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「 地 域 発！いい もの 」応 募 概 要

厚生労働省では、若年技能者の技能の向上、技能振興機運の醸成を図る
ことを目的に「若年技能者人材育成支援等事業」を平成 25 年度から開始し
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ています。
「地域発！いいもの」は、その一環として平成 28 年度から開始され
た事業ですが、各地域で行われている技能振興や技能者育成、人材育成に役
立つ特色ある取組を「地域発！いいもの」として選定し、国民へ広く知らせる
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ことで、地域の技能振興や技能尊重の気運を高め、地域の活性化を図ること
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選定された岩手県、山形県、千葉県、東京都、石川県、静岡県、愛知県、
愛媛県、沖縄県の９つの取組をまとめたものです。平成 28・29 年度に選定
された取組をまとめた事例集に次ぐものです。
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今回の９つの取組は、平成 30 度に申請された取組を有識者によって構成
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される「地域発！いいもの」選定委員会が、独創性、地域特性の活用、他者に
よる応用性などの観点から審査を行い、選定したものですが、事例集作成に
あたっては、関連団体・個人にも取材を行っています。この冊子が、選定を
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希望される方々や地域における技能振興の取組を始める際の参考になれば
幸いです。
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また、本冊子の作成に当たり、ご多忙の中、取材にご協力いただいた関係
者の方々にも厚く御礼申し上げます。
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※各取組のデータ等は、いずれも取材時点のものです。

日本 各地で 輝く、ものづくりプロジェクトを応 援する。

「 地 域 発！いい も の 」応 募 概 要

「 地 域 発！いい も の 」とは？

地 域独自の伝 統技能の後 継者育成の取 組、地 場産業の後 継者育成の取 組や独自の技能検 定の実 施、

産業集積地における後継者育成の取組等、地域で行われているものづくり産業振興、技能者育成等に役立

日本の各地域で行われている、技能振興、技能者育成（人材育成）等に資する特色ある取組や
制度を「地域発！いいもの」として選定します。
独自の技能検定の実施、産業集積地における後継者育成の仕組みづくりなど、地域で行われてい
るものづくりの産業振興、技能者育成に役立つ特色ある取組や制度が選定の対象になっています。

つ特色ある取組や制度を広く募集します。

応募のあった取組について有識者で構成された選定委員会で選定されると「 地域発 !いいもの」として、

厚生労働省のホームページ、技能検定制度等のポータルサイトの「 技のとびら」に掲載されます。併せて、
選定証と副賞として楯が贈呈されます。

本事例集とは別に、平成 28〜29 年度に選定された取組を平成 30 年度に事例集として取りまとめております。詳しくは、ポータルサイト「技のとびら」

 募集対象

をご参照ください。 http://www.waza.javada.or.jp/sasshi/

「 地 域 発！いいもの」に 選 定されると…
選 定証と楯が贈られます

選定された取組については、厚生労働省と選定

以下のいずれかに該当する取 組 又は制度を募集します。

全国への周知広報を行います

「地域発！いいもの」に選定された取組は、厚生

委員会より、
「地域発！いいもの」認定証と楯を贈呈。

労働省から報道発表され、
「技のとびら」へ掲載さ

アピールになり、取組の活性化につながります。

発信できるチャンスです。

国から認められたものづくりプロジェクトとして

れます。地域のすばらしい取組を、日本全国へ情報

1
2
3

ものづくり産業に係る技能の振興に資するような地域における取組又は地域で制定した制度
ものづくり産業に係る技能者育成に資するような地域における取組又は地域で制定した制度
その他ものづくり産業の振興に資するような地域における取組又は地域で制定した制度

 応募要件

1
2
3
「 地 域 発！いいもの」応 援事 業の 仕 組み

委託

厚 生労 働 省

地方公共団体への周知、業界団体との連携を依頼

中央技 能 振 興 センタ ー

地域の団体等に対して募集（HP）

都道府県コーナー

選定委員会

① 応募要件等の策定

② 募集要領等の検討・作成

⑦ 申請内容や情報の審査・選定

申請書
情 報提供

③周知依頼
⑧結果通知

④ 業界団体等
への案内

⑥ 申請書及び情 報の
確 認・取りまとめ

申請書
申請書

⑤ 周知

⑨ 結果通知

取組内容を公表することが可能であること。
既に選定を受けている取組でないこと。

 選 考 方法
地方公共団体
連携

情報提供

応募申請書記入日現在において、現に実施している取組であること。

応募事例が 1 新規性、2 独創性、3 先見性、4 地域特性の活用、5 他者による応用性、6 取組

の効果があらわれているか否かを審査するとともに、各委員の有する知見に基づく観点から、

「地域発 !いいもの」として選定するにふさわしい取組であるか否かを議論・検討し選定します。

地方業界団体

企業・NPO等

当制度の詳しい情 報は、ポータルサイト「 技のとびら」からご 確 認いただけます。
Web サイトはこちら

http://www.waza.javada.or.jp/iimono/

⑩ HPで公表
1

2
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背景ときっか け

漆工技術後継者育成事業
八幡平市安代漆工技術研究センターは、漆工技能者を36年にわた
り育成し、安比塗の伝統技能の継承と漆器産業の後継者を育成し
ています。
「教える」ことに徹した指導法は、短期間の技能の習得を
可能にし、
「 安比塗」の技能を持った修了生は全国で活躍しています。

OUTLINE
hachimantai

実施主体
八幡平市安代漆工技術研究センター
拠点
岩手県八幡平市

八幡平市安代漆工技術研究センター

冨士原文隆 さん

昭和31年生まれ。木地生産に携わったあと、岩
手県工業試験場（当時）で漆器生産の技術を学
ぶ。昭和58 年「安代町漆器センター（当時）
」の
設立に関わり、以後、後継者の育成に尽力する

上流、今の安比スキー場周辺で木を伐

実践的な指導を行っています。また、蒔

採し、麓で木地を作り、安代で塗り、そ

絵、乾漆造形、立体造形など研修分野

れが浄法寺の市で売られていたことか

も多岐にわたリます。そのため、少人数

ら「浄法寺塗」と呼ばれていたのです。

指導が基本です。毎年入学する研修生

最盛期には500人いたと言われる安

は多くて3人。研修所を始めて36年で

八幡平市が安代町、西根町、松尾村

代の塗師も昭和50年代には数人を残

すが、これまでの卒業生は70人弱に過

の合併で誕生したのは、平成17年で

すだけになっていました。その漆器の

ぎません。しかし、その半数以上は今

す。OBや研修生が「研修所」と呼んで

伝統を後世に伝えるために設立された

も塗師として全国で活躍しています。

いる「八幡平市安代漆工技術研究セ

のが研修所です。また、同時に行われ

また、専攻課程は、技能・技術以外

ンター」はその時改名されたもので、昭

たのが「安比塗」の命名です。当事でき

の、塗師として生活していくためのデザ

和58年の設立時は「安代町漆器セン

た安比スキー場のお陰で、
「安比」の名

イン力、量産化、商品化、販売などの

ター」という名称でした。その頃は市

は全国に知られていました。それで、そ

知識を身につけるためのもので、平成

町村がそれぞれ1つの特産品を育てる

の名前を使って「安比塗」をその時初

29年4月から開設しました。

漆器の伝統を後世に伝えるため

浄 法 寺 塗 か ら 安 比 塗へ

岩手県八幡平市発

途絶えかけた伝統を
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塗師を仕事にする志が再生する

01

一人前の塗師になるには、

年かかると言われています。

「 見て覚える 」ではなく

「 教える 」ことで、それは

短縮できると思います。

10

01

後継者育成の
“研修所”を設立

「一村一品運動」が全国的に盛んで、当

めて名乗ったのです。

行が必要だと言われます。職人の世界

時の伊藤重雄町長が推進したのが漆
器の後継者育成でした。
今でも国産漆の 7、8割は岩手県産
で、その全てが隣町の二戸市の浄法寺
地区で採集されています。八幡平市北
部を源流とする安比川流域は、かつて
「浄法寺塗」の一大産地でした。安比川

開始
昭和 58 年 4月

一人前の塗師になるには10年の修

これまでの取組・今後の展開
「見て覚える」ではなく「教える」
10 年必要な塗師の修業を2 年で

ではよく「見て覚えろ」と教えられます
が、研修所では最初から「教える」とい
う考え方をしてきました。数値化でき
るものは数値化し、どう教えるかにも
腐心してきました。私自身が20代に岩

