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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

　Ⅰ　正規従業員 1048人 103人 113人 2人 0人 0人 1266人

　Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等 0人 0人 0人 42人 2人 0人 44人

　Ⅲ　その他の非正規従業員 166人 33人 40人 48人 11人 6人 304人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 1214人 136人 153人 92人 13人 6人 1614人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜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」…（6.9％）    

「65 歳以上の割合」…（1.2％）

会社概要 

 
 
 
 
 
 
 
 

コカ·コーラをはじめとして、コーヒー飲料、果汁

飲料、スポーツ飲料等あらゆる飲料カテゴリーや、

さまざまなブランド・パッケージを豊富に取り揃え、

北陸三県、長野県で販売している。富山県砺波市の

天然水を採取したウォーターブランド「い・ろ・は・

す」は容器の樹脂使用量を 40%削減し、環境負荷の

減と、富山発の製品として大きな注目を浴び、新た

な企業戦略の柱として成長している。 

● 所 在 地：高岡市内島 3550 

● 創 業 年：昭和 37年（1962 年） 

● 業 種：飲料販売業 

● 資 本 金：7億 3283 万 6500 円 

● 平均年齢 : 41.2 歳 

● 最高年齢 : 78.0 歳 

● 従業員数 : 1614 人 (グループ 9社計) 

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 

北陸コカ・コーラボトリング株式会社 
 

希望者全員をシニア社員として再雇用する制度設計をグループ企業 9 社で統一した大企業 

 

希望者全員が 65 歳まで働ける制度導入予定企業
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フルタイム勤務
（1年毎更新）

定

年

希

望

者

全

員

再

雇

用

正社員 契約社員（シニア社員）

60歳 64歳

上

限

年

齢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆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        64 歳  平成 22 年 4 月 1 日から平成 25 年 3月 31 日までは上限年齢 64 歳 

平成 25年 4月 1日からは上限年齢 65歳となる予定である 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        契約社員 

・勤務時間        フルタイム勤務 

・賃金制度        月給制 定年退職時と比べ 50～70％となる 賞与有り 

・仕事内容        サブマネジメント職（管理職補佐）、エキスパート職（専門職）、ライン職の 3種  

で原則定年前と同職 

◆６５歳以上の雇用制度 

無し 

 

 

 
 
リフレッシュメントを提供する企業が、高年齢者を雇用する意義 

 当社はコカ・コーラ等清涼飲料水を製造し、北陸三県と長野県で販売する企業である。「リフレ

ッシュメントの提供を通じ、社会に大きな価値を提供すること」を経営理念に掲げている。 

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 
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定年年齢60歳

選別基準作成

労使合意

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

対象者選別

希望者全員対象

定年制の廃止

定年年齢65歳までの延長

65歳までの
継続雇用制度導入

 この理念と高年齢者雇用との関係については、「当社

の高年齢者が心身をリフレッシュし、60 歳代でもコ

カ・コーラスピリットを持ち続け、元気に働いているこ

と」、そのことが、「すでに大きな企業価値がある」と、

本社人事スタッフは語る。 

グループ企業９社の共通制度として設計 

 当グループは、北陸コカ･コーラボトリング株式会社

を中心とする 9社で構成されている。 

 グループの業種は、飲料製造、販売、物流、情報処理、販売機器の修理・保守、産業廃棄物再

資源化、酒類販売等多岐に渡っている。また、北陸三県、長野県でグループ各本社を含め 25 の事

業所を展開している。正社員総数は 1200 人を超える上、職種も営業職、製造業務、技術者等多様

だが、基本的な人事処遇制度はグループで共通したフレームになっていることから、グループ内

一体性を考え、共通する再雇用制度として設計した。また、労働組合は、１組織でグループ 8 社

に対応している。 

当グループの高年齢者再雇用「シニア社員」制度がスタートしたのは平成 18 年 4 月である。 

希望者全員が再雇用される「シニア社員」制度の導入 

 「シニア社員」制度は、定年 60 歳で一旦退職し、希望者全員が契約社員として再雇用され、64

歳まで勤務できる継続雇用制度である。上限年齢 64 歳は、今後年金支給開始年齢の上昇に伴い平

成 25 年からは 65 歳に変更される予定となっている。 

雇用延長制度導入は次図のとおり、定年制の廃止、65 歳までの定年年齢の引き上げ、65 歳まで

の継続雇用制度の導入のいずれかを選択することが義務付けられている。継続雇用制度で、企業

が対象者を選別する場合には労使協議を要するが、当社の場合には、健康で業務遂行に問題が無

ければ希望者全員が再雇用されるので、労働組合との合意を必要としない。対象者を会社が選別

する場合には、労使合意が必要となり、その合意を得るには時間と手続きが必要となる。労働組

合との協定を必要としなかったことも迅速な対応に繋がった。 

 

