
造る
しごと

平成 30年度  厚生労働省委託事業

製造業
入 職 促 進 ガイドブック

私
た
ち
が

「
も
の
づ
く
り
」を

支
え
て
い
き
ま
す
。



　熟練技能者の高齢化や若年者を中心としたものづくり離れ、技術離れ

が懸念される中、平成25年に厚生労働省の委託事業として「若年技能

者人材育成支援等事業」が創設されました。

　ものづくりの現場では熟練技能者が退職する前に、これまで培ってき

た技術・技能やノウハウを若年技能者に伝承させるため様々な対策を講

じていますが、製造業や建設業界の業種によっては慢性的な若手人材不

足の解消には至っていない状況です。このままでは日本のものづくり産

業が衰退しかねません。引き続きわが国のものづくり産業が競争力を維

持し、発展を遂げていくには、産業の基盤となる高度な技能を有する技

能者の育成が不可欠です。そのためこの事業では、技能労働者の地位向

上を図り、若者が進んで技能者を目指す気運を醸成するため、様々な取

組を行っています。

　今回、若年技能者の入職を促し、技能伝承を促進するという観点から、

人材が不足するこれらの業界について理解を深めていただくために入職

促進ガイドブックを作成いたしました。

　本ガイドブックはこれらの業界の学識者に加えて、企業の「若年技能

者」「先輩の技能者」「経営者」等の方々への取材を通じて業界の動向や

企業で活躍している若年技能者について、これらの職種の内容とともに

紹介しています。

　未来あるみなさんの進路を考える際の一助になれば幸いです。

　なお、本書の作成にあたり、ご多忙の中、取材にご協力いただきまし

た関係の方々に対し、厚く御礼申し上げます。
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　「コトづくり」とは、数年前から使われだした考え方
で、品質や機能性といった「もの」の価値に、デザイン
性や新しい付加価値などの「コト」を加えて、製品の価
値を高めることを言います。日本の製造業は「もの」の
部分では優秀ですので、これからは世界で勝てる「コ
ト」づくりの力を付けていかなければなりません。

　20世紀の終わり頃まで、日本の製造業は、高品質・
高信頼性において世界のトップを走ってきました。原料
を輸入して加工し、高品質の製品を輸出することで、貿
易黒字を生んできました。それを支えてきたのは、製品
の不良をなくすとか、生産効率を上げるといった製造現
場の技能者による改善努力です。そうした日本式の生産
方法は、現在も世界各国で取り入れられています。
　ところが、2000年頃から、日本の製造業に3つの変

化が起こりました。1つ目は、これまで国内で生産して
いた製品を、市場のある海外工場で生産するようになっ
たことです。2つ目は、技能者の高齢化です。どの企業
も熟練技能者の確保が課題となっています。3つ目は、
部品を生産して輸出し、最終製品は外国の企業が組み立
てるという形が増えてきたことです。こうしたなかで、
日本の「ものづくり」は、「コトづくり」に転換する必
要性が問われています。

　日本の製造業が抱える課題のひとつに、技能が標準化
されていないということがありました。優秀な技能者の
技能が表に出てこないで、他とつながっていなかったた
めに、個人のものだけで終わってしまっていたのです。
それぞれの技能が他とつながって初めて生産性は高くな

るのです。
　そこで、職業能力開発総合大学校では、日本の強みで
ある技能を「見える化」する技能科学という取り組みを
始めています。「見える化」とは、例えば、熟練技能者
のカンやコツといった技能を細かく分析して、文書化し
たりデジタル化したりする作業です。こうすると、技能
の伝承がスピードアップしますし、分析結果を知ること
で技能者自身の能力もアップするのです。
　さらに、見える化された技能を IoTで“繋ぎ”かつ新
技術と組み合わせることで高度化することにより、新た
な価値を創造することを目指しています。

　現在進行している、人工知能（AI）やロボットといっ
たソフトや機械による産業の変革は「第4次産業革命」
と呼ばれています。この変革によって、技能者の役割が
変化するのではないかという声もあります。しかし、AI

やロボットを使いこなすのは人間です。私は、どんなに
科学技術が発達しても、技能者の役割・重要性は変わら
ないと考えています。
　日本の製造業は、開発と製造の両方ができるという点
で非常に魅力がある仕事です。私も若い頃は、その魅力
に惹かれて工学部への進学を選びました。これから、も
のづくりの業界に入ろうと考えている若者たちには、製
造業が日本を支えているという気概を持ってほしいと思

います。そして、単に技能だけでなく、様々な教養を身
に付けることにより、デザイン力を身に付けたり、起業
力を身に付けたりして、日本の将来を担ってほしいと願
っています。

「ものづくり」から
「コトづくり」への転換

技能の「見える化」で
伝承スピードをアップ

AIやロボットが登場しても
技能者の役割・重要性は変わらない

　「匠の技」という言葉があるように、日本では昔から
職人が尊敬されてきました。他の先進国に比べて、職人
の地位がもともと高い国なんです。匠と呼ばれる人は、
優れた技術を持つとともに、お客さんの求める製品を開
発することができる優秀な技能者です。高度経済成長期
の日本は、そういった優秀な技能者が製造業を支えてい
ました。「コトづくり」への転換が課題となっている今、
デザイン性や新しいサービスなどの「コト」を開発し、
外国との競争に勝てる若い技能者が求められています。

