社会「生涯現役社会」の実現に向けた仕組みづ
くりが不可欠となっています。
　また、健康寿命が延び、「長く働きたい」と考える高年齢者が増加す
る一方、高年齢者の戦力化及びモチベーション対策等に課題を抱えてい
る企業は少なくありません。
　今年4月施行の改正高年齢者雇用安定法では、65歳までの雇用確保
（義務）に加え、70歳までの就業機会の確保（努力義務）が追加されま
した。当支部では、高年齢者が高い就労意欲と知識･経験を活かして働け
る職場づくりに向けて、制度面、能力開発、環境改善、健康管理･安全衛
生、そして新職場・職務の創出等に意欲と能力がある企業等の支援に取
り組んでいるところです。
　今年度も、厚生労働省と当機構で主催する「高年齢者企業活躍コンテ
スト」に、千葉県内の企業等からの応募作品を先進事例として取りまと
め紹介させていただく運びとなりました。
　高年齢者が培ってきた知識及び経験を有効に活かすべく取り組まれた
事例ですので、今後の高年齢者雇用に少しでもお役立ていただければ幸
いです。
  事業主の皆様におかれましては、就労を希望する高年齢者の方々が年齢
にかかわりなく、いきいきと活躍し続けられる社会の実現に向け、益々
のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　　　　　　　　 千葉支部　　支部長　阿部　貴彦
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創　 　 業 1989年 

本社所在地 市原市 

業　 　 種 プラント整備業、建設業 

従　業　員　数 65名 

60歳以上の割合 10.8％ 

65歳以上の割合 7.7％ 

＜沿革＞ 

定　　　年 65歳     継続雇用年齢 70歳 

平 均 年 齢 42歳 最 高 年 齢 72歳 

❶ 

 
 

 ―

労　働　時　間 175時間/月 175時間/月 

職務の具体的内容 ―  
              

職務内容に変更なし 

１９６２年 ４月 荒木組として神奈川県横浜市にて創業
１９６７年10月 千葉県千葉市に本社を移転
１９８９年10月　 有限会社アラキ総産へ組織変更（資本金：５，０００千円）
１９９０年 ４月 市原営業所を千葉県市原市に開設
１９９６年10月 株式会社アラキ総産へ組織変更（資本金：１０，０００千円）
２００４年 ４月 技術部を設置
２００８年 ４月 本社機能を市原営業所に移転し、同所を本社とする
２０１７年10月 本社工場を千葉県市原市岩崎西に開設し、本社事務所を同所に移転

＜事業内容＞
電力および一般プラントの機械器具設置工事およびメンテナンス
電力および一般プラントの鍛治・溶接・配管工事および配管等メンテナンス

企業概要

　平成１３年までは就業規則で「社員の定年は、満６０歳とする。」としていたが、平成１４年に「社員の定年は、満６５歳とする。」にし
た。定年は６５歳だが希望者全員を７０歳までの継続雇用を実施している。賃金水準は定年前からの変更はない。 
　６０歳から７０歳までにおいては、昇給することはないものの、５９歳時点と同一賃金とすることで、高齢者の活躍意欲を維持でき
ている。
　技術会社であり、ベテラン技術者の技術技能は大きな戦力でもあり、当時から”なるべく長く現役で活躍し続けてほしい”というの
が会社側から社員へ訴えていたという事実があり、”最低でも６５歳までは現役を”を前提にした変更だった。全社員に対して、是非
とも７０歳まで、可能なら７５歳までの現役続行をお願いし、それにより、直近１０年内において、６５歳で退職した社員は１名のみ(農
業をしたいとの理由)で、それ以外は全員継続雇用に応じてもらっている。

❷ 制度面の改善 ❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望

❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
・高齢従業員の力仕事・危険業務からの除外。
・残業回避を希望する高齢従業員の残業業務からの原則除外。
・高齢従業員による若手中堅への技術・技能継承、工事ごとのノウハウ伝承のために、工事ごとに伝承相手を指名してペアとなって

もらう運用を実施。 
　６５歳から７０歳にかけては、体力の維持や持病等の健康状態に個人差が大きく、定年前と全く同じ勤務内容(出勤数、残業等)を希
望する人もいれば、勤務日数の軽減等を希望したり、長期入院等が必要になったりする人もいる。
　それぞれの高齢者の状況に合わせて可能な範囲でシフト等の調整を行うと同時に、高齢者にも、各人なりに元気で働く目標を立て
てもらうことで、活力を維持し、やりがいをもってもらうことで、結果として元気に働いてもらっている。

３ ４

目標・活動方針
人生100年時代を前提に、誰もが75歳まで現役で活躍できる職場を目指す

　原則、高齢者各人の体調、希望にあわせて、勤務日数や勤務内容を調整することに努めている。このとき、高齢者にも会社の中核の
力であり続けてもらうため、各人なりに元気で働く目標を立ててもらっている。
   高齢でも働き続けることは、健康寿命の延伸に寄与するものと考える。７０歳を超えてからは、人によっては大幅な勤務日数の低減
や業務内容の変更が必要になることも推定される。その場合、給与水準の引き下げも為さざるを得ないと思うが、それでも、何らかの
業務で活躍してもらえる機会を用意したいと展望している。

・作業用具の動力化の推進(電動工具の導入率UP、トラックへのパワーゲート装備率UP等)
・グラインダーへの補助ハンドル装着推進（握力低下しても作業性が維持される。）
   動力化による作業強度の低減効果が大きいと考えられる現場から順次進めている。基本的に従業員からは好評である。 

職　務　内　容 プラントの整備保全 プラントの整備保全

定年後の雇用制度 雇用継続

雇用形態・勤務形態 正規従業員 正規従業員

定年前(64歳)男性 定年後(65歳)男性

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

グラインダーへの補助ハンドル装着後

トラックへのパワーゲート装備

装着前

希望に応じた高齢者の勤務
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事例 株式会社アラキ総産



創　 　 業 1989年 

本社所在地 市原市 

業　 　 種 プラント整備業、建設業 

従　業　員　数 65名 

60歳以上の割合 10.8％ 

65歳以上の割合 7.7％ 

＜沿革＞ 

定　　　年 65歳     継続雇用年齢 70歳 

平 均 年 齢 42歳 最 高 年 齢 72歳 

❶ 

 
 

 ―

労　働　時　間 175時間/月 175時間/月 

職務の具体的内容 ―  
              

職務内容に変更なし 

１９６２年 ４月 荒木組として神奈川県横浜市にて創業
１９６７年10月 千葉県千葉市に本社を移転
１９８９年10月　 有限会社アラキ総産へ組織変更（資本金：５，０００千円）
１９９０年 ４月 市原営業所を千葉県市原市に開設
１９９６年10月 株式会社アラキ総産へ組織変更（資本金：１０，０００千円）
２００４年 ４月 技術部を設置
２００８年 ４月 本社機能を市原営業所に移転し、同所を本社とする
２０１７年10月 本社工場を千葉県市原市岩崎西に開設し、本社事務所を同所に移転

＜事業内容＞
電力および一般プラントの機械器具設置工事およびメンテナンス
電力および一般プラントの鍛治・溶接・配管工事および配管等メンテナンス

企業概要

　平成１３年までは就業規則で「社員の定年は、満６０歳とする。」としていたが、平成１４年に「社員の定年は、満６５歳とする。」にし
た。定年は６５歳だが希望者全員を７０歳までの継続雇用を実施している。賃金水準は定年前からの変更はない。 
　６０歳から７０歳までにおいては、昇給することはないものの、５９歳時点と同一賃金とすることで、高齢者の活躍意欲を維持でき
ている。
　技術会社であり、ベテラン技術者の技術技能は大きな戦力でもあり、当時から”なるべく長く現役で活躍し続けてほしい”というの
が会社側から社員へ訴えていたという事実があり、”最低でも６５歳までは現役を”を前提にした変更だった。全社員に対して、是非
とも７０歳まで、可能なら７５歳までの現役続行をお願いし、それにより、直近１０年内において、６５歳で退職した社員は１名のみ(農
業をしたいとの理由)で、それ以外は全員継続雇用に応じてもらっている。

