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株式会社五福興産 
60 歳以上の高年齢者を新規採用し、公営駐車場の事業受託に成功した企業 

 

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

4人 1人 0人 1人 0人 0人 6人

0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

の他の非正規従業員 6人 0人 0人 15人 40人 0人 61人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 10人 1人 0人 16人 40人 0人 67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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

トイザらス、アルビスなど人気企業がテナントとし

て入店している五福ショッピングセンター「アリス」

のビルを中心に不動産管理を行っている。定年退職

者の雇用の受け皿となる企業が、社会的に強く望ま

れていることから、中高年齢者の就業意欲を活用す

る目的で、60 歳以上を採用条件に富山市営の駐車場

の管理業務へ事業拡張した。 

 

● 所 在 地： 富山市五福 1143-1 

● 創 業 年： 平成 9年（1997 年） 

● 業 種： 不動産賃貸業・管理業 

● 資 本 金： 1100 万円   

● 従業員数 :  67 人  

● 平均年齢 :  61.8 歳 

● 最高年齢 :  69.0 歳 

 
 
 
 
 
 
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」…（83.6％）    

「65 歳以上の割合」…（59.7％）
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正社員（本社管理・事務部門）

パート社員

駐車場管理業務員として60歳以上の人

を対象に新規採用
（6ｹ月更新）

定

年

の

定

め

な

し

60歳 65歳 70歳

60歳
上

限

年

齢

70歳

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

正 社 員 

・雇用延長の種類      定年の定めなし 

・６５歳以上の雇用形態   65 歳までの契約が継続 

・仕事内容         本社管理・事務部門 

 

パート社員(駐車場管理員) 

・採用年齢         原則 60 歳以上を対象  

・雇用期間         6 ヶ月間 以降 6ヶ月毎に更新 

・上限年齢         70 歳 

・勤務時間         勤務時間帯選択は入社時に固定 

・勤務時間         日勤(9:00-18:00…9 時間昼 1時間休憩) 30 日の月は 15 日勤務 

・勤務時 間         夜勤(18:00-9:00…23:00-2:00 又は 2:00-5:00 の 仮眠時間含む) 

30 日の月は 10 日 

・賃金制度         時給制 賃金は年金を考慮した額を支給  責任者に「責任者手当」を支給 

・仕事内容         公営駐車場の管理 

 

 

 
 

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 

高年齢者の活用により新分野への進出に成功した企業 

 当社は富山市のショッピングセンター「アリス」及びＪＡ駅前パーキングを管理するために、

平成 9年に設立された不動産管理会社である。 

 平成 11 年大型ショッピングセンター「アリス」開業して以降、業績は安定的に推移。新分野へ 
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の進出を検討していたところ、平成 17 年に富山市の市営駐車場指定管理者の公募があり応募。 

 それまで市営駐車場は富山市が管理運営してきたが、コスト削減への期待から、民間管理者を

募集することになったもの。これまで培ってきたノウハウと実績により、当社企画が最高点を取

得し、本事業を受託することになった。 

 当社企画が斬新だったのは、その事業実施体制である。事業に関わる従業員が全て 60 歳以上と

いう事業計画になっている。 

実際の従業員募集の求人情報をみると 

   

・まじめ
60歳代の特性 ・仕事熱心

・身体がよく動く

そして・・・・・・・・頑固

 

 

 

と明記されている。 

雇用条件は、原則 60 歳以下は対象としておらず、他の条件は車の免許のみである。 

60 歳代の長所を活かす戦略 

 当社が 60 歳代以上の人材を活用する事業戦略を打ち出したのは、本業務遂行には次のような

60 歳代の特性が適していると考えたからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 先ず、能力の面では長年ビジネスで培ってきた経験や知識がある。そしてこうした力に基づい

た管理・指導能力も持っているが、これらの能力では 60 歳を超えても極端に低下することはない。

特に、状況判断は冷静かつ正確であり、仕事の確実性や正確性が高い。 

 運動能力は作業スピードの面では低下してくるかもしれないが、それも極端に落ちることがな

く、肉体的にはそれほど影響はない。 

 また、性格・人格の面では、良識・常識があり、仕事に

対する責任感の強さ、仕事の丁寧さなどが期待できる。ま

た、やる気や意欲、モラルにおいても水準は高い。 

 「頑固」は、表現をかえれば年相応の正義感や公正さを

持っていること。仕事の現場は公的な施設であり、ルール

を守った利用を行うことが求められている。 

 60 歳代の人は、常識や良識をもっているので、利用者に

は悪感情を抱かせず、その一方でルールを守った公正さを貫く。 

 募集年齢  60 歳以上 

    高年齢者または国の雇用促進施策に係る年齢層に限定 

富山市営富山駅北駐車場 

 駐車場管理業務は、60 歳代の人こそ適任と考えたものである。 
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60 歳以上の比率は 8割を超える 