開発と製造の両方ができる
職人が尊敬されている

東京工業大学大学院修了。同助教を経て、同
工学部経営工学科教授に就任。現在、東京工
業大学名誉教授。工学博士。専門分野は、企
業や工場における生産性の向上を図るための
技術を研究する経営工学。校長を務める職業
能力開発大学校では、科学・技術に加えて技
能も体得する少人数の実践教育を通して、日本
のものづくり産業を支える人材を輩出している。

職業能力開発総合大学校 校長
（工学博士 東京工業大学名誉教授）

圓
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たかお

夫さん

資料：経済産業省調べ（2016年12月）

『2017年版ものづくり白書』（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2017/honbun_pdf/index.html

図114-12（「現場力」の維持・強化を図る上での課題）を加工して作成

『2017年版ものづくり白書』（経済産業省）
http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2017/honbun_pdf/index.html

図114-11（特に確保が課題となっている人材）を加工して作成
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特に確保が困難となっている人材 「現場力」の維持・強化を図るうえでの課題
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経済産業省が企業の人材確保の状況に関してアンケート調査を行ったところ、人材確保について約8割の

企業が課題と認識している。そのうち、5割超が「技能人材」の確保を課題としてをあげている（下図左）。
また、「現場力」の維持・強化を図るうえでの課題では、「若手技能者の技術力が低下している」という回
答が47.9%、「技術継承が困難になってきている」という回答が39.8%と高い割合を示している（下図右）。

技能人材

55.9%

期間工

2.8%

IT人材
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開発と製造の
両方ができる技能者が
日本の製造業を支える
世界の経済情勢や科学技術の進歩などによって、日本の「も
のづくり」産業に変化が起こっています。現在、日本の製造
業が抱えている課題や技能者という職業の魅力について、
職業訓練指導員（テクノインストラクター）の育成を行っている職
業能力開発総合大学校長の圓川隆夫氏に聞きました。

魅力製造業界の
専門家に聞く

企 業 は 若 い 技 能 者 を 求 め て い る

熟練技能者が持つものづくりに求めら
れる技能に対して、その「見える化」
や科学的アプローチを記した本。

「技能科学入門」
職業能力開発総合大学校（PTU）編

備考：複数回答可。
資料：経済産業省調べ（2016年12月）
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　限られた材料が足りなくならないように考えたり、正
確に厚みを出したり、決められた時間内に作ったりと、
今は技能を身に付けることで精一杯です。家具にはいろ
いろな形のものがあり、それを作れるようになるための
加工技術は、まだまだたくさんあるのです。

自分でデザインした家具を
自分で作るのが目標

　ずっと先の目標で

すが、自分で企画・
デザインした家具を

自分の手で製作でき

たらいいな、と思っ
ています。

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

木のぬくもりがある家具で
人々の暮らしを豊かに

株式会社匠工芸

入
いりえ

江 早
さき

紀さん
（2 6歳）
入社5年目

　私はデザインしか学んでこなかったので、機械の使い
方は、一から教わりました。今は、薄い板を何枚も重ね
てプレスする機械加工を担当しています。はじめのうち
は機械の調整が難しかったのですが、プレスした家具の
部品がきれいにできたときは、とても満足感があります。

部品がきれいに加工できたときは、
満足感がある

　山口県の高校に通っていた時から家具づくりに興味が

あったので、プロダクトデザインを学べる大分県の短大
に進学しました。その後、就職活動で旭川家具のことを
知り、実際に製作している現場を見たいと思って、一人
で旭川を訪ねました。メーカーを何社か見学した中で、
この会社の環境や、様々な種類の家具を製作している点
が気に入って、入社しようと思いました。家具づくりの
技能を身に付けられるのがうれしくて、実家から遠い北
海道に来ることにも、まったく抵抗ありませんでした。

家具づくりをしたくて
家具のまち旭川にやって来た

株式会社匠工芸
〒071-1571

北海道上川郡
東神楽町南1番通24番地
TEL:0166-83-4400

http://www.takumikohgei.com

五感でものづくりができる
プロの職人を育てる

代表取締役

桑原 義彦さん

経営者からの
メッセージ

　当社の社員は地元の人だけでなく、家具製作に興味を

持った若者が全国からやって来ています。私も、家具づ

くりがやりたくて稚内からやってきました。今はリーダ

ーとして、難しい加工は私が担当し、後輩たちには能力

に応じた作業を担当させています。その中で、例えば、

カーブの形状など、部品にばらつきが出ないようにさせ

るのですが、自分の感覚でわかっていることを後輩に言

葉で伝えることが非常に難しいと感じています。

　自分の経験から、後輩たちには、最初の3年は下働き

でつらいけれど、そこを通り抜けると、ものづくりが楽

しくなってくることを伝えたいです。そのためには、今、

自分が何をやっているのか、家具のどの部分を作ってい

るのかを理解しながら仕事をすると、知識も深まります

し、新たな興味もわいてくると思います。素晴らしい先

輩たちが大勢いますので、そういった人たちの技術に触

れるだけでもたいへん勉強になると思います。

　匠工芸は、国内で有名な家具産
地である旭川を代表するメーカー
です。高い技能を有する職人が暮
らしを楽しく美しくする家具づくり
に取り組んでおり、手仕事を大切
にしながら創意工夫を続けています。
全国から集まる担い手を育成する
とともに、技能を習得した従業員
の数多くが独立。全国各地で活躍
する職人とのネットワークを活用し、
共同で商品を開発したり、販路を
拡大したりしています。

