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三重県の
中小企業連携体MAP

創る人々挑む人々

三重県では、地域の中小企業が連携体を組み、
それぞれの得意技術、知識、
ネットワークなどを持ち寄り、

みえものツアー

課題克服を目指して一丸となる自立的な取組を応援しています。

三重のものづくり魅力発見

すでに、県外の企業や海外との取引を
始めている企業連携体も出てきています。
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三重県の中小企業連携体に関するお問い合わせ先

三重県農水商工部産業集積室内外連携グループ
TEL 059-224-2356 FAX 059-224-2078 E-mail sshuseki@pref.mie.jp
「三重のものづくり魅力発見バスツアー２０１１」
は法人県民税の超過

「三重のものづくり魅力発見バスツアー２０１１」
に関するお問合せ先

課税分を原資とする
「三重県中小企業振興基金」、国の地域自主戦

三重県農水商工部商工振興室中小企業振興グループ

略交付金を活用しています。

TEL 059-224-2749

FAX 059-224-2480

E-mail shinsan@pref.mie.jp

主催 三重県
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就 職を意 識し始 め た あな た へ

就職を意識し始めたあなたにとって、大切なこと
は、
「 嘘をつかない」
「かっこよく見せない」
「 背伸
びしない」
ことだと思う。
経験豊富な大人から見たら、
すぐ見破られるもの
だし、無理に背伸びすれば、
ずっとその状態を貫
かねばならなくて苦しくなるだろう。
あなたには、
こういう人生、
こういう働き方をしたい
という
「軸」
があるだろうか。
人は生まれたときから性格も体格も違うのだか
ら、就職も他の人と比較しても意味がないと言え
るだろう。
自分の仕事が人の役に立ったとき、努力の結果
が実感できたとき、人は働くことに幸せを感じるこ
とができる。
価値観というものは、世代によって変化するし、
あの東日本大震災を経て、
あなたの世代は何か
世の中に貢献したいとより強く感じている世代だ

?
!

ツアーの概 要

ツアーの目的

と思う。
この冊子は、
あなたと同じような学生たちが三重
県のものづくり中小企業を訪問し、
そこで働く
人々と語り合ったバスツアーの概要をまとめたも
のだが、本物の技術に触れて、
そこで働く人々に
出会って、彼らは確実に変化した。
なぜだろうか？
気軽にインターネットで情報を入手して、分かった
つもり、知っているつもりだったけれども、
自分の
目で確かめて、耳で聴いて、
自分の頭で思考して
いるうちに変化したのだと思う。
この
「創る人々・挑む人々〜三重のものづくり魅
力発見バスツアー２０１１〜」
は、
あなたが三重の
ものづくり中小企業を知る
「きっかけ」
にすぎない
し、三重県には他にもたくさんの中小企業があ
る。
是非、
自分で確かめていただきたい。

三重県知事

鈴木英敬
訪問企業INDEX

三重県内および県外の大学生・高専生が、三重県内で活躍するものづくり中小企業の現場を訪問
し、経営者や社員の方々と交流し、優れた技術やその企業ならではの魅力を発見する５泊６日のバスツ
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「 中小企業魅力発信・人材確保事業」
を行っており、
このバスツアー
の持つ魅力や求める人材像などを知り、
ものづくり企業への関心を高め、今後の就職に向けて視野を広
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株式会社 試作サポーター四日市
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私、訪問企業に就職しました！

オリエンテーションの後、鈴木知事からの激
励をいただき、
「 働く上で大切にしたいこと」
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学生と企業の方々のディスカッション
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も事業の一環です。普段、直接会うことが困難な経営者や社員と学生が直接交流することにより、企業
げることを目的としています。

10ｐ 株式会社北岡鉄工所
14ｐ 三重金属工業株式会社

三重県は全国でも有数のものづくり地域ですが、素晴らしい技術や魅力を持つ中小企業の情報が学生
に入りにくく、中小企業が就職先の選択肢に入りづらい現状があります。
そこで三重県では、企業側と学
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04ｐ 中小企業ってどんなところ？？

アー
『三重のものづくり魅力発見バスツアー』
です。
でした。
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いざ、三重のものづくり魅力発見バスツアーへ！
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中小企業
中小企業ってどんなところ

辻製油株式会社
代表取締役社長

「中小企業」
と言っても、業種業態、強み、経営理念など様々です。
そこで、中小企業の経営者、社員の方に「中小企業ホントのところ」、学生の皆さんへのメッセージを伺いました。
中小企業の魅力

三重県であることの利点

たきざわ

ふみこ

横山 史子さん

中小企業の良いところは、
やっぱりトップの声が届きやすい
ことでしょう。社長と直接話すことも多々ありますから、社長
の思いが社員に伝わりやすいです。
そして、
自分自身の成長が実感しやすいと思います。
さらに、
あたたかい雰囲気があるのも中小企業ならではの魅力です。

揚げのkitchen長
きたがわ

ながこ

喜田川 永子さん

中小企業では、みんなで共に喜び、辛いことも共
に乗り越えていきます。
それが団結力となり達成
感につながります。
また、
ひとりひとりが自分が輝
ける得意分野を活かし発揮することができます。

を大事にして、
「 夢とロマン」
ものづくり企業を希望する皆さんには、
ものづくりはもちろん、
「 知恵 ※」
を持っていただきたい。
そのためには、
「自分で考えて仕事ができて、
自分を考えさせてくれる会社」
や
「夢のあるベンチャーマインドを持った会社」
を選ぶことが重要です。
※「知恵」
とは、物事の筋道を立て、計画し、正しく処理していくことであって、
「知識（＝知ること、認識すること）」
とは異なる。

自分の専攻を活かした仕事に就くには、専門性だ
けではなく、
プラスαの部分が必要。
コミュニケー
ション力などの「プラスα」
は学生の間に身につけ
ることが可能です。失敗は若いときにこそすべきも
の。自分の範囲を決めつけずに何でも挑戦してく
ださい。

「この道一筋」
の気持ちを大切にしています。
ひとつの会社、
またはひとつの職種を一筋にやり
通す。自分が一番人生で輝ける この道 を 一
筋 に歩めたら素敵ですね。

しんいち

瀧澤 慎一さん

大企業では多くのセクションや人が関わるの
で、
１つのものを商品化するのにかなり時間が
かかります。弊社の場合は社員から何か事案の
報告があれば、私が判断し、現場にすぐに伝わ
ります。
このスピードが大事です。
また、弊社では月次決算を全社員に公開する
ので、全社員が自社の財務状況を知ることが
できます。
これは中小企業だからできることで
しょうね。

株式会社横山食品
よこやま

やすひこ

企画管理部

学生へのメッセージ

代表取締役社長

つじ

辻 保彦さん

皆さんの目的意識が高いことがひしひしと伝わってきました。
皆さんの思いに触れ、質問に応えていると、私たちにもさま
ざまな気づきがありました。
この気づきはこれから活用していきたいですね。

三重金属工業株式会社
代表取締役
にしもと ただし

株式会社北岡鉄工所
代表取締役社長

きたおか

西本 正さん

速い決断ができること、家族的なあたたかさあることが中
小企業の良いところ。
そして、規模だけが企業の強さでは
なく、
「自社のものがあるか」
ということが強みだと思いま
す。
だから、中小企業は大手の真似をしたらいけないとい
うのが持論です。

