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　　　　　　　　　　　　　　　年齢別従業員数
雇用形態

50歳未満 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上 合計

2254人 564人 551人 0人 0人 0人 3369人

0人 0人 0人 172人 0人 0人 172人

の他の非正規従業員 19人 5人 4人 0人 0人 0人 28人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 2273人 569人 555人 172人 0人 0人 3569人

　Ⅰ　正規従業員

　Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等

　Ⅲ　そ

 
原則希望者全員が 65 歳まで働ける制度の企業

 
 
 
 
 

YKK 株式会社 黒部事業所 
原則希望者全員が 65 歳までの勤務が可能な「エルダー社員制度」を導入した世界的大企業

 
 
 
 
 
会社概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜全従業員数のうち高年齢者の従業員が占める割合＞ 
「60 歳以上の割合」…（4.8％）    

「65 歳以上の割合」…（0％）

年齢別従業員数と雇用形態 

先進企業の基本情報 

高年齢者雇用の現状 

黒部事業所は、全ＹＫＫグループの製造と技術の中核拠

点である。ファスニング事業とファスニング・建材事業

の製造設備を開発、製造する工機技術本部の生産拠点で

あると同時に、建材事業のＹＫＫ ＡＰ社の生産拠点でも

ある。売上の構成比はファスニング製品 71％、精密機械･

装置・金型 20％、その他 9％から構成される。ＹＫＫ Ａ

Ｐ、関係会社を含めると約 6,400 人を擁する。 

 

● 所 在 地：黒部市吉田 200 番地 

● 創 業 年：昭和 29年 11 月 

● 業 種：その他の製造業 

● 資 本 金：119 億 9,240 万円  

● 平均年齢：42.7 歳   

● 最高年齢：65.0 歳 

● 従業員数：3569 人 
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正社員 エルダー社員

フルタイム勤務

（1年毎更新）

パートタイム勤務

（短時間・短日勤務）

（1年毎更新）

選

択
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原
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◆６５歳までの雇用制度 

・定年年齢       60 歳  

・雇用延長の種類    継続雇用制度(再雇用) 

・上限年齢       65 歳 雇用期間は 1年更新 

・対象者基準      原則希望者全員再雇用 但し、労使協定で以下の不採用基準有り 

            ・気力、体力等の低下が著しく、職務への対応が困難と判断される場合 

            ・本人が希望する職務と役割の提供が困難な場合 

・雇用形態       「フルタイム勤務」又は「パートタイム勤務」を選択できる 

・仕事の内容      会社が職務を提示し、本人と話し合って決定 

◆６５歳以上の雇用制度    

   エキスパート社員制度あり              

   処遇は役割に応じて個別決定 原則１年間の雇用契約締結 必要に応じて更新 

   上限年齢の定めなし 

 

 
 

概 念 図 

当社の雇用制度 

高年齢者雇用制度 

制度改善の考え方、経緯 

黒部事業所は、製造と技術の中核拠点 

 YKK グループは中核となる「ファスニング事業」と「建材事業」、そして両事業の技術を支える

「工機」によりグローバル事業経営を展開し世界の約 70 カ国/地域で事業活動を行っている。 

 黒部事業所は、YKK AP の製造と技術の中核拠点としての役割を担う事業所である。富山県東部

の黒部市に黒部製造所、黒部越湖製造所、黒部荻生製造所の 3 製造所を擁している。地域社会と

ともに歩む事業所を目指し、新川地区広域市町村圏の中核都市としての住民福祉増進と新時代に

マッチした町づくりに貢献している。 
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YKK 精神と経営理念 

 YKK は創業者吉田忠雄が提唱した『善の巡環』の理念を

受け継ぎ、YKK 精神として事業活動の基本としている。『善

の巡環』は「企業は社会の重要な構成員であり、常に新

しい価値を創造することにより事業の発展をはかり、そ

れがお得意様、お取引先の繁栄や社会貢献につながり、

社会からその存在価値が認められる」という共存共栄の

考え方である。 

 事業活動（Activity）を通じ、「商品」「技術」「経営」の革新を追求することにより、「顧客」

「社員」「社会」の幸福、発展・繁栄につなげる。この経営理念が、YKK が目指す企業価値であり、

社会価値であり、常にその質的向上を目指し事業を展開している。 

 

