岩倉市の産業振興を推進するー岩倉の焦点 vol.2

岩倉の ものづくり
IwaKura

自分のまちにどんな会社があるか

どんなものがつくられているのか
知ってますか？

教科書も知らない︑大人の夢︒
世の中にはたくさんの仕事があります︒ものを
つくったり︑お客さんと接したり︑事務をしたり︒
では︑私たちが住んでいる 岩 倉 市 にはどのような
仕事があるのでしょうか︒この冊子では︑
﹁ものづ
くり﹂に注目して︑岩倉市でものづくりをしている
事業所と４軒の農家などについて紹介しています︒
大人の夢がたくさん詰まっています︒
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岩倉市産業基礎データ

基本情報

機械・工業用品製造

日清工業株式会社

〒482-0031 岩倉市八剱町江迎８番地の１
TEL: 0587-37-1245

http://nisshin-industry.jp/index.htm

■会社概要

シャフト、機械部品の製造販売会社です。
1968（昭和 43）年に設立した、モータ用

2017（平成 29）年２月は第 50 期の節目

となります。

を通じて社会に貢献しよう」。環境マネジ

経営理念は「シャフト造りと機械加工

メントシステム認証ＩＳＯ１４０００と品質

取得し、品質管理を大切にしています。

マネジメントシステム認証ＩＳＯ９０００を

地域とのつながりも重視し、毎月１回会

社の周りの清掃活動を実施しています。

けることは少ないですが︑スーパーにあ

るレジのお札の自動吸取・排出部分のモー

タや︑
ＡＴＭの紙幣を出し入れする機構部

あらゆるモノに﹁モータ﹂が使われてい

などにある産業用機械など︑身の回りの

です︒その品質維持にあたっては︑機械

今︑日本では︑品質がよいのは当たり前

品質維持のキーワードは﹁管理﹂

分に使われています︒

ます︒そのモータの軸＝シャフトを専門

ださい﹂という注文が入ることもあります︒

少ない注文に対応するため︑１つの機械で

１日に５種類の製品を製造することもあ

〜８

００ミリに対応でき︑毎月３００〜４００

ります︒太さ５ 〜１３０ミリ︑長さ
種類の軸を製造しています︒

納期が短く︑難しい注文をいただくこ

ともありますが︑﹁困ったら日清﹂と頼っ

ていただける存在になるため︑調整能力・

交渉力を活かして対応しています︒その

ため︑お客様とのコミュニケーションを
とても大切にしています︒

納入先は全国にあり︑大手メーカーと

も直接取引しています︒うちの製品は工

代の人もいますが︑

歳ぐらいの若い会社です︒賞与期

ます︒

えを自信に︑会社の更なる成長をめざし

々勉強を重ねてこられた樋口専務︒手応

板前からシャフト製造会社に転職し︑日

悟で取り組むことが大切だと思います︒﹂

の︒想いを言葉に出して︑やり遂げる覚

りがいがあるかどうかは自分が決めるも

周りも変わってきたように思います︒や

﹁私自身が変わらないと！と思った時に

きやすい会社作りにも取り組んでいます︒

な作業を行いながら︑従業員にとって働

現場の声を聞いています︒丁寧で高品質

には取締役専務が社員全員と面談を行い︑

平均

大切です︒うちには

品質管理には職場環境を整えることも

ていると思います︒

加えて﹁品質に対する意識﹂が求められ

を設けています︒従業員には﹁技術﹂に

々な加工工程で人が全数検査するルール

になる可能性もあるため︑最終的には様

は︑測定器のブレによって研磨が不十分

る状態にしています︒さらに︑管理面で

測定器を設置しており︑品質を管理でき

機械では︑全ての機械にオプションで

があると考えています︒

が維持するものと管理面で維持するもの

家電機器に使用される﹁汎用モータの

軸﹂も工作機用に使用される﹁産業用モ

ータの軸﹂も両方製造しています︒かつ

ては︑汎用モーター軸が中心でしたが︑

家電機器の製造が海外へと進出する中で︑

年ぐらい前から︑付加価値の高い産業
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〜

％を占めています︒

用モータ軸へとシフトしてきました︒今は
産業用モータ軸が約

産業用モータ軸の平均的な注文は

80

作機に使われることが多いため街で見か

80

20

１００ 個と少なく︑
﹁５本︑ 本作ってく

50

10

38

月に製造するシャフトの種類は
３００〜４００種類！

に作っている会社が岩倉市にあります︒

扇風機や洗濯機などの家電機器︑工場

細く︑長い︑シャフトだけを作り続ける

に っ しんこうぎょうかぶしきがいしゃ
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機械・工業用品製造

愛国機械株式会社

〒482-0041 岩倉市東町藤塚 77
TEL: 0587-37-0768

http://www.aikokukikai.com/

■会社概要

製造会社です。東町の本社の他に、小牧

1977（昭和 52）年に設立した機械加工・

工場、三ツ渕工場を構えています。それ

ぞれ異なる製品を製造・加工しており、

岩倉の本社ではオイルミスト回収装置を

作っています。

社長の祖父は戦前に「愛国社」という

会社を立ち上げ、脱穀機製造会社を営ん

でいました。最盛期は全国で５本の指に

入るほど有名で、今の社名はその「愛国

社」にちなんで名づけられました。

まず︑﹁ Super
﹂型はタバコの煙レベル
まで回収できます︒普通は︑この性能を

汚れています︒このオイルミストや粉じん

出された細かなオイルミストや粉じんで

金属加工系の工場は︑加工機械から排

粉じんやオイルを回収出来るスピードが

塵機と電気集塵機では︑汚れた空気から

トに一体化した製品を開発しました︒集

ますが︑お客様の要望もあり︑コンパク

機を２種類それぞれ装着することになり

実現しようと思うと︑集塵機と電気集塵

を吸引・吸着し︑工場全体の環境を保つ機

います︒このタイプは︑世界で２社しか

をコントロールする巧妙な工夫を施して

異なるため︑内部を通過する空気の風速

械を作っている会社が岩倉市にあります︒

金属加工業↓金型製造↓
工場内をきれいにする機械製造

最初は︑金属部品の加工製造をしてい

めの金型をつくるようになりましたが︑

に合わせて自動車関係の部品をつくるた

ルターを使っています︒定期的に洗浄す

使うことが多いですが︑うちは金属フィ

ターも︑通常は定期交換が必要なものを

回収装置の内部に使用しているフィル

製造していないと思います︒

自動車の製造を海外で行う企業が増えた

れば︑半永久的に同じフィルターを使う

ました︒その後︑自動車分野の高度成長

ため︑当時︑金型を納めていた企業から

ことができるため︑ランニングコストを

ンスなどにはすぐに対応するようにして

の要望を受けて︑オイルミスト回収装置

工場の美化について︑以前は工場に大

おり︑これもうちの重要な強みになって

抑えることができます︒また︑メンテナ

きな換気扇のようなものをつけて︑汚れ

います︒

の開発をはじめました︒

た空気をまとめて外に出す﹁全体集塵方

式﹂が主流でした︒しかし︑これは暖冷

接汚れた空気を回収する方法で︑工場全

れは︑機械ごとに回収装置を設備し︑直

で生まれた発想が﹁局所集塵﹂です︒こ

ルギー効率上︑課題がありました︒そこ

上げたものに対する愛着や達成感・喜び

で取り組んできた︒ものづくりには作り

商品で食べていくんだ﹄という強い意志

んの要望をどう実現するかを考え︑
﹃この

﹁いつも何かを開発するときはお客さ

房した空気も一緒に排出するため︑エネ

体のクリーン度もエネルギー効率も大き

がある︒それに手に職をつければどこに

っしりと感じました︒

子どものままに︑経験を重ねた重みはず

てもやり抜いてきた山田社長︒探究心は

ように言ってます︒
﹂これまで何度失敗し

将来会社を立ち上げる気概で仕事に臨む

行っても働ける︒うちの若い子たちには︑

く向上させることが可能になりました︒

試行錯誤を重ねて︑
自社だけの製品を開発する

うちのオイルミスト回収装置の特徴は︑

①集塵効率が高い︒②維持管理がしやす
が低い︒の３点です︒

い︒
③ランニングコスト︵維持管理費用︶
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工場の空気をきれいにする機械をつくる