しょうじ

北岡 正次さん
常務取締役

きたおか しんいち

中小企業の魅力は、
自分
の思いや考えを表現でき
る
「自由度」
と
「多様性」
と
いう環境。
そのモデルケースとして弊
社を見ていただけたので
はないでしょうか。
不安定な時代だからこそ、
実力を持つ企業が生き残
ります。

弊社のある伊賀は、名古屋・大
阪・京都といった様々な文化に
触れてきた土地であり、弊社の
持つ多様性に繫がっています。
本州の真ん中であることは、便
利というだけでなく、
そうしたおも
しろさがあると感じます。
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管理部 総務課 人事担当課長
せりがわ

芹川 道郎さん

このツアーで私たち企業側の力も発揮で
きたと思います。
自分たちの力を出せる良
い機会となりました。

中小企業基本法
（第２条第１項）
では、
表のような企業者のことを言います。

中小企業豆知識・その１

『中小企業』
という
言葉の定義を
知っていますか？

業

みちお

ものづくり企業では、新しいものを作れる力が求められます。
他社とは
「違う」
と言われるような力を身につけることが大
事です。
そのためには、表面に見える部分だけでなく、見え
ない部分、例えばその背景や経緯などについて
「なぜそうな
るのか？」
と考えるよう習慣を身に付けて欲しいですね。

中小企業では社長と社員の距離が近
く、下から上への声も届きやすいところ
が魅力です。

皆さんには、
「こうあるべき」
という固定観念を捨てて、
自分の人生をどのように生きるかを考えて、
その上で企業を
選んでもらいたいと思います。
いろんな切り口で取捨選択すれば、大企業向きか、中小企業向きかが見えてくるで
しょう。好奇心や勇気、執念、情熱が生きる力となります。他人や社会の
『モノサシ』
に惑わされず、
自分の人生を考え
ましょう。
すると楽しくなりますよ。

1

北岡 伸一さん

種

中小企業者とは下記のいずれかを満たします
資本金

常時雇用する従業員

①製造業・建設業・運輸業
その他下記の②〜④を除く

３億円以下

３００人以下

②卸売業

１億円以下

１００人以下

③サービス業

５千万円以下

１００人以下

④小売業

５千万円以下

５０人以下

生産技術部 部長
きむら

あつお

木村 厚生さん

2

企業数

中小企業豆知識・その２

中小企業は日本の企業数の99.7％、
雇用者の約70％を占めています。

大企業のみに目を向けることは、企業全体の９９．
７％を見ていないと言えます。
東日本大震災でも、
日本の産業のサプライチェーン
（供給網）
を担っていること、
地域住民の生活を支えていることなど中小企業の重要性が再認識されています。

中小企業
約４１９．
８万社
99.70%

大企業
約１．
２万社
0.30%

従業者数
大企業
約１２２９万人
30.60%
69.40%
中小企業
約２７８４万人

出典：中小企業白書２０１１年版 総務省「平成１８年事業所・企業統計調査」再編加工 （注１）企業数=会社数+個人事業所（単独事業所及び個人事業所・本社・本店）
（注2）従業者数=会社の常用雇用者数＋個人事業所の従業者数（注3）
民営事業所のみ集計
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株式会社佐野鉄工
代表取締役

さの

株式会社ヨシザワ

あきお

佐野 明郎さん

専務取締役

よしざわ つよし

吉澤 健さん
取締役工場長

中小企業の特色はトップと社員の距離が近いことです。
そして、自社
の動き全体を見ることができます。
また、中小企業では採用面接は自社の社屋で行なうことがほとんどで
す。学生の皆さんは会社の雰囲気や社員の対応などを知ることができ
ます。

働く上で文系・理系は関係ありません。複数の企業を見ることで、
自分に合った会社が分かって
きます。学生のうちにいろいろ見ておくことは大切です。
そして、入社後３年間はその会社でがんばってください。
すると、
その仕事のおもしろさが分かって
くるんですよ。
私は
「何でもいいから会社で１番になれ」
と言っています。何か１つ誰にも負けないことがあれば、
職場での存在価値が高まり、長く勤められるんです。計算が速いとか、声が大きいとか何でもい
いのです。
あなたが続けられる企業を選んでください。

伊藤工機株式会社
代表取締役社長

いとう

よしざわ のりゆき

三重県で活動す
る利 点 は 、県 内
外の協力会社が
周 囲に多いこと
です。

失敗してもめげない心と、
その失敗を乗り越える力が
求められます。
チャレンジの結果の失敗はOKです。
学生の皆さんの姿勢に初心を思い出しました。今は、
目標
を持つのも難しい時代でしょうが、就職した企業の目標を
自分の目標の１つにするのもいいことです。社会人になる
と厳しいこともありますが、
めげない強さを養ってもらいた
いと思います。働くうえでストレスはつきもの。趣味などで上
手に発散してください。

三田工業株式会社

たいぞう

伊藤 台藏さん

たなか

三重県の良いところは、
開発にお
いておもしろいと感じる企業が多
いことです。

よしもり

田中 美守さん

代表取締役社長
弊社では、半年から２年程で打ち合わせから見積もり提
出、試作、部品発注、組み立てまでできるようになります。
こ
れが大手だと１人でできるようになるまで、
もっと時間がかか
りますし、全て１人で行うことはほとんどないと思います。
そ
の背景には、承認や決済などの
「ハンコ」
がない※から自分
で判断する能力が高まることが挙げられます。

吉澤 則之さん

私は大学卒業後、大手企業に就職しました。
そ
こで感じたのは物事がすぐには進まないという
ことです。
しかし、中小企業では判断が早く、
すぐ
に行動に移せます。弊社では、
「この機械が必
要ではないか」
という意見が出た翌日にその機
械を注文したこともあります。大手ではできない
ことが中小企業だと可能なこともあるのです。

中小企業は意思決定が早く、展開が速いことが特
徴。進むかストップするか、何事も決断が大事です。
そして、
フットワークが軽いことも強みだと思います。

三重県は本州の真ん中なので、全国に出荷し
やすいことが利点です。
トヨタやホンダといった
大企業も近くにあります。

皆さんの前向きな姿勢を感じ、率直な意見や
感想を知ることができて良かったです。弊社も
そんな声に応えられるような会社にしていきた
いです。
多くのことにチャレンジしてください。
その体験
で適応力が養われます。

ものづくりに求められるのは、好奇心を持つこと・約
束を守ること・人の縁を大事にすることです。人との
新しい出会いが仕事につながります。
また、
自分のしたいことを是非見つけてください。早く
見つけた人は幸せだと思いますよ。

※注：大きな組織では、
１つのことを決定するのに複数の承認や決裁を受けなくては事が進まないのが通例。
『「ハンコ」
がない』
とは、事案を受けて決定するまでが非常に早く、各担当者の判断がものを言うことの象徴である。

1 三重の産業データ・その１

三重県は明治期以降、製糸紡績業といった繊維工業が戦前までの製造業が
リードしてきました。戦後は、四日市市に石油化学コンビナートが形成されたことや
輸送用機械工業の進出等により重化学工業へとシフトし、
その後は自動車や電
気機械等の加工組立型工業の進出が相次ぎ、最近では半導体などの先端技
術型工業の立地が新たな活力を生み出しています。

