
聞き手 ： 御社の歴史についてお聞かせください。

山下社長：関東大震災の2年後の1925（大正14）年8月
に創業し、今年90周年を迎えました。関東大震災の際、
創業者が復興支援物資の中に缶詰が入っていたのを見
て、その必要性を感じたのが始まりです。山々に囲まれた
飛騨の地で、当初はなめこの缶詰からスタートし、問屋業
へと歩んでまいりました。

聞き手：大きな転機はどのような時期でしたか。

山下社長：弊社は震災と転機が重なり合うところがありま
すが、私は東日本大震災が発生した2011（平成23）年に
3代目の社長として就任しました。父は高度成長期に会
社を受けて会社を発展させましたが、1990年代に入ると、
バブルは崩壊し、物があふれ、多様化も進みました。これ
までのビジネスモデルが通用しなくなり始め、山一商事の
モデルをどうしていくのかという転換期に差し掛かってい
ました。一方、会社からみると、苦戦しているなりにも利益
を上げていたので、変革する必要があるのかというムード
もありました。ベテランとは意見がかみ合わず、社員が辞
めていく中で、私は新たな人材を入れながら、ISOの取得
などに取り組み始めました。青天の霹靂は2003年でした。
関連会社による産地偽装問題がスクープされました。問
題が発覚した以上、前向きに誠心誠意、対応していくし
かないと考えました。社内にコンプライアンス委員会を作

り、幹部も入り、社内の問題や困りごとを解決し、ひとつの
方向性に向かって会社を良くしていこう、働きやすい環境
を作っていくため一致団結していこうという流れができまし
た。当初は私と幹部には相当な開きがありましたが、目指
したい会社像を一緒になって考えていくことで、方向性が
定まったと感じています。

聞き手：御社の業務内容を教えてください。

山下社長：食環境変化対応業と位置付けています。販
売部門の総合食品商社「ヤマイチ」は、創業時から常に
時代の流れを意識し、価値のある商品の提供に取り組ん
でいます。取扱商品は冷凍・チルド食品から、酒類、業務
用食品まで多様です。配送機能の充実を図り、受注した
ものを翌日には届けられるようなシステムを確立していま
す。生産部門の「つきいち」は、山一商事のブランドネーム
でもあり、安心できる商品をお届けできるよう、素材を厳選
し、独自の調理方法で最大限に食材の良さを引き出すよ
うに工夫を重ねてきました。特に山菜加工品は多くの人に
親しまれています。

聞き手：どのようなことを大切にされていますか。

山下社長：これからの20年間で、人口の2割が減ってしま
います。当然、人口が減れば、私たちの売上の2割は減少
するという状態になります。特に高山を中心とした飛騨地

●住　　所： 高山市問屋町30-88
●Ｔ Ｅ Ｌ：0577－33－0111
●Ｆ Ａ Ｘ： 0577－33－0113
●Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.yama-1.com/
●事業内容：
●従業員数： 123名

市場ニーズに応える商品を提供
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山菜加工及び食品全般卸売

山一商事株式会社

山下  喜一郎
代表取締役社長

氏

～「捨てない農業」を核とした新規事業を開始～

創業90年　社員とともに方向性を
見定める

バックヤードでお客様の効率化を図る



域は、都心部より5ポイ
ント以上、高齢化が進
んでいます。裏を返せ
ば、人口減少の最先端
の地でビジネスモデル
を考えて事業展開でき
れば生き残れるのでは
と頭を切り替えました。
私たちは、農場があり、
生産も製造も行い、直
営店もあります。卸もし
ているので、すべての
分野を網羅しています。
それらをつないでいきな
がら、お客様が満足していただけるような体制を作って
いきたいと考えています。具体的には、まず、裏方でお客
様の効率化を進めていくことです。現場では人材の確
保が難しくなっており、いかに効率よく収益を上げる体制
を築いていけるかを提案していきたいと考えています。も
う一つはお客様を集客していけるような体制のお手伝
い。現場で手に取ってもらえるような商品をどうお届けす
ることができるか。魅力のあるメニュー、商品をどんどん
提案していきたいです。