あ い こく き かいかぶしきがいしゃ

機械・工業用品製造

進化する素材と戦い続ける

株式会社エムズ
ず
む
か ぶ しきがいしゃ え

〒482-0005 岩倉市下本町天神塚 208
TEL: 0587-38-0407

http://www.ms-coltd.com/index.html

■会社概要

脂の成形・加工及び販売会社です。

2004（平成 16）年に設立した、合成樹

親会社は株式会社宮下製作所で、以前

は宮下製作所の一部門として自動車部品

の製造及び加工を行っていました。

進出しましたが、社長が、生まれ育った

その後、工場の移転に伴って静岡県に

岩倉市での事業も継続したいという郷土

への想いから、現在の樹脂加工事業を開

始しました。

﹁エンジニアリングプラスチック﹂とい

う言葉を聞いたことがありますか︒身近

なもので言えば︑プラスチック製の﹁ま

な板﹂の素材などがそれにあたります︒

強度が強く︑耐熱性︑耐摩耗性︑耐油性︑

伝導性等の特定の機能を向上させたプラ

スチックです︒そのエンジニアリングプ

ラスチックの加工を行っている会社が岩
倉市にあります︒

仕事は︑お客様から注文いただいた仕

対応する材料の種類は
１００種類以上！

様︵材料など︶と図面に従って︑素材を

準備し︑加工機械︵ＮＣマシン︶に数値を

入力︵プログラミング︶して加工します︒

いろいろな分野の製品を︑少量単位で

受注生産・加工していますが︑納入は約

１週間の短納期となるよう努力しており︑
この対応力は強みだと考えています︒

ほとんどが特性部品で︑自動車︑航空

機︑食品などの製造・加工現場などで使

われているため︑一般の方の目に触れる

ような場所で使われていることは非常に
少ないです︒

エンジニアリングプラスチックは︑特

性の異なるたくさんの種類があることが

特徴ですが︑いつどんな材料の注文を受

けるかわからないため︑常時１００種類

以上の材料を揃えています︒中には︑少

しの量で１００万円以上するものもあり

ます︒市場の変化に対応するため︑加工

が難しい新しい素材にも積極的に取り組
んでいきたいと考えています︒

作業者の感性で製品が変わる

昔は︑切削工具を自分で開発したり︑

素材の形状に応じて機械や刃物を変えた

り︑いろいろなノウハウが必要でしたが︑

加工機械の精度が高まり︑以前のような

職人技的な面を活かせる部分は少なくな

しかし︑機械特性に合わせた微妙な数

っています︒

値調整や︑加工手順の決定︑機械の送り

速度の設定︑加工用の刃物の交換タイミ

ングの違いなどによって︑製品加工面な

どの仕上がりに違いが出てくることもあ

り︑ 作“業者の感性 が
” 製品の精度の重要
な要素になっていると言えます︒

量産現場を支える治工具

部品ではなく︑量産工程での作業をや

りやすくするための﹁治工具﹂というも

のの製作を依頼されることもあります︒

現場には量産工程で監督者を担ってい

た社員もいるので︑お客様のニーズや使

い方を伺って︑より使いやすい治工具を

提案することもできます︒０から考えて

形になった時はやはり嬉しいものです︒

﹁どこまで行っても 人“ だ
” と思います︒
トップの方針と︑それを中間で指揮する

人︑そして作業する人︑全ての歯車をか

み合わせながら︑人を大事にしながら企

業が発展できるようにする︒会社は︑や

はり 人“ な
” んです︒﹂と宮下社長が語っ
てくれました︒整理された工場内や気持

ち良く対応してくださる社員の方々の姿

勢が︑その社長の言葉を体現されていま

した︒
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石油製品製造業関係

三興石油工業株式会社

〒482-0026 岩倉市大地町上千８番地１
TEL: 0587-37-9881

http://www.sanko-sekiyu-kogyo.co.jp/

■会社概要

製造販売会社です。主に自動車用や工業

1973（昭和 48）年に設立した石油製品

用・金属加工用のオイルを製造していま

す。大地町の工場群の中にあり、大きな

赤いオイルタンクが目印です。

分分析や開発も行うことができます。こ

会社内に研究室・生産設備があり、成

こで開発した環境に優しいチェーンソー

用オイルは、エコマーク認定を取得して

います。

返し︑オイルや添加剤の調合を決めます︒

最終的に調整した油は︑色︑粘度︑引火点

ないので︑わが社の強みでもあります︒

やかな試行錯誤は大手メーカーではでき

等を分析して記録します︒このような細

自動車のエンジンを円滑に機能させる

が岩倉市にあります︒

社︑愛知県

レーシングチームと一緒に
エンジンオイルを開発！

エンジンオイルは︑ガソリン用やディー

ゼルエンジン用︑タクシーで使われるＬ

ＰＧ用など様々な種類があります︒ベー

スとなるオイルに様々な添加剤を調合し

てつくります︒日本はアメリカ石油協会

︵ＡＰＩ︶が設定する規格を採用しており︑

その規格に合致しているかどうかが判断

基準となります︒そのためエンジンオイ

ルは差別化を図るのが非常に難しく︑ブラ

ンド力が必要な製品です︒中小規模の専

業メーカーでは一般消費者に直接販売す

ることは非常に少なく︑主に修理工場向け
に販売しています︒

また︑わが社ではレーシングチームと

タイアップして自動車レース用のオイル

を開発しています︒そのような会社は専

業メーカーの中でもそんなに多くはあり
ません︒

レースの場合は燃費よりもパワーを出

すことが重要です︒何度も使える必要も

ありません︒レーシングドライバーと相

いぶし銀のようにキラリと光りました︒

先代社長と奔走し続けた小野専務の目が

創業３年目に初の新卒採用として入社し︑

は簡単に手に入らないと思っています︒﹂

が︑試行錯誤を重ねて手に入れた﹃知恵﹄

た︒ネットで何でも調べられる時代です

様に喜んでもらえた時は本当に嬉しかっ

して要望に沿ったオイルをつくり︑お客

﹁たくさん失敗もしましたが︑試行錯誤

応できる点も強みです︒

整えており︑多品種小ロットに迅速に対

ただいた翌日に納品・発送できる体制を

いずれも︑全国どこであっても注文い

も要求の一つになっています︒

進む中で﹁油臭くない油﹂をつくること

でいます︒製造業現場への女性の進出が

の要望に応えたオイルづくりに取り組ん

ことができるオイルなど︑お客さんごと

役割は重要です︒機械の回転数を上げる

存続をわける金属加工現場では潤滑油の

１分間で加工できる部品個数が会社の

ために工業用潤滑油を使います︒

の摩擦を抑えたり︑機器の冷却や防錆の

械を作動させる時には︑機械の回転部分

さんの機械が並びます︒これらの産業機

車工場やネジ工場など︑工場にはたく

企業の要望に応えて油を調合︒
注文の翌日に納品・発送！

ために必要なエンジンオイル︑ストーブ

の灯油︑金属加工に必要な工業系潤滑油

など︑身の回りにはいろいろな石油製品
〜

があります︒石油製品を製造するオイル
専業メーカーは国内に

40

内には数社ありますが︑そのうちの一つ

30

談しながら︑調合︑試走︑調合︑試走を繰り

06

エンジンオイルや工業用潤滑油をつくる

さ ん こうせき ゆ こうぎょうかぶしきがいしゃ

紙加工品製造

商品のパッケージを企画する

ふ じ とく し き かぶしきがいしゃ

藤徳紙器株式会社

〒482-0026 岩倉市大地町野辺３８
TEL: 0587-37-2181

http://www.fujitoku.co.jp/

■会社概要

パッケージ及び各種包装用品・紙製品の

1961（昭和 36）年、名古屋市に設立した

企画製造販売会社です。

向けのパッケージを製造しており、業績

初期は、主に大手ガラス製品メーカー

拡大のため、1970（昭和 45）年に岩倉市

に移転しました。

に商品を箱詰めするパッキングセンター

1987（昭和 62）年には、製造した紙器

も開設しました。

お店や観光地に並ぶお菓子やお土産︑食

た﹁変形箱﹂
︑バレンタイン・ホワイトデ

ー向けのパッケージなども作っています︒

特殊なシカン容器をつくっている会社は︑

には様々な紙の箱︵化粧箱︶があります︒

えて進めています︒

デアは企画メンバーを中心にみんなで考

パッケージの型や素材などの企画アイ

国内ではほとんどありません︒

そのパッケージを企画・デザインし︑製

器や食品が入っている箱など︑身の回り

造販売している会社が岩倉市にあります︒

と︑ものすごく達成感が得られます︒今

パークなどで売られているところを見る

﹁企画段階から携わった製品をテーマ

ています︒

で︑そこを狙った企画を考えたいと思っ

リンピックに向けて動き出すところなの

これから日本は︑２０２０年の東京オ

多いです︒

企業の販促物として利用いただくことが

中にティッシュやメモ帳などを入れて︑

展示会に出展し︑商談を進めています︒

わりにくい商品なので︑東京で開催される

こうした商品は︑口頭で説明しても伝

なオリジナル商品を企画しています︒

録を見据えた富士山型の容器など︑様々

るメダル型の容器︑富士山の世界遺産登

た容器︑オリンピックブームに活用でき

や︑戦国ブームに合わせた印籠の形をし

販促品として︑招き猫の形をした容器

オリジナル商品を企画して
展示会でＰＲ！

時代の流れをよんで
観光土産のパッケージに着目！

当初は︑贈答用の食器を入れるための

ギフト箱をメインに製造していました︒

そのほかにも︑引き出物やお中元・お歳暮

などで使われる鰹節やコーヒーなどが入

っている箱などを企画提案していました︒

しかし︑時代の流れの中で︑お中元・

お歳暮文化が低迷し︑引き出物も地味婚

化︑カタログ商品に移行する中で︑どん

どん紙容器が使われるシーンが減ってい
きました︒

そこで着目したのが﹁観光土産﹂です︒

温泉地や観光地に行くと︑カラフルなパッ

ケージの様々なお土産が並んでおり︑そ

の市場に企画力が活かされると考え︑営

業活動をした結果︑お菓子メーカーやア

ミューズメント施設︑関東・関西などの

有名テーマパークなどにおいていただけ

るようなパッケージを企画・開発︑製造
するようになりました︒

後は︑紙以外の素材の製品も提案するな

うちの強みは﹁丸いシカン﹂が作れる

う新たなステージに挑戦されています︒

ケージのトータル・コーディネートとい

と思っています︒﹂藤徳紙器さんは︑パッ

ど︑企画提案部門に力を入れていきたい

ことです︒これをアレンジして︑変形シ

強みはシカン・変形箱に対応
できることと︑企画力

カン容器も製造しています︒その他︑動

物の顔の形やキャラクターなどの形をし

07

布団や寝具用カバー等を製造する﹁寝
年１月

日公表資料︶あ

具製造業﹂は全国に５４４事業所︵工業
統計表・平成

〒482-0033 岩倉市神野町 313-1
TEL: 0587-37-2277

http://www.niwa-yu.jp/

■会社概要

造販売会社として創業しました。その後、
1960（昭和 35）年に、ふとんカバーの製

まくらの製造・卸、リース事業をはじめ、

1984（昭和 59）年に、製綿から仕立てまで

はじめました。

の自社工場を整備し、ふとんの製造・卸を

2005（平成 16）年には、抗菌・滅菌効果

の高い光ギンテック処理工程を導入しま

した。ギンテックの販売・建物への施工

も行っています。

ニワユー株式会社の目印は「星印」です。

い続けていました︒最近は布団屋さんが

機械を持っていないので︑打ち直しの依

頼が来ることもあります︒ただ︑注文は減

っています︒

機械製造と布団製造の関係

実は︑今︑製綿機のメーカーが国内に

数社しかありません︒かつては名古屋に

も営業所がありましたが︑撤退してしまっ

たため︑今は︑小さな修理は地元の機械

メーカーに部品を加工してもらっていま

す︒大きな修理には︑東京から来ていただ

いていますが︑機械のメンテナンス自体

が難しくなっています︒

抗菌効果の高い布団

布団のリース事業の中で︑お客様から

衛生面に対する要望があり︑同じ岩倉市

内のアスカテックさんが製造する﹁ギン

テック﹂を布団の抗菌・滅菌に使ってい

ます︒ギンテックは暗所でも効果がある

ため︑押し入れ内など光が当たらない場

所でも効果が期待できます︒これも他社

と差別化を図る強みです︒

﹁柔らかい布団がいい人︑硬い布団がい

い人︑人それぞれ︒寝具にも好みがある︒

そのお客様の要望に応えて︑試行錯誤し

た結果︑﹃よく寝れた﹄﹃腰痛が治った﹄

との感想をいただく時に︑一番達成感を

感じます︒手づくりで布団をつくってい

る事業所は少ないので︑この職人技があ

昔は布団屋さんの多くは綿を打ち直す機

使い捨ての時代と言われていますが︑

を営んでおられます︒

自社の強みを活かして︑じっくりと事業

丹羽社長は︑厳しい寝具製造業界の中で

と思います︒﹂先代から会社を引き継いだ

ることを強みとして引き継いでいきたい

械を持っており︑布団がぺたんこになっ

布団は手入れをして
長く使い続ける物

と思います︒

します︒これは大手にはできない対応だ

り︑１枚︑２枚の注文から対応できたり

りやすいので︑中に入れる綿を厚くした

手作りで行うと︑中心部分は体重がかか

つくったものは長持ちします︒１枚１枚

程度で凹んでしまいますが︑職人さんが

機械で作った布団はどうしても数か月

ときもあります︒

んが綿を入れる昔ながらの製法でつくる

から注文をいただいたときには︑職人さ

綿入れ機を使って行いますが︑個人の方

業務用やリース用の布団の製造は︑自動

にリースしています︒

寮や社宅︑斎場︵お通夜の際に利用する︶

造し︑ホテルや旅館などに販売したり︑

や掛布団︑布団カバー︑シーツなどを製

とリース事業が半々の割合です︒敷布団

今の主な事業内容は︑寝具の製造事業

１枚１枚要望に応えてつくる
職人の技

ます︒

ります︒そのうちの一つが岩倉市にあり

31

寝具製造

ー
ゆ
わ

26

てくると中の綿を出して︑打ち直して使

08

心地よい睡眠を届ける寝具づくり

株式会社ニワユー
か ぶ しきがいしゃ に

〒482-0002 岩倉市大市場町郷廻 234 番地
TEL: 0587-66-0550

http://www.niwakomuten.co.jp

■会社概要

す。当初は木造住宅が主でしたが、時代
1948（昭和 23）年に創業した工務店で

の流れの中で公共の仕事も増えてきまし

た。

毎月、新商品の紹介や業界の中で話題にな

創業 50 周年時にはお客様ＯＢ会を設立。

るような情報の提供、懇親会などのイベン

トを開催しています。

北名古屋支店、春日井支店を構えていま

本社の他に、営業拠点として、岩倉店、

す。

自分が住んでいる家は︑誰が建ててく
れたか知っていますか︒

10 15

年後に良い状態を保つためには最初が

経った時に良し悪しがわかります︒ 年︑

家は︑建てた瞬間ではなく︑ 年︑ 年

年後︑ 年後にわかる
良
” い仕事 を
” する

10

心がけています︒

肝心で︑創業者理念の 良
” い仕事 を
” 常に

先日︑弊社で

年ぐらい前に新築で建

ら建てた後のメンテナンスまで︑しっかり

に取り組んでいます︒何を建てるにして

神社など︑ご用命いただければ︑積極的

個人住宅はもちろん︑公共施設︑工場︑

設計︑施工から維持管理まで
一貫して請け負う体制づくり

長く付き合ってくれる工務店があります︒

岩倉市には︑
家を建てようと思った時か

15

てさせていただいたお宅をリフォームす

ることになり︑家中を点検しましたが︑細

部に先代の職人たちの 良
” い仕事 を
” 見る
ことができました︒また︑その家の屋根を

支える棟木
︵むなぎ︶
の下の 地“棟︵じむね︶ ”
と呼ばれる材に︑顔を見たこともない棟梁

ミュニケーションが上手く交わされてい

た︒また︑良
” い仕事 は
” ︑お客様への対応
についても同じです︒社員とお客様とのコ

の名前を発見した時はとても感動しまし

えたものを提案することを心がけていま

いろいろな会社と役割分担をしながら建

ます︒
これからも社員とともに︑
未来に残

いただける関係ができているのだと思い

ればこそ︑お客様から次のお客様をご紹介

