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令和　4年10月

　当支部の業務運営につきまして、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には、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。
　令和３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、
そして新しい職場・職務の創出等に取り組む企業等の支援を行っていま
す。
　今年度も、厚生労働省と当機構で主催する「高年齢者活躍企業コンテ
スト」において、先進的な取組事例として、千葉県内の企業等からの応
募作品を紹介させていただくことといたしました。
　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
ものであり、今後の高年齢者雇用にお役立ていただければ幸甚です。
　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 2009年 

本社所在地 千葉市美浜区

業　 　 種 農産物栽培業

従　業　員　数 525名

60歳以上の割合 53.7％

65歳以上の割合 45.3％

定　　　年 65歳     継続雇用年齢 80歳（基準該当者）

平 均 年 齢 55.7歳 最 高 年 齢 82歳 

❶ 

 
 

―

労　働　時　間 0 ～ 社会保険加入時間

職務の具体的内容 農業の基本作業、野菜栽培に関わる作業
              

企業概要

・65歳以上の無期転換雇用資格者に対して、第2定年として80歳定年としている。さらに、本人の働く意欲と健康であれば、運
用で雇用している。

・勤務計画については、従業員個別の都合に合わせ調整している。
・農業経験が無くても65歳以上も新規雇用している。
●運用上の工夫
・コミュニティ社員制度（ 有期雇用・時間給） により、短期アルバイトや、6 か月契約（ 更新あり）のパート社員を各農場で

募集している。特に4月～6月、9月～12月にかけては農繁期にあたり、求人を増やしている。
・働きやすい職場にするため、収穫時の疲労軽減の用具等（車輪付き腰掛など）を配備するとともに、昼食休憩以外でも作業や

天候・気温に合わせて適時、小休憩を入れる事で体力が少ない高齢の方でも働けるよう改善に取り組んでいる。
・地域により、冬場は農場が閉場するところがある。その場合、有給休暇を消化したりして、雇用は継続し、農場の開場に備え

ている。
●取り組みの効果
・地元で、自分の働きやすい時間や時期に働くことが出来ることから、幅広い世代からの応募がある。
・65歳以上で無期転換雇用申請者は137名中40名の30％近い社員が、申請している。
●従業員の満足度及び意見・要望
・勤務計画も従業員個別の都合に合わせ、調整をしてもらえる。
・農業経験が無くても65歳以上で雇ってもらえる。

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
１．地元高齢従業員による農産物栽培指導
　・地域の気候、土壌に適した熟練技術の理解と実践　例：北海道 三笠農場でのメロン栽培
２．定例（月1回）改善ミーティングの実施
　・農場での情報共有化と良好なコミュケーションの構築
　　　例：農場内の資材を利用して高齢の従業員が簡易な物置棚を作り、資材置き場の整理整頓を実施
３．半期に1回の個別面談実施（要望と今後の指導）
　・約40～60分かけて従業員と農場長が個別に面談し、本人の要望や今後の勤務・作業等についての共通認識を確認

３ ４

目標・活動方針
農業に関わる熟練技術と技術革新の融合 → 現場で年齢に関りなく、希望に応じた勤務形態で働くこと
のできる労働環境の実現

　当社は、高年齢者の雇用は直接の目的としていないが、本事業を推進することで、高年齢者の雇用も広がってきていることから、年
齢に関りなく能力に応じて働ける職場環境を作ることを目指している。
　環境配慮への取り組みとして、①食品リサイクルループの展開 ②出荷時に再利用可能なリターナブルコンテナの利用 ③農場で可能
な限り生分解性プラスチック製品の使用を行っている。
　イオングループとしてサステナブルな経営の実現を目指す取り組みの一環として、食品に関する「廃棄物の50％削減」を目指してお
り、「リデュース」「リユース」「リサイクル」「リフューズ」の４Ｒの手法を活用して、廃棄・燃焼され、埋め立てに回る食品残渣をゼロに
していき、その為、資源の有効活用する上で店舗での食品残渣を肥料に変え、これを農場で野菜の栽培に使用するリサイクルループの
拠点として本事業を拡大していく。