❷ 制度面の改善 ❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望

❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
・高齢従業員の力仕事・危険業務からの除外。
・残業回避を希望する高齢従業員の残業業務からの原則除外。
・高齢従業員による若手中堅への技術・技能継承、工事ごとのノウハウ伝承のために、工事ごとに伝承相手を指名してペアとなって

もらう運用を実施。 
　６５歳から７０歳にかけては、体力の維持や持病等の健康状態に個人差が大きく、定年前と全く同じ勤務内容(出勤数、残業等)を希
望する人もいれば、勤務日数の軽減等を希望したり、長期入院等が必要になったりする人もいる。
　それぞれの高齢者の状況に合わせて可能な範囲でシフト等の調整を行うと同時に、高齢者にも、各人なりに元気で働く目標を立て
てもらうことで、活力を維持し、やりがいをもってもらうことで、結果として元気に働いてもらっている。

３ ４

目標・活動方針
人生100年時代を前提に、誰もが75歳まで現役で活躍できる職場を目指す

　原則、高齢者各人の体調、希望にあわせて、勤務日数や勤務内容を調整することに努めている。このとき、高齢者にも会社の中核の
力であり続けてもらうため、各人なりに元気で働く目標を立ててもらっている。
   高齢でも働き続けることは、健康寿命の延伸に寄与するものと考える。７０歳を超えてからは、人によっては大幅な勤務日数の低減
や業務内容の変更が必要になることも推定される。その場合、給与水準の引き下げも為さざるを得ないと思うが、それでも、何らかの
業務で活躍してもらえる機会を用意したいと展望している。

・作業用具の動力化の推進(電動工具の導入率UP、トラックへのパワーゲート装備率UP等)
・グラインダーへの補助ハンドル装着推進（握力低下しても作業性が維持される。）
   動力化による作業強度の低減効果が大きいと考えられる現場から順次進めている。基本的に従業員からは好評である。 

職　務　内　容 プラントの整備保全 プラントの整備保全

定年後の雇用制度 雇用継続

雇用形態・勤務形態 正規従業員 正規従業員

定年前(64歳)男性 定年後(65歳)男性

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

グラインダーへの補助ハンドル装着後

トラックへのパワーゲート装備

装着前

希望に応じた高齢者の勤務
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創　 　 業 1970年 

本社所在地 富津市 

業　 　 種 金属機械加工

従　業　員　数 41名 

60歳以上の割合 17.1％

65歳以上の割合 17.1％

定　　　年 66歳     継続雇用年齢 年齢上限無し

平 均 年 齢 42歳 最 高 年 齢 78歳 

❶ 

 
 

―

労　働　時　間 フルタイム8時間/日 6時間 4日/週

職務の具体的内容 

              

企業概要

　先々代が社長職を辞する際、従業員の平均年齢も高く、社長交代する際に合わせて、長年勤めてきた社員も定年退職するケースが
増える状況であった。中途採用にて新人募集も行ってきたが、技術継承するために定年到達者継続雇用規定を制定し、定年到達後も
社員が無理なく就業できるよう平成２１年１１月より【定年到達者継続雇用規定】を設けた。
　平成２９年７月に【定年年齢の延長、６６歳を超える継続雇用制度の導入】を行い、定年を６０歳から６６歳に引き上げ、労働条件も
原則として勤務時間、休日、休憩時間などいずれも従前と同一条件とし、社会保険・雇用保険は引き続き加入することとし、本人が希
望する場合、週２０時間以上３０時間未満の短時間勤務ないし非常勤勤務とすることができることとした。
　平成２３年７月には【多彩な勤務形態、短時間制度の導入】をし、定年後も継続して雇用するにあたり、ライフワークバランスを考え
たいという意見も多い反面、生産性の確保という現場からの意見があり、双方の意見をまとめた結果、多彩な勤務形態、短時間制度
の導入に至った。その際にスケジュール管理システム(グループウェア)を導入し、社員であれば誰でもスケジュールが把握できる仕組み
となっている。
　定年を迎え社員にとって長年携わってきた作業を継続するか、体力に見合う軽作業への配置転換を行うかを選択し、働く意欲を損
なうことなく日々取り組んでいる。今までに従前の作業、製品梱包などの作業を希望された社員が、それぞれ現在でも定年前と同じ
意欲をもって作業をし、技術継承にも活力がある。

　１９７０年に有限会社岩井鐵工所を操業開始。自社製品は無いが、新日鉄の近くに会社が位置していることからプラント系部品の
依頼や近隣にあるメーカーの製品を受注し、１９９０年に本社工場移転に伴い業務拡大、今現在では県内外の４００社と取引を行って
いる。業務内容は金属機械加工全般で、多品種小ロットから大口ロットを取引先のニーズに合わせて依頼を受けている。５０年からな
る技術継承や熟練した加工技術者から若手技術者の指導を行うことによって、品質の向上を続けている。

❷ 制度面の改善 ❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望

❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
　平成２９年７月に【定年年齢の延長、６６歳を超える継続雇用制度の導入】をしたことにより
　・１日の勤務時間を８時００分から１６時４５分までの通常勤務とし、１カ月の勤務日数を１５日以内とする勤務態様。
　・１日の勤務時間を１日６時間未満の短時間勤務とし、１カ月の勤務日数は２１日を基本とする勤務態様。
　なお、休憩時間は午前と午後の２回、午前１０時３０分から１０分間、午後２時３０分から１０分間とした。
　平成２８年４月より、ベテランの高齢社員は外国人実習生や障害従業員などへの支援・指導役を行っている。平成３０年４月に研修
委員会を設置し、平成３０年４月より、毎朝、ラジオ体操後の回り番制スピーチの機会を設けた。世代を超えた交流の場を多く取り入
れることによって、誰もが自信や活力を再確認でき、生産性向上につながるため、社員一人一人にスポットが当たる機会を大切にして
いる。 
　平成２９年３月に継続雇用制度の導入により、現在の最高齢は７８歳の職人が２名在籍をしており、６６歳以降も本人の希望により
それまでの作業を継続することもでき、加工作業終了時の製品検査や図面などの確認する際は必ずフォローする担当がいる。トラブ
ルもなく、生産活動に貢献している。
　業務以外でも担当エリア以外のコミュニケーションとして、社内レクレーションを年４回ほど開き、社員間の交流を図っている。

５ ６

目標・活動方針

　今後も社員一人一人がイキイキと働け、責任と誇りを持ち、社会へ役立てるために環境整備をはじめ、社員教育や技能継承に力を注
ぎたいと考えている。
　具体的には、人間ドックを受診する従業員に対するサポート制度を検討している。創業して５０年、地域の皆様と一緒に成長させて
いただいており、これからも地域の皆様とともに歩むことによりより一層地域に根差していきたいと考えている。
　富津市民花火大会実行委員会や「飯野地域活性化推進協議会」を通じ、地域の皆様と協力しあいながら、地域貢献の活動を行って
いる。
　地域の皆様方に障害を持った方々の生活に関心を持っていただくためのイベント「富津ユニバーサルフェスタ」への参加、富津市よ
り富津市障害者総合支援協議会就労支援部会員の委嘱を受け、「部会長」を拝命している。

　平成２４年５月にLED照明を導入し、平成３１年５月に５Ｓ委員会を設置し５Ｓ活動を開始した。４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）を守
るように習慣づけるため、これらのことを基に業務の無駄を排除し生産効率を高め、品質を確保し、高齢者を含めた社員全員の安全
性を高めていくことを目的として５Ｓ活動をしている。
　平成２３年より全社員の健康管理の一環として、ボーリングやBBQなどレクレーション活動を開始し、平成３０年４月より朝のラジ
オ体操後の回り番スピーチを導入した。
　平成３０年４月には、企業にとって「人材」は重要な資産であると考え、より良い人材に教育することで「人材」を「人財」にすること
が会社にとっても最善の資産を高めることだと考え、「研修委員会」を設置した。事故防止対策として、研修委員会がコミュニケーシ
ョンの内容について企画し、グループワークセミナーを実施している。 
　加工製品の寸法検査、汎用機械の操作や図面確認など作業において照明の明るさは重要であり、平成２４年５月に工場内照明をＬ
ＥＤ照明にし、作業環境を改善し、LED化したことで視力低下傾向の高年齢者にとって働きやすい環境を整備できた。
　工場の床も定期的に塗装し直し、安全のための動線ラインを見やすくするなど事故などのトラブル防止に努めている。機械加工の
材料や製品の管理や共有工具なども５Ｓ活動による管理で作業効率を向上させている。
　５Ｓ活動は、定期的に社員全員で取り組むことを大事に一人一人が５Ｓの意識を高め働きやすい環境づくりをしている。研修委員会
がセミナー等を実施することにより、社員一人一人へのスキルアップの向上へのフォローアップすることになり、各人のモチベーションに
寄与し、さらに働きやすい環境づくりにも寄与している。

