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 70 歳まで働ける制度の企業

 
 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　年齢別従業員数
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 57人 3人 4人 1人 1人 0人 66人

Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等 0人 0人 0人 2人 4人 2人 8人

Ⅲ　その他の非正規従業員 0人 0人 1人 1人 2人 0人 4人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 57人 3人 5人 4人 7人 2人 78人

雇

　

　

　

 
 

株式会社石金精機 
生産性の高い高年齢の技術者の保持と技術伝承の仕組みをつくった製造メーカー

 

 
 
 
 
会社概要  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

昭和 26 年、マイクロメーターの基準ゲージ等、測定器

具専門工場として創業。30 年より工作機械部品の製作

を開始、44 年に株式会社化し、以来、省力機械・半導

体装置等の精密機械部品を中心に製造。平成 18 年

ISO9001.14001 取得、20 年に増資。自社製品として SIS

ねじ転造ヘッドを開発し、標準形、NC 旋盤用、オープ

ン形の 3 タイプを製造中。現在、シンガポール事務所

設立予定。 

● 所 在 地：富山市流杉 255 番地 

● 創 業 年：昭和 26年（1951 年） 

● 業 種：精密機械部品製造業 

● 資 本 金：3000 万円      

● 平均年齢：42.4 歳   

● 最高年齢：74.0 歳 

● 従業員数：78 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」…（16.7％）    

「65 歳以上の割合」…（11.5％） 
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正社員 嘱託社員 嘱託社員

フルタイム勤務
（1年毎更新）

定

年

希

望

者

全

員

再

雇

用

62歳 65歳

上

限

年

齢

会

社

選

別

に

て

勤

務

上

限

の

定

め

な

し

フルタイム勤務
（1年毎更新）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆６５歳までの雇用制度 

・定年年齢  62 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       嘱託社員 

・勤務時間    フルタイム勤務(週 5日、8:00～16:50) 

・賃金制度    時給又は日給月給制 シニアリーダーには手当有り 賞与有り 

       定年退職時と比べ本給は 10～20％程度下がる 

◆６５歳以上の雇用制度  

・上限年齢    上限の定めなし 

・雇用形態       会社選択により嘱託社員として再雇用 

・勤務時間    勤務時間は 65 歳以前と同じ 

・賃金制度    賃金は 65 歳以前と同じ 

 

 

 
 
 

高年齢者雇用制度 

概 念 図 

当社の雇用制度 

制度改善の考え方、経緯 

オーダー・メイド型技術企業を目指す 

 当社は昭和 26 年創業の省力機械・半導体装置等の精密機械部品加工メーカーである。30 名を

越える認定技能者を擁し、加工機械だけで 100 台を越える豊富な設備群を保有している。国内の

製造業はユーザー企業のグローバル化、IT 化、機械技術の革新等やアジア諸国の追い上げにより 
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厳しい経営環境に直面している。当社は、こうした環境下で生き残

っていくためには、多品種少量生産や短納期等の高度化したニーズ

に応えられる「オーダー・メイド型技術企業」となることが必要だ

と考えている。清水社長は「特に当社がこだわりたいのは手作りの

高い技術をもった企業であり続けることです。」と語っている。 

技術者の保持育成のために高年齢者雇用制度を導入 

 当社の高年齢者雇用制度は、現社長の父である先代社長が、高

い技能をもった技術者に長く当社で働いてもらうために導入し

ていた雇用慣行を、法律施行の機会に再設計したものである。 

清水 克洋社長 

 当社が他社に先んじて高年齢者の雇用に取組みした理由には次の経緯がある。 

 15 年程前に先代社長は生産性向上を目指し「生産管理システム」を導入した。このシステムは

作動する工作機械の稼働状況をモニターするものである。作業前には担当者一人の作業量が「予

定工数」として積み上げられ、その実績は「消化工数」として記録される。「予定工数」と「消化

工数」の乖離の原因を突き止め改善につなげることで当社の生産性は飛躍的に向上した。 

 この分析の過程で、明らかになったことが二つあった。 

一つは、手作業の生産性は決して低くないという事実である。工具経路や作業工程を数値情報

で指令する NC 工作機械による作業は大量にこなす作業なら効率は高いが、事前のプログラミング

に時間がかかる。そのため数が少ない注文では手作業で行う方がはるかに生産性は高かった。 

もう一つは技能者毎の生産性乖離の大きさである。予定工数が同じの作業でも人によっては消

化工数に大きな乖離がある。中でも高い技能を持ったベテラン社員の生産性の高さが際立ってお

り、特に複数の仕事を進めていく際の消化工程を細かく分析すると、段取りや手順の的確さにお

いて若年労働者とは格段の違いがあった。 

こうした事実から、当社では 

■高年齢者の高い技能を持つ人の確保 

■高年齢者からの技術伝承の仕組みの構築 

が欠かせないと考えるに至ったもので、定年が来ても、残って働いてもらうという慣行が出来上

がっていった。 

雇用制度の改善 

 当社の高年齢者雇用制度は、こうした経緯から法施行への対応に際しても特に新しい制度とい

う意識もなく就業規則化されたものである。 

その概要は次のとおりである 

① 定年の延長 

定年 60 歳制 から定年を 2年延長し 62 歳とした。定年を機に管理業務の役職を解き一人

の機械工としての原点に立ち返ってもらい、「モノづくり」そのものに専念してもらうた

めである。 
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② 再雇用制度の導入 

 定年後は希望者を全員再雇用している。雇用契約期間は1年間で上限年齢は65歳である。 

 なお、契約更新については健康面の変化にも配慮し 1年毎としている。 

 