聞き手：新たな取り組みも始まっているようですね。

山下社長：農業を支援していけるように、ミチナル㈱を今
年11月に設立しました。いま農家さんが出荷できない規
格外品や、選別の際に捨てられている外葉や根などを
全てそのまま買い取らせていただき、それを原材料にし
て商品を作り出していきます。私たちは、採取した山菜や
きのこなどから不要物を取り除くプロフェッショナルとして
努めてまいりました。そのノウハウを強みとして生かし、無
駄のない農業をしていけるように、農家、JAを含めて地
域一丸となって作り上げて一緒にやっていこうという取り
組みです。また、今年8月、直営店2店舗で外国人観光
客に顧客満足度調査を行いました。その結果、食の関
心がトップでした。お客様からは地元の食材をもっと使っ
ていきたいというご要望があり、地元で作ったものを地元
で食べていけるサイクルを作っていく必要があると感じ
ました。食と農業が未来に繋がっていけるように、農家が
しっかり利益を上げ、飲食店や私たちも儲けさせていた
だきながら、農家の人たちが主役になり、農業を存続し
ていけるような農業支援を展開していきたいと考えてい
ます。

聞き手：人材育成への取り組みはいかがですか。

山下社長：ここ数年はビジネスモデルの変革を中心に進め
てきましたが、今年は教育元年と位置付け、原点に立ち返り、
幹部、社員の教育をもう一度一からやり直していきたいと考え
ています。人をどのように育てていくのか。現場とコミュニケー
ションを取りながら、全員で成長していきたいと思っています。
金の卵から金の鶏を作っていける体制をこの10年かけて作
りながら、次の100年につなげていきたいと思います。特に、幹
部の育成では、いま2人が関連会社の経営に携わっていま
すが、合わせて10人を送り出したいと考えています。

聞き手：今後に向けての抱負をお聞かせください。

山下社長：食の環境が変わっていく中で、まだまだ小さな
会社ですが、地域の期待もいただいていますので、会社
を継続的に成長していけるように人材を育てていきたいと
思います。

聞き手：最後に休日の過ごし方は。

山下社長：体調管理をしながら、体を鍛えています。ス
ポーツを見るのも好き。全国各地に出張するので刺激を
受けています。

経営者インタビュー
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農家が主役の農業支援がスタート

幹部10人を関連会社の経営者に

継続的な成長を目指す

一般社団法人 岐阜県経営者協会

事務局長 舟渡 克行
聞き手
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希望者全員が65歳を超えて働ける企業の状況

コース転換制度の転換要件（複数回答）

【岐阜県の特定最低賃金の結審状況】
　平成27年の中部3県の特定最低賃金の時間額が決定した。岐阜県の特定最低賃金は、「電子部品・デバ
イス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」815円（前年比11円増）、「自動車・同附属品製造
業」856円（同14円増）、「航空機・同附属品製造業」902円（同12円増）となった。なお発効日は、いずれも平
成27年12月21日（月）となっている。
　その他、中部3県における特定最低賃金の結審状況については以下の通りである。
　（地域別最低賃金については、本誌10月号を参照下さい。）

【岐阜県 65歳超えて働ける企業が約8割】
　岐阜労働局は、県内企業の高年齢者の雇
用状況についての集計結果をまとめた。
　雇用確保実施済み企業の割合は99.9％
（前年比0.8ポイント増）。希望者全員が65歳
を超えて働ける企業は80.3％（同1ポイント
増）、70歳を超えて働ける企業は24.2％（同1
ポイント増）となった。
　なお、過去1年間で60歳定年企業におけ
る定年到達者4,040人のうち、継続雇用され
た人は3,430人（84.9%）となっている。

【コース別雇用管理制度導入企業の約8割で転換制度を導入】
　厚生労働省はコース別雇用管理制度導
入企業の実態調査を発表した。
　コース別雇用管理制度導入企業のう
ち、88.1%の企業が「転換制度あり」、11.9%
の企業が「転換制度なし」（「導入予定あ
り」5.9%、「導入予定なし」5.9%）となって
いる。
　一般職から総合職への転換制度がある
企業は全体の84.7%で転換に必要な用件
をみると「本人の希望」が最も多くなっ
た。転換における用件の状況については
右記の通り。　

希望者全員65歳以上までの継続雇用制度 65歳以上定年 定年制の廃止

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

31～300人

301人以上

全企業 2.5％2.5％2.5％

0.0％0.0％0.0％

2.7％2.7％2.7％

62.0％62.0％

48.9％48.9％

63.0％63.0％

15.8％15.8％

16.4％16.4％

8.0％8.0％

自動車・同附属品製造業

航空機・同附属品製造業

793

829

＋7

＋7

805

841

＋12

＋12

819

854

＋48

＋47

＋14

＋13

834

869

+15

+15

815

854

＋7

＋6

823

863

＋8

＋9

837

877

＋44

＋42

＋14

＋14

852

890

+15

+13

785

823

873

 ＋5

＋5

＋5

792

830

879

 ＋7

＋7

＋6

804

842

890

 ＋12

＋12

＋11

815

856

902

 +11

+14

+12

 ＋35

＋38

＋34

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

時間額 増分 時間額
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

平成27年

増分 時間額 増分 時間額 増分
4年間
引上額計

（単位：円）

輸送用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業
建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・
同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業