職　務　内　容 機械加工担当者 組付部門製品検査及び梱包担当

定年後の雇用制度 継続雇用

雇用形態・勤務形態 正社員 嘱託社員

定年前(65歳)男性 定年後(78歳)男性

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

LED化による作業環境の改善 安全ラインの整備
ペア就労

02
事例 株式会社岩井工機

経営理念にある「会社と社員の幸せが合致すること」の“幸せ”に4つの定義として「人から愛され
ること」「人から必要とされること」「人から頼られること」「人から役に立つこと」を掲げ、長年
勤務してきた高齢者の作業に対するひたむきさと若手社員が触れ合うことで、社員や会社にとって会
社全体の成長につなげる

機械加工に41年勤務。
入社当時は溶接工として入社したが、
会社の方針にて当時最新設備の5軸マシ
ニングセンターを担当、現在に至る。
社員の中で最高勤続年数であることか
ら、従業員代表として就業規則改定や
36協定にアドバイスを行っている。

毎月千個単位で出荷される機械部品を
ミスなく梱包するための検査を行って
いる。
長年培ってきた不具合防止対策を若手
社員への指導を行いながら部品の未挿
入や製品のキズなどの品質向上に務
め、社内外からの信頼も高く評価され
ている。



創　 　 業 1970年 

本社所在地 富津市 

業　 　 種 金属機械加工

従　業　員　数 41名 

60歳以上の割合 17.1％

65歳以上の割合 17.1％

定　　　年 66歳     継続雇用年齢 年齢上限無し

平 均 年 齢 42歳 最 高 年 齢 78歳 

❶ 

 
 

―

労　働　時　間 フルタイム8時間/日 6時間 4日/週

職務の具体的内容 

              

企業概要

　先々代が社長職を辞する際、従業員の平均年齢も高く、社長交代する際に合わせて、長年勤めてきた社員も定年退職するケースが
増える状況であった。中途採用にて新人募集も行ってきたが、技術継承するために定年到達者継続雇用規定を制定し、定年到達後も
社員が無理なく就業できるよう平成２１年１１月より【定年到達者継続雇用規定】を設けた。
　平成２９年７月に【定年年齢の延長、６６歳を超える継続雇用制度の導入】を行い、定年を６０歳から６６歳に引き上げ、労働条件も
原則として勤務時間、休日、休憩時間などいずれも従前と同一条件とし、社会保険・雇用保険は引き続き加入することとし、本人が希
望する場合、週２０時間以上３０時間未満の短時間勤務ないし非常勤勤務とすることができることとした。
　平成２３年７月には【多彩な勤務形態、短時間制度の導入】をし、定年後も継続して雇用するにあたり、ライフワークバランスを考え
たいという意見も多い反面、生産性の確保という現場からの意見があり、双方の意見をまとめた結果、多彩な勤務形態、短時間制度
の導入に至った。その際にスケジュール管理システム(グループウェア)を導入し、社員であれば誰でもスケジュールが把握できる仕組み
となっている。
　定年を迎え社員にとって長年携わってきた作業を継続するか、体力に見合う軽作業への配置転換を行うかを選択し、働く意欲を損
なうことなく日々取り組んでいる。今までに従前の作業、製品梱包などの作業を希望された社員が、それぞれ現在でも定年前と同じ
意欲をもって作業をし、技術継承にも活力がある。

　１９７０年に有限会社岩井鐵工所を操業開始。自社製品は無いが、新日鉄の近くに会社が位置していることからプラント系部品の
依頼や近隣にあるメーカーの製品を受注し、１９９０年に本社工場移転に伴い業務拡大、今現在では県内外の４００社と取引を行って
いる。業務内容は金属機械加工全般で、多品種小ロットから大口ロットを取引先のニーズに合わせて依頼を受けている。５０年からな
る技術継承や熟練した加工技術者から若手技術者の指導を行うことによって、品質の向上を続けている。

❷ 制度面の改善 ❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望

❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
　平成２９年７月に【定年年齢の延長、６６歳を超える継続雇用制度の導入】をしたことにより
　・１日の勤務時間を８時００分から１６時４５分までの通常勤務とし、１カ月の勤務日数を１５日以内とする勤務態様。
　・１日の勤務時間を１日６時間未満の短時間勤務とし、１カ月の勤務日数は２１日を基本とする勤務態様。
　なお、休憩時間は午前と午後の２回、午前１０時３０分から１０分間、午後２時３０分から１０分間とした。
　平成２８年４月より、ベテランの高齢社員は外国人実習生や障害従業員などへの支援・指導役を行っている。平成３０年４月に研修
委員会を設置し、平成３０年４月より、毎朝、ラジオ体操後の回り番制スピーチの機会を設けた。世代を超えた交流の場を多く取り入
れることによって、誰もが自信や活力を再確認でき、生産性向上につながるため、社員一人一人にスポットが当たる機会を大切にして
いる。 
　平成２９年３月に継続雇用制度の導入により、現在の最高齢は７８歳の職人が２名在籍をしており、６６歳以降も本人の希望により
それまでの作業を継続することもでき、加工作業終了時の製品検査や図面などの確認する際は必ずフォローする担当がいる。トラブ
ルもなく、生産活動に貢献している。
　業務以外でも担当エリア以外のコミュニケーションとして、社内レクレーションを年４回ほど開き、社員間の交流を図っている。

５ ６

目標・活動方針

　今後も社員一人一人がイキイキと働け、責任と誇りを持ち、社会へ役立てるために環境整備をはじめ、社員教育や技能継承に力を注
ぎたいと考えている。
　具体的には、人間ドックを受診する従業員に対するサポート制度を検討している。創業して５０年、地域の皆様と一緒に成長させて
いただいており、これからも地域の皆様とともに歩むことによりより一層地域に根差していきたいと考えている。
　富津市民花火大会実行委員会や「飯野地域活性化推進協議会」を通じ、地域の皆様と協力しあいながら、地域貢献の活動を行って
いる。
　地域の皆様方に障害を持った方々の生活に関心を持っていただくためのイベント「富津ユニバーサルフェスタ」への参加、富津市よ
り富津市障害者総合支援協議会就労支援部会員の委嘱を受け、「部会長」を拝命している。

　平成２４年５月にLED照明を導入し、平成３１年５月に５Ｓ委員会を設置し５Ｓ活動を開始した。４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）を守
るように習慣づけるため、これらのことを基に業務の無駄を排除し生産効率を高め、品質を確保し、高齢者を含めた社員全員の安全
性を高めていくことを目的として５Ｓ活動をしている。
　平成２３年より全社員の健康管理の一環として、ボーリングやBBQなどレクレーション活動を開始し、平成３０年４月より朝のラジ
オ体操後の回り番スピーチを導入した。
　平成３０年４月には、企業にとって「人材」は重要な資産であると考え、より良い人材に教育することで「人材」を「人財」にすること
が会社にとっても最善の資産を高めることだと考え、「研修委員会」を設置した。事故防止対策として、研修委員会がコミュニケーシ
ョンの内容について企画し、グループワークセミナーを実施している。 
　加工製品の寸法検査、汎用機械の操作や図面確認など作業において照明の明るさは重要であり、平成２４年５月に工場内照明をＬ
ＥＤ照明にし、作業環境を改善し、LED化したことで視力低下傾向の高年齢者にとって働きやすい環境を整備できた。
　工場の床も定期的に塗装し直し、安全のための動線ラインを見やすくするなど事故などのトラブル防止に努めている。機械加工の
材料や製品の管理や共有工具なども５Ｓ活動による管理で作業効率を向上させている。
　５Ｓ活動は、定期的に社員全員で取り組むことを大事に一人一人が５Ｓの意識を高め働きやすい環境づくりをしている。研修委員会
がセミナー等を実施することにより、社員一人一人へのスキルアップの向上へのフォローアップすることになり、各人のモチベーションに
寄与し、さらに働きやすい環境づくりにも寄与している。