研修所の役割は塗師を育成すること

手県工業試験場で当時の漆器生産の

です。研修期間は基礎課程2年、希望

最先端技術を学んだ経験からきていま

すればさらに専攻課程が1年あります。

す。台湾、ドイツ、オランダなど言語や

基礎課程では、私が教えられる限り

文化の違う海外の研修生をスムーズに

の塗師の技能・技術を全て教えていま

受け入れられたのも、その経験があっ

す。道具の製作に始まって、木地製作、

たからです。今年も１ヶ月間、フランス

漆の精製・調合、下地、塗り、加飾など、

から研修生が来ます。

安代漆工技術研究センターの裏を流れる安比川

3

4
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漆かぶれの克服から

研修は始まります

01

メンバーズインタビュー

それから2年かかってしまいました。
── 研修所のイメージは、入る前と後で
変わりましたか。
冨士原文隆さん

昭和58年から36年間、
塗師の後継者の育成に
当たる

太田美穂さん

基 礎 課 程2年。山形県
出身。13年会社員をし
た後、研修所

太田 入る前は職人の修行を想像して

井上由希子さん

いて、言葉では説明してもらえないと

基 礎 課 程1年。神 奈 川
県出身。中川政七商店
に2年勤務後研修所に

思っていましたが、まるで逆でした。も
のすごく丁寧で、聞けばなんでも教えて
もらえます。
─
─漆の面白さをどこに感じていますか。

て いた

げて返すということをしています。

井上 自分ではコントロールできないと

×15cmくらいの平らな板を使って、木

── 授業料無料の代わりに、研修所で

ころですね。漆は取れた場所や時期で

固め、下地、中塗りなどの技能練習を

学ぶ条件はあるのですか。

性質が違うし、その日の温度や湿度で

── 基礎課程の2年間で、どのようなこ

します。平らなものに平らに塗るくらい

冨士原 将来、塗師を仕事にする志が

て、塗師になろうと決心した時は、年齢

に何度も見ていました。

も乾きの速度が違います。漆は化学反

とを教えるのでしょうか。

難しいことはありません。このあたり

あることだけです。八幡平市で仕事を

制限に引っかかる学校ばかりでした。

井上 ここに来る前は、生活雑貨工芸

応で乾くので、雨の日の方が乾きが早

冨士原 まずは「漆かぶれ」に慣れるこ

で、3ヶ月たっています。この頃になる

することも条件にしていません。残念

市の運営で、年齢制限なし、授業料無

品の中川政七商店の横浜店で販売の

いのです。都会では自分の感覚を閉じ

とから始まります。作業として最初に教

と「漆かぶれ」も治まる頃で、お椀やお

ながら、まだ、すべての卒業生がこの

料というところは私の知る限りほかに

仕事をしていました。研修所を知ったの

ていた方が生きやすい時もありますが、

えるのはヘラや刷毛といった道具の作

盆の塗りに入ります。2年生は、木を使

地で塗師として、生活できる基盤があ

ありません。ここを知ったのは、ネット

は中川政七商店の創業300周年イベン

漆を扱うには、
自分の感覚を研ぎ澄まし

り方です。塗師は自分で使う道具は自

わず麻布などを漆で貼り合わせて素地

りません。各々の力で生活できる場所、

を検索していて、たまたま過去の募集

トで売っていた「いわてのうるし」という

て、漆の今の状態を感じ取る必要があ

分で作るのが基本です。例えば、漆を

を作り、漆を塗って仕上げる「乾漆」な

住みやすい場所で、塗師として生きて

要項を見つけたのがきっかけです。
「こ

冊子です。その中にこの研修所が紹介

ります。道具も自分で作るのが当たり前

混ぜる時などに使うヘラはヒノキを細

どにも取り組みます。そして、卒業制作

います。安比塗漆器工房に大量発注

こだ！」と思って、それから募集時期の

されていたのです。すぐ来たかったので

です。そういう今の世の中とは違う価値

長い三角に切って、カンナがけして作り

では作品展に出せる、売り物としてお店

が入ったときには、卒業生に発注して

10月には市役所のホームページを1日

すが、ここでの生活費を貯めるのに、

観で動いている漆が、私は好きですね。

ます。自分に合ったヘラ先の形としなり

に持って行けるレベルの仕上がりを目

います。通信技術が発達した現在にお

が作れるようになることが第一歩です。

指します。

いては、同じ研修所で同じ技能・技術

── 塗りはお椀やお盆が中心ですか。

を持った卒業生が70人いるということ

同じ研修所で同じ技能・技術を
学んだ70人の塗師

と呼んでいる12cm
並行して、
「手板 」

冨士原

なんでも塗れなければ、商売

になりません。実は研修所は、授業料

FOCUS

プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 聞 く

は、安比の地に70人の塗師がいるこ
とと変わりありません。

も材料費も無料で、費用は市が全額負
担しています。それをカバーするために

自分でコントロールできない

始めたのが「安比塗漆器工房」
（詳しく

漆の面白さ

は次ページコラム参照）から木地を提
供してもらうことです。工房で販売する

── 研修所に入ろうとしたきっかけはな

器や箸、スプーンなどさまざまな木地を

んですか。

提供してもらい、それを中塗りまで仕上

太田

製 造 販 売の 現 場が 教えてくれ たこと
私が「八幡平市安代漆工技術研究セン

ター」の研修生になったのは17年前、愛知

教育大学を卒業してすぐのことです。その
頃の私は車もなく、アパートと研修所の行

き帰りだけの毎日だったのですが、今思え

ば、漆のことだけを考えていた本当に贅沢
な2年間だったと思います。

「安比塗漆器工房」は安比塗の製造販売

を行う工房で、私が研修所に入る少し前の
平成11年にできています。研修所の OBも

山形で会社員を13年やってい

設けられ、それを安比塗企業組合で請け負

安代町が八幡平市になる平成17年に私

量産、営業、管理、販売などを1年間学ん

はないかということで作られたのです。

は工房で働き始めたのですが、その後、工

房は道の駅や温泉の経営も行っている八

幡平市の第3セクターの運営になりました。

その日の塗りが終わった漆器は「風呂」と呼ばれる収納庫で自然乾燥される（写真左）。湿度が高いほど乾きやすい漆は天候管理も重要で、研修室には「晴雨表」が貼ら
れている（写真左から２番目）

5

安比塗企業組合 代表理事

工藤理沙さん

うことになりました。製造販売の現場で、
でもらうのですが、それは私自身がこの工
房で学んできたことでもあるんですね。

これまで研 修所の OB展を平成 21年と

漆器のような専門性の高い商品の扱いは

25年の2 度開いています。1回目は26人、

で、八幡平市の後押しもあって、平成 29年

時の連絡の起点になるのもこの工房です。

大きな組織には難しい面があります。それ
安比塗漆器工房

同時にその年、研修所に「専攻課程 」が

増え、彼らの作品を販売する場所が必要で

研 修所の塗師仲間4人と「安比 塗企業 組

合」
を設立し、工房の運営を行うようになっ
たのです。

2回目は 32 人が参加しています。そういう

安比塗はふだん使いの漆器です。漆器

を使う楽しさを一人でも多くの人に知って
もらうことが、当面の工房の目標です。

6

P R OJ EC T

代 表 者インタビュー

ものづくりを変える3Dプリンターで

山形県の教育界、産業界、関連行政機関の有志が個人の資格で参加
する「やまがた メイカーズ ネットワーク
（YMN）」は、県内の100の小
中学校、特別支援学校、高等学校に県産部材を使用した手作り3Dプ
リンターを贈る活動に取り組んでいます。次代を担う人材育成を目標
にした活動から、学校間の連携も生まれています。

OUTLINE
実施主体
やまがた メイカーズ ネットワーク
拠点
山形県山形市
yamagata

7

開始
平成 26 年 2 月

山形盲学校と寒河江工業高校が教材製作で連携

Made in やまがた！ 高校生が作る 3 Dプリンター
「次代を担う子どもたちに 3 Dプリンターを贈ろう！」
教育用 3 Dプリンター導入プロジェクト

手 作 り ３Ｄプリンター で 進 む

山形県山形市発

山形の次代を担 う 人材育成

02

P R O J E C T

山形の次代を担う人材育成を

山形には

ものづくりを変えると言われる

３Ｄ プリンターを県産部品で

手作りできる環境がありました。

それを教育に利用しない手は

ないと考えたのです。

背景ときっか け

やまがた メイカーズ ネットワーク 代表

大津 清 さん

昭和27年山形県生まれ。大学卒業後、米沢工
業高校校長を経て平成 29年3月まで、山形県産
業科学館館長を務める傍ら本会を立ち上げた

式です。平成21年 に米企業の特許切

1号機でした。平成27年から導入した

れで開発が進み、特に貢献したのが、

2号機（Mirai 0→∞）は、製作できる立

ハード、ソフトともオープンソースの

体物をさらに大きくし、3Dプリンター

RepRapの3Dプリンターでした。誰で

で何を作るか、いかに教育に活用する

も自由に改良・再配布できる「オープン

かに重点を移しました。

「やまがた メイカーズ ネットワーク

ソース」という考え方をものづくりに持

寄贈した3Dプリンターによって、山

（YMN）
」は、ものづくりを通じて山形

ち込んだ意味でもRepRapは画期的

形盲学校の教材作りを寒河江工業高

の次代を担う人材を育成する教育活動

で、YMNの3Dプリンターもこれをベー

校が3Dプリンターのデータ作りで支

を展開・支援する任意団体です。設立

スにしています。しかも、山形にはその

援するなど、学校間の連携も生まれま

は平成26年2月。県内の教育界、産業

部品を調達できる企業がたくさんあり

した。鶴岡工業高校の生徒は自分用の

界、関連行政機関の有志が個人の資格

ます。3Dプリンターを手作りできる環

電動義手を3Dプリンターで作りました

で参加しています。設立当初から取り

境が目の前にあったのです。

が、その電動義手の設計図もオープン
ソースとして公開されているものです。

組んでいるのが、県内の小中学校、特
別支援学校、高等学校100校に県産
部材を使用した手作り3Dプリンターを
贈るプロジェクトです。
きっかけは平成25年、米国オバマ
大統領が一般教書演説で「3Dプリン
ターはものづくりを変える」と演説し、

これまでの取組・今後の展開
3Dプリンターの教育的活用へ
学校間の連携も生まれる
プロジェクト開始から5年、これま

1000校に3Dプリンターを備えた工作

で80校に3Dプリンターを贈っています

室を作ると発表したことです。YMNの

（令和元年8月1日現在）
。平成26年に

100校という目標も
「全米で1000校な

作った1号機（RepRap YMN）は工業

ら山形は1県で100校に贈ろう」という

高校11校に設計図を渡し、分担して部

ことから立てたものです。

品を作ってもらい、工業高校教員らが

YMNが提供する3Dプリンターは、

02

参加した3Dプリンター組立て研修会

FDM
（熱溶解積層法）
といって熱に溶

で組み立てています。3Dプリンターそ

ける樹脂を1層ずつ積み上げていく方

のものを作ることに重点を置いたのが

Y M Nは 今 後も 3 Dプリンター100
校導入を目指しつつ、3Dプリンターを
使った作品コンテスト、3Dプリンター
教室、ロボット教室などを通して、3D
プリンター活用研究やプログラミング
教育を推進したいと考えています。

2号機（写真右）
は製作できる立体物を1号機（写真左）
の１辺140mmまでから190mmまでに大きくし、フレ
ームを長ネジから板金にして強度を増加させるなどの
改造を行った