物を建てる会社も多いですが︑弊社は設

る 良” い仕事 を” していきたいと思います︒

出来るのは強みだと思います︒

しいなと思うことも解決しながら仕事が

に関わる人が会社の中にいるので︑おか

ら図面にし︑技術で形にする︒﹂それぞれ

イメージし︑そのイメージを共有しなが

﹁お客様とのやり取りの中で完成型を

とても大きいです︒

そのため︑大工さんがいることの意味は

よって最終的な仕上がりが変わります︒

面や仕様が同じでも︑職人さんの技量に

ていることも特長の一つです︒建築は図

た会社であり︑今でも自社で大工を抱え

ンジされています︒

りながら︑新しい事にも積極的にチャレ

謙虚に︑地道に︑大事にすべきものを守

働きたいと思います︒
﹂丹羽工務店さんは︑

の︒ぜひものづくりが好きな人と一緒に

てしまえば盗まれないし︑一生使えるも

この仕事の醍醐味です︒技術は身に着け

かもしれない建物をつくるワクワク感は︑

生した時の感動︒自分よりも長生きする

監督した建物が︑形になって目の前に誕

たプラン︑インテリアあるいは︑自分が

﹁建築は本当に面白いです︒自分で考え

さらに︑もともと大工の棟梁がはじめ

自社で請け負う体制を整えています︒

計︑施工管理︑維持管理まで︑一貫して

通常の工務店は︑設計︑施工管理など︑

す︒

も お
” 客様と一緒につくる こ
” とを大切
にしており︑とにかくお客様の要望に応

30

建築・建設

わ こう む てん

10

15

お客様と一緒に︑家をつくる︒

株式会社丹羽工務店
か ぶ しきがいしゃ に

09

情報サービス

ん かぶしきがいしゃ
こ
ぁ る
ふ

ゲーム機やパソコン︑スマートフォン

などでゲームをしたことはありますか︒

したことがない人はほとんどいないので

はないでしょうか︒そのゲームソフトを

制作している会社が岩倉市にあります︒

ゲームソフトをつくる仕事

創業以来︑パソコンや家庭用ゲーム機︑

ゲームセンターなどの業務用機など様々

な機器向けのゲームをつくってきました︒

遊び方やルールを考えるところから始

まり︑キャラクタなどをデザインし︑シ

ナリオや問題などをつくって︑音を付け︑

それらがコンピュータで動くようプログ

ラムを書くまで︑ゲームをつくる仕事に

は様々な種類があります︒それらを︑時

には短期間に１人で︑またある時には長

い時間をかけて社外の人たちまで交えた

大きなチームを組んでつくっていきます︒

世界中にファンをもつ
老舗パズルゲーム﹁倉庫番﹂

〒482-0025 岩倉市大地新町 3-75
TEL: 0587-65-5831

http://www.falconkk.co.jp/

■会社概要

ソフト、業務用システム、Web コンテン
1984（昭和 59）年に創業した、娯楽用

ツなどの企画開発会社です。

パソコン、家庭用ゲーム機、業務用機器、
その時々のニーズの変化に合わせて、

携帯電話、スマートフォンなど、プラッ

トフォームを選ばず制作しています。

で︑倉庫番パズルを知らないうちに解い

ている可能性もあります︒

ラ イ セ ン ス

現在は︑創始者や愛好家の方々と協力

して︑他社への版権許諾や自社での製品

化を行っています︒近年︑自社で発売し

たシリーズ製品にはパソコン向けとスマ

ホ向けがありますが︑中でも︑パソコン

向けに発売した２製品が﹁ベクタープロ

レジ大賞﹂の﹁ゲーム・アミューズメン

ト部門賞﹂を受賞しました︒

ゲーム業界の変化

ゲームソフトはこれまで︑ゲーム機や

パソコン向けにディスクなどを販売する

形で収益を上げてきました︒しかし︑スマ

ホゲームが主流になる中で︑基本無料で

遊んでもらって有料アイテムを購入して

もらったり︑画面に掲載する広告料で収入

を得たり︑月々決まった額でサービスを

提供する購読形式などに変化しています︒

これからも変わり続ける環境の中で︑お

客様に価値のあるものを提供して︑収益を

上げていく方法を模索していかなければ

ろから価値を生み出す仕事です︒実用的

﹁ゲームソフトの制作は︑何もないとこ

と思っています︒

ゲームです︒１９８２年に世に送り出さ

看板ゲームは﹁倉庫番﹂というパズル

れて以来︑世界中の愛好家に親しまれて

な価値は高くはないかも知れませんが︑

します︒倉庫番の名前を知らなくても︑他

究して発表された論文までいくつも存在

た︒さらには︑解法について数学的に研

し合うなど︑倉庫番の文化を育んできまし

ちで新たな問題を考え出し︑解いて評価

解いてスコアを競うだけでなく︑自分た

倉庫番の愛好家たちは︑単にパズルを

抜きのパートナーをつくリ続けています︒

かも知れませんが︑現代の多くの人の息

ってくれました︒目には見えにくい存在

幸せです︒﹂と伊藤専務は目を輝かせて語

好きなことを仕事にしているのでとても

り出している時は幸せを感じます︒私は

らしい仕事だと思っています︒何かを作

遊ぶ人の幸せや満足などにつながる素晴

フ ァ ン

いる︑広く知られたゲームです︒

社の著名なゲームに組み込まれているの

10

形にならないものづくり

ファルコン株式会社

伝統産業

そめ こう ぼう

〒482-0026 岩倉市大地町郷前１番地
TEL: 0587-37-3031

http://somekoubousakura.blog.jp/

■会社概要

桜井めぐみさんが呉服屋内に構える名古

大地町にある呉服屋「丸末呉服」の娘

屋友禅の工房です。丸末呉服自体は 50 年

前にお父さんが創業しました。もともと

は店舗を持たずお客様のお宅を訪問して

呉服を販売していましたが、近年、大地町

に店舗を構えました。染工房さくらは 10

年ほど前から、同じビルの二階にありま

したが、この度、三階の広い場所に移転

しました。全国でも友禅師を抱える呉服

屋さんは大変珍しいそうです。

商売人の父との二人三脚

父は呉服屋︑商売人です︒若くして独

も大切にします︒例えば︑お客様が飾っ

れる物語やお客様に合わせることをとて

立した時に︑高級路線に切り替えました︒

友“禅 は
” ︑日本の代表的な染色方法の
一つです︒京友禅︑加賀友禅︑東京友禅等

商品をとても大切にする人で︑着物に流

の種類がありますが︑その一つ︑名古屋友

てあるものと同じ図案の着物がほしいと

おっしゃっても︑
﹁お客様の体格や雰囲気

によって︑その方に合った図案に描き変

えなさい︒お客様に合わせて よ“りよく ”
できる能力が無ければだめだ︒﹂と叱られ

ます︒職人は︑ときに自分の型にハマっ

てしまうところがありますが︑父のよう

にお客さんと接している人から意見を言

昔と違って︑着物は︑枚数をたくさん

われると冷静になれます︒

持つ方が少なくなりました︒お客様には︑

良いものを長く︑いつ着ても感動しても

らえるように心がけています︒これから

も︑商売人の父の考えや感性を持ったま

ま︑職人でもありたいし︑作家でもあり

たいと︑欲張りなことを考えています︒

﹁着物は手入れが大変︒というイメージ

名古屋友禅黒紋付共同組合連合会とい

いきたいと思っています︒そして着物の

もっと知ってもらい︑身近なものにして

着物の魅力とあわせて︑着物の扱い方を

がありますが︑そんなことはありません︒

う染めの組合があります︒その組合事業

地にチャレンジして︑とても喜んでいただ

度は白地よりも２倍以上手間のかかる黒

１６年の２回採用いただきました︒初年

なりました︒コンペがあり︑２０１５︑２０

地場産業の名古屋友禅染でつくることに

して︑
Ｇ１レースの優勝馬にかけるレイを︑

した︒

しは熱く︑エネルギーに満ち溢れていま

も積極的に受けておられます︒その眼差

合高校での講演や︑生涯学習講座の講師

います︒﹂そう語るめぐみさんは︑岩倉総

るような呉服屋・友禅師になりたいと思

ことで何か困ったら丸末呉服︒と言われ

60

きました︒次回も頑張りたいと思います︒

の一環で︑中京競馬場開設

周年を記念

Ｇ１レースの優勝馬にかける
レイを名古屋友禅染で作成

すごく恵まれていると思います︒

着物を全工程を通して表現できることは

か月かかります︒大変ですが︑思い描いた

ので︑総柄の着物を１枚染めるのに約３

工程を行います︒私は一人で染めている

デザインから染めまで一人でほとんどの

人さんがいるのに対して︑名古屋友禅は

引く人︑柄に色を挿す人など各工程の職

完全分業制で︑下絵を描く人︑糸目糊を

りません︒しかし︑京友禅︑加賀友禅は

いう方法自体は産地によってあまり変わ

筆や刷毛で色をつける﹁糸目友禅技法﹂と

模様の輪郭を糸のように細い糊で縁取り︑

友禅染について︑白生地に下絵を描き︑

反物１枚３か月
一人で染め上げる名古屋友禅

禅の技術を持つ友禅師が岩倉市にいます︒

岩倉市初の名古屋友禅 伝統工芸士

丸末呉服・染工房さくら
まる すえ ご ふく
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名古屋市内︑某有名百貨店の野菜売り

場にある﹁地場野菜コーナー﹂︒そこに生

産物を出品している農家が岩倉市にあり
ます︒

施設・露地野菜栽培︑稲作︑養鶏
循環型農業を実現する

一般的な農業では︑１品目を大量に生

産するのが主流ですが︑ここでは１年を

通して多品目を栽培・収穫できる周年栽

培に取り組んでおり︑現在︑水耕栽培で
品目程つくっています︒

一番多く栽培しているのはミツバで︑

次に小松菜とハクサイ菜︑そして葉を食

べるタイプのダイコン菜やカブラ菜︑加

賀野菜の式部草︑関西で食されることが

多い大阪しろ菜︑他に春菊なども栽培し
ています︒

水耕栽培の利点の一つに︑土耕栽培の

ように土を休ませる期間が不要で︑収穫

後すぐに次の栽培に入れる点があります︒

早いサイクルで回転させることも可能な

ので︑少量多品目の生産が実現できます︒

稲作や畑での露地栽培のほかに︑採卵

羽ほど︑鶏が自由に動き回れる平

のための名古屋コーチンも飼っています︒
現在

〒482-0035 岩倉市鈴井町蔵前 95-1
TEL: 0587-38-0433

■会社概要

しました。今はビニールハウスを利用し

1991（平成３）年に代表の父親が創業

た施設野菜栽培が中心で、水耕栽培によ

って、ミツバや葉もの野菜などを生産し

ています。

しているとともに、養鶏部門としての名

そのほかにも、稲作や露地野菜栽培を

古屋コーチンも飼育しており、主に卵の

販売もしています。

可能な農業のあり方も研究しています。

栽培の研究はもちろん、岩倉市で持続

いますし︑鶏糞は露地栽培の土に肥料と

して循環利用しており︑ 循“環農業 も
” 意

識しています︒

試行錯誤を繰り返して
想いを実現する

商品は︑地元や周辺などのスーパーで

も扱ってもらっています︒出荷品目アイ

テムをもっと増やしたいと考えており︑

そのために︑様々な野菜栽培に取り組む

研究目的のハウスを建て︑無理だと感じ

るものでも︑とにかく作ってみるという

挑戦を続けています︒これまで︑トマト︑

イチゴ︑キュウリ︑ナスなど︑様々な野菜

栽培システムを︑作っては壊すを繰り返

して研究してきました︒社名の グ“リーン
アカデミー岩倉 に
” はそのような思いも込

私は﹁地元で採れたものは地元の人に

めています︒

食べてもらいたい﹂と思っています︒ま

た︑﹁生産から販売まで見届ける︑目に見

える売り方をする﹂ということも大切に

しています︒そして︑水耕栽培のメリッ

トを活かし﹁平凡な野菜をお手頃価格で

お客様にお届けする﹂ということを経営

の目標として努力しています︒

﹁若い人に伝えたいことは︑必ず自分に

合った仕事があるということ︒作るのが

好きなのか︑作って販売するのが好きな

のか︒この地域であれば仕事は選び放題︒

でもつくる総合農園﹄をやりたくて実践

好きなことをしてほしい︒僕自身は﹃何

しています︒﹂と語る桑山さんの目は︑出

ずしく輝いています︒

荷台に並ぶ採れたて野菜のようにみずみ

広場 で
﹁ここでし
” のみ販売しています︒
か買えないものをつくりたい﹂という思

名古屋コーチンの飼料として︑ミツバ

いから取り組みました︒

鉄岩倉駅の改札前で開いている 野“菜の

飼いで飼育していますが︑採れた卵は名

70

農業関係

ー いわくら
み
で
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ー
り

ぐ

10

などの野菜の残りを加えたものを与えて

12

岩倉市で循環型農業を実現する

グリーンアカデミー岩倉

小売・卸売業

ー
に
ぱ
ん
か
ー
よ
ー

〒482-0005 岩倉市下本町天神塚 206-3
TEL: 0587-81-3924

http://www.yoyocompany.jp/

■会社概要

始め、関連グッズ、アパレルなどの企画・
2010（平成 22）年に創業。ヨーヨーを

販売などを行っています。

ーであり、2000 年の世界チャンピオンで
三居（みい）社長はヨーヨープレイヤ

す。プレイヤーとしてだけではなく、運

営面にも参画したいとアメリカに留学し

ました。その縁もあり、本社は岩倉市に

ありますが、アメリカにも出荷施設があ

ります。最近、東京・渋谷にも出店しま

した。

ヨーヨー業界全体のために

﹁ヨーヨーを楽しむ人を増やしたい﹂︑

がいることを知っていましたか︒今回は

社団法人日本ヨーヨー連盟を立ち上げ︑

想いを強く持っており︑７年前に︑一般

と活躍の場を増やしてあげたい﹂という

﹁ヨーヨーで頑張っている子たちに︑もっ

三居社長に選手としての話ではなく︑商

まだまだ続きます︒

く︑業界の代表として三居さんの挑戦は

こと︒会社の社長という立場だけではな

営や審査員会議の進行を務めているとの

うですが︑いまや国際ヨーヨー連盟の運

学に留学した当初︑英語は苦手だったそ

れました︒三居さん自身もアメリカの大

を貫いてほしい︒﹂と三居さんは話してく

いついていく強さがほしい︒好きなこと

なくても︑すぐに諦めるのではなく喰ら

スキルも必要︒でも︑例えそのスキルが

く︒ただ最終的には好きだけではダメで

から根気よく続けられるし︑探求心も沸

﹁仕事は好きであることが重要︒好きだ

ます︒

分達で作ってきたという喜びを感じてい

大変なこともたくさんありましたが︑自

足りないものは一つ一つ作ってきました︒

自分の夢を実現するために︑無いもの︑

す︒

ればとの思いでいろいろと活動していま

のためだけでなく︑業界の発展につなが

てコラボＴシャツを制作したり︑この店

若者に人気のアパレルブランドと連携し

ヨーのパフォーマーとして出演したり︑

連盟の活動として︑テレビ番組にヨー

代表理事を務めています︒

りたいと考えています︒

も手が届きやすい安価なヨーヨーをつく

加工会社などと連携して︑子どもたちに

型が可能なプラスチックメーカーや金属

今は︑岩倉市内をはじめ国内の射出成

クが高いのです︒

ことから︑国内で製造するには失敗リス

体のコストが高く︑切削の時間もかかる

硬い素材を使うことが多いため︑素材自

等の金属製の物は︑アルミ合金の中でも

する作業もその一つです︒また︑競技用

わせながら︑ブレない組み合わせを確認

ーツを神経衰弱のように一つづつ組み合

チング﹂という︑ヨーヨーの本体部分のパ

験が必要な作業もあります︒例えば︑﹁マッ

である割には精度が求められますし︑経

ています︒ヨーヨーは比較的安価なもの

現在︑そのほとんどが中国で生産され

種類のヨーヨーを扱っています︒

です︒うちでは世界各国のおよそ５００

ものから５万円ぐらいするものまで様々

の種類があります︒金額も︑千円程度の

のまで︑サイズ︑素材によってたくさん

の︑プラスチックのものから金属製のも

ヨーヨーは︑小さいものから大きいも

岩倉・国内でオリジナルの
ヨーヨーをつくりたい

伺いました︒

ビジョンのことなど︑いろいろなお話を

品としてのヨーヨーのこと︑これからの

岩倉市にヨーヨーの世界チャンピオン

ヨーヨーで世界をつなぐ︑世界を広げる

株式会社ヨーヨーカンパニー
か ぶ しきがいしゃ よ
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岩倉市の産業振興を推進するー岩倉の焦点

