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　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年度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、若年技能者にこれまで

培ってきた技術・技能やノウハウを伝承させるため様々な対策を講じて

いますが、慢性的な若手人材不足等のために有効な対策が講じられて

いないことが多々あり、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

技能者を目指す環境整備をするために様々な取組を行なっています。

　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、

人材が不足する当該業界の人材を確保するために入職促進ガイドブックを

作成いたしました。

　本ガイドブックは当該業界の学識者に加えて、企業の「若年技能者」及び

その「先輩の技能者」、「人材育成の担当者」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を紹介しています。

　限りない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、本書の作成に当たり、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、誌面を借りて厚く御礼申し上げます。

平成29年3月
中央技能振興センター
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　日本の産業を大別するとき、機械産業は「一般機械

産業」「自動車・輸送機械産業」「電気機械産業」「精密

機械産業」という4つのジャンルに分かれます。生産機

械関係や修理・整備、金属加工などは主に「一般機械

産業」に含まれます。現在、自動車産業が3割、一般機

械産業が3割を占め、近年この比率は比較的安定して

います。生産高などはやや低下傾向にあり、一般機械

産業の従業員数も100万人を切っている状況では

ありますが、機械産業の中で見ると近年はずっと同じ

です。この均衡が実は日本の産業構造の強みといえる

のです。「一般機械産業」は、自動車や電気機器など

日本のすべての製造業を支える「基盤産業」だから

です。一般機械産業の機械設備によって、他の機械産

業の設備機器の製造や生産ラインを自国で調達でき

ることは、日本のものづくり文化と経済成長を支えて

きた大きな強みだといえます。

　機械関係にしても金属加工にしても、もともと基盤

産業であるがために、他の産業に比べると、さほど大

きな規模ではありません。しかし、この一般機械産業

が仮に3割から1割にまで減少してしまうような事態に

なると、日本の製造業は一変してしまいます。工作機械

のほとんどを海外からの輸入に頼ることになり、外国

製の機械では微調整なども日本語では難しくなりま

す。世界でも高い品質を保っている日本の工作機械が

失われた結果、これまでと同等の日本の誇りである精

度の高いものづくりができなくなる可能性があります。

　日本のものづくりの魅力とはコストなど厳しい条件

の中でも、きわめて質の高いものを創意工夫して作り

出すことにあります。使っていただくお客さんに満足し

てもらい、最終的には人々の生活が豊かになったり幸

福になったりしていく。そういう魅力のある製品を送り

出し、社会との繋がりを実感するためにも品質は重要

なのです。

　製造業が製品を世に出す流れとは、まず市場調査

を行って企画を立て、設計、製造、検査を経て出荷を

する。その後、セールスやメンテナンスサービスもあり

ます。企業の規模や作るものが違っても、ものづくりの

流れはすべて同じです。このように製造業には製品を

送り出すまでにさまざまな仕事があります。

　かつて大企業などで技能を重視せず、臨時の従業

員で対応した時代がありました。しかし、それではもの

づくりがうまくいかないことが分かり、現在は社内で

技能者を育てて尊重する方向になっています。

　ただし、会社によって技能者を育てるシステムは

さまざまです。大手企業ではトレーニング部門などを

持っている場合もありますが、中小の企業では現場で

実際に働きながら経験を積み、ベテランの技能者から

技能を学んでいくというのがほとんどです。

　これから入職を考える方にお伝えしたいのは、大ま

かでもまず自分のやりたい職業分野や方向をよく考え

ること。そして、企業を選ぶ段階にある人は、その会社

が何を作っているのか、社会にどのように貢献してい

るのかなど、企業研究とともに、必ず自分の目で確か

めてほしいということです。今は実際に工場実習として

仕事を体験するインターンシップや工場見学など企

業や業界団体がさまざまな機会

を設けています。そういうチャン

スがあれば積極的に参加して、

実際に見ること。ここで自分が

働きたいと思うか思わない

か。特に、会社の雰囲気が

自分の肌に合うという感覚を

少しでも持てることは、とて

も大切なのです。

産業が進化していくごとに
必要になる次の基盤産業
　これから日本で成長する新しい分野には、自動車の
自動運転システムやAIの技術。そして、航空機などが
あります。これまでジュラルミンなどの部品を加工する
技術は、今まで日本にあまりなかったものです。さらに、
炭素繊維など、新素材を使用した製品の需要が伸びれ
ば、当然加工する機械も必要になってきます。一方、高齢
者の増加で、使い勝手のよい福祉関係の機器の開発需
要も高く、さらにはエネルギー関連、構造物の耐震補強
にともなう鋼材など、幅広い分野で基盤となる製造技術
が求められています。

ものづくり大国として、数多くの高品質の製品を生み出し、

国内から世界にまで信頼感を高めている日本の製造業。

その土台にあるのが、工作機械関係や金属加工などの産業です。

日本の「基盤産業」と呼ばれるこの分野は、派手さはなくとも、

精度や品質へのこだわり、長年継承された技術・技能によって

毎日の暮らしを豊かにするあらゆる製品の製造、

そして、日本の質の高いものづくりを支えてきたのです。

製造業界に詳しい専門家に聞く

工作機械は「機械を生み出す機械」としてヨー
ロッパで発展した時代から「マザーマシン」と
呼ばれています。母なる機械と呼ばれる理由
は、自分の中の部品も作り出す機械であるこ
と。そして「精度の高い工業製品は精度の高い
工作機械にしか生み出せない」ということにあ
ります。自動車の金属部品、プラスチック部品
を作る金型にしても工作機械が関わっており、
日本のものづくりの生命線なのです。