時間額 増分 時間額
平成24年 平成25年 平成26年

増分 時間額 増分 時間額 増分
4年間
引上額計

（単位：円）

愛
知

三
重

岐阜県における特定最低賃金の推移

隣県における特定最低賃金の推移（抜粋）

資料出所：岐阜労働局「岐阜県内企業の平成27年『高年齢者の雇用状況』集計結果」

資料出所：厚生労働省「平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況（確報版）」

総合職⇒一般職
一般職⇒総合職

0.0 20.0 30.0 40.010.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
（%）

本人の希望

上司の推薦

面接試験

筆記試験

勤続年数

資格等級

年齢

その他

要件なし
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労働行政レーダー
ヘッドライン

【年次有給休暇の取得状況】
　厚生労働省は就労条件総合調査の結果を発表した。
　年次有給休暇の取得状況について、平成26年（又は平
成25会計年度）1年間の年次有給休暇の付与日数は
18.4%、そのうち労働者が取得した日数は8.8日で、取得率
は47.6%となっている。

【平成27年度の「均等・両立推進企業表彰」
　　　　会員企業の太平洋工業㈱が受賞】
　11月20日（金）岐阜労働局は、はつらつ職場づくりセミ
ナーにおいて平成27年度の「均等・両立推進企業表彰」
を行った。
　この表彰は、厚生労働省が「女性労働者の能力発揮
を推進するための積極的な取組（ポジティブ・アクショ
ン）」や「仕事と育児・介護との両立支援のための取組」
について、他の模範となるような企業を表彰する制度で
ある。
　平成27年度はファミリー・フレンドリー企業部門 岐阜
労働局長奨励賞として、当協会の会員企業である太平
洋工業㈱が表彰された。同局での同賞表彰は2年ぶりと
なった。

資料出所：厚生労働省「労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について」

　厚生労働省は、正社員化を含め無期転換制度の導入
を予定している企業の参考としていただくため、取組事
例（9社）をホームページで公表した。導入事例について
は順次追加される予定で、取組みの概要を確認するこ
とができる。

労働契約法の無期転換ルールについて
取組事例を公表

資料出所：厚生労働省「状況把握、情報公表、認定基準等における解釈事項に
              ついて（Q＆A）

　厚生労働省は、企業が取り組むべき女性労働者の活
躍に関する状況把握、情報公表および認定制度の基準
等の解釈を示すQ＆Aをホームページ上で公表した。

厚生労働省が女性活用推進法が定める
「状況把握」や「情報公表」などについて

Q＆Aを公表　　

資料出所：厚生労働省「新規学卒者の離職状況（平成24年3月卒業者の状況）」

　新規学卒就業者の卒業後3年目までの離職率は大学
32.3%（前年比0.1ポイント減）、短大等41.5%（同0.3ポイン
ト増）、高校40.0%（同0.4ポイント増）となった。

新規学卒者 卒業後3年以内の離職状況

資料出所：厚生労働省「平成26年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」」

　3年前と比べて正社員以外の労働者比率が上昇した事
業所は14.1%、低下した事業所は14.2%となった。正社員
以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上
昇した就業形態（複数回答）をみると、「パートタイム労働
者」が59.3%と最も高く、次いで「嘱託社員（再雇用者）」
が21.6%、「契約社員（専門職）」が12.7％となっている。

正社員以外の労働者比率が上昇

資料出所：日本経済団体連合会「記者会見における榊原会長発言趣旨」

　11月9日（月）経団連の榊原会長は、採用選考活動の開
始時期について選考活動のスケジュールを2ケ月程度前倒
しにする方針を明らかにした。広報の開始時期は3月1日
を維持することが適切であるとし、現在の3年生から適用
される予定である。

就職活動の解禁　来年から6月に前倒し

労働者1人
平均付与日数

労働者一人
平均取得日数 取得率

資料出所：岐阜労働局「平成27年度の『均等・両立推進企業表彰』は
            太平洋工業株式会社」

平成27年

平成26年

18.5日 8.8日 47.3%

18.5日 9.0日 48.8%

資料出所：厚生労働省「平成27年「就労条件総合調査」」

▲ ファミリー・フレンドリー企業部門 岐阜労働局長奨励賞を
　 太平洋工業㈱が受賞

太平洋工業㈱の主な表彰理由
・男性従業員が、7か月の育児休業を取得
・人事部担当者が育児休業前、休業中、復帰前、
復帰直後まで継続的にフォローを実施
・WLB宣言等を実施し、社員の意識高揚を図っ
ていること。
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有限責任監査法人トーマツ
マネジャー（社会保険労務士）