岩倉の ものづくり
IwaKura

http://www.ishizuka.co.jp/

■会社概要

メーカーです。ガラス製造からスタート
1819（文政２）年に創業した総合容器

しましたが、「ガラスを究め、ガラスを超

える」を経営ビジョンに、ガラス容器、ガ

ラス食器、プラスチック容器、 紙容器、

ペットボトル用プリフォーム等、容器分

として発展しました。2013（平成 25）年に
野で事業拡大を進め、総合容器メーカー

「愛知ブランド企業」に認定されています。

開設。食器事業への本格参入とびん事業

岩倉市には19 61
（昭和 36）年に工場を

の拡大の足掛かりとなりました。

ペットボトル用
プリフォーム

﹁容器﹂は縁の下の力持ち

さで商品を選ぶことはないと思います︒

者に届く最終的な製品を作っているため︑

生活のあらゆる場で﹁これはここで作った

ものづくりの実感がとてもわかりやすく︑

ん だ﹂と言えることが自慢になっています︒

﹁ ガラスと言うのは見た目にすごく綺

麗ですが︑作っているのは想像できない

くらい暑くて大変なところです︒だから

従業員には見た目でモノを判断しないこ

石塚硝子は心にも磨きをかけてものづ

とと言っています﹂

くりに取り組んでいます︒

15

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。

窯業関係

〒482-8510 岩倉市川井町 1880
TEL: 0587-37-2111

﹁容器﹂は中身があってのもので ︑ ジュ

ないと困るものですが︑意識はされない

ースを飲む人が瓶やペットボトルの美し

ガラス食器の製造で国内二番手︑ガラ

存在︑縁の下の力持ち的な存在です︒し

ボトルのプリフォームと︑ガラス以外の
容器の製造を始めています︒

かし︑いつも身の回りにあるもの︒消費

スの新しい使い方を日夜研究・開発して

ガラス食器
ガラス容器を究める

現在︑岩倉工場では主にガラス瓶やガ

ラス食器を製造しています︒ガラス瓶は

ドレッシングの瓶︑牛乳瓶など︑様々な

製品を製造しており︑本社の３階にある

展示場にはスーパーなどで見たことのあ

る容器がたくさん並んでいます︒特にビ

ールをはじめとしたアルコール瓶は国内

また︑機械でガラス食器のみをつくっ

シェアナンバーワンを誇っています︒

ている企業は国内に２社しかなく︑ここ

はそのうちの１社で︑その全てを岩倉工

場で作っています︒グラスやお皿︑調理

用耐熱皿︑保存用ガラス容器など ︑ 若 い

従 業 員 の 発 想 を 活 か し な が ら ︑新たな製
品を開発・製造しています︒

常にガラスや容器の
新たな世界を創造

アドバンストガラスはガラスの粉に銀

などを混ぜた抗菌剤で︑台所にあるまな

板や三角コーナー︑バスタブやトイレの

︶年には紙

︶年にはプラス

便座︑通勤電車のつり革などに使われて
います︒
また︑１９７２︵昭和

チック容器︑１９７６
︵昭和

47

パック︑１９９６
︵平成８︶年には ペット

51

か ぶしき がいし ゃ
いし づ か が ら す

いる企業が岩倉市にあります︒

ガラスを究め︑超える容器をつくる

石塚 硝 子 株式会社

さ か もと が ら す こ う ぎょう かぶ し き が いし ゃ

〒482-0016 岩倉市野寄町高島１９-１
TEL：0587-66-7811

■会社概要

たガラス加工会社です。創業当時、名古
1921（大正10 ）年に名古屋市で創業し

屋は時計の一大産地で時計の部品を作る

工場がたくさんありました。その中で掛

け時計用のガラス加工を担当し、ピーク

時は月間16 万枚の掛け時計用のガラスを

生産していました。

設し、現在は、ガラス食器などの２次加
19 6 6（昭和41）年に岩倉市に工場を新

工や、ガラス製のトロフィー、置物など

の加工をしています。

すりガラスにする装置はあったのですが︑

年頃

食器などに部分的に模様を入れたりする

装置を独学で開発しました︒昭和

の話です︒

を迎える坂本硝子工業を支えています︒

終わりのない探究心が創業１００周年

す︒﹂

て？を繰り返す探究心が大切だと思いま

はないかと思います︒どうして？どうし

しないと我々が生きて行く道がないので

﹁常に新たなことに関心を寄せたり挑戦

ます︒

タン融着など様々な加工法を開発してい

そのほかにも切子を応用したものやチ

置物などに活用されています︒

ます︒この加工はガラス製トロフィーや

ように測定して入力するかにかかってい

り︑再現したい立体物の数値情報をどの

ーターに入力して加工するＮＣ加工とな

です︒この方法は︑数値情報をコンピュ

れ﹂の集合体が白く立体像に見える加工

ロクラックを作り出し︑その小さな﹁割

ーで局所的に熱ストレスを加えてマイク

ドイツから導入しました︒これはレーザ

像を浮かび上がらせるレーザー加工機を

最近では︑ガラスブロックの中に立体

３０

窯業関係

自社で新しいガラス加工手法や加工道

具を創り出したり︑海外から新しい技術

や機械を導入するなど︑業界で知らない

人はいないガラス加工会社が岩倉市にあ
ります︒

ガラスをより
美しく加工する職人の世界

ガラスの２次加工方法は主に５種類あ

ります︒板ガラスを切断したりする板ガ

ラス加工︑それから表面に研磨材を吹き

付けてすりガラスにするサンドブラスト

加工︑転写紙を貼って絵柄を焼き付ける

焼付加工︑ガラスに薄い透明金属膜をコー

ティングして焼き付けるラスター加工︑

ガラスの中にレーザーを当てて彫刻を施

工業は様々な面で自動化が進んでいま

すレーザー加工です︒

すが︑ガラスの２次加工はすべてを自動

化することは難しく︑人間の手による加

工が必要な職人の世界です︒難しい特注

品などは１日に１００個〜２００個しか

つくれません︒しかし︑ここには長い歴史

の中で装置・設備・治工具などが揃って

います︒加工に関わる技術が積み重ねら

れ︑引き継がれているため︑ほとんどの
２次加工を施すことが可能です︒

常に技法開発︑
新しい加工法を導入

ガラスのサンドブラスト加工は２代目

の社長が始めました︒サンドブラストそ

のものは既に存在しており︑板ガラスを

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。
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ガラスをより美しく加工する

坂本硝子工業 株式会社

ゆうげんがいしゃ お お は ら が ら す て ん

〒482-0017 岩倉市北島町中野田36
TEL: 0587-66-6451

http://www.ohara-glass.com

■会社概要

たガラス瓶やガラスのリサイクル会社で
１９４６
（昭和２１）
年、名古屋市で創業し

す。戦後、焼野原の中、現在の専務の祖

父が資源やガラス瓶類を回収していたの

が始まりです。

スの材料にして、製瓶メーカーなどに納

現在は、使用済みのガラスを再びガラ

品しています。また、その他再生資源の

選別なども行っています。

動識別してエアノズルで吹き飛ばします︒

こうした不純物除去技術の中には国内初

﹁カレット﹂とは使用済みのガラス瓶な

作られるカレットの純度は９９・９９９％

したものもあります︒その結果︑ここ で

のものもあり︑機械を開発し特許を 取 得

どを細かくフレーク状にしたガラス片の

工場内は独自のプラントを考案し︑キ

ュービック状の立体を巧みに利用した構

レベルで世界トップクラスの純度です︒

造となっています︒一日の生産量約３５０

ことです︒昨今︑﹁３Ｒ︵リデュース︑リ

使われ︑環境に対する意識が高まってい

ユース︑リサイクル︶﹂という言葉がよく

ますが︑ 年近く前からガラスのリサイク
あります︒

ル事業に取り組んできた会社が岩倉市に

ガラスが持つ力

ックヤードにうず高く積まれます︒

トンにものぼるカレットが︑屋外のスト

ギーの節約にもなり︑値段も安くガラス

すると１２００℃で溶けるため︑エネル

せん︒一方︑ガラスになったものを材料に

けにくく︑エネルギー効率も良くありま

℃に熱して作られます︒しかし︑実は溶

灰石などを原料とし︑これらを１５００

通常︑ガラスはけい砂・ソーダ灰・石

からリターナブル瓶などとして利用され

瓶なども市場に出てきていたり︑環境面

荷を低減する意味で軽量化されたガラス

後も使われるでしょう︒さらに︑環境負

日本酒︑ワイン︑ウィスキーなどには今

れます︒例えば︑化粧品︑薬品︑調味料︑

質維持が必要な場合はガラス瓶が利用さ

ば減少しています︒しかし︑内容物の品

があり︑ガラス瓶の需要は以前に比べれ

られた大人の夢が詰まっている会社です︒

効率や便利さだけではないガラスに魅せ

かを問いかける重い言葉に聞こえました︒

専務の言葉は︑現代において︑何が大切

﹁ガラス瓶を復権するのが私の夢﹂大原

力が見直されています︒

ることも増えています︒ガラスが持つ魅

瓶をつくることができるのです︒その材

％が︑無色・茶色・それ以外の

鉄は磁石で吸着し︑陶器類はカメラで自

ります︒紙ラベルは剥離する機械を使い︑

異物をいかに除去するかがポイントにな

カレットは 純 度 が 非 常 に 重 要 で あ り ︑

世界一のカレットの純度

にガラス瓶などの材料として納入します︒

レーク状に加工し︑主に地元の硝子会社

らも回収します︒それらを４㎝以下のフ

まります︒さらに中部圏や関東・関西か

３種に色分けされ︑材料としてここに集

瓶の約

愛知県内の自治体から出されるガラス

料が﹁カレット﹂です︒

一般的に軽さや利便性を重視する傾向

愛知県内のガラス瓶は︑
ほとんどここに集合！

70

90
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窯業関係

ガラス瓶を復権する

有限会社 大原硝子店

ました。

１９７５
（昭和50）年、岩倉工場を整備し

油脂製造

か ぶし き が いし ゃ
し
ゆ
し
よ

み

化成品︑環境産業製品という言葉を聞

名古屋工場

〒482-8511 岩倉市野寄町西出 1-1
TEL: 0587-37-5111

http://www.miyoshi-yushi.co.jp

■会社概要

業せっけんや繊維油剤の製造会社です。

１９２１（大正 10）年に創業した繊維工

その後、マーガリンやホイップクリーム

などの食品分野に進出し、現在は食品部

門と油化部門の２部門を柱に事業を進め

ています。

油脂製造設備を建設し、１９６８
（昭和 43）
岩倉市には、合成洗剤・化成品・食用

年に操業をはじめ、１９８９
（平成元）年に

は油化技術センターを併設しました。

用薬剤、繊維用薬剤など）、環境産業商品
現在、化成品
（香粧品原料、製紙パルプ

（廃水用重金属処理剤など）の生産と、付

加価値の高い化成品の研究開発に取り組

んでいます。

また︑ゴミ焼却場で発生する有害な灰

を廃棄場所に埋めた後︑雨が降った時に

酸性雨の影響などで重金属が溶けて流れ

出すのを防ぐための商品や︑汚染土壌の

中に入っている有害金属を固める商品も

うよりは固定化するという考え方で︑ほ

これらの商品は物質を無害化するとい

あります︒

れない言葉かもしれませんが︑私たちが

いたことがあるでしょうか︒あまり耳慣

日常で使っているものや工場で使用され

とんどを名古屋工場で作っています︒

ヨシ油脂には息づいています︒

常に上を目指す学び合いの精神が︑ミ

たい﹂と語る工場長︒

に対応した取り組みを一緒に進めていき

ちを味わってもらいながら︑新しい社会

感があります︒若い人たちにもこの気持

用されていて︑それを見るととても充実

の身の回りの多くの製品の材料として活

しかし︑ここで作られる製品は︑私たち

企業イメージがわかりにくいと思います︒

﹁この仕事 は一般市民との接 点がなく︑

るものの材料として︑様々な用途で活用

されています︒その製造を行っている会
社が岩倉市にあります︒

化成品って何？

化成品とは︑天然油脂や石油化学原料

を使って作る界面活性剤などのことです︒

界面活性剤は水に溶けないものを水に溶

けるようにするもので︑たくさんの種類

があります︒それぞれの特性を利用して︑

シャンプーやリンス︑化粧品︑柔軟仕上

げ剤︑車や工場の機械などの洗浄剤とし

て使われています︒その他︑紙パルプを

やわらかくしたり︑手触りをよくする効

果を活用して︑花粉症の時期に大活躍す

るやわらかいティッシュの材料にもなっ

さらに︑名古屋工場に併設されている

ています︒

油化技術センターでは︑付加価値の高い

化成品の研究開発に取り組んでいます︒

環境を守る商品を開発・生産

各企業では水銀や鉛などの有害な金属

物質も必要に応じて使用しています︒こ

こでは︑そこで出る排水などの中の有害

な物質を除去する薬剤も生産しています︒

廃水の中に入れて︑有害物質を凝固・沈

殿させて︑回収し︑上澄みを綺麗にして
流すものです︒

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。
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機械・身体・地球を磨く洗剤をつくる

