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 希望者全員が 65 歳まで働ける制度の企業

 
 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　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

Ⅰ　正規従業員 47人 8人 4人 10人 0人 0人 69人

Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

Ⅲ　その他の非正規従業員 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 47人 8人 4人 10人 0人 0人 69人

　

　

　

 
 

朝日建設株式会社 
昭和 49 年から 65 歳定年制を導入し、高年齢の現場監督やオペレーターにより安定 

を確保している建設業者した受注

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

昭和 15 年巴組として創立。土木建築工事施工からスタ

ートし、24 年に電気設備工事、28 年に道路舗装工事に

進出。現在は道路舗装関係と一般土木工事がほぼ同じ

ウエートとなっている。近年は、アスファルトのリサ

イクル事業も展開し、環境関連事業にも実績を上げて

いる。なお、別会社で、高齢化社会に対応する質の高

い介護施設を経営している。 
  

会社概要 

● 所 在 地：富山市安住町 7番 12 号 

● 創 業 年：昭和 15年（1940 年） 

● 業 種：建設業 

● 資 本 金：4500 万円      

● 平均年齢：43.0 歳   

● 最高年齢：63.0 歳 

● 従業員数：69 人 

 
 
 
 
 
 

先進企業の基本情報 

高年齢者雇用の現状 

年齢別従業員数と雇用形態 

 
 
 
 
 
 

 

＜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」…（14.5％） 

「65 歳以上の割合」…（0％） 
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 高年齢者雇用制度 

 
 

嘱託社員正社員

技術職・技能職・営業職

管理職・総務・ISO担当 据え置き・減給

実績により賃金増加の機会あり

定

年

会

社

選

択

制

60歳 65歳

期

限

を

限

る

フルタイム勤務

＊60歳時に給料格付けを見直し

定年前の9割程度

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆６５歳までの雇用制度 

・定年年齢 65 歳定年制（昭和 49 年から） 

・雇用形態 正社員 

・勤務時間 フルタイム勤務 

・賃金制度 月給制 賞与有   60 歳到達時に賃金見直し  

技術職・技能職・営業職 ⇒ 実績により賃金増加の機会あり 

管理・総務・ISO 担当   ⇒  60 歳到達時に減額され、以降逓減 

◆６５歳以上の雇用制度    

・雇用形態       会社選択で嘱託社員として勤務 

・勤務時間            フルタイム勤務 

・賃金制度          月給制  定年前の 9割程度 

   ※ 現在 65 歳以上の該当者はいないが、過去には 68 歳までと期限を限って嘱託社員として在籍したこと 

     がある 

 
 
 
昭和 49 年に既に 65 歳定年制を導入 

当社は、業歴 70 年を越える土木建設事業者である。舗装工事、

土木工事、電気設備工事を主体に安定した業績を上げており、時

代を先取りした技術開発や研究開発に特徴がある。 

 

 

概 念 図 

当社の雇用制度 

制度改善の考え方、経緯 

 林 和夫社長 
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朝日建設株式会社                                           
 

当社の経営理念として 

 

 

 

１．建設工事を通して、お客様や地域の役に立つこと 
２．人は経費ではなく資源 

を掲げ、従業員を最大の経営資源と位置づけ、年齢を問わず能力を発揮できる体制づくりに先

駆的に取り組んできた企業である。 

 