KeywordKeyword

基盤産業の優れた技能が
新しい産業のベースに

日本のものづくりの
文化を支える
機械・金属加工産業

ものづくりの魅力とは
創意工夫して品質を保ち
使う人に満足して
もらうこと

方法は違っても
技能者を大切に育てる
方向はどこの企業も同じ

就職する会社について
実際に目で見て
確かめることが必要

職業能力開発総合大学校  教授
博士（工学）
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 さん
プロフィール■上智大学大学院理工学研究科　機械工学専攻
博士前期課程修了。東芝機械株式会社、上智大学理工学部機
械工学科助手・講師・准教授を経て、厚生労働省所管職業能力
開発総合大学校で現職。同大学校能力開発院　基盤ものづく
り系　NC・CAMユニット長、同大学校　総合課程機械専攻を兼
任。主な著書に「厚生労働省認定教材　機械製図」の【基礎編】
と【応用編】、「ザ・手仕上げ作業　ものづくり現場で受け継がれ
る技術と技能（日刊工業）」など。
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製造業において大量生産を可能にする金型は

工業製品の命ともいえる存在。

創造性と高い精度が要求される金型は

いまなお国内メーカーが強みを発揮する。

急速に進歩する最新技術に柔軟に対応し、

最先端の金型づくりを担う機械加工の技能者は、 

日本の製造業を支える存在でもある。

　子供の頃からものをつくるのが大好きで、高校は

地元の工業高校の機械学部に。当初は卒業後すぐに

就職と思っていたのですが、高校の先生のすすめも

あって、郡山の職業能力開発短期大学校の精密機械

工学科に進学しました。

　もともと就職は地元と決めていたので、就活は友人

たちと情報交換しながら早い時期から開始しました。

5年間学んだ工学の機械系の

勉強を生かせる会社が希望で

した。そういう意味でも地元に

多い金型メーカーは候補とし

て、自分なりに調べたり会社訪

問をしました。（株）北日本金型

工業は射出成形もやっていて、

金型からプラスチック製品まで

一貫したものづくりをしている点が魅力でした。また

会社訪問時も社員同士の仲がよいこと、工場がきれい

で清潔感があったことも印象に残りました。

　入社後は金型部門と成形部門各グループ2週間ず

つの2カ月間の研修があり、面談後に配属が決まりま

す。僕は成形事業部に配属されドリルで金属加工を

施す研磨を5カ月間担当。その後、金型事業部へ移動

しマシニングセンタの担当になり、今に至ります。僕

自身、学生時代の勉強が仕事に直結するわけではく、

仕事は厳しいものと覚悟していました。マシニングセ

金型から成形、
組立の一貫生産に
将来性を感じて

出合い

1978年にプラスチックの金型メーカーとして創業。83年には成形部門を発足し、現在はプラスチック金型製作や
射出成形、各種組立、成形製品の開発まで一貫して行う。扱う製品は時代の変化に合わせて多岐にわたり、近年
は医療機器や医療ロボット関係、衛生や防災関連商品、アミューズメント関連などが中心。金属から樹脂化され
てきたものの需要への対応も増えている。あえて定番商品を持たず、今までに蓄積したノウハウと対応力で様々
な分野に挑戦している。時代を先読みして仕事の幅を広げていくスピードとフットワークには定評があり、2015
年には経済産業省中小企業庁より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定された。

株式会社北日本金型工業
〒969-3461  福島県会津若松市河東町浅山字仲田40-1
TEL：0242-75-4731

http://www.njmould.co.jp/

株式会社北日本金型工業
金型事業部機械課  マシニングセンタ・オペレーター
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 さん（22歳）
入社2年目

日本の製造業の進化を支える
精緻な金属加工技術

金型製作 ンタを担当してからは、さらに仕事が難しくなります。

図面を読んで3Dデータをプログラムするには、材料や

加工法など広範囲の知識と一貫した技能がないと対

応できません。もちろん僕はまだまだで、上司や先輩

が指示や指導をしてくれます。相談はできても、最終的

には情報を整理して自分の頭で考えます。次々と新し

い課題が壁のように立ちはだかって、本当に苦しい時

期がありました。ある日、ミスをした時に上司から「へこ

んでいたら周りにも悪影響。しょげずにもう一度やって

みろ」と言われ、なんとか乗り越えました。同じ部署に

励まし合える同期がいたのも大きかったですね。

　もちろん今でも壁に当たるし、ミスもあります。でも

最後に測定して問題がない時は本当にうれしい。

上司の言葉と
同期の存在で
乗り越えた壁

試練

個人の成長への
意識や努力を
後押しする環境

先輩から

後輩へ

　大八木くんとは彼が高校卒業前、ちょうど私が人事
担当になってすぐの説明会で一度会い、大学校時代
に会社見学にきてくれて再会しました。縁を感じました
し、仕事への意識も高かったので、入社が決まった時
はよかったなと思いました。彼には5年間の工業系の
学習土台があったことと器用なほうなので、マシニン
グセンタへの配属は早かったですね。最初は大変そう
でしたが、今は技能検定2級の取得を目指しているよ

うで期待しています。
　うちは平均年齢が35歳と若い社員が多く、社内は
フレンドリーな雰囲気です。みんな気軽に声をかけ
るので新人もなじむのは早いですよ。商業系や普通
高校出身者も多く、機械の安全性の向上もあって女性
の技能者も活躍しています。仕事をする上で専門的な
知識や技術は必要ですが、それは入社
後でも十分学べます。それよりも大切
なのは、視野の広さと柔軟な思考だと
考えています。
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 さん（30歳）
総務人事経理課  課長　
入社6年目