ミヨシ油脂 株式会社

〒482-0032 岩倉市井上町種畑 20
TEL: 0587-37-8300

http://www.aiwa-wfn.co.jp

■会社概要

プラスチック製品を作っている会社です。
197 7（昭和 52）年に 一宮市で創業した

岩倉市には1984（昭和 59）年に移転しま

した。

げ、創業から継続的に新たな商品開発・改
「可能性の追求」を会社の基本理念に掲

良に果敢に挑戦しています。1996（平成

８）年には科学技術庁長官「注目発明選

定証」を受賞、2006（平成 18）年には「愛

知ブランド企業」に認定されています。

る中、国内生産にこだわりを持って製造

同じような業種の会社が海外に進出す

している

会社です。

倍に発泡させたも

また︑結露しないという特徴をいかし

て︑アイスクリームや魚などを運ぶ冷凍

車や冷凍倉庫内の壁の緩衝用に利用され

ていたり︑住宅のフローリングの下部の

吸音・断熱材の固定にも使われています︒

年

常に研究と顧客からのニーズを把握し

ながら改良を続け︑デュラウッドで

間も商売を続けています︒普段目にする

ことはない製品ですが︑いつも乗ってい

る車や食べている食品の運搬に欠かせな

い製品です︒

﹁プラスチック産業﹂と
携帯電話やおにぎりとの関係

もう一つ特徴的な製品として﹁アイフロ

ン成形品﹂があります︒ この素材は薬品

やシンナーなどの有機溶剤に強く︑

ートフォンなど︑身の回りの多くの電化製

℃の高温にも耐えます︒携 帯電話︑スマ

品には半導体が使われていますが︑この

ような半導体の製造工場の機械に使われ

ています︒また︑食品業界向けのおにぎ

り加工用の
﹁型﹂にも使われていますので

お昼に購入したおにぎりはこの型を使っ

会社を訪れた際︑
︵株︶アイワの玄関 で

て作られているかもしれません︒

は︑ 名前入りのウェルカムボードが招き

︵株︶アイワ︒来訪者への心配りにもその

創業当時から挑戦と改善を続けている

続きます︒

19
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機械・工業用品製造

﹁木のようなプラスチック ﹂や
﹁有機溶

剤にも溶けにくいプラスチック ﹂な ど特

〜

それに対してこのデュラウッドは低発泡
プラスチックと呼ばれています︒

デュラウッドは︑自動車部品を工場か

ための緩衝材として活用されています︒

入れてくれました︒

通常︑自動車のモデルチェンジは６年

周年 を迎えるアイワの挑戦はまだまだ

精神があら わ れ て い ま し た ︒ 近 く 創 業

も耐用性があることが望ましく︑この製

品を製造・運搬しますので通函の緩衝材

毎に行われるのですが︑その間は同じ部

こ︶
に︑部品に傷がつかないよう保護する

ら工場へと搬送するときの通函︵ かよいば

デュラウッドと
車やアイスクリームの関係

38

殊なプラスチックをつくっている会社が岩
倉市にあります︒

木のようなプラスチック

ど木材がもつ欠点を クリアした素材です︒

い剛性をもち︑耐水性があり腐らないな

われていますが︑二つ折りにしても割れな

を合わせ持っているため
﹁合成木材﹂
とも言

ぎでの接合も可能です︒木のような特性

りで切ったり︑くぎを打ったり︑ネジく

工できるのが特 徴で す︒ 例えば︑のこぎ

通 常のプラスチックより軽 く︑簡 単に加

プラスチックを２倍に発泡させたもので︑

その名も﹁デュラウッド﹂と言います︒

！？

私たちの身近にある発泡スチロールは
プラスチックを

50

ので高 発 泡 プラスチックと言いますが︑

20

品はその要望に十分応えています︒

40

わ
い
あ

3
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特殊なプラスチックで産業界を支える

株式会社 アイワ
か ぶしき がいしゃ

機械・工業用品製造

ん か ぶしき が いしゃ
し
ま
か
っ

ぽ

〒482-0015 岩倉市川井町浮田30
TEL: 0587-37-3137

http://www.mcpokka.co.jp

■会社概要

19 6 6（ 昭和 41）年にポッカレモン ( 株)

の機械部として発足しました。1983（昭和

58）
年にポッカマシン( 株 )として独立し、

グス( 株 )と( 株 )ポッカコーポレーションと
2013（平成 25）
年のサッポロホールディン

＆ビバレッジ ( 株 ) のグループ会社となり
の経営統合によりポッカサッポロフード

ました。

事業の主な内容は「人手による作業部

分を自動化・機械化して、顧客の業務の効

率化を図ること」で、一般的な工場の物流

っています。2007（平成 19）年には「愛知
搬送設備を設計から製造、保守までを行

ブランド企業」に認定されています。

将棋
﹁電王戦﹂
のロボットアームの
製作にも参画

な機械はどこで作られているのでしょう

ものづくりの現場で使われている様々

ベントで登場した︑ ロボットアーム
﹁電王

ンピュータ将棋ソフトにより棋戦するイ

して︑将棋﹁電王戦﹂
というプロ棋士とコ

特殊なものとしては︑他の企業と連携

か︒その会社の一つが岩倉市にあります︒

填する﹂﹁商品を段ボールに詰める﹂﹁段

﹁缶にラベルを貼る﹂﹁缶に飲料等を充

道府県警察に納品しています︒

いないオンリーワンの商品で︑全 国 の 都

ー輸送システムは︑ここでしか製造して

リコプターを水平移動させるヘリコプタ

また︑水平移動が不可能な従来型のヘ

手くん﹂
の機械部分を製作しています︒

ボール箱をロボットアームを使って積み

製造・物流機械を製造する会社

上げる﹂
﹁住宅建材を同じ寸法にカットす

す︒ここではそれらの機械の企画・設計

工程があり︑多くは機械で行われていま

いです︒﹂これは創業者がよく口にしてい

ことに挑戦できます︒ だから仕事は楽し

﹁一品一様の受注生産なので常に新しい

る﹂など︑ものづくりの現場には様々な

・製造・保守の一連を行っています︒

する受注生産方式です︒まず発注者と検

注文を受けてから一台一台機械を設計

す︒

現場をこの会社の独自技術が支えていま

りません︒しかし︑様々なものづくりの

社名そのものが意識されることは多くあ

生産設備メーカーなので一般消費者に

た言葉です︒

討を重ね機械の企画設計を行います︒そ

他社との差別化を図る熟練の技

の図面をもとに部品の図面を書き︑外注

企業でつくってもらいます︒工場で全て

の部品を組み立てて︑うまく運転できる

ことを確認後︑パーツごとに解体し︑再び

設計ファイルを盗まれても︑図面を見

現場で組み立てる︑
という流れです︒

ただけでは同じ性能の装置が製作できな

いぐらい︑図面に表現されない︑表現で

き な い ノウハウを 持 っ て い ま す ︒ま た ︑

ベテラン従業員は︑現場で機械音を聞い

ただけで故障個所が判断できると言いま

す︒これらのノウハウを生かし︑機械や

装置のコンパクト化や︑物流搬送速度の

スピードアップなどで他社との差別化を
図っています︒

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。
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製造・物流機械を企画・設計する

ポッカマシン株式会社

てっ こ う
た
ゆ うげん がいしゃ みや

〒482-0035 岩倉市鈴井町蔵前 4
TEL: 0587-37-1569

http://www.taishin-shelter.co.jp/

■会社概要

製造加工会社です。

1963
（昭和38）
年に創業した建築金物の

え、創造し挑戦する」をモットーに、品
「たくさんの笑顔を守りたい！ 常に考

質の向上や木製部材の新しい接合構造と

接続金物の開発に取り組んでいます。

まらず、自社の製品をたくさんの人に使

最近は、金物の開発・製造だけにとど

用してもらうため、商品の開発・販売に

も取り組んでいます。

建物には︑基礎と構造材の間や︑構造

材と構造材の間に﹁建築接合金物﹂が隠

れており︑強度が生み出されています︒

作業しやすく︑建物の安全に効果的な

建築金物を開発・製造する会社が岩倉市
にあります︒

苦境から生まれた金物

中国などからの輸入品が増え︑国内の

建築金物業が衰退しました︒業界に所属

する企業はかつて１００社ぐらいありま

したが︑現在国内だけで事業展開してい

るのは数社程度です︒ここも非常に苦し
い状態でした︒

そこで輸入品と勝負するのではなく独

自のものを開発しようと考えました︒阪

神淡路大震災以降︑﹁命を守ることはたく

さんの笑顔を守ることだ﹂と考えていた

ので耐震に有効な金物の開発に取り組み

ました︒そして生まれたのが柱材を接合
する﹁耐震ダボパイプ﹂金物です︒

命を守る耐震シェルター﹁剛建﹂

﹁耐震ダボパイプ﹂金物は大学の協力を

得て︑強度・耐震性について有用な実験

結果が出ていましたが︑建物に利用した

実績がないため︑取り扱ってくれる業者

がありません︒しかし︑実績をつくるため

に一軒の家を建てるのは容易ではなく︑

績をつくる方法﹂を考えて いました︒ そ

﹁この金物の強度を最大限に活かして実

した︒

こで考え付いたのが﹁耐震シェルター﹂で

これは︑今住んでいる住宅の一室の中

に︑ ㎜角の木材と﹁耐震ダボパイプ﹂金

えています︒

宮田社長のものづくり魂はさらに熱く燃

の改善の貴重な意見だ﹂と語る宮田社長 ︒

こに来るようになった︒クレームは製品

﹁自社製品を作ったことでクレームがこ

す︒

用した災害復興住宅の開発も考えていま

できるため︑今後は耐震シェルターを応

わなくても木材と木材を接合することが

﹁耐震ダボパイプ﹂金物はハンマーを使

も取得しました︒

協力を得たり︑補助金がでるように認定

やすい金額になるように建材メーカーの

安全を確保したい方﹂を対象に︑設置し

寄りだけで住んでいて︑お金をかけずに

らです︒そ こで︑特に﹁古い 住宅にお年

だけで生活している住宅などではなおさ

なかなか進んでいませんでした︒高齢者

れてきましたが︑高い費用がかかるため

これまで住宅自体の耐震補強が進めら

ものです︒

物で︑より強固で安全な空間を確保する

90
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機械・工業用品製造

命を守る金物をつくる

有限会社 宮 田鉄 工

機械・工業用品製造

岩倉市には︑大手製造業メーカーが販

売している自動販売機・印刷機器などの
部品を製作している会社があります︒

石黒工業所がつくっているもの

ここでは電気温水器や撚糸機械・工

作機械用のポンプの部品︑様々な機械

の部品になるナットやシャフト︑特殊

ホースの継手部分︑エアガン用の先端

身近な製品としては︑歩道や駅のホ

ア タッチメント な ど を つくっていま す ︒

ー ム な ど に 設 置 して あ る 視 覚 障 害 者 用

の 点 字 ブロック に 使 わ れ る 突 起 部 品︵ス
飾 る﹁ 飾り台 ﹂も 製 作 していま す ︒

テ ンレス︶や ︑ 地 球 ご ま の
﹁軸 ﹂
とこま を

金属製品加工の専門家集団

金属加工で最もよく使われる機械に

﹁ 旋 盤︵ せ ん ば ん ︶﹂という も の が あ り ま

す ︒ 旋 盤 と は ︑円 柱 状 の 材 料 を 回 し て

そ れ に 刃︵ バイ ト︶を 当 て て 削 る 工 作 機

械 で ︑ こ れ を 使って 真 ちゅう や アル ミ ︑

㎜ぐらい

ス テ ン レ ス な ど を 加 工 し ︑金 属 部 品 を
つくります︒ここでは直径

の丸材から細いものまでかなり複雑な

形 に 加 工 し た り ︑材 料 を 連 続 的 に 供 給

石黒工業所 株式会社

〒482-0041 岩倉市東町東市場屋敷 45-1
TEL：0587-66-1141

http://www.ishiguro-ind.co.jp

■会社概要

会社。経営理念は「人と企業と自然が調
19 6 4（昭和39）
年に創業した金属加工

和した、活力とゆとりある社会の発展へ

の貢献」です。また、環境理念を持ち、地

球環境保全に十分配慮した企業活動に取

り組んでいます。

主な取引先は国内販売向けに事業をし

ている企業で、大手企業との取引も多く、

東海地域だけではなく九州や関東から受

注しています。

製作していることが多いため︑毎日の

よ うに 機 械 の セットを 変 更 し て い ま す︒

そ の た め ︑ ス タッ フ の 知 識 と 能 力 が 重

旋盤で特殊な加工をするためには専

要となります︒

用の刃が必要になりますが︑刃を刃物

メーカーに依頼すると時間と費用がか

かります︒しかし︑ここには刃そのも

の を 作 る 技 術 を 持った 職 人 がいるので ︑

短納期での生産を実現しています︒

仕事は経営が重要
大切なのは信頼関係

日本の製造業を持続可能にするために︑

正当な金額で取引することを心がけてい

ます︒どうしても折り合いがつかない時

には﹁加工できない﹂と断ることもありま

す︒また︑堅実な経営を目指し︑売上よ

りも利益率を常に考えて取引しています︒

これらを実現するためには客先との強

い信頼関係が必要であり︑
﹁かけひき﹂の

い︒未来が楽になるように考えることが

﹁夢と希望は大切ですが現実は甘くな

ない本音の話し合いに努めています︒

コンピュータ ー制御の加工機﹁ ＮＣ旋盤﹂

できる旋盤があります︒

では︑図面から加工用の数値をコンピュ

工夫 につながり ます ﹂石黒社長は等 身 大

道をひたむきに歩んでいます︒

で︑客先も自社も双方が事業継続できる

ーターに入れるため︑三角関数などの数
学の知識も必要になります︒

いずれの製品も多品種小ロットが基本

で︑１回で５００〜１０００個のものを

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。
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金属加工で製造業を支える