③ 65 歳以降も働ける仕組みの導入 

65 歳に達した嘱託社員については、会社選択により嘱託社員として引き続き勤務が可能

になっている。その基準は技能士(国家資格)保有を目途とするが、それに準じた技能を

持っている対象者も雇用する場合がある。小ロット品の製造、熟練技能の若手への伝承

とともに、最終工程における仕上げを主に担当していただいている。  

技能伝承への取り組み 

当社においてベテランの技術者から若手への技能伝

承はこれまでも課題であったが、そうした技術力や段取

り力等の継承は、それほど簡単なものではなかった。 

そこで当社は、熟練技術を持つベテランの嘱託職員を

技術伝承担当者と位置付け、若年の社員とペア制にした

ラインを組むことにより、「教える人」と「教えられる

人」を明確化した技能伝承の指導担当制を敷いた。これ

により、当社で必要不可欠な汎用機や旋盤の技能、更 
高年齢者と若手がペアとなった製造ライン 

に段取り時間の短縮方法について、若手が OJT でいつでも直に指導してもらえる体制となった。

その結果、若手の方からも積極的に質問するようになり、徐々に技能伝承が進んできているよう

に見受けられるという。 

リーマンショクへの対応 

 余談であるが、2008年のリーマンショックでは当社も大きな試練を迎えた。需要蒸発と言われ、

受注は 7割、8割減少した企業が続出し、多くのモノづくり企業がその対応のため人員整理をは

かり乗り切ろうとした。当社の受注も激減したが、陣頭に立った清水社長は、「当社は手作りの高

い技術で生き残って行こうという会社です。その大事な技術者を守ることが当社の生命線です。」

と言い、赤字にはなったが、人員整理は行わなかったそうである。 

その結果、今では 60 歳以上の雇用は 13 人、うち 70 歳を越える人は２人おり、「名匠」として

当社の「モノづくり」に貢献していただいている。 

 
 
 
 
 
 
 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 

①金と併用しない賃金・賞与の支給 ②技術伝承の指導担当制・ペア制・OJT 

③高年齢者の高い技能  ④高い生産性 ⑤段取りや手順の的確さ 
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高年齢者へのインタビュー  

65 
 

 
 横森 重勝さん（72 歳） 

経験年数 53 年 

不二越工業高校の出身、不二越マンとして経験を積み、60 歳

で請われて㈱石金精機へ仕上げ工として中途入社。精密部品の

製造の最終工程を担当。ミクロン単位の精度が求められる精密

部品を仕上げる「手の技」に対し、富山県「名匠」の称号が授

与されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
半世紀以上も、機械の部品づくりの仕事をされ

てきたのですね。 

若いときはお金や、生活のためでしたが、段々それ

だけではなくなってきました。ものづくりの面白さ、

達成感、やりとげた時の感動は、他の道では得られな

い生きがいとなっています。 

どこに転機がありましたか？ 

不二越の社員時代に広島の企業の工場内で機械の据

付を行ったとき、失敗をしてしまいました。その時に、

「ユーザーが望まれることは何か」ということの大切

さに初めて気づきました。これが、自分の大きな転機

になりました。自分はユーザーに必要とされる機械づ

くりの道で世の中に貢献することに生きがいを見つけ

たような気がします。 

そして、こうした作業を通じて、機械を進歩させて

いくことになるのだから、自分もその中でモノづくり

の進歩の歴史に貢献していくんだと自覚しました。 

歴史をつくる「モノづくり」って凄いですね。 

今は、航空機部品や医療用の人工関節を作っていま

す。所謂先端技術を用いた製品を試作しています。ユ

ーザーから注文があると、「できない」とは言わないで

すべてに挑戦します。 

現在の勤務形態と待遇を教えてください。 

朝 8時から 4 時 50 分までが勤務時間です。月曜から

金曜までフル出勤です。 

 

 

 

70 歳までは収入が多く年金は減額されていました。

現在は年金をフルに貰っていますが、比べると賃金収

入の方が多いですね。 

なるほど作業場も広く、「名匠」の処遇ですね。 

私個人はこの会社では仕上げ関係を担当しています。

ここでは多品種で少量生産、対象のエリアが広く、機

械を使用する仕事もあります。しかし、機械では出来

ないところがあり、そこは自分の手で道具を使ってや

ります。いつも、即応力が求められ、最後は、自分の

アイデアを形にすることが求められます。 

技術伝承に関して若い人にアドバイスをお願

いします。 

厳しい言い方になりますが、若い人はそつなくやり

上げますが、言われたようにしかせず、挑戦はしない

のです。私たちは失敗もしましたが、もっといろいろ

やったような気がします。その失敗の中から学び、そ

れで成長してきたように思います。 

今会社では若い人たちとペアで働くこともあります

が、もっといろいろ聞いてほしいと思います。いろん

な体験や経験があるので、話の中から参考になること

を引き出してほしいのです。 

ところで、ご趣味はなんですか？ 

家庭菜園とインターネット囲碁です。でも、この年

になると、ここの仕事の方がずっと楽です。体が仕事

を自然に覚えていて、仕事の方が息抜きになるのです。 