人材理念と人材ビジョン 
YKK グループの人事制度 

 YKK 精神、経営理念のもとに人事理念(右図)が位置付

けられている。その基本原則は「自律と共生」である。

この考え方をベースに役割を軸とした成果・実力主義の

考え方で設計されているのが YKK の人事制度である。 

 役割の特性や期待像の違いによって職務を 4つの職群

に区分し、評価、処遇の仕組みはそれぞれの職群にあっ

たものとなっている。評価は中長期的な成長を重視し、

生み出された「成果」と役割を果たすための「役割行動」、

会社の理念に基づく「価値行動」の 3項目で行う。 

 

役  割 職  群 定  義

マネジメント職群 組織のマネジメントを通じて成果を創出し、会社に貢献

専門専任職群 専門的な知識やスキル、または、高い業務能力を発揮することにより、高い成果を創出し、会社に貢献

担当職群 より高い付加価値を生み出して、組織目標の達成に貢献

業務職群 より正確・迅速・効率的に業務を実行して、組織目標の達成に貢献

管理職

非管理職

職群＝役割の特性に応じて4つに区分したもの

 

YKK の高年齢者雇用制度検討の経緯 

 YKK における高年齢者雇用制度への対応については、平成 15 年後半から検討を開始している。 

制度設計にあたっては、  

  ■法を守り、企業の社会的責任を果たす 

■一企業として経済合理性を阻害しない 
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という考え方を基本としている。 

 当社は国内従業員 17,000 名、海外従業員 22,000 名を擁する大企業であり、地域社会における

存在感は大きい。自社の高年齢者の雇用はもとより、地域のリーディングカンパニーとして、高

年齢者雇用に積極的な取組を行っていく姿勢を示すことが当社の使命であり社会的責任だと考え

ている。 

 一方で、導入する制度が企業の経営を圧迫し、組織の維持・発展を阻害することになっては本

末転倒である。特に発生する人件費負担は巨額になることが予想されている。このコストを如何

に吸収できるかが最大のポイントである。 

 そのために、高年齢者を新しい人的資源として何処に配置し、活用するのかが課題であり、そ

れに応じ最適の制度設計をしなければならない。 

 しかし、その一方で費用を軽減する方法を検討することが必要である。 

就業の場の確保
企業の社会的責任を
果たす 地域のリーディングカンパニーとしての責任

検討与件

生産性向上 ⇒ 期待する役割の発揮 ⇒ 諸制度の検討

企業の経済合理性を
阻害しない 費用軽減 ⇒ 賃金制度の改定、年金他の併用

制度設計の与件検討の視点

＜検討のアウトライン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 黒部事業所の人事担当者は、当社の制度検討経緯について次のように語っている。 

「高年齢者雇用制度については、経営トップから公正な制度を作るよう明確な指示がありました

ので、導入判断に関してブレることはありませんでした。制度の骨格については、既存の人事制

度と一体的に捉え、役割の特性や期待像の違いによって 4 つに区分することを基本に設計しまし

た。しかし、実際の運用面の検討になると、様々な問題があり数多くの議論が必要でした。私は

黒部事業所の担当としてグループの人事担当者会議だけで、40 回ほど東京本社へと出張しまし

た。」 

 「エルダー社員制度」の概要 

  制度設計案が策定され、労働組合との合意を経て、「エルダー社員制度」導入が発表されたのは、

平成 17 年 10 月のことである。エルダーとは、年長 高齢者を意味するが、指導者の立場の先輩

というニュアンスを含んでいる。 

「役割」区分 名　称 　　「役割」に応じた職務の内容

高度専門職 エルダーS 高度な専門知識・技能の活用・伝承

専門職 エルダーA 専門知識・技能の活用・伝承

エルダーB オペーレーション・スタッフの役割

エルダーC オペレーション・アシスタントの役割
一般職

   制度は希望者全員が再雇用される継続雇用制度である。発表後、直ちに当該社員との面談が行

われ、制度の説明を入念に行うとともに個々人

の希望の聴取が行われた。 

  主な特徴は次のとおりである。 

① エルダー社員の対象と役割  

 執行役員を除く社員を対象に、現役時代の

職務・役割の違いに応じ 4 段階の区分あり、

再雇用時の職務・役割は、会社が職務を提示し、本人と話し合って決定する。 
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②  評価制度   