い し ぐ ろ こ うぎょうし ょ か ぶ しき がいし ゃ

者や看護師などをすぐにイメージします

が︑﹁ものづくり﹂という形での医療への
関わり方もあります︒

出産から介護まで

岩倉工場

〒482-0017 岩倉市北島町白山 18
TEL: 0587-65-3800

http://www.osakimedical.co.jp/

■会社概要

した医療材料や看護・介護製品、産科・
1936（昭和11）年に名古屋市で創業

婦人科製品の製造販売会社です。岩倉市

には 2008（平成 20）年に工場を建設し

事業を開始しました。主に病院で使われ

る清浄綿や手術室の中で使う医療品を

生産しています。

介護を考えます」という理念のもと、豊

「心かようもの創りでより良い医療と

かな健康生活を実現するものづくりを

進めています。

のオーダーに応じて商品番号をつけて多

品種少量で生産しています︒ここでは多

くの工程は人手による作業が中心で︑手

順書や指図書などを整備し︑誰でも間違

いなく作業できる仕組みを取り入れてい

ます︒

ものづくりは人づくり

オオサキメディカルは工場長の意向に

応じて工場ごとに独自の取組を行える社

を通じて︑医療現場で使用するものを中

んだ後︑そして人生を終えるまでの一生

岩倉工場では︑人が産まれる前から産

業員に対する面談を年に２回実施してい

という考えのもと︑パートを含めた全従

識・一定の技能レベルと労働意欲が必要﹂

めには︑従業員一人ひとりの高い品質意

度な品質を製造工程で作り込んで行くた

風があります︒岩倉工場では工場長の﹁高

心に生産しています︒特に︑医療用の脱

ます︒長いときは３時間にも及び︑一巡

一生に関わる医療製品を製造

％

脂綿に消毒液をしみこませて滅菌した
﹁清
浄綿﹂
の製造に関しては国内シェア約

製品を作り上げ︑生産目標も達成してい

雰囲気が変わることによって︑高品質の

するのに２カ月はかかりますが︑職場の

また︑婦人科系の商品も多く︑赤ちゃ

ます︒

を占めています︒

んを産むときに分娩室で使われる医療材

︶

﹁会社に行くのが楽しくなるような職

﹂を立ち上げ︑助
dacco

産師︑ママ︑女性の声を大切にした商品

用品の販売をはじめました︒

医療機関にあわせた商品づくり

注文の多くは医療機関からです︒しか

し︑﹁分娩時の医療キット﹂と言っても︑

ガーゼのサイズ・折り方・包装・小袋へ

の挿入方向︑商品キットとしての箱への

挿入順序︑向きなどの希望は医療機関に

よって異なります︒そのため︑医療機関

に寄り添った職場づくりを進めています︒

品をつくるため︑社員一人ひとりの人生

オオサキメディカル 株( 岩) 倉工場は︑一
人ひとりの人生に寄り添ったより良い製

ています﹂という工場長︒

場︑家族に自慢したくなる会社を目指し

︶年に高齢者系の﹁プラスハート﹂
26

ブランドを立ち上げ介護施設で使われる

︵平成

づくりを進めています︒さらに︑２０１４

ブランドサイト﹁

年にはママと赤ちゃんに贈るファースト

どを生産しています︒２００８
︵平成

料︑産んだ後のケア用品︑ベビー用品な

60
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医療用品製造

かぶし き が いしゃ
め で ぃ か る
き
さ
お

お

﹁医療に関わる仕事﹂というとすぐに医

豊かな健康と医療を支える製品をつくる

オオサキメディカル 株式会社

医療用品製造

岩倉市には︑けがをしたときなどに装

着するコルセットやサポーターなどの装
具をつくっている会社があります︒

時代の変化に応じた装具づくり

社会環境の変化で症状や使用する装具
が変化しています︒

例えば︑パソコン作業が多くなってい

るため︑背骨の変形やヘルニア等の障害

が出る人が増えていたり︑路面環境の変

化によって膝関節の変形という症状が多
くなっています︒

また︑膝関節に障害がある場合︑従来

は膝にサポーターをすることが多かった

のですが︑最近は足の裏に傾斜のついた

足底板︵そくていばん︶をあてがうこと

によって膝を矯正することが多くなりま
した︒

装具づくりは時間との闘い

基本的には︑契約している病院で︑決

まった曜日・時間帯に担当者が待機し︑

医師によって装具が必要と診察された場

合に︑患部の型をとり︑寸法などを測定

し︑製作することになります︒一般的に

は︑営業と製作の担当者は別々なことが

多いですが︑ここでは一人が二役を担っ
ています︒

装具は治療が目的なので早く納入する

ことも大きな使命です︒骨折箇所の装具

を製作する場合︑通常︑型を取ってから

１週間程度かかるのが普通です︒しかし︑
ここでは約４日間で対応します︒

〒482-0042 岩倉市中本町東葭原 5-7
TEL：0587-66-6348

■会社概要

作所で働いていた夫婦が、岩倉市本町で
1984（昭和59）年に、他の義肢装具製

創業した義肢装具製作所。

事故や病気などで腕や足、体幹の機能に

主な業務は装具製作です。装具とは、

障害を負ったときに、その機能障害の軽

減を目的として使用する補助器具のこと

を言います。現在、従業者は 12 名、そ

のうち国家資格である義肢装具士の資格

保持者は６名います。

つけたくなるコルセットづくり

コルセットの装着は治療であるにもか

かわらず︑﹁面倒だ﹂︑
﹁恥ずかしい﹂とい

うような理由で装着しない人が多いです︒

そこで︑装着したくなるコルセットづく

りに取り組んでいます︒

コルセットは型取りして採寸した情報

から︑３パーツの布を用意し︑それを縫

製して作り込みます︒この際︑布はベー

ジュや白・黒といった配色のものが標準

的です︒しかし︑患者の意向に応じて︑女

性らしい花柄の布にしたり︑黄と黒のス

ポーティーな布にして︑たとえ見えたと

しても気にならないようなコルセットを

﹁早く治ってもらうために︑どうした

作っています︒

らよいか﹂それだけを考えて工夫してい

ます︒

年間︑やめずに

田畑桂子社長は﹁女性義肢装具士が珍

しかった創業当時から

続けてきてよかった﹂と話してくれました︒

患者さんが早く治ることを切に願う強

く純粋な想い︑そこに細やかなアイデア

や心遣いが合わさり︑朝日義肢製作所の

患者さんに寄り添った装具づくりの精神

が築かれています︒

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。
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し せ い さ くじ ょ
ぎ
ゆう げんが い しゃ あ さ ひ

30

患者さんに寄り添って装具をつくる

有限会社 朝日義肢製作所

﹁ルシアー︵Ｌｕｔｈｉｅｒ︶﹂という
言葉を聞いたことはありますか︒ルシア

ーとは弦楽器製作家を意味し︑大手楽器

メーカーに属していないギターやバイオ
リンの個人製作家のことを言います︒

岩倉市井上町流︵ ながれ︶にはルシアー
がいます︒

月に約百本のギターを修理

昨今は１人でギター製作や修理を営む

〒482-0032 岩倉市井上町流 86
TEL: 0587-86-0583

■会社概要

ギターの修理を行っています。廣田和久

（有）ギターワークスは、ギター製作や

さんは、専門学校卒業後、10 年間ほど他

社から発注を請け仕事をしていました。

ギター作りがしたいと思い1992（平成４)

しかし、一人ひとりの好みに合わせた

年に創業しました。
（有）ギターワークス

独自のブランドも持っています。

ものが販売されていますが︑製作者また

は チ ュ ー ナ ー の 名 前 を 冠 し た モデル も

あ りま す︒ここでチューンナップしたギ

ターに﹁廣田︵ＨＩＲＯＴＡ︶﹂の名前を

刻︵こく︶して納入した例もあります︒

岩倉市の地名がついた︑
エレキギターブランドがある

工房がある地名﹁流﹂に由来して﹁ＮＡ

ＧＡＲＥ﹂とい う名前のエレキギタ ーの

ブ ランドを持っています︒その中に﹁

では

常は

や

か

フレットですが︑ＮＡ ＧＡ Ｒ Ｅ

るギターネックにある部品のことで︑通

というのは指で弦を押さえて音階を決め

フレットのギター﹂があります︒フレット

37

フレットのギターも製作して

フレットで１オクターブ分の

音域をカバーするため︑ フレットの場

います︒

12 37 24

工房が多いですが︑ここは従業員が５人︒

％︑フル

東京から移住して働いている人もいます︒
仕事内容は︑ギターの修理が

％ぐらいで︑扱って

フルカスタムオーダーは
製作期間約３ヶ月

修復する場合もあります︒

した中古品を商品として販売するために

す︒月に百本ぐらいです︒また︑下取り

ギターの修理を全てここで行なっていま

受けており︑その会社の西日本で受けた

修理は︑有名楽器メーカーから依頼を

らエレキやベースギターと幅広いです︒

いるギターの種類はアコースティックか

カスタムオーダーは

90

合は３オクターブ分に相当しています︒

バイオリンのようなフレットレスという

その他にもネック部分にフレットがない︑

プレーヤーの中には幅広い音域も表現

タイプも製作できます︒

したい人やフレットレスの音色にこだわ

りのある人がいて︑ここはそうした願い

に応えています︒

有名楽器メーカーが修理を依頼してい

フルカスタムオーダー品の製作期間は約

ンジを依頼されることもあります︒また︑

とりの好みに合わせたギター作りやアレ

と創業した廣田

くりがしたい﹂

わせたギターづ

とりの好みに合

います︒
﹁一人ひ

ることは︑絶大な信用があるからだと思

３ヶ月で︑材料費などを含めると１本あ

さん︒まだまだ

夢は続きます︒

世の中には︑ギターにプレーヤーの名

前を冠したシグネイチャーモデルという

たり数十万円ぐらいの価格となります︒

カスタムチューンと言われる︑一人ひ

37

10
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クラフト・アパレル
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一つ一つオリジナルのギターをつくる

有限会社 ギターワークス

クラフト・アパレル

かぶ し き が いしゃ
ー
び
べ
わ

に

普段着ている服がどうやって作られて

いるか知っていますか︒岩倉市に有名ブ

ランドの洋服を生産している会社があり
ます︒

〒482-0033 岩倉市神野町平久田 73
TEL：0587-66-1122

http://www.niwababy.jp/

■会社概要

で創業した洋服の製造会社。創業当時は

１９６２（昭和３７）年に岩倉市神野町で

「丹羽メリヤス」という名前で、取り扱っ

ている商品はベビー肌着 100％でした。

法人化の際に「丹羽ベビー」と改め、今

は、ベビー服・子供服・婦人服などのア

ウターも製造しています。

品づくりにこだわり、「きっちり、にっこ
すべて国内生産、高感度・高品質の製

り、感謝を込めて夢創り」を経営理念と

して、楽しく、誠心誠意をもって、日々

感謝をしながら業務に取り組んでいます。

服の型紙のことで︑型紙をつくる人をパ

タンナーと言います︒

アパレル側からパターンが送られてく

ることもありますが︑ここにはパタンナ

ーがいるため︑デザイン画を送るだけで︑

パターンと洋服を作ってもらえるのです︒

また︑送られてきたデザインやパターン

がおかしい場合︑修正を提案することが

デザイン︑パターンへの対応︑生地の違

生産拠点の海外移転が進んでいますが︑

できます︒

レル会社から委託を受けて生産するＯＥ

いに対するミシンの調整やアタッチメン

主な商品はベビーや子供服です︒アパ

洋服ができるまで

Ｍが８〜９割で︑残りは専門店の商品の

遣いは素晴ら

トの工夫など︑日本の企業の細やかな気

注文に応じてデザインを考え︑パター

しく︑商品の

生産です︒

ンを作成し︑裁断︑縫製︑仕上げ︑検品

完成度は全く

プリント・刺繍・縫製加工などは複数

を行います︒

観光客なども

海外からの

違います︒

地の特性︑加工工程︑製品のグレード等

日本製の製品

の国内協力工場に依頼していますが︑生

によって︑協力工場の組み合わせを変え

再び︑国内生

を求めており︑

言ってみれば︑たくさんある加工所の

産の需要は高

て最適な生産ラインを組み立てます︒

コーディネーターの機能を担っています︒

まっています︒

いと聞かれたことがありました︒販売し

ンプルをいくつか持ってきて︑どれがい

﹁小学校３年生の時に︑父親が商品のサ

パターンはＣＡＤ︑裁断はＣＡＭを導

入する企業もありますが︑縫製業は手作

業が多く︑最終的なアイロンでの仕上げ

や値札付け・検品に至るまでのほとんど

の工程を人の手で丁寧に行っています︒

た結果︑自分の選んだものが一番売れた

国内のデパートや専門店向けの商品で

に進むキッカケだったのかもしれません﹂

たのを今も覚えています︒それがこの道

ということを聞いて︑とてもうれしかっ

は︑見栄えだけでなく着心地やフィット

細やかな対応︑
質の高い製品づくり

感など︑より上質なものが求められます︒

してきました︒次の夢は自社製品の企画

子どもの頃のキッカケを一歩ずつ実現

と三輪専務は語ります︒

造会社では珍しく︑デザイナーとパタン

販売です︒

それに応えるため︑ここは︑小規模の製

ナーを配置しています︒パターンとは洋

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。
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洋服づくりをコーディネートする

丹羽ベビー 株式会社

ゆうげんがいしゃ はた や なかしま や だいすけしょうてん

〒482-0042 岩倉市中本町中市場 31
TEL: 0587-37-0064
http://www.somemonya.jp/

■会社概要

助を世襲（せしゅう）する旗屋中島屋代
嘉永時代（1850年頃）から代々 松浦代

助商店。

さこいなどの時に着用する半纏（はんて

小学校に飾られている校旗や国旗、よ

ん）、交通安全の手旗など、幅広く取り扱

っていますが、特に手染めにこだわって

幟
（のぼり）
を製作しています。

実演も行っています。

桜まつりの時には「のんぼり洗い」の

たくない﹂と︑技だけではなく文化や風

習も守り続けています︒

鯉のぼりは︑要望に応じて子どもの名

前や家紋を入れたり︑女の子用で配色を

変える場合もあるそうです︒

新しい挑戦
Ｔシャツや小物雑貨の製作

ここでは︑のぼりのハギレなどを利用

してポーチやトートバッグ︑シュシュな

どの小物づくりにも取り組んでいます︒

材料となるハギレは二つとして同じもの

がないため︑小物はそれぞれオンリーワ

また︑洋服製造会社と岩倉市のＴシャ

ンの商品となります︒

ツを製作しています︒岩倉の産業振興に

少しでも役に立てればと考えています︒

をかたくなに守りながら︑新しいことに

店の歴史に向き合い︑日本の良き伝統

27
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学校に行った後︑ 歳でここに入り︑印

﹁白い生地が染め上がって鯉のぼりに

なっていくのは小学校の図画工作のよう

で好きです︒小さい頃から仕事場が遊び

場でした︒親から継げと言われたことは

ありません︒いろいろ考えた時期もあり

ましたが︑最後はここだろうと思ってい

鯉のぼりはその家に男の子が生まれた

も挑戦し続けています︒

ました﹂と語る松浦さん︒

しるしです︒浮世絵に見られる鯉のぼり

成長を願うという鯉のぼり文化を絶やし

飾るだけでも良いので︑親が子の健やかな

りではない︒小さくても︑玄関先に少し

松浦さんは﹁庭に建てるだけが鯉のぼ

ながしも後からついたものだそうです︒

捉え方が変わってきました︒矢車やふき

はありませんでした︒時代の流れの中で

お父さんやお母さんを示しているわけで

くまで﹁まごい・ひごい﹂を表すもので

は黒色のみの一匹で︑また︑黒や赤はあ

鯉のぼりに込められた思い

いう魅力と特別感があります︒

微妙に違うため︑世界に一つしかないと

つも同じ染め方をしても︑できあがりが

つくられていました︒また︑手染めはい

物は手間暇をかけた︑本当に良いものが

昔は材料の種類が限られましたが︑染

染めのことは先代から学びました︒

24

ことになります︒松浦さんも染色関係の

職人はここに入ってイチから学んでいく

印染めを教えてくれません︒そのため︑

め﹂の全般的なことは教えてくれても︑

です︒染色関係の学校がありますが︑
﹁染

本となるのは鯉のぼりの染め方﹁印染め﹂

や枚数などによって変えるのですが︑基

染めの方法はたくさんあります︒用途

昔ながらの染め方を引き継ぐ

という文化を教えてくれました︒

受け継がれてきた﹁染め﹂︑
﹁鯉のぼり﹂

子どもの成長を願い︑鯉のぼりを染める

有限会社 旗屋中島屋代助商店

伝統産業

岩倉市の代名詞で
である五条川の﹁のん
ぼり洗い﹂︒中島屋幟
店は︑例年︑大寒の時
期と桜まつりの時に
実演しています︒
では︑のんぼり洗い
は何をしているのか︑
その舞台裏をご存知
でしょうか︒