神谷 喜代子 氏

第3回　人事・労務担当者養成セミナー

ベースとなる考え方の違い
人事制度の位置づけ

等級制度の存在意義
等級制度

人事評価の目的
評価制度・昇進や昇格の際に、社員が成長実感を感じられる

・等級ごとの要件を明示することで、等級レベルに応じた
役割や責任が明確となり、会社として求める組織行動
を促せる

・社員が社内でのキャリアビジョンを描けるようになる
・組織的なマネジメントが可能となる
・多様な価値観やスキルを有する人材を適切に処遇できる

人材タイプの切り分け

等級制度のメリット・デメリット
①成果主義：個人が仕事の場で出した成果を評価し、
その大きさに応じた対価を支払う。
②能力主義：必要な人材像を設定し、その人材像が必
要とする能力を基準として社内の人材を評価する。
③年功主義：長期勤続を前提とし、その期間中に功績の
あった者の功に報いる形で社内の人材を評価する。

～ 人事制度（賃金・評定考課・教育等諸制度の関連） ～

当該記事は執筆者の私見であり、有限責任監査法人トーマツの公式見解ではありません

その他
ａ．結果主義：利益や売上げ等の数値結果が高い程
                  評価される。
ｂ．職務主義：会社の違いや業種業界の違いを超えて、
                  担当する当該職務の価値で評価する。
ｃ．実力主義：成果がコンスタントに出ているかどうか
                  （再現性のあるパフォーマンス）で評価する。

人材タイプＡ

制度名

職能等
級制度

職務等
級制度

役割等
級制度
※定義
が多様

メリット デメリット

仕事の裁量権・決定権をある
程度持つ　成果発揮に至る
までの能力形成期間が短い

専門技術者、マーケティング
のプロ

• ポスト数の制約なく昇
格可能で、モチベー
ションを持続しやす
い
• 能力の向上や育成の
重要性が明確化しや
すい
• 人材のローテーション
が容易で、ゼネラリス
トを育成しやすい

• 年数と共に職務遂行
能力が上がることを
前提とした仕組みの
ため、運用が年功的
になりやすい
• 「保有する能力」に着
目するため、降格させ
にくい
• 降格させにくい結果と
して、人件費が高止ま
りする可能性がある

• 職務レベルを客観的
に評価する仕組みの
ため、処遇差に対する
納得感を得やすい
• 職務の価値と人件費
が常にバランスするた
め、人件費のコント
ロールが容易
• 職務ごとにマーケット
水準に合わせた複数
の賃金設定が可能

• 職務に空きがない場
合は昇格できないた
め、モチベーションが
低下しやすい
• 職務の評価を適宜実
施する必要があり、
運用に大きな手間を
要する
• ローテーションや組
織編成見直しを行い
にくい

• 各等級と組織上の役
割（課長・係長等）が
一致しているため、社
員にとって分かりやす
く、会社にとって運用
しやすい
• 役割と報酬とを整合
させた場合、人件費の
コントロールが容易

• 組織上の役割に空き
がない場合は昇格で
きないため、社員のモ
チベーションが低下
しやすい
• ピラミッド型構成の組
織を前提とするため、
仕事内容や組織体制
の急激な変化に対応
できない可能性がある

