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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

22人 10人 6人 0人 0人 0人 38人

0人 0人 0人 4人 3人 1人 8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） 22人 10人 6人 4人 3人 1人 46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

 
 
 
 
 

大松青果株式会社 
青果の取扱いを熟知した高年齢者を活用し県内の台所を支える仲卸企業

 
 
 
 
 
会社概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜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」…（17.4％）    

「65 歳以上の割合」…（8.7％）

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 

県内産だけでは不足する青果物の需要を満たすため、県

外産の青果物を移入し富山の台所に届けている県内の有

力青果物卸業者である。暮らしを見つめ、時代を見据え、

安全・安心な食品の安定供給に努めることをモットーに

県内の量販店及び有力スーパー、外食産業、各種病院、

学校等へ卸売りしている。その他、青果物の加工、花き

販売等を行うグループ会社 9 社を有しグループの売上は

149 億円。北陸随一の青果物仲卸企業である。 

● 所 在 地：富山市掛尾町 500 番地 

● 創 業 年：昭和 43年 11 月（1968 年） 

● 業 種：卸売業 

● 資 本 金：1200 万円      

● 平均年齢：52.0 歳   

● 最高年齢：70.0 歳 

● 従業員数：46 人 
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65歳 70歳

（1年毎更新）
フルタイム勤務

職名：再雇用社員

（1年毎更新）

60歳 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆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 定年前水準の約 7割程度。内訳（ 固定給 8割、歩合・能力給 2割） 

■賃金制度        賞与有り 63 歳役職定年あり 本俸のピークは 50 歳で 60 歳まで横ばい 

■賃金制度        60 歳定年退職時に退職金を支給、更に 65 歳時に 2 度目の退職金支給 

◆６５歳以上の雇用制度    

・上限年齢       70 歳 但し、場合によっては 70 歳以降も別会社で働ける場合もある 

・上限年齢       雇用期間は１年更新  

・対象者基準      本人意欲、健康状態等により会社が選定  

・雇用形態       嘱託社員 

・勤務時間       勤務時間選択制 

・賃金制度       月給制 賞与有り 

 

 
 
 

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 

グループ年商 149 億円を超える青果物仲卸業者  

 青果物は日常生活には欠かせないものである。しかし、富山県における野菜の産出額（イモ類
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を除く）は 39 億円と米の 1/10 以下であり、昭和 59 年以来連続して全国 下位となっている。 

 当社は、県内産だけでは不足する青果物の需要を満たすため、県外産の青果物を移入し富山の

台所に野菜を届けている青果物仲卸業者である。グループの中心である仲卸業の当社の他、学校・

病院関係への食品卸、青果物加工、花き販売等の青果物関連事業を総合的に行っており、グルー

プ内 9社を合わせた年商は 149 億円を超える。 

求められる力は「目利き」という専門性 

青果物は、卸売市場に集荷された青果物を卸売業者や仲卸業者・売買参加者間でセリや相対に

より取引が行われる。取引が成立すれば需要家や小売店の店頭へと運ばれていく。流通から消費

までの時間が短く、毎日消費するため多頻度の配送

があり、大部分が市場を経由して流通されているな

ど、他の商品にはない商品特性と流通特性を有して

いる。 
また、年次ベースで見ても、数量や価格に大きな

変動が伴う。季節的な要因や気候的な要因に加え、

商品の 盛期、端境期などによる出荷量の増減、産

地別の状況等から、卸売の数量や卸売価格が変動し

ていくためである。 
それゆえ仕入は相場の予測、産地からの出荷情報を入手するなりして、適切に行うことが求め

られるが、こうした分野は専門知識や経験のあるプロが行うことが必要である。 
また、仲卸業者は、 
① 多種多様な品目の豊富な品ぞろえ 

② 迅速確実な物流機能 

③ 需給を反映した迅速、公正な価格形成機能 

 が必要である。 
   こうした業務を確実に行い良い品物を必要とする

人へ届ける力が流通業者の力量である。 
大井山社長は、こうした流通業者の総合力を高め

るためには、高い専門性により売り買い双方から信

頼される『目利き』の力が求められていると言う。更に買受人や需要家をこまめに回り、痒いと

ころに手が届くサポートをしてなじみ客を増やしていく営業力や、野菜のプロである八百屋とも

商売上の駆け引き出来る力量も必要だと語っている。 

大井山 行雄社長 

衰えることがない高年齢者の「目利き」 

 当社では、取り扱う青果物の種類が多いので、野菜から果物全般にそれぞれ専門の営業職を配

置している。営業職には仕入から値段の仕切りまで全て権限を移譲されており、その商品に関わ

る商売の裁量権を実質的に委ねている。 

 こうした中で「当社の再雇用社員の目利きの力は落ちませんし、長年の付き合いがあるお客さ

んからの信頼も厚いので、掛け替えのない戦力です。」と大井山社長は明言している。 
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 現在、当社で活躍している高年齢者の営業職（仲買人）は 2 名でそれぞれ 70 歳。1 名は果実、