１．職場の改善活動
　①車輪付き腰掛
　　葉物野菜の収穫において、中腰での作業姿勢での疲労を軽減するために使用している。
　②移動用自転車の整備
　　農場の圃場移動負担を軽減するために職場で社用自転車を整備し、従業員が誰でも使用できるようにしている。
２．休憩時間の取り方の工夫
　①農場ならではの休憩時間の事例
　　例：三木里脇農場･･･夏場（7～9月）
　　　　実施前：1～1.5時間に1回のタイミング
　　　　対応後：40～60分に1回のタイミング
　　＊小休憩は、勤務時間に含んでいる。
●運用上の工夫など
　・従業員の疲労軽減と作業効率を勘案し器具・備品を導入。
　・従業員の声（要望等）を聞き、勤務体制を柔軟に変更している。
●取り組みの効果
　・65歳以上の従業員の平均勤続年数は6.2年となっている。
　・夏場の小休憩実施により、熱中症予防につながっている。
●従業員の満足度及び意見・要望
　・従業員の声が経営側に聞き入れられることにより、やりがいを感じることができ、働く意欲につながっている。
　・高齢であっても働ける喜びがある。

職　務　内　容 農作業

定年後の雇用制度

雇用形態・勤務形態 時間給社員

定年前(65歳)

■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

パイプと棚を組合わせた簡易な整理棚 車輪付き腰掛により中腰作業疲労を軽減

01
事例 イオンアグリ創造株式会社

●経営理念
　農業の発展とお客様の価値を創造する
●沿革
　2009年7月 茨城牛久農場（茨城県牛久市）を開場
●事業内容
・直営農場（20農場）とパートナー農場（70生産者）で農産物（約100品目）を供給している
・主要取引先はイオングループ各社
・認証と認定
　GLOBAL G.A.P（農業生産工程管理）を生産活動している全直営農場で認証取得
　有機JASを3農場で認定取得

雇用継続

仕事内容と本人の健康状況で判断

左記同様

農作業

時間給社員

定年後(第2定年80歳)



創　 　 業 2009年 
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労　働　時　間 0 ～ 社会保険加入時間

職務の具体的内容 農業の基本作業、野菜栽培に関わる作業
              

企業概要

・65歳以上の無期転換雇用資格者に対して、第2定年として80歳定年としている。さらに、本人の働く意欲と健康であれば、運
用で雇用している。

・勤務計画については、従業員個別の都合に合わせ調整している。
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　・約40～60分かけて従業員と農場長が個別に面談し、本人の要望や今後の勤務・作業等についての共通認識を確認
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目標・活動方針
農業に関わる熟練技術と技術革新の融合 → 現場で年齢に関りなく、希望に応じた勤務形態で働くこと
のできる労働環境の実現

　当社は、高年齢者の雇用は直接の目的としていないが、本事業を推進することで、高年齢者の雇用も広がってきていることから、年
齢に関りなく能力に応じて働ける職場環境を作ることを目指している。
　環境配慮への取り組みとして、①食品リサイクルループの展開 ②出荷時に再利用可能なリターナブルコンテナの利用 ③農場で可能
な限り生分解性プラスチック製品の使用を行っている。
　イオングループとしてサステナブルな経営の実現を目指す取り組みの一環として、食品に関する「廃棄物の50％削減」を目指してお
り、「リデュース」「リユース」「リサイクル」「リフューズ」の４Ｒの手法を活用して、廃棄・燃焼され、埋め立てに回る食品残渣をゼロに
していき、その為、資源の有効活用する上で店舗での食品残渣を肥料に変え、これを農場で野菜の栽培に使用するリサイクルループの
拠点として本事業を拡大していく。

１．職場の改善活動
　①車輪付き腰掛
　　葉物野菜の収穫において、中腰での作業姿勢での疲労を軽減するために使用している。
　②移動用自転車の整備
　　農場の圃場移動負担を軽減するために職場で社用自転車を整備し、従業員が誰でも使用できるようにしている。
２．休憩時間の取り方の工夫
　①農場ならではの休憩時間の事例
　　例：三木里脇農場･･･夏場（7～9月）
　　　　実施前：1～1.5時間に1回のタイミング
　　　　対応後：40～60分に1回のタイミング
　　＊小休憩は、勤務時間に含んでいる。
●運用上の工夫など
　・従業員の疲労軽減と作業効率を勘案し器具・備品を導入。
　・従業員の声（要望等）を聞き、勤務体制を柔軟に変更している。
●取り組みの効果
　・65歳以上の従業員の平均勤続年数は6.2年となっている。
　・夏場の小休憩実施により、熱中症予防につながっている。
●従業員の満足度及び意見・要望
　・従業員の声が経営側に聞き入れられることにより、やりがいを感じることができ、働く意欲につながっている。
　・高齢であっても働ける喜びがある。