8

自分たちが作ったものが

人の役に立つ

P R OJ EC T

メンバーズインタビュー

田中祐輔さん

山形県立寒河江工業高
等学校教諭。課題研究
で「3Dプリンターの教
材製作」担当

森谷 碧さん

山形県立寒河江工業高
等学校情報技術科3年

佐藤晃大さん

山形県立寒河江工業
高等学校情報技術科3
年。3 級テクニカルイラ
ストレーション技能士

FOCUS

プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 聞 く

矢萩光輝さん

山形県立山形盲学校高等部教諭

山形県立寒河江工業高
等学校情報技術科3年

視覚障がい教育推進室長

佐藤尚生さん

盲 学 校 の 教 材を 3 D プリンターで 作 る意 義
課題研究の一環として

は毎週月曜日4、5、6時限の3時間。

動します。組織的な仕組みがないと継

教材製作に取り組む

情報技術科の3年生は今年38人です

続は難しい面があると思いますね。

が、教材製作は3人が取り組んでいま
── 山形盲学校と県立寒河江工業高校

す。昨年度は4人、2人1組で1つの教

3DCADへの興味が

が教材製作で連携する意義はどこにあ

材を作りましたが、3DCADソフトウェ

教材製作を選ぶきっかけに

ると考えていますか。

アの習熟度も生徒によりまちまちで、

田中 3Dプリンターで立体物を出力す

どちらが責任を持って作るかという話

── 盲学校の教材製作を「課題研究」の

るには、３Dデータを作成する必要があ

になりがちでした。それで今年は、自分

テーマに選んだ理由は何ですか。

ります。山形盲学校からの依頼を受け、

のペースで教材製作に取り組めるよう

森谷

そのデータを作成するのが寒河江工業

1人1教材を担当するようにしています。

を見て、誰かの役に立つことをしてみた

高校の役割です。盲学校の教材製作

今後の課題を挙げるなら、盲学校と

に工業高校の生徒が関わる意義は、自

の連携を継続する仕組みづくりだと思

佐藤 今年1月テクニカルイラストレー

分たちが作ったものが人の役に立つこ

います。私自身が関わったのは平成28

ション職種 3 級に合格。その技能を活

とを実感できること、ものづくりの学校

年度からですが、それまで盲学校の教

かせると思い選択しました。

が教えるべき一番大事なことを体験で

材製作を「課題研究」のテーマにして

矢萩 2年生の秋に3DCADデータを

きる点にあると思っています。

いた先生が異動になり、私が引き継い

作成する「ソリッドワークス」を授業で

── 教材製作はどういう体制で？

だのです。その間、盲学校の窓口の先

初めて習ったのですが、簡単な操作で、

生は変わっていないので引き継ぎもス

いろいろなものができる。そこが面白

ムーズでしたが、教員は一定期間で異

いと思って、教材製作を選びました。

田中

情報技術科3年の「課題研究」

の一環として取り組んでいます。授業

去年の先輩の課題研究の発表

いと思ったからです。

── 今年の盲学校からの製作依頼は？

──盲学校に3Dプリンターが寄贈された
のはいつですか。
石澤

平成 26 年10月ですが、寄贈前から

YMNを通して寒河江工業高校との連携の

話は進めていました。3 Dプリンターで出

力する教材の3 Dデータを教師自身が作成
するのは難しいからです。

提携が決まった平成 26 年の夏には寒河

江工業高校に試作品を作ってもらっていま

す。私が理科の教員なので、作ってもらっ

たのは小学校5年で教える植物の維管束

の模型でした。盲学校も健常者の学校も

教科書の内容は同じです。違いは、写真や
図の多くが文字での説明に代えられている

ことです。ですから盲学校には、写真や図
を補う、手で触れる教材がより必要なので
す。ところが、市販の維管束の模型は目の

見える人向けに作られています。全盲の子

供は手で触って学ぶわけですから、細かい
細胞壁や出っ張りは余計な情報でしかあり

ません。3 Dプリンターなら、教えたい部分

佐藤

全盲の子供が自動車のような大きなものを

認識する場合は、ミニチュアで全体を認識

し、細かな部分は実物を触ることによって、
自動車はこういうものだとわかってきます。
市販のミニチュアがないものも、3 Dプリン
ターなら作れます。
石澤

ピアノが上手な子がいるのですが、

グランドピアノのミニチュアを作ったら、初
めてピアノがどんな形か分かったと言って

いました。ピアノをいつも触っている子で
も、部分から全体を認識するのは難しいん
ですね。それから、市販のミニチュアがな

寒河江工業高校から送られてきた3Dデータは、盲学
校の3Dプリンターで出力する

ります。小学校 6年の国語の教科書に原爆

移動経路を考えたり、経路を途中で修正す

るのですが、3 Dプリンターがなかったら、

石澤

いので作ったものとしては原爆ドームがあ

ドームの破壊される前と後の写真が出てく
簡単には再現できなかったと思います。
佐藤

昨年は、盲学校の全体模型を作っ

てもらっています。校舎の構造を手のひら

教材です。こういう学習をすることで、口頭

ち欠けは先に終わった人が担当します。

で説明されただけで建物の立体的構造の

イメージ、メンタルマップを頭の中に描き、

佐藤 工業地帯のモデルはすでにでき
たので、月の満ち欠けは僕がやることに

学校の全体模型を手で触って建物の立体構造を学ぶ

も3 Dプリンターで作る教材は重要です。

と効率的に移動できるかを考えるための

東北三大祭りを矢萩が担当し、月の満

石澤洋喜さん

全体をまず認識させるという意味で

て、目的の教室はどこで、どの経路を通る

デルを佐藤、原爆のキノコ雲を森谷、

山形県立山形盲学校教諭

を強調した教材を作ることができます。

に収まるサイズで理解し、自分がどこにい

森谷 4つきています。工業地帯のモ

ることができるようになります。

以前は、こうした模型は手作りでし

た。子 供たちは触って覚えるわけですか
ら、一晩徹夜して作った模型が１回の授業
で壊れることもありました。3 Dプリンター

で作った模型は、壊れにくい形状に作って
もらっていることもありますが、丈夫なんで

すね。しかも、生徒の数だけ同じものを出

力できます。毎年1月には、教材の3 Dデー

タを作ってくれた寒河江工業高校の生徒に

子供たちが授業で使う様子を見学しても

らっていますが、昨年はこの学校の模型を
使う授業を見てもらいました。

なると思います。工業地帯のモデルは、

また、原爆ドームの模型は寒河江工業高

複雑にすると盲学校の生徒がわから

校の了承を得て、東京と宮城の盲学校に教

なくなるというので、かなり簡略化して

材として提供しています。3 Dデータと3 D

作っています。ただ精密に作ればいい

プリンターがあれば全国どこでも出力でき

というわけではないのも、教材製作の

るわけで、今後は全国の盲学校との教材連

面白いところだと思います。
写真上が教材として市販されている維管束の模型。
下の3Dプリンターで出力したの維管束の模型は道
管と師管だけ強調されている

9

02

原爆ドームの爆破前と後の模型

携も進めていきたいと考えています。

10
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代 表 者インタビュー

パン開発プロジェクト

やちパンプロジェクト
やちパンプロジェクトは、千葉県立八千代高等学校家政科の生徒が
考案したパンを八千代市内のパン事業者の協力で商品化・販売する
産学官コラボ企画。八千代商工会議所と八千代市が支援し、産学官
で地元産品を使ったオリジナル商品の開発・販売を行っています。
yachiyo

OUTLINE
実施主体
八千代商工会議所
拠点
千葉県八千代市
開始
平成 29 年 5月

11

八千代商工会議所 専務理事

田中宏行 さん

昭和28 年生まれ。平成19年から八千代商工会
議所専務理事。平成 22年に立ち上げた八千代
産学官協同ネットワークでは副会長として地域
の産学官連携に取り組む

学とのコラボ企画は今年で4回目を迎
えますが、八千代市にある学校とのコ
ラボ企画も推進したいということで始
めたのが、八千代高等学校家政科との
「やちパンプロジェクト」です。

「やちパンプロジェクト」は、八千代

産学官一体で取組むコラボ企画

千葉県八千代市発

高校生のアイデアを

PROJ E C T

地元のパン屋さんが商品化

03

パンのアイデアは高校生、

産学官協同でスタートした

試作品開発・販売はパン店舗、

企画・運営・広報対応は

市役所と商工会議所。

「 やちパンプロジェクト 」は

産学官が一体となって

推進するコラボ企画です。

背景ときっか け

産学官協同ネットワークが平成29年
から行っています。八千代産学官協同
ネットワークは、八千代商工会議所と
八千代市が中心になり平成22年10月
に設立した組織で、市内の中小企業や

03

今 後 の展 開
参加店舗を市内全体に広げ
「パンの街」八千代をアピール
「やちパンプロジェクト」が八千代高

これまでの取 組
八千代市の農産物・特産品を
生徒のアイデアをもとに商品化

等学校家政科を選ぶきっかけになった
という生徒もいます。パン事業者は横
のつながりが弱いのですが、このプロ
ジェクトを機に市内のパン職人同士の
交流も生まれています。

教育機関、行政がいっしょになって市

「やちパンプロジェクト」は、八千代

これまで「やちパンプロジェクト」の

の産業振興と活力ある街づくりを支援

市で営業しているパン屋と八千代高等

参加は6〜７店舗でしたが、今後は参

する活動を行っています。

学校家政科の連携で、八千代市の農産

加店舗を市内全体のパン店に増やし、

その活動の一つが地域資源の商品

物や特産品を活用したパンを開発する

化で、平成27年から取り組んできたの

取組です。パンのアイデアは生徒が出

が、やちよ蕎麦の会と和洋女子大学の

し、試作品開発・販売はパン店舗、企

栄養学を学ぶ学生による健康メニュー

画・運営・広報対応は市役所、商工会

開発です。市川市にある和洋女子大

議所がバックアップするという体制で

「パンの街」八千代をアピールしていき
たいと思います。

行っています。
毎年5月に高校が生徒からアイデア
を募り、8月に各店舗で試作会、9月末
に試食会を開いて、12月前半の約2週
間、各店舗で販売します。平成29年は
6店舗13 種類で約6,500 個、平成30
八千代産学官協同ネットワーク運営協議会のメン
バーと八千代商工会議所前で

年は7店舗20 種類で約7,500 個のオ
リジナルパンを販売しています。

平成30年の第2回やちパンプロジェクト
のチラシ
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全員のアイデアが

商 品 化 さ れ る 仕 組 み づく り

P R OJ EC T

メンバーズインタビュー

FOCUS

プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 聞 く

新しい お 客さんを呼んでくれる「 やちパン」
40年前に父が船橋市でパン屋を始めて、

玉井富美子さん

千葉県立八千代高等学
校家政科教諭

森 唯菜さん

千葉県立八千代高等学
校家政科3 年

12年前に八千代市に引っ越してきました。

林 真里奈さん

作してもらい、8月に

商品化する

生徒と一緒にパン屋

からできる限り協力させてもらっています。

代高等学 校のイメージカラーです。一 昨

八千代高等学校という地元に根ざした

たパンはどれですか」と買いに来てくれる
ラ・セン・デ・レーヴ ベル 店長

鈴木孝栄さん

さんを訪ね、試作会
── 商品開発に家政科の生徒が関わる

を行うという手順で

のは、今回が初めてですか。

すね。

玉井 7年前にコンビニエンスストアと

今年から変えたの

お弁当を一度だけ作ったことはありま

はグループ分けの方

す。
「やちパン」は産学官協同で、しか

法です。昨年まではコ

も八千代市内のパン屋さんと地元の特

ンセプトシートを提出

徴のある産品を使ってパンを作るとい

してもらってから、テ

うことでしたので、積極的に協力させて

イストの似たものをグ

いただきました。八千代高等学校家政

ループにして、パン屋

が増えたというのが、最も大きな効果だと

丘 店」ほか、千葉 県に8店舗あります。毎

月、
「小麦の丘店」独自の新しいパンを作る

のが私の仕事の一つです。ピーターパンは
お客様に喜んでいただく商品を作るために

何度も試作を繰り返します。
「やちパン」も

9月に八千代高等学校で行われた試食会

と被服選択者にほぼ半々に分かれるの

ました。そうすると、どうしても商品化

パンにしたらどうなるかと考えたんです

ですが、
「やちパン」には調理選択者の

できないアイデアが出てしまいます。そ

ね。それに、これまでの「やちパン」は

3年生が取り組んでいます。

れで今年は最初にパン屋さんにいくつ

甘いパンが多かったので、甘くないパン

──「やちパン」はどういうプロセスで

作れるか聞いてグループ分けし、商品化

を作りたかったというのもあります。

作っているのでしょうか。

が難しい場合も、アイデアの一部を取

林 私が考えた
「やっちのベーグルサン

玉井 まず5月に、
「商品開発」
「 パン

り上げて商品化するお願いをしました。

ドイッチ」は、部活の帰りに食べてもら

づくり」
「 八千代市の特産物」それぞれ

１年目、２年目と、アイデアが採用され

いたいと思って、卵、チキン、野菜と栄

異なる講師を招いて、生徒たちに講義

なくてがっかりしている生徒の姿を見る

養バランスも考えたボリューミーなサン

していただきます。その後、生徒それぞ

のが忍びなかったんですね。

ドイッチです。
「やっち」
は八千代市のイ

れがアイデアをコンセプトシートにまと

例外ではありません。それで、1年目、2年目

は 1 種類のみの商品化だったのですが、3
小麦の丘ピーターパン 製造マイスター

荒井将志さん

年の「 5 種類の野菜の『彩り』焼きカレーパ
ン」はそれ以上に売れました。乱切りにし

た八千代産の野菜入りカレーパンですが、
未だに「また売らないの？」と言うお客さん

がいます。野菜の仕込みがかなり大変で、
2 週間という「やちパン」の販売期間だから
作れたところはありますね。

メージキャラクターですが、その顔をベ

甘くないパン

ーグルに焼印で押してもらっています。

写真に撮りたくなるパン

思わず写真を撮りたくなるかわいいサン

ンづくりには、
分割・成形をい
か に 手 早く行

うかが大事です。高校生から出てくるアイ

デアには、そうしたパンづくりの工程にと

らわれない自由な発想があり、僕らでは思

いつかないパンづくりのヒントになります。
それから、
「やちパン」は八千代産にこだ

年目の今年はがんばって2種類を商品化し

わっていますが、お陰で近くの「グリーンハ

パンは一次発酵した生地を分割・成形

所と繋がりができ、地産地消の新商品の開

ました。

し、二次発酵させて焼きます。おいしいパ

ウス」という八千代産を多く扱うJ Aの直売
発にも役立っています。

八千 代 高 校 に 最も近い「 コッペ 館 」の 盛り上 がり
リヨン SUDAは八千代市と千葉市に4店

舗ありますが、
「やちパン」には八千代市に
ある「ちらすと
（平成 30年末移転前は旧名

リヨンヴェール）
」と「コッペ館」の2店舗が

ドイッチにもしたかったんですね。

参加しています。私が店長をしている「コッ

── 今回考えたパンのアイデアを教え

ペ館」は、実は八千代高等学校に最も近い

てください。

パン屋です。ただ、高校から勝田台駅へ行く

考えたのは「お好み焼きパン」で

道とは少しはずれたところにあり、生徒さん

す。私は出身が大阪で、祖父母の家が

売しています。
1年目の「やち

パ ン」は 全 部

で13 種類でしたが、そのうち7種類はリヨ

ンで販売しました。2年目は「ちらすと」が

移転で販売には参加できませんでしたが、
20種類のうち10種類を「コッペ館」で販売
しました。販売期間中はレジ横の棚全部が

に「コッペ館」に来てもらいたいというのが、 「やちパン」で、高校生だけでなく、その親御

大阪にあるのでよく行きますが、お好み
焼きパンは私の知る限りありません。

13

かけに、新しくお店に来てくれるお客さん

ピーターパンは八千代市にある「小麦の

さんに振り分けてい

森

おばあちゃんもいます。
「やちパン」をきっ

メロンパン」です。オレンジとミドリは八千

高 校 生の自由な発 想 が 新しいパンを 生む

科は40人で、2年生の時に調理選択者

めます。それをパン屋さんに分けて、試

去年、店 で 一

番売れたのは「やち高カラーの “オレミド”

クトは絶大で、販売期間中には「孫の考え

全員のアイデアを

思います。

職人は父と２人、家族４人で経営している
小さなパン屋ですが、
「やちパン」には最初

千葉県立八千代高等学
校家政科3 年

高校の生徒が考えた「やちパン」のインパ

生徒から提出された「やちパン」コンセプトシート

03

「お好み焼きパン」
（左）と「やっちのベーグルサンド
イッチ」
（右）

リヨン SUDAコッペ館 店長

岡本 勝さん

「やちパン」参加の偽らざる参加理由です。

さんも来店してくださいました。パンを撮

ンでは作った「やちパン」を両方の店で販

真を撮ったり、期間中は大にぎわいでした。

やるなら盛り上げようということで、リヨ

影したり、
「 店長さんも」
と言われ、一緒に写

14
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若手技術者
（弟子）による各企業内または企業間で実施されている
技術･技能の継承について優れた取組を表彰する制度。工業集積
地である大田区ならではの先駆的な試みです。
ota