 高年齢者雇用に関しては、昭和 43 年に 60 歳定年制を導入。更に昭和 49 年には 65 歳定年制へ

移行した。当時、ほとんどの企業が 55 歳定年制であったことを考えれば、当社の先進性は際立っ

ている。 

 何故早期に定年 65 歳制としたかについて林社長に伺うと、 

「65 歳定年制は、私の父である先代社長の時代に導入しました。土木、道路舗装、電気工事など

多岐にわたる建設現場を担当する従業員を確保することが当時の大きな経営課題でした。ですか

ら少しでも多くの優秀な人に集まってもらえるよう、独自の勤務形態を工夫しました。その一環

が 65 歳定年制の導入でした。」と語った。 

事業環境の変化への対応 

 平成に入り土木建設業の事業環境が大きく変化した。主力の公共工事が大幅に減少。当社も受

注量減少の中、厳しい受注競争で事業採算が急速に悪化し、事業規模縮小を余儀なくされた。従

業員も平成 11 年には 120 人台だったが、平成 23 年には 69 人にまで減少している。 

 当社は事業の再構築を模索したが、課題は受注の安定確保と採算性向上であった。 

民間需要掘り起こしのため民間営業部隊を作って対応 

受注確保については民間工事分野の需要開拓に力を入れた。主力の公共工事では、受注した元

請け会社をフォローする営業部隊を作り、舗装工事を徹底的に捕捉するなど、きめ細かい受注活

動を展開した。また、民間工事では新築マンションやオフィスビルの駐車スペースの舗装・補修

など、民間の建築工事分野の建物周りの舗装工事への食い込みを徹底した。この営業部隊は現場

工事担当者を中心にチーム編成し、現場ニーズへの対応に努めた。金額は小さいものであったが、

数を確保することが出来、その工事で得られた人脈により、次々と受注範囲が広がって行った。 

「クッション・ゼロ」方式の導入による原価管理体制構築 

原価を透明化し、ムダを明らかにしてコストダウンに繋げていく手法として「クッション・ゼ

ロ」方式を採用した。 

工事の原価には材料・労務の他、工事にはつきもののミスや見込み違い、ロス、手直し等、見

積もりが出来ない不確定要素が少なからずあるが、工事責任者はそれを保守的に計上する傾向が

ある。 
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クッション・ゼロによるコスト極小化  

不確定原価

粗利益

限界原価

受
注
価
格

 

 

 

ミス、見込み違い、ロ

ス、手直し等の

見える化をはかる

原価の透明化 極小化 

 

 

 

 

 

「クッション・ゼロ」方式は、こうした原価管理の曖昧さを改め、不確定要素を「見える化」す

ることを目的としている。原価管理を精緻化すれば、ムダが目に見えるようになり、様々な失敗

も見えてくる。林社長は透明性の確保の中にこそ、真のコストダウンにつながる道があると考え、

日進量の進捗を確認しながら、利益管理を精密に行った。 

60 歳以降も頑張れる賃金制度 

 「クッション・ゼロ」方式導入により原価管理の精度が上がったとともに、工事現場毎の原価

の数値が明らかになることで様々な課題が見えるようになった。また、現場監督やオペレーター

の技量や段取りの巧拙も明らかになってきた。 

 元々貢献度が高いと思っていた高年齢者のオペレーターの日進量は、やはり若年者をはるかに

上回ることが数値で明らかになった。経験豊かな高年齢者の現場監督は、どの現場においてもそ

の段取りや工事進行の的確さが際立っていることもはっきり示されている。 

 当社では、把握出来た貢献度は賃金に反映させるべきだと考え、賃金制度を改定した。それま

での賃金制度は年功給的なウエートが高い「職能資格制度」であったが、新しい制度は年度ごと

の貢献の実績値に応じ、昇給、据え置き、減給を明確にしている。 

 60 歳以降の賃金についても、こうした貢献度を反映するものとして改定。60 歳の時点で一旦見

直しとなるものの、個々人の頑張りや能力を評価し、処遇に反映した。 

 具体的には、直接部門の営業職や現場監督、オペレーターなどの技術者は、60 歳以降それまで

の金額とはほぼ横並び（もしくは 6 千円程度のダウン）となる。また、管理部門や総務、ISO 担

当等はそれよりも下げ幅は若干大きくなるが、僅かの下げ（月給で約 10～15 千円程度）にとどめ

ている。 

 林社長は、「60 歳以降の賃金については、世間一般的な賃金カーブを参照し、60 歳時点で見直

しをしていましたが、貢献度合いが明瞭になってきているので、活躍している人はほとんど下が

らないようになっています。」と述べ、また、今後の賃金制度についても、年齢で区別をするので

はなく、より貢献度や能力を反映する体系に変更することが必要だと語っている。 

技能伝承 

 当社は舗装工事を主とする専門工事業者であるので、実際にオペレーションをしていく担当者

の技術・ノウハウが工事の利益を左右する。5日かかる工程を 10 日かければ 5日分が原価アップ

要因となるし、3日で仕上げれば利益要因となる。 
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 したがって工事技術が向上していけば当社利益要因になるので、優れた技能をもった社員を育