三重の
産業構造

鉱業 0.1%
農林水産業 1.3%
電気・ガス・水道業 3.0%
建設業 5.1%
金融・保険業 4.9%
運輸・通信業 7.0%
卸売・小売業 8.1%

出典：平成21年度三重県民経済計算結果
（三重県政策部統計室）
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不動産業 11.9%

その他※ 7.8% ※その他：政府、
民間非営利
サービスなど

製造業
33.1%
サービス業
17.7%

【三重の日本一】

2 三重の産業データ・その2

三重県の製造品出荷額等は９兆３，
７４６億円で全
国９位です。業種別では、
「 電子部品・デバイス製造
業」
は全国1位、
「 輸送用機械器具製造業」
は全国
4位です。実は、三重県はものづくり産業が非常に盛
んな県です。
右の表は工業製品での『三重の日本一』
です。全国
シェア上位１０品目
（平成21年）
を挙げています。

品目名

出荷額
全国シェア
（単位：百万円） （％）

品目名

出荷額
全国シェア
（単位：百万円） （％）

陽イオン界面活性剤

219,702

90.8

錠・かぎ

2,236

51.6

ゴムホース

65,525

69.0

玉軸受・ころ軸受の部分品

27,736

46.0

ゴム管

61,221

55.0

自動販売機

78,708

38.0

陶磁器製台所・調理用品

620,785

51.7

自動販売機の部分品・取付具・付属品

15,518

32.0

8,923

51.7

液晶パネル

5,020

29.9

出典：平成21年工業統計調査
（経済産業省） 炭素・黒鉛質ブラシ
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ここがスゴイ！
多種多様な商品
味の原点は豆腐。
そこにひと手間もふた手間もかけ、
丁寧につくっています。
■ふっくら油あげ…新鮮な菜種油を使用し、
油ぬきが不要で便利。
■ずっしり厚揚げ…菜種油使用。
肉のようにカレーや八宝菜などと相性抜群。
オリジナルキャラクター

オリジナルキャラクターをデザインした箸袋も種類豊富。

■ぽっちゃりがんもどき…数種類の具材入り。
生野菜の洗浄・カットなどは手作業。
■あっさり豆腐…ボイル加工をしていない生豆腐。

笑顔

「 もっともっと 」の 想 い

横山社長のお母様でもあり、

全ての商品で、油あげ・豆腐といった種類を越えたさまざまなシリーズを展開。

社員全員のお母さんのような

例えば、同じ
「まいにちシリーズ」
の中でも、種類によってパッケージデザインに

存在である横山教子副会長。

少しずつ違いを出しています。
また、
「おうち食シリーズ」
ではネーミングにもこだ

例年、年末には副会長手づく

わるとともに、季節によってパッケージの色を変化させて、季節毎の調理法も

りの餅と、1 2月3 0日にはカ

掲載。
「レンジシリーズ」
はレンジで温めてそのまま食べられるよう、味付けを工

レー、
31日には味ごはんと豚汁

夫。
さらに製造現場とも話し合い、食感がさらに良くなるように具材の改良も

が振る舞われ、
年末の楽しみと

行います。
これらは全て、毎日の食卓でおいしく楽しく食べてもらいたいという

なっています。

もっとおいしく、
もっと良いものを
毎日の食卓に笑顔を届けたい

横山教子副会長

思いと、
「昨日より今日、今日より明日」
の前進姿勢によるものです。

プラスαの 仕事 で自分 の 限 界を越 えていく

現場の
声

弊社では
「もっと楽しくもっともっとおいしく」
を目指して、
日頃から商品開発・レシピ提案に力を入れていま
す。私はこの仕事を始めてから、
いろんなことに挑戦しています。例えば、
ホームページに掲載したりPRに
使う写真をきれいにおいしそうに撮りたいので、写真の撮り方を勉強しました。
自分に与えられた仕事プラ

津市 株式会社横山食品

スαの仕事をすることが大事。昨日と今日は違います。
自分の限界を破っていくことが大切だと思います。

揚げのkitchen長

きたがわ

ながこ

喜田川 永子さん

鈴鹿山系の裾野、里山に囲まれ地下水豊富な津市芸濃町で豆腐店としてスタートした株式会社横山食品。豆腐だけでなく、油揚げ、厚揚げ、
がん
もどきなど大豆由来の加工食品を数多く製造しています。各商品に適した大豆を厳選し、芸濃と安濃の２工場において１日で、豆腐５万丁、油揚げ
18万枚、
がんもどき５万個を生産。
また、安濃工場に併設された
「揚げのkitchen」
では日頃から商品開発会議を開催。
さらに、
自社で考案したオリジ
ナルの大豆レシピをその場で調理することができ、試食だけでなく、
サロンとして来客のおもてなしも可能です。

経営理念

もっと楽しく！
もっともっとおいしく！
！

沿

革

■昭和24年 豆腐店開業
■昭和49年 株式会社横山食品設立、
横山すしあげ８枚入り発売
■平成元年 手揚げがんも発売
■平成５年 厚揚げ発売
■平成15年 たっぷりがんも発売
■平成17年 安濃工場竣工
■平成20年 まいにちシリーズ発売
■平成21年 揚げのkitchen竣工
■平成22年 ジュウジュウ焼いて食べる油揚げ発売

社長さん
から

伝統を守り、ライフスタイルに
マッチした商品づくり

弊社でつくる商品はおよそ40品目。大豆加工商品が毎
日の食卓に上がってほしいと願い、
ものづくりを行なって
います。
そのためには、素材である商品をお家で調理して

〒514-2302 三重県津市安濃町安濃2239-12
TEL 059-267-0175
【本社】
〒514-2211 三重県津市芸濃町椋本4705-6
TEL 059-265-2136
代表取締役社長 横山史子 創業 昭和24（ 1949）年
資本金 10,000,000円 従業員数 100名
（平成23年12月現在）
http://www.agenoyokoyama.co.jp

8

⑳ߚߜ߇ᐢႎᜂᒰ⠪ߦߥߞߡ24㧋
Report01

᷷߆ߥኅᣖߩࠃ߁ߥ㔓࿐᳇ߩࠆᮮጊ㘩ຠ

朗らかで優しい横山社長を中心に、
とてもアットホームな雰囲気で、気
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さくな印象を受けるとともに、活気ある様子も伝わってきました。
ホーム
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ページに多くのレシピを掲載していることや、実際に料理をいただいた
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ことで、本当に消費者目線に立って製造されていると感じました。
その

ࠅ߿ߔࡀࡒࡦࠣࠍណ↪ߒޔ㘩ߩࠗࠬ࠻

消費者目線があるからこそ、
よりニーズに応えることができ、
さらなる商

߿ࠪࡇࠍᷝ߃ࠆߎߣߢ᳇シߦᚻߦขࠅ߿ߔߊ

品の発展へとつながることが分かりました。
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いただいたものが一番おいしく召し上がっていただけるこ
と。
そして日本の食文化の伝統を守り、現代のライフスタ
イルに合った商品であることが大切。
「帰宅後30分でま
ず１品できる」
ような商品を