職　務　内　容 農作業

定年後の雇用制度

雇用形態・勤務形態 時間給社員

定年前(65歳)

■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

パイプと棚を組合わせた簡易な整理棚 車輪付き腰掛により中腰作業疲労を軽減

01
事例 イオンアグリ創造株式会社

●経営理念
　農業の発展とお客様の価値を創造する
●沿革
　2009年7月 茨城牛久農場（茨城県牛久市）を開場
●事業内容
・直営農場（20農場）とパートナー農場（70生産者）で農産物（約100品目）を供給している
・主要取引先はイオングループ各社
・認証と認定
　GLOBAL G.A.P（農業生産工程管理）を生産活動している全直営農場で認証取得
　有機JASを3農場で認定取得

雇用継続

仕事内容と本人の健康状況で判断

左記同様

農作業

時間給社員

定年後(第2定年80歳)



創　 　 業 1991年 

本社所在地 君津市

業　 　 種 鶏卵卸

従　業　員　数 33名 

60歳以上の割合 33.3％

65歳以上の割合 27.3％

定　　　年 65歳 継続雇用年齢 70歳（基準該当者）

平 均 年 齢 47.7歳 最 高 年 齢 79歳 

❶ 

 
 

―

労　働　時　間 フルタイム8時間/日 6時間 3ー5日/週

職務の具体的内容 

              

企業概要

・定年年齢の延長65歳（平成21年2月1日に変更）
・希望者には一定の条件の下70歳まで雇用（平成21年2月1日に変更）
・多様な勤務形態、短時間勤務制度の導入
・創業時の平成3年より勤務場所までの送迎車の運行
　中山間地域での雇用は難しく、過疎化が進む地域では募集を行っても集まらないことが多く、正社員の定年年齢を延長するこ
とによって離職率を減らす。1日の作業時間が8時間の事が多く、高齢者にとって負担が大きい社員は、短時間労働（４－６時
間）や３－４日／週に応じた勤務に変更している。
　短時間勤務は各自の体調に合わせた働き方になっている。また、送迎等に関しては、高齢従業員からは、中山間地域にあるの
で自社通勤できない社員は助かっているとの声を聞いている。

　1991年（平成3年）に千葉県君津市に近隣の養鶏家5件で創業し、養鶏家の生産する鶏卵を自分達で販売するための鶏卵販売
を開始した。創業当時は農協に頼って販売したが、食品の衛生問題や生産履歴が重要視されはじめ、ヒナの育成から、飼料、生
産方法を統一し、一定の規模を持つことで、高品質で安心・安全な鶏卵を新鮮なままに消費者にお届けするために、自分たちが
生産した卵を自分たちで販売することを目的とした。
　現在は首都圏の生活協同組合を主な販売先として、特に飼料の主原料に遺伝子組み換えでないトウモロコシと千葉県産飼料米
を使用し、生産方法にはHACCP（ハセップ）方式を取り入れ、より安全性の高い高品質の鶏卵生産を行っている。
＜沿革＞
1991年 株式会社菜の花エッグ設立
1987年 首都圏の生協と取引開始
2002年 近隣市内スーパー・飲食店取引会社
2007年 有限責任事業菜の花フーズ設立(共販会社)県内鶏卵販売会社との共販開始
2014年 HACCP対応洗卵選別機導入
2021年 セミウィンドレス鶏舎4棟建築 10万羽

