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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 全体

15人 2人 3人 16人 0人 0人 36人

0人 0人 0人 0人 3人 4人 7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） 15人 2人 3人 16人 3人 4人 43人

　Ⅰ　正規従業員

　Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等

　Ⅲ　そ

 
70 歳まで働ける制度の企業

 
 
 
 
 

銀盤酒造株式会社 
醸造工程の省力化・機械化を行いエキスパートとなった高年齢者が活躍する酒造メーカー

 
 
 
 
 
会社概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

北アルプスを臨む風光明媚な自然環境の地で、日本

の名水百選の「黒部川扇状湧水群」の地下水を仕込

みに使用し、地域に親しまれる清酒をモットーに、

日本酒の品質向上をめざしている。 

近年、消費者のニーズの多様化に対応し、日本酒の

他に、飲料水、地ビールにも積極的に取り組み、地

域経済の活性化にも寄与している。 
 

● 所 在 地：黒部市荻生 4853-3 

● 創 業 年：明治 43年（1910 年） 

● 業 種：飲料製造業 

● 資 本 金：9700 万円      

● 平均年齢：54.0 歳   

● 最高年齢：74.0 歳 

● 従業員数：43 人 

 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 

＜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」…（53.5％）    

「65 歳以上の割合」…（16.3％）

66 
 



銀盤酒造株式会社 

 
 
 
 
 

正社員 嘱託社員

定

年

会

社

選

択

に

よ

り

再

雇

用

上

限

の

定

め

な

し

65歳

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆６５歳までの雇用制度  

・雇用延長の種類     65 歳定年制 

◆６５歳以上の雇用制度     

■・上限年齢        上限の定めなし 

・雇用形態        会社選択で嘱託社員として再雇用    

・賃金制度        時給制 賞与無し 

■・賃金制度        65 歳以降の賃金は年金額を考慮し額を決定 

■・賃金制度        年金満額受給のために減額した賃金分は退職金で支払う 

 

 

 
 
 

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 

経営の近代化をきっかけに生産体制を転換 

 銀盤酒造㈱は、全国新酒鑑評会金賞受賞が通算 26 

回に及ぶ富山を代表する老舗酒造メーカーである。創

業は明治 43 年（1910 年）。既に 100 年を超える歴史

がある。 

 当社の定年は 65 歳。定年以降も健康で意欲があれば 高年齢者雇用について語る堀川 勲社長 

嘱託として継続して働くことが出来る。 

 今年 84 歳になる堀川社長は、「当社が、高年齢者の雇用を積極的に行っているのは、当社の醸

造工程の近代化の歴史と密接な関係があるのです。」と語った。 
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 古来、日本酒の醸造方法とその管理方法は複雑にして巧妙であるが、その技術を継承し酒造り