技能を磨き
経験を積み上げて、
次のステップへ

進化

んでいたら周りにも悪影響。しょげずにもう一度やって

みろ」と言われ、なんとか乗り越えました。同じ部署に

　もちろん今でも壁に当たるし、ミスもあります。でも

最後に測定して問題がない時は本当にうれしい。

経験を積み上げて、

とくに初めて取り組んだものが思い通りに仕上がっ

た時の喜び。それまでの苦労が吹き飛んで、さらなる

レベルアップへの意欲がわきます。僕は比較的早い

段階で一つの仕事を任されましたが、悩むことも

多かった。でも失敗を恐れずチャレンジする精神が

大切なんだと思います。成長のスピードは人それ

ぞれ。今は同じ部署の3人の先輩に少しでも早く追い

つくのが目標。技能者として日々少しでも進化していき

たいです。

代表取締役社長

小
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 さん

　昔は10年と言われていましたが、今は3年のスパンで、社会も技術も求められるモノも大きく
変わっていきます。企業としては広い視野をもち、一日たりとも足を止めることなく、今後は開発
設計部門を強化したい。取引先のリクエストでつくるのではなく、自分達から商品の開発や
提案をしていきたいですね。

※所属・役職・年齢・入社年数は取材当時のものです。
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複雑化・高度化する電子機器の世界。

機器の心臓部にあたるような

主要な部分の組立ては卓越した技術が要求される。

丁寧で正確な組立て作業はもちろんのこと、

時には部品からつくっていくこともある。

また、時には顕微鏡をのぞきながら

つくり上げていくハイレベルな作業が続く。

電子機器組立て

　工業高校の学園祭で、戦車の模型を作ったことが

あります。鉄の板を溶接したり、旋盤を使ったりして

一から作りました。完成した時にとても達成感があり、

ものづくりを仕事にしたいと思いました。

　会社見学でいくつかの部署を見学しました。計測機

器部でははんだ付けなどの細かい作業が多いのを見

て、この部署に魅かれました。もともと電子機器科だっ

たので、はんだ付けもやってい

ましたし、細かい作業が大好き

です。希望通りの仕事につけて

うれしかったです。

　入社前は、ものづくりの工場

は流れ作業で、ねじを締めるの

も単純作業のように思っていま

した。ところが実際に働いてみ

ると、ねじの大きさによって締め方は違うし、はんだ付

けもただ付ければいいというものではない。一つ一つ

の作業を考えながら進めなければ、いいものは作れ

ません。一つとして無駄な作業はなく、どれも大切な工

程です。どんな作業も自分がきちんとしなければいけ

ない。仕事を始めて責任感が身に付いたと思います。

　メイコーはとてもアットホームな会社で、人間関係も

フレンドリーです。まず放っておかれるということがな

く、仕事は一からきちんと教えていただきました。資格

取得へのチャレンジも会社が応援してくれます。僕は

すべての作業が大切
ものづくりの工場の
イメージが変わった

責任

会社のサポートに
感謝しながら
さらに上を目指す

挑戦

　部下を指導するときは、まず図面を開いて論理的な
説明をした上で、作業のやり方を見せるよう心がけて
います。私に技術がなければ指導ができませんから、
私自身も技能検定１級を取得しています。直接話して
コミュニケーションをとり、お互いの信頼関係を築くこ
とが大切だと思います。信頼を築けていれば、どんな
困難なことも乗り越えられます。失敗すればフォローし
ますし、うまくいけばほめる。メイコーの社風がそのま
まこの課で生きていると思います。
　清水くんの若さで国家検定の1級を持っているの
は一人だけです。検定にチャレンジすることは、さらに
上を目指す向上心があるということ。手先も器用なの
で細かい仕事もどんどんこなし、吸収力も早いです。
今は清水くんが予定を立てて進行しているので、プラ

ンナーとしての役割もあります。今後は
グループのリーダーになっていく存在
だと思っています。

1962年、電気機器ユニットの製造業務で創立。以来電気機器メーカーとの業務提携をはじめ、お客さま
のニーズに合わせた受注形態で事業は順調に拡大。現在国内最大級のクリーンルームや大型設備機器
を導入し、設備力と技術力を併せ持つ企業として高い信頼を獲得している。社是は「信は命（力・財産）な
り」であり、社風は「従業員が働く喜びと、会社に誇りと夢を持てる企業を目指そう」というもの。従業員の
意見を吸い上げ、働きやすい環境づくりや福利厚生など、改革を進めている。技能者の育成にも力を入れ
ており、公的資格取得報奨金規定や教育研修規定なども設けている。全社を挙げてのボーリング大会や
忘年会など、アットホームな環境が大きな魅力である。

株式会社メイコー
〒400-0105  山梨県甲斐市今井732
TEL：0551-28-5111

http://www.meiko-inc.co.jp/

株式会社メイコー
計測機器部  分析計課  
電子機器組立て（電子機器組立て作業）1級

清
し

水
みず

　顕
あきら

 さん（26歳）
入社8年目

昨年、技能検定電子機器組立て（電子機器組立て作

業）1級に挑戦しました。8月の試験を目指し、5月頃か

ら終業後に2時間ほど、毎日練習をして準備をしまし

た。土曜日は外部講師の方がいらして、指導していた

だきました。そして、無事に1級を取得できました。

　資格取得は自分の技術が向上するだけでなく、

経験にもなります。また会社の評価も上がり、報奨金も

あります。挑戦する価値は大きいですね。結婚をして

家族もいるので、それも励みになっているのかもしれ

ません。こうしてスキルを上げることは、仕事をする上

でも大切です。技能の向上がなければ仕事に時間が

かかり、お客様にも迷惑をかけてしまいますから。

　現在関わっている仕事は、計測機器の心臓部に

あたるユニットを作っています。完成した時はやはり

達成感がありますね。以前、浄水施設まで機器を見に

行きました。自分の手がけた機器がどのように使われ

ているのか、現場を知るのはいい勉強になります。

お客様との接し方など、学ぶことはたくさんあります。

いい雰囲気で仕事をするためにもスキルを上げるだ

けでなく、人間関係も大切にしたいと思っています。

　技能検定1級を取得し、自分のスキルに対しても

自信がつきました。今後の目標は、計測機器全体に

対しての知識を身に付けていきたいです。ほかの技術

に関連した検定があれば取得し、後輩も指導したいと

思っています。機器の一部だけでなく、全体を知りたい

です。総合的に判断して応えられる技術者を目指して

いきたい。そのための知識と経験を積んでいきます。

世の中の役に立つ
製品づくりは
やりがいにつながる

喜び

難易度の高い機器も
精密な技術で実現させる

大切なのは信頼関係
その幹の太さで
困難も乗り越えられる

先輩から

後輩へ

代表取締役社長

上
うえ

野
の

  富
とみ

男
お

 さん

　もっとも大事にしたいのは社員です。175名の社員がいますが、一人一人が夢を持って働け
る会社にしたいです。そのためには資格取得を大いに推奨するとともに、取得者には報奨金や
昇給という形で還元しています。技能のレベルアップが会社を支える力になっています。