鯉のぼりづくり

まず生地に下絵を描きます︒ そして︑

色を付ける前に色と色の間の輪郭部分に

﹁カッパ﹂という治具を使って糊を塗り︑

縁取りをして︑一気にハケで色を付けて
いきます︒

染料が乾いた後︑糊を取る作業になり

ます︒糊を柔らかくするために幟を川の

水に浸します︒この時︑幟が水に流され

ないように杭を川底に打ち込み︑紐で結

びます︒夏場で２時間︑冬場では３時間

ぐらいです︒大寒の時は気温零下の中︑

なか しま や のぼりてん

〒482-0042 岩倉市中本町中市場 26 -１
TEL：0587-37- 0444

■会社概要

4 00 年以上の歴史がある幟（のぼり）店。
天正年間（1573〜1592 年）に創業した

です。

現在の代表取締役 松浦 勉さんは 13 代目

舗向けの大売り出しの幟、横断幕、相撲
主な製品は神社に飾られている幟、店

幟（すもうのぼり）、鯉のぼり等で、遠く

は山形県や広島県からも注文を受けてい

ます。

色をつくる
いつまでも鮮やかさを保つ青

色をつける染料は︑昔は大豆のつぶし

汁から作ったそうですが︑今は顔料を使っ

ています︒赤は一色で︑中間色は染料を

調合して色合いを出します︒色見本通り

のものを再現するのは非常に難しく︑お

客さんには希望する色に近いもので納得

不思議なもので︑色によって性質が違

してもらいます︒

います︒生地にもよりますが︑青はいつ

までも鮮やかさを保つそうです︒

相撲幟の秘密

中島屋幟店の代表的な商品に相撲幟が

あります︒相撲幟は部屋単位での注文に

なり︑各部屋のファンがスポンサーとな

〜

って幟を部屋に寄贈する仕組みになって

います︒１回の注文本数はおよそ

本ぐらいで︑名古屋場所がある時に注文

が入ります︒文字は下絵があり︑それに

基づいて描いていきます︒

相撲幟は色に特徴があります︒黒は黒

星︑茶は土の色で﹁土がつく＝負け﹂
をイ

メージさせることから︑両方とも相撲業

界では嫌う色です︒そのため︑相撲幟で

は黒と茶色は使いません︒業界の文化が

一段と鮮やかに見えるものだ ・・・﹂とほほ

﹁洗い終わって濡れている時の幟の色は

あるのです︒

がふやけた頃︑包丁で糊を削り落とすの

年

の形に合わせて切り取り︑最後に切りと

る道具︒大量生産ではない
﹁ほんもの﹂が

間磨き続ける技︑代々守り続けられてい

笑む勉さん︒４百年以上続く伝統︑

った部分を鯉の背びれや胸びれとして縫

ここにあります︒

その後︑きれいに洗い︑乾かして︑鯉

です︒この工程がのんぼり洗いです︒

早朝から幟を川に入れます︒そして︑糊

15

65
製し︑鯉のぼりが出来上がります︒
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10

幟の文化と物語を守り︑幟を染める

株式会社 中島屋幟店
か ぶ しき がいし ゃ

〒482-0034 岩倉市石仏町京伝杁 2
TEL: 0587-37- 0984

■会社概要

に現棟梁の実父が創業した宮大工の会社
（有）堀尾社寺住建は1946
（昭和21）年

です。ただし現棟梁の堀尾さんは宮大工

としては祖父、父と続く３代目になりま

す。岩倉市内では五条川小学校の西側に

ある覚順寺や稲荷町にある浄正寺の建設、

鈴井町の円通寺の修繕などに関わってい

ます。また、神奈川県や山形県など全国

各地の神社やお寺などの建設・修繕を行

っています。

１００人ぐらいの職人が携わりました︒

最近では︑２期工事中の名古屋城本丸

文化財に指定されているルネッサンス様

山形大学の工学部の校舎の一つに︑重要

社︑天満宮など様式によって社︵やしろ︶

神社の場合︑神明社︑春日社︑出雲大

いです︒金太郎が持っている﹁まさかり﹂

っていますが︑手道具は特注のものが多

は︑電動工具と手道具を作業に応じて使

宮大工は使う道具も特徴的です︒現在

面図︑矩計図
︵かなばかりず︶︑部分詳細

ます︒床に敷いたベニア板に平面図︑立

本的な流れです︒設計は間取りから始め

鯉のぼりみたいにも見えますが︑先述の

があります︒岩倉ゆかりの人が眺めると

︵えびこうりょう︶という梁
︵はり︶
の種類

なぐ海老のような形に湾曲した海老虹梁

社寺建築に用いられる側柱と本柱をつ

と語る堀尾棟梁︒実父に師事できたのは

７︑８年の短い間︒
﹁もっと一緒に仕事が

できれば違っていたか

も知れない︒なかなか

親父を越えることはで

きない︒でも乗り越え

たいと思っています﹂

堀尾棟梁の挑戦は続

きます︒
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ゆう げ ん がい しゃ ほり お しゃ じ じゅうけん

それを取り仕切ったのが堀尾棟梁です︒

社寺仏閣の建築や補修に携わる大工を

式の見事な校舎があり︑その修復にも携

御殿の復元にも携わっています︒ また︑

日本に実在する宮大工の人数は百人以下

わりました︒
工の会社があります︒

の形が異なりますし︑寺の場合は宗派に

宮大工という仕事

よって様式が異なりますが︑宮大工はい

丁︑
﹁の み﹂

や﹁ちょうな﹂もそうした類に入ります︒

ここにある﹁カンナ﹂は約

本︑全て違う種類です︒

図などを原寸図で描いて﹁型﹂
を表します︒

覚順寺にもありますので︑ぜひ見に行っ

は約

この作業が最も大変で︑これらの図面が

てみてください︒それはもう芸術品です︒

ずえ︶を描き︑これに基づいて材料を加工

し︑これらの部材を現場で組み立ててい

きます︒昔は柱が多めで︑引違い戸がそ

の間にはめられる構造が多かったのです

が︑近年は耐震強度を上げるために壁が

増える傾向にあります︒変わらない様式

の中で︑細部には時代に応じた対応も求
められています︒

岩倉市覚順寺︑名古屋城本丸御殿

五条川小学校の近くにある覚順寺は平

成７年頃から５年がかりで建てたもので

﹁原寸図を引いている時が一番楽しい﹂

次に︑使用する木材に尺図絵︵しゃく

を行い︑現場で組み立てるというのが基

50

できれば半分はできたようなものです︒

100

仕事は︑工場で設計・材料の加工など

ろいろな様式に対応します︒

建物の構造材であり︑
芸術品にも見える﹁海老虹梁﹂

とも言われていますが︑岩倉市には宮大

﹁宮大工︵ みやだいく︶
﹂と呼びます︒現在︑

実用的で芸術的な社寺仏閣の世界を守る

有限会社 堀尾社寺住建
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ファミレスやファストフード︑コンビ