Report02
ホームページの「揚げものが得意な横山です。」
というキャッチコピーか

目指しています。
また、部門

ら、商品をしっかりアピールしているという印象を受けていました。実際

によって求められる力が異

に見学してみると、新しいレシピを研究するキッチンや最新の製造ライ

なるので、工場での生産部

株 式 会 社横 山 食 品（ 安 濃 a g e 工 場）

Stu dent’s Report

門では分析能力や研究能
力など、品質管理やＰＲで
は柔軟さや細やかさなど、
そ

ンを導入しており、工夫とこだわりを持って商品づくりを行なっているこ
とがわかりました。
また、料理をす
る機会が比較的多い女性社員

れぞれの力を発揮して活躍

や社長が営業を担当し、商品の

しています。

魅力を伝えているとのことでした。

߹ߔޔߦࠄߐޕᎿ႐ߦߪᣣᧄߢ㧜⇟⋡ߦ㐳
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代表取 締役社長
よこやま

ふみこ

横山 史子さん
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ここがスゴイ！
ダイヤモンドを自由に 加 工
世界に誇るスパイラル溝付単結晶ダイヤモンドドリルの製作。
これは、地球上で最も
硬い単結晶ダイヤモンドを自由に形づくる技術の中でも難易度は最高。
それを可能
にしたのは、
「できない理由を考えるのではなく、
どうしたらできるかだけを考える」
とい
う北岡社長の姿勢と、従業員の果敢な挑戦によるもの。

「 鉄 工 所 」？

ウォータージェットロボット

ダイヤモンド工具製造や半導体製造部品製造を強みとし、高度な測定や検査が行
える環境を持つ姿からは、鉄工所のイメージはありません。
しかし、
それが北岡鉄工所

ダイヤモンド球状加工

の持つ多様性。
「 可『脳』
はあっても、不可『NO』
は無し！」の言葉どおり、
どんな要望
に対しても、
できない理由ではなく、
できる方法を考えています。

感 性を磨く
「新しいものを生み出すために必要なのは、感性を磨くこと」
が北岡社長の持論。感
性を磨くために、
「 美術」に触れ、
「 美食」
を楽しみます。芸術作品や作品としての料
理から、作り手の思いや背景をイメージします。
また、
「魅力的な人」
と話すことにより、
その人の次の行動やどのように考えるかをイメージします。
日頃の感性を磨く訓練
が、
お客様の求めるイメージを読み取り、提示する力に繫がります。

できない理由は考えない！
どうしたらできるかだけを考える
伊賀市

現場の
声

スパイラル溝付単結晶ダイヤモンドドリル

伸 びしろがある会 社で 働 いています
未完成なところが弊社の魅力だと思っています。完成されていないということは、まだまだ伸
びしろがあるということです。弊社では、与えられる仕事だけではなく、自らが仕事を作り出
す環境も与えられており、ここで働いて良かったと思います。

株式会社北岡鉄工所

「やりたいことがある人はその実現に、やりたいことがない人はその発見に、明日ではなく、
今日を一生懸命に」

営業部

たきもと

さとき

瀧本 理起さん

鉄鋼材料をはじめとする金属はもちろん、多種多様な非金属の加工も可能にしている株式会社北岡鉄工所。特に、鉄工所という社名でありながら、
培ってきた金属加工技術を活かしたダイヤモンド加工技術と半導体部品製造が強み。地球上で最も硬いとされる単結晶ダイヤモンドを自由に形づく
る、
オンリーワン技術を誇ります。
また、整備された加工・測定・検証環境によって柔軟な対応を実現し、
ナノ加工へも意欲的に挑戦。高精度・微細加
工技術を用いて、航空機や自動車、半導体、医療分野への展開を視野に入れた取り組みを行なっています。

Stu dent’s Report
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沿

経営理念

可「脳」はあっても
不可「NO」は無し！
“時代を待つ”ものづくり

結晶素材

革

■昭和39年 北岡鉄工所創業
ダイヤモンド工具の台金製造開始
■昭和57年 株式会社北岡鉄工所に改組
■平成12年 半導体製造装置部品製造開始
■平成14年（財）全国中小企業設備貸与機関協会『設備投
資で元気印！活用事例100選』選出
■平成19年 工場移転
■平成22年 平成21年度ものづくり中小企業製品開発等支援
補助金 採択『単結晶ダイヤモンド工具の同時5
軸・3次元微細レーザー装置の試作開発』
■平成23年 平成23年度戦略的基盤技術高度化支援事業
採択『単結晶ダイヤモンド製マイクロドリルの超精
密研削・研磨技術とオンマシン計測技術の開発』

社長さん
から

生き残るには多様 性 が 必 要

伊賀という地域は、名古屋・大阪・京都・伊勢といっ
た多様な産業・文化に触れることができる地なの
で、考えや行動に柔軟性があり、弊社ではその土着
性を大事にしています。これから世界で生き残るに

ています。そこで重要なのが、
「時代を待つ」こと。世

10

ました。しかし、実際に訪問してみると、非常に挑戦的で、常に新し
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いものを求め、他にはないものを作り、前人未到のことを行なうと
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いった、アクティブでフレッシュな会社だと感じました。従業員の
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方々は、自分の仕事に楽しそうに真剣に取り組んで、誇りを持ってい
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ると感じました。北岡社長も情熱あふれる方でした。
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界のどこにもないものをつくり、必要とされる時代

個性的なホームページが印象に残っていたため、訪問をたのしみに

まで待つのです。

していました。訪問して思ったのは、社長を筆頭に会社全体が自由だ

学生のみなさんには、他者と
はなく 、自分が 持っている

〒518-0809 三重県伊賀市西明寺2231
TEL 0595-26-2555
代表取締役社長 北岡正次
創業 昭和39（ 1964）年
資本金 10,000,000円
従業員数 64名
（平成23年12月現在）
http://www.ktok-iw.co.jp/
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は、どこでも生きていける、何でも挑戦できるような
多様な考えを持った企業でなければならないと考え

比べて「優れているもの」で

株式会社北岡鉄工所

٨ߥߩߥࠄߞߡߺߖ߹ߔ߅ቴ᭽

「鉄工所」というと、専門的で狭い枠の中で製造するイメージがあり

「独自性」を大事にしてもら

ということです。ディスカッションの場でもお話してくださったのは
「自由な空間が好奇心を掻き立てる」ということ。つまり、自由だから
こそ自分なりの発想や方法が生

いたいと思います。

まれ、新しいものができるという

代表取締役社長

ことです。 時代を待つ や 無

きたおか しょうじ

北岡 正次さん

いものを創る などの言葉と前
向きな社風に非常に魅力を感じ
ました。
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ここがスゴイ！
高 機 能レシ チン
レシチンとは、種々の微生物や動物、植物体の一成分として天然に広く存
在するリン脂質で、油と水分を乳化させる乳化剤として知られています。
大豆レシチンは天然由来として広く利用されてきたものの、従来からの
ペースト状レシチンは風味や色合い、水への分散が悪いことから、使用用
途が限定されていました。辻製油では高純度の粉末レシチンの精製に初
めて成功。油脂や油溶性物質を水系へ透明に分散させることができ、
さま
ざまな食品へ配合が可能です。
高機能レシチン生産は、海外で２社、
日本では辻製油だけです。