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
　鶏卵は食生活において無くてはならないものであり、健康を維持するための貴重なたんぱく源で、この鶏卵を毎日の食生活に
おいて、自社の卵の社内販売により、低額で購入することができるのは社員の健康維持に貢献していると考えている。
　自身も安全・安心に食することができる高品質の鶏卵を生産し続けることが、高齢従業員が長く働くモチベーションになって
いる。私たちの製造販売している商品が近隣の飲食店で利用されていて、その飲食店で利用できる共通割引券を福利厚生として
配布し、利用することで私たちの仕事がどのような形で地域で食されているか感じることができる。
　また、1年に2～3回、部署ごとに作業マニアルを改定し、改善をしている。マニュアル化は高品質を維持するために行い、マ
ニュアルの使用や改定にあたり、マニュアル作成時には、高齢者ならではの今までの作業工程を細かく出してもらい、効率化す
るための新しいマニュアル作成に役立った。

５ ６

目標・活動方針

・働くスタッフたちへの想い
　当社には社歴が永い方が多く、鶏を育てる人、卵を集める人、検査する人、パッキングする人、出荷のために運搬する人、販
売促進の企画を考える人、いろいろな仕事内容だが、それらの人々が一人でも欠けると商品はできない。すべてが繋がって商品
ができていき、永くそれらに携わってくれる人が多いことに大変感謝している。
　今、強く思うことは、現在グループで働いている社員、全員がウチの会社で働くことで幸せになってもらいたいということ、
それに対する責任感、それを投げ出してはいけない、という思いが強い。
・「たまご」は食品なので、品質・衛生管理のレベルをきちんと上げていくことは当然だが、当社の「たまご」を食べて頂くこ
とによって消費者の皆様が健康になり、美味しさを感じてもらうことをテーマに日々仕事をしている。当社では「生活者の悩み
をたまごで解決したい」と考え、日々、それに取り組んでいる。また、今後のさらなる取組として、下記の検討を考えている。
・継続雇用年齢の引き上げ （70歳から75歳の検討）
・介護離職者対策 （介護離職者のためのヒアリングを行い対策を考える）
・トイレの洋式化 （現在トイレは和式を設置しているが、洋式トイレの設置を検討）

　３S（整理・整頓・清掃）の徹底を行い、業務改善に努めること、また、定期的なコミュニケーション、教育訓練により伝達
事項の徹底、情報の共有化を図り、全社員の意識向上及び共通認識を維持することを遵守し仕事を推し進めている。
　休憩所・事務所は２階にあり、階段に手すりを設置し転倒防止に努めている。年１回の健康診断を実施し、コロナ禍でマスク
が入手困難な状況の中、社員にマスクの配布、オリジナルマスクの配布をした。休憩所にはイオン空気清浄器の設置をし、食品
工場なので以前は飛散防止電球を使用していたが、電球交換では高所のため危険が伴うので、電球切れが少ないLED電球にすべ
て交換した。
　階段の傾斜が少し急で手すりがあることで、上り降りが楽に安全になった。また、イオン空気清浄器の設置により、コロナ禍
において休憩時での感染予防や安心感に繋がったとの高齢従業員からの声を聞いている。
　工場内にLED電球を設置したことで、LED電球は手元作業の軽減に繋がった。また、電球切れ交換が少なくなった他、電球の
破損による破片飛散がなくなり作業の安全性が増した。

職　務　内　容 工場運営補佐業務 工場作業員

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) 定年後(72歳)

■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

送迎車への乗降の様子 工場内のLED電球の設置

02
事例 株式会社菜の花エッグ

経営理念の１つである人間性を定義したもの「私たちは、人間として能力・可能性を高めるため、コ
ミュニケーションを実現の場とし、共に成長し続けます。」があります。その上で、人生100年時代
の中、若い人に見本となれるような高齢者の職業生活を会社として提供していきます。

常時工場作業員は18名程度で、商品の
リードタイムに合わせた生産や品質
管理を行う工場長を補佐する役割を
担当。

鶏舎からコンベアで運ばれてくる鶏卵
を原料卵ラックに積み、計量する役割
を 担 当 、 生 産 の 増 減 に よ り 時 間 で
働く。

階段に手すりの設置



創　 　 業 1991年 

本社所在地 君津市

業　 　 種 鶏卵卸

従　業　員　数 33名 

60歳以上の割合 33.3％

65歳以上の割合 27.3％

定　　　年 65歳 継続雇用年齢 70歳（基準該当者）

平 均 年 齢 47.7歳 最 高 年 齢 79歳 

❶ 

 
 