職　務　内　容 機械加工担当者 組付部門製品検査及び梱包担当

定年後の雇用制度 継続雇用

雇用形態・勤務形態 正社員 嘱託社員

定年前(65歳)男性 定年後(78歳)男性

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

LED化による作業環境の改善 安全ラインの整備
ペア就労

02
事例 株式会社岩井工機

経営理念にある「会社と社員の幸せが合致すること」の“幸せ”に4つの定義として「人から愛され
ること」「人から必要とされること」「人から頼られること」「人から役に立つこと」を掲げ、長年
勤務してきた高齢者の作業に対するひたむきさと若手社員が触れ合うことで、社員や会社にとって会
社全体の成長につなげる

機械加工に41年勤務。
入社当時は溶接工として入社したが、
会社の方針にて当時最新設備の5軸マシ
ニングセンターを担当、現在に至る。
社員の中で最高勤続年数であることか
ら、従業員代表として就業規則改定や
36協定にアドバイスを行っている。

毎月千個単位で出荷される機械部品を
ミスなく梱包するための検査を行って
いる。
長年培ってきた不具合防止対策を若手
社員への指導を行いながら部品の未挿
入や製品のキズなどの品質向上に務
め、社内外からの信頼も高く評価され
ている。



創　 　 業 2012年 

本社所在地 千葉市中央区

業　 　 種 保険代理業

従　業　員　数 44名 

60歳以上の割合 27.3％

65歳以上の割合 13.6％

定　　　年 65歳 継続雇用年齢 年齢上限無し（基準該当者）

平 均 年 齢 50.1歳 最 高 年 齢 73歳 

❶ 

 
 

勤務延長を予定

労　働　時　間 160時間/月 160時間/月

職務の具体的内容               

企業概要

　「６５歳定年制」と「上限無く勤務延長できる制度」の導入
　定年年齢を６０歳から６５歳に引上げ（２０１９年２月）、再雇用制度を廃止すると共に、定年後も、一定条件の下、年齢の上限無く勤
務延長できる制度を導入している。
　短日/短時間勤務制度の導入
　６０歳以降については、（理由の如何を問わず）「１日当りの短時間勤務」「１週間当たりの勤務日数の縮小」を本人から希望出来る
ようにした。
　「高齢者に優しい賃金制度」の導入
　「業績目標は課してもノルマは課さず」、「評価は実施するが結果を賃金に反映させず」、「短日/短時間勤務を選択しても時間当た
り賃率は下げない」「定年を迎えてもそのことによって賃金が大幅に下がることは無い」と言った「高齢者に優しい賃金制度」を設立以
来選択している。

　 社員数名～１０名規模の小規模のプロ代理店（‥保険専門の代理店）５社が自主的に共同出資して２０１２年に設立されたもので、
最も古い創業は１９７３年である。金融ビッグバン（１９９６年～２００１年にかけて行われた大規模な金融制度改革）以来の規制緩和
による厳しい競争環境の中、生き残りを懸けて大同団結した経緯がある。２０１４年、「損保ジャパン日本興亜<株>」（現「損害保険
ジャパン<株>」）が立ち上げた全国プロ代理店組織である「Ｊ-ＳＡ中核会」に加盟し,現在では会員数２,１１５店（２０１９年２月末）の
中でトップの売上高を誇っている。
　・事業内容：家庭および企業向けの損害保険・生命保険の販売・相談（自動車保険、火災保険、傷害保険、医療保険ほか）

❷ 制度面の改善

❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
　上下間の「徹底した情報共有化」 
　「情報化」など業務プロセスの改善を確実に推進する必要があり、現在組織の中間に位置し、業務遂行の中心的役割を担っている
ベテラン（高齢者）層が極めて重要な鍵を担っており、その意味で「役員会を受けての社員メッセージ」や「経営指針発表会」は、「当
社の進もうとしている方向性」や、「社員に期待している内容」を伝える重要なツールとなっている。 
　左右間の「オープンな相互扶助体制」 
　新人にとって「自分が分からないことを先輩に聞くのは勇気が要ること」であって、「特定の場（全社レベルでの研修会）」を通して、
半ば強制的にベテラン（高齢者）層に伝承の役割を課している。特に、年齢の隔たった老若間の場合には「ノウハウや技術伝承の場」
となる。「複数人訪問」については、一部に「非効率」との意見もあったが、相互に「気付き」や「学ぶところ」があったとの前向きの感
想が多く聞かれ、概ね好評を得ている。
　こまめな情報フィードバックによる施策の徹底 
　ISO９００１（品質マネジメントシステム）の認証を取得しており、「PDCAサイクルを回すことで品質を向上させる」取組みを重視し
ている。その役割を担うのが各支店の支店長とそれをサポートするベテラン（高齢者）の内務職社員である。

７ ８

目標・活動方針

　知識と経験が重要で、６０歳以上の高齢者が依然として主たる業務の担い手になっている。そのため、年齢によって分け隔てするこ
となく、個々人の能力に応じた役割を求めることで成果を挙げている。業務に精通したベテラン揃いであることから「情報の共有化を
図り、公正で風通しの良い組織運営を行う」ことで「社員が自ら進んで相互扶助に向かえるような取組みづくり」と創意工夫を行って
いる。 
　社員が自主的に行動し、且つ成果に対して満足感が得られるようになるには、「当社が向かうべき方向性が明確で、安心して年齢に
拘らず何時までも働ける」ことが条件になり、そのためには「経営方針の明確化」「情報の共有化」「風通しの良い組織運営」に加えて、
「７０歳超の雇用継続を前提とした生涯賃金（水準）の確保」が重要な要件になると考えている。各人が、夫々の能力と役割に応じて
「生涯賃金はそれなりの水準を確保出来た（Happy Retire／Happy Life）」と感じることが出来る状態になることを目指していきたい。
　そのためには、① 雇用年限の延長を図るため、（週当たり/ 一日当たりの）時短勤務制度の定着化を進め、この制度をもっと自由に
活用できるようにする。（‥「柔軟な勤務を許容できるような業務環境の整備」）、② 自ら引退（Happy Retire）の時期を決め、会社
に迷惑が掛からないように準備出来るようにする。（‥「生涯現役の制度的具体化」）、③ 定年後引退までの間は、役割/実績に応じて
賃金を調整できるようにする。（‥「生涯現役を見据えた定年後の評価/賃金制度の構築」）ような課題がある。

　「事業継続力強化計画（ＢＣＰ）」の認証取得及び安否確認システム<ANPIC>の活用
　２０１９年に［ＢＣＰ］を策定し、２０２０年に経済産業省の認定を取得した。自然災害などの発生に備えて、被害状況の迅速な報告
及び指揮命令を円滑に行う仕組みを構築している。またその一環として、「震度５弱以上の地震」などの災害が発生した場合に、安否
確認メールを直接全社員に自動発信するシステムを導入しており、台風直撃の場合などにも手動で安否確認を発信し、被害状況の確
認に利用している。また、操作方法を忘れることの無いよう報告訓練を年２回実施している。
　安否確認システムは災害保険と共にリスクマネジメントの一環として実践している面もあるが、社員にとっても福祉施策の一部にな
っている。万が一の場合、弱者になる可能性が高い高齢社員に特に大きな安心を届けられることを期待している。
　「健康な職場づくり宣言」の認定取得
　「健康経営」を実践する具体策を「見える化」する目的で「健康な職場づくり」を宣言し、全国健康保険協会千葉支部に認定してい
ただいた。社員の健康を確保するために重要な事項を定め、常時管理する体制を整備している。 
   特に「本人と家族の健康診断の受診」と「禁煙の促進」の２点を重点的な取組みとして宣言している。

