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令和２年度「高年齢者雇用開発コンテスト」 

【 応 募 用 紙 （取組内容等）】 

事 業 所 名 株式会社 新潟アパタイト 

１．高年齢者雇用の推進等のための取組 

○高年齢者雇用の推進のために設定した目標・活用方針 

・人が会社にとって何よりの財産です。 

・能力を生かして働ける職場づくりを目指します。 

※社長が中心となって働きやすい風土づくり、環境づくりを行います。 

 

２．取組内容、創意工夫の内容 

※②欄は、高齢者雇用を推進するために行われた取組内容の運用実績（対象者数・頻度等）を具体的に記入し

てください。 

（１）高年齢者の活躍のための制度面の改善 

例えば以下のような例が考えられます。 

・定年制の廃止、定年年齢の延長、65歳を超える継続雇用制度の導入までのプロセス 

・賃金制度、人事評価制度の見直し 

・多様な勤務形態、短時間勤務制度の導入 

・各制度の運用面の工夫（制度改善の推進体制の整備、運用状況を踏まえた見直し） 

①取組内容  

該当する添付資料番号（取組番号）  

１．７０歳定年制の導入。 

２．賃金制度の見直し 

・担当業務の難易度、品質確保など成果により手当を支給する。 

３．多様な勤務時間制度の導入 

・各人の生活形態（子供、介護等）及び体力の低下等に合わせ

柔軟な勤務時間を取れる。高年齢従業員は半日勤務も可。 

②①における運用上の工夫、取

組の効果、従業員の満足度

及び意見・要望 

１．「人が大切にとって何よりの財産です」「能力を生かして働け

る職場づくり目指します」とういう経営方針のもと、継続雇

用を希望する高齢者も長く働けるように取り組んでおり、実

際にも雇用していたが、実態に併せて就業規則を見直した方

がいいと社会保険労務士から声掛けがあり、平成２６年７月

に７０歳定年を導入した。 

特に導入にあたっては、年齢が高くなっても生産性を落とさ

ずにできる作業があるのかを検討し、これまで行ってきた検

査治具の開発や作業工程の工夫により対応可能となると考え

た。併せて、健康管理や安全衛生を見直すことを決めた。従業
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員からは、老後の不安が募る中、仕事を続けられる安心感で

モチベーションを保つことができるとの声がある。（別添「就

業規則の抜粋」参照） 

   

２．業務の難易度や成果により手当を支給する制度は、従業員に

目に見える形で運用しているので納得性が高い。例えば、難易

度の高い業務（技能）には「認定証明書」を交付し、各人ができ

る仕事を明確にした。このことにより、視力低下により、顕微鏡

を使った検品等の細かい作業が難しくなった従業員（当社では

50 代～）の業務を引き継げる社員を育成することが可能にな

り、生産性や品質を落とさずに高年齢従業員の職務内容の見直

しが容易にできるようになり、長く働けるようにした。また、高

年齢従業員にとっても体力的に難しくなった業務に変わり、新

しい業務（技能）を習得することを目指して取り組むことがで

きるようになった。７０歳で４つの業務（技能）を習得している

者もいる。（別添「作業スキル認定取得状況の概要」参照） 

  認定された技能に係る手当の額はわずかだが、手当の支給に

より若い世代にとっては賃金面での不均衡がなくなったこと、

高年齢従業員にとっては基本給を維持して職務内容の見直しが

できるようにしたことも、長く働ける仕組みづくりの一つ。 

  さらに、従業員と社長との面談は四半期ごとに実施している。

各事項について従業員の個人採点と会社の採点とを比較し、開

きが大きい部分を確認し、評価としている。 

 

３．勤務時間変更の申し出は多く、柔軟な勤務時間制度の満足度

は高いと感じている。従業員にも長く当社で働くという意識を

もってもらうことに繋がっている。また、従業員自身も働く時

間を確保できるように工夫しており、できるだけ要望を聞くよ

うにしている。ライフステージにあった働き方を考えることは

高年齢者に限らず、効果があると考えている。 

 

（２）高年齢者の意欲・能力の維持向上のための取組 

例えば以下のような例が考えられます。 

・高齢従業員のモチベーション向上に向けた取組  ・高齢従業員の役割等の明確化（役割・仕事・責任の明確化） 

・高齢従業員による技術・技能継承の仕組み  

（技術指導者の選任、マイスター制度、技術・技能のマニュアル化、高年齢者と若年者のペア就労） 

・高齢従業員による多様な従業員への支援の仕組み 

（外国人実習生や障害従業員等への支援・指導役、高齢従業員によるメンター制度） 
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・高齢従業員が活躍できるような支援の仕組み （職場のＩＴ化へのフォロー、力仕事・危険業務からの業務転換） 