OUTLINE
実施主体
公益財団法人 大田区産業振興協会
拠点
東京都大田区
開始
平成 29 年9月
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実務指導者から若手技術者へ

大田区内の製造業を営む中小企業において、実務指導者
（師匠）と

町 工 場 の 技 術・技 能 の 継 承 を

「大田の工匠 技術 ･ 技能継承」
表彰事業

顕彰する先駆的表彰制度

東京都大田区発

西野正成 さん

昭和31年生まれ。大田区産業経済部を経て平
成 28 年 4月1日から大田区産業振興協会勤務。
平成 30年 4月1日から現職

また、具体的な受賞企業はまだない

を対象に「大田区ものづくり産業等実

ですが、企業間での技術・技能の継承

態調査」を行い、今後の施策の方向性

の取組も対象です。小学校の道徳の教

を探りました。従業者の退職や高齢化

科書に「日本の技術を支える町工場」

に伴う技術・技能の継承で、
「すでに影

として取り上げられていますが、大田区

大田区産業振興協会は、高度な技

響が出ている」という事業所が約2割、

の工場では「仲間まわし」
「 横請け」が

術が集積する大田区の産業をより発展

これに「今後影響が出る」を加えると、

行われてきました。仕事を受注した企

させるため平成7年に設立された公益

6割強の事業所が技術・技能の継承に

業が、自分のところではできない工程を

法人です。

危機感を抱いていることがわかりまし

仲間内に二次発注することです。そう

た。
「大田の工匠 技術･技能継承」は、

いう大田区ならではの企業間の技術・

優秀な技術者によって支えられていま

こうした事情を踏まえ、
「技術･技能継

技能の継承も表彰対象です。

す。その技術者を顕彰する目的で進め

承」について優れた取組を表彰するこ

「大田の工匠 技術･技能継承」は平

られてきたのが「大田区優秀技術者表

とにより、
「若手人材の確保」にも寄与

成29年度、30年度にそれぞれ6組の

彰事業」です。平成20年度からの「大

することを目的にしています。

実務指導者
（師匠）と若手技術者
（弟

技術・技能継承の表彰へ

04

公益財団法人 大田区産業振興協会
地域型産業推進課長

平成26年度に区内の製造業事業所

個人の表彰から

P R O J E C T

大田区のものづくりは

中小企業の優秀な技術者によって

支えられています。

表彰したかったのは、

その技術・技能継承の企業を挙げての

積極的な取組でした。

背景ときっか け

04

大田区のものづくりは、中小企業の

子）を表彰しています。毎年9〜10月

田の工匠100人」では、5年間で103
人の工匠を表彰しました。大田区では
将来を担う若手技術者も活躍していま
す。平成25年度からの4年間は「大田
の工匠 NextGeneration」
として、56人
の若手技術者を表彰してきました。
この2つの表彰事業を受け、平成29

これまでの取組・今後の展開
企業内の取組だけでなく
企業間の技術・技能継承も対象に

に募集。翌年2月に受賞者公表。7月
に大田区の優れた中小企業の加工技
術が集まる「大田区加工技術展示商談
会」の会場で表彰式を行っています。

「技術･技能継承の取組」は、必ずし

年度からスタートしたのが「大田の工匠

も師弟を表彰するものではありません。

技術･技能継承」です。実務指導者
（師

象徴的な意味で「師匠」
「 弟子」という

匠）と若手 技術者
（弟子）による各企

言葉を使っていますが、あくまでその企

業内または企業間で実施されている技

業が生き残るためのコアになる技術・

術・技能の継承について優れた取組を

技能継承の企業を挙げての積極的な

表彰するものです。

取組を表彰することが目的です。

大田区産業プラザの「大田区加工技術展示商談会」
で開催された平成29年度「太田の工匠 技術・技能
継承」の表彰式（平成30年7月5日）

16

技 術・技 能 の 継 承 が

会社の信用につながる
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メンバーズインタビュー
上島熱 処理

三益工業

工業所

坂田玲璽さん

株式会社上島熱処理工
業所技術部部長

安河内秀樹さん

株式会社上島熱処理工
業所入社28年。47歳で
現代の名工に。ソルトバ
ス熱処理の実務指導者

穴澤典也さん

株式会社上島熱処理工
業所入社10年目。ソル
トバス熱処理技術を継
承する

中西忠輔さん

三益工業株式会社代表
取締役

高瀬義明さん

三益工業株式会社入社
38年目。汎用旋盤工歴
58年の実務指導者

今井耕平さん

三益工業株式会社入社
10年目。
4年前に汎用旋
盤の技術習得を目指す

親方・子方制度で技術・技能を継承

まで、毎朝、さまざまな製品の

OJTで短期間に技能を継承

熟練工が作っていた航空機用ブレーキ

上島熱処理工業所

部品がお客様から我々の会社

三益工業

部品歪矯正作業の那須工場への移転
でした。
「習得できるまで無期限の出

に送られてきて、それに最善
── 上島熱処理工業所は、どのような仕

の熱処理をして返すのが我々

── 三益工業の主要事業は何ですか。

張」と言って若手を東京工場に出向さ

事をしているのでしょうか。

の仕事です。現場の作業者に

中西 航空宇宙機器や電力発電施設、

せた結果、1週間のマンツーマン指導

坂田 当社は昭和31年創業の金属熱

その判断が求められるため、

高速鉄道車両など、試作品の単品加工

で基本技能の習得ができました。指導

処理の専門会社です。上島ブランドの

これまでも初心者・中堅・ベ

や多品種少量生産の精密加工が主体

者も学習者も熱意と目標を持って取り

製品を作っているわけではなく、製品

テランそれぞれに教育プログ

です。大田区の本社工場
（東京工場）だ

組めば短期間でも技術・技能の継承が

の熱処理という単工程を加工外注とし

ラムを用意し、現場の技術・

けでなく、平成2年からは栃木県に那

できること、人は仕事を任せられること

て請け負っています。

技能のレベルアップを図って

須工場も稼働させています。これまで

で予想以上に大きく成長することをこ

きました。これまで6人の「現

東京工場は汎用機械と熟練工による

の経験から学びました。

代の名工」を輩出し、現在も3

加工、那須工場はCAD/CAMや NC工

今回の「大田区の工匠 技術・技能の

かったですね。汎用旋盤は品物によっ

人が在籍しています。

作機械で若手中心の生産を行ってきま

継承」で表彰されたのは、東京工場内

て加工手順が違うのですが、1回削って

安河内 その70歳の人は私の最初の

した。最近はNC旋盤やマシニングセ

の汎用旋盤の技術・技能の継承です。

見せると、すぐできるようになる。今井

行っているのが、インターンシップ制度

先生だった人なんです。

ンタなど数値制御の工作機械が主力で

熟練工の高瀬が突然倒れ、若手の今

君は半年でほとんどのパターンに対応

の積極活用と親方・子方制度です。熱

── 安河内さんは穴澤さんの兄弟子？

すが、汎用旋盤の役目がなくなったわ

井に汎用旋盤の技術・技能を継承して

できるようになりましたね。

処理は工場内も高温になるため、過酷

安河内 そういう言い方もできますね。

けではありません。
「芯」を頻繁に確認

もらう必要が出てきたのです。

今井

な環境に耐えられるか実際に体験して

でも、一度親方になった人は、教わるこ

しなければならない加工など、熟練工

高瀬

それが4年前です。私がフルで

たら無限にあるわけで、高瀬さんから学

入社を決めてもらっています。また、熱

とがなくなっても先生です。その人がい

に頼る部分がまだまだあります。

働けなくなり、今井君に汎用旋盤を教

んだのは、材質や厚さが違うからこうい

処理は経験と勘が大事な仕事です。ベ

るだけで安心感がありますね。

── 技術・技能の継承をど

う手順で削るという「考

テラン指導者と若手を組ませてOJTで

── 穴澤さんが今やっている仕事は？

う考えていますか。

え方」です。それがわかれ

ノウハウを学ばせる親方・子方制度を

安河内

中西 10年に1度注文が

ば応用も利くわけです。

技術・技能の継承の基本にしています。

に来た時に私がやっていた仕事です。

くるような仕事もありま

高瀬

今回「大田区の工匠 技術・技能の継

800〜850度の低温焼き入れですが、

す。熟練工の高齢化と若

ればできない仕事という

承」で表彰された安河内と穴澤も、そ

冷却スピードの微妙なコントロールが

手への技術・技能継承は、

のは 2、3件しかありませ

うした師弟関係の一つです。

必要で一瞬も気が抜けない仕事です。

“多品種少量生産”に必要

ん。しかし、それができる

── いつから師弟関係なのでしょうか。

── 穴澤さんの今後の目標は何ですか。

な技術・技能をどう残して

ことが会社にとっては大

穴澤 僕が高専4年の時、2週間イン

穴澤

安河内さんに追いつくことが最

いくかという問題でもある

事で、今は汎用旋盤を扱

ターンシップに来た時の先生が安河内

終的な目標ですが、今年僕も10年目な

のです。試みたのはOJT

える職人は工場に1人い

さんだったんです。入社してからの４年

ので、そろそろ新人に何を聞かれてもす

による短期集中の技術・

ればいい。そういう職人

間は当時70歳の方に付き、その後、安

ぐ答えが返せるような、安心感の持て

技能移転でした。最初に

を育てられたのはうれし

河内さんに付いています。

る先生になることですね。

行ったのは、東京工場で

いですね。

ばね、軸受、工具から航空機の部品

また、後継者の確保と育成のために

上島熱処理工業所が得意とするのが、1200度前後
の温度で塩を溶融したソルトバス熱 処理法。金属
の中心部で均一な加熱・冷却ができ、高品質な熱
処理が可能になる

17

04

穴澤くんがインターンシップ

汎用旋盤では品物の材質や形状によって加工手順
を変えることが重要

えることになったのですが、覚えが早

品物ごとに手順を覚えようとし

汎 用旋 盤がなけ

18
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代 表 者インタビュー

働きながら左官の技能が学べる、独自の事業所内技能訓練校にお
いて技能者を育成し、古式左官工法の技能・技術の後継者を育成す
る取組を昭和 27年から展開。石川県の左官技能者養成機関として
確固たる地位を確立しています。

OUTLINE
kanazawa

実施主体
株式会社イスルギ
拠点
石川県金沢市
開始
昭和27年 4月

多 能 工 へ 、そ し て 名 工 へ

事業所内技能訓練校による
人材育成と技能伝承

職人として食べていけることが

石川県金沢市発

左官の伝 統 技 能 継 承にもつながる

05
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徒弟制度の人材養成の限界から
事業所内技能訓練校をスタート