―

労　働　時　間 フルタイム8時間/日 6時間 3ー5日/週

職務の具体的内容 

              

企業概要

・定年年齢の延長65歳（平成21年2月1日に変更）
・希望者には一定の条件の下70歳まで雇用（平成21年2月1日に変更）
・多様な勤務形態、短時間勤務制度の導入
・創業時の平成3年より勤務場所までの送迎車の運行
　中山間地域での雇用は難しく、過疎化が進む地域では募集を行っても集まらないことが多く、正社員の定年年齢を延長するこ
とによって離職率を減らす。1日の作業時間が8時間の事が多く、高齢者にとって負担が大きい社員は、短時間労働（４－６時
間）や３－４日／週に応じた勤務に変更している。
　短時間勤務は各自の体調に合わせた働き方になっている。また、送迎等に関しては、高齢従業員からは、中山間地域にあるの
で自社通勤できない社員は助かっているとの声を聞いている。

　1991年（平成3年）に千葉県君津市に近隣の養鶏家5件で創業し、養鶏家の生産する鶏卵を自分達で販売するための鶏卵販売
を開始した。創業当時は農協に頼って販売したが、食品の衛生問題や生産履歴が重要視されはじめ、ヒナの育成から、飼料、生
産方法を統一し、一定の規模を持つことで、高品質で安心・安全な鶏卵を新鮮なままに消費者にお届けするために、自分たちが
生産した卵を自分たちで販売することを目的とした。
　現在は首都圏の生活協同組合を主な販売先として、特に飼料の主原料に遺伝子組み換えでないトウモロコシと千葉県産飼料米
を使用し、生産方法にはHACCP（ハセップ）方式を取り入れ、より安全性の高い高品質の鶏卵生産を行っている。
＜沿革＞
1991年 株式会社菜の花エッグ設立
1987年 首都圏の生協と取引開始
2002年 近隣市内スーパー・飲食店取引会社
2007年 有限責任事業菜の花フーズ設立(共販会社)県内鶏卵販売会社との共販開始
2014年 HACCP対応洗卵選別機導入
2021年 セミウィンドレス鶏舎4棟建築 10万羽

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
　鶏卵は食生活において無くてはならないものであり、健康を維持するための貴重なたんぱく源で、この鶏卵を毎日の食生活に
おいて、自社の卵の社内販売により、低額で購入することができるのは社員の健康維持に貢献していると考えている。
　自身も安全・安心に食することができる高品質の鶏卵を生産し続けることが、高齢従業員が長く働くモチベーションになって
いる。私たちの製造販売している商品が近隣の飲食店で利用されていて、その飲食店で利用できる共通割引券を福利厚生として
配布し、利用することで私たちの仕事がどのような形で地域で食されているか感じることができる。
　また、1年に2～3回、部署ごとに作業マニアルを改定し、改善をしている。マニュアル化は高品質を維持するために行い、マ
ニュアルの使用や改定にあたり、マニュアル作成時には、高齢者ならではの今までの作業工程を細かく出してもらい、効率化す
るための新しいマニュアル作成に役立った。

５ ６

目標・活動方針

・働くスタッフたちへの想い
　当社には社歴が永い方が多く、鶏を育てる人、卵を集める人、検査する人、パッキングする人、出荷のために運搬する人、販
売促進の企画を考える人、いろいろな仕事内容だが、それらの人々が一人でも欠けると商品はできない。すべてが繋がって商品
ができていき、永くそれらに携わってくれる人が多いことに大変感謝している。
　今、強く思うことは、現在グループで働いている社員、全員がウチの会社で働くことで幸せになってもらいたいということ、
それに対する責任感、それを投げ出してはいけない、という思いが強い。
・「たまご」は食品なので、品質・衛生管理のレベルをきちんと上げていくことは当然だが、当社の「たまご」を食べて頂くこ
とによって消費者の皆様が健康になり、美味しさを感じてもらうことをテーマに日々仕事をしている。当社では「生活者の悩み
をたまごで解決したい」と考え、日々、それに取り組んでいる。また、今後のさらなる取組として、下記の検討を考えている。
・継続雇用年齢の引き上げ （70歳から75歳の検討）
・介護離職者対策 （介護離職者のためのヒアリングを行い対策を考える）
・トイレの洋式化 （現在トイレは和式を設置しているが、洋式トイレの設置を検討）