望
もち

月
づき

  浩
こう

二
じ

 さん（42歳）
計測機器部  分析計課  
入社19年目

※所属・役職・年齢・入社年数は取材当時のものです。
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代表取締役社長

寺
てら

西
にし

  正
まさ

明
あき

 さん

自動車製造や航空機・宇宙産業に

欠かせないゲージ、治工具などの設計・製作で、

世界からも一目置かれるものづくり集団。

最高峰の技術と品質を求められる

精密工業の世界の中でクオリティを守り、

最後の砦として支えている機械検査の仕事。

今日も0.001ミリの精度に挑んでいる。

　生まれも育ちも豊田市で父も自動車関連の仕事を

していたので、車には少なからず興味がありました。

また子供の頃からものづくりが好きで、スピーカーや

自作PCなどを製作していました。大学は情報系の工

学科でプログラミングを専攻したのですが、できれば

製造の分野で仕事をしたいという思いがありました。

そこでこの会社の説明会に参加したのですが、ゲージ

や治具についてはまったく分か

らず、ただ難しいことをやってい

るなという印象でした。

　実は一番魅かれたのは、社員

同士が年代を問わず仲がよい

会社の雰囲気です。ここなら長く

じっくりと技術を身につけられ

ると思いました。入社後は半年

間、全員が現場で研修しますが、僕が配属されたのは

円筒研削盤の部署でした。その後、設計に興味がある

ということで、製品全体を見渡せて、測定にも携われる

品質保証部で基礎から学ぶことになりました。

　現在も品質保証部で主に検査を担当しています。

当社の厳しい精度で正しく加工されているかどうかを

判断する最後の砦です。ものづくりの現場にいると自

分の加工する部分しか見えませんが、この部署は製品

全体を確認することになるので大変勉強になります。

最初は先輩から少しずつ教わりながら、現場を行き

ものづくりが好きで
長く技術を磨ける
製造業を志望

出合い

渡辺精密工業株式会社
品質保証部

甲
か

斐
い

  幹
みき

朗
ろう

 さん（26歳）
入社4年目

0.001mmの精度にこだわり
品質の砦を守るスペシャリスト

機械検査 来して覚えていきました。自分の場合は特に複数の

部品を組み合わせたものを組み付け・検査することが

多いです。不具合が発生した場合は、どのような理由で

不具合になったかも考えて、可能な限り現場とスムー

ズに対応し、改善していけるように心掛けています。

　仕事を徐々に理解してくると、ゲージや治具の重要

性を改めて感じます。ゲージのおかげで、今の自動車

や航空機などが効率よく生産できる。そんな仕事の

一端を担うことが楽しいし、達成感もあります。今は

後輩もできて、自分が他の部署からの情報を共有する

など、若手のアドバイザー的な役割も担っています。

　昨年、会社の協力もあり技能検定機械検査（機械

検査作業）2級の資格を取得。１級の受験資格は2級

製品を最終的に
測定することの
責任を痛感

進化

最短で機械検査の
特級技能士になり
将来は設計業務に

目標

取得後2年以上のため、ひとまず業務に専念し、今年

の末頃から徐々に準備をしたいと思っています。また

その先の特級を見据えて、日々品質の保証・管理の質

を向上させつつ検査の技術を磨いていきたいです。

一応、目標は最短年数での資格取得で、達成できるの

ではと考えています。さらに、当初の希望だったゲー

ジ・治工具の設計というのも視野に入れていますが、

これはもっと製品に対する知識を深め、経験を積んで

からの話。これからを楽しみにしています。

2017年で創立70周年を迎える、ゲージ・検査具・治工具・金型部品の設計・製作を専門とするスペシャリスト
集団。自動車産業を中心に主にエンジン製造の精密機器に関わり、完成度の高い製品を提供している。また、
アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区（国際戦略特区）の指定も受け、0.001mmの高精度治工具を継
続的に製作、航空宇宙製品の品質向上に貢献している。製品をつくるとともに、人をつくる（技術の継承）こと
も重視。70歳を超えた社員も働け、時短勤務・出社日数の調整など柔軟な体制で「生きがい」として仕事に取り組む体制を心掛けている。文系・理系
などの経験を問わず採用し、研修期間は全員製造業務からスタート。単なる職人でない「誇りを持ち働く技術者」集団としての自負を持っている。

渡辺精密工業株式会社
〒455-0831 愛知県名古屋市港区十一屋1-59-１
TEL：052-383-8282

http://www.WSL-G.co.jp

　我が社は“ビッグカンパニーよりグッドカンパニー”を目指しています。量より質を追求し、ドイ
ツのマイスターのような名工を輩出したいですね。そういう意味で、努力して長く勤めてくれる
人材が欲しい。将来は誰にもわからないが、未来でも「企業は人」です。柔軟性があり、時代の
波を読み取る力を持ち、しかも直感を加えた対応ができる人材の育成が役割と考えています。

