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●同社における技能五輪の位置づけ

「 職人の会社 」であることを誇りに
先輩から後輩へ受け継がれる技能
株式会社ハウジング髙橋

●創業者自らが競技大会に参加した経験から、自社の若手社員にも、競技大会を通し
て夢や希望に挑戦してもらいたいとの思いがあった。

参加の経緯

●そこから全北海道技能競技大会をはじめ、技能グランプリ、技能五輪全国大会、全
道建築大工技能競技大会等、幅広く参加をするようになった。
●技能五輪は、若手社員が働くことの尊さやものづくりの素晴らしさを知る機会であ
り、併せて後継者づくりや若手社員の教育の場として活用したいと考えている。

北海道旭川市のハウジング髙橋は、独自の技術や職人の

技を生かして、北国に適した住宅を作っている。「職人の

▲

会社」であることを強く自負しており、また胸を張って
そう言える背景には、これまで技能五輪全国大会に多く
の技能者を北海道代表として送り出し、「建築大工」職種

や「建具」職種で上位に入賞をしてきた実績がある。そ

●技能五輪大会参加者は、その経験と自信を生かして、大工の棟梁や、会社の中堅と
して会社の軸となり活躍するようになっている。

を重ねるごとに受け継がれている。

●訓練を通して、トップから中堅、若手へとつながる信頼感や仲間意識が作られ、極
めて高い社員定着率を確保している。

して技能五輪を通して磨いた技は、先輩から後輩へと年

参加の意義

●なによりも、高い技能を持った職人を絶やさないことが重要である。そのため、若
者にとって技術技能が魅力あるものに思え、かつ働きがいや生きがいとして感じる
ことが出来るようにするために、技能五輪への参加をそのきっかけとしている。

先輩から後輩へ、確実に技を伝える

株式会社ハウジング髙橋は、北海道旭川市を拠点におく

新入社員は、入社後には、技能五輪への参加が一つの目

住宅メーカーだ。設計から基礎工事、
施工まで一貫して行い、

標となる。中堅社員になれば、技能グランプリに挑む。このよ

さらには建具や家具を製作するなど家づくりをトータルに行う。

うに競技大会の参加に力を入れるのは、髙橋氏がかつて全

これまで、四重サッシ窓やパッシブ換気方式など北国に適し

北海道技能競技大会に参加し、入賞した経験による。「大会

た暖かい家をつくるための独自の技術を開発してきた。また

を通して、ものづくりの喜びや働くことの尊さを知ってほしいし、

長期に渡って建築した住宅を管理し、補修や改築に応ずるな

後継者として育ってもらいたいという気持ちから、社員には技

ど、住宅の質の高さと面倒見の良さで地元には定評がある。

能五輪など競技大会に参加してもらっています」。

こうした家づくりができるのは、自社で育てた職人のすぐれた

▲

レベルの高い職人を育てていきたい

●技能五輪は、
伝統的な技能を身につける場となる。たとえ、
時代とともに工法が変わっ
ても、和室をつくったり増改築をしたりするには、従来の技能が必要である。技能
五輪で身につけた技能をいかせる職人を育てるための、最初のステップとする。