　３S（整理・整頓・清掃）の徹底を行い、業務改善に努めること、また、定期的なコミュニケーション、教育訓練により伝達
事項の徹底、情報の共有化を図り、全社員の意識向上及び共通認識を維持することを遵守し仕事を推し進めている。
　休憩所・事務所は２階にあり、階段に手すりを設置し転倒防止に努めている。年１回の健康診断を実施し、コロナ禍でマスク
が入手困難な状況の中、社員にマスクの配布、オリジナルマスクの配布をした。休憩所にはイオン空気清浄器の設置をし、食品
工場なので以前は飛散防止電球を使用していたが、電球交換では高所のため危険が伴うので、電球切れが少ないLED電球にすべ
て交換した。
　階段の傾斜が少し急で手すりがあることで、上り降りが楽に安全になった。また、イオン空気清浄器の設置により、コロナ禍
において休憩時での感染予防や安心感に繋がったとの高齢従業員からの声を聞いている。
　工場内にLED電球を設置したことで、LED電球は手元作業の軽減に繋がった。また、電球切れ交換が少なくなった他、電球の
破損による破片飛散がなくなり作業の安全性が増した。

職　務　内　容 工場運営補佐業務 工場作業員

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) 定年後(72歳)

■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

送迎車への乗降の様子 工場内のLED電球の設置

02
事例 株式会社菜の花エッグ

経営理念の１つである人間性を定義したもの「私たちは、人間として能力・可能性を高めるため、コ
ミュニケーションを実現の場とし、共に成長し続けます。」があります。その上で、人生100年時代
の中、若い人に見本となれるような高齢者の職業生活を会社として提供していきます。

常時工場作業員は18名程度で、商品の
リードタイムに合わせた生産や品質
管理を行う工場長を補佐する役割を
担当。

鶏舎からコンベアで運ばれてくる鶏卵
を原料卵ラックに積み、計量する役割
を 担 当 、 生 産 の 増 減 に よ り 時 間 で
働く。

階段に手すりの設置



創　 　 業 1991年 

本社所在地 柏市

業　 　 種 総合警備業

従　業　員　数 198名

60歳以上の割合 72.2％

65歳以上の割合 60.1％

定　　　年 60歳 継続雇用年齢 65歳（73歳：基準該当者）

平 均 年 齢 64歳 最 高 年 齢 83歳 

❶ 

 
 

ー

労　働　時　間 160時間/月 160時間/月

職務の具体的内容 

              

企業概要

　従業員の高齢化や高齢求職者の増加が顕著であるため、パートアルバイト（警備員）に関しては健康状態に留意しながら定年
を廃止した。正社員に関しては、経験豊富な従業員に活躍の場を提供できるよう、65歳までの嘱託期間を、73歳まで「延長嘱
託社員」として運用上延長させている。その場合、勤務日数や時間は体力面などを考慮して本人との同意のもと、柔軟な形態で
対応できるようにしている。
　高齢者に関しては、特に病院その他の用事や、体力健康面でのケアも必要である従業員が多いため、休日取得の自由度を高め
て対応できるようにしている。基本は2週間前の休日申告が必要なところ、3日前申告に緩和。また、場合により前日申告も状況
を確認したうえで取得可能としている。
　創業時より地元中心の勤務地は多かったが、業務拡大に伴い遠方エリアの仕事も若干ではあるが増えてきたが、高齢者にとっ
ての通勤にかかる負担は軽くないため、長く働いてもらえる環境の一環として、概ね65歳以上の従業員は通勤負担の少ない自宅
周辺への配置を優先的に行っている。
　従前の交通誘導警備業務においては、体力的に負担の少ない現場への配置を優先的に行っている。具体的には、「片側交互通
行」ではなく「通行止め」の現場に配置するなど、その他、施設警備員への配置転換も行い、高齢警備員の働く場を作っている。
　若者に比べて体力面で劣る高齢従業員の需要喚起の武器にすべく、技術的な教育と同程度に「接客教育」を取り入れた。
　公共工事等での警備業務だけではなく、「見張り」「巡回」「出入管理」などの体力的に負担の少ない業務の受注量を増や
し、高齢従業員の定着と長期働ける業務を増加させた。また、元請け様にも配置警備員の年齢引き上げを交渉し成果も出ている。