困難に直面しても
決して諦めず努力を
継続できるかが重要

先輩から

後輩へ

　この会社では、入社決定まで先輩社員との座談会
や工場見学を含め、面接を5、6回はします。甲斐くん
の場合は「細かいところに気がつく」「主体者意識が強
い」ところがポイントでした。実際、入社後はたいへん
優秀で、方向性を示すと自分が何をしなくてはいけな
いか考え、予想以上の成果をあげてくれています。10
年ほど前から採用方針や教育システムなどを体系立
てて取り組んだためで、それが低い離職率にも繋がっ

ています。また、若い人を中心に技能検定取得の
サポート体制も整備。うちは社員の仲がよく、会社行事
も多く、強制していないのに90％以上の参加率です。
　仕事とは「合う合わない」ではなく、仕事の中でやり
がいや幸せを自分で見つけて築くもの。当社は文系・
理系も一切問いません。誰もが最初はできなくて当
然。ものづくりが好きで、世の中の役
に立ちたい、誇りを持って働きたいと
「強く思える人」。その気持ちがあれ
ば、困難にも負けず成長できます。

山
やま

田
だ

  真
あつ

嗣
し

 さん（51歳）
品質保証部  部長　
入社33年目

※所属・役職・年齢・入社年数は取材当時のものです。
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1913年に創業、5年後には現在の主力事業、国産初のホブ盤を完成。1979年にはホブ盤をCNC化、高精度な歯車加工のできるホブ盤及び関連機を開発し、自動車やロボット、一般機械など
幅広い産業界で「ホブ盤のカシフジ」としての地位を確立する。現在もホブ盤の国内シェアNo.1企業として製作、維持管理、カスタマイズなどを手掛け、国内外で広く知られている。また、2000
年にはアメリカの老舗メーカー、グリーソンコーポレーションとの提携、2002年には歯車加工で違う得意技を持つ日本の2社との企業連合GPAを結成しサポート体制を強化、内外の工作機械
見本市出展など、本業に徹しながらさまざまな試みを積極的に行っている。

株式会社カシフジ
〒601-8131  京都府京都市南区上鳥羽鴨田28
TEL：075-691-9171

http://www.kashifuji.co.jp

代表取締役社長

樫
かし

藤
ふじ

  達
たつ

郎
を

 さん

　我々は特殊なホブ盤という機械で、産業を今日まで長く縁の下から支えているという、自信と
自負があります。そうした中で学校での育成人材も不足しているため、未経験者も問わず会社
での育成を図っています。たとえば、歯車の講習を月に2回行い検定をする試みは、もう10年に
なります。課題を出すことによって教え合ったり、発表することで自分なりの工夫をしたりと、いろ
いろな効果が出ています。結局はものづくりが好き、という人が一生懸命やりますし、自ずと
技量がついていきますね。また今後の取り組みについては、現在社員のスキルアップのための
育成システム構築を5カ年計画で進めています。

工作機械メーカーにおいて製造の原点であり、

全工程に関わってくるのが、機械の設計部門。

顧客のニーズを汲み取りながら開発、設計、製図、

さらに現場と高い精度を保つためのさまざまな折衝。

自動車製造などに使われる歯車を加工する工作機械、

ホブ盤で国内シェアトップメーカーの受注設計では、

難しい中にも、確かなものづくりが行われている。

機械製図

　子供の頃から機械が好きで、久留米高専の機械工

学科に通っていました。学校の実習工場にこの会社の

古い機械、ホブ盤KS300があり、実習で触れたのが興

味を持ったきっかけです。実は出身校と（株）カシフジ

は古い付き合いで共同研究もしていて、その縁で4年

生の時に1週間ほど会社のインターンシップに参加し

ました。その後、卒業を控え進学を考えていたのです

が、きてみないかと声をかけて

いただき入社を決意しました。

加工から組立・検査まで全て一

社で行っているので、設計担当

者一人一人が、その全てに関わ

ることができると知り、そんな仕

事がしたいと思ったんです。

　入社後は希望だった設計課

に配属されました。ここの設計課は、機械本体の開発

と受注設計の部門に分かれていて、最初は開発に

いましたが、今は受注設計にいます。受注設計という

のは、当社の主力機械、ホブ盤などをお客様の仕様に

合わせてカスタマイズ設計をする仕事です。

　最初は分からないことだらけです。まず、設計図が

学生時代には見たこともないほど複雑で線が重なっ

ているようにしか見えない。製図も形状だけでなく、

組みたった後の精度を考えなくてはならない。その

関連の理解に時間がかかりました。今でも分からない

単なるものではなく
人と携わってつくる
工作機械を製造

出合い

図面を理解し
問題を一つずつ
解消する地道な工程

進化

　受注設計の仕事は機械一つ一つに設計担当者が
一人。それぞれ個人商店のようなもので、部下の仕事
内容を細かく知らないことも多いです。各自がPCに
毎日終わった作業を入力し、それをシステムでチェッ
クして問題があれば対処します。歯切り（歯車の歯形
を切り出すこと）を知らない者もいて最初は大変です
ね。大学の教科書から勉強し直してもらう人もいます
が、宮田くんはかなりよくやっています。設計は営業が
受注し、設計、手配、生産管理、加工、組み立て、検査と
すべての工程に関わるので、各部門とのコミュニケー
ションが欠かせません。そのため設計能力以外に相手