これからの左官は「 多能工 」で

あるべきだと考えています。

全ての職人が「 名工 」に

なれるわけではありません。

しかし、職人として食べられれば

その中から「 名工 」は育つからです。

背景ときっか け

05

株式会社イスルギ 代表取締役社長

石動信明 さん

昭和24 年生まれ。大正6 年創業のイスルギの
社長を20 代で継ぐ。石川県左官業組合連合会
会長、日本左官業組合連合会副会長

校、現在の「イスルギ付属技能専門校」

講師に依頼しています。また、実技は左

でした。左官の技能訓練校を社内に持

官だけでなく、関連会社の協力を得て、

つのは日本で初めて。当時から授業料

タイルの実習も行っています。

は無料で、給料も支給されました。

研修にタイルの実習を組み入れてい

高卒採用が多い今は研修期間1年で

るのは、これからの左官は「多能工」で

イスルギは、大正6年に祖父が金沢

すが、当時は中卒採用で研修期間は2

あるべきだと考えているからです。コン

で創業した左官の専門工事業者です。

年。研修生は寮で暮らし、昼間働き夜

クリートの床を一発仕上げする技術が

富山城出入りの左官「石 動屋」の次男

は授業。体育や道徳の授業もありまし

戦後アメリカから入ってきたのですが、

だった祖父は、
「いするぎのおやっさん

た。ただの職人ではなく、人を育てるこ

それは土間屋の仕事で、モルタルを増

とを目的にした技能訓練校でした。

し打ちしてコテで仕上げる左官の仕事

いするぎ

こて

の鏝使いは天才だ」と言われるほどの
職人でしたが、戦後、これからは鉄筋コ

最近は左官工事も減り、職人の高齢

とは別だという考え方が特に東京や大

ンクリート建造物が多くなると、住宅の

化も進んでいますが、イスルギは事業

阪の左官職人には残っています。しか

左官からビルの左官に力を入れました。

所技能訓練校のおかげで代々職人を

し、左官の仕事が減っている今、そうい

「ビルの仕事をするには職人の数が足

補充でき、職人の平均年齢が今も37

う考え方では食えなくなってしまうだけ

りない。これまでの徒弟制では人の養

歳と非常に若い要因になっています。

です。
イスルギでは新人研修だけでなく、

成に限りがある」
。それで昭和27年に
始めたのが、左官の事業所内技能訓練

これまでの取組・今後の展開
左官は「多能工」であるべき

その中から名工は育つ

入社10年目の研 修にも力を入れてい
ます。そこでは階段の仕上げの実習も
行っています。10年のキャリアがあっ
ても、現場仕事で階段を左官が仕上げ
ることがなくなってきているからです。

イスルギは富山、福井、大阪に支店

イスルギは姫路城や金沢城など歴史

がありますが、研修期間中は本社のあ

的建造物の施工も行っていますが、職

る金沢で全員研修生活を送ります。毎

人全員が名工になれるわけではありま

週月曜日は授業で、火曜日から金曜日

せん。職人として食べていける技能の

は現場に出ます。授業は学科と実技が

習得、企業として左官の技能を継承す

あり、建築など左官以外の学科は外部

る仕組みこそが大事だと考えています。

（上）イスルギも施工に加わった金沢 駅もてなしド
ーム、
（下）イスルギ本社

19
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授業は毎週月曜日

学科と実技を隔週で実施
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メンバーズインタビュー
大阪では学べないことが
金沢ではたくさん学べる
── 今日は金沢城の鼠多門での実習で
坂本仁志さん

イスルギ付属技能訓練
校 の 実 技 講 師として5
年。入社23年目

田中千智さん

高校卒業後、令和元年4
月入社

平山翔太さん

高校卒業後、海上自衛
隊 に3年 勤 め、令 和 元
年4月入社

すが、どうですか。
田中 先輩に鼠多門で実習だと言った
ら羨ましがられました。入社した頃は、
こういうところで実習できることがどん
なにすごいことか知らなかったですね。
私は金商
（金沢商業高等学校）出身で

訓練校の目標は

生それぞれの技 量がだ

すが、簿記よりものづくりが向いている

研修数年後の技能検定合格

いたいわかります。それ

と思い、就職活動は建築関係の会社に

自衛隊に3年勤務していましたが、将

ういう技能・技術をここにいる間にで

から、実技を教える時は

しました。イスルギを選んだ理由は、そ

来、左官として独立を考えてイスルギを

きるだけ身につけたいと思っています。

「やって見せる」
「 質問さ

の時、動画で見たイスルギの女性左官

選びました。入社したのは大阪支店で

── 訓練校の実技講習についてはどう

せる」を基 本にしていま

がすごくかっこよかったからです。実際

す。研修期間の1年間は金沢本社です

思いますか。

実技講習は本社の倉庫で行う

す。自分で疑問に思わな

やってみると、技能の習得も大変だし、

が、ここに来て知ったのは、左官は土

平山

ことが多いですが、学科はイスルギの

いことは身につかないん

今日のシートに覆われた鼠多門の中で

間仕事が多いことです。大阪では土間

て覚えるものだとつくづく思います。

寮の3階にある教室で行います。研修

ですね。

の作業もそうですが、体力的にもかなり

と壁は別の職人がやっています。ここ

「材料を最後まで塗り切って、次に行

生は男子は寮、女子は寮近くのアパー

── 1年後にこのレベル

ハードな仕事だと思いますね。

にいる間に土間仕事は100％覚えよう

け」とよく言われますが、それができな

ト暮らしが基本で、毎週月曜日の授業

になってほしいというよ

平山 城の修復ができる左官業者は、

と思っています。それから金沢には戸建

い。坂本先生が一塗りで塗れる半分も

は、学科と実技を隔週で行います。そ

うな目標はあるのです

全国でも一握りだと思います。僕は、イ

ての壁塗りの仕事もまだまだあります。

塗れないし、コテには材料がまだ余っ

の左官の実技講師が私の役割です。

か。

スルギで学べるものはすべて学びたい

ビル中心の大阪の左官では経験できな

ている。だから、仕事の早さも全然違

── 実技は何から教えるのですか。

坂本

と思っています。高校を卒業後、海上

い仕事が金沢にはたくさんあります。そ

う。それも早く覚えたいですね。

── 事業所内訓練校の教室はイスルギ
の寮にあるんですね。
坂本

坂本

最初にやらせるのは1枚の板か

技能照査はありますが、

ら道具箱を作ることです。研修生にな

目標はそれより先です

るとクワと大小10本のコテを会社から

ね。研修修了1年後に左

支給されるのですが、そのコテを入れる

官職種2級、その3年後

岡持ちのような道具箱をまず作っても

に1級に合格することを

らいます。作る過程を見ていると、研修

目標にしています。試験

イスルギ技能訓練校の教室は金沢市神田町社員寮
の3階にある。左官や安全管理だけでなく、外部講
師を招いて建築やタイルなどの授業も行われる

21

訓練校修了時に

坂本先生を見ていると、技は見

FOCUS
金沢城鼠多門の修復。この日は金沢城続櫓・五十間長屋修復も行った
大道浩さん（イスルギ常務取締役）が実技指導を行った

前はこれまで教えてきた研修生が本社

水と粉体を合わせて、固まる前に施工

の倉庫で練習しているのですが、その

し終える必要がある。途中で止めたら

指導も行っています。

壁の色がそこから変わってしまうし、雨

── そこまでが実技講師の役目ですか。

の日には外仕事はできない。左官は建

坂本 というより、
「坂本が教えた子は

築の中でも難しい仕事だと思いますね。

出来が悪い」と言われるのは嫌じゃな

自分自身の経験から言っても、左官の

いですか。実技講師になって5年目です

仕事が面白いと思えるようになるのは

が、私が初めて教えた研修生が今年、

仕事を始めて4、5年経ってからです。

左官職種1級を受検しました。学科は

仕事を任されるようになって、いろいろ

これからですが、実技は金沢で3人、富

失敗していく中で、ある日、自分のやっ

山で2人が合格しました。うれしいとい

た仕事が褒められる。そういう小さい

うより、ホッとしましたね。

ことがきっかけで、仕事は面白くなって

左官は生ものを扱う仕事なんです。

いくものだと思います。

プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 聞 く

金 沢城の 復 元 工事を伝 統技 能の継 承に
石川県では金沢城公園整備事業として、

平成7年度から金沢城の復元を長期計画

で進めています。消失した金沢城の建造物

を順次復元し、文化遺産として後世に残す

入れて壁に飾る「左

能の継承にもつながることを目的にしてい

デュースなど、左官

だけではなく、復元工事そのものが伝統技
ます。この事業に、左官として当初から協

力していただいているのがイスルギさんで
す。金沢城の復元で継承された技能は県
内にとどまらず、平成 23年からの姫路城の
修復にも活かされたと伺っています。

近年、イスルギ付属技能専門校のような

官アート額 」のプロ

の 技 能を活 かした
新しい分 野にも積

極的に挑戦されている。その柔軟さが若い

人たちを常に引きつける要因になっている
と思います。

認定職業訓練校は石川県でも少なくなって
います。新卒者の確保には苦労しているの
が現状です。
石川県商工労働部労働企画課 課長

渡辺 駿さん

そうした中でイスルギさんは、歴史的建

造物の復元だけでなく、左官の技能と材料
を活かした珪藻土バスマットなどの家庭雑

貨の商品化、さらには左官の塗り壁を額に
22
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発足以来

豊田佐吉翁の生誕地・湖西市では、
「報恩・創造」思想を継いで、
40 年以上にわたって小学生を対象にものづくり体験教室を実施。
近年は高学年のカリキュラムに I Tロボットや３Dプリンターの講座
を設けるなど新たな取組も進めています。

OUTLINE
実施主体
湖西少年少女発明クラブ
拠点
静岡県湖西市

発明クラブを支えてきた指導員の情熱

郷土の偉人 豊田佐吉翁
「報恩･創造」思想の継承

想像力豊かな子どもを

静岡県湖西市発

地域で育てる

P ROJ E C T
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湖西少年少女発明クラブ 会長

中村哲也 さん

昭和32年生まれ。父はプラスチック製のバトミ
ントンの羽の発明者。父が設立した羽立工業株
式会社を継ぎ代表取締役に。平成 26 年クラブ
会長就任

これまでの取組・今後の展開

豊田佐吉翁の思想を引き継ぎ

会員数は過去最多の86人

全国 6 番目の発明クラブとして発足

来年から発明クラブの専用施設も

ですが、来年度から専用の建物に移転
することになりました。地域の企業か
ら使わなくなった労働組合の会館を提
供していただくことになったからです。
これまでの場所は道具もほかの部屋か

「湖西少年少女発明クラブ」の設立

発明クラブはこれまで何度か会場と

ら持ってきて毎回設置する必要があり

は昭和５1年8月。翌年5月に発明協会

対象学年を変えてきました。今は湖西

ますし、歴代の優秀な作品を保管する

から全国で6番目のクラブとして認可

市西部地域センターを主な活動会場

場所さえありませんでした。これからは

を受け、活動をスタートさせています。

に、小学3年生から6年生を対象にし

大きな工具は設置したままでいいです

創る喜び、考える喜びを通して、親子

ています。最近は入会する児童も増え、

し、材料の保管倉庫や作品の展示室も

のふれあいを図り、郷土が生んだ発明

平成30年度の会員数は過 去 最 多の

作れます。

王・豊田佐吉翁の「報恩創造」の思想

86人になっています。

今後は企業との協力関係をさらに強

通常活動は毎月第2、第4土曜日の

め、発明クラブのレベルアップを図りた

午前中で、学年に分かれ作品を製作し

いと考えています。中学生の会員も募

ています。指導員はボランティアで、今

り、発明協会の「全国少年少女チャレ

150年とクラブ創設40周年を記念し、

は27人います。当初は小学校の教員

ンジ創造コンテスト」に参加することが

市内の企業の協力を得て、クラブ員、

退職者が主でしたが、10年前から企業

近い将来の目標です。湖西市の企業に

OB、指導員で「豊田式木製人力織機」

出身者も増えています。

は、毎年約500人の新卒者が市外や

を引き継ぐ、想像力豊かな子どもを地
域で育てることが目的です。
平成28年度には豊田 佐 吉 翁生 誕

の復元事業を行っています。

開始
昭和 51年 8月
kosai

年。

今後は企業との協力関係を

さらに強化し、

発明クラブのレベルアップを

図りたいと思っています。

43

背景ときっか け

06

平成29年度から地元企業の協力で、

他県から就職してきます。しかし、その

5・6年生を対象に I T ロボットと3Dプ

ほとんどは近郊の豊橋市や浜松市に住

リンターの講座も設けています。また、

むと言われています。家賃は変わらない

通常活動以外にも、市内の小中学生を

のに、街としての魅力が湖西市に少な

対象に「湖西発明くふう展」を開催し、

いからと言われています。想像力豊か

県展及び全国展への出品も行ってい

な子どもを育てる湖西少年少女発明ク

ます。

ラブの活動が、湖西市が少しでも子育

発足以来43年間、いろいろな場所
豊田佐吉翁生誕150年・クラブ創設40周年記念にク
ラブ員・OB等で復元した「豊田式木製人力織機」

06

を借りて活動を続けてきた発明クラブ

てしやすい街、住みたい街になること
に貢献できればいいと思います。

24

指導員の仕事で大変なのは

実は事前準備です

子どもたちができるレベルまで
工程を単純化する
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メンバーズインタビュー