 従業員を募集したところ、60 歳以上の就業ニーズに合致したためか予定人数を大幅に上回る応

募があった。前職は建設業、機械製造業等、業種は様々である。 

 平成 23 年 6 月現在の実績では、全従業員 67 名中 56 名が 60 歳以上となっており、比率では、

83.6％を超える圧倒的な水準となっている。 

 勤務時間帯の選択は入社時に固定し日勤と夜勤の交代は行わない。勤務を固定するのは勤務選

択時に本人の生活パターンを一定にすることに配慮したものである。 

 また、退職があった場合にはハローワークを通じ欠員募集するが、その際にはいつも高倍率と

なる。時には募集者 1名に対し 10 倍超のこともあるとのことである。当該年齢の雇用ニーズに合

致している証左と考えられる。 

外部委託の内製化と助成金活用によるコスト削減策 

 公営駐車場の料金は条例で定められているため、自由な

値段設定が出来ない。したがって、利益を上げるためには

駐車場利用促進をはかるか、コスト削減するかしかない。

当社では、コストを圧縮する方法として、外部事業者に委

託していた業務の内製化促進をはかっているとともに 60

歳以上の高年齢者の採用に適用される「特定求職者雇用開

発助成金」を活用することで、コスト軽減に役立てている。 

 内製化をはかったのは、日常清掃や管内警備等である。 

肉体的には軽微な作業であり、高年齢者でも十分可能な業務である。 
富山市営城址公園駐車場 

高齢者雇用に関する様々な工夫 

① 経験者への教育・研修の整備 

新規採用者は様々な業務を経験しているが、駐車場管理の経験

者はほとんどいない。 
そこで初心者には接客研修・実地研修を実施し、また駐車場の

機械操作等を学ぶ実地研修は徹底して行っている。 
特に接客関連では、接客方法・接客用語、入・出庫時の基本姿

勢や動作・留意点、車両事故の対応等について、重点的に行って

いる。 

② 高年齢者の健康面を配慮した体制づくり 

 高年齢者にとっては日頃の健康管理が大切と考えているが、病院

に行く等の時には安心して休暇をとれるように配慮されている。そ

の際の補充人員はグループ責任者が差配する。10 名体制のチーム

運営になっているため、余裕のあるシフト勤務体制となっている。 

③ 管理職が率先して、明るい職場の雰囲気作りを行っている 

 仕事の性質上、勤務する者が一同に会す機会はなかなか作ること

は出来ないが、年初に新年会を行い親交を深める他、職場内でのコミュニケーションを円滑にと

ることが出来るよう、管理者が率先して機会を設け明るい雰囲気作りに努めている。 
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高年齢者雇用とイメージ向上に貢献 

 60 歳以上の従業員を雇用する事業戦略が功を奏し、業績は順調に推移してきた。指定管理者制

度は、5年毎に見直しがあるが、平成 22 年には新規参入を狙う 5社と競い、引き続き当社が高い

評価を得て継続受託することになった。 
 最近全国的にも名の通った駐車場管理会社が地方へも進出しているが、富山県内の駐車場へも、

入札に参加している。こうした中で、原則 60 歳以上の従業員しか採用していない当社が、地元業

者としてこの仕事を受託していることは、当地での当該年齢の方々の雇用に少しでも貢献できて

いるのではないかと考えている。 

 引き続き富山市の玄関口となる公営駐車場において、高年齢者の特性を十二分に発揮し、富山

のイメージ向上に寄与していく考えである。 

 

 

 

 

 

 

＜高年齢者雇用考察キーワード＞ 

①教育訓練    ②余裕あるシフト勤務体制    ③勤務時間選択 
④まじめ、仕事熱心、身体がよく動く、頑固 
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高年齢者へのインタビュー  
 

 桐 幹生さん（65 歳） 

勤続年数５年 

60 歳で某電機メーカーを定年退職、ハローワークからこの会社

に紹介される。前職でのエクセル集計の経験を買われ、ＪＲ富

山駅北駐車場管理者となる。温厚な人柄で、職場の貴重なまと

め役として活躍中。 

 

 

 

 

 

 

 

ここの駐車場の勤務形態は？ 

勤務時間は日勤の班は、朝 9 時から夕方 6 時まで、

17 時 45 分に夜勤の班と引継ぎ交代します。 

休憩は 12 時から 13 時です。われわれ日勤の班は、

月 30 日の半分、15 日の隔日出勤となっています。 

夜勤の班は、月 30 日のうち 10 日で、3 日につき 1

日の出勤です。 

日勤の班と夜勤の班とは、採用の時に決められ、そ

の後も、交代はありません。 

どんな業務がありますか？ 

まず、接客の仕事です。駅北駐車場は、オーバード

ホールと隣り合っているので、公演のある日は輻輳し

ます。また、近隣のビルは優良企業が多いので、そこ

に来られるビジネス客も当駐車場を利用されます。 

機械の管理も行います。料金を入れる穴に異物が入

る場合もあるので、簡単な故障は、自分たちで直しま

す。 

そして、料金の収集・計算･集計もやります。 

パソコンは前の会社で、使っていましたから、集計計

算の程度の仕事は難しくはありません。 

 私の場合は、10 人の職場をまとめる管理者の役目も

あります。冬場の除雪、トイレ掃除、窓拭きなどの清

掃業務があります。ここは欅の落ち葉が多くでるから

こまめに掃除をしないといけません。 

年金と賃金はどうですか。 

62 歳で年金受給しました。今は、年金 2 対賃金 1 の

割合です。今 65 歳ですが、採用時にいわれた 70 歳 

 

までは働きたいと希望しています。身分はパート職

ですが、楽しい職場となるよう心がけています。 

勤務のない日はどう過ごされていますか？ 

休みの日にはよく散歩をします。血圧が高いので月

1 回は検診に行きます。夏場は週に 2 回神通川で鮎釣

りに通っています。 

孫のめんどうは、結構、疲れます。家内通院の世

話も大変です。 

会社に希望されることは？ 

駐車場には様々なお客さんが来られます。新規採用

時に行われる接客マナー研修は役立っていると思いま

すので、これからも続け、利用者の方に気持ち良く利

用していただけるようにしたいと思います。 

それに、健康面でのケアーですね。そんなサポート

も会社にお願いしたいところです。 

会社の年 1 回の新年会は、楽しみです。管理部の事

務員さんも、われわれ管理員も皆一緒に集まりますの

で、これで一体感が深まります。 
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