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藤堂工業株式会社 
技術のエキスパート集団の核となる高年齢者の人材力をフルに発揮している企業 

 

70 歳まで働ける制度の企業

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

自動調心クラッチレリーズ軸受部品で、国内シェア

60％を誇る。軸受〈ベアリング〉用の保持器とシール

ド板の製造、それらの製品精度を生み出すプレス金

型・冶工具の設計・製作にオリジナル技術をもち、自

動連続プレス機の性能は、施削・研削による工法では

及ばない大量連続生産を可能にしている。「顧客第一主

義」 

を貫きながら顧客が困っている点を解決し、製造現場

が使いやすい金型を提供することが当社のモットーで

あ

会社概要 

● 所 在 地： 滑川市上島 838 番地 

● 創 業 年： 昭和 37 年 5 月（1962 年） 

● 業 種： はん用機械器具製造業 

● 資 本 金： 1 億 8000 万円   

● 従業員数 : 169 人  

● 平均年齢 : 38.0 歳 

● 最高年齢 : 67.0 歳 

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
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

141人 10人 8人 0人 0人 0人 159人

0人 0人 0人 6人 2人 0人 8人

　Ⅲ　その他の非正規従業員 0人 0人 0人 0人 2人 0人 2人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 141人 10人 8人 6人 4人 0人 169人

　Ⅰ　正規従業員

　Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等

 
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」…（5.9％）    

「65 歳以上」…（2.4％） 
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 高年齢者雇用制度 

 
 
概 念 図 

 

正社員 嘱託社員 嘱託社員

フルタイム勤務
（1年毎更新）

勤務時間は自由設定
（1年毎更新）
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 当社の雇用制度 

◆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       嘱託社員 

・勤務時間       フルタイム勤務 

・賃金制度       月給制 定年前と比べ極端な差はない 賞与有り （55 歳役職定年あり） 

◆６５歳以上の雇用制度      

・上限年齢       上限の定めなし 雇用期間は 1年更新 

 ・対象者基準      会社選択にて勤務 
 ・雇用形態       嘱託社員 （教育指導・アドバイザーを担当） 
 ・勤務時間       勤務時間自由設定 

・賃金制度       月給制 賞与有り 

 

 
 
 

制度改善の考え方、経緯 

当社のモットーは顧客第一主義  

 当社は昭和 37 年に創業したはん用機械器具のメーカーである。主力の自動調心クラッチレリー

ズ軸受部品では国内シェア 60％を誇る。その他金属や樹脂製品のほかプレス加工部品を組み立て

しており、部品は軸受メーカーを通じ、国内だけでなく欧米の自動車メーカーにも供給されてい

る。 
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当社のモットーは顧客第一主義。納入先のニーズに応えるために金型の内製化に取組んできた

経緯があり、「プレス屋は自分たちで金型を作らなければならない」という創業者のモノづくりの

考えに基づくもので、この部門は現在では外販も行う「塑性加工のエキスパート集団」に成長し

ている。 

 当社業績は 2008 年 4 月期の売上高が 34 億円となり過去 高を記録した。その直後にリーマン

ショックに襲われ主力の自動車部品の受注量が激減したが、金型製品の受注に助けられ、業績の

急激な悪化を回避。それ以降徐々に回復し工場は再び活気を取り戻しつつある。 

65 歳までは、本人の希望を優先 65 歳以上は会社が対象者を選定する 

 当社の高年齢者雇用制度は、「企業の社会的責任」や「法律」に迫られて高年齢者を雇用するの

ではなく、技術のエキスパート集団の核となる高年齢者の人材力をフルに発揮するために、それ

までの雇用慣例をもとに制度化され導入されたものである。 

 当社の制度を概観する。 

 当社の定年は 60 歳。継続雇用の希望は事前に本人に確認し決定する。それ以降一年毎に契約を

更新し、上限年齢 65 歳まで働ける制度である。65 歳以上は会社が対象者を選定。現在は 2 名の

社員が嘱託社員として勤務しているが、上限の定めは設定されていない。 

 それまでにも雇用延長の慣行はあったが、当社には労働組合はないので従業員代表と相談しな

がら、平成 18 年から制度を研究し、実施に移した。 

 ユニークなのは、当社には 20～30 歳の社員からなる青年役員室という社内制度があり、その代

表も正規の取締役の一員として、高年齢者雇用制度の設計に参加したことである。 

 賃金については、役職定年が 55 歳であり直前がピークとなる。それ以降は変わらず、再雇用者

にも賞与が支給され、正社員と同待遇が続く。 

高年齢者からの技能の伝承と高年齢者の仕事の洗い出し 

 機械で出来ることをあえて人の手でやることはない。機械が出来ないことを人の手でやらなけ

ればならないが、 近は機械の精度が高まり、 先端のＩＴ技術を使えば若年社員でも機械を扱

って優れた製品を作ることが出来る。 

機械に置き換えて省力化出来た余力を、次の仕事に振り向けることが出来れば生産性も上がる 

 このような収益性や効率性を踏まえた経営判断により機械化を進めてきたが、人の手の技能が

機械にすべて置き換わるかと言えば決してそうではなく、人の手ならではの「力」が要る。その

「力」を持つのは当社で長いキャリアを有する高年齢者である。 

 特に際立った力を見せているのは、 

   ■手動の工作機械を使い、図面から金型加工する段取り 

■プレス加工後のバリ取り 

■仕上げの研磨作業 

等の職人技の作業である。 

 段取りや研磨の仕上げ作業は図面には落し込めないし、この辺で良いという判断基準も数値化

して表せるものばかりではない。顧客が満足する出来栄えを実現するためには、数字に表れない

部分を感触として調整することが必要であり、その役割はやはり高い技能を持つ社員が担う。ま 
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た、機械の使用経験に基づく故障の取扱いや安全・保安面の管理も高年齢者ならではの技能であ