　私たちの仕事は、木材という一つ一つ違う材料を見極めて、

木と対話しながら加工し、お客さんに喜んでもらう製品を作る

ことです。その中で大事なことは、ただ製品が作れたらいいと

いうものではありません。プロというのは、五感を働かせたも

のづくりができる人です。目で見るだけではなく、五感を働か

せて感じなければなりません。また、ものづくりの世界には、

上には上がありますから、プロは、つねに向上心を持ってレベ

ルの高い物を見ていかないといけません。

　昔の職人は、先輩の仕事を「見て覚えろ」と言われました。

しかし、現代はそれだけではいけないので、会社でいろいろと

指導をします。けれども、どんなに会社が手を貸しても、本人

が感じなければ成長しません。図面を見て、頭の中で想像を働

かせないとものづくりはできません。そういった意味で、当社

に入ってきた若者たちは、指導が厳しいと感じるかも知れませ

ん。けれども、本人のために、プロの職人を育てるために、当

たり前のことをしています。将来、プロの家具職人として独立

を志している若者も大歓迎します。

家
具
製
作

先輩からのメッセージ

リーダー

柳沼 考宏さん
職歴12年

美しい木目が魅力の

ダイニングテーブルや椅子などは、
家具製作技能士の技が生きています。
木という自然素材ならではのぬくもりのある家具は、
人々の暮らしを豊かにしています。

私の仕事

入社したきっかけ

我慢して続けていると
ものづくりが楽しくなってくる

2級家具製作技能士

1級家具製作技能士

3年目以降  

7年目以降

株式会社匠工芸で

取得を目指せる主な資格

今後の目標
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　今までずっと、仕事を覚えるのに一生懸命でした。つ
らい時に先輩から「慣れれば大丈夫」と言われながら頑
張ってきましたが、今は続けてきて良かったと感じてい
ます。最近は、後輩に教える立場になりました。自分の
仕事を進めながら教える時間を作るのは、余裕がなくて、

自分の仕事をしながら
後輩に教えられるようになりたい

とても苦労していま

す。今後は、自分も
成長しながら、後輩
にも教えられるよう

になりたいと思って

います。

平らな生地から生活を彩る
素敵な洋服を作り出す

岩手モリヤ株式会社

鹿
かぬか

糠 恵
えり

里さん
（2 7歳）
入社9年目

　入社後、先輩に教わりながらミシン掛けやアイロン掛
けなど、縫製の仕事を覚えてきました。社員は、それぞ
れが洋服のパーツを分担して縫っています。3年目に技

能検定2級を受けた時、実技試験でワンピースを完成さ
せなければならなかったのですが、ふだんは、パーツし
か縫っていなかったので、とても難しく感じました。そ
れでも昨年には、1級の検定に合格するまでになりまし

た。自分で洋服を1着縫えるようになったのは、この仕
事をしていていちばんうれしかったことです。

自分で洋服を1着縫えるように
なった喜びがある

　北いわて地域は、縫製が基幹産業で、私も以前から縫
製の仕事に興味をもっていました。高校3年のとき、地
元での就職先を探していたところ、いくつかの縫製会社
から求人があったのですが、その中で、人材育成に熱心
で、国家検定に合格している人が多い会社だと知って、
魅力を感じ、入社を決めました。

縫製の国家検定により評価されることに
魅力を感じた

岩手モリヤ株式会社
〒028-0001 

岩手県久慈市夏井町字大崎13-3-3 

TEL:0194-53-5327 

http://www.ginga.or.jp/

iwatemoriya/

地元の女性たちが
生き生きと働けるように

代表取締役社長

森奥 信孝さん

経営者からの
メッセージ

　私が子供の頃は、現在のように世の中にいろいろな洋

服はありませんでしたが、同世代の子はみんなファッシ

ョンに興味を持っていて、テレビや雑誌で見る新しいデ

ザインの洋服にワクワクしていました。私も「自分で洋

服を作れたらいいな」という思いがあって、この会社に

入社しました。新入社員の頃、仕事を早く覚えたいとい

う気持ちがあったので、先輩に何でも質問していました。

　今は、いろいろな洋服があり、お金さえ出せば、気に

入った洋服が簡単に手に入り、インターネットでは洋服

に関する情報があふれている時代で、洋服作りを勉強す

るにはとても良い環境だと思います。若い社員たちには

モチベーションを強くもって、先輩社員にどんどん質問

してほしいと思います。洋服を作るという仕事は、楽し

い仕事です。自分が選んだ仕事に熱い想いを持って、よ

り高いレベルを目指してもらいたいと思っています。

　岩手モリヤは、婦人用のジャケ
ット、スーツ、ウールコートなどの
高級既製服を製造しています。常に
「メイド・イン・ジャパン」を意識し
た高品質・高付加価値のものづく
りを実践し、生地の織り、編み、
縫製加工まで、全てを国内で行っ
ていることを証明する「J ∞クオリ
ティー」認証を取得しています。ま
た、AIとIoTを活用することで、縫
製前工程の効率化と延反・裁断計
画の最適化を実現し、生産性向上
にも成功しています。