・高齢従業員が活躍できる職場風土の改善、従業員の意識改革、職場コミュニケーションの推進 

・新職場の創設・職務の開発  ・中高齢従業員を対象とした教育訓練、キャリア形成支援の実施 

① 取組内容  

該当する添付資料番号（取組番号） 
 

１．社長を中心に従業員のモチベーションアップの取り組み 

・職場環境や勤務状況について、常に意見や希望を言える環境

づくりを構築するための毎日のミーティングの実施 

 ・従業員の考えを整理するためのノートの活用 

 ・目標（製品のクレームゼロ期間等）を達成した際のイベント

の実施 

２．高年齢従業員に対する職域開発の実施 

 ・職域の開発（業務遂行に必要な検査治具の開発や新規業務の

開拓を実施） 

３．高年齢従業員がより活躍できるためのサポート体制の確立 

 ・従業員の多能化を実現 

 ・業務負担の軽減を実施（例：配送業務等） 

②①における運用上の工夫、取

組の効果、従業員の満足度

及び意見・要望 

１．「自由闊達に意見を言える雰囲気づくり」、「コミュニケーショ

ンのよい職場づくり」を目指し、社長が中心となって実施して

いる。全従業員に対し毎日の朝礼で必ず一言話させることや、

ミーティングが従業員にとって有意義なものとなるように自身

の取り組み方や振り返った上で意見が言えるようにノートを活

用する取り組みを実施している。ノートは週２回各職場のリー

ダーが確認することとし、記載内容でも職員の状況把握を行っ

ている。最初は発言することが難しかった従業員も、慣れてく

ると日常のことを話せるようになり、自信が持てるようになる

などの効果が出ている。 

  四半期ごとに行っている面談も前述の評価以外にも、家族の

ことや業務上の課題などを聞き取り、意見や企業を聞きやすい

環境を作れるようにしている。 

  業務の運営に係るミーティングは、リーダー等（４人）に加

え従業員から選抜した３名で毎週行っている。従業員から２か

月ごとのローテーションで選抜しているが、年齢構成も考慮し

ている。高年齢者と若年者が加わることで、世代間で話す機会

をつくることも意識している。年齢に関係なく、忌憚ない意見

ができる環境が確立されているので、経営者が気付かない業務

へのアイデアや建設的な提案も増え、会社への貢献意識も向上
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している。 

ミーティングでは、品質維持トレーニングの発表は従業員が

年齢に関係なく行うが、取り組みに対する高齢者従業員の意識

が高く、若い世代の手本となっている。 

また、就業時間中は玄関から誰でも入ってこられる環境だっ

たため、防犯対策として施錠することとし、来客対応にはチャ

イムを設置するという意見があり、即実施している。 

 

２．当社の主力である検品業務について、視力や体力低下により

作業遂行が難しくなった従業員に対し、新たに職域を開発する

ことで、長く働くことを実現している。 

 （検査治具例） 

 ・別紙のとおり。検査治具の開発により、細かい部品選別の精

度や生産性を落とさず（＝不良品を出さない）作業ができるよ

うなった。 

 （職域開発の具体例） 

 ・社内の清掃業務は外注をやめ、当社の従業員に実施してもら

っている（現在 7名）。工場内での作業を行っていたため、工場

内の整理整頓等、当社の業務を熟知しているので、業務がし易

いように作業を行っており、生産環境が向上している。 

 ・親会社が求人を出していた工場内の清掃業務（製造工程で発

生した廃材含む）に対し、当社が請け負って実施しているなど、

外部へも業務の確保を進めている。 

 ・高年齢従業員の特徴だと思うが、経験も豊富であり、清掃作

業をとても丁寧に行うことができる。社内だけでなく、受注先

からも大きな信頼を得ている。 

 