 評価制度を導入し、契約更新時に再雇用基準に照らし考慮する。 

③ 賃金テーブル 

  フルタイム勤務及びパ

ートタイム勤務別とエル

ダー社員区分別に賃金テ

ーブルが定められ、更に

地域区分が定められる。 

地域 Ⅰ地域 Ⅱ地域 Ⅲ地域 地域 Ⅰ地域 Ⅱ地域 Ⅲ地域
水準 100 95 90 水準 100 95 90

エルダーS
エルダーA
エルダーB
エルダーC

月額
給与

フルタイム勤務（月給制） パートタイム勤務（時給制）

時給

名　称

＊金額非表示 ＊金額非表示 

④  エキスパート社員制度 

  エルダー社員制度とは別に、経営管理、開発、技術、技能、営業、管理の高度専門職を

対象としたエキスパート社員制度も同時に導入された。 

  これまでも高い業績を上げ、今後も同種の業務で活躍を期待される人を会社が選抜し雇

用する制度を言う。処遇については役割に応じて個別決定し、原則１年間の雇用契約を結

び、必要に応じて更新を行うと定めた。なお、この制度の上限年齢は定めていないので、

65 歳以降の勤務も可能な制度となっている。 

技能道場の設置 

 「エルダー社員制度」導入にともない企画されたのが

『技能道場』である。 

 本来、技能は属人的なものであるが、当社の創業以来

の歴史の中で練成され蓄積されてきた YKK の伝統的な技

能もある。こうした貴重な技能が脈々と継承されていく

ためには、同じ価値観を共有する YKK 企業文化の中で継

承させようとする明確な意図が必要である。 

 この役割を担うのが『技能道場』である。個人的にではなく、また後ろ姿を見て盗むといった

ものでもなく、全社的なシステムとして、技能継承の仕組みが検討され構築されている。 

 講師陣は、当社の中でも卓越した技能を持った「エキスパート社員」「エルダー社員」から選抜

されることになっている。中には厚生労働大臣によって表彰された卓越した技能者「現代の名工」

も講師役として、後進の指導に当たっている。 

定着化のための支援活動 

 人事グループでは、定年を迎える前に、定年後の収入に関しての説明会を開催している。エル

ダー社員になった際の賃金、個々人の在職老齢年金、雇用継続基本給付金支給、企業年金がいく

らになるのかを説明し、更に具体的な手続きや相談を行っている。具体的な収入を提示すること

で、エルダー社員となった際の生活イメージを持ってもらうために行うもので、それがエルダー

区分選択への助言の機会にもなっている。 

 個々人によって選択は多様であるが、女性社員の場合には 60 歳を超えると公的年金と企業年金

があるので、孫の世話など家庭に入る人も多く、退職のケースもあるが、男性社員は従来通りフ

ルタイム勤務を選択する社員が多いという。 
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作業環境の整備 