＜雇用延長制度の導入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北陸コカ･コーラボトリング本社(高岡市) 
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職　種 給与

サブマネジメント職 3 ランク有

①製造

②営業

③物流(配送・仕訳) 

管理職補佐

業務内容

3 ランク有ライン職

エキスパート職 専門職 3 ランク有

①製造(夜勤含む)
②営業
③物流(配送・仕訳) 

定年前の職種が継続する制度 

 制度の概要は概ね次のとおり。  
① シニア社員の職種 

シニア社員は、サブマネジメント職、エキス 

パート職、ライン職の 3職種に分かれる。 

現役世代の社員は、自社製品の製造、営業、 
物流等の多様な専門分野を持っている。そこで 
基本的には、シニア社員はこの専門分野を継続していくという形で業務内容を設計している。 

＜ａ：サブマネジメント職＞ 

 現役世代のノウハウを活かし、管理職を補佐する。 

＜ｂ：エキスパート職＞ 

製造、営業、物流の各業務において専門的な業務を担当している社員が移行する。基本的

には、引き続き担当業務を継続する。 

＜ｃ：ライン職＞ 

製造、営業、物流の各業務において現場の担当として勤務している社員が移行する。引き  

続き担当業務を継続する。                

② 勤務時間 

  フルタイム勤務。夜勤を含むシフト業務がある場合には、勤務条件もそのまま継続する。 

③ 勤務場所 

  原則定年前の職場を継続する。 
自宅から通勤できない他府県に単身赴任している社員、自宅からであっても遠距離通勤をし

ている社員は、原則自宅通勤を保証する。その際の受け皿はグループ企業 9 社の事業所範囲。 

④ 賃金制度 

  月給制。職種ごとにそれぞれ 3段階の給与ランクが設定されており、シニア社員の意欲のイ 

ンセンティブとなっている。 

賞与については全職種に支給。 

営業職には、現役時代と同様、営業実績に応じ歩合給有り。 

⑤ 雇用契約期間 

  契約期間は 1年単位、以降 1年毎に更新。 

  再更新の手続きは、一律に 2月 1日付けで行う。 

⑥ 定年前のサポート 

  57 歳に達した時点で、該当者全員を対象に 60 歳定年後の「ライフプラン」セミナーを開催 

し、公的年金、高年齢雇用継続給付受給の相談、手続き等のサポートも全社的に実施している。 
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北陸コカ･コーラプロダクツ㈱の砺波工場正面 

営業分野での高年齢者の活躍 
 シニア社員は、地域の事情に精通しており、豊富な人脈や顧客対応の経験等、営業活動に重要

な知識とノウハウを持っている。このことは、マーケットでの新規開拓、顧客のニーズに合った

売り場作りに活かされている。 

 高年齢者が苦手と言われる 新の電子情報も使いこなす。社内で長年にわたり調査、蓄積され

たエリアデータ（地域の生活者情報）や販売調査データなどから必要な情報を取り出して分析し、

顧客のニーズを満たす売り場作りを提案する際に活用している。 

 その礼儀作法、人情の機微をかぎ分ける感性、相手の問題を解決する判断力や折衝力等は、若

年社員の範となっているとのことである。  

製造ノウハウの改善と伝承に従事する高年齢者 

砺波工場の製造ラインでも、高年齢者の技術者、技能者の活躍がみられる。 

①マニュアルを忠実に再現し、ノウハウを若手に伝

承する役割 

コカ・コーラレギュラービンは、立体商標の認可も

受けた独特の形のビンに詰められた商品である。お

客様に飲用され戻ってきたビンを洗って再利用する

レギュラービンはコカ・コーラ、カナダドライなど

創業時から各県の工場で生産されてきた。現在は砺

波工場で生産され、年間 70 回ほど稼動し 25 万ケー

スを生産している。 

 そのライン稼動時には、原液を使用したシロップ調合から、希釈、炭酸ガスの充填、ビン詰め

までの作業のノウハウ、更には、使用後の機械装置の洗浄の基本について、高年齢層の熟練者か

ら若年者が学ぶ貴重な機会となっている。 

②現場で気づいた工夫をノウハウとして蓄積し、継承する役割 

缶コーヒーの製造には、焙煎されたコーヒー豆をステンレス製の大型タンクに入れ、上部から

高温のお湯を注ぎ、フィルターで濾過し、タンクの下部にドリップする製法が使用されている。

この製法では、大型化すればするほど、コーヒーの味を均一に調整するのが難しい。 
季節により気温、湿度が変化することから原料の調合には温度や圧力を調節するなど、過去か