を担ってきたのは杜氏であった。 

 堀川社長によれば酒造メーカーは杜氏に頼りすぎていたので生産体制近代化が遅れていたとい

う。「伝統ある酒造会社でも、経営の合理化や生産体制を近代化していかなければ、老舗という看

板だけでは生き残ってはいけないと思っていました。しかし、醸造工程は全て杜氏に任せていた

ので、社長の私といえども、なかなか杜氏の作業には口が出せませんでした。」と当時を振り返る。 

 それでも必要に迫られて生産体制の近代化を決断したのは昭和 30 年頃である。工場は旧来の

土蔵から衛生的な鉄筋コンクリート造りに建て替えし、醸造工程も、従来人の手でやってきた作

業の一つ一つを工夫しながら機械に置き換える作業を徹底的に進めた。 

「それまでは、県外から 30 人ほどの杜氏が秋から冬にかけてきて酒造りをする『季節醸造』でし

た。機械化していく過程で、県外からの杜氏を雇うのをやめ、地元の人を正社員で 5 人雇いまし

た。地元の人は毎日通うことが出来ますので、秋から冬、春まで『三季醸造』に切り替えること

が出来ました。」 

 その結果、自動化や省力化の効果は狙い通りで、品質を落とさずコストダウンが可能となり、

また平準化により設備稼働率も向上したので、経営効率は格段に上がったという。 

それから数十年。今では「三季醸造」から「四季醸造」(8 月を除く)に転換しているが、社長

と共に設備の近代化で頑張ってくれた社員達は熟練した技術を有するエキスパートに成長してい

る。  

現在、60 歳以上の高年齢者社員の割合は 53.5％ 、65 歳以上の比率は 16.3%となっており、

高年齢者は 74 歳。社長によれば高年齢者の作業現場は、男性は工場の機械関連、女性は醸造タ

ンク関連が多いと言う。 

70 歳なんてまだ若い 

今から 6～7 年前に定年を一律 65 歳とした。「60 歳でようやく物事がわかってくるので、60 歳

で定年と言うのは惜しいと考え、定年は 65 歳としました」と社長は定年延長の理由を語る。「企

業は、老、壮、青が混じっていないといけない。60 歳定年で切り捨てるのはおかしい」と思った

からだという。「高年齢者を雇用する時に大事なことは、本人の適性を見極め、役割を明示し、作

業環境などに配慮してあげることです。そうすれば、まだまだ活躍できる余地は十分にあります。」

と、堀川社長は太鼓判を押している 

堀川社長は、「自分が 84 歳なので、年齢を理由に辞

めたいという従業員がいてもまだ若いといって引き

留める」のだそうである。先日も 70 歳になった従業

員が「家庭の事情でもうやめたい。」と言ってきたが

「口」だけでよいからと引き留めた。その社員は技能

に優れており、若い社員の育成は十分出来る。話し合

った結果、半日勤務で、週 2日だけ出勤し、生産ライ

ンで若い社員を指導することになったという。 

当社では65歳以上の再雇用については会社選択で年

齢の上限は期限の定めがない。 
本 社 
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高年齢者の体力低下への対応 

省力化・機械化の内容を具体例で述べる。 

当社の日本酒造りの工程全体で特に省力化が進んでいるのは、醸造工程である。その一つが「

酒母
も と

」の工程である。伝統的な方法では、蒸
むし

米
まい

、麹
こうじ

、水に酵母を加え、大量に培養したものを「酒

母」といい、大きな桶に入った「酒母
も と

」に対して杜氏が数人掛かりで「櫂
かい

棒
ぼう

つき」という作業を

行う。かつては昼夜連続して行う工程で大変な重労働であった。また同時に

温度管理も綿密に行わなければならなかった。 

これらは今「自動温度制御付冷却水循環機付酒母タン

ク」に置き換わり機械化されている。醸造工程だけでなく、

ビン詰め、シール張り等もすべて自動化されている。 

また、昔は酒の原材料の運搬については、重さ 30 キロ

の米袋を肩にかついで持たなくてはならなかったが、今で

は 1 トンのフレキシブルコンテナバッグ(フレコン)をフ

ォークリフトで運べばよく、出荷もフォークリフトで行い

パレットの上に乗せるだけで省力化が進んでいる。 

 このような省力化・機械化により、かつては 60 歳くら

いで限界であった酒造りも高年齢者でも十分に対応できるようになったのである。 

堀川社長によれば、「他の会社でも設備投資の財源にめどが立ち、高年齢者の就業に合わせた

工場の省力化・自動化等を行えば、高年齢者雇用をさらに進められる可能性がある。」とのこと。 

「たまたま当社の場合、日本酒醸造はすでに成熟技術であり、機械も現在以上には進化しないの

で、その道に熟練した従業員の高齢年齢者が継続勤務することが可能だという面はあるが、それ

でも更に作業環境の整備を行うなどの工夫をすれば、高年齢者の働く余地はもっと広がるのでは

ないか。」と指摘している。 

年金受給している 65 歳以上の高年齢者に対する退職金支払いへの工夫 

 作業環境の整備への配慮に加え、当社の特色としてあるのは定年退職金支払いの工夫である。  

高年齢者にとって真に老後資金が必要となるのは、健康面などで出社出来なくなった時からであ

る。当社では、その日のために退職金をさらに増やすため工夫をし、65 歳以降も働き続ける「新

たなモチベーション」を見出している。 

 現行の年金制度では、65 歳以上で就労するとその収入の額によっては年金受給額が

減額する仕組みになっているが、当社では年金が減額しないように収入を調整し、

賃金の減額分は常時雇用が完全終了した時点で、退職金に上積みすることとなってい

る。 

 近では、生命保険の貯蓄型を利用し、退職金を生命保険に預け、 

年金額を考慮して調整した賃金を保険の掛け金として非課税預金し、 

満期受け取り額をさらに上乗せする策を実行している。 

「この場合、万一、ご本人が早く事故等で亡くなられても、死亡や障

害には、家族に多額の保険金が渡せますから・・・」とのこと。 

期間の定めない雇用契約で上限年齢が無い場合には、時には、死亡退職と
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いうケースも想定されるので、そこまで行き届いた配慮を行っているということが、働く人のモ