職　務　内　容 営業事務（内勤） 営業（外勤）

定年後の雇用制度 勤務延長

雇用形態・勤務形態 正社員 正社員

定年前(63歳)女性 定年後(70歳)男性

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

複数人訪問 「健康な職場づくり宣言」認定証全社レベルでの研修会
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社員の共通の願いは、「老後に経済的な心配がなく、築き上げた能力を発揮して生涯現役で働けるこ
と」にある。そのため、「年齢（定年）による賃金の減額をしない」「ノルマを課さず、業務の評価
をするが賃金に大きな格差を付けない」「業務遂行面においても年齢による差別をしない」ことを前
提に、「情報の共有化を図り、相互扶助が出来る体制を築く」「（ノウハウの伝承,後継者の育成を
含め）各自が自律的に役割・責任を担える体制を築く」ことを目標にしている。

【定年前後で変更なし】
・営業支援業務

（保険料の算出、申込書の作成、必
要添付書類の確認、保険料の経理、
保険事故の受付、顧客からの電話対
応、等々）

・支店の取り纏め業務全般
（経理、労務、総務、何でも）

【定年前後で変更なし】
・営業

（自身の担当する顧客対応、保険の
継承、顧客のリスクチェック、新商
品等の提案等）

・社員の支援・指導・相談対応等
（新入社員入社時の導入教育、顧客
へのリスクコンサルティング関連の
相談対応等）



創　 　 業 2012年 

本社所在地 千葉市中央区

業　 　 種 保険代理業

従　業　員　数 44名 

60歳以上の割合 27.3％

65歳以上の割合 13.6％

定　　　年 65歳 継続雇用年齢 年齢上限無し（基準該当者）

平 均 年 齢 50.1歳 最 高 年 齢 73歳 

❶ 

 
 

勤務延長を予定

労　働　時　間 160時間/月 160時間/月

職務の具体的内容               

企業概要

　「６５歳定年制」と「上限無く勤務延長できる制度」の導入
　定年年齢を６０歳から６５歳に引上げ（２０１９年２月）、再雇用制度を廃止すると共に、定年後も、一定条件の下、年齢の上限無く勤
務延長できる制度を導入している。
　短日/短時間勤務制度の導入
　６０歳以降については、（理由の如何を問わず）「１日当りの短時間勤務」「１週間当たりの勤務日数の縮小」を本人から希望出来る
ようにした。
　「高齢者に優しい賃金制度」の導入
　「業績目標は課してもノルマは課さず」、「評価は実施するが結果を賃金に反映させず」、「短日/短時間勤務を選択しても時間当た
り賃率は下げない」「定年を迎えてもそのことによって賃金が大幅に下がることは無い」と言った「高齢者に優しい賃金制度」を設立以
来選択している。

　 社員数名～１０名規模の小規模のプロ代理店（‥保険専門の代理店）５社が自主的に共同出資して２０１２年に設立されたもので、
最も古い創業は１９７３年である。金融ビッグバン（１９９６年～２００１年にかけて行われた大規模な金融制度改革）以来の規制緩和
による厳しい競争環境の中、生き残りを懸けて大同団結した経緯がある。２０１４年、「損保ジャパン日本興亜<株>」（現「損害保険
ジャパン<株>」）が立ち上げた全国プロ代理店組織である「Ｊ-ＳＡ中核会」に加盟し,現在では会員数２,１１５店（２０１９年２月末）の
中でトップの売上高を誇っている。
　・事業内容：家庭および企業向けの損害保険・生命保険の販売・相談（自動車保険、火災保険、傷害保険、医療保険ほか）

❷ 制度面の改善

❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
　上下間の「徹底した情報共有化」 
　「情報化」など業務プロセスの改善を確実に推進する必要があり、現在組織の中間に位置し、業務遂行の中心的役割を担っている
ベテラン（高齢者）層が極めて重要な鍵を担っており、その意味で「役員会を受けての社員メッセージ」や「経営指針発表会」は、「当
社の進もうとしている方向性」や、「社員に期待している内容」を伝える重要なツールとなっている。 
　左右間の「オープンな相互扶助体制」 
　新人にとって「自分が分からないことを先輩に聞くのは勇気が要ること」であって、「特定の場（全社レベルでの研修会）」を通して、
半ば強制的にベテラン（高齢者）層に伝承の役割を課している。特に、年齢の隔たった老若間の場合には「ノウハウや技術伝承の場」
となる。「複数人訪問」については、一部に「非効率」との意見もあったが、相互に「気付き」や「学ぶところ」があったとの前向きの感
想が多く聞かれ、概ね好評を得ている。
　こまめな情報フィードバックによる施策の徹底 
　ISO９００１（品質マネジメントシステム）の認証を取得しており、「PDCAサイクルを回すことで品質を向上させる」取組みを重視し
ている。その役割を担うのが各支店の支店長とそれをサポートするベテラン（高齢者）の内務職社員である。

７ ８

目標・活動方針

　知識と経験が重要で、６０歳以上の高齢者が依然として主たる業務の担い手になっている。そのため、年齢によって分け隔てするこ
となく、個々人の能力に応じた役割を求めることで成果を挙げている。業務に精通したベテラン揃いであることから「情報の共有化を
図り、公正で風通しの良い組織運営を行う」ことで「社員が自ら進んで相互扶助に向かえるような取組みづくり」と創意工夫を行って
いる。 
　社員が自主的に行動し、且つ成果に対して満足感が得られるようになるには、「当社が向かうべき方向性が明確で、安心して年齢に
拘らず何時までも働ける」ことが条件になり、そのためには「経営方針の明確化」「情報の共有化」「風通しの良い組織運営」に加えて、
「７０歳超の雇用継続を前提とした生涯賃金（水準）の確保」が重要な要件になると考えている。各人が、夫々の能力と役割に応じて
「生涯賃金はそれなりの水準を確保出来た（Happy Retire／Happy Life）」と感じることが出来る状態になることを目指していきたい。
　そのためには、① 雇用年限の延長を図るため、（週当たり/ 一日当たりの）時短勤務制度の定着化を進め、この制度をもっと自由に
活用できるようにする。（‥「柔軟な勤務を許容できるような業務環境の整備」）、② 自ら引退（Happy Retire）の時期を決め、会社
に迷惑が掛からないように準備出来るようにする。（‥「生涯現役の制度的具体化」）、③ 定年後引退までの間は、役割/実績に応じて
賃金を調整できるようにする。（‥「生涯現役を見据えた定年後の評価/賃金制度の構築」）ような課題がある。

　「事業継続力強化計画（ＢＣＰ）」の認証取得及び安否確認システム<ANPIC>の活用
　２０１９年に［ＢＣＰ］を策定し、２０２０年に経済産業省の認定を取得した。自然災害などの発生に備えて、被害状況の迅速な報告
及び指揮命令を円滑に行う仕組みを構築している。またその一環として、「震度５弱以上の地震」などの災害が発生した場合に、安否
確認メールを直接全社員に自動発信するシステムを導入しており、台風直撃の場合などにも手動で安否確認を発信し、被害状況の確
認に利用している。また、操作方法を忘れることの無いよう報告訓練を年２回実施している。
　安否確認システムは災害保険と共にリスクマネジメントの一環として実践している面もあるが、社員にとっても福祉施策の一部にな
っている。万が一の場合、弱者になる可能性が高い高齢社員に特に大きな安心を届けられることを期待している。
　「健康な職場づくり宣言」の認定取得
　「健康経営」を実践する具体策を「見える化」する目的で「健康な職場づくり」を宣言し、全国健康保険協会千葉支部に認定してい
ただいた。社員の健康を確保するために重要な事項を定め、常時管理する体制を整備している。 
   特に「本人と家族の健康診断の受診」と「禁煙の促進」の２点を重点的な取組みとして宣言している。

