
株式会社山秀木材 

 

　　　　　　　　　　　　　　　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

18人 1人 4人 0人 0人 0人 23人

0人 0人 0人 1人 1人 1人 3人

の他の非正規従業員 7人 0人 1人 2人 2人 0人 12人

合計（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ） 25人 1人 5人 3人 3人 1人 38人

　Ⅰ　正規従業員

　Ⅱ　定年後、継続雇用時の嘱託社員等

　Ⅲ　そ

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

＜全従業員数のうち高年齢者の従業員が占める割合＞ ＜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」…（18.4％）    「60 歳以上の割合」…（18.4％）    

「65 歳以上の割合」…（10.5％）「65 歳以上の割合」…（10.5％）

会社概要 

 
 
 
 
 
 
 
 

天然木をふんだんに使った良い家造りにこだわり、

優良木造住宅をオーダー生産する総合建築業であ

る。本業の製材から、住宅設計、建築施工、建具、

家具まで自社で一貫提供できる体制をとるところ

にコスト面での強みがある。しかも、比較的に収入

が不安定になりがちな大工を正社員として常用雇

用することで、木造建築技能者の特殊技術の保全に

力を注いでいる。 

● 所 在 地： 南砺市山斐 188 

● 創 業 年： 昭和 28 年（1953 年） 

● 業 種： 総合建築業 

● 資 本 金： 2500 万円   

● 従 業 員 数 : 38 人  

● 平均年齢 : 43.0 歳 

● 最高年齢 : 72.0 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 

70歳まで働ける制度の企業

株式会社山秀木材 
歳定年制に加え 75 歳までの継続雇用制度を整え製材技術者や大工が活躍する企業 
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勤務時間選択制

（1年毎更新）

 
 
 
 
 
 
 
 

 

◆６５歳までの雇用制度 

・雇用延長の種類     65 歳定年制 （昭和 62 年頃から） 

・雇用形態        正社員 

◆６５歳以上の雇用制度     

 ・上限年齢        75 歳  

・雇用形態        会社選択でパート社員として再雇用  

 ・勤務時間        勤務時間選択制 （8:30～希望時間迄） 

・賃金制度        日当制 給与は 65 歳定年前より下がる 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 

木材の川上から川下までを取り扱う総合事業者 

 当社は昭和 28 年創業の製材業者である。平成 8年にはヤマヒデホームを立ち上げ、天然素材を

扱う注文住宅事業に進出。木材の川上から川下までを扱っている。 

当社の強みは、木材関連の専門家を社内に正社員として抱えていること。木材を取り扱う製材

部門の専門家、木造住宅専門の設計士、木造住宅の施工専門技術者（大工）、家具職人を擁し、木

材に関連するどのようなニーズにも自社で対応できる体制を整えている。 

制度導入の背景 

 当社の高年齢者雇用は、経営戦略の柱と掲げる‘天然の木材を取り扱う最高水準の技術’を維

持するために、技能の高い高齢の大工や製材技師に引き続き働いてもらう必要があり、導入した

ものである。 
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 山田社長は導入が必要だと思った背景について次のように語っている。 
「昔、東京の現場で大工を雇ったのですが驚きました。材木を目の前にして、木造住宅を『手

刻み』で建てた経験がなく、工場でプレカットした材木しか使ったことがないというのです。」  
大工が手作業で木材に墨を付けノコギリやかんなで加工していくことを『手刻み』と言ってい

るが、近年木材はコンピューターと機械によるプレカットで工業製品のように扱われる方式が主

流になり、木の良さを生かした『手刻み』が出来る大工が少なくなってしまっている。 
持ち家率が全国で第一位、床面積の広さも第一位となっている富山は豊かな木造住宅文化を育

んできたところである。その文化を支えたのはこの地域の大工だったが、この富山においてさえ

もプレカット工法が主流になり手刻みの出来る大工が少なくなりつつある。 
「このままでは、自然のままの木を使う伝統技術が失われてしまうので、何とかしなければな

りません。こうした大工の技術を残すことは当社の大事な使命と思っています。当社が高年齢者

の雇用に早くから取り組みしてきたのは、こうした手刻みの技術をはじめ、鋸の目立てが出来る

などの木材を取り扱う技術を何とか残したいという思いからだったのです。」 

当社の高年齢者雇用制度 

当社は昭和 62 年頃より 65 歳まで働ける雇用制度を導入した。更に希望者は再雇用され、75 歳

まで勤務することが出来る制度になっている。全従業員に占める 60 歳以上の比率は 18.4％、65

歳以上の比率は 10.5％で、現在の最高齢者は 72 歳である。 

雇用形態は、65 歳以降はパート勤務。勤務時間も本人と相談し柔軟に対応できる制度となって

いるが、製材部門は工場のライン操業なので始業時間は 8時 30 分で統一されており、終了時刻の

みが選択出来る。 

賃金制度について 

賃金に関しては 65 歳までは正社員として業界の一般的な賃金水準で且つ賞与支給も行ってい

る。65 歳以降、支給は日当制となるが、賞与は支給しモチベーション維持を図っている。 

退職金は 65 歳時ではなく継続雇用終了時に支給するが、定年以降の勤続年数も加算される支

給方式になっている。退職金支払いに関しては、中小企業退職金共済組合の退職金制度を利用。

また、郵便局の簡易保険の積立も利用している。 

働きやすい職場づくりに対する配慮 

 高年齢の大工は 4 人いるが、肉体的には無理をさせられないため作業分担を行っている。例え

ば上棟式でも高いところには登らず、現場での指導役に回る。そこで曲がり木のおさめかたや、

ほぞの組み方等の伝統技術を若い大工に教えている。 

 また、留意しているのは、高年齢者の社内における心理的なサポートである。経営者や上司と

の人間関係は働く高年齢者にとっては大きな要素であり軽視できないものである。そのため当社

では経営者や上司が率先し、ベテラン高年齢者に声掛けを行いコミュニケーションがとりやすい

雰囲気づくりに努めている。それは、高年齢者が再雇用者やパートという立場に自らを閉じ込め

ず、自覚を持って業務に参画したり、自主的な指摘や意見を言いやすくするためである。 
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技能・経験の伝承の課題 