の話をよく聞くスキルも重要です。結局
はきちんと話ができることがポイント。
これはできるようで意外と難しい。ユー
モアがあればさらにいいですね。

株式会社カシフジ
技術部  設計課

宮
みや

田
た

  光
こう

児
じ

 さん（26歳）
入社6年目

冨
とみ

永
なが

  修
しゅう

司
じ

 さん（37歳）
技術部  設計課係長　
入社11年目

ことも多く、日々疑問点

が出てきます。その都

度、課内の先輩はもち

ろん、社内工場に行き

実物と図面を突き合わ

せながら、加工や資材

及び組立などの各担当者に聞き、一つ一つ覚えていき

ました。やっと方向性らしきものが理解できるように

なったのは入社後4、5年経ってからです。

　この仕事のやりがいは、頭で考えたものが多くの

人の手でカタチになること。先輩に手取り足取り教わ

りながら、設計を担当したギヤスカイビングマシンが

国際見本市で披露された時はとても感動しました。部

内もアットホームで若手が多く、上司も気楽に相談に

乗ってくれます。仕事をする環境には恵まれています。

　歯車は機械の各所に使われ、それにより形状や

サイズが違います。また自動車やロボット、建機など

業種によっても異なり、さらに生産ラインやワークに

よって自動化あるいは人が触って動かせるようにする

など求められるものは多種多様です。そうした注文に

納品まで半年ぐらいの期間で対応しています。機械設

計に携わっているからには、将来は自分で一から機械

本体の設計をしてみたいですね。いずれはうちのホブ

盤のように何十年という単位で長く使われていく、いい

ものを設計してみたいです。

将来は何十年と
使われる機械を
一から設計したい

目標

複雑な設計図を駆使して
工作機械をカスタマイズ

すべての工程に
関わる設計の仕事
聞いて話す力も大切

先輩から

後輩へ

の話をよく聞くスキルも重要です。結局
はきちんと話ができることがポイント。
これはできるようで意外と難しい。ユー
モアがあればさらにいいですね。

※所属・役職・年齢・入社年数は取材当時のものです。
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　私たちは「つくり溜め」ができる仕事よりも誰にもできない「富士山のてっぺん」のような仕事
を目指してきました。毎日つくるものが変わり、しかも精度も難易度も高いので社員は大変だと
思います。でもつくれるのは私たちだけという思いで、日々技術の向上を図っています。

日常のさまざまな場面で使用される金属部品。

清涼飲料水や医薬品の製造工場で厳しい

安全性を求められるステンレス加工部品。

マシニングセンタなど最先端の機械を駆使して

金属を削り、加工するオペレーターたちが

技能を磨きあげ、精度を限界まで追求して

多くの重要な部品を日々つくりあげている。

　僕は地元の工業高校の頃から、汎用旋盤などを

使って作業するのが好きでした。だるま落としやVブロ

ックなどを製作する楽しさを体験して、この道に進み

たいと思いました。就職前、（株）アイ・エスの工場見学

で、精密機械や製品を見て、この会社はすごいと思い

ました。詳しく説明してくださったり、黙々と仕事をして

いる先輩の姿を見て、僕もここで働きたいと感じたん

です。

　入社当初は分からない

ことばかりで、なかなか機

械には触らせてもらえませ

んでした。当時の作業内

容は午前中は切
きり

粉
こ

（加工

で出る金属粉）の回収や製

品の脱着、バリ（金属の切断

面のはみだし）取りなど。午後もバリ取りとドリルの研

磨、オペレーターになるためのプログラム作成の勉強

など、今とはまったく違うものでした。

　入社2年目くらいから機械での金属加工の段取り

を、3年目になると簡単な作業なら一人で図面を見て、

材料を削る刃物の種類まで自分で判断します。機械を

任されるようになると、仕事も急に難しくなります。図面

と材料を渡され、図面を読んでどう加工するか、オペ

レーターがプログラムを決めなければなりません。

任された最初の頃は先輩ならすぐにできるようなこと

ものづくりの楽しさ、
魅力を体験して
歩み出した道

出合い

責任の重さとともに
醍醐味も味わった
初めての「作品」

高い壁

医療関係や宇宙・航空関係、国内トップ企業の主要部品など高付加価値の金属部品を手掛け
る1972年創業の池田精工株式会社。岡山県津山周辺を一大ステンレス加工基地として飛躍
させた主要な企業の一つでもある。株式会社アイ・エスは同社社長であり、池田精工の会長で
もある創業者、池田晃さんが1984年に医療や食品に関わるサニタリー部門として独立させた
もの。「他社が追随できないような仕事」を目標とした、超精密金属加工製品を製作している。
とくに飲料などをボトルに充填する「食品用無菌バルブ」など、6割以上の国内シェアを持つよ
うな機械メーカーの重要部品、心臓部となるような部分の製作で高い信頼感を集めている。

株式会社アイ・エス
〒708-0331  岡山県苫田郡鏡野町布原297-8 津山産業流通センター内
TEL：0868-28-8805

http://www.ikeda-is.com/
（池田精工株式会社／株式会社アイ・エス）

株式会社アイ・エス
製造部製造2課フライス工程担当

原
はら

　亮
りょう

 さん（24歳）
入社6年目

製造業の品質を支える
高精度のステンレス加工部品

株式会社アイ・エス  代表取締役社長
池田精工株式会社  取締役会長

池
いけ

田
だ

　晃
あきら

 さん

機械加工 も分からず、段取りに何時間もかかりました。その時は

あきらめずに先輩に相談して乗り切れましたが、今思

えば新人の頃よりも2～3年目の方が大変でした。でも

初めて自分で図面を見て、材料から削り上げた充填機

のバルブの完成品を見た時は、本当にうれしかったで

すね。

　現在、2軸のNCインデックスを搭載した縦型の

マシニングセンタを2台担当しています。金属を削る

時は、油煙も出て一見豪快ですが、実際には100分の

１ミリの微調整を繰り返すような、集中力と繊細さが

必要な仕事です。また、ミスをしたり落としたりして

傷つけると不良品になるだけでなく、前工程の人の

作業までやり直しになります。予備がない状態での作

業なので、集中力を切らさず、常によく確認することを

集中力と繊細さが
求められる世界で
技能検定１級を目指す

目標

心がけています。

　6年目の現在でも技能的にはまだまだです。技能検

定は機械加工（マシニングセンタ作業）3級を取得、い

ずれは自分も1級を取りたいと考え、測定器の寸法測

定技術を勉強し直したり、計算の公式を覚えたりして

います。1級を取得するだけでなく、先輩からも頼りに

されるそんな技能者になることを目標にしています。

OJTや技能検定を
通じ全社を挙げて
技能者を育成

先輩から

後輩へ

　原くんが入社前に工場見学に来た時、私が案内し
ました。原くんは入社3年目で機械を任され、覚えがい
い方だと思います。後輩もできて、最近は態度もキリッ
としてきましたね。
　新入社員には仕事を通じてOJTの形で教え、基礎を
身につけたら、どの刃物で加工するか？削る順番
は？どうすれば最善の方法なのかを決定し、形に