　当社は、東京にあった東京本社より誘致企業にて進出し、昭

和63年に岩手モリヤ株式会社として現地法人化した会社です。

現地法人化した理由の一つには、本当は地元で暮らしたいと思

っていても、働く場所がないという理由で、都会に出てしまう

女性が多いと聞いていたからです。地元に職場があると、結婚

して子どもが生まれたとしても、祖父母に預けて仕事を続ける

ことができます。そのほうが、本人にとっても幸せですし、会

社にとっても大きな戦力になります。入社した社員には、国家

検定に合格することを応援し、資格手当も支給しています。

　北いわては、技術力の高い多様な縫製業が集積していること

から、「アパレルの聖地」と呼ばれています。そして、当社を

含めた振興会16社は平成28年度に、北いわての縫製業のイメ

ージアップと人材育成を図るため、「北いわて仕立て屋女子会」

を結成しました。研修会やファッションショーなどを開催する

中で、数名の当社社員が地元の新聞にその活躍を取り上げられ

ています。今後も、地元の女性たちが生き生きと働けるように、

様々な活動を行って盛り上げていきたいと考えています。

婦
人
子
供
服
製
造

先輩からのメッセージ

生産技術課長

下舘 るり子さん
職歴43年

洋服の立体的なデザインをもとに、婦人服や子供
服を作り上げるのが婦人子供服製造。平らな生地
を縫い合わせて、立体的に美しく完成させるには、
婦人子供服製造技能士の優れた技能が生かされて

います。

私の仕事

入社したきっかけ

洋服に興味を持って
仕事を前向きに覚えてほしい

2級婦人子供服製造技能士

1級婦人子供服製造技能士

3年目

5年目以降

岩手モリヤ株式会社で

取得を目指せる主な資格

今後の目標

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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伝統のみそ作りで
日本人の毎日の食卓を支える

仙台味噌醤油
株式会社

増
ますこ

子 暢
とおる

さん
（3 0歳）
入社6年目

　学校を卒業した後、スーパーの総菜売り場でアルバイ
トをしていた時に、食品製造の仕事に興味を持ちました。
正社員として働ける職場を探したところ、地元仙台の伝
統食品を製造しているこの会社の求人を見つけ、「ふる
さとの味作りをやってみよう」と思い入社を決めました。

ふるさとの味
仙台みその製造に興味を持った

み
そ
製
造

みそは、大豆、米（麦）、食塩を用いた発酵食品で、
古くから伝わる和食に欠かせない調味料です。
優れた技能を身に付けたみそ製造技能士が

日本人になじみ深いみそ作りを通して、
私たちの毎日の食卓を支えています。

　みそは、蒸した大豆と米麹、塩を一定の割合で配合し
て、発酵させて作ります。私は、お米を蒸気で蒸した後、
麹菌をふりかけて米麹を作る工程を担当しています。機
械の状態をチェックしたり、麹室の温度管理をしたりす
るのですが、麹菌は生き物ですので、なかなか人間の思
ったように繁殖しないのです。上質な米麹を作るために
は、使うお米の状態やその日の気温などによって微妙に
機械を調整しなければなりせん。いろいろと工夫をした
結果、良質な米麹ができ上がった時は、とてもうれしく
思います。

いろいろ工夫した結果
良質な麹ができるとうれしい

私の仕事

入社したきっかけ

　職場では、自分がいちばん経験が浅いので、周囲の人
に助けられながら仕事をしてきました。2級みそ製造技

能検定を受検する時は、担当している作業工程以外の仕
事、例えば大豆の知識などは不足していたので、先輩か
ら教えてもらい、無事に合格することができました。

周りに助けられてきた分、
後輩を助けられるようになりたい

　近い目標は1級に

合格することですが、
いずれは自分も後輩

たちを助けられるよ

うになりたいと思っ

ています。

仙台味噌醤油株式会社
〒984-0825

宮城県仙台市若林区古城1- 5-1

TEL:022-286-3151

http://www.sendaimiso.co.jp/

みそ作りの伝統を守りながらも
新しい時代への対応が重要

専務取締役

佐々木 祐一郎さん

経営者からの
メッセージ

　現在、私は仕込みから発酵、出荷までのみそ製造全般

を管理しています。みそは、大豆・米麹・塩から作りま

すが、仙台みその伝統製法を守って、同じ材料を同じ配

合で仕込んでも、同じ味のみそができるわけではありま

せん。みその善し悪しを左右するのは米麹を作る、大豆

を蒸すなどの仕込みの前段階で、そこがみそ作りの奥深

さであり、おもしろいところです。

　この日本人の食卓に欠かすことのできないみそ作りの

世界の奥深さとおもしろさを、みそ製造を志す人はもち

ろん、これから食品製造関係の企業に就職しようと思っ

ている人に教えていくことができればと思っています。

　できれば、みそについて全く知識を持たない人にも、

お話しする機会があればと思っています。そして、当社

の後輩たちには、先輩から受け継いだ仙台みそ400年の

伝統の技術・技能をしっかり引き継いで、おいしいみそ

を作れる一流の職人になってほしいと思います。

　辛みが強く風味が高いのが特徴
である「仙台みそ」の製造は、戦
国武将伊達政宗の時代に始まり、
全国的にその味が知られるようにり
ました。仙台味噌醤油株式会社で
は、その当時に作られた「味噌屋
仲間掟留帳」の基準を遵守すると
ともに、職人が味にこだわって仙
台みその醸造生産に励み、政宗公
の頃から受け継がれた伝統と風格
の味を守っています。

