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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 91人 9人 8人 2人 3人 1人 114人

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

　Ⅲ　そ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） 91人 9人 8人 2人 3人 1人 114人

 
70 歳まで働ける制度の企業

 
 
 
 
 

株式会社野村鉄工所 
希望者が全員 65 歳まで正社員として雇用され、更に 65 歳以降も正社員として 

る道がある企業勤務出来

 
 
 
 
 
会社概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

野村一族が創業した地場鉄工所の鍛造技術の伝統を

踏まえ、大型の軸受リングの鍛造を専門としている。

日本精工(NSK)の完全子会社となり多品種小ロット

の生産体制を強化するとともに、高品質、短納期、

コストダウンを実現し、ここ 5年で急成長している。

外販営業がなく、全社が高品質の製造に人的経営資

源を集中できるのが強みである。 

 

● 所 在 地：高岡市戸出春日 796-1 

● 創 業 年：昭和 41年 10 月（1966 年） 

● 業 種：鉄鋼業・鉄素形材製造業 

● 資 本 金：2億 5000 万円      

● 平均年齢：34.1 歳   

● 最高年齢 ：71.0 歳 

● 従業員数 ：114 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」…（5.3％）    

「65 歳以上の割合」…（3.5％）
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◆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 

・対象者基準      希望者全員再雇用  

・雇用形態       正社員 

・勤務時間       フルタイム勤務 
・賃金制度       日給月給制 賞与有り 60 歳以降も年齢給加算有り  

■上限年齢        60 歳定年退職時に退職金を支給、更に 60 歳以降分の退職金有り 

・仕事内容       技能職は定年前と同じ 

◆６５歳以上の雇用制度   

・上限年齢       上限の定めなし 

・雇用形態       本人希望に応じ正社員として再々雇用することがある 

・勤務時間       フルタイム勤務  

・賃金制度       日給月給制 賞与有り 

 

 
 
 

鍛造から焼鈍迄の一貫メーカーとして邁進中  

当社は銅器の町高岡の鉄工所らしく、大型軸受けの鍛造を得意 

としてきた鍛造一貫メーカーである。 

 

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 

経営方針を語る下田 清隆社長 
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株式会社野村鉄工所 
 平成 3 年に自立・自販経営から、日本精工㈱の関連会社として技術メーカーに特化する戦略に

転換。平成 20 年に日本精工の完全子会社となり同社世界戦略の一翼を担っている。 

 当社の強みは、多品種・少量生産が出来ること。月 1500 名番、平均個数 10 個を基調にしてノ

ウハウを蓄積、鍛造技術の開発を進め、鍛造から焼鈍迄の一貫メーカーとして急成長している。 

鍛造業界は 3Ｋの職場と言われる厳しい作業環境にある。工場内は外気温より 10 度も高く、工

場内に冷却施設を設けてはいるものの、それでも働き続けるには、高温に体を慣らすより他に方 

法はないのが鍛造の仕事。そのため平均勤続年数も他業界よりも短い傾向にあることは否めない。 

そうした環境の中でも技術開発、省力化、品質安定に取組みして成果を上げ、ユーザーからの

信頼に応え続けていく企業となることは、頑張って働く社員がいて初めて出来ることである。 

その社員が安心して仕事に専心でき、やる気を奮い立たせて働いてもらうためには、まず企業

の組織自身が社員から見て魅力的な存在とならねばならない。 

そう考えた下田社長は、まず企業が社員にとって魅力ある職場を作ること、その中で人を育て

上げていくことを経営目標の根幹に据え取り組んできた。 

65 歳まで希望者全員再雇用 

 当社の高年齢者雇用制度は、こうした経営理念の下、既に法律改正に先駆けて実施してきたもの

を制度化したものである。 

既に 60 歳以上の正社員は 6名となっているが、制度設計の根幹に据えた考え方は、 

年齢によって区別せず、能力や貢献に応じてフェアに処遇するべきである 
  

 

であり、この方針が制度の細部にいたるまで徹底されている。 

制度の特徴を見てみる。 

まず、第 1 の特徴は、希望するなら 65 歳まで勤務出来、更に 65 歳以降も働ける道があること

である。雇用形態は正社員。定年前と変わらない勤務が続く。その意味で当社の場合、定年の 60

歳は、大きな節目ではなく単なる通過点に過ぎない。 

特徴の第 2 は処遇水準が維持されることである。役職も仕事も変わらないので、月給も変わら

ない。但し月給には定期昇給はなくなるが、僅かながら年齢給は上積みがある。賞与は業績給な

ので各人の貢献度や会社の業績により少なくなる場合もあるが、支給方式は定年前と変わらない。     

処遇水準が変わらないことに対し下田社長は、「60 歳を境に人間としての能力に極端な変化が

あるわけではなく、変わってない人に 60 歳になったからといって給与をカットするのは企業のエ

ゴだと思っています。それよりも 60 歳だろうが 65 歳だろうが、会社がそのように処遇すること

を意気に感じてもらって会社のために働いてくれる方がずっと会社のためになります。」 

と語っている。 

特徴の第 3は、60 歳以降の期間分も退職金を支払いすることである。年齢的に様々な資金ニー

ズがあるため、定年時に退職金は支払いするが、それ以降も正社員として雇用する以上は、その

期間に対応した退職金を上積みしていく。 
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株式会社野村鉄工所 

 

