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株式会社ボン・リブラン 
経験豊かな高年齢者ならではの「塩梅」（あんばい）を見分ける力で、和洋菓子の 

新しい食文化創造に挑戦している企業

70 歳まで働ける制度の企業

 
 
 
 

　　　　　　　　　　　　　　　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

59人 4人 1人 1人 1人 0人 66人

0人 0人 0人 0人 1人 1人 2人

の他の非正規従業員 94人 5人 14人 20人 5人 4人 142人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 153人 9人 15人 21人 7人 5人 210人

　Ⅰ　正規従業員

　Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等

　Ⅲ　そ

 
会社概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

富山県内ではじめて生クリームの製造・販売をスタ

ートさせ、「ケーキ屋さん」としてデビューした。洋

菓子、和菓子、パンの三つの分野で、それぞれに個

性的なブランド商品の開発に成功。富山の土産とい

えば「甘金丹」「富也萬」と言われるまでになってい

る。「洋菓子でもあり和菓子でもある」という当社の

強みが提供する製品で新感覚と新味覚を求める女性

の心をつかんでいる。 

● 所 在 地：富山市南央町 3-43 

● 創 業 年：昭和 38年（1963 年） 

● 業 種：食品製造業 

● 資 本 金：1000 万円      

● 平均年齢：39.0 歳   

● 最高年齢：77.0 歳 

● 従業員数：210 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」…（15.7％）    

「65 歳以上の割合」…（5.7％）
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60歳 65歳

勤務時間選択制
（1年毎更新）

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       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 

・賃金制度       月給制 

・勤務時間       フルタイム勤務 

◆６５歳以上の雇用制度     

・上限年齢       上限の定めなし  

・対象者基準  本人意欲、健康状態により会社が選択 

・雇用形態       パートタイマーとして再雇用    

・賃金制度       時給制   

・勤務時間             勤務時間選択制 

 

 

 
 
 

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 

先代社長が創業し、当地一流ブランドに成長 

当社は先代の松井信夫社長(現、会長)が 1963 年富山市にて創業した菓子メーカーである。洋菓

子、和菓子、パンそれぞれに個性的なブランド商品を持ち、富山県、石川県に店舗を展開。取扱

商品の殆どが自社製であり、お菓子を通じた新しい食文化の創造に挑戦している。 
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当社の代表的な商品としては、反魂丹に代表される越中富山の薬をイメージした「甘金丹」や

小豆餡がパイで包まれた「富也萬」が有名で、既に富山土産の定番商品となっている。 

またクッキーや焼き菓子、スイーツ等の洋菓子分野においても嗜好の変化に合わせ積極的に新

商品を開発し提供してきている。 

広範な菓子製造業の仕事内容 

 一口に菓子製造といっても、商品アイテ

ムは多品種にわたる。製造工程は多段階あ

るうえ、安心・安全を確保する厳しい衛生

管理が求められる。特に出来たお菓子はつ

ぶれたり欠けたりしては直ぐ不良品にな

るので、運搬には精密機械以上に細心の注

意をもって扱わないといけない。 
甘金丹 富也萬 

 そもそも菓子づくりは、丹精込めて手づくり 

する芸術品のような側面がある。例えば夏の和菓子であれば、涼を感じさせるために葛などを用

いて透明感ある作品に仕上げるといった具合に、季節感の表現一つとっても奥が深い。機械への

置換が進んでいると言われる洋菓子においても材料の選定に関する目利きや風味を出す高度の技

術分野がある。これらの技術は一朝一夕に習得できるものではなく、長い経験に裏付けられた高

い技能を必要とする。 

店頭に並んだ美味しそうな菓子も、こうした一連の作業を確実に行う生産管理体制が構築出来

て初めて供給することが出来る。 

菓子職人に働いてもらうために制度を設計し導入 

当社の高年齢者雇用制度は、創業当初から先代社長とともに働き、高い技能を持っている菓子

職人に定年以降も続けて働いてもらうため制度設計されており、平成 18 年の法施行より先んじて

導入されている。 

定年は一律 60 歳。以降は望めば全員が再雇用され、上限年齢 65 歳まで勤務することが出来る。

65 歳以降についても会社基準の選定条件があるが、パートタイマーとして勤務することが出来る

設計となっている。 

実態としては本人に意欲があり健康面から十分働くことが可能なら、希望する時間だけパート

として働いてもらっている。過去には 81 歳まで勤務された実績もあるとのことであり、現在の最

高齢者は 72 歳である。運用面の中で高年齢者は突然体調を崩されることがあるので、勤務時間帯

の希望には弾力的に配慮している。 

販売職はほとんどが女性であるが、60 歳を越えて継続雇用を望まれる人はこれまでにはなく、

管理部門では部長職のまま 65 歳まで勤務してもらっている方が 1名いる。 

頑張っていただいた方があればこそ当社の今がある 

 松井敏幸社長は、これまで頑張ってくれた菓子職人について次のように語っている。 

 「当社はこれまで先代社長とともに働いてくれた優秀な菓子職人のお蔭で多くのヒット商品を

生み出しており、売り上げは順調に増加してきました。これまで売り上げの増加に対応するため 
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には、生産体制を拡大する必要がありましたが、直ぐには技能を持った職人さんの手当が出来な