もう 1名は重量物野菜(大根、キャベツ、白菜) である。 

高年齢者は即戦力、若年層は中長期的な育成をはかる 

高年齢者

　 社内

若年層 中長期的な育成
人事戦略上の重要課題

社外 手腕があれば年齢を問わず確保

「目利き」の確保と育成

継続雇用制度

人が財産である当社にとって、営業戦略上必要な「目利き」の確保は重要な経営課題である。

営業センスや専門性を持った「目利き」は一朝一夕には育成出来ないので、若年者に対しては中

長期的に育成していく一方で、高年齢者の社員については高年齢者継続雇用制度の導入をはかり、

活躍してもらっている。更に社外に能力のある人がいれば高年齢者でもスカウトし確保していく

というのが当社の人事戦略である。 

 

  

 

 

 

健康で頭も体もシャキッとした人ばかり 

 大井山社長に、重量物をも扱う業務に取組するにあた

り、筋力や運動能力等の肉体的な衰えや計算能力等に関

する加齢による変化についてはどうなのかと伺うと、

「傍から見ればそう見えるかもしれませんが、当社の高

年齢者の社員には、そうした心配は全くありません。青

果物の卸売市場の仕事ですから、毎日朝が早く、夜は早

く眠るので生活のリズムは健康的です。仕事では大きな

声を出し、体を動かす仕事ですから体力も鍛えられる。 

それに商売そのもので、何十万、何百万円を商う真剣勝負を毎日やっていますから、皆シャキッ

としている人ばかりですよ。」 

と述べ、当社に働く高年齢者の方々においては、勤務に関しては全く不安がないと述べている。 

 実際に流通業界ではスーパーが 365 日営業となり、これに対応する為に当社も休みなしの営業

体制を敷いているが、24時間体制の業務に関しても高年齢者社員もそのシフト要員となっている。 

高年齢者の勤務をカバーする仕組み 

 高年齢者への配慮としては、重量物等配送に関しては当社では配送部門がすべて行っている。

高年齢者の弱点を会社のシステムとしてカバーする仕組みが出来上がっている。 

 その他にも体力的な問題が出てくれば、グループ会社には体力的に楽な仕事もあり、個々に相

談し、軽労働で済む子会社に配置転換しているとのことである。高年齢者の勤務では個々人の差

が大きいが、体力低下に備えた受け皿確保による雇用の維持にも配慮されている。 

 

 

 

 

①勤務時間の弾力化 ②作業環境の整備 ③退職金支給 ④衰えることのない目利き

⑤頭も体もシャキッとした人 

＜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  

 
 草野 文武さん(69 歳) 

勤続年数 14 年  

 重量野菜担当の仲買人。もともとは、個人で八百屋を経営し、大松青

果㈱の顧客であった。社長に豊かな商品知識を見込まれ、請われて 50

歳代で大松青果㈱に中途入社。重量野菜(大根、白菜、キャベツ等)を

専門に扱う仲買人。 

 

 

 

 

 

仲買人さんとは、どんなお仕事ですか？ 
 仲買人は、品物の仕入れと、小売商への売りさばき

が仕事です。私は重量野菜の専門で、主に大根、白菜、

キャベツを扱います。大根は年間を通じ需要がありま

す。富山ではなんと言っても大根です。取引量が大き

く、金額が膨らみますし、１年中全く需要が下がらな

い売れ筋商品です。刺身のツマとして大根が使われ、

需要が毎日あるからでしょう。それに、「おでん」の季

節にはもっと売れます。 

お仕事のツボは、どこにありますか？ 
 買い付けに来られる小売商の方の顔を思い浮かべな

がら、仕入れる品物のランク、売りさばける量を頭の

中であらかじめ計算することです。 

高校を出てから 50 年、野菜ばかり扱ってきた経験で

数字が頭に入っていますから、季節、天候、曜日など

を考え、今日はこれくらいの量を仕入れるとか、全部、

自分の判断で仕入れるわけです。会社からは仕入れに

関する様々な裁量権限を与えられています。 

 次に、売りさばく方の仕事ですが、品物のランクに

応じ、高級品にしか手を出さない小売商や、安い価格

の品だけを求める量販店のバイヤーなど、客の個性を

それぞれ細かく見極めて売りさばきます。私には小売

商の経験があるで、買いに来られる顧客の心理がよく

わかりますので、そうした経験が仕事に役立っている

と思います。 
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重い大根を運ぶのは、大変でしょう？ 
重量野菜なので、距離のある運搬は、若い人に手伝 

 

ってもらいます。でも、客に商品を見せるために持ち 

上げたり、近いところを運んだりするのは、長年の経

験があり、今でも十分やれます。ダンボール箱に入っ

た商品を持ち上げるには、一寸したコツがありますか

ら・・・。 

この会社には、中途採用とのことですが。 
個人で八百屋をしていました。社長に誘われ、50 歳

代で正社員として入社しました。今は定年後の再雇用

の身分ですが、それでも正社員と同じ仕事内容なので、

それに応じて十分に待遇してもらっています。 

子供が大学 4 年生で、来年春の卒業までは、経済的

に働く必要があります。ですから、こうして 65 歳過ぎ

でも使ってもらい、大井山社長には本当に感謝してい

ます。 

朝の早いお仕事でしょう？ 
私個人は健康面で辛いところもあり、本来は午前 1

時半に出勤するべきところを、午前 2 時からの出勤に

変更してもらっています。 

仕事の終わりは、正午です。朝が早いので、前の晩、

見たいテレビも控え、睡眠時間を十分とります。この

頃は、夜 9時には自然に眼がふさがります。 

 