新入社員は、現場で先輩からマンツーマンで指導され、さ

技能があるからだ。

らに基礎教育が十分でない部分を補うため、旭川建築職業

近年の家づくりは、あらかじめコンピュータ制御の機械でカッ

訓練協会（事業内訓練校）で技術・知識を学ぶ機会も与え

トした木材や工場で作ったパーツを現場で組み立てるというプ

られている。技能五輪の選手は、推薦を得た事業内訓練生

レカット工法が増えている。作業は機械化が進んでおり、墨

が全北海道技能競技大会に出場し、５位以内入賞者から選

付けや切込みなど従来の大工の技法を使わずに家をたてるこ

抜される。

とができる。「プレカット工法では、現場では大工の技能も必

「私も含め、大会を経験した先輩社員たちが選手の指導を

要なく、組み立てるだけの作業が中心になってしまいます。し

しています。たとえ賞が取れなくても、その経験は自信につな

かし、どんな時代でも、大工にはなんでも作れる技能が大切

がります。若手社員にどんどん挑戦してもらいたいと思います」

です。そうでなければ和室や家の増改築はできませんから」

と髙橋氏。技能五輪の参加によって、技能が向上し、安心

と話すのは、創業者で現会長の髙橋有司氏だ。

して仕事をまかせられる職人が大勢育った。今では、職人の

和室をつくったり、増改築をしたりするには、緻密な手作業

会社であると胸を張って言える。そして特筆すべきは、技能

が必要だが、最近ではそうした作業ができる大工が減ってい

の研 鑽に打ち込んだ社員のほとんどが、辞めることなく同社

るという。
「だからこそ技能五輪で身につけた技能を生かせる、

で活躍をしていることだ。これからも技能五輪を若手の技能

レベルの高い職人を育てたいのです」と髙橋氏は話す。

の育成の場として活用していきたいという。

けんさん

●大会に出場することにより、技能はもとより人間として成長することを期待する。
また、社員が一丸となって若手訓練に関わることで、会社が社員と共に成長してい
ける環境作りを図っている。

活用方針

●五輪経験者に対してはさらなる技能向上への努力を促すため、技能グランプリへの
挑戦につなげていく。また、事業内訓練校の講師として、若手技能者の指導に当た
るとともに、各種競技大会へ参加する選手のコーチを務める。
●競技大会での成績をもとに、高い技能をもつ職人の集まる会社であることを顧客に
PR する。
●そのため、各社員の名刺に技能士（検定級）や大会の受賞歴を記載している。自ら
の技能に誇りを持つと共に､ 客観的な証明により顧客に信頼感を与えている。

［会社概要］
「日本一暖かい住まいづくり」をモットーに、独自の技術で北国に適した住宅をつくるハウジング髙橋。従業
員数 37 名。本社のある北海道旭川市を拠点に、設計から施工、基礎工事まで一貫して行う総合建築業と
して業績をあげている。また、同社で家を建てたオーナーらが ｢住まいの会」を組織しており、オーナーと同
社社員が共に楽しむイベントが、例年、開催される。高い満足度とコミュニケーションを提供する同社ならで
はの事例だ。
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技能五輪訓練レポート