いので、その時いる職人さんで頑張らなくてはいけませんでした。当社が今あるのはその頑張り

があればこそです。それだけに長年に渡り当社を支えてくれた方々を大切にしなければならない

のは当たり前のことで、働けるならいつまでも当社にいてほしいと思っています。」 

高年齢の菓子職人への配慮 

 当社は頑張る人が多いとはいえ、体を使う仕事であり、無理をすると怪我をする等の危険性もあ

るので、事故防止や作業負担軽減の観点から、無理な作業姿勢、重量物の取扱い、階段昇降の実

態、滑りやすいフロアの転倒防止策等、作業場の見直しを常に行っていかなければならない。 

 菓子製造のラインに入ってもらっている高年齢者には、担当するラインを短くし個人の作業量

を減らしているが、高年齢者には体を楽にしてもらった分、その傍に若年社員をつけ、技術指導

の役割を担ってもらうことにしている。こうした見直しの対応は、現場から提案することになっ

ている。作業現場の改善や安全対策などを丁寧に拾い上げ、一つひとつ吟味した上で改善につな

げている。 

高年齢者ならではの「塩梅
あんばい

」を見分ける力 

 和菓子の世界では「塩梅」という言葉をよく使われる。味加減とか具合・状態という意味の言葉

であり、味・硬さ・色・香りなど五感を使ってこの「塩梅」の感覚を磨いていくことが欠かせな

い。この「塩梅」を見分ける感覚は一つひとつの作業をこなす経験のなかでしか体得できない。

この力は 60 歳になって急に衰えることはなく、むしろ長い経験が活きてくる分野でもある。 

 当社製品の品質は、良い「塩梅」を見分ける経験豊かな高年齢社員が担っているので、貢献度

は極めて高いと評価されている。 

生産ラインの仕込みのプロセスで、不具合を予め見抜く経験力 

また、後進の指導においてもその経験が生かされるので、技術伝承における高年齢者の役割が

極めて重要である。 

例えば、若い菓子職人がマニュアルに忠実に焼き菓子をつくったのに、製品に不具合が出るこ

とがある。その原因が、原材料のバラツキにあることや、湿度を加味した温度の調整を怠ったこ

とにあると見抜くのは高年齢者の職人である。 

また、仕込みの段階で材料調合の不具合などを製造する前に見抜き、失敗を防ぐのは高年齢者

の職人の経験力である。 

当社では優れた技能をもった技術者を製菓学校の講師として派遣し、業界にも貢献してもらっ

ている。こうした大切な人材を確保していくためにも、継続雇用制度には大きなメリットがある。 

 

 

 

 

 

 

 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 

①勤務時間の弾力化 ②技術伝承の役割付与 ③作業環境の整備 
④塩梅を見分ける力 ⑤不具合を見抜く経験力 
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高年齢者へのインタビュー  
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先代社長とともに歩んできた 45 年間 

 私は、先代社長が創業されて間もなくの時から今日

まで 45 年間 当社で和菓子職人として働いてきまし

た。この年まで続けて来られたのは、菓子を作ること

が好きだだったから、ということに尽きると思います。

この私にそんな仕事を与えていただき、今も働けるこ

とに感謝しています。 

この間、先代社長、更には、現社長の手腕で会社も

大きく成長しました。忙しかったけれども、毎日の生

活には張りがありました。 

ヒット商品を開発されたそうですね。    
ヒットした商品はたまたまで、皆さんからのご指導

があればこそのことです。しかし、やはり売れると励

みになります。売れるということはお客さんに気に入

って頂けるからこそで、お客さんに美味しいと言われ

ることが私たちの何よりもの喜びです。だからもう一

つ、もう一つと頑張る気になります。 

どのような勤務をされていましたか。 

毎日 12 時間以上働いていました。菓子の製造ライン

は 150 メートルあったのですが、それを管理しており

ました。150 メートルのラインを見ていると、毎日の

歩く歩数は 36000 歩になったものです。とうとう膝の

半月盤が擦り切れてしまって、医者には「自転車を使

いなさい」 

とまで言われました。やはりこの仕事が好きだったか

ら続いたのだと思います。 

 

今はどうされていますか？ 

今は、朝 6 時から午後 4 時までの勤務です。長いラ

インは工夫して短くし、さらに、1 人 1 人が受け持つ

ラインの長さを 15 メートル以下にしてもらいました

ので、昔と比べると大変楽になっています。 

若い人を自分の周りにつけてもらっていますが、松

井社長からもよく仕込んでくれと指示されています。

あれこれ言うよりもやはり実践の中で教えるのが一番

効果があると思います。 

 また、最近、会社から派遣され製菓専門学校の講師

を務めていますので、このごろは学校で教える時間が

多くなっています。近頃は和菓子職人を希望する若者

が少ないのですが、和菓子の技術が途絶えることが心

配になります。意欲のある若い人たちに少しでも私の

持っているものを伝えられたらなと思っています。 

賃金のことを教えてください。 

 65 歳からはパートタイマーですから時間も違いま

すので、65 歳までとは収入は違います。でも、賃金の

ことよりも「働ける楽しさ」があるので働ける場所が

あることに感謝しています。 

ボン･リブランでは、和菓子職人と洋菓子職人とが

仲良く、互いの技術の長所を出し合い、新製品を造り

だす過程が面白いし、いくつになっても私の生きがい

です。 

 

千葉 勝弘さん（68 歳） 

勤続年数 4５年 

和菓子職人の「匠」、製菓専門学校の講師を兼任。当社の創業時期から、

ヒット商品開発者として著名な和菓子職人。大量生産ラインの構築、管

理でも活躍した経験がある。 