　2019年に創業100周年を迎えた当社は、長い歴史のある仙

台みその伝統を守って、みそを製造している会社です。製品を

全国に出荷しているほか、大手のフードチェーンとの共同企画

にも積極的に取り組んでいます。

　みそ作りと聞くと力仕事のように思われる方もいらっしゃい

ますが、昔のようにすべて職人の手仕事で製造しているわけで

はなく、ほとんどの工程に機械設備が導入されています。かつ

て重労働であった部分は、機械設備によって軽減されています

し、今後もさらに進んでいくことでしょう。そうした製造環境

に変化があっても、伝統を受け継いだ職人の技能がなくては、

仙台みその上質な味を作り出すことができません。

　これまで日本人の食として愛され続けてきたみそは、今後も

愛され続けていくことでしょう。これからは、伝統を守りなが

らも新しい時代に対応していくことが重要になっていきますの

で、前向きで誠実に取り組んでくださる方、知識を吸収する姿

勢を持った方が、みそ作りの世界に入って来ていただけるとあ

りがたいと思います。

先輩からのメッセージ

佐々木 貴広さん
職歴26年

伝統の技術を引き継いで
一流のみそ職人になってほしい

2級みそ製造技能士

1級みそ製造技能士

2～3年目

7年目以降

仙台味噌醤油株式会社で

取得が目指せる主な資格

今後の目標

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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精密な鋳造品で
日本の産業界を輝かせる

株式会社キャスト

小
こばやし

林 雅
まさふみ

史さん
（2 3歳）
入社5年目

　工業高校の実習で、様々な技能を体験した中で、自分
は鋳造がいちばんおもしろいと感じました。そこで、先
生に「鋳造の会社に就職したい」と希望を言ったところ、
実家から通える鋳造会社をいくつか紹介してもらいまし

た。その中で、この会社が優れた技術で多様な製品を鋳
造していることを知り、入社することを決めました。

高校の鋳造実習がおもしろくて
鋳物づくりを志した

鋳
造

自動車生産ラインの産業用ロボットからマンホール

の蓋や身近にある水道の蛇口まで金属を溶かし鋳

型で固めた鋳造品が使われています。それらは高
い技能を持った鋳造技能士によって作られ、日本
の製造業をはじめ私たちの暮らしを支えています。

　鋳造は、製品の設計図をもとにした1つの木型から複

数の鋳型（砂型）を作り、その砂型の中に金属を流し込
んで製品を作ります。私は入社以来、材料となる金属を
溶かす溶解と、砂型への流し込みを担当しています。溶
解では、材料となる金属の成分計算が難しく、流し込み
作業では、一定のスピードで材料を砂型に流し込んでい
くのが難しい点です。砂型を外した時に、不良の部位が
なく、きれいに製品ができあがった時が、最もうれしい
瞬間です。

製品がきれいにできた時が
最もうれしい瞬間です

私の仕事

入社したきっかけ

先輩たちのように
鋳造技能士の資格を取るのが目標

技能をマニュアル化して
職人の技を見える形にする

代表取締役社長

若林 誠さん

経営者からの
メッセージ

　私は、鋳造について全く知識がないまま、この業界に

入ってきました。最初に教わった先輩が厳しい人でした。

つらかったこともありましたが、厳しく教えてもらった

おかげで、しっかりと身につけることができました。

そして鋳造の奥深さや、ものづくりのおもしろさを理解

することができるようになりました。

　今は、二人の後輩を指導する立場になりました。私は、

自分が教わった時に感じた、教えられる側の気持ちを考

えて、わかりやすく丁寧に教えることを心がけています。

そして、次につながるのであれば、失敗してもいいと思

いますし、自分に合ったやり方で、自分のペースで技能

を磨いていけばいいと思っています。

　最初はわからないことばかりですが、先輩に相談した

り見たり聞いたりできるので、心配しないで入って来て

ほしいと思います。

　自動車に代表されるように、製造業界では製品の強度を保っ

たまま軽量化する流れが進んでいます。そうなってくると、中

空構造や肉薄といった難易度の高い製品を作り出す技術力が必

要になってきます。これまでの鋳造会社の多くは、熟練の職人

のさじ加減のようなものに頼ってきましたが、それでは製造業

界の流れに対応できなくなってきています。当社では、熟練の

職人の技能を機械で測定してデータ化し、マニュアル化するこ

とを進めてきました。職人の技を見える形にすることで、若い

職人でも正確に製品を作ることができるようになります。

　また、安全面でも衛生面でも働きやすい職場でないと良い仕

事ができませんので、クリーンな職場作りにも力を入れてきま

した。その結果、工場内は防塵マスクをしなくても作業ができ

る状態になっています。

　そして、従業員の資格取得に関しては、会社が費用を全面的

に負担していますし、資格を取るごとに給料が上がる仕組みに

しています。当社に入って、鋳造というものづくりを楽しいと

思える職人が育ってくれることを楽しみにしています。

先輩からのメッセージ

緑川 敏和さん
職歴10年

一人一人のやり方で
技能を磨いていけばいい

株式会社キャストで

取得を目指せる主な資格

今後の目標

株式会社キャスト
【本社】
〒135-0015

東京都江東区千石3-1-14

【白河工場】
〒961-0302

福島県白河市東上野出島字笹久保2番地
TEL:0248-34-3971

http://www.kkcast.co.jp/

　創業が明治22年という老舗の鋳
造会社です。平成5年に工場を東
京から福島県白河市に移転、総勢
約40人の職人と技術スタッフが鋳
物づくりに取り組んでいます。産
業用ロボットのアームなどを大量生
産してる一方で、オリジナル製品
の開発と販売も行っています。

　まだまだ先輩たちのように仕事が上手にできていない

ので、もう少し経験が必要だと感じています。一度ミス
したら二度としないように心がけています。資格に関し
ては、入社1年目で、フォークリフト、クレーン、玉掛
けの資格を取得させてもらいました。これまで、溶解の
工程だけを担当して