渥美 孝さん

湖西市立鷲津小学校の
校長時代から指導員に。
指導員歴は30年近い

高橋優実さん

湖西市立岡崎小学校
６年

酒井秀明さん

湖西市立岡崎小学校
６年

── 発明クラブの活動内容は、その30
年の間に変わってきたのでしょうか。
渥美 大きく変わったのは7、8年前で

── 指導員を始めて何年ですか。

す。学年別に活動内容を変え、指導員

渥美 80歳を過ぎたし、そろそろ引退

も学年担当にしました。それまでは全

もも出てきます。そういう予想される材

子どもたちの人気は

が、予想以上に面白かったです。特に

を考えていますが、指導員歴はトータル

学年同じものを作っていたのです。毎

料も、あらかじめ用意しておきます。そ

電子工作とプログラミング

好きなのは電子工作のハンダ付けで

で30年近いと思います。
「トータル」と

年７、8月は「くふう作品」といって、自

して、その日の活動が終わったら、ほ

いうのは、湖西市の鷲津小学校の校長

分で考えた作品を作っていたのですが、

かの子が困っていたことや工夫したこ

── 発明クラブに入ったのは、二人とも

いことで、ここの6年生は私だけです。

を経て退職してから本格的に指導員を

3、4年生にはまだ自分で作るものを考

とをみんなに伝え、次回に備えます。

小学校３年生ですか。

酒井

始めたのですが、校長時代も数年間指

えることが難しいんですね。
「くふう作

酒井 そうです。親に機械が作れて楽

去年はプログラミングでロボットを動

導員をやっていたからです。湖西市の

品」は今は5、6年生のみにしています。

きるので、そういう指導員の準備もかな

しいよと言われて入りました。

かすこともやりました。そういうのが、

小 学 校は各校一人ずつ指導員を出す

── 指導員の仕事で大変なことは何で

りやりやすくなると思います。

高橋

決まりがあるんですね。

すか。
渥美

来年度からは発明クラブの拠点がで

準備に時間がかかることです。

FOCUS

4年生の担当で、今日作ったのは「ゴム

す。残念なのは、そういう女子が少な

私も工作が好きで入ったんです

僕も好きなのは電子工作です。

これから増えたらいいと思います。

プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 聞 く

動力レースカー」だったのですが、準備
に丸2日かけています。新しく作るもの
に関しては、自分でまず試作し、子ども
たちに作れるレベルか判断します。難
しそうなら、子どもたちができるレベル
まで工程を単純化します。今回なら、車
体のゴムを巻く部分の切れ込みは線だ
け引いて、切るのは子どもたちにしても

息子が「 湖 西 発 明くふう展 」で 市長 賞に
まだ会社に勤めていますが、5年前から

クラブにお世話になっていたことです。学

を前にして、世の中の役に立つことを何か

ものづくりには興味を持っていました。そ

発明クラブの指導員をやっています。60歳
やってみようと思ったからです。

指導員になったきっかけは、息子が発明

くことができない子が多いんですね。
にしています。車を走らせている子に話

発明クラブは、小学校4 年生から中学1年

その息子が中学1年生の時、
「湖西発明

奇抜なことを考える子どもがいて飽きませ

板が斜めになったブックエンドのいらない

がありますが、円盤に穴を開けるときれい

本棚でした。似たような本棚を写真で見

て、思いついたらしいんですね。家族全員

しかけ、
「まっすぐ走らないのはどうし

で大喜びしました。

てだと思う」
「 距離を長く走らせるには
どうしたらいい」など、考えるヒントにな

25

年、息子が小学校4 年のことです。当時の

くふう展 」で市長賞をもらったのです。棚

実際の活動では、
「気づき」を大事

を巻いて滑らないように工夫する子ど

れで発明クラブに入れたのです。平成16
生までが対象でした。

らいます。4年生では等間隔に線を引

る質問を心がけています。タイヤにゴム

校の成績はあまり良くない息子でしたが、

湖西市少年少女発明クラブ
指導員

武部 肇さん

ん。丸い円盤をゴムで回すぶんぶんゴマ

な音が出ることを発見した子どもがいまし
た。穴の数で音の高さも変わるんですね。

他の地域の発明クラブでは、子どもたち

私は、会社では最初は開発、そのあと特

のアイデアの実用新案を取得しているとこ

で担当しているのは小学３年生ですが、子

特許の知識が役立つ日が来ることを願って

許の仕事に携わってきました。発明クラブ
どもとの接し方に慣れているわけではあり

ません。でも、面白いんですよ。毎回毎回、

ろもあります。このクラブでもいつか、私の
います。次の目標は、孫をこの発明クラブ
に入れることですね。
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代 表 者インタビュー

地域企業の支援を得て近い将来に実用化されるであろう超小型モ
ビリティを開発するプロジェクト。実際の自動車開発を通した地場
産業の後継者育成教育が行われています。
nagoya

OUTLINE
実施主体
愛知県立愛知総合工科高等学校専攻科

やモーターショー出展費用も、生徒が

教育課程は講義60%、実習40％で構

地域の企業にコラプスを使ったビジネ

成され、講義・実習も、優れた研究開

スプランをプレゼンし、集めています。

発実績を持つ大学教員や生産現場で

平成30年入学の生徒がこの活動を

活躍する技術者・技能者や現代の名

引き継ぎ行ったのが、誰もが乗って楽し

愛知県の
“ものづくり人材”育成の中核

工、ものづくりマイスターに協力しても

めるシティコミューター（小型乗用車）

拠点とすべく愛知工業高等学校と東山

らっています。

「TRE-Ⅲ」の開発です。開発にあたっ

工業高等学校の二つの県立高校を統

実習はコース別実習と総合実習に分

ては、協力企業内で実習を行い、部品

合し、平成28年4月に開校しています。

かれますが、特に力を入れているのが、

等の製作を行っています。そのための

本校には、３年制の本科と高校卒業

総合実習です。学科・コースを超えてグ

仕組みが「あいちT&Eサポーター」で

後さらに専門技能を学ぶ２年制の専攻

ループを組み、それぞれに研究テーマ

す。本校の教育活動を支援してもいい

科が設置されています。専攻科の定員

を設定し製作実習を行うプロジェクト

という事業所などにサポーター登録し

は40人。本科には各学年400人が在

型学習で、さまざまなテーマの総合実

てもらう制度で、TRE-Ⅲの企業実習で

籍していますが、そのうち約30人が同

習があり、超小型モビリティの開発も

協力いただいたNC CRAFTや龍城工

校から進学し、残りは他校の普通科も

その一つとして行われています。

業もサポーター企業です。

含めた外部から募集します。超小型モ
ビリティの開発は、この専攻科で行わ
れている取組です。
専攻科は全国で初めて公設民営化さ
れた教育機関で、平成29年4月から運

また、令和元年度はこの開発で得た

これまでの取組・今後の展開
地域企業の協力を得て
東京モーターショーに出展

技術や知識を発展させたTRE-Ⅳも開
発中で、TREシリーズ開発の集大成と
して「東京モーターショー 2019」で発
表を行う予定です。

平成28年度から平成29年度の取組

拠点
愛知県名古屋市

が、折りたためる電気自動車「コラプス
（COLLAPSE）
」の製 作です。車体が

開始
平成 28 年 4月

前後に縮まり駐車スペースの削減が図
れる車で、
「東京モーターショー 2017」
平成28年、名古屋市千種区の東山工業高校の敷
地内に建設された愛知総合工科高等学校

27

昭和20年生まれ。名城大学理工学部卒。名古
屋大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課
程修了。工学博士（名古屋大学）
。名城大学副学
長を経て平成 29年から現職