 高年齢者の持つ技能・技術は持っているだけではいずれ失われてしまう。可能なうちに若年層

へ継承しなければならない。昔は教えてもらう側が必死に学ぼうとしたが、今の若い人はなかな

か学んでくれないというのが悩み。 

 これまで大工を正社員として雇用することで伝統の施工技術の内製化を図ってきた当社として

は、技術水準の保持は自社の強みをこれからも維持していけるかどうかの大切な課題であるが、 

山田社長は「富山の人は家に対する思い入れが深いので、私たちはお客様に育てられるのです。

こうした環境の中、若い人にはベテランから技能を受け継いでもらいたい。」と期待を述べている。 

経営理念『三方よし』の経営 

 当社の経営理念は、『三方よし』の経営である。「お客様」、「社員」、「協力業者と地域」の三方

が良くなることを目指している。施工したお客様には竣工後もアフターフォローを欠かさない。

実際に施工した大工さんを雇用継続することはそのまま既存顧客へのサービスともなる一方で、

大工を大事にする企業姿勢が新規の顧客紹介に繋がるので、営業戦略上も大変有利に展開出来て

いるという。 
 当社の山田専務は、「昔から大工の棟梁はその地域の人から尊敬され信頼される人だったのです。

こうした高技能者は年齢が高くなるほど風格が出てくるので、当社の看板として顧客からも信頼

され安心され、受注にも好影響を与えています。」と語っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①65 歳以上も賞与支給      ②65 歳以上も退職金支給  
③勤務日数・時間の弾力化    ④技術伝承の役割付与  
⑤経営者・上司からの声掛け、コミュニケーションによる心理的サポート 
⑥信頼、安心される当社の看板 

＜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  
 

 晒
さらし

 義夫さん（64 歳） 

勤続 

 

 

 

 

 

 

島田さんは、山秀一筋の人生ですね。 

 中学を出て、別の会社で働いていましたが、近所に

あるこの会社に誘われ、それから正社員として 65 歳定

年まで、そして、定年後はパートで働いています。 

島田さん、ご専門は何ですか？       

 製材の各工程で使う色んな「鋸」の「目立て」が専

門です。丸鋸、帯鋸、ダイヤモンドソーの刃も扱いま

す。 

「鋸の目立て」とは、どんな仕事ですか？ 
 機械で木材を切断し続けていると、鋸の切れ味が悪

くなります。ですから、「目立て」して切れ味を戻す作

業がいります。例えば、丸鋸だと、刃先は何十、何百

とありますから、その刃先一つ一つに「ガス溶着」と

いう方法で、ステライトを着けていきます。 

 鋸の切れ味は、原木から取れる用材の歩留まりや、

仕上げの品質や原価に直接に響きますから。 

刃の「目立て」の後継者育成は？ 

 若い人に何人も教えましたが、根気の要る地味な作

業で、誰も長続きしてくれませんでした。誰かに継い

で欲しいのですが・・・。「目立て」を外注するとなる

と、遠方の業者に頼みますから、そのたびに製材がは

かどりません。 

田村さんは、中途入社だとか？ 
 別の製材会社で、同じ仕上げの工程をしていました。

しかし、通勤にとても不便で、この会社に誘われ、45

歳の時に採用されました。 

 

 以降、会社からは大事にしてもらい現在に至りまし

たが、65 歳を過ぎてパート身分になっても、会社の方

でまだ退職金の積み立てを続けてもらっております。 

田村さんは、ご専門の仕事はなんですか？ 

 製材機械で裁断された材料を、建築現場や家具工場

で直ぐ使える状態まで、機械で磨き上げ、用材に仕上

げる最終工程です。 

 私は長年の経験で、製材所で使う機械の仕組みが分

かっています。機械の故障が起きても、どこが悪いか

直ぐに分かりますので、私が応急修理します。急ぐ仕

事をやっているときに、メーカーが来るまで機械をと

めていたら製材の仕事ははかどりませんから・・・。 

お二人の勤務時間は何時までですか？ 

 通勤や、勤務の時間が長いと、仕事は続きません。

今は、二人とも午後 3時に帰れるので、体は楽です。 
 

年数 4５年 

氷見営業所所長として活躍中。かつては運転士として、観光バスの運転

業務に精通していた。50 歳からは路線バスの運行管理業務に移り、再雇

用後も同じ職務を続けている。 

右：島田一次さん (72 歳、勤続年数 41 年) 

中：田村一郎さん (66 歳、勤続年数 23 年) 

 

：製材機用の鋸の刃の目立てという特殊な技能職、

：製材の仕上げ工程が専門、経験 40 年。 

製材機械に精通。 

島田さん

経験 40 年。 

田村さん