職　務　内　容 営業事務（内勤） 営業（外勤）

定年後の雇用制度 勤務延長

雇用形態・勤務形態 正社員 正社員

定年前(63歳)女性 定年後(70歳)男性

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

複数人訪問 「健康な職場づくり宣言」認定証全社レベルでの研修会
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社員の共通の願いは、「老後に経済的な心配がなく、築き上げた能力を発揮して生涯現役で働けるこ
と」にある。そのため、「年齢（定年）による賃金の減額をしない」「ノルマを課さず、業務の評価
をするが賃金に大きな格差を付けない」「業務遂行面においても年齢による差別をしない」ことを前
提に、「情報の共有化を図り、相互扶助が出来る体制を築く」「（ノウハウの伝承,後継者の育成を
含め）各自が自律的に役割・責任を担える体制を築く」ことを目標にしている。

【定年前後で変更なし】
・営業支援業務

（保険料の算出、申込書の作成、必
要添付書類の確認、保険料の経理、
保険事故の受付、顧客からの電話対
応、等々）

・支店の取り纏め業務全般
（経理、労務、総務、何でも）

【定年前後で変更なし】
・営業

（自身の担当する顧客対応、保険の
継承、顧客のリスクチェック、新商
品等の提案等）

・社員の支援・指導・相談対応等
（新入社員入社時の導入教育、顧客
へのリスクコンサルティング関連の
相談対応等）



創　 　 業 2006年 

本社所在地 市川市 

業　 　 種 施設総合管理

従　業　員　数 57名 

60歳以上の割合 35.1％

65歳以上の割合 8.8％

定　　　年 60歳 継続雇用年齢 70歳 

平 均 年 齢 48.1歳 最 高 年 齢 75歳 

❶ 

 
 

―

労　働　時　間 125.15時間/月 ―

職務の具体的内容 
              

企業概要

　平成２９年に６０歳定年後の継続雇用年限を６５歳から７０歳まで引き上げ、本人の希望と会社の必要により７５歳まで雇用を継続
できることとした。賃金については平成３０年に、それまでの定年時に６０％とする規定を、６３歳までは定年退職時の額を維持、６３
歳到達時８０％、６５歳到達時６０％へ引き下げることに、また賞与は定年退職直前の支給額を６５歳到達時まで支給することに改定
した。 
　厚生年金の支給年齢引上げ等により老後の生活基盤を不安視する者が多いが、６０歳時に給与が減額されないことで生活水準の
維持が可能となる。またその後は６３歳、６５歳と２段階で給与を引き下げることで、急激な変更がなされないため安心して勤めるこ
とができると従業員の満足度は高い。以前は６５歳で年金受給を目的に退職する者がいたが、７０歳まで継続勤務できることから直
近１年以内に６５歳を迎えた者２名については、いずれも退職せずに現職に留まり、職務に取り組んでいる。

　２００６（平成１８年）３月に学校法人千葉学園が１００％出資する事業会社として、千葉商科大学および付属高等学校に係る業務の
効率化・コストの低減その他アウトソーシング等を行う目的で設立。
　経営理念として、楽しく快適に過ごせる学園生活に貢献、常に新たな改革に挑戦、学園の新しい世界の創造に協力、事業発展とコス
ト削減を通じ学園の未来に貢献、を掲げ、業務分野は①学園の業務支援（Ｓｕｐｐｏｒｔ）、②学生・教員向け事業（Ｓｅｒｖｉｃｅ）、③
独自の事業（Ｓｐｅｃｉａｌｉｔｙ）の三つの”Ｓ”にわたっている。
＜業務内容＞
① 施設の総合管理（清掃、設備点検、保守警備、庭園管理など）、購入品の集中購買、各種事務の補助など、複合機保守管理、など
② 学生食堂売店の運営、自動販売機の管理、学生ベンチャー食堂の支援、など
③ 施設の外部貸出、ドキュメントセンターによる各種印刷サービス、グッズ製作販売（ワイン、絵葉書、文具ほか）、など
　学園の経営の効率化、教職員の業務負担軽減、学生のキャンパスライフを楽しく豊かなものとする、ために日々活動している。
　また大学が推進している「自然エネルギー１００％大学」の取組みに参画し、大学構内にソーラーシェアリング施設を設け、太陽光
発電パネルの下で学生たちがぶどうの育成や野菜を栽培するという取組み（ぶどうは醸造用のもので将来、市川市産ワインを提供す
る予定)を支援している。

❷ 制度面の改善

❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望
❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
　高齢従業員の体力面や生活プランを考慮し、６０歳定年時及び６５歳到達時に本人の希望により勤務日を、原則として週３～５日を
選択（業務によって難しいケースもあるが）できることとしている。同様に、短時間勤務も申告可としているため、個人の生活設計に合
わせた多様な働き方が可能となっている。役職定年制を設けず６０歳定年以降も原則として従前役職にあり、給与面でも６５歳までは
役職手当を支給し士気の減退を防いでいる。
　１名配置の現場において週５日の所定勤務日を本人の希望を入れて週３勤務とし、週２勤務の者を加えて２名でシェアするという
ケースがある。役職定年がないので、定年後いわゆる窓際で６５歳まで過ごすという悪弊がないため、これまで培った自身の経験・知
識・能力を十分に生かしたマネジメントを行う者が多く、部下の従業員も信頼・安心して業務を行う、など好影響を与えている。
　７０歳・第２定年制を取り入れるに際し、これまで契約社員としていた定年後の呼称を「エルダー社員」に改め、本人たちのモラル・
やる気の維持のほか、若手社員への指導・教育などにより良い影響をもたらしている。

９ 10

目標・活動方針

　現在の取り組みは、学校法人の子会社であるため、親会社が６０歳定年を続けている中では定年延長ができないことからの工夫で
あるが、この先法令により６５歳定年制が確立された際には先んじて７０歳定年を導入したい。
　設立の趣旨が学校法人のコストの低減・業務の効率化にあることから、学内の業務のアウトソーシングが多く、期間の限定された
ものや中には休日のみの勤務などという特殊なケースもあるが、社員の多能工化や業務のシェアなどにより取り組むこととしたい。
　人員の補充は中途採用が主となるが、今後は経験や知識を考慮して高齢者層を中心に考えていきたい。また学校法人で雇用期間満
了となる人についても即戦力という意味で、受け入れを促進することとしたい。

　令和元年に退職金制度を導入、それまではゼロだったが６０歳定年時に約５００万円の退職金が支給されるようにした。これに伴い
契約した生命保険会社に依頼して本人が望めば生涯生活設計の相談をしてもらえる体制をつくった。
　社内に休憩室を設け、コーヒー・日本茶などの無料提供を行うほか、冷蔵庫・テレビ・電気オーブンに加え血圧計を設置しており、昼
食休憩時などに利用されている。
　社内の懇親・融和をはかり、普段交わりの少ない別職場の社員との連携・コミュニケーションを促進するため、会社主催で全社で夏
にバーベキュー、冬に忘年会を行うほか、有志で豚汁会やビアパーティ・ボーリング大会などを実施する際に補助を出している。 　
　平成１８年の設立から１５年と歴史はまだ浅く、従業員数も少なかったため人事制度の整備が遅れていたが、平成２７年に就業規則
を大幅改正したのを手始めに給与規程などを一新、また役割等級規程・正社員への転換規程などを新設し、従業員の雇用の安定を図
ってきた。これにより退職率の減少、業務取組み意欲の改善などが見られ、職場活性化につながっている。これに伴い親会社である学
校法人からの信頼度もアップし、業務の発注も増大している。特に平成２７年に開設したドキュメントセンターは学内のコピーを含む
印刷物の大半を作製しようという試みで、学校法人のコストダウン・納期の短縮・品質管理の向上などに効果を上げてきたが、昨年は
外部委託を直轄体制に組み替え、中途採用した６０歳のマネージャー以下３名で運営、雇用・活躍の場を拡げている。