場のリーダーとなる人材育成を目標に、

愛知県立愛知総合工科高等学校は、

サポート企業が生徒のやる気を応援

自動車産業集積地に立地する愛知県の工業高校専攻科の生徒が、

インターンシップで学ぶ

超小型モビリティを用いた
プロジェクト型学習による自動車産業教育

ゼロからのものづくり

愛知県名古屋市発

久保全弘 さん

にも出展しました。実は、車の製作費

超小型モビリティ開発に取組む

07

愛知県立愛知総合工科高等学校
専攻科 責任者

営は名城大学が行っています。生産現

工業高校専攻科の総合実習として

P ROJ E C T

特に力を入れているのが、

学 科・コ ー ス を 超 え て 製 作 実 習 を

行うプロジェクト型学習の

総合実習です。

超小型モビリティの開発も

その一つです。

背景ときっか け

07

東京モーターショー2017に出展した「コラプス」。
前輪がせり上がり全長が3分の2になる

28

現場の技術者との接触が

生徒を成長させる

P R OJ EC T

メンバーズインタビュー

FOCUS

07

プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 聞 く

ゼロからモノを 作 ることを 体 験して 欲しかった
作する会社です。数値制御装置を使いこな

田渕英樹さん

愛知県立愛知総合工科
高等学校専 攻科 愛 知
県派遣教員

長田宗大さん

愛知県立愛知総合工科
高 等 学 校 専 攻 科2年。
愛知工業高等学校卒

す少数精鋭の職人で高付加価値の製品を
生み出すべく、平成 23 年に創業していま

水野壱星さん

す。TRE-Ⅲの部品製作のために長田君た

愛知県立愛知総合工科
高 等 学 校 専 攻 科2年。
豊田工業高等学校卒

ちをインターンシップで受け入れた時は、
その日は仕事を止めて付きっきりで対応し

たのですが、小さい会社だからできたこと
だったと思います。

企業人と接することで
コミュニケーション能力が向上

行っていますね。
田渕 コラプスの開発でできた企業と

モノを完成させるプロセス

の協力関係を活かして、昨年インターン
── コラプスとTREシリーズの開発メン

シップとして実施しました。TRE-Ⅲの

── TREシリーズの開発は総合実習の

バーは、2年間同じですか。

部品製作をNC CRAFTで、電装関係

時間に行っているのでしょうか。

同じです。平成28年度入学の

の製作を龍城工業で5月〜7月に週１

長田 TRE-Ⅲの完成は昨年10月でし

5人で作ったのがコラプスで、東京モー

回のペースで行っています。専攻科に

たが、最後は授業時間内では終わらず、

ターショー 2017に出展しました。平

は工業高校出身者も普通科高校出身

遅くまで作業に没頭していました。

成30年度入学の8人で作っているのが

者もいますから、入学時のレベルがバ

── TREシリーズの開発で学んだこと

TRE-ⅢとTRE-ⅣのTREシリーズで、

ラバラです。NC CRAFTでは、工作機

は何ですか。

東京モーターショー 2019への出展を

械の操作に慣れた長田君にCAMを覚

水野 高校でロボコンに挑戦していた

予定しています。2年間同じメンバーで

えてもらい他の生徒に教えてもらいま

時は図面通りに配線して動けばよかっ

開発に携わることで、役割分担やチー

した。電装関係は高校時代ロボット部

た。それが完成車では、半田付けの見

ムワークが生まれてきますね。

だった水野君が回路、メーター類は誰

た目も大事だし、配線と制御基板を決

── TRE-Ⅲの開発では、企業で実習も

というように、最初から担当箇所を決

まった箱の中にレイアウトしなければ

めて製作を行っています。今年はそこで

ならない。どう見せるかだけでなく、ど

身につけた技能・技術を活かして TRE-

う隠すかの大事さも学びましたね。

Ⅳの製作を行っています。

長田 モノを作るとはどういうことかを

── 開発資金調達も生徒たちが行った

学べました。コンセプトを考えるところ

ということですが。

から始めて、実際どう作るのか、どうい

田渕 実際は私から事前に200 社くら

う技術がいるのか、誰が作るのか、いつ

いに資金援助の打診をし、了解いただ

までに作ればいいのか。技能・技術は

いた企業に生徒にプレゼンに行っても

学べても、
モノを完成させるプロセスは

らっています。東京モーターショー出展

ほかでは学べなかったと思います。

田渕

には宿泊費を含めると500万円近い費

田渕先生との繋がりはサポーター企業

への登録からです。愛知県職業能力開発
協会の活 動で 後 進の育成 指 導に関 心を

CADの基礎、3回目から部品製作で、5パー

ツ製作しました。彼らが考えてきた部品の
CADデータをチェックし、機械 加工が 不

可能なら、その箇所を指摘し、学校に持ち
帰って作り変えてもらうことの繰り返しで
した。

ホームセンターで部品を買ってくれば何

でも作れる時代ですが、その部品を作って

かります。正直言えば、かなりの下準備を

のは、必ず誰かが作っている。それをゼロ

るのは不可能です。少なくとも1週間はか

CRAFTは、5軸マシニングセンタなどを使

こちらでしていました。なぜ、そこまでした

い高精度・高難易度の精密機械部品を製

たかったからです。

通常は、１つの部品を図面から1日で作

持ち、ネットを検 索していて愛 知 総合工
科高等学校の存在を知ったんですね。NC

部品が、実際に使われる体験をしてもらい

かというと、生徒たちに自分たちが作った

いる人が必ずいます。世の中の形のあるも

から作る大変さと楽しさを生徒たちにも体
験して欲しかったんですね。

実 装とは「 全 体として 動くかどうか」
れらを動かす電気回路の実装です。

教科書の計算と実装は違います。もう一つ

内にこれらを完了させるのは困難でした。

る程度できますが、企業では難しいことが

週1回、３ヶ月のインターンシップ期間

それで提 案したのが全く同じ電 装 品を2
セット購入し、我々の会社と学校で同時進
龍城工業株式会社 常務取締役

附柴明俊さん（写真上段中）
龍城工業株式会社 営業部部長

柴田昌仁さん（写真上段左）

行で作業を進めることでした。会社の机の
上で組み上げて実際に動くか試し、それと

は、学校ではスケジュールの先延ばしがあ
多いからです。モノを完成させるには、分

業、段取り、日程管理が大事なのです。そ
れを生徒にも知って欲しかったのです。

今回のようなインターンシップを受け入

同じものを学校にある三輪バイクのフレー

れた理由は、開発に直接携われる我々のよ

なぜ、そうしたかというと、部品ごとに動

です。このインターンシップの経験が、生

ムに実装していったのです。

いたとしても、全体で動くかどうかは実際

にやってみなければわからないからです。

うな企業の面白さを知ってほしかったから
徒たちの将来の選択肢を増やすことにつ
ながればうれしいですね。

50人の会社です。開発は4人で行っていて、
TRE-Ⅲのインターンシップは、主に若い２

ンを説明し、資金援助をお願いします。

人が対応しました。

こうしたことにこだわるのは、生徒をで

最初に行ったのは、3人の生徒の担当分

きるだけ多くの大人とかかわらせたい

けでした。1人目がヘッドライトやウイン

からです。現場の技術者と話をするだ

29

新井秀隆さん（写真右）

や電子機器製品組立を行っている従業員

休みを利用して企業を訪ね、開発プラ

TRE-Ⅲは「誰もが乗って楽しめる超小型シティコミ
ューター」がコンセプトの電動3輪バイク。ナンバー
取得済みで公道を走れる

株式会社 NC CRAFT 代表取締役

龍城工業は、プリント基板の部品実装

用が必要です。生徒は主に春休み、夏

けでも生徒の成長に繋がるんですね。

1 回目は労 働 安 全 衛 生 教 育、2回目は

開発を通して学んだ

TRE-Ⅳのコンセプトは「そうだ、月へ行こう」。
月面のような過酷な環境でも問題なく走行でき
る性能を持った車両を目指している

カー、バッテリーをどこに取り付けるかとい
う電気部分の構造設計、2 人目がメーター

画面の表示のプログラミング、３人目がそ

作業は龍城工業だけでなく愛知総合工科高等学校内でも行われた

30

P R OJ EC T

代 表 者インタビュー

愛媛県西条市では愛媛県立西条農業高等学校が中心になり、地域の
事業主団体や企業と一体となって「地域とともに育てる未来の担い手
プロジェクト」を推進しています。環境工学科では愛媛県造園緑化事
業協同組合の協力で造園の実践的な技術･技能を習得。食農科学科
では石鎚山サービスエリアと共同で地元食材を使った新メニューの
開発を行っています。
saijo

OUTLINE
実施主体
愛媛県立西条農業高等学校
拠点
愛媛県西条市

開始
平成 28 年 4月

31

プ ロ か ら 学 ぶ 造 園 技 能 と 新 メニュ ー 開 発

地域とともに育てる
未来の担い手プロジェクト

地 域 の 団 体・企 業 と 農 業 高 校 が

愛媛県西条市発

一体となって推進する人材育成

P R O J E C T

入学しない現実をどう変えるか

愛媛県立西条農業高等学校 校長

松永 泰 さん

愛媛県立西条農業高等学校創立100周年の平
成 30年から校長に着任。西条市と連携し、農業
高校を中心にした六次 産 業育成プロジェクト
（仮称）を推進

今 後 の展 開

合の協力で造園の技術･技能を習得し
ています。指導に来られるものづくりマ
イスターの方も最初は東予地区のみで

農業高校に後継者が

08

地域の将来を担う人材を

どう育てていくか。

農業高校が地域の中心になった

農業の六次産業化にこそ

活路はあると思っています。

背景ときっか け

08

したが、今は全県から来ていただいてい
ます。さらに3年生時には、マイスター

農業の六次産業化を通して
未来の担い手を育てる

愛媛県ははだか麦生産日本一で、西

のアドバイスを得ながら「十坪庭園」の

条市がその半分を生産しています。農

施工も行っています。伊予青石など地

今後はもうひとつ大きな枠組みの中で

業高校の入学者というと昔は農家の後

場産品を使用しながら本格的な庭園の

展開していこうと考えています。西条農

継者が多かったのですが、農業が盛ん

作成にも取り組んでいます。

業高校では今、市と一緒になって「六次

こうした地域との人材育成の取組を、

食農科学科では、石鎚山サービスエ

産業育成プロジェクト
（仮称）
」
を進めて

生徒はほとんどいません。動物好き、

リアと新メニュー開発に取り組んでい

います。農業高校が中心になって、市は

植物好き、料理好き、勉強が苦手など、

ます。これまでトマトを麺に練りこんだ

もちろん、県やJA・地元農家、関係団

いろいろな生徒が入学し、7割は地元

トマトラーメン、愛媛県で西条市が生産

体、愛媛大学、小・中学校などと連携し

企業に就職します。その一方で、農家

量一のほうれん草の麺を使ったホウレ

ながら、地域の未来を担う人材を育て、

の高齢化、後継者不足は深刻です。そ

ンソウうどん、愛媛県産の味噌とマヨ

農業の六次産業化を通して西条市の発

ういう中で、地元事業主団体や企業と

ネーズを使ったフィッシュバーガーを開

展に寄与していこうというプロジェクト

農業高校が一体となって地域の将来を

発しています。また、ホウレンソウうど

です。環境工学科と食農科学科の取組

担う人材を育てていこうというのが、平

ん、
フィッシュバーガーには、
学校内で水

は、地元の関連産業への就職を促すだ

成28年から行っている取組です。

耕栽培し、商品登録もしているサラダ

けでなく、農業の六次産業化による西

菜「うまいぞ菜」を使用するなど地域の

条市の発展につながる第一歩だと考え

産品を活かした商品開発をしています。

ています。

青石の中で特に珍重されてきた「伊予青石」

西農で水耕栽培されているサラダ菜「うまいぞ菜」

な西条市の農業高校でも今はそういう

これまでの取 組
と

つ ぼ

マイスターと創る「十 坪 庭園」、
サービスエリアとのメニュー開発
環境工学科では技能検定の課題を
活用し、愛媛県造園緑化事業協同組
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授業では学べないこと

プロが教えてくれたこと

P R OJ EC T

メンバーズインタビュー
新メニュー開発

造 園 メ ンバ ー

メンバー

髙内康雄さん

愛媛県立西条農業高等
学校食農科学科教諭。
食品 製 造 班、3年 学 年
主任

池内剛三さん

愛媛県造園緑化事業協
同組合理事長。平成24
年から理事長を務める

谷口哲宏さん

愛媛県立西条農業高等
学校環境工学科教諭。
造園コースを教える剣
道部顧問

倉本永遠さん

愛媛県立西条農業高等
学校環境工学科造園コ
ース3年。技能検定2級
を目指す

森まゆきさん

愛媛県立西条農業高等
学校環境工学科造園コ
ース2年。技能検定3級
を目指す

愛媛県立西条農業高等
学校食農科学科食品製
造 班3年。将 来は農 業
関連の公務員に

岡田隆杜さん

愛媛県立西条農業高等
学校食農科学科食品製
造 班3年。将 来は 寿司
職人に

西農味噌マヨフィッシュバーガー

サービスエリアの

ガーを作って欲しい。
「高校生らしさ」と

き好きだったから出てきたアイデアで

新メニューを共同開発

「西農らしさ」のあるものという条件で

すが、サービスエリアの設備やコストか
ら最終的には選ばれたんですね。

石鎚山サービスエリアとの連携

で水耕栽培しているサラダ菜とはだか

川﨑 ファストフードコーナーには炒め

は平成28年からです。そのころ食農科

麦から作った味噌を使うことでした。豚

る設備がなく、フライヤーしかない。豚

造園組合のマイスターが

方を毎回3人ほど派遣していただき、指

造園実習に協力

導に当たってもらっています。昨年度は

池内 図面が選ばれた後、実際の「十

学科野菜班は
「廃棄トマトの有効利用」

味噌炒め、ライスコロッケ、フィッシュの

肉は衛生管理が難しい。カット野菜は

2年生の3級合格者が3人いて、今年度

坪庭園」の施工にマイスターも協力して

の研究をしていて、それを利用した製麺

3種類のバーガーを提案し、選ばれたの

コスト高になる。売るものを作るとはど

谷口 環境工学科造園コースの3年生

彼らは2級検定に臨みます。

いますが、高校生の発想には刺激を受

方法を確立させ、地元の小中学校でトマ

が岡田くんのフィッシュバーガーでした。

ういうことか。学校では得られない貴

は、造園職種3級合格、毎年11月に校

池内 組合が派遣を始めたのは、マイ

けますね。
「たたき」の通路の中に数ヶ

ト麺を使った料理の体験実習を行って

岡田 魚は味噌に合うのと僕が魚が好

重な経験だったと思います。

内で行われる産業祭に向けた「十坪庭

スターのスキルを肌で感じてもらうこ

所、ビー玉と楕円形の石や細長い石を

いました。それがきっかけで、石鎚山サー

園」の施工を大きな目標にしています。

とで、若い人に造園の魅力を知っても

組み合わせ「猫の足あと」や「トンボ」

ビスエリアからメニューの共同開発の申

技能検定合格に向けた実習は、2 、3

らいたかったからです。造園が若い人

を描いたアイデアがありました。小さい

し出があったのです。昨年は野菜班から

年生を対象に毎年5月から7月にかけて

の就職の選択肢に入っていないんです

お子さんのいる家庭で実際に喜ばれる

私の担当する食品製造班に変わり、
「西

5回、愛媛県造園緑化事業協同組合の

ね。指導を受けたマイスターとのつな

面白いアイデアだと思いましたね。

農味噌マヨフィッシュバーガー」
を商品化

がりが、将来の就職のきっかけになる

──「十坪庭園」を実際に作る3年生と

しました。私自身は、生徒が考えた商

ことも期待しています。

して、そのあたりをどう見ていますか。

品のアイデアに対してアドバイスはしま

谷口

技能検定に向けた実習は基礎

「十坪庭園」を施工します。

川﨑稜也さん

した。
「西農らしさ」で考えたのは、学内
髙内

倉本

僕は庭園をデザインするより、

すが、基本的には生徒たちとサービスエ

技能の習得が目的ですが、
「十坪庭園」

図面どおり作ることに関心があります。

リアで商品開発を行っています。

は生徒の自由な発想で設計してもらっ

マイスターが教えてくれる技は、竹垣の

川﨑 今回の依頼内容は、ファストフー

ています。まず、3年生全員が「十坪庭

結び方一つ取っても違います。種類も

ドコーナーを改装するので、ハンバー

園」の図面を制作。生徒同士の投票で

多いし、時間がたっても緩まない。学校

2作品に絞ります。選ばれた図面を制

の学習だけでは、そういう技のすごさ

作した 2人がリーダーとなって、2つの

は学べなかったと思います。
森 私はデザインが好きで、どちらかと
いうと図面を描くことに関心があります

FOCUS

プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 聞 く

「 ここでしか食べられ ない」コラボメニュー

が、マイスターが教えてくれる技能は、

インターネットでなんでも買える時代だ

し、少なくとも3回は

が強みになります。松山自動車道の石鎚山

昨年の「西農味噌

からこそ、
「ここでしか食べられないもの」

一つ一つが実際に仕事で使われている
技です。マイスターの言葉には、授業と
は違う説得力を感じます。

マヨフィッシュバーガー」発売は11月。生

元の生徒が作ったメニューということで、

ビスエリア初のイルミネーションの点灯式

とのコラボメニューがまさにそれです。地

り上げられます。
「若い人ががんばっている

サービスエリア」というお客様の声も多く、
リピートも非常に多いメニューです。

造園コースのために森さんがデザインしたTシャツ。
竹垣の中に造園に使う道具が描かれている

株式会社伊予鉄会館
石鎚山サービスエリア（上り線）支配人

怒和 剛さん
ぬ

わ

つよし

試作を繰り返します。

サービスエリアに近い西条農業高等学校

新メニュー登場のたびに新聞やテレビに取
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新メニュー 作りは 毎 年６月ごろから。