 当社では高年齢者の就業ばかりか障害者の雇用にも積極的に取り組みしている。生産ロボット

を随所に活用し、高度な自動化ラインを完成させているので、特にエルダー社員用にライン環境

を整備することはないとのことである。更にラインからの材料、半製品、製品の移動は台の高さ

を自動で調節できるストレッチャーが使用されているので、重量物を運搬する際にも腰に負担の

かかる作業場面は全く無くなっている。 

今後の課題について 

 今後の課題を人事担当役員にお聞きした。 

「当社の高年齢者雇用制度に関しては、厚生年金制度が 60 歳から受給できなくなる時期が目前に

迫っているので、変更していくことが必要だと考えています。また、エルダー社員制度は、法施

行を機に制度設計したものであり、既存の人事体系に付加した経緯から、実態として高年齢者を

別枠として見ていた反省もあります。こうした点も改正すべきだと考えています。 

 仮に定年延長を導入した場合に今後予想されるコストを全て会社が負担するなら、約 100 億円

を超えるコスト増になります。一部は生産性を上げることでカバーしても、コストパフォーマン

スが伴わないものについては、負担増を軽減せざるを得ません。これからの制度では、65 歳まで

の雇用を保証することを前提に、40 歳以降のステージでの処遇のあり方を再検討しますが、職種

ごとにキャリアパスを設計し「ライフ」と「ワーク」のあり方を社員に提案した上、進路を自己

選択してもらい、それに応じた処遇を整備するというイメージです。人によっては、少しなら家

庭を犠牲にしてもよいという働き方もありましょうし、家族の事情から勤務地や職種を限定した

い人もいるでしょう。そうした多様なニーズに対し、受け皿となる選択肢を数多く準備し、それ

に対応した処遇体系を設定します。 

 これは、ある意味で 40 歳位から社員の自律を促すきっかけとするものです。一般的に自分の評

価は高く見積もる傾向が強いものですが、自分の市場価値を計測する指標を社員に示し、更に高

いレベルに挑戦したり、専門性を深めたりするよう努力をしてもらいたいと思っています。また、

自分の客観的なレベルを知ることによって、処遇の公平感や納得性を得る機会ともしたいと思っ

ています。 

 いずれにしても、高年齢者の雇用延長の問題は、社会的責任があると同時に、当社にとっても

大きな経営課題です。こうした問題に真正面から取組み考えていくことが経営を改善し、より企

業価値を高めることになると考えます。」 

 

 

 

 

 

 

 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 

① 社会的責任と経済的合理性の両立 ②高年齢者雇用確保 ③リーディングカンパニ

ーとしての責任 ④勤務時間選択制  ⑤増加するコスト負担の軽減 ⑥企業風土が生

み出す技能の伝承  ⑦既存の人事制度と一体的な設計 
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高年齢者へのインタビュー  

 
武隈
たけくま

 清信さん(63 歳) 

勤続年数 48 年  
YKK 工機技術本部に所属。「現代の名工」として「研削」部門では全

国初の受章者となった。現在、社内の「技能道場」の教師として新人

の実習教育を担当。ゴールドキャップは、「名工」だけに許される冠。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

武隈さんは「研削」一筋とお聞きしました。 

中学を卒業し直ぐに YKK に入社しました。勤続は 48

年と 4 ヶ月です。当時社内に定時制高校があり、業務

の後はそこで学びました。この時期は時間がなく厳し

かったですが、若かったからできたのでしょう。 

入社して以来「研削」一筋でやってきましたが、当

時は、技術を指導してくれる人は誰もいませんでした。

研削の技術は、通信教育や独学で学びました。もとも

とモノを作るのが好きでしたが、ここまでやってこら

れたのも、好きだからこそと思います。 

それから、私はこれまで一度も職場異動がありませ

んでした。私の周りでは私だけです。 

定年の前と後では、お仕事も内容が変わりまし

たか？ 

定年前は、ファスナー・建材の両方の機械部品であ

る金型を製作してきました。定年後はずっと技能道場

で教育を担当しています。4 月からの 6 ヶ月間は高卒

の新人に、10 月からの 6ヶ月間は大卒の新人に、汎用

工作機械を使い、手作業による研削の実習教育をして

います。生徒数は、それぞれ 5～6人です。 
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自分で金型をつくるのと、若い人に教えるのと

は、勝手が違いますよね？ 
 私は独学の時間が長いので、人から教わったという

より、自分が苦心して編み出したコツがありますから、

自分の経験を手渡しするつもりで教えています。教え

る仕事は、金型を作る作業とは違った面白さがありま

す。新人にコンピュータ制御のマシニング・センター 

 

を触らせると、基本が体に入っていないので伸びませ

ん。 

当社では最初は昔からの汎用工作機械を使い、手で

ものづくりの経験を踏ませ、育てます。「技能道場」の

校長とともに、カリキュラムを考え、教え方を工夫し

ています。YKK 技術の継承者を育てることに生きがい

を感じています。 

「技能道場」での勤務時間？ 

フルタイム勤務で、8 時 20 分から 17 時までです。

夜勤、残業はありません。 

収入の方は減りましたか？ 

 年収は定年前に比べ大分減りました。しかし、エル

ダー社員制度が出来たお蔭で、自分の慣れた仕事を続

けていくことが出来るので良かったと思っています。

幸い健康なので仕事は楽しいです。 

平均寿命が延びている時代、60 歳と言えばまだ若い

です。エルダー制度は、再雇用者と会社にとって良い

制度だと思います。 

 