職　務　内　容 施設管理部長 同左

定年後の雇用制度 継続雇用

雇用形態・勤務形態 正社員 正社員

定年前(60歳)男性 定年後

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

休憩室でホッと一息 ドキュメントセンター内での仕事風景

04
事例 株式会社CUCサポート

高年齢者が、これまで培った経験・知識・能力をいかんなく発揮できる職場づくりをめざし、70歳
を第２定年、75歳を最終雇用期限とすることとした

施設の総合管理（清掃、設備点検、保
守警備、庭園管理等）の統括業務

変更なし



創　 　 業 2006年 

本社所在地 市川市 

業　 　 種 施設総合管理

従　業　員　数 57名 

60歳以上の割合 35.1％

65歳以上の割合 8.8％

定　　　年 60歳 継続雇用年齢 70歳 

平 均 年 齢 48.1歳 最 高 年 齢 75歳 

❶ 

 
 

―

労　働　時　間 125.15時間/月 ―

職務の具体的内容 
              

企業概要

　平成２９年に６０歳定年後の継続雇用年限を６５歳から７０歳まで引き上げ、本人の希望と会社の必要により７５歳まで雇用を継続
できることとした。賃金については平成３０年に、それまでの定年時に６０％とする規定を、６３歳までは定年退職時の額を維持、６３
歳到達時８０％、６５歳到達時６０％へ引き下げることに、また賞与は定年退職直前の支給額を６５歳到達時まで支給することに改定
した。 
　厚生年金の支給年齢引上げ等により老後の生活基盤を不安視する者が多いが、６０歳時に給与が減額されないことで生活水準の
維持が可能となる。またその後は６３歳、６５歳と２段階で給与を引き下げることで、急激な変更がなされないため安心して勤めるこ
とができると従業員の満足度は高い。以前は６５歳で年金受給を目的に退職する者がいたが、７０歳まで継続勤務できることから直
近１年以内に６５歳を迎えた者２名については、いずれも退職せずに現職に留まり、職務に取り組んでいる。

　２００６（平成１８年）３月に学校法人千葉学園が１００％出資する事業会社として、千葉商科大学および付属高等学校に係る業務の
効率化・コストの低減その他アウトソーシング等を行う目的で設立。
　経営理念として、楽しく快適に過ごせる学園生活に貢献、常に新たな改革に挑戦、学園の新しい世界の創造に協力、事業発展とコス
ト削減を通じ学園の未来に貢献、を掲げ、業務分野は①学園の業務支援（Ｓｕｐｐｏｒｔ）、②学生・教員向け事業（Ｓｅｒｖｉｃｅ）、③
独自の事業（Ｓｐｅｃｉａｌｉｔｙ）の三つの”Ｓ”にわたっている。
＜業務内容＞
① 施設の総合管理（清掃、設備点検、保守警備、庭園管理など）、購入品の集中購買、各種事務の補助など、複合機保守管理、など
② 学生食堂売店の運営、自動販売機の管理、学生ベンチャー食堂の支援、など
③ 施設の外部貸出、ドキュメントセンターによる各種印刷サービス、グッズ製作販売（ワイン、絵葉書、文具ほか）、など
　学園の経営の効率化、教職員の業務負担軽減、学生のキャンパスライフを楽しく豊かなものとする、ために日々活動している。
　また大学が推進している「自然エネルギー１００％大学」の取組みに参画し、大学構内にソーラーシェアリング施設を設け、太陽光
発電パネルの下で学生たちがぶどうの育成や野菜を栽培するという取組み（ぶどうは醸造用のもので将来、市川市産ワインを提供す
る予定)を支援している。

❷ 制度面の改善

❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望
❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
　高齢従業員の体力面や生活プランを考慮し、６０歳定年時及び６５歳到達時に本人の希望により勤務日を、原則として週３～５日を
選択（業務によって難しいケースもあるが）できることとしている。同様に、短時間勤務も申告可としているため、個人の生活設計に合
わせた多様な働き方が可能となっている。役職定年制を設けず６０歳定年以降も原則として従前役職にあり、給与面でも６５歳までは
役職手当を支給し士気の減退を防いでいる。
　１名配置の現場において週５日の所定勤務日を本人の希望を入れて週３勤務とし、週２勤務の者を加えて２名でシェアするという
ケースがある。役職定年がないので、定年後いわゆる窓際で６５歳まで過ごすという悪弊がないため、これまで培った自身の経験・知
識・能力を十分に生かしたマネジメントを行う者が多く、部下の従業員も信頼・安心して業務を行う、など好影響を与えている。
　７０歳・第２定年制を取り入れるに際し、これまで契約社員としていた定年後の呼称を「エルダー社員」に改め、本人たちのモラル・
やる気の維持のほか、若手社員への指導・教育などにより良い影響をもたらしている。
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目標・活動方針

　現在の取り組みは、学校法人の子会社であるため、親会社が６０歳定年を続けている中では定年延長ができないことからの工夫で
あるが、この先法令により６５歳定年制が確立された際には先んじて７０歳定年を導入したい。
　設立の趣旨が学校法人のコストの低減・業務の効率化にあることから、学内の業務のアウトソーシングが多く、期間の限定された
ものや中には休日のみの勤務などという特殊なケースもあるが、社員の多能工化や業務のシェアなどにより取り組むこととしたい。
　人員の補充は中途採用が主となるが、今後は経験や知識を考慮して高齢者層を中心に考えていきたい。また学校法人で雇用期間満
了となる人についても即戦力という意味で、受け入れを促進することとしたい。

　令和元年に退職金制度を導入、それまではゼロだったが６０歳定年時に約５００万円の退職金が支給されるようにした。これに伴い
契約した生命保険会社に依頼して本人が望めば生涯生活設計の相談をしてもらえる体制をつくった。
　社内に休憩室を設け、コーヒー・日本茶などの無料提供を行うほか、冷蔵庫・テレビ・電気オーブンに加え血圧計を設置しており、昼
食休憩時などに利用されている。
　社内の懇親・融和をはかり、普段交わりの少ない別職場の社員との連携・コミュニケーションを促進するため、会社主催で全社で夏
にバーベキュー、冬に忘年会を行うほか、有志で豚汁会やビアパーティ・ボーリング大会などを実施する際に補助を出している。 　
　平成１８年の設立から１５年と歴史はまだ浅く、従業員数も少なかったため人事制度の整備が遅れていたが、平成２７年に就業規則
を大幅改正したのを手始めに給与規程などを一新、また役割等級規程・正社員への転換規程などを新設し、従業員の雇用の安定を図
ってきた。これにより退職率の減少、業務取組み意欲の改善などが見られ、職場活性化につながっている。これに伴い親会社である学
校法人からの信頼度もアップし、業務の発注も増大している。特に平成２７年に開設したドキュメントセンターは学内のコピーを含む
印刷物の大半を作製しようという試みで、学校法人のコストダウン・納期の短縮・品質管理の向上などに効果を上げてきたが、昨年は
外部委託を直轄体制に組み替え、中途採用した６０歳のマネージャー以下３名で運営、雇用・活躍の場を拡げている。

職　務　内　容 施設管理部長 同左

定年後の雇用制度 継続雇用

雇用形態・勤務形態 正社員 正社員

定年前(60歳)男性 定年後

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

休憩室でホッと一息 ドキュメントセンター内での仕事風景

04
事例 株式会社CUCサポート

高年齢者が、これまで培った経験・知識・能力をいかんなく発揮できる職場づくりをめざし、70歳
を第２定年、75歳を最終雇用期限とすることとした

施設の総合管理（清掃、設備点検、保
守警備、庭園管理等）の統括業務

変更なし



創　 　 業 2000年 

本社所在地 柏市 

業　 　 種 生産用機械器具製造業

従　業　員　数 

60歳以上の割合 10.8％

65歳以上の割合 6.7％

定　　　年 65歳 継続雇用年齢 年齢上限無し（基準該当者）

平 均 年 齢 45.7歳 最 高 年 齢 69歳 

❶ 

 
 

―

労　働　時　間 フルタイム8時間/日 7時間/日

職務の具体的内容 

              

