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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

296人 28人 50人 0人 0人 0人 374人

0人 0人 0人 22人 0人 0人 22人

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） 296人 28人 50人 22人 0人 0人 396人

　Ⅰ　正規従業員

　Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託職員等

　Ⅲ　そ

 
 

富山信用金庫 
の平等と就労の柔軟性を基本とした再雇用制度を創った地域金融機関  

 
雇用機会

  
  
  
  
  
会社概要 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

明治35年に富山売薬業のための信用組合として発足し

て以来、明治、大正、昭和と地域の組合員(中小業者)

に密着した金融活動を展開してきた。昭和 26 年、信用

金庫法の施行により、信用組合から信用金庫へと転換。

その後、射水信金、上市信金と合併した。非製造業の

分野では、役員・従業員 400 名に近い富山県でも有数

の企業となった。 

● 所 在 地：富山市室町通り 1丁目 1番 32 号 

● 創 業 年：明治 35年 4 月（1902 年） 

● 業 種：金融業 

● 出 資 金：6億 8000 万円   

● 平均年齢：41.8 歳   

● 最高年齢：63.0 歳 

● 従業員数：396 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＞ ＜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」…（5.6％）   「60 歳以上の割合」…（5.6％）   

「65 歳以上の割合」…（0％） 「65 歳以上の割合」…（0％） 
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富山信用金庫 

 
 
 
 
 

正職員 嘱託職員

上

限

年

齢

選

択

週5日のフルタイム勤務

（1年毎更新）

週3日、4日の

短日勤務

（1年毎更新）

65歳60歳

定

年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆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   希望者全員再雇用  

・雇用形態      嘱託職員 

・勤務日数      本人選択制 

     フルタイム勤務…週 5日 

              短日勤務    …週 3～4日 

・勤務時間      フルタイム（正職員と同じ勤務時間帯）  

・賃金制度      全員一律同一時給制  

           賞与無し 

・仕事内容      本部業務の特定業務 

◆６５歳以上の雇用制度  

無し 

 

 
 
 
平成１６年に検討チームを発足 

高年齢者雇用制度 

概 念 図 

当庫の雇用制度 

制度改善の考え方、経緯 

 当金庫は、富山市及び周辺の市町村を事業区域とする相互扶助型の地域金融機関である。地域

のお客様から預かっている資金を地元で資金を必要とするお客様に融資を行なって、事業や生活 
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支援をするとともに、地元の中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の

持続的発展に貢献している。 

 当金庫の高年齢者雇用安定法への対応は、平成 16 年頃より本部内に検討チームを設け、調査を

開始した。業界内の動向や先行する企業などの事例を参照し、更に雇用保険の給付金や在職老齢

年金の活用法についても検討、加えて従業員の意見や希望の聴取を、従業員の代表である労働組

合と行なった。 

 その結果、制度が策定されたが、その基本的な考え方は、 

 雇用機会の平等性 

 就労の柔軟性 

の確保を目指すものとした。     

 このうち雇用機会の平等性については、 

 希望者全員再雇用 

 同一時給制 

 を骨格として設計された。 

 また、就労の柔軟性においては 

 勤務日数の選択制 

 を導入し、再雇用時の本人希望により、勤務日

数を週 3日、4日、5日の中で選択可能とした。 本 店 

本人のキャリアや能力を生かす職域開拓と職種設定が課題 

 経営戦略上、新しい制度を導入する以上は、信用金庫の業績貢献につなげなければならない。 

そのためには、対象者の能力や適性、長年培ってきた豊富な知識や経験を活かせることが本人

にとっても金庫側にとっても良いと考えた担当部では、具体的な運用法について検討した。 

 しかし、初めて導入する制度でありノウハウや経験があったわけではなく、職域、職種の選定

について運用上ミスマッチが起こる可能性が予想された。 

 

 
職域 どこで働いてもらうか

運用上の課題

職種 既存の人事体系上どのように位置づけるのか

 

 

 

 

 

■職域選定の問題点 

  当金庫は、県内信用金庫業界一の規模を誇る金融機関であり人数規模は大きい。しかし、実態

としては営業店と本部に分かれた数多くの職場の集合体であり、営業店一職場当たりの規模は決

して大きいとは言えない。そのために、たとえ１名の配置でも元部下、元上司の問題が起こり、

互いにやり難い面が避けられない。本部も同様で大きな吸収力もなく、ライン職に就いた場合に

は営業店に配置した場合と同様の問題が起きる可能性がある。 
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富山信用金庫 