工場内にある製造途中の植物油サンプル。
その製造工程の副産物としてレシチンが得られます。

ゆずオイル
ゆずで使われるのは主に果汁。果汁の割合は20％程度であり、使わない果皮や果肉は廃棄処分さ
れます。
ゆずの皮は水分量が多く、油胞という部分から油を抽出するのは困難とされていました。
そこ
で、果汁を搾った後の皮から種とフサを除去し、
オイル原料を抽出・濃縮する方法を研究しゆずオイ
※

辻さん家のとける唐辛子

木質バイオマス施設（流動層ボイラ ）

※辻製油本社工場に隣接する松阪木質バイオマス熱利用協同組合の流動層ボイラ。空気の供給速度により、燃料（木質チップ）
と流動媒体（砂）
を流動化状態で燃焼させ、蒸気を生産しています。

夢とロマンを持ち続け、
「人まねはしない、
何処にもできないこと」
を追求
松阪市

環システムと地域活性のシステムを構築しています。
高知工場

現場の
声

学 びも働きもサポートしてくれる会 社
製品開発だけでなく、環境や地域貢献に対する社長の熱い思いが社員全員に浸透しており、
あた
たかい雰囲気のある企業です。
さらに、大学院での学位取得を力強くサポートしてくれるので、安心
して働き、学ぶことができます。

機能性事業本部 営業部 主任

ひらい ひろゆき

平居 博之さん

辻製油株式会社

「人まねはしない、何処にもできないこと」
に取り組み、常にオンリーワン技術を磨く辻製油株式会社。長年培った搾油・抽出・発酵技術をコアに、
とう
もろこし胚芽由来セラミド、大豆由来のレシチン、魚のうろこから精製されるコラーゲンなど機能性素材の開発も手がけます。従来の企業間取引から
「美と健康」
つくりに貢献する個人向商品の開発・製造を行う
「うれし野ラボ株式会社」
を設立。
さらに、
ゆず生産による地域活性化や、松阪木質バ
イオマス熱利用協同組合を立ち上げるなど、社会的貢献度の高い多角的総合メーカーを目指します。

経営理念
私たちはお客様を大切にし、
優れた品質で社会に貢献します。
私たちは 人まねはしない、
何処にもできないこと に取り組み、
常に新しい技術とサービスに
挑戦します。
私たちは安全と環境を第一に考え、
いつも夢とロマンを持ち続けます。

沿

革

■昭和22年 国産なたね搾油専門工場として辻製油所創立
■昭和36年 とうもろこし搾油に着手
■昭和43年 大豆レシチンの研究開発開始
■昭和51年 辻製油株式会社設立
■平成12年 ISO9001認証取得
■平成19年 松阪木質バイオマス熱利用協同組合に出資
■平成21年 うれし野ラボ株式会社設立
三重大学内に辻H&Bサイエン
■平成23年 高知工場建設、
ス研究室開設、津センターパレス内に
「つみき
プラザ」
（三重大学との共同運営拠点）
開設

社長さん
から

目指 すのは、
ナンバーワン か オンリーワン

辻製油が磨き上げたのは、
２つのコア技術 抽出 と 精製 。抽出
した酵素の形を変えて新しいものを創り出すことには、無限の可能
性があります。飽くなき探究には、社員ひとりひとりが ナンバーワ
ン か オンリーワン を目指して取り組むことが重要。
そのため、専門

辻製油株式会社
〒515-2314 三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1
TEL 0598-42-1711
代表取締役社長 辻保彦
創業 昭和22（ 1947）年
資本金 30,000,000円
従業員数 115名（平成22年12月現在）
http://www.tsuji-seiyu.co.jp/
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事前にホームページを拝見したときは、食用植物油を製造する企業と

ߦㄞᴤᩣᑼળ␠ߢߪᴤຠߩㅧߛߌ

いう印象でした。
しかし実際に工場を見学し、
コーンや菜種だけでなく、

ߢߥߊޔ㜞⚐ᐲࠪ࠴ࡦߩ㐿⊒ߦ߽ขࠅ⚵ࠎ

ゆずやしょうがなどのさまざまな天然物からも油を抽出するなど広範囲

ߢ߹ߔߩࡦ࠴ࠪޕᛛⴚߦ㑐ߒߡߪ⇇

な研究開発を行っていること、
それらの技術を活用した一般消費者向

ߢ߽ᢙߩ㕖Ᏹߦࡂࠗࡌ࡞ߥᛛⴚࠍᜬߞ

け商品を生み出している総合メーカーだということが分かりました。
また、

ߡ߹ߔޔߚ߹ޕᐔᚑᐕߦࡃࠗࠝࡑࠬߩ⸳

「人まねでは成長できない」
と、新しいサービスに挑戦する前向きな企
業理念に魅力を感じました。

得、国家資格取得等に対する会社支援を積極的に行っています。
中小企業において人づくりは最優先課題、常に社員ひとりひとりと
会話を重ね、会社と社員が共に次のステージを目指しています。
私の夢は、三重県でゆず栽培による産業を創出し、製品開発とゆ

Report02

境への配慮の充実や多彩な機能性素材など、訪問前の予習でも驚く
ことばかりだったのですが、燃料に建築廃材を利用していることや、三
重大学での研究室設置など、予

で、過疎地域の雇用促進にも貢献できるも
のと期待しています。
代表取締役社長

つじ やすひこ

辻 保彦さん

ߥડᬺߢߔޕ

ころに、研究開発とものづくりにおける実力を感じました。
なぜなら、環

農家によるゆず栽培からオイル・香料をつくる加
築といった地域に根ざした事業を行うこと

ਅߦᛥ߃ࠆߎߣߦᚑഞߒߡ߹ߔ߽ߦઁޕਃ

「ナンバーワンからオンリーワン」
のスローガンを現実のものとしていると

けてゆずの植樹を行っています。
目標は１万本。地元
工施設、商品運搬までの流通システムを構

ࠍዉߔࠆߎߣߢឃߔࠆ%1ࠍ㧝ಽߩએ
㊀ᄢቇߦ⎇ⓥቶࠍ᭴߃⎇߽ߡߣޔⓥᾲᔃ

スキルの習得といった社員教育には力を入れ、研究員の学位取

ずの文化を創造すること。現在、近隣地域に呼び掛

12

ルを開発。農家の新しい収入源をつくると共に、加工場をつくることで雇用の創出にもなり、資源循

習以上の情報を得ることができ
たからです。
そして何より、高さ約
25ｍの木質バイオマスボイラ＊
の上から見た景色は忘れません。

うれし野ラボ研究室
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ここがスゴイ！
提 案 力の秘 訣は自立 型 人材
三重金属工業の強みは得意技術を軸とした提案力。
取引先からも高い評価を受けています。
この提案力を支えているのが三重金属工業の自立型
人材。顧客の抱える問題を把握・理解し、解決方法を提
案するために、仮説・実行・確認を行い結果へと結びつ
けるPDCAサイクルを自分で確立できる自立型人材が
求められます。