る。 

 こうした高年齢者の持つ技能は、当社にとっては極めて貴重な財産であり、若年者への伝承が

重要な課題となっている。 

 当社の高年齢者雇用に対する取組みの根幹には、「老・若が力をあわせて働くことが大切であ

る。」という創業時代からの理念がある。老も若も力をあわせて働くことで一体感が生まれると同

時に、技能も共有されるという考え方である。 

当社ではこのような考え方をベースにして更に具体的な伝承法を模索している。例えば 

■伝承すべき業務をきめ細かく洗い出す 

■若年者をその業務担当の高年齢者とともに配置する 

というように具体的に進めている。 

 更に定期的な現場研修会開催により、高年齢者インストラクター１名に対し３名で指導を受け

るという形が既に定着している。 

高年齢者にとって仕事がしやすい作業環境の整備 

 高年齢者の筋力や持久力の低下には個人差もあるが、高年齢者が仕事をしやすいよう、作業環

境の整備には日頃から現場毎に「安全、楽に、早く」作業が出来るよう次のような取組をしてい

る。 

① 重量物 

ライン業務ではチームで作業し、重量物はチーム内で運搬作業を分担しカバーしている。 

② 自動化・省力化 

手作業をしていた工程を機械により代替するとともに、省力化に取組みしている。 

③ スクラップコンベア 

金属加工を行う製造ラインの機械の下に金属スクラップの回収を行うためのコンベアを設置

し、自動的に工場の端にあるスクラップホッパーに集約することにより、掃除や運搬などの

作業負担を軽減している。 

古い機械を捨てない 

 型式が古くても高年齢者が使い込んできた機械があり立派に動く。新しい機械に置き換えるこ

とが出来ても、高年齢者がやりやすいようにしっかりメインテナンスを行い使い続けている。機

能的には落ちても、熟練した高年齢者の手にかかれば、性能は十分満足できるものだからである。 

 

 

 

 

 

 

 

①賃金･賞与の正社員並み処遇 ②技術伝承の役割付与 ③勤務日数の弾力化 
④作業環境の整備 ⑤高年齢者インストラクターによる職場研修会 
⑥高年齢者に適した作業の洗い出し ⑦使い慣れた機械の活用 

＜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  
 
 布村 邦夫さん(67 歳) 

 勤続年数 48 年 

藤堂工業の創業期からプレス加工現場をリードし、連続プレス加工技術

を世界的水準に高めてきた技術者。中国蘇州での工場創業にも参加し、

中国人労働者に技術指導をしてきた。取締役も経験し、藤堂工業の創業

精神とモノづくりを体現し後進に伝承するため、今は「顧問」として現

場を巡回する。 

 
 
 
 
 
 
どのようなお仕事を現在しておられますか？ 

私は、当社に勤務して 48 年になります。プレス加

工、ベアリング部品のシールド板製造部門等生産現場

一筋に働いてきました。現在は職場を回り若い人にアド

バイスをしています。 

藤堂工業のモノづくりの基本とは？ 
 当社は、今では金型をやっていますが、もともとプレス技

術の企業です。藤堂家の土蔵で歯ブラシの柄をプレス加

工した時に始まり、その後、金属プレス業に転じ、不二越

や日本精工へ納品できる精度のプレス加工技術を目指し

てきました。 

 当時のプレス加工の工程には、とても危険な作業があり

ました。プレス機の台座に、プレス加工する材料を１個づ

つ手で差し込み、プレスし加工された材料を手で抜き出す

工程です。ここで、よく人身事故が起きました。プレス加工

は危険な手工業でした。 

安全で、能率のよいプレス加工の生産方法はないかと

思い悩みました。この時期から、藤堂工業では、作業中の

事故を無くすこと、つまり、「安全、保安」がモノづくりの基

本となりました。 

 私の長年の夢だった、プレス機に装着する自動トランス

ファー装置の開発、これは藤堂工業の中核技術となり、中

国工場でも展開しました。その装置と金型を滑川の本社で

製造し、中国の子会社や韓国企業などへ装置として輸出

しています。 
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自分の開発経験から、次世代に対して、他人の物真似

でなく、他者の特許を侵害しない「新しいアイデア」を見つ

ける過程、それが知的財産につながる技術プロセスだと現 

 

 

場を回り直接伝えています。 

布村さんの連続自動プレス加工だと、手仕事

の作業は要らなくなるのでは？ 
プレス加工では、手仕事は全く無くなりません。プレス機

で加工された製品には、はみ出した余分な「バリ」が付い

たりします。バリを取り除き、製品を丁寧に研磨する最後の

工程があります。こうした工程では手仕事が必要なところ

があります。この最終工程は、不良品を１つも出荷しない

ための、製品全品検査も兼ねていますから。 

モノづくりの仕上げ工程は、人手ですか？ 
まだまだ、人の感性が大事な作業が残っています。この

工程では、「高年齢者の熟練した手の技」が、特に必要に

なります。ですから、私と苦労を共にしてきた仲間が、今も

嘱託社員として残り、仕上げ工程で後進に技術を指導し

ています。 

ところで、顧問は毎日出社されるのですか？ 
 今では、私は週３回だけの勤務で、9 時から 15 時にして

もらっています。趣味を楽しみ、同時に、社内の仕事も楽

しくやっています。 

趣味は、中国で工場を立ち上げるため蘇州にいた頃、

中国人に学んだ水墨画を描くことです。最近は、蕎麦打ち、

陶芸なども楽しんでいます。 