 
 また、職務内容については、預金業務、貸出業務と一口にいっても業務が細分化され、専門分

野がある上、過去の経験や知識がそのまま活かされるという職種は限られてくる。 

■職種の選定  

60 歳を超えても働く能力が大幅に低下するわけではなく、長年の経験や、技能、人脈等に強み

を持つ人も多い。その方々に力を発揮していただくためには、組織的にどのような職位で位置づ

けるのか。対象者は支店長や部長等の幹部職員になっている人もあれば、営業職や事務職の人も

いる実態の中でその扱いをどう位置付けるのか。 

再雇用者は本部業務に集約 

 こうした多くの問題点を如何に解決する事ができるかについて検討を重ねた末、当金庫では下

記を原則とする対応を打ち出した。 

① ライン職には就かない 

② 職域は本部内に限定 

 基本的な考え方は、営業店やライン職への配置を避

け、本部内に限定するというものである。該当部は、

監査部 審査部 総務部 事務部 事務集中部 営業

推進部等である。 

 また、本部組織内の顧客対応を行う職域が追加され

ている。その一つ『とみしんＢ＆Ｌコンサルティング

スクエア』は、各種ローン・年金・事業性融資等の相

談や申し込み受付を専門に行っている部署である。一般 
とみしんＢ＆Ｌコンサルティングスクエア 

顧客の住宅ローン等の各種ローン・年金・多重債務・税務・法律等の相談、事業者の経営・税務・

法律等の相談を主な業務としている。長年、与信判断を行なってきた人にとってはキャリアを活

かせるポジションである。 

 また事務部は、厳格な事務取扱いを求められる金融機関においては、専門知識と経験を要する

業務であり、習熟した適性のある再雇用者が活躍できる。 

 職種については、再雇用者は一律「嘱託職員」とした。特に幹部職員の取扱いに関しては様々

な意見もあったが、組織的に割り切ることにした。 

課題はさらなる職域開拓とモチベーション向上策 

上記の検討の過程を経て制度が導入され、職域の選定については対象者の能力や経験を踏まえ

きめ細かな対応を行なっているが、今後増加する再雇用者を本部だけに配置し続けることは出来

ないため、新しい職域開拓を行う必要があると考えている。 

様々な分野があるが中でも、これまで培ってきた人脈や蓄積された経験によって新規顧客等を

開拓することや、地域情報を活かし顧客同士のビジネスマッチングに取り組みすること、ファイ

ナンシャルプランナーとしての富裕層対策業務等が対象職種として相応しいのではないかと考え

ている。 

職域開拓とともに課題としているのは、モチベーション向上についてである。制度導入の際に

は雇用機会の平等性を原則とし、処遇面では時給を一律とした経緯があった。しかし、その後の 
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運用の中で、明らかに貢献度や能力に違いがあり、また、再雇用者側にも適正な評価を求める声

もあることから、今後労使で協議をしていく必要があると考えている。 

再雇用者を迎えるにあたっての支援活動 

60 歳定年を迎える約 1 年前には社会保険労務士による年金等の相談会を開催し支援している。 

また、実際の手続きの説明は、当金庫の年金専担が行なう。個人毎の条件に合わせ、給付金や

在職老齢年金がいくらになるのか等の疑問に答え、具体的に金額算定も行なったり、申請手続を

代行するなど、再雇用への移行に際し、手厚い支援体制がある。 

 

余談であるが、当金庫は、このような年金制度の知識、手続きのノウハウを、同様の悩みを持

つ地域の中小企業にも提供しており、営業上も武器になっているとのことである。 

また、新規採用にあたっては、「年金を受給するまで地域で働ける金融機関」として募集してお

り、地域での就職を希望する学生に対してのイメージ向上に貢献しているという。 

 

 

 

 

 

 

 

①勤務日数選択制 ②全員一律の同一時給制 ③職種・職域開拓  
④モチベーションの向上 

＜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  

 
 泉野 敏輝さん(61 歳)  

勤続年数 38 年 

富山信用金庫本部で、総務部長として上市信用金庫と

の合併業務に参画。店舗の営繕、環境整備、改修工事

などの建築営繕を専門に担当。 

 
 
 
 
 
 
 
富山信金と上市信金の合併に尽力されたと伺

いましたが・・・。 

 合併の話が持ち上がった時、私は総務部長を拝命し

ていましたが、組織の合併となると簡単な手続きでは

済まず大変でした。私にとって信金生活 38 年のなかで

最も印象に残る仕事になりました。 

今は営繕関係を手掛けていらっしゃるのです

か？ 

 金融機関の店舗は富山信用金庫としての統一感が

必要である一方で、各店の建設には個別の歴史もあり、

工事履歴等をわかっている人がやった方が好都合な面

があるのです。私は総務部長として長年店舗管理を行

なっていましたから慣れているし、過去からの経緯も

わかりますから、ちょうど良い仕事を任されていると

思います。 

再雇用後に職務内容は変化しましたか？ 
 役職の面では、総務部長を最後に一旦退職となっ

て、今は嘱託職員です。仕事内容は、特定な仕事に限

定されています。 

賃金は、定年前と比較すると変化しましたか？ 
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 減収となりました。しかし再雇用ということで割り

切っています。お世話になった当金庫から、「是非に」

と請われ、信頼され仕事を任されるのは、生きがいに

なります。最初から異業種で働く気持ちはありません

でした。 

 
 
 

 
再雇用後の勤務条件には、満足されています

か？ 
 当金庫の勤務時間は、8 時 45 分から夕方の 16 時 45

分です。原則、残業なしです。高年齢者にとって、体

には楽な職場です。私はフルタイム、週 5 日の勤務形

態を希望しました。  

これからは地域コミュニティで活躍されると

伺っていますが･･･。 

 60 歳を超え、断り続けていた町内会長の職をいよ

いよ引き受ける決心をしました。 

 町内会は、地域住民の生活にあれこれと関係しま

すので、現役時代にはとても引き受けられるような軽

い役目ではありません。ですから、定年前はずっとお

断りしていたわけです。今では 4 時台に仕事を終え、

残業がない分、町内会長の職務に体が回りますか

ら・・・。ですから、今回は快く引き受けました。 

町内会長としても、営繕の専門知識は役立つの

ではないでしょうか？ 
 そうかも知れませんね。町内会の公民館の管理も

ありますし役所との交渉事もありますから・・・。  

 
 
 