高年齢者に最も期待する役割は指導・技術伝承 

ここ数年の急成長の過程で当社は中途採用

により大幅に人員を確保してきたので、総人員

114 名中 91 名が 49 歳未満である。 

当社の主要技術である鍛造技術は、一人前の

職人になるためには 10 年以上かかると言われ

る。 

また、他にも同様の習得すべき技術も多く、

一人でも多くの技術者を確保して技術水準の

高い企業であり続けるにはこうした経験の浅

い社員たちを早期に戦力化させることが不可

欠である。当社は技術企業として社員育成に対する取組みは熱心であり、新入社員は親会社の藤

沢工場へと 1 年間研修させるなどして手厚い教育を行っているが、現場のＯＪＴは高年齢者に最

も期待する役割である。 

 下田社長は、「社長の自分が口でどれだけ言うよりも、現場で先輩社員が手本を示していること

が最も効果的な訓練になるので、体の続く限り現場で若い者に範を示してほしい。」と期待を述べ

ている。 

 更に「昔のように部下は後ろ姿を見て育つとか、仕事を盗めとか そうしたやり方は今では通

用しません。世代間のギャップを乗り越えて訓練の実を上げるためには、教えるものと教えらえ

るものが真剣に向き合うことが必要です。その範となる社員が高齢であることを理由に給与が下

がり、立場もなくして、如何にして範たるべき社員としての気概を持つことが出来ますか」 

と述べ、「人が当事者意識を持つためには役割意識と責任感が不可欠です。その姿勢を引き出すに

ためには、会社が本人と真剣に向き合い、評価し、期待していることをしっかり伝えることが必

要です。」と指摘している。 

経験の浅い社員の中から、鍛造技術をマスターしてくれる人材が何人確保できるかに当社の成

長がかかっていると言えるが、そのためには次代の技術者を練成し、訓練してくれる高年齢者こ

そ当社成長の鍵を握っているといっても決して過言ではない。 

次代の高年齢者にも好影響 

当社の高年齢者雇用制度が近隣の企業には見られない制度となっていることや、また親会社で

ある日本精工㈱の制度ではなく、自社独自の制度として運用してきていることは、対象となる高

年齢者に対しては勿論のこと、高年齢者予備軍である若年社員のモチベーションアップに大いに

貢献している。建前だけではなく、実際に 65 歳以降の雇用を実現している経営姿勢を見て現場の

士気にも好影響を与えているという。 

 

 

 

 

 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 

①賃金･賞与の正社員並み処遇 ②技術伝承の役割付与 ③作業環境の整備 
④年齢による区別なし･⑤定年後の勤続分にも退職金支給 ⑥現場で手本を示す 
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株式会社野村鉄工所 

高年齢者へのインタビュー  
 

 畔
くろ

川
かわ

 修治さん（68 歳） 

 勤続年数 40 年 

鍛造一課の課長。その任務は、鍛造職人の育成である。鍛造

の「技術道場」のような職場である。ここで育成されたメン

バーが、班長⇒課長となり、鍛造二課、三課、四課と企業規

模が拡大していく要の部署の課長である。 

 

 

 

 

 

 

もう少しこの会社の成長を見届けたい。 

私は、会社が長慶寺にあった創業時からこの会社に

勤めており、今年で 40 年になります。趣味は釣りです。

釣り仲間から、「もうそろそろ仕事を止めて一緒に釣り

するぞ！」と誘われますが、もう少し勤めたいと思っ

ています。 

というのは、この会社はもっと成長出来ると思うか

らです。今の社長の手腕でここまで来ましたが、社員

達を本気で大事にしてくれ、これだけ年をとっても、

活躍の場を与えてくれます。この社長のためなら微力

ですが、もうしばらく働いて役に立ち、この会社がど

こまで伸びていくのか見届けたいのです。 

毎朝 6 時前出勤を続けて 40 年 

毎日朝は 5 時 40 分に出勤します。何十年と続けている

習慣です。周りを片付け準備をして 6 時 10 分に炉に火入

れします。炉内温度が上がるまで時間がかかりますので、

早朝から準備をしなければならないのです。6時 40分から

朝礼、仕事を開始します。勤務は午後 4 時まで、残業して

も 6 時までには終わります。40 年間、一日も休んだことが

ないのが誇りです。 

体力的に辛いこともあります。  

70 歳がもうすぐそこまで来ている年齢ですから、

酷暑の 7月 8 月は体に堪えます。特に炉前は 40 年慣

れた体でもきついものです。しかし、経験を積んで

くると、水分補給等体力維持の要領が分かります。

又、最近ではスポットクーラーも各所に配置され環

境が改善してきているのもありがたいですね。 

 

若い人の教育訓練について 

会社がこれからも伸びていくためには、今いる若い人

が育つことが必要です。 

その若い人の教育が私に課せられている大切な使

命ですし、社長からも次代を担う若い人たちを育ててほ

しいと言われています。 

1 人、1 人顔つきも性格も違うし、髪の毛が茶だったり

赤だったりする若い人を相手に、教え方を考えながら１

人前に育てるは難しいけれどもやりがいがある仕事で

す。 

当社の製品が日本一の日本精工に納められており、

ここで作った部品が世界中の鉄道の車輪の回転軸の

軸受けや風力発電の風車の軸受けになっていることな

どを誇りにするだけでは、今の若い人はついてきません

ので、教育には工夫が必要です。 

例えば、同じ仕事を続けさせていると、飽きるの

で、ローテーションを組み、目先を変えさせること

が必要です。 

 また、不良品を出したときが教育のチャンスです。

材料はロスになりますが、失敗には様々なヒントが

ありますので、その機会を捉え成長の糧とすること

が必要です。そうして教えた連中が成長し、班長ク

ラスに成長してくれるのが何より嬉しいですね。 
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