しんどうとしひさ

複合部品

常務取締役 新堂壽久さん

人が事を成す
モノづくりの前に人づくりを
津市・松阪市

おもてなしの心

社 員は 家 族

各工場に設置されているのが茶室。

西 本 社 長は「 共に愛し、共に進

茶道における
「もてなしの心」、すな

む。共に働き、共に栄える」
を座右

わち、全てのことにおいて人を大事

の銘とし、社員は家族だと考えま

にするということが最も大切なことで

す。新入社員に対しては理解しや

あると考えます。
それぞれが自由に茶

すいよう、
できるだけ簡単な言葉で

道を楽しみ、
自分を見つめ直し新しい

話しかけ、
コミュニケーションを図り

発想を生み出す場ともなっています。

ます。

現場の
声

人としてどうある べきかを考えながら働 いています
弊社では、何よりも人づくりを大事にしています。社訓にさせていただいている川合
信水先生の「完全訓講話」
には
「人としてどうあるべきか」
が書かれており、
自らを省
たいじん

みる機会にもなります。朝礼・終礼時や会議の初めと終わりに読み上げる
「大人と

しょうじん

小人」
には、新入社員や転職組は初め驚きます。私も驚いた中の一人ですが、
この

三重金属工業株式会社

取り組みを続けることで精神的に余裕を持って仕事にも取り組めるようになりまし
たし、家族から
「言葉づかいが柔らかくなった」
と言われるようになりました。

管理部 総務課 人事担当課長

せりかわ みちお

芹川 道郎さん

川合信水氏の著書

金型製造から始まった三重金属工業株式会社。現在は、長年培った金型製造技術を活かし、金属プレス部品・樹脂成形部品の製造を手がけます。
そして、
そのノウハウを更に発展させ、金属プレス・樹脂成形をあわせた複合成形部品の製造がお客様より高く評価されています。効率の良い部品製
造で省コストを実現し、
さまざまなニーズにも応えています。
また、
こうした技術力と製造力を支える人を
「人財」
とし、
その教育やキャリア形成支援にも積極的に取り組み、中小企業ならではの温かい雰囲気づくり

⑳ߚߜ߇ᐢႎᜂᒰ⠪ߦߥߞߡ24㧋

を行なっています。常に 作って喜び、
買って喜んでいただく という姿勢を大事にしています。

ਃ㊀㊄ዻᎿᬺᩣᑼળ␠ߩડᬺℂᔨߪ߇ੱޟ
経営理念

「事業の根本」
自他の人格を向上し、相互の幸福
を増進し、世界の文化を益し現世に
寄与する。

「勤労精神」
「慈愛と同情一体」
「 善徳と道徳信
用」
「活智と研究改善」
「誠意と誠実
勤労」
「能力と能率増進」
「優美と製
品良好」
「偉大と向上発展」

沿

革

■昭和29年 西本製作所発足。
松下電工
（株）
津工場プレス金型および
金属部品製造に着手
■昭和44年 設計から製品組立まで一貫生産体系を整える
■昭和56年 飯高工場JIS工場認定を受ける
上海三重精密模具有限公司稼動
■平成７年 中国、
■平成９年 松阪工場・飯高工場ISO9002を取得
■平成10年 津工場ISO9002取得
松阪工場、
飯高工場ISO14001取得
■平成12年 津工場、
松阪工場、
飯高工場ISO9001取得
■平成15年 津工場、
■平成21年 上川工場ISO9001取得
■平成23年 ベトナム進出 Vietnam Mie Co.,Ltd.
（タンロン第2工業団地内）
設立

三重金属工業株式会社（上川工場）
〒515-0041 三重県松阪市上川町3461-16
【本社】〒514-0823 三重県津市半田564-1
TEL 059-228-0101
代表取締役社長 西本正
創業 昭和29（ 1954）年 資本金 70,000,000円
従業員数 300名（平成23年11月15日現在）
http://www.miekin.co.jp/

人間性は自ずと仕事にも
表 れます

自動化と手作業の工程がはっきりと分かれている製造工程が印象的

ࠍᚑߔ␠ޕߔߢޠຬ߭ߣࠅ৻ੱߩੱᩰ⢻

でした。高度なモノづくりは、先端技術を採り入れてロボットが作業して

ജࠍᄢಾߦߒࠍੱ৻ࠅߣ߭ޔᚑ㐳ߐߖࠆߎߣ߇

いるのかと思っていましたが、人の手でないとつくることができない部分

ળ␠ߩജߦߥࠆߣ⠨߃ߡ߹ߔޔࠅߊߟࠍੱޕ

弊社の強みは、
得意とする金型技術を活かしたモノづ

もあると知り、驚きました。
だからこそ、
モノづくりには人づくりが大事だと

ࡕࡁࠍߟߊࠆߩߘޕⓍߺ㊀ߨߦࠃࠅࠅࠃޔ㜞ຠ⾰

くりです。
金型を自社で製造するということは、
つくるこ

いうことがわかりました。

ߥຠߩㅧߦ❬߇ࠅ߹ߔ߈ߢޔߡߒ߁ߘޕ

社長さん
から

とができる機械もあるということです。
自社で機械や部

߇ߞߚຠߪ߅ቴߐ߹ߦᔃߣḩ⿷ࠍዯߌߡ

品を製造することで、
品質を落とさずに20％〜30％の

߹ߔޕ

コスト削減を実現させました。
また、弊社では高品質であることを前提とし、
「良い品
質は良い人質
（じんしつ）
から」
「モノづくりは人づくり」
をモットーとしています。
その基となっているのが、
かつ
※

てグンゼ の社員教育の基礎をつくった川合
信水先生の教え。
いかにして人格を高め、
い

ホームページを拝見して、金属加工品や成型加工品がどのようなもの
に使用されているのか分かりませんでしたが、説明を聞いて納得するこ
とができました。
さらに驚いたのは、
グローバルな企業展開です。人への

かに働くかということであり、善い人間性は

思い、高い評価を得ている提案力と品質保証の話を聞いて、工学・機

仕事にも表れるという考えです。
品質をつ

械系の勉強をしていない私でも

くるのは人。
品質を追求するあまり、
人
格をおろそかにするようではいけま

魅力を感じました。

せん。
品質が良ければ、
自ずとお
客様に評価されると思います。
代表取締役社長

にしもと ただし

西本 正さん

※グンゼ：大阪市北区に本社を置く、男性用肌着・インナーを主とする日本の繊維メーカー。創業者は、
明治42（1909）年に川合信水氏を招聘し、人間尊重に立った社員教育を行ったことで知られている。
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ここがスゴイ！
橋 梁 部 品の 役 割
橋台と桁は沓（しゅう）によってつながっています。従来、
この沓は鉄製が
標準でしたが、阪神・淡路大震災において鉄製の沓で支えられている橋
が落下し、
ゴム製の沓で支えられている橋が無事だったことから、
ゴム製品
5Sの一例：見える化ボード