企業概要

　定年制度の改正
　従業員の高齢化が進んでおり、令和２年１２月には全従業員の約１３％が６０歳以上となっている。制度上は６０歳定年、継続雇用は
６５歳、それ以上は会社が認めた者だけを上限を設けず雇用していたが、事業の中核を担っている５０代が全従業員の約３０％を占め
ていることから、今後の労働力人口の減少、製造業という職種柄、技能継承が当社の発展に重要と判断し、従業員が安心してより長く
働ける制度として、令和２年１２月に定年年齢を６０歳から６５歳に変更し、就業規則に明記した。
　定年年齢の延長は正社員への説明会を実施した上で導入した。同時に給与を見直すことにより、中高年従業員の仕事に対するモチ
ベーションの向上、継続して働くことへの気持ちの変化が現れ、従業員全体の満足度が向上したように思える。
　短時間勤務制度の導入 
　仕事の内容、健康面など、高年齢者の意見を取り入れながら、所属部署とも話し合い、可能な限り高年齢者の希望に近い勤務形態
を決める。体力的に負担がかからないよう配慮。継続して働いており、働きやすい環境になっている。

　◎沿革
　　２０００年（平成１２年）　宏和株式会社を設立　第一工場が完成
　　２００２年（平成１４年）　第二工場が完成　商号をニューロング宏和株式会社に変更
　　２００３年（平成１５年）　株式会社ニューロング日精と合併　商号をニューロング柏株式会社に変更
　　２００４年（平成１６年）　ニューロング株式会社より調達部（現 製造部軽包装課）が移管
　　２００６年（平成１８年）　ニューロング株式会社より海外事業部部品部門（現　海外店販売グループ）が移管
　　２０１２年（平成２４年）　独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構「７０歳いきいき企業１００選」に掲載
　　２０１３年（平成２５年）　社）柏労働基準協会より平成２５年度「安全管理優良事業場」として表彰
　　２０１４年（平成２６年）　高崎市より「高崎市産業振興貢献企業」として表彰
　　２０１７年（平成２９年）　社）柏労働基準協会より平成２９年度「衛生管理優良事業場」として表彰
　　２０１８年（平成３０年）　第一工場増築完成（増産体制構築の為）
　　　　　　　　　　　　　（公社）千葉県労働基準協会連合会より平成３０年度「衛生管理優良事業場」として表彰
  ◎事業内容
　　自動包装機・シール機・製袋機・軽包装機・工業用ミシンの開発、設計、製造
 

❷ 制度面の改善

❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望

❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
　豊富な技術を持つ高齢従業員から、中堅・若手従業員への技術継承し、豊富な知識や経験から、マニュアルでは説明しきれない部
分を実際に指導してもらい、中堅・若手社員のスキルアップに貢献。中堅・若手社員からは、自分たちでは考えつかない方法を教えても
らえるので、勉強になるとの事。
　身体諸機能が低下している部分を、中堅・若手社員とのペアリングによりカバーし、身体的に不安な作業は、若手社員へ声かけして
もらい、安全に作業してもらう。

11 12

目標・活動方針

　工場内の完全禁煙を行い、喫煙所を外に設置することで完全分煙となり、非喫煙者へのストレス軽減となる。 
　健康で働く意欲と技術力のある社員が、無理なく働き続けることができる職場環境の整備を図っていきたい。

　職場の安全確保のための取組み
   ＜LED照明の導入＞
　高齢化による視力の低下を補うため、工場の照明をメタルハライドランプからLED照明、事務所の照明を蛍光灯からLED蛍光灯に切
り替えを行った。作業場及び事務所の照明がLED化されたことにより、照度がアップし目の負担が軽減、作業の効率性が向上すると
ともに、安全性も確保された。
   ＜転倒防止対策の実施＞
　床の配線等での躓きによる転倒事故を防止するため、配線等の高架化、地中化、カバー設置等を実施。転倒防止対策の実施によ
り、転倒リスクが軽減された。またカバー設置の場合は防滑テープを貼ったり、段差注意の表示をしたりして、更なる対策を講じた。
　従業員の健康管理のための取組み

・空調機を入れ替え（令和元年）、空調機が老朽化により冷暖房効率が低下していたが、入れ替えにより夏・冬とも快適な作業空間 
（熱中症対策含む）が構築でき、体への負担が軽減された。また使用電力量の削減も図れた。

・健康診断で要再検査となった従業員への再検査勧奨と書式による報告書の提出を行い、大きな病気の早期発見が出来て、早期
の治療により、職場復帰が早く出来た例などがあった。

・有所見のある従業員に対する産業医による保健指導を実施し、産業医による保健面接指導により、各所見の数値の改善が見ら
れ、重症化を防ぐことが出来ている。

・保健師を講師に招き、メンタルヘルスセルフケアセミナーを実施したことにより、自らのストレスや心の健康状態について、正しく
認識出来るようになり、周囲にも目を配れるようになってきた。

　従業員の福利厚生のための取組み
　通院等に対応した休暇制度の整備（従来の半日休に加え、時間休を導入）し１日や半日を必要としない場合に使用してもらい、取得
しやすい環境となっていることと、仕事への影響も少ないため、取得する従業員も多く、大変好評。

職　務　内　容 電機設計の課長代理 電機設計

定年後の雇用制度 定年再雇用

雇用形態・勤務形態 正社員 嘱託社員

定年前(60歳)男性 定年後(66歳)男性

■企業プロフィール ■従業員の状況

■定年･継続雇用制度の状況

安全ラインの整備

05
事例 ニューロング柏株式会社

高年齢従業員の体力に合わせた勤務形態の提示と、安心して働く事が出来る職場づくりを目指す

・電機設計部門に36年勤務。
・配線図、プログラム作成を担当。
・客先と打合せをして機械の仕様を決
めたり、機械の動作チェック、お客様
立会い等で、課長をサポート。

・60歳の役職定年により管理責任者を
退いたことで責任・業務量が減少。

・長年の経験から培った設計業務に特
化し、力を発揮している。

・また体調面から勤務時間の短縮希望が
あったので、1時間の短縮勤務とした。

120名

高齢従業員の
組付け作業指導

メンタルヘルス
セルフケアセミナー

設置前 段差注意表示
及び

カバー設置



創　 　 業 2000年 

本社所在地 柏市 

業　 　 種 生産用機械器具製造業

従　業　員　数 

60歳以上の割合 10.8％

65歳以上の割合 6.7％

定　　　年 65歳 継続雇用年齢 年齢上限無し（基準該当者）

平 均 年 齢 45.7歳 最 高 年 齢 69歳 
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労　働　時　間 フルタイム8時間/日 7時間/日

職務の具体的内容 
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　定年制度の改正
　従業員の高齢化が進んでおり、令和２年１２月には全従業員の約１３％が６０歳以上となっている。制度上は６０歳定年、継続雇用は
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　　２０１４年（平成２６年）　高崎市より「高崎市産業振興貢献企業」として表彰
　　２０１７年（平成２９年）　社）柏労働基準協会より平成２９年度「衛生管理優良事業場」として表彰
　　２０１８年（平成３０年）　第一工場増築完成（増産体制構築の為）
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❷ 制度面の改善

❺ いきいきと働く高年齢従業員

❹ 作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組

❻ その他の取組・創意工夫、今後の展望

❸ 高年齢者の意欲・能力の維持向上策
　豊富な技術を持つ高齢従業員から、中堅・若手従業員への技術継承し、豊富な知識や経験から、マニュアルでは説明しきれない部
分を実際に指導してもらい、中堅・若手社員のスキルアップに貢献。中堅・若手社員からは、自分たちでは考えつかない方法を教えても
らえるので、勉強になるとの事。
　身体諸機能が低下している部分を、中堅・若手社員とのペアリングによりカバーし、身体的に不安な作業は、若手社員へ声かけして
もらい、安全に作業してもらう。
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千葉支部
千葉県内の高齢者雇用、障害者雇用の支援、職業能力開発の支援をおこなっています

65歳超
雇用推進事例集

令和３年度

〒261-0001
千葉市美浜区幸町1-1-3
TEL043-204-2901  FAX043-204-2904
URL.https://www.jeed.go.jp/location/shibu/chiba/    

 

千葉支部（高齢・障害者業務課）