きましたが、他の工
程も勉強して、先輩
たちのように鋳造技

能士の資格を取るの

が目標です。

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

2級鋳造技能士
2級金属溶解技能士

1級鋳造技能士
1級金属溶解技能士
鋳造技士
上級鋳造技士

2年目以降  

5年目以降
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　現在、2級プラスチック成形技能検定に挑戦していま

す。実は、もともと先輩と話すのは得意な方ではなかっ
たのですが、その点は努力して、わからないことは先輩
にアドバイスを受けて、試行錯誤しながら自分のものに

現在、技能士資格に挑戦中、
新しい技術にもチャレンジしたい

しています。
　今後は、当社の
強みであるガスイ

ンジェクションな

どの特殊技術にも

チャレンジしてい

きたいと思ってい

ます。

特殊技術で、プラスチック
製品の未来を拓く

株式会社
ジュンコーポレイション

熊
くまがえ

谷 俊
としあき

明さん
（3 3歳）
入社4年目

　プラスチック成形の仕事の流れは、成形機にクレーン
で製品の金型をセットし、タッチパネルで機械を操作し、
材料である樹脂を注入します。成形後には製品のゲート
カット作業やバリ取り作業などを手作業で行います。こ
の時、ニッパーという工具を使うのですが、これがなか
なかうまく扱えないのです。たまに先輩から怒られるこ
ともありますが、怒られて気付く部分もあります。技術
はまだまだですが、自分が製造に関わった部品が製品に
なり使われているのを見ると楽しいです。

製造に関わった部品が、製品に
使われているのを見ると楽しい

　大学卒業後、プログラマーの仕事をしていたのですが、
4年ほど前に退社し、安中市の実家でしばらく次の仕事
を探していました。この会社の求人を知った時、子供の
頃からプラモデルを作るのが好きだったこともあり、も
のづくりが好きな自分に合っていると思い、入社を希望
しました。

ものづくりが好きだった自分に
合っている仕事だと思った

株式会社ジュンコーポレイション
〒379-0211

群馬県安中市松井田町
上増田53-1

TEL: 027-393 -1375

http://www.jun-corporation.com

私を超える人材の育成を目指し
国家資格の取得を応援

代表取締役社長

小板橋 義和さん

経営者からの
メッセージ

　私が若い頃、先代の社長から、マンツーマンで技術を

教えられました。社長がやってみせてくれて、その後で

私にさせてみる。ただ、毎日怒られてばかりでしたので、

私はいじけたり、腹を立てたりしていました。今思えば、

私は怒られないと本気にならないタイプですので、先代

の教え方が良かったのだと思います。

　今度は私が若い後輩を教える立場になりました。ほめ

るのが苦手ですので、先代の社長のように教えてきまし

たが、一人一人性格が違いますので、ただ怒ってばかり

では響きません。そこで今は、マネジメントスクールに

通ってリーダーの訓練をしています。

　私の場合、わからないことを人に聞くことは全然恥ず

かしくなかったのですが、それを若い人にもやってほし

い。そして、自分が得たものは、人にも伝えてほしいと

思ってます。人からゴーをかけられるのを待っているの

ではなく、自分からアピールしてほしいのです。

　プラスチック射出成形の製造方
法において、ガスインジェクション
技術にこだわり、改善を続けてき
たジュンコーポレイション。ガスイ
ンジェクション技術の圧倒的な 

No.1を目指し、業界屈指の高い技
術力を確立し、自動車部品をはじ
め医療機器、住宅設備、OA・家電、
遊技機など広い分野で採用されて
います。

　当社は、従来のプラスチック射出成形の問題点を解決し、高

レベルな製品の製造を実現するガスインジェクション技術やヒ

ートアンドクール技術に優れ、付加価値のあるプラスチック製

品を創りだしている他とは異なる会社です。これらの特殊技術

は、私が30年かけて磨いてきた技術ですが、さらに高度化し

ていただける、私を超える人材を育てたいと考えております。

　採用に関しては、若者に成長するきっかけと場を与えること

をお約束します。それは男性に限らず、技能士を目指す現場女

子も応援しています。入社してからは、通常業務をしながら、

技能士の国家検定に合格できるように会社が全面的にサポート

するとともに、世界トップクラスのガスインジェクション技術

やヒートアンドクール技術を身に付けてもらいます。私は、何

もできなくて自信がなかった若い人が、何度か失敗を経験する

中で技能を身に付け、人間的に育っていくのを見ると、涙が出

るほどうれしくなるんです。これまで私たちの業界に興味がな

かった人でも安心して来てほしいです。

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
成
形

先輩からのメッセージ

製造技術課   課長

中島 尚さん
職歴30年

プラスチック成形は、プラスチック（合成樹脂）を
金型に注入して成形品を作る方法で、家電・自動
車部品・医療機器など、多くの製品製造に使用さ
れています。これまで金属製だった様々な部品が、
軽量で耐久性にすぐれたプラスチック製品に変わ

っていくなかで、特殊技術が新たな製品の可能性
を切り開きます。

私の仕事

入社したきっかけ

聞くことを恥ずかしがらないで、
自分からアピールしてほしい

2級プラスチック成形技能士

1級プラスチック成形技能士

3年目以降

8年目以降

株式会社ジュンコーポレイションで

取得を目指せる資格

今後の目標

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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　大型の金型については、ようやくメンテナンスを任さ
れるようになっていたのですが、去年から小型の金型を
担当するようになって、より繊細な技術が必要となりま
した。わからないことは、自分より長く担当している後
輩に聞くこともあります。まだまだ覚えることがたくさ