らの経験から得られた微妙な調整を行っている。高年齢層の熟練者は、作業方法の改善につなが

る気づきをノウハウとして蓄積し、当初に作られたマニュアルを修正していくことで、それを次

世代に継承している。 

③ラインの設計、施工、メインテナンスに知識、経験を提供する役割 

天然水のペットボトル「い・ろ・は・す」用の生産ラインでは、樹脂使用を 40％削減したペッ

トボトルが使用される。ペットボトルの射出成型の工程では、素材が薄いために外枠となる金型

に樹脂が付着するなど、生産ラインを構築するには様々な困難があった。このラインの立ち上げ

では、設計からメインテナンスに到るまで、社長から特命を受けた高年齢層の技術者の知識と経 
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験が随所に求められた。 

高年齢者の営業担当者も分け隔てなく参画する社内行事「営業プレゼンテーション」 

当社は、役員が参加して行われる営業部の「営業プレゼンテーション」を年 2回 10 日間ずつ開

催している。当社の目指すエリアマーケティングは、エリア毎の特性を分析・把握し、顧客・生

活者の満足を高めるためのマーケティングである。各営業職は、このエリアマーケティング活動

を通じて、飲料が飲まれる状況をみんなで考え、知恵を出し合い、エリア全体の顧客・生活者へ、

コカ・コーラ製品を通じて提供される価値を 大化していくことを目的として活動している。そ

の活動について「営業プレゼンテーション」で発表、共有すること、そこへの参画を通じて、高

年齢者の営業担当者は若年者と分け隔てなく情報を共有し、互いに切磋琢磨して新しいセールス

手法、営業技術・スキルを磨き営業活動に活かしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 

①賃金制度のインセンティブ ②技術伝承の役割を担う ③歩合給 
④能力開発  
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最近定年を迎えられましたが継続雇用前はど

のようなお仕事でしたか？ 

入社以来、電気機械の技術系の仕事をしてきました

が、定年前の 5 年間は管理職として砺波工場で業務改

善・生産部長を勤めて参りました。59 歳で役職定年

となり、「業務改善アセプ担当」になりました。 

勤務時間は、5 年程前までは 3 交替勤務でしたが、

管理職になった後は日中勤務のみで９時から 17 時 30

分となっています。 

仕事の内容はどうでしたか？ 

定年直前１年前に役職定年で限定した職務となりま

した。具体的には、砺波工場で新しく製造することと

なった、天然水のペットボトル「い・ろ・は・す」用

の生産ライン設置準備担当に昨年暮れからなり、当初

平成23年 6月に立上予定でしたが、3月に起きた東日

本大震災の影響で前倒しとなり、5月21日に稼働開始

となりました。ライフラインとなる飲料水の供給に貢

献できたことは幸せです。 

大震災により、社員の意識は変わりましたか？ 

震災までは、若い人は「賃金分だけ時間労働すれば

良い」という考えでした。しかし、震災で、お客様に

命の水をお届けする会社の仕事だということに目覚め

てくれました。 

使命感が一気に高まり、本格操業の繰上げという厳

しい要請にも応えられました。 

継続雇用後の勤務条件やお仕事はどうですか？ 

 

定年後はシニア社員の「エキスパート職」として、

昨年から取り組んできた「い・ろ・は・す」等ミネラ

ルウォーターの生産ラインの安定操業を管理します。 

勤務時間は定年前と同じですが、収入は 2 分の 1 に減

りました。健康であるし、お世話になった会社からの

要請であれば、お役に立ちたいと考えています。 

若い方にはどんなことを伝えたいですか？ 

若い方から相談を受け助言するのも仕事の一部と考

えています。 

工場の若い方は、液晶画面のタッチパネルの操作は

得意ですが、緊急時や事故発生時に備えた予防的なメ

インテナンスについてはこれから力をつけてほしい。

中味の安全、外観の安心が保たれ、顧客に支持される

商品であることが重要で、それぞれの持ち場で品質を

支えていくことが大切だということを伝えていきたい

ですね。私は電気回路が専門なので、ラインが不調の

とき、どこが悪いのかすぐに分かります。高年齢者の

知識は、決して無駄ではありませんし、今でも電気系

統がラインの基本だという自信はあります。 

高年齢雇用について、個人の意見があります

か？ 

自分の場合 60 歳以降は定年前と同じく昼の勤務で

したが、工場の 3交替勤務は、65 歳まで働きたい人に

とって、体力的なマッチングが人によって厳しい場合

もあるようです。 

高年齢者へのインタビュー 

近藤 栄
えい

昌
しょう

さん(60 歳) 

勤続年数 38 年 

金沢高専の出身、自動化ラインの電気系統が専門。石川県で生まれ、

当社には石川県で入社し、福井県、長野県の工場に勤務し、その後、

砺波工場へ転勤。業務改善・生産部長を勤め、再雇用後は、業務改善

アセプ担当として、「い・ろ・は・す」専用ラインと「森の水２リッ

ター」の生産ラインが安定するまで、操業の管理の仕事を委ねられて

いる。 