していきます。オペレーターとしての経験はこのような
時に生かされます。弊社では手作業でなければ出せ
ない仕上げ面や複雑な製品の精度検査など、作業に
関わる事にはすべて技術が必要なのです。弊社にとっ

ては、技能者の育成は大切な課題です。
　技能者育成の一環として、技能検定の
取得も支援しています。業務にもより
ますが、オペレーターなら3～4年で
ほぼ全員が受検をしています。

原
はら

田
だ

　寿
ひさし

 さん（46歳）
製造部部長　
入社21年目

※所属・役職・年齢・入社年数は取材当時のものです。

　原くんが入社前に工場見学に来た時、私が案内し
ました。原くんは入社3年目で機械を任され、覚えがい
い方だと思います。後輩もできて、最近は態度もキリッ

　新入社員には仕事を通じてOJTの形で教え、基礎を

ては、技能者の育成は大切な課題です。
　技能者育成の一環として、技能検定の
取得も支援しています。業務にもより
ますが、オペレーターなら3～4年で
ほぼ全員が受検をしています。
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NC（数値制御）旋盤やマシニングセンタなど

巨大な最新鋭設備の中で次々と

生み出されていく工作機械の主要部品。

機械だけでは実現出来ない高精度を

求められる金属加工の世界。

そこには、そんな要求に応えることができる

ハイレベルの技能者たちがいる。

機械加工

　高校卒業後、高知のポリテクセンター（職業能力開

発センター）で2年間学び、さらに応用課程として香川

県の四国職業能力開発大学校に進学。旋盤やフライ

ス盤などの基礎的な知識について学びました。地元の

南国市での就職を考えていた時、この高知精工メッキ

（株）がめっきと機械加工の両方の技術を持ち、一貫

生産もできる高い技術力の企業であると知って魅かれ

ました。自分自身、じっくりと時間をかけて技能を磨い

ていくものづくりの道で、飯を

食っていこうと決意していま

したので。

　入社して2～3カ月は先輩社

員が教育担当として指導してく

れます。入社当時は立ち仕事

に慣れるだけでも大変で、何を

聞いたらいいのかすら分から

ない状態でした。でも先輩方はそんな僕のこともすべ

て理解して、見守ってくれました。

　鉄工2課は大型の品物もたくさん扱います。材料に

しても学校では手のひらサイズのものしか見たことが

なかったので、大きな鉄の塊が高速回転しているのを

見て本当に驚きました。僕は「工場」には基本的にライ

ンがあって、流れで一定の作業をするんだと思い込ん

でましたが、ここではつくるものが毎日違います。その

上、新人でもかなり難しい仕事を任されますので、ごく

たまには削りすぎたりすることもあります。入社して2～

先輩たちが
見守ってくれた
新人の時代

教育

毎日毎日変化し
精度も求められる
仕事の厳しさ

試練

　僕と松木くんが所属する鉄工2課は旋盤加工が中
心。量産ものがほとんどなく、つくるものが日々変化し
ます。しかも、工作機械の心臓部といった主要部品が
多く、高い精度を要求される厳しい部署です。松木くん
が配属された新人の頃、私が教育を担当し、私が使っ
ていた機械を今、彼が使っています。かなり難しい作
業を任された時は本当に大変だと思いますが、入社
当時の自分を思い出して励ましたくなりますね。
　うちの会社は技術力だけが支えなので、技能者の
レベルアップには真剣です。先輩が新人に教育する
OJTのシステムが伝統的にあり、また社長が技能検定

の取得を奨励してみんなを鍛えてくれます。
私自身も機械加工（マシニングセンタ作業）
の1級を取得していますが、この会社で育て
られ磨いてきた技能は一生持っていけ
る大切なものだと思っています。

1961年高知県南国市で創業。めっきの技術と機械による金属加工という、異なる2つの技術を両立させ、
一貫生産を可能にした全国でも数少ない企業。また100％下請けでありながら特定の親企業を持たず、
一社の依存度も20％以内に抑えるなど、比較的自由な立場でのものづくりを行っている。めっき部門と
機械加工の鉄工部門はほぼ半々の規模で構成され、長年蓄積した技術を土台に「新しいモノ、難しい
モノ、特殊なモノ」について取り組んでいる。めっき部門にはかつて「現代の名工」として表彰された
技能者も在籍。技能検定取得、ベテラン技能者が教育担当になり若手技能者の育成を行うシステム
なども取り入れ、技能者育成や技能の向上に力を入れている。