人材タイプB
仕事の裁量権・決定権をある
程度持つ　成果発揮に至る
までの能力形成期間が長い

各部門・各職種におけるコアと
なる社員、マネジャー、リーダー
およびその候補（コア人材）

人材タイプＣ
仕事の裁量権・決定権をほと
んど持たない　成果発揮に至
るまでの能力形成期間が短い

事務・製造などの定型業務を
担う人材

人材タイプＤ
仕事の裁量権・決定権をほと
んど持たない　成果発揮に至
るまでの能力形成期間が長い

熟練が必要な製造オペレー
タなど

大

小

仕
事
の
裁
量
権 

決
定
権

成果発揮に至るまでの能力形成の期間短期 長期

評価制度に関する議論は、ともするとテクニカルな議論
に終始しがちである。検討にあたっては、まずは「そもそ



9人と経営 2015年12月 Vol.459

人事評価との対応

基本給決定要素と基本給の主要な種類
賃金制度

評価制度設計の検討ポイント

・どれか１つを基本給とするのではなく、上記例を組み
合わせて基本給を構成することが多い

目標管理制度の全体像
目標管理制度

当該記事は執筆者の私見であり、有限責任監査法人トーマツの公式見解ではありません

等級や基本給は「積み上げ型」の
処遇であるため、再現性が期待で
きるもの（能力等）をもとに決める
ことが一般的である。

賞与は「都度払い型」の処遇である
ため、一定期間の結果（半年間の業
績等）をもとに決めることが一般的
である。

• 個 人々の課題を把握し、本人との面談で活用でき
るようにするのがポイント。
• 処遇反映を目的とする場合とは異なり、全社的な
制度の統一性はさほど求められず、むしろ具体
的な着眼点を持たせた方が良い。

• 社員が達成すべき成果や発揮すべき能力を評価する
基準を示すことで、報酬や処遇（等級格付や役職任用
など）決定の公正さや納得性を担保する。
• 評価の結果を社員に伝達することにより、本人のモチ
ベーションの向上および育成を図る。

も何のために評価を行うのか？」を明確にすることが重
要である。

処遇

育成

等級

賞与

基本給

目　

的

検
討
ポ
イ
ン
ト

評価要素 評価制度によって何を評価するのか

評価基準 評価対象をどのような基準（項目・指標）で
評価するのか

評価方法 評価基準を用いてどのように評価するのか

評価体制
スケジュール

誰が評価に関与し、どのようなスケジュール
で評価を行うのか

評価決定
ルール

評価の判定方法、最終的な評価結果は
どのように決定するのか

評価反映
ルール

最終的な評価結果を処遇にどのように反映
させるのか

評　価
ルール

実際にどのような帳票を用いて評価を行う
のか

諸手当の検討：固定的な手当

仕
事
上
の
事
情
に
よ
る
も
の

人
に
着
目

仕
事
に
着
目

個
人
的
な
事
情

に
よ
る
も
の

組織上の職位に応じて
支払われるもの

役職手当、役付手当、職
位手当など

業務上必要な公的資格を
取得・保持・活用するもの

資格手当（公的な資格に
対して支給するもの）など

人事上の処遇によって
支払われるもの

等級手当、資格手当（職能資格
に応じたもの）、管理職手当など

職権や職務内容の特殊
性によるもの

営業（外勤）手当、サービス・
エンジニア手当、裁量労働
手当、危険手当など

勤務地の特殊性によるもの 地域手当、都市手当、寒冷
地手当、海外勤務手当など

（扶養）家族の状況に応じる
もの
住宅事情に応じるもの（社宅
や住宅ローン補助などの施策
との比較考量によるもの）

家族手当、扶養手当、子女
教育手当、介護手当など

会社の事情と個人の事情の
調整に対するもの 単身赴任（別居）手当など

住宅手当など

会社の事情による不利益
を補填するもの

食事手当（社員食堂を利用でき
ない社員に対して支給するもの）、
出向手当、移行調整手当など

固定的な手当（原則として毎月、予め定められた金額を支給するもの）

生計費

能力

役割

職務・
職種

成果、
業績

資質・
適性

年齢給 年齢に応じて自動的に決定

貢献給
（業績給
与、成果
結果）

（習熟給）

仕事を通じた貢献、業績、成果
を基準に決定する
単年度洗い替えの場合は、他と
の組み合わせもある

職務給
職務等級制度を用いた際に使
うことが多い
職務記述書などに基づき職務
価値に基づいて支給する

職能等級制度を用いた際に使う
ことが多い
職務遂行能力に応じて決定

勤続年数に応じて自動的に決定

役割給

職能給

（習熟給）
勤続給

役割等級制度を用いた際に使う
ことが多い
求められる役割によって決定
※定義が企業により異なるため
　慎重に用いる

マネジメントサイクル

中間
フォロー

フィード
バック

CHECK

PLAN

目標設定

ACTION DO

評価

全社のビジョン・戦略

全社経営計画・予算

部（課）としての目標・予算

マネジメントサイクル

中間
フォロー

フィード
バック

CHECK

PLAN

目標設定

ACTION DO

評価

・組織目標の共有
・個人コミットメントの醸成

・目標達成にむけた
  行動の正当性の検
  証および是正
・モチベーション維持

・課題の気付き、
  成長計画/行動

・処遇・昇降格の判断

・全体を通じた上司と部下の双方向コミュニケーション