自分の仕事に満足できて
安心して任されるようになりたい

んありますが、いず
れは自分自身が満足

できるようになって、
上司から「任せても
安心」と思われるよ
うになりたいです。

多種多様なばねを造り
日本の製造業を支える

中央発条工業
株式会社

河
かわづ

津 一
かずひろ

廣さん
（2 7歳）
入社9年目

　入社後、およそ3か月にわたる研修の間、様々な仕事
を体験した上で配属が決まりました。自分はずっと金型
のメンテナンスを担当しています。ただし、金属ばねの
金型は1万種類以上あり、一つ一つメンテナンスの仕方
も違いますので、1年や2年で覚えられるものではあり

ません。今年で9年目になりますが、まだ勉強すること
がたくさんあります。それでも、自分がメンテナンスを
担当した製品が自動車などに使われているのを見ると、
この仕事のやりがいを感じます。

自分が関わった製品を見つけると
仕事のやりがいを感じる

　小さい頃から自動車に興味を持っていたので、ものづ
くりが学べる工業高校に進学しました。就職活動の際、
地元の企業を探していたところ、当社が自動車に使われ
ている金属ばねの設計から組付けまで、一貫して行って
いることを知り、「おもしろそうだな」と思って応募し
ました。

自動車に関係する
ものづくりがしたかった

中央発条工業株式会社
〒877- 8501

大分県日田市新治町503

TEL:0973-22-1112

http://www.chksp.co.jp/

安心して働ける会社で
仕事のおもしろさを感じてほしい

代表取締役社長

竹内 康晃さん

経営者からの
メッセージ

　金属ばねには、大きく分けて線ばねと薄板ばねの2種

類があります。私は、その両方の1級技能士資格を取り、

去年、優良ばね製造技能者の表彰も受けました。

　私が担当している仕事は、金属ばねを作るのに必要な

金型の設計です。例えば、全く新しい金属ばねの注文が

来たとします。すると、製品の設計図をもとに、CAD

を使ってその製品をプレスする金型を設計するのです。

その中で難しい点は、同じ材質であっても、金型の形状

によって曲がり具合が微妙に変わってしまったりするこ

とです。ですから、完成後の微妙な曲がり具合などをイ

メージして、金型を設計しなければなりません。失敗を

踏まえて何度もトライして作った金型から、イメージ通

りに製品ができた時には、大きな満足感や達成感が得ら

れます。ものづくりの奥深さや楽しさを感じられる仕事

ですので、後輩たちにもぜひチャレンジしてほしいと思

います。

　中央発条工業は、2018年に創
立70周年を迎えた老舗の会社で
す。創業時からのトップポリシー
「良い品を（Quality）・ムダなく
（Cost）・早く需要家へ（Delivery）」
を掲げ、様々な製品に必要な金属
ばね、金属プレス部品を製造して
います。高い技術力に支えられた
高品質の製品は、日本を代表する
自動車メーカー、電機メーカー、住
宅メーカーの要望に応えています。

　当社は、有給休暇取得率、月平均残業時間、3年内離職率な

どが、全国平均に比べてはるかに良く、採用の際には、その数

字を具体的に示すことで、安心して働ける会社であることをア

ピールしています。また、技能士の育成にも力を入れており、

私自身が金属ばね製造技能検定の九州地区主席検定委員を務め

るとともに、当社がその試験会場にもなっています。そして、

社員が技能検定を受検する際には、練習する場を提供するなど、

会社として全面的に支援をしています。

　私は、サービス残業などによる労働被害のニュースが多い中

で、若者たちの会社に対する見方が、労働環境にばかりに注目

しがちで、仕事のおもしろさにはあまり注目していないと感じ

ています。ワークライフバランスだけを考えるのではなく、仕

事のおもしろさ、やりがいにも注目してほしいと思います。

　当社では、安心して働ける環境の中で、金属ばねという非常

に多種多様で奥が深いものづくりができます。業界をリードす

る立場として、これからもチャレンジ精神のある若者たちを応

援していきたいと考えています。

金
属
ば
ね
製
造

先輩からのメッセージ

高倉 宏明さん
職歴9年

日本が世界に誇る

高性能の自動車や家電製品には、
多種多様な金属ばねが使用されています。
それらは、金属ばね製造技能士が持つ
高い技能によって作られています。

私の仕事

入社したきっかけ

イメージ通りに製品ができた時は、
大きな満足感が得られる

2級金属ばね製造技能士

1級金属ばね製造技能士

2年目

5年目以降

中央発条工業株式会社で

取得を目指せる主な資格

今後の目標

技
能
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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　「技能検定」は3級、2級、1級…とレベルが上がるに従い、試
験の難易度が上がり、合格基準も厳しくなります。さらに職種に
よっては、長い仕事の経験を重ね、技能レベルも熟練した管理・
監督者向けの「特級」もあります。技能検定には学科試験と実技
試験があり、技能士になるためには、その両方に合格する必要が
あります。

技能レベルの
証明でもある技能士は、
信頼性の証しです。

● 技能士は技能の高さについて企業から安心感が得られ、就職に有利です。

● 技能士には他の資格試験への受験資格や試験の一部免除など、様々な特典があります。

● 技能士が職場にいる企業は、中小企業でも技術力の高さで顧客の信用を得られます。

● 技能士が社内にいることで、職場が活性化し、教育や技術指導にも役立ちます。

働く人の「技能検定」レベルを評価する

目指す等級で変わる
検定試験の難易度

　技能検定は、国が定めた実施計画に沿って実施されます。都道
府県職業能力開発協会が実施する職種では、試験問題などは中央
職業能力開発協会が作成し、それぞれの試験は各都道府県職業能
力開発協会で実施しています。また、職種によっては、民間の指
定試験機関が行っています。受検を希望する人は、受検する職種
によって各機関へ申し込み、試験を受ける仕組みになっています。

　技能検定に合格した場合、国が認める“技能士”として合格証
書と中央に「技」の文字が入った技能士章（バッヂ）が授与され
ます。このバッヂから「何級の技能士」であるかがわかります。

技能検定はいつ、
どのように実施している?