３．高年齢従業員の配置転換を行っても当社の業務や品質の低下

を起こさないように前述の「認定証明制度」により多能化を進

めている。 

また、配置転換でない形でも、高年齢従業員の体力低下に配

慮した業務見直しを実施している。社長自ら業務を行った上で

見直しを進めることで、従業員の理解も得やすくなるなどの工

夫も行っている。 

例えば、搬送業務の担当者（７１歳）からは、搬送する工場内

では搬送業者が集中し工場のルール通りに短時間で荷物の積み

下ろし、積み上げが難しくなったとの声があった。社長自ら業

務を実施（体験）し、搬送先２か所から１か所に変更（他の従業
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員が１ヵ所実施）し、負担を軽減した。 

  従業員からは、「加齢による体力や視力の低下はどうしようも

ないが、自身の努力に加えて、社長をはじめ管理者が寄り添っ

て私たちの話を聞いてくれ、どのような作業なら可能なのか同

じ目線で考え、全従業員に事情を説明し周知してくれることが

ありがたい」という声もあり、満足度は高いと考えている。 

 

（３）高年齢者の雇用継続のための作業環境の改善、健康管理、安全衛生、福利厚生の取組 

例えば以下のような例が考えられます。 

・作業環境の改善（高齢者向け設備の改善、作業姿勢の改善、配置・配属の配慮） 

・従業員の高齢化に伴う健康管理・メンタルヘルス対策の強化（健康管理体制の整備、健康管理上の工夫・配慮） 

・従業員の高齢化に伴う安全衛生の取組（体力づくり、安全衛生教育、事故防止対策） 

・福利厚生の充実（休憩室の設置、レクリエーション活動、生涯生活設計の相談体制）   

① 取組内容  

該当する添付資料番号（取組番号） 
 

１．作業環境の改善 

  ・高齢従業員でも出来る治具（作業手順をわかりやすくする

器具）の開発【効率、安全面】 

  ・高齢従業員の負担軽減のための自動化。 

  ・小改善、小さな工夫の積み重ねで高齢者の負荷を減らす。 

２．従業員の高齢化に伴う健康管理 

  ・健康診断による診断結果に対しヒアリングを実施。 

３．従業員の高齢化に伴う安全衛生の取り組み 

  ・冬場工場内の温度湿度管理、マスクの着用、消毒は管理者

が徹底して実施している。 

４．福利厚生の充実 

  ・年齢層が幅広いので、コミュニケーションを図るため、年 2

回ほど懇親会を開催している。また、女性が多い職場のため、

季節ごとのイベントや目標達成した際にケーキ・菓子・飲み

物を配布している。 
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②①における運用上の工夫、取

組の効果、従業員の満足度

及び意見・要望 

 

１．詳細は（１）（２）参照。体力（視力等）の低下により、50歳

代から業務の見直しが必要になってくる。生産性を落とさずに

作業ができるように治具等の開発に取り組んでいるが、作業姿

勢や無駄のない作業のための可動範囲等、日々のちょっとした

工夫の積み重ねを従業員と一緒に考えていくことが、「能力を生

かして働ける職場づくり」には効果がある。 

２．社長や管理者が従業員の声を大切にし、素早く対応するよう

に取り組んでいる。密なコミュニケーションを図ることにより、

従業員から環境に対しても意見が多く出され、安全対策のため

の滑らないマットの配置や、冬季の寒さ対策としての上履きの

見直しの意見は、ミーティングで意見が出されたものであり、

従業員の自発性が育まれている。 

経営者や管理者が従業員に寄り添う姿勢を常に持ちながら業

務を進めていくことは、従業員との関係性において効果がでて

いると感じている。 

 

 

 

（４）その他上記（１）～（３）に含まれない高年齢者の雇用に関する取組 

〇当社は２００８年のリーマンショックの際に大打撃を受けた。ほとんどの従業員は、これまで行って

きた業務とは異なる他社から請け負った厳しい仕事をして会社の存続を助けてくれた。その時の従業

員には、長く働いてもらいたいと思っている。その従業員が高齢期を迎えたので、結果的に高年齢者

雇用への取り組みとなっているが、当社としては年齢や障害に関係なく、能力を発揮してもらえる会

社になるように進めてきた。求人応募の面接時には年齢による見立ては一切行わず人間性・経験（リ

タイヤされた方）を重視している。  

〇家庭の事情により一度退職した従業員であるが、状況が変わり、今は埼玉工場に単身赴任で働いても

らっている（67 歳）。リーダーとして長く活躍してもらったこともあるが、安定した仕事ぶりは製造

ラインにいるだけで核となって、他の従業員にいい影響を与え、生産レベルの向上にも寄与してもら

っている。 

〇従業員からは当社の特徴として「仲がいい」という声が多く聞こえる。作業内容や勤務時間の変更等

は他の従業員からの理解も必要であり、コミュニケーションを図る機会を作りだすことに取り組んで

いる。自家製の野菜を持ってきてくれるなど、親戚や近所のような関係性を保てている。 

〇当社の風土をつくっているのは、率先して業務に取り組む姿を見せてくれる高齢者従業員であり、若

い世代の手本となっているので、これからもますます活躍してほしいと思っている。 
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○取組や創意工夫のポイント （＊ 貴社の取組や創意工夫のポイントを簡潔に記入してください。(4行以内)）  