　1991年（平成3年）に千葉県柏市に創業し、交通誘導警備・雑踏警備業務を開始。主に地元柏市・我孫子市の公共事業や建築
現場、また、地元のお祭りなどのイベント警備を行っていたが、民間のガス工事や電気工事などのライフラインを中心に受注量
を増やしていく。
　平成20年以降は、小売業のサービス教育を警備員教育に取り入れ、スーパー等の店舗駐車場警備の受注開始。平成27年より
金融機関等の施設警備部門も新たに増やし事業を拡大する。
＜事業内容＞ 総合警備業（交通誘導警備・雑踏警備・施設警備等）

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
警備員（パートアルバイト）への下記の処遇改善
　① 定年制の廃止 ② 休日の自由化 ③ 勤務エリアの限定 ④ 業務内容の軽減 ⑤ 教育内容の変更 ⑥ 営業方針の見直し
　上記の取り組みを年々推し進めるにあたり、警備員の長期雇用が実現している。また、65歳を超えてからの入社警備員も問題
なく受け入れられる体制になり、「65歳から10年以上働けます」というキャッチフレーズに魅力を感じて応募してくれる方も
非常に多い。
　今まで体力面等で就業継続が厳しくなっていた高齢者層が、業務内容の軽減や勤務エリアの限定により継続勤務できる隊員が
増加した。休日の自由化により、本人の通院や家族の通院や介護などで就業継続を断念していた隊員も、出勤できる日のみ週1
～2回勤務などで雇用継続できている隊員が多数在籍している。
　また、猛暑などで体力的に厳しい時期に2～3か月の休職も臨機応変に対応しており、涼しくなってから勤務再開ということで
退職せずに雇用継続できている。

７ ８

目標・活動方針

・高血圧者及び予備軍への生活指導や通院の呼びかけを安全衛生責任者が行っている。また、産業医に健康促進面に役立つ冊子
を定期的に持参してもらい、高齢従業員などに配布し生活面の見直しや健康増進を促している。

・全人口における高齢化が今後増々進むことを見越し、以前より高齢従業員の多い職種である警備業において、更に高齢従業員
も働きやすい職場環境にするべく、社長中心に、教育・営業・配置・安全衛生の各担当で制度面、教育面、現場、生活面全て
において高齢従業員が長期働けるよう改善し続けている。

・体力面や介護面での離職対策として、現在は勤務日数単位で行っているものを、時間単位での短縮勤務ができないかを検討し
ている。

・毎年行っている法定研修時に健康面やライフプランなどのアンケートを実施し、継続雇用に向けたアクションを個別に行える
ような方策を検討している。

①装備品（ヘルメット）の軽量化（平成24年実施）
②研修内容で生活面・健康面の講義を多く取り入れる
　創業時から20年近く使用していたヘルメットが1日の立ち仕事では重いという意見もあり、一斉に軽量ヘルメットに変更し
た。一斉に変えた当初は従業員からは軽くなって首が楽になったと意見が多かった。
　毎年の法定研修の内容が今までは警備技術中心の講義内容であったが、接客研修に加え、躓き転倒事故防止や熱中症対策な
ど、安全衛生面を更に具体的に掘り下げた内容にし、また、生活面での指導も加えるようにした。特に冬のヒートショックを自
宅で起こさないよう警備業務以外の内容を取り入れ、健康で長く働けるよう喚起している。

職　務　内　容 交通誘導警備員 交通誘導警備員

定年後の雇用制度 継続雇用

雇用形態・勤務形態 パートアルバイト パートアルバイト

定年前(69歳) 定年後(70歳)

■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
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事例 株式会社ニューワールド警備保障

高年齢従業員が更に長期活躍できるようにする。
自由申告制休日・地元勤務・体力ではなく態度で満足頂く教育指導を行う。

基本的に配置現場は、全シーズン全現場 交通量の多い現場は避け、住宅街など
の動きの少ない現場優先配置。夏場は
熱中症対策のため勤務日数は制限。
病院などの所用考慮のため休日は自由
申告制。

研修風景装備品（ヘルメット）の軽量化

交通誘導警備業務 業務風景
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