技能検定に合格すると
何が授与される?

「技能検定」のご案内
　技能検定とは、身につけた技能レベルを評価する国家検定制度です。機械加工、建築大工、ファイナンシャル・プランニング
など、全部で130職種の試験があります。試験に合格すると合格証書が授与され、「技能士」を名乗ることができます。技能検
定は、身に付けた技能の価値、すばらしさを広く理解してもらい、働く人々の技能と地位のレベルアップを図ることを目的に、昭
和34年度にスタート。平成29年度までに約665万人が合格し、多くの職場で “技の証明 ”として高く評価されています。

受検対象者

特級 1級 2級

3級※ 単一
等級1級

合格者
2級
合格者

3級
合格者

3級
合格者

実務経験のみ

5

7

2 4

2 0 3

専門学校卒業
専修学校（大学入学資格付与課程に限る）卒業 6

0

0

1

短大・高専・高校専攻科卒業
専修学校（大学編入資格付与課程に限る）卒業 5

0

大学卒業
専修学校（大学院入学資格付与課程に限る）卒業 4

専修学校または各種学校卒業
（厚生労働大臣が指定したものに限る）

800時間以上 6

0
1

1600時間以上 5

3200時間以上 4 0

短期課程の普通職業訓練修了 700時間以上 6 0
1

普通課程の普通職業訓練修了
2800時間未満 5

0

2800時間以上 4

0

専門課程または特定専門課程の高度職業訓練修了 3 1 2

応用課程または特定専門課程の高度職業訓練修了

1長期課程または短期養成課程の指導員訓練修了

職業訓練指導員免許取得 – –

長期養成課程の指導員訓練修了 0 0 0

技能検定制度・
技能士ロゴマーク

※実技、学科のどちらか片方だけ合格した人は、次回以降は不合格となった試験のみの受検
　も可能です。

※検定職種に関する学科の在学者及び訓練科における職業訓練の受講者も受検できます。

技能検定 特級

管理者または監督者が通常
有すべき技能及びこれに関
する知識の程度

技能検定 1級・単一等級

上級技能者が通常有すべき
技能及びこれに関する知識
の程度

技能検定 2級

中級技能者が通常有すべき
技能及びこれに関する知識
の程度

技能検定 3級

初級技能者が通常有すべき
技能及びこれに関する知識
の程度

技能レベルを示す
技能検定の“等級 ”

技能検定には、特級、1級、2級、3級というよう
に、技能のレベルを明確に区分けした“等級”が
あります。職種によっては、等級を区分しない「単
一等級」もあります。

　仕事に生かすための技能を高めるためには、まず知識をしっか
り身に付ける必要があります。学科試験では、技能の知識がどれ
くらいあるかを評価するため、「真偽式（○×式）」の問題と、多
くの選択肢から正解を選ぶ「多肢択一式」の問題それぞれ25問
ずつ、全50問（特級は多肢択一式50問、3級は真偽式30問）
が出題されます。

●専門知識のレベルを評価する学科試験

　実技試験には、例えば制限時間内で物の製作、組立て、調整
などを実際に行い、評価を受ける試験があります。試験時間は
職種によっては4～ 6時間に及ぶこともあります。また、実際の
仕事の現場状況を想定して、判別・判断・測定・計算などの試
験を実施する職種もあります。

●仕事の技量と経験が試される実技試験

　技能を生かし社会で仕事をするには、専門知識や技能だけでな
く経験を積むことも重要です。等級が上になるほど、仕事の現場
で問題が起きたときに対処する能力、人をまとめて現場を管理す
る能力なども問われるからです。そのため技能検定では、まだ就
業の経験がなく、専門学校などで勉強している在学生でも受けら
れる３級を除き、仕事の習熟にかけた経験年数、実務経験のレベ
ルが検定を受けるための条件のひとつになっています。

技能検定では実務経験が
どの程度重視される?

　国が定めた制度に沿って、都道府県職業能力開発協会が行って
いる技能検定は、以下の表のように等級によって受検に必要な実
務経験の年数が決められています。ただし、専門学校などで学ん
だ知識や実技を生かし、3級に合格すると、2級や1級を受検す

るときに、実務経験の年数が短くなるメリットがあります。効率
よく上級の技能士を目指すことができます。

学生時代の3級合格で
1級・2級への道が有利になる?

国家
検定

技能検定の仕組み

上級の技能士を目指す人は受検への近道をチェックしよう！

それ以外にも、現場で技能を生かし
た仕事をするとき、あるいは人に技
能を指導する際の身分証にもなる

「技能士カード」や「技能士手帳」
なども用意されています。

（単位：年）

技能士章（バッヂ）

技能検定に関する情報は、ポータルサイト「技のとびら」に詳しく掲載されています。

詳しくは

技のとびら 検索
技能検定制度等に係るポータルサイト

技のとびら
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中央技能振興センター
（受託者：中央職業能力開発協会）
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