サービスエリアの厨房に生徒たちに実際
入ってもらい、料理長とナンバー 2の料理
人の立会いで、販売することを前提に改善

徒さんの家族にも来てもらい、石鎚山サー
もいっしょに行いました。実は、コラボメ

ニューの共同開発を西条農業高等学校に
持ちかけたのは、サービスエリアのスタッ

フに OBがいて、その活動を知ったからで
した。伊予鉄会館には毎年数名、西条農業
高等学校の生徒が入社してきますが、自分

で考えたメニューを社員として売ってくれ
る生徒が現れたらうれしいですね。
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内地のイグサより3 倍太い

09

「沖縄ビーグ」をどう加工するか

沖縄県畳工業組合は、県内の畳工などに本土産よりも扱いが難し
い沖縄県産イグサ
（ビーグ）を使用したヘリ無し畳
（琉球畳）の加工
手順法を継承しています。また、小中学校向けの「ものづくり体験
教室」にも参加。畳の良さを伝え琉球畳の周知にも努めています。

OUTLINE

﹁ 琉 球 畳 ﹂の 流 行 が 後 押 し に

沖縄県産イグサ
（ビーグ）を使用した
「へり無し畳
（琉球畳）」の加工手順法の継承
及び後進技能者の育成活動

畳店ごとの秘密だった

沖縄県那覇市発

技能・技術を 公 開・継承

P R O J E C T

久雄畳店として首里城正殿の畳の
復 元に携わりましたが、琉 球 時 代の

35

昭和31年生まれ。八幡大学（現九州国際大学）
卒。
沖縄育英社を経て昭和55年父の経営する久
雄畳店入店。令和元年から畳工業組合理事長

た「沖縄ビーグ」は、内地のイグサに比

化していますが、当初の畳店は120店

べ3倍ぐらい太く、硬いのが特徴です。

に増えました。今も沖縄には110店の

光沢があって丈夫なのですが、イ草を

畳店がありますが、沖縄も畳の需要が

折らずに曲げるには技能・技術がいり

減っているのは確かです。

ます。1本1本の茎が太いため、
1本1本の茎が太いため、へり無

こうした中で、組合の重要な役割の

し畳の場合は畳と畳を合わせたときに
畳と畳を合わせたときに

一つは技能検定の試験前の技能実習

隙間ができない工夫も必要です。

でした。今の畳は機械製作がほとんど

こうした加工技能・技術は沖縄の

で、手縫いは畳の角や柱の出っ張り部

かっていません。沖縄で一般に畳が作

畳店では各店の秘密でした。店で作

分を除いてありません。技能検定合格

られ始めたのは大正時代からです。そ

業中に他店の職人が訪ねてくると作業

に必要な手縫い技能を改めて身につけ

の頃は沖縄に自生している七島イ
（琉

を止め、お茶を勧めてユンタク
（おしゃ

るのも実習の役割です。

球イ草）
を裂いて織り込んで畳表にした

べり）に徹し、技術を見せないようにし

「サチイ」が使われていました。

これに近年加わってきたのが、店ごと

ていたのです。そうした習慣を改め、

に秘密にされてきた技能・技術の公開

現在の沖縄の畳表に使われているの

沖縄の畳づくりの技能・技術を組合員

です。
「寸法学」基礎実技講習会もその

は、昭和10年頃に福岡県の柳川から

で継承していこうというのが、今、組合

一つで、物差し、針、糸による「寸取り」

入ってきたイグサの苗が元になっていま

が取り組んでいることです。

を学ぶものです。それから、先ほど言っ

す。沖縄では、内地から入ってきたイグ
サを「ビーグ」と呼びます。沖縄で育っ

た「沖縄ビーグ」の加工は、益田前理事

これまでの取組・今後の展開
各店の秘密だった「寸取り」の公開

「ものづくり体験教室」への参加も

拠点
沖縄県那覇市
開始
平成 25 年 8月

岩本久和 さん

畳は実物が残っていないため詳しくわ

実施主体
沖縄県畳工業組合
naha

昔は店で作業中に

他店の職人が来ると作業を止め、

お茶を勧めていました。

技術を見せないためです。

そういう時代は終わった

と思いますね。

背景ときっか け

沖縄県畳工業組合 理事長

写真上が茎の断面が三角形の「七島イ」、下が内地のイ
グサの3倍くらい太い「沖縄ビーグ」

長や私の店に伝わってきたやり方、自
分たちで工夫してきた加工手順を組合
員に公開する形で技能・技術の継承を
図っています。
また、技能・技術の継承以外では沖

沖縄の畳協同組合は昭和24年に任

縄県職業能力開発協会と技能士会連

意組合として発足していますが、当時は

合会と連携して、県内小中学校の「も

沖縄に畳店は10店ほどしかありません

のづくり体験教室」に参加し、畳の良さ

でした。以後、２度の改組を経て、昭和

や琉球畳の周知と普及活動にも力を

50年、沖縄県畳工業組合として法人

注いでいます。
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工 夫 し て き た 技 能・技 術 を

若い世代に公開
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大城 正直、僕は組合の講習会には技
能検定の試験前くらいしか参加したこ
とがなかったのですが、今日の講習会
益田伸次さん

沖縄県畳工業組合理
事。前理事長。平成30
年度に現代の名工

大城公亨さん

大 源 畳 店3代目。畳 職
人歴9年

は目からウロコでした。同じ材料・道具

久 勇司さん

を使うにしても、使い方がこんなに違う

ひさし畳店3代目。畳職
人歴8年

んだと思いました。
── 琉球畳が全国的に知られるように
なりましたが、実際の仕事に影響してい
ますか。
久 「琉球畳で」という注文は建築会

設計事務所のネーミングから
生まれた「琉球畳」

社から入ることが多いですね。

──「へり無し畳」を「琉球畳」と呼ぶよ

「こんなやり方があったんだ」

久 僕も他の仕事をしていたのですが、

大城 お客さんから直接注文がくる場

目からウロコの講習会

20歳の時に父親が体調を崩して、母親

合は、内地から沖縄に引っ越してきた

だけに畳店をやらせるわけにはいかな

人の方が「 琉球畳 」と言って注文して

うになったのは、いつ頃からですか。
益田 20年前くらいには、内地でそう

── おふたりは、畳職人になってどのく

くなって、ひさし畳店を継ぎました。今

くることが多いと思います。ただ、そう

呼ぶようになりましたね。平成元年頃、

らいですか。

年で8年目です。

いう時は必ず「へり無し畳ですよね？」

内地の設計事務所が「へり無し畳」を

大城 30歳を過ぎて大源畳店を継い

── 今日の講習会は、どうでしたか。

と確認します。沖縄では、
「へり有り

「琉球畳」と呼んだのが始まりです。沖

で、今年で９年目です。4人兄弟の3男

久

縄ビーグで作った畳には「へり有り畳」

なのですが、店を継いでいた次男が10

違うやり方を学べて勉強になります。

親世代は技術を教え合うことはなかっ

もあるのですが、
「へり無し畳」の方が

年経って辞めてしまったんですね。それ

僕の場合は、父親から教えてもらえな

たですが、世の中は変わってきている。

から5年くらいブランクがあって、僕が

かったので、こういう機会はありがたい

今回のような講習会は、ぜひ続けて欲

継いでいます。

ですね。

しいと思いますね。

見た目がいいというので、その後もい
ろいろな設計事務所や建築会社が「琉
球畳」として広めてくれたんですね。

ということで考えだされたのが、スチー

型をした部屋のような変形の部屋の寸

── 沖縄ビーグはへりを曲げるとき折れ

ムを当てながらビーグを曲げる現在の

取りは、そもそもレーザーで測るのも難

やすいということですが。

手法です。そういう私たちの世代が工

しい。どんな部屋でも測れるようにす

益田 私も若い頃はビーグを水に浸け

夫してきた技能・技術を若い世代にも

るためには、
物差し、針、糸を使った昔

て曲げていました。全体を水に浸ける

継承しようというのが今日の実習です。

ながらの寸取りが一番応用が効くんで

人もいれば、両端だけ浸ける人もいる。

── 益田さんは畳の「寸法学」の講習会

すね。それで行ったのが講習会です。

店によってやり方はいろいろでした。あ

もやられていますね。

── 今は部屋の形や大きさに合わせて

まり長く浸け過ぎるとビーグが変色して

益田

しまいます。温度や湿度によって水に

密だったんです。大きな県営住宅にな

益田

浸ける時間も変わります。それも、それ

ると20店くらいの畳店が入りますが、

す。畳の部屋も減りました。昔は6畳

ぞれの畳店の秘密でした。ビーグを曲

他の畳店が寸取りしている部屋に入ろ

2間に4畳半、16.5畳の畳の間が基

げる工程をもう少し簡単にできないか

うとするとドアを閉められたものです。

本だったアパートも、今は4畳半1間が

畳店によって測り方も違えば、測る道

畳だったらいい方です。最近の琉球畳

具も違いました。番匠金
（指金）
を使う

は半畳タイプが人気で、1畳より当然

人もいれば、墨壺を打つ人もいる。ベニ

割高です。4畳半でも9 枚必要で、そ

ヤ板で直角を出している人もいました。

れが畳店の経営を助けているところが

一方、今の若い人はレーザーで測る

あります。そういう意味でも、みんなで

のが当たり前になっていて、寸取りの基

琉球畳を盛り上げていく必要があると

礎を知らない人が多くなっています。扇

思っています。

太くて硬い沖縄ビーグを以前は水につけて曲げてい
たが、今はスチームを当てながら曲げるようになった
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沖縄ビーグは１本1本の茎が太いので、畳を合わせたとき隙間ができないようなへりの処理が重要になる

昔は部屋の寸法の取り方も秘

畳を作っているということですか。
だから、寸取りが大事なんで

FOCUS

自分なりのやり方はありますが、

畳 」の注 文もまだまだあるからです。

プ ロ ジ ェ ク ト 関 係 者 に 聞 く

「 ミニ六 角畳 」づくりで 伝える畳の魅力
沖縄県地域技能振興コーナーでは、沖

力で行っている「ミニ六角畳 」の制作もそ

の小中学校などで「ものづくり体験教室」

畳べりを縫い、3時間の体験教室で完成さ

縄県技能士会連合会などと連携して、県内

を開催しています。沖縄県畳工業組合の協

の一つです。実際に針と糸を使って畳表と
せるというものです。

「ものづくり体験教室」
は沖縄そばづくり

や赤瓦の絵付けなど約10種類のメニュー

がありますが、その中でも「ミニ六角畳」は
花瓶敷きや鍋敷きにちょうどよく、子供た
ちの親御さんからも好評です。

沖縄県畳工業組合には現在39人の「も

のづくりマイスター」がいますが、体験 教
室にも毎回、協力者を派 遣してもらって
います。体験 教 室の中では、子 供たちに
沖縄県地域技能振興コーナー

新垣信人さん

畳づくりに対する関心を持ってもらうため

に、畳づくりの工程や沖縄ビーグ、そしても

われます。

畳 」の話も、ものづくりマイスターから行

る活動のお手伝いができればと思います。

ちろん、全国的に人気のへり無しの「琉球

今後も沖縄の畳文化、技能・技術を広め
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