高知精工メッキ株式会社
〒783-0001 高知県南国市日吉町2-1-12
TEL：088-864-2260

http://www.ksm-com.jp/

高知精工メッキ株式会社
鉄工2課  NC旋盤  旋盤加工担当

松
まつ

木
ぎ

　基
はじめ

 さん（24歳）
入社2年目

川
かわ

澤
ざわ

　薫
かおる

 さん（41歳）
鉄工2課　入社20年目

3カ月目に初めて経

験した時は食事がの

どを通らないほど落

ち込みましたが、その

時は先輩の励ましに

支えられました。

　また精度については、機械を超えるレベルを要求さ

れます。気温が1℃上下すると、金属が伸び縮みして

誤差が出ることもあります。それをあらかじめ計算して

100分の1ミリまでに抑える。そこまで厳しい世界なん

だと実感しましたね。

　安全面はとても厳

しく言われます。1トン

以上ある品物も扱う

ので、集中力を保つよ

うに心がけています。

最近は朝8時に仕事

に入ると自然にスイッチが入りますし、17時のチャイ

ムを聞くと今日も安全に作業できたとホッとしますね。

　大変なこともありますが、やっててよかったと思うの

は品物が完成した時。難しいものを完成させて、「こん

な難しいのよくやったな」と川澤さんや先輩に褒めら

れた時が一番うれしいですね。現在の資格は仕事に

必要なクレーンやフォークリフト、玉掛けなど。これか

らは技能に関連した資格取得も目指したいと思っ

ています。そして、難しい仕事はまず松木に相談し

よう、と言われるような技能者になりたいですね。

難しい仕事を
完成させた時が
一番うれしい

達成感

大きな鉄の塊から
高精度の部品を生み出す

の取得を奨励してみんなを鍛えてくれます。
私自身も機械加工（マシニングセンタ作業）
の1級を取得していますが、この会社で育て
られ磨いてきた技能は一生持っていけ
る大切なものだと思っています。

　大変なこともありますが、やっててよかったと思うの

は品物が完成した時。難しいものを完成させて、「こん

な難しいのよくやったな」と川澤さんや先輩に褒めら

れた時が一番うれしいですね。現在の資格は仕事に

必要なクレーンやフォークリフト、玉掛けなど。これか

らは技能に関連した資格取得も目指したいと思っ

技能のレベルアップ
技能者の育成が
会社を支えている

先輩から

後輩へ

代表取締役

岩
いわ

崎
さき

  秀
ひで

雄
お

 さん

　我が社は技能検定に力を入れており、社員数98名ですがめっきと機械加工合わせて2級
技能士が34名、1級技能士30名が在職しています。親企業がなく自由な分、頼りは社員の技術
力だけ。人材の育成は時間がかかりますが、どんな最新設備も結局動かすのは「人」なんです。

※所属・役職・年齢・入社年数は取材当時のものです。
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技能検定とは、身につけた技能レベルを評価する国家の検定制度のこと。機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニング
など、全部で127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、国家資格である「技能士」を名乗ることが
できます。技能検定は、身につけた高度な技能の価値、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
をはかることを目的に、昭和34年度にスタート。合格者は平成27年度までに601万人を超え、多くの職場で“技の証明”として
高く評価されています。

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。
また、外国人技能実習生などを対象として
随時実施している検定では、
3級、基礎１級、基礎2級という等級があります。

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

技能検定の仕組み
めざす等級で変わる
検定試験の難易度
「技能検定」は3級、2級、1級…とレベルが上がるにしたがい、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、高度な技能を持つ技能士の資格を取得するためには、その
両方に合格する必要があります。

技能検定はいつ、
どのように実施している？
技能検定は、国が定めた実施計画に沿って実施されています。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。検定を希望する人は、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。

技能検定士として合格すると
何が授与される？
技能検定に合格して「技能士」の資格を取得した場合、国が認定
する“技の証”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。それ以外にも、現場で技能を生かした仕事
をするとき、あるいは人に技術を指導する際の身分証明にもなる
「技能士カード」や「技能士手帳」なども用意されています。

専門知識のレベルを評価する学科試験
仕事に生かすための技能を高めるには、まず知識をしっか
り身につ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問が出題されます。

技能検定では実務経験が
どの程度重視される？
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
就職の経験がなく、専門学校などで勉強している学生でも受け
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一つになっています。

学生時代の取得で
1級・2級への道が有利になる？
国が定めた制度に沿って、各都道府県が行っている技能検定は、
等級によって受検に必要な実務経験の年数があらかじめ決めら
れています。ただし、学生時代から専門学校などで学んだ知識や
実技を生かし、3級の資格を取得しておくと、その後に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。

上級の技能士を目指す人に
取得への近道をチェックしよう！

技能レベルの
証明でもある技能士は、
信頼性の高い
国家資格です。

● 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検資格や試験の一部免除など
　 さまざまな特典があります。

● 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、職場内が活性化し、教育や技術指導にも役立ちます。

仕事の技量と経験が試される実技試験
実技試験には、例えば制限時間内でのものの製作、組立て、
調整などを実際に披露して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・計算などの試験も実施。今まで積み上げてきた技能
の習熟度や経験が試されます。

技能検定2級3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 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

合格証書

※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。合格すれば技能士として認定されます。

技能士章
（バッヂ）

技能検定制度・技能士
ロゴマーク

受　検　対　象　者

実務経験のみ

短期課程の普通職業訓練終了

800時間以上

1　級特級

1 級
合格後

2 級
合格後

3 級
合格後

単一
等級3 級

合格後

2　級

1600時間以上

3200時間以上 5 4

5

6

4

5

6

7 2 0

0

0

0

0

3

1

0

1

0

0

1
6

5

4

3 1 2

2 4

1

0 0 0

̶ ̶

700時間以上

2800時間未満

2800時間以上
普通課程の普通職業訓練終了

専門課程または特定専門課程の高度職業訓練終了

応用課程または特定応用課程の高度職業訓練終了

長期課程または短期養成課程の指導員訓練終了

職業訓練指導員免許取得

長期養成課程の指導員訓練終了

専門高校卒業
専修学校（大学入学資格付与課程に限る）卒業

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

大学卒業
専修学校（大学院入学資格付与課程に限る）卒業

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）

3
級

（単位：年）

※都道府県が行っている職種の技能検定の場合です。民間の指定試験期間が実施している職種は、各機関が定めた年数によります。

国家
検定「技能検定」のご案内

働く人の「技能レベル」を評価する国家資格

18 19入職促進ガイドブック・製造業

「
技
能
検
定
」の
ご
案
内