成することは利益に直結する重要課題である。 

 そのため高年齢のオペレーターの技術や段取り力を学ばせる目的で、同じ現場に若手のオペレ

ーターを派遣したり、施工検討会に高年齢のオペレーターを同席させる等して訓練をさせている。 

高年齢者の活躍  

 林社長は、今に至る事業再構築のプロセスの中で頑張ってくれた社員についてこう語った。 
「どんな立派な戦略もその意図を理解し、社員に動いてもらわなければ成果は出ません。当社の

経営理念には人は費用ではなく資源だと謳っていますが、その通りで、苦しいときに私の意図を

組んで頑張ってくれたのは社員でした。」 
 そして特に高年齢者の働きに対しては、「高年齢者だから有能とは言えませんが、しかし社歴が

長いが故に愛社精神は強く、その彼らが苦しい時によく頑張ってくれました。こうした社員がい

るのは 65 歳定年制を早くから導入したからかもしれません。その意味で先見の明があったと言え

ると思います。」 
 
 
 
 
 
 

③高年齢者の技術・技能・ノウハウを継承する仕組み(施工検討会) 
①65 歳まで正社員待遇による意欲向上 ②働きに応じた処遇の差異の明確化 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 
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高年齢者へのインタビュー  
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道路一筋に 46 年も勤められていたら、色々な

思い出があるでしょうね。 

56 豪雪の年は、建設省の開発した大型の最新機械に

乗り、国道 8号線を任され徹夜で除雪作業をしました。

あれは、男としてやりがいのある大仕事でした。最近

は、富山市の県道,市道の除雪をやっています。 

お仕事の中味を教えてください。 

私の専門は重機オペレーターですが、道路舗装を中

心に色んな仕事を何でもやります。 

私の仕事は「何センチ、何ミリ」の世界で、いかに

早く、「コストを掛けない方法」(クッション・ゼロの

見積もりと原価圧縮)を考え、部下に一つ一つ作業「指

示」を出すことです。 

機械をただ動かす仕事でなく、いろんな技術が求め

られ、自分でやり方を考えてやるところがあるので、

やりがいのある仕事です。 

 現在も、婦中町上吉川、神田橋の工事現場で仕事を

やっています。ここは橋梁工事と繋がる道路工事の現

場です。うちの会社が最初に川幅を拡張工事し、別の

会社が架橋工事をした後、両岸から橋に繋がる道路を

建設します。道路舗装工事としては 100 メートルのほ

んの短い現場です。でも、川幅を広げ、JR 高山線の線

路を跨ぎ、さらに橋を渡すため、色んな種類の工事を

積み上げていく難しい現場です。 

機械の修理は自分でやられるそうですね。 

出来るものはやりますが、メーカーに頼むものも勿

論あります。メーカーは修理を依頼すると、やらなく 

 

 

田中 正さん(62 歳) 

勤続年数 46 年 

林和夫社長が「足の裏に眼がある男」と評した伝説の重機オペレーター。ロード

ローラーを誤差５センチ以内で、前進、後進の操作ができる技の持ち主。舗装工

事の準備の工程では、現場の土盤を自分の足で踏み、軟弱を読み取り、路盤を固

める素材の種類、その分量、固め方などを「足の裏」で読み取る。舗装工事の「日

進量」を最大にするため、「足の裏」にある第 3 の「眼」を生かす現場監督さん

である。 

 

て良い個所も修理しようとする見積もりが来るの

で、必要な個所だけを依頼するようにします。そう

すると、費用は行って帰ってくるほど違います。 

業務改善提案のＭＶＰをとられたとか？ 

当社は技術を大事にする会社です。現場には様々

な改善提案の材料がころがっています。それで沢山

提案しましたが、そしたらたまたま評価してくださ

り、採用されました。こうしたことはちょっとした

ことですが、いくつになっても励みになりますね。 

田中さん、よくお体が続きますね。 

血圧が少し高いので薬は飲みますが、その程度で

おかげさまで元気にやっています。1 日 8 時間の勤

務、土日は休みです。祝日は、全社的にカレンダー

を作り、職場、現場ごとに、それに従って休んでい

ます。 

賃金は、50 歳代と比べ減りましたか？ 

当社では 60 歳で賃金の見直しがあるとのことで

したが、私の場合は減少しませんでした。年金通知

は来ておりますが、まだ、年金はもらっていません。

まだ、社会保険料を払う側ですよ。 

65 歳定年後も、人手がないのなら、この会社で働

き続けたいと思っています。 

 

 
 
 