株式会社ハウジング髙橋

原 寸 図 の 作 成は、
――ご自身が技能五輪に参加した感想は？

何度も練習を繰り返

島元

私が大工になってから25 年ほどになりますが、そ

さないと身につかな

の間に技能五輪のほか、技能グランプリなどいろいろな

いですね。大会当

競技大会に参加させてもらっています。1992 年の技能

日まで、 選 手 は 課

五輪全国大会では2 位に入賞することができました。今、

題をたくさんつくりま

振り返ると、練習を繰り返したことや大会に参加したことを

す。私たちは、指

きっかけに自分が成長できたと実感できます。いい体験を

導を行うのはもちろ

させてもらいました。後輩にもがんばってもらいたいと思い

んですが、練習用

ます。

の材料つくりもします。先輩たちは、時間を見つけては練

――技能五輪の経験は現在の仕事にどのように役立ってい

習場をのぞき、代わる代わる助言をしています。

ますか？

――技能五輪の訓練ではどのようなことを心がけていま

島元

すか？

課題に取り組んだことは、自信につながりました。

指導員

島元正明氏

現在の工法では、技能五輪で訓練した技能を使うことは

島元

多くはありませんが、いざというときの技術として役に立ち

たくさんのことを教わりました。私が習ったことは、すべて

ます。たとえば、現場で複雑な加工をしなければならず、

余すことなく後輩に伝えようと心がけています。特に道具

そこで手作業が必要になることがあります。そんなときも

の使い方は、重点をおいて指導しています。大会では、

悩まずに作業できますし、機械に頼らずともきれいに仕上

普段使わない道具や材料を扱わなければなりませんから、

げることができます。訓練を相当繰り返したので、ふだん

道具の使い方をマスターすることはとても重要です。

私が技能五輪の訓練をしているときに、先輩から

それから、選手が安心して練習に打ち込めるための環

技能五輪出場までの訓練体制
入

…

使っていなくても、体が覚えているものです。

社

３

月

境作りです。選手は、訓練している間に課題ができるか

大工本来の技能を確実に身につける

どうかだんだん不安になり、悩むことがあります。そうし
た時、「最初からできる人はいない。辛抱強くやれば必

［技能五輪全国大会参加データ］
第 23 回大会（1985 年）に初参加以降、継続的に出場。現在は「建築大工」
職種及び「建具」職種に選手を送り出している。これまでの出場選手数は延べ
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当社では、お客様にメリットのある家

なるのだと思うのです。

づく り、納 得して頂ける家づく り を 重

ど前からは、練習に専念し、課題の作品に徹底的に取り

視しています。それをかなえるためには、

ができるようになります。そこが、職人としての「売り」に

設計・施工の高い技術技能を持った社員

終わったあとや休日に練習に励みます。大会の 1 か月ほ

の存在が必要です。 私はこれまで、 企
｢
業は人なり 」 と信じてやってきました。

とによって、規格品ではない、自分ならではのものづくり

信 頼できる仲 間が会 社にいて、安 心し

す。そこで、選手は、先輩たちの指導のもとで、仕事が

次回も出場を希望する選手は、引き続き訓練を続ける。

て仕 事に取 り 組むことができる。 お互

かりと身につけてほしいと思います。技能を身につけるこ

五輪大会後

いに技 能 者 同 士、常に良い仕 事 を する

設けられ、いつでもだれでも練習ができるようになっていま

技能五輪を通じて、昔ながらの大工の技能をしっ

ように心がけて、会 社 を 盛 り 立てるよ

島元

会社の通常業務から離れ、１日中、大会に向けた仕上げの訓練に打ち込む。

うに協 力し合ってき ました。 技 能五輪

五輪用の技術の練習をします。社員寮には、練習場が

大会１か月前

や他の競 技 大 会への挑 戦 もそうですが、

――選手たちには、どんなことを期待していますか？

通し練習開始。終業後や休日を使い、課題を仕上げる練習を繰り返し行う（１０回程度）
。

教育のためにはきちんと投資をして、一

島元 はじめは、仕事をしながら墨付けや刻みなど技能

地方予選を兼ねた全北海道技能競技大会（五輪組）に出場し、５位内入賞で北海道代表となる。
【訓練開始】基本的に大会１か月前まで、仕事を休むことはない。終業後と土日を使用して訓練をする。
五輪に参加する新人は本社隣接の寮で生活。室内には十分な広さの練習スペースがあり、とことん練習に打ち込める。
最初は五輪特有の基礎技能（墨付けなど）から積み上げていき、併せて切込み、穴掘りなど加工の精度やスピードを上
げていく。

生懸命に人材を育てていくべきだと思っ

ずできる」と選手に話し、不安を解消するようにします。

課題公開後

業務と並行し、旭川建築職業訓練協会
（事業内訓練校）で基礎技能を学ぶ。
（入社時の状況に応じて１〜２年間）

ています。

――技能五輪の訓練はどのようにしていますか？

20 名。銀賞２名、銅賞３名、敢闘賞２名など、多くの賞を獲得している。

技能五輪訓練生から

組みます。作品の

今 回、 技 能 五 輪 は 初 挑 戦 で す
が、せっかく 出 場できるチャン
スを 得たので、 悔いのないよ う
に頑 張ってこよ うと 思っていま
す。ミスをせずに、練習通りの
ことを本番でもできることが目
標です。今はまだすべてが課題
ばかり。大会に出てくるトップ
の人たちとはレベルが違 う、と
いう感じです。でも、ぎりぎり
まで練習して、自分がどこまで
できるよ うになっているのか試
してきます。

井上善友 さん

職人を育てる場として技能五輪を活用

「建築大工」職種

当社の人材育成と技能五輪

取締役会長

髙橋有司氏