チベーション向上策の一つになっていると言える。 

 

 

 

 
 
 
 

③労力負担を軽減する作業環境の整備 ④高年齢者でも可能な省力化・機械化された

酒造工程 ⑤高齢化とともにエキスパートに成長 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 

①年金減額分を上積みする退職金慣行 ②勤務日数・時間の弾力化 

70 
 



銀盤酒造株式会社 

 高年齢者へのインタビュー 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

どのようなお仕事を現在しておられますか？ 

今でもフルタイムの嘱託職員として8:00から17:00

まで働いています。担当は酒造機械のメンテナンス関

係ですが、機械が止まる土曜日の午前も出勤してその

点検や修理を行っています。土曜日に半日出ているの

でその代わり水曜日は半日勤務です。 

65 歳で定年を迎えられて以降、仕事内容は変

わりましたか？ 

基本的には変わりありません。私はずっと工場で機

械の電気担当をしてきました、私が入社した昭和 40

年代ははまだ自動省力化も途中で酒母
も と

の工程 や圧搾
あっさく

の工程は重労働で大変でした。機械が専門の社長の片

腕となって電気技師として工場の自動化、省力化に一

所懸命取り組みました。特に酒母の工程の横型攪拌
かくはん

機

導入については、縦型にするか横型にするか等いろい

ろな試行錯誤があり思い出に残っています。また、日

本酒用の機械だけでなく、ドイツ製のワイン用機械を

改良した機械も導入し、理想的な自動工場を追い求め

てきました。ですから当社独自の技術となっているの

も多いのです。定年の前から機械の維持管理を任され

ていますが、自分が導入に取り組んできた機械は、些

細な異常が生じても長い経験から対応策がすぐ思いつ

きます。長年仕えてきた社長にすぐ連絡を取って 善

を尽くします。また地元にいますから実際にトラブル

が起きても、まさに生ものである日本酒の醸造工程の

機械異常にもすぐ対応できます。 

 

 

若々しくお見受けしますが、働き続けられる理

由は何ですか？ 

現在 70 歳になりますが、やはり社長に請われて働

いてほしいと言われるからでしょうか。現役時代にあ

れこれ工夫して築いてきた工場の機械はやはり愛着深

いものがありますし、使い続ける間はできるだけお手

伝いしたいと思います。 

また、働くことで生き甲斐ができ、そして規則正し

い生活のなか一定の収入も確保できますので社長には

感謝しております。 

大切なお仕事をしておられますので技能伝承

は重要だと思いますがその点はどうですか？ 

 その点は会社でもよく話し合っているのですが、実

は世の中変わってきております。私が若い頃、機械の

故障が発生すると、例えば遠い大阪から当社で出張経

費を払って直してもらいました。そのため、私達技術

者も必死になってその直し方、壊さない工夫等を張り

付いて教えていただいたものです。また会社としても

メンテナンス技術者の育成は必須でした。しかし今は

時代が変わり、富山にも高い技術を持った機械メンテ

ナンス業者さんが多くいて 1 時間で来てくれます。結

局今は、社内技術者を育成し直接直すよりも安い経費

で修理の依頼ができる時代に変わったのです。むしろ

その業者さんといかに体制を組んでいくかが大切にな

ってきました。少しさみしい感じもしますが時の流れ

を感じます。しかし、私が元気なうちは会社に貢献し

続けたいと希望しています。 

 

舟田 茂夫さん（70 歳） 

勤続年数 42 年 

20 代後半から電気技師として、酒造の省力機械化を徹底して進める機

械の専門家の社長を支え銀盤酒造㈱で歩んできた。現在でも工場の機

械メンテナンス・修理等で現役として活躍している。 
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