高齢者が「能力を生かして働ける職場」を実現するために、７０歳定年や多様な勤務時間制度の導入

に加え、業務遂行に必要な検査治具の開発や雇用継続のための新規業務の開拓を実施している。従業員

全員でコミュニケーションを図り、自由に意見を言える社内環境を社長が率先して作り出し、生産性や

品質の維持を社内全員で取り組んでいる。 

 

 

３．今後のさらなる取組の展望等 

 常日頃より従業員には話しているが、高齢者・障害者が分け隔てなく働ける職場の実現が社会貢

献につながると考えており、このまま従業員と一緒に進んでいきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容に関する＜添付資料＞  

取組内容、創意工夫の内容に関する図・写真・イラスト等があれば添付してください。 

（複数項目にわたる場合は下表をコピーして使用してください。） 
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事 業 所 名 株式会社 新潟アパタイト 取組番号  

取組内容、創意工夫の内容 

【 取組内容を記載してください。 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善後 

 

 

㈱新潟アパタイトの就業規則 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】  株式会社アパタイトは、平成２６年７月１日付け就業規則で 

       定年７０歳を規定した。 

       同時に、高年齢従業員の体力の低下、健康状態に配慮して 

       勤務時間制度の弾力化を就業規則に規定した。 

       短時間勤務者は１日７時間以内で柔軟に対応。 

短日数勤務者は常用労働者の日数の４分の３以内で柔軟 

に対応することとする。 
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事 業 所 名 株式会社 新潟アパタイト 取組番号 （３） 

取組内容、創意工夫の内容 

【 取組内容を記載してください。 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善後 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明】 

個人ごとに、作業の習熟度を一目でわかるように管理している。 

４段階で１～４まで達する（青色が塗られる）と指導レベル。 

例えば７０歳の C さんは４作業で指導者段階まで達している。 
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事 業 所 名 株式会社 新潟アパタイト 取組番号 （３） 

取組内容、創意工夫の内容 

【 取組内容を記載してください。 】 

改善前① 

 

【説明】一般的な顕微鏡検査 

     （５０歳を超えると視力が落ち、判断が厳しいところがある。） 

      →現状のままでも無駄な動作が発生しないように検査する部品等の 

配置や検査者の可動範囲には配慮している。 

改善後① 

【説明】拡大画像で小さなバネの品質判断をする装置 

（セットをするのが難しいが、画像が大きく判断しやすい。） 
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改善後② 

 

【説明】バネの変形をチェックする検査治具（変形箇所があれば電気的に確認できる。） 

  改善後③ 

【説明】 品質不良バネを除外し、併せて数量確認を瞬時に行う治具 

    （品質＆生産性向上。更に自動化を検討中。） 
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改善後④ 

 

【説明】導通検査治具 

    （いくつかの検査工程を確認する。あるべきものをあるべき位置に。 

     安心して作業確認できる。数量確認カウンター。） 

改善後⑤ 

 

【説明】バネ変形確認治具（変形した品質不良品は導通する。目視より早い。） 
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【記入に当たってのお願い】 

○審査等において、内容の確認のため、資料の提出等を追加的に求めることがありますので、予めご了承ください。 

○応募用紙に、具体的事項についてわかりやすく記入してください。 

○写真（フィルム・デジタルいずれでも可）、イラスト等については、項目ごとに改善前と改善後がよくわかるように、

最終頁の＜添付資料＞「添付」欄内に重ならないように添付してください。 

○記入欄が足りないときは、枠を広げてください。 

 

【個人情報の保護について】 

○ご提供いただいた個人情報は、当機構の個人情報保護方針に基づき、安全に管理し、保護の徹底に努めます。 

○個人情報は、当コンテストに係る資料の作成及びその他のサービス提供や事業のご案内等に利用させていただ

くことがあります。 

○法令に基づく場合などを除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。 

 