橋梁の一部

確かな品質とカイゼン提案！
人・社会・環境に架かる橋を守る
菰野町

が主力となっています。
ゴム製の沓は、
ゴムの特性を活かして、地震の力を
橋全体に柔らかく伝え、橋の倒壊を防ぐ役割を果たしています。

品 質保 証

カイゼン 提 案

主としているのが橋梁に関連する

佐野鉄工では、積極的に顧客への改善提案を

製品。支承金物やジョイントなど、

行うとともに、自社の改善にも取り組んでいま

橋梁の安全性を確保するためのも

す。
その１つが社内での５Ｓ
（整理、整頓、清掃、

のであり、人命に関わります。
その

清潔、躾）。自発的に改善案を出し、現場に反

ため、ISO9001の認証を取得し、

映させます。例えば、資材や工具などは種類・用

品質保証体制を確立。高品質製

途・サイズ別に分けて低位置で管理。見た目の

品の製造・出荷に努め、
さらなる品

美しさだけでなく、安全性が高まり作業効率も

質向上と顧客満足を目指します。

アップ！改善された工場の見学会も実施中。

廃油が一定の量まで溜まるとウキが浮
き上がり、引き取り業者に依頼するタ
イミングが一目でわかります。

社 長 の 考えに共 感してみん ながまとまっています

現場の
声

現在、建築事業部で事務処理を担当しています。
この会社を選ん
だのは、会社を見学した際に感じた雰囲気や社内のコミュニケー
ションに惹かれたからです。
そして何より、社長の話に共感できたこ
とです。小さな会社ですので、
自分のしたいことに挑戦できる楽しさ

株式会社佐野鉄工

があります。
これからも同僚たちに頼ってもらえるように頑張ります。

建築事業部

いとう

えりこ

伊藤 栄利子さん

「何でも断らず、良い品物を、決まった納期に、必ず納入する事」
を会社使命とする株式会社佐野鉄工。昭和40年代から橋梁ジョイントの製作を
始め、現在は全国の一般道路・高速道路に使われている免震支承金物をはじめとする橋梁の最先端部品を製作しています。
また、鉄工業で培った
技術を活かし、鉄骨・木造建築の新築やリフォームなどあらゆる施工にも対応。独自のノウハウで安全と快適を提供します。
従業員平均年齢は32歳と若く、会社の未来を切り拓くにあたり、各自が能力を十分に発揮。役員・従業員が団結して
「やりがい」のある業務を実
践するとともに、
その家族も幸せに暮らせる企業を目指しています。

経営理念

素晴らしい企業であること
地域社会の発展に貢献できる、
素晴らしい企業であること
お客様に絶えず満足を
していただける素晴らしい
企業であること
役員・従業員が団結・協調し、
家族の皆が幸せに暮らせる、
素晴らしい企業であること

沿

革

■昭和７年
■昭和42年
■昭和58年
■平成６年
■平成11年
■平成12年
■平成16年
■平成19年
■平成23年

四日市市東富田町に佐野鉄工所創業
橋梁ジョイントの製作開始
改組 有限会社佐野鉄工を設立
橋梁支承金物の製作開始
改組 株式会社佐野鉄工を設立
ISO9000シリーズを認証取得
現在地に本社・本社工場を新設
三重県より経営革新計画の承認を受ける
国土交通省大臣認定工場としてＭグレード取得
前川建築設計事務所と経営合併
SANO建築設計事務所開設

株式会社佐野鉄工
〒510 - 1251 三重県三重郡菰野町大字千草5051-9
TEL 059 - 391- 0200
代表取締役社長 佐野明郎
創業 昭和７
（1932）年
資本金 30,000,000円
従業員数 49名（平成23年11月現在）
http://www.sanotekko.com/
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自社ブランドを持たない
メーカーもある

社長さん
から

Stu dent’s Report
⑳ߚߜ߇ᐢႎᜂᒰ⠪ߦߥߞߡ24㧋
Report01

ޟోߪోߡߦᦨఝవߐࠇࠆ߁ߣޠ⠨߃ߩ

訪問前に
「何でも断らず、
よい品物を、決まった納期に必ず納入するこ

߽ߣ␠ޔຬߩోࠍ╙৻ߦ⠨߃ߡㆇ༡ߒߡ߅

と」
というスローガンを知り、当然のことであるものの、
「作業に追われて

ࠅ߹ߔ␠ޕຬߪળ␠ߩቲߢࠅޔࠃࠅ߽ᄢ

厳しい会社なのだろうな」
と想像していました。実際に訪問し、社長およ

ಾߦߒߥߌࠇ߫ߌߥߣ⠨߃ߡޔᔃ

び社員の方々の人柄の素晴らしさ、社長が社員とその家族のことまで

ోߢߩߒ߿ߔⅣႺߣߥࠆࠃ߁ᣣޘᎿᄦ

弊社は東京ファブリック工業株式会社 ※の協力会社と

考えていることを知り、
みなさんの仕事ぶりを見たことで印象はがらりと

ߒᡷༀ⥝ޕߩࠆᣇߪߗ߭ᒰ␠ߩࠞࠗ

して製造を受託しています。全国11社の協力会社の

変わり、
とても魅力的だと感じました。

ࡦ႐ቇߦ߽ߏෳടߊߛߐޕ

内、弊社は金属製品のおよそ70％のシェアを占めます。
東京ファブリック工業（株）
からの信頼に応える責任の
重さはありますが、私が代表となった際にこの方針を決

Report02

めました。

鉄工会社ということで、
なんとなく堅いイメージを持っていました。
しかし、

１社当たりのシェアを30％程にとど
めたり、自社製品をつくる中小企
業もありますが、汗をかいた分だけ

訪問した際に社員の方々が明るく気さくに対応してくださり、素敵な会
社だと感じました。会社全体で１つの目標に向かって同じ方向を見て進

見返りがあります。品質保証の

んでいくことや、人と人との関わりと、
それを通じて築かれる信頼や良好

ISOをいち早く取得し、東京

な関係が、仕事をする上では欠か

ファブリック工業（株）から

せないものだというお話に深く納

の信頼を得て、
また、高い
評価を受けています。

得することができ、
とても心に響き
ました。

代表取締役社長
さの

あきお

佐野 明郎さん
※東京ファブリック工業株式会社：東京都新宿区に本社を置く、鉄道・道
路橋梁等の社会資本建設時に必要な製品装置の設計・販売及び取付工
事を行う会社。製造は全て管理されたアウトソーシング方式で行っている。
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ここがスゴイ！
大 型I H 調 理 機
自動制御による正確な温度コントロールとスピーディーな操作反応、放熱の低減
を実現。
チャーハン調理機においては、
ユーザーからの要望は
「手作り風チャーハ
ンのできる装置を開発してほしい」
のみ。
そこで、
「手作り感とは？」
というところから
出発し、試行錯誤の末、手作り風の「あおり」
を再現し、IH加熱方式で300℃の
高温で加熱できるパラッとした炒め感のある製品が完成しました。
このように、試
作品や大量生産品でないものは大手企業で手がけることは難しく、
こうしたニッ
チな分野・製品は探せばまだあるはず。
それが中小企業の強みだと考えます。

IH
IHとはI nduction Heating（電磁誘導加熱）
の略。
コイル
（導線）
に電流を

金属

流すとその周囲に磁力線が発生します。
その近くに対象物
（金属）
を置くと渦電
流が発生。
対象物に電気が流れる際、
電気抵抗によって発熱し対象物が加熱
されます。IHの特徴として、発熱の瞬発力が高いこと、火を使わないのでムダな

電源

放熱がなく熱効率が高いことが挙げられます。
また、燃焼によるCO2の発生が
なくクリーンな環境を目指す社会においてさまざまな展開が期待されます。
伊藤
工機でのIH加熱応用機器の対象分野は以前は食品関係が大半でしたが、