ニなどにある菓子パン︑クッキー︑デザ

ートなど︑タマゴを使った製品はまわり

に溢れています︒岩倉市にはその材料を
つくっている工場があります︒

中部７県︑
軒の養鶏農場から入荷

八剱工場

〒482-0031 岩倉市八剱町江迎 32-1
TEL: 0587-38 -1510

http://www.kewpie-egg.co.jp

■会社概要

年にキユーピー(株)より独立した業務用タ

キユーピータマゴ (株 ) は 1977
（ 昭和52）

マゴ製品の製造販売会社です。全国18カ

所に工場を持っており、岩倉市にある八

剱工場はその中の一つで 1997
（平成９）
年

に事業を開始しました。

現のために製品の安全を確保する衛生管

「安全」と
「安心」
をモットーとし、その実

れた養鶏所から客先に納品されるまでの

理手法のＨＡＣＣＰを導入したり、 採卵さ

物流を把握するトレーサビリティ環境を

確立するなど、様々な品質保証活動に取

り組んでいます。

ちなみに、日本の業界全体としての鶏

の10％をキユーピーグループが取り扱って

卵取扱量は年間で約 250万トンであり、そ

ており︑多くの人が一度は口にしたこと

があると思います︒

日々︑品質︑味の向上を

よりおいしい製品を安全・安心に食べ

てもらうために︑﹁あたりまえのことを︑

あたりまえに行なうことが大切﹂だと考

え︑日々︑鮮度管理︑食品安全へのたゆ

まぬ取組と︑食感と品質の向上に取り組

んでいます︒品質管理については︑統合型

食品安全マネージメントシステムＦ Ｓ Ｓ

Ｃ ２２０００ 認証を ２０１５ 平
年)
(成
度中に全工場が取得するよう進めていま

場では割卵してから︑殺菌処理をしない

いるのはとてもやりがいを感じます︒キ

な形になって食されたり使われたりして

﹁自分達が工場で生産したものが様々

す︒

でそのまま袋詰めしたものと︑割卵後に

ユーピータマゴが岩倉市にあることは知

周年の節目の年に向けて︑キユ

させていきます︒

ーピータマゴは岩倉市での知名度も向上

創業

任者は語ります︒

られてないと思いますが︑より多くの人

万個にも

に 知ってもらいたいと思います﹂と工場責
トン︑卵の数にすると約

割卵機を使って１分あたり６００個の
約

のぼります︒一つの養鶏農場から多くを

軒もの養鶏農場から入荷してい

仕入れられないため︑中部７県を中心と
した約
ます︒

デザートなど︑あちらこちらで利用され

ーパーなどで見かけるあのパンやお菓子︑

ないと思います︒しかし︑コンビニやス

消費者がその加工業者を意識することは

卵加工製品は食品の原材料の一つであり︑

て納品しています︒ここで生産される液

中部地区の業者に︑加工用の原材料とし

製品は︑主にお菓子やパンを製造する

みなさんも食べています︑きっと

50

50

30

卵を処理しており︑１日の卵の取扱量は

溶き卵状態にし加熱殺菌処理をして出荷

27
するものの２種類を製造しています︒

と︶して中身だけにしたもので︑八剱工

液卵とは︑割卵︵かつらん 卵を割るこ

た製品の材料として使われています︒

ここで生産した﹁液卵﹂は卵を使用し

50

15
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養 鶏・卵 加 工

安全・安心な液卵をつくる

キユーピータマゴ 株式会社

います。これは国内 No.1 の量です。

養 鶏・卵 加 工

岩倉工場

〒482-0031 岩倉市八剱町大門出先 28
TEL：0587-66-2111

http://www.sansyu-egg.co.jp

■会社概要

創業した三州食品株式会社のグループ企

三州エッグ ( 株 ) は1964（ 昭和 39）年に

業です。岩倉市では鶏卵の選別包装施設

（ＧＰセンター）
と割卵工場を新設し、
1970

（昭和 45）年から事業を開始しました。

その後、市場のニーズに応じて工場の用

途変換や整備を進めながら、2002（平成

14 ）年には第三工場を増設しました。

鶏から液卵加工、鶏卵加工、焼成生地加

三州食品 (株)グループ企業は、育雛・養

工まで、トータルな仕組みを基本とした

事業に取り組んで

おり、主力事業は

液卵加工で、ゆで

卵事業がそれに続

きます。岩倉工場

は主にゆで卵事業

を担当しています。

市場の変化や
ニーズに素早く対応

三州エッグはもともと鶏卵の販売を行

年代に入り︑外食

っているゆで卵や温泉卵︑また冷やし中

ら割卵機を導入し︑加工事業を始めまし

生産が始まったこと等を背景に︑海外か

産業が栄え︑卵を材料とした商品の大量

っていました︒昭和

華などの上にのっているゆで卵などを生

た︒また︑卵サラダ用の材料やゆで卵の

岩倉市には︑コンビニや売店などで売

産をしている三州エッグ岩倉工場があり

需要が高まった時は専用のラインを作り

ます︒

ました︒こうして︑市場のニーズに素早

く対応して大手のカステラメーカーやコ

万個の卵を加工

ンビニ︑ラーメンや牛丼などの大手チェ

毎日約

岩倉工場は︑かつては割卵︵かつらん︶

品を作る工場としては日本一です︒春か

した︒

佐野工場が操業します﹂と 教えてくれま

︶年度︑関東に新しく

ら夏にかけてはコンビニなどで売られる

﹁ ＦＡＲＭ ｔｏ ＴＡＢＬＥ﹂︑農場から

﹁２０１６
︵平成

ーン店との取引を進めてきました︒

トン︑単一の製

事業を行っていましたが︑今は主にゆで卵︑
万個︑重さにして約

麺類のお供として︑秋から冬にかけてはお

卵のサイズばらつきや籠内の温度分布も

温泉卵は籠に卵を入れて加熱しますが︑

るなど︑地域ごとの特徴もあります︒

は卵黄が赤みを帯びているものが好まれ

ないものは外観の﹁艶 つ( や ﹂)が出るよう
に工夫して加工しています︒また︑関東

が中央になるように︑一方︑半切りにし

慮として︑半切りにして使うものは卵黄

抜く作業をします︒また︑見た目への配

です︒そのため︑あらかじめ炭酸ガスを

いと言われます︒原因は卵内の炭酸ガス

ゆで卵は新鮮な卵ほど皮剝けがよくな

10

異なるため︑さらに工夫が必要となりま

プが勢いに乗っています︒

しさを提供している三州食品 株( グ
) ルー

食卓までを合言葉に︑安全・安心・おい
時間操業となります︒
24

ゆで卵の秘密

は繁忙期で

てのマーケットになっています︒６〜

でん用としての需要があり︑年間を通し

25

月

で

温泉卵を製造しています︒卵使用量は一日

50

28

50
す︒

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。

32

かぶ しき がい しゃ
ぐ
さ んしゅう え っ

40

料理に彩りを添えるゆで卵をつくる

三州エッグ 株式会社

農

業

岩倉の農業をつなぐ︑
安全 ・安心 ・こだわりの農産物

岩倉市のカリフラワーの収穫量は全国的にみても

トップクラスです︒また︑大都市近郊でありながら

田園風景があり︑安心安全な農作物が食べられる環

境は岩倉市の特徴となっています︒一方︑農家数や農

地面積が減っているなど︑厳しい状況ですが︑農業は︑

岩倉市の産業の︑また都市イメージの大事な役割を果

たしています︒

33
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人の従業員がいます︒

魅力的な女王﹁クイーンレッド﹂
専業農家で︑家族４人を含めて

岩倉市の農産物の代表格﹁カリフラワー﹂

父母の代から続く兼業農家で︑夏ネギとして﹁長悦 ち(
ょうえつ︶﹂︑冬ネギとして﹁越津︵こしづ︶﹂︑ホウレンソウ

岩倉市の新ブランド野菜﹁ちっチャイ菜﹂

水を利用した水耕栽培で育てています︒
﹁水耕栽培は土

すが︑ここではビニールハウスの中で育てる施設栽培 ︑

通常︑栽培方法は苗を土に植える土耕栽培が一般的で

っています︒年間での出荷量は約８千箱になります︒８

日おきですが４月︑５月は野菜の成長が早いので毎日行

がない期間で︑ほぼ周年栽培です︒出荷は平均的には１

し出荷を開始するパターンです︒７月と８月だけは出荷

じ畑で空いた場所から２回目の種まきして３月から収穫

の認知度はいまだ十分ではありません︒また︑現在栽培

市内の﹁産直センター﹂で販売されていますが︑市民へ

ます︒

市の特産物づくりの一環として５年前から取り組んでい

のです︒岩 倉 に 昔 か ら あ る 伝 統 野 菜 で は あ り ま せ ん が︑

﹁ちっチャイ菜﹂はチンゲン菜と白菜を掛け合わせたも

や米︑ちっチャイ菜を育てています︒

田中進さんは主にカリフラワーを作っています︒従業
員は家族４人︒栽培方法は露地栽培です︒
カリフラワーは年２回栽培しています︒７月初旬に種

耕に比べて少し味が劣る﹂﹁使用する井戸水は地区によっ

〜９個を箱に入れて出荷︑１箱あたり８㎏ぐらいです︒

まきして９月から収穫し出荷を開始するパターンと︑同

てその性質が異なるため︑地区ごとの水に合った生育方

軒で５年前から増えていないこと

体をくるみ頭部を紐で縛るという作業を行いますが︑こ

します︒一般的には︑それを防止するために葉っぱで全

レシピを産直センターで無料配布したりしています︒

と同時開催の﹁農業フェア﹂で種の無料配布を行ったり︑

も課題になっています︒そのため﹁市民ふれ愛まつり﹂

している農家は市内

名鉄岩倉駅の改札前で開催している﹁野菜の広場﹂や

法を行わないといけない﹂などの課題もありましたが︑日

白いカリフラワーは太陽の日差しに当たると少し変色

こでは何枚かの葉っぱの上部をペキッと頭頂側に折り曲

イタリア原産の黄緑色の色合いやユニークな突起のある

では紫や黄色の
﹁カラーもの﹂と言われるカリフラワーや︑

カリフラワーと言えば白いものが一般的ですが︑ここ

は身近に﹁農地﹂という素晴らしい教材があります︒子

ちのお米は白い﹂と言った子がいたからです︒岩倉市に

たちに見せたところ﹁こんな黒いのはお米ではない︒う

ことにも取り組んでいます︒それは以前︑玄米を子ども

また地元の小学生に田植えや稲刈り体験をしてもらう

の中には︑セイヨウオオマルハナバチと呼ばれている黒

どもたちに野菜などの食べ物を作る楽しさ・大切さ・大

げ︑同様の効果を得ています︒

くて少し大型のハチを放ち︑受粉交配をしており︑収穫

いずれも３年前にはなかった品種です︒

変さ・ありがたさも知ってもらう機会として開催してい

TEL：0587-66-3000

ます︒

〒482-0002 岩倉市大市場町郷廻 175

ここでは﹁ハイテク﹂と﹁アナログ﹂を使い分けながら︑

TEL：0587-37-2881

携帯電話に連絡が届くようになっています︒一方︑施設

13

形が魅力的な﹁ロマネスコ﹂という品種も育てています︒

ますが︑自宅から離れた施設で温度異常が発生した場合︑

施設は水も室温も両方とも温度コントロールをしてい

に販売しています︒

た︒井上町にある作業所で︑毎週月・水・金曜日の午後

夜改良を重ね︑おいしいトマトができるようになりまし

イーンレッド﹂︵商標登録済み︶
です︒

を栽培していますが︑主力商品は大玉の魅力的な女王﹁ク

栽培しているのはトマト︒年間を通して４種類のトマト

11

は一つ一つ丁寧に手作業で大切に行っています︒

〒482-0032 岩倉市井上町 422
TEL：0587-37-3680

カリフラワー栽培がさらに広まることが︑岩倉市の魅

〒482-0017 岩倉市北島町 1306

お
ふな は し て つ
ゆうげんが いしゃ いの うえ ま さ

力になると考え︑挑戦を繰り返しています︒

ろう

し

わ

に

すすむ

なか

た

現代の農業を営んでいます︒

※本記事は平成 26 年度に発行した「ものづくりＦＯＣＵＳ」の原稿です。
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丹羽司朗

農業

田中 進
農業

有限会社 井上政 ( 船 橋 哲 夫 )
農業

掲載事業所 所在地図

窯業関係 /油脂製造 / 機械・工業用品製造
石油製品・石炭製品製造 / 紙加工品製造
寝具製造 / 建築・建設 / 情報サービス

(有)ギターワークス

医療用品製造

（株）
アイワ

(有)堀尾社寺住建

クラフト・アパレル / 伝統産業

（有）井上政

養鶏・卵加工
農業

石
仏
駅

小売・卸売

（株）ニワユー
日清工業（株）
五
条
川

丹羽ベビー（株）

グリーンアカデミー
岩倉

(有)宮田鉄工

愛
国
機
械
︵
株
︶

商
工
会
館

キユーピータマゴ（株）
八剱工場
三州エッグ（株）
岩倉工場

石黒工業所（株）
(有)朝日義肢製作所

岩倉中学校

尾張一宮

(有)旗屋中島屋代助商店

岩倉総合高校
関戸養鶏人工孵化場

岩倉市役所

岩
倉
駅

（株）中島屋幟店
（株）エムズ
（株）
ヨーヨーカンパニー

ファルコン
（株）
田中 進（農）
ミヨシ油脂（株）
名古屋工場

（株）丹羽工務店

三興石油工業（株）
藤徳紙器（株）
石塚硝子（株）

ポッカマシン（株）

丸末呉服・
染工房さくら

丹羽司朗（農）
南部中学校

坂本硝子工業（株）
(有)大原硝子店
オオサキメディカル（株）
岩倉工場

大
山
寺
駅
名
鉄
犬
山
線
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岩倉市産業基礎データ
■人口
岩倉市の人口は平成 17 年まで増えていました。平成 17 年から平成 22 年にかけて約 600 人減りましたが、
平成 22 年から平成 27 年にかけて再び微増しています。
また、「65 歳以上（高齢者）」は平成 2 年から増え続けていますが、「15 歳以上 65 歳未満」は平成 7 年以降、「15 歳未満」は
平成２年以降、減り続けています。
人口の推移

年齢 3 区分別人口

（人）

（人）

60,000

60,000

50,000

43,807

46,176 46,906 47,926 47,340 47,562

50,000

30,000

30,000

4,510

5,828

7,672

9,563

11,361

32,080 34,069 33,567 33,098 31,059
29,672

20,000

20,000

10,000

10,000
0

3,361

40,000

40,000

0
平成２年 ７年

12年

17年

22年

8,065

7,507

平成２年 ７年

27年

15 歳未満

7,229

7,108

6,689

6,100

12年

17年

22年

27年

15 歳以上 65 歳未満

65 歳以上

※年齢 3 区分別人口は年齢不詳を除く
資料：国勢調査

■働いている市民の数
働いている市民の数は、平成 7 年から減り続けています。産業別にその構成割合をみると「第３次産業」の割合が増えており、
「第２次産業」は減っています。
また、市内就業率は少しずつ減っており、平成 22 年に 28.3％となりました。
産業別働いている市民の数の推移

働いている市民の産業別の割合と市内就業率の推移

（％）
40.0

（人）
23,419

20,000
15,000

13,603

15,818

25,256

16,266

25,184

16,365

23,791

15,486

10,000
5,000
0

9,168

9,109

589
平成２年
第１次産業

544
７年

8,416

7,982

6,846

418
12年

402
17年

268
22年

第２次産業

第３次産業

※第１次産業・・・「農業」、「林業」、「漁業」 ／

34.5

32.4

80%
60%

58.1

61.9

31.1
64.4

32.0

65.0

28.3
65.1

35.0
30.0
25.0
20.0

40%

15.0
39.1

35.6

33.3

2.5
2.1
0%
平成２年 ７年
第１次産業
第３次産業

1.7
12年

20%

31.7

28.8

1.6
1.1
17年
22年
第２次産業
市内就業率

10.0
5.0
0.0

※第２次産業・・・「鉱業」、「建設業」、「製造業」

※第３次産業・・・前記以外の産業
資料：国勢調査
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24

市内就業率の推移

25,000

25,560

働いている市民の産業別の割合の推移

100%

30,000

■ 事業所・従業者の状況
市内にある事業所数は減り続けていましたが、平成 24 年から平成 26 年にかけて増加し、現在、1,716 事業所となっています。
減少を続けていた、従業者数が「１‐４人」の小さな事業所もわずかながら増えました。
事業所数及び従業者数の推移

従業者規模別事業所数の推移

（事業所）

（事業所／人）

20,000
16,176

14,293 14,666

15,000

17,116
15,237

14,241

0

191
1,500

75
53

１
189

328

３ 78 ４ 99
２ 95 5 101
63
67
57
53
173
185
212
207
312
319
306
282

73
56

285

1,000

10,000
5,000

2,000

1,289

1,207

1,161

1,104

1,021

1,035

平成13年

16年

18年

21年

24年

26年

500
1,937

1,864

平成13年

1,790

16年

18年

1,778

1,660

21年

事業所数

1,716

24年

0

26年

1-4 人
5- 9 人
30 人以上

従業者数

10-19 人
20-29 人
出向・派遣従業者のみ

資料：平成 13.16.18 年は事務所・企業統計調査
平成 21.26 年は経済センサスー基礎調査
平成 24 年は経済センサスー活動調査

■製造業の状況
製造業の事業所は少しずつ減って、平成 25 年現在、70 事業所となっています。
従業者数は増えたり減ったりしていますが、近年は約 2.300 人が製造業で働いています。

製造業の事業所数及び従業者数の推移

製造業の従業者規模別事業所数の推移

（事業所／人）

（事業所）

2,372

2,500
1,942

2,000

2,270

2,087

100
80

1,500

60

1,000

40
20

500
83
0

平成16年

82
19年
事業所数

75

70

22年
25年
従業者数

0
4-9 人

2
4
4
8
25

40

平成16年
10-19 人

3
5
5
9
28

32
19年
20-29 人

5
7
3
6

5
8
4
7

26

19

28

27

22年
30-49 人

50-99 人

25年
100 人以上

※1-3 人は集計していません。
資料：工業統計調査
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■商業の状況
商店数は平成 9 年から減り続けています。平成 19 年から平成 26 年にかけては、135 店減少し、現在、267 店となっています。
従業者数は平成 14 年まで増えていましたが、その後減りはじめ、
平成 19 年から平成 26 年にかけては、668 人減少し、現在、2,176 人となっています。
商店数及び従業者数の推移

従業者規模別商店数の推移
（店）

（店／人）
3,500
3,000

500

3,053

2,957

2,897

2,844
2,176

2,000
1,500
1,000
500
0

46

400

2,500

14
14
48

77

300

93

200

469

442

平成11年

14年
商店数

438

402

16年

19年
従業者数

225

100

267

0

26年

平成11年

1-2 人

13
11

3-4 人

12
13

47

50

74

77

106

98

190

191

170

16年

19年

14年

5-9 人

10-19 人

11
12

70
89

20-29 人

30 人以上

資料：あいちの商業

■農業の状況
農家数は増減を繰り返していますが、平成 27 年には、はじめて 500 戸を下回りました。
経営耕地面積は「田」「畑」ともに平成２年から減少傾向にあります。平成 27 年には 12,900ａとなっています。

専業・兼業別農家数の推移

経営耕地面積の推移

（戸）

（ａ）

1,000
678
800

614
534

591

535

35,000

700

30,000

600
453

600

800

500
400

400

640

562

200
0

38

52

平成２年 ７年
専業農家数

503

549

42
31
12年
17年
兼業農家数

300
506

412

29
41
22年
27年
総農家数

25,000
20,000
15,000

200

10,000

100

5,000

0

0

29,037

77
25,617
109
8,085
23,044
136
7,696
6,510
15,794 14,800
12,900
15
10
3,304
100
3,800
2,800
20,875
17,812 16,398
12,475 11,000 10,000
平成２年 ７年
田

12年
畑

17年

22年

27年

樹園地
資料：農林業センサス

38
24

岩倉市の産業振興を推進する―岩倉の焦点 vol.2
発行：岩倉市 商工農政課

岩倉のものづくり

2017 年３月発行

〒482−8686 愛知県岩倉市栄町一丁目 66 番地

編集：一般社団法人 地域問題研究所

◆P３〜 P13 については、2016 年 10 月〜 12 月に実施したヒアリングをもとに原稿を作成しました。
P15 〜 P34 については、2014 年 12 月〜 2015 年１月に実施したヒアリングをもとに原稿を作成したものです。
◆ 市内の中学生や近隣市町の高校生・大学生への企業紹介、就職に役立てるために作成したものです。