防爆型IH反応釜

誘導加熱（IH）の仕組み

い分野の多様化したニーズが増えています。

悩むよりまず行動
とにかくやってみる！
四日市市

コイル

最近では自動車関連部品、化学、繊維、金属や医薬関連など食品以外の広

現場の
声

自分で 全て 担 当できます
担当者はクライアントとの打ち合わせからアフターサービスま
での一連の業務を、
自分の責任と判断で行います。納期や受
注金額、部品発注なども自分で決定し、
その業務による利益
も知ることができるので、
自分がどれだけ会社に貢献したのか

伊藤工機株式会社

わかり、刺激になります。

自動機械事業部長

てらむら てるゆき

I H調理器

寺村 輝行さん

1988年から開始した自動機械の開発設計は、食品から医薬品、
自動車部品、
スポーツ部品など幅広い分野にわたり、国内外数十社を超える顧客
のニーズに対応。中でも、業務用の大型IH調理機は、大手コンビニエンスストアのチャーハン調理に採用されており、
テレビや雑誌などで話題となっ
ています。
また、四日市エリアの異なる技術を持った企業と連携し、
「株式会社試作サポーター四日市」のメンバーとしても活躍。
それぞれの強みを活
かして、開発・製造・アフターサービスに努めています。

業務内容
■ ポンプ、
コンプレッサー等の
回転機器のメンテナンス
■ 食品製造装置等自動機械の開発・製造
■ 各種専用自動機械の開発・製造
■ IH応用機器の開発・製造

主な開発商品
■ 原料自動計量装置「レシピ」
■ 大型IH調理機
■ ハブリットキルン
■ 過熱蒸気発生器
■ 防爆型IH反応釜など

沿

革

■昭和26年 伊藤鉄工所創業。各種設備
機械および部品のメンテナ
ンスを開始
■昭和32年 伊藤工機株式会社設立
■昭和49年 茨城県鹿島出張所開設
■平成元年 自動機械事業部設置、
クレープマシーンを開発・製造
■平成22年 長野県安曇野事業所開設

⑳ߚߜ߇ᐢႎᜂᒰ⠪ߦߥߞߡ24㧋

社長さん ユーザー の 要 望に
応 えられるよう常に試 行 錯 誤
から
私が代表となった頃からものづくりを行うようになりまし
た。今では100以上のアイテムを開発・製造し、
オンリー

〒510-0802 三重県四日市市三ツ谷町14-20
TEL 059-331-5536
代表取締役社長 伊藤台藏
創業 昭和26（ 1951）年
資本金 10,000,000円
従業員数 30名（平成23年12月現在）
http://www.cty-net.ne.jp/˜ik-tera/
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ᑷ␠ߪࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔޔᬺߣ⥄േᯏ᪾ᬺ

チャーハン調理機は、27歳の方が開発から製造、部品の発注などをひ

ߣߦಽ߆ࠇޔᓟ⠪ߢߪ+*ടᾲฦ⒳ᔕ↪ᯏེ

とりで担当し、
１年かけて完成したと聞き、驚きを隠せませんでした。
それ

ߣฦ⒳⥄േᯏߩ㐿⊒ࠍⴕߞߡ߅ࠅ߹

は、
「とにかくやってみる」
という社員教育のおかげなのだろうと感じま

ߔޕᏅൻวℂൻࠍ࿑ࠅߚߣ߁߅ቴ᭽

す。
また、伊藤社長の「仕事は厳しいけれどそこに醍醐味がある」
という

ߩ࠾࠭ߦߢ߈ࠆ㒢ࠅ߅ᔕ߃ߔߴߊޔኢࠆ㑆߽

お話も印象的で、
ユーザーの喜びがあるからこそ、難しい仕事にも挑戦

ᗂߒࠎߢขࠅ⚵ࠎߢ߹ߔࡢࡄޔߚ߹ޕ

し、新しいものを創ることができるのだろうと感じました。

ࠕ࠶ࡊࠍ⋡ᜰߒ⹜ޟࠨࡐ࠲྾ᣣᏒߦޠ

ワン装置も数多くあります。
それらのアイテムには決まった
パターンはなく、常にユーザーの要望に応えられるよう試

ෳടߒߡ߹ߔޕឭ៤ળ␠ߦᑷ␠ߛߌߢߪ

行錯誤し、
開発・製造しています。
従業員には
「悩むよりと

Report02

にかくやってみろ」
と話しています。現場の中には普通科

これまで、企業というのは儲けるために試

を卒業した者もいますし、女性技術者も活躍しており
（現
在は女性技術者はおりません）、本人のやる気次第で
す。
また、昨年は長野県の安曇野に工場を開設しました。
給与面や仕事のやりがいなど、

伊藤 工機 株 式 会 社

Stu dent’s Report

行錯誤して組織を大きくしているものだと
思っていました。
しかし、伊藤工機さんで

⿷ࠅߥᛛⴚࠍߞߡߚߛߚࠅޔࠍ
ಽᜂߔࠆߎߣߦࠃࠅޔฃᵈ߇น⢻ߦߥߞߚࠅޔ
⚊ᦼࠍᣧߚࠅߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥࠅ߹
ߒߚޕ

「儲けるためでなく、人の役に立つために

従業員が少しずつでも幸せを感

会社がある」
という考え方を聞き、
こういう

じられるような企業であるよう、

考え方が大切なんだと感じました。

前進していきたいと思います。
代表取締役社長
いとう

たいぞう

伊藤 台藏さん
※写真は外観を除き鈴鹿山麓リサーチパーク内ならびに桜分室にて
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ここがスゴイ！
真空成形
時代とともに包装資材も変化し、現在ではプラスチック製品が発展。複雑な形であっ
ても包装される製品の品質や機能、安全性を損なわないパッケージングが追及される
ようになりました。
専務取締役 吉澤健さん

真 空 成 形 のしくみ
連続機ではトリミングまで自動で行なえるため、大量ロット数の高速製造が可能。
❶加熱

❷成形

❸抜き

プラグ

❹完成

抜き型

自動スタック

ヒーター
原反シート

工場長 吉澤則之さん

包装のトータルプロデュースを行い
コストダウンを追及
鈴鹿市

成形金型

ロール状の原反シートを上下の
ヒーターで加熱し、半溶け状態に
する。

現場の
声

金型を下から押し当て、金型
にあけた無数の穴から空気
を吸い出すことで成形。

形状に沿った刃で成形品を
トリミング。

成形品は自動スタックされダ
ンボールに梱包。

高い 技 術 力と家 族 的な 雰 囲 気 があります
弊社の魅力は、昔からの家族的な雰囲気が残っており、
それぞれが助け合いながら仕事をしているとこ
ろです。管理職自らが現場でものづくりをしている工場は、
あまりないのではないでしょうか。
そして何よ
り、高い技術力があることです。機械や設備の困りごとがあっても、
自社で知恵を出し合いながら解決し

株式会社ヨシザワ

てしまう力があります！

製造部 生産管理課 課長

さわや

けんじ

澤谷 賢二さん

工業用の包装資材や緩衝材の企画・提案・製造・販売および一般包装機械・資材の販売を行う株式会社ヨシザワ。豊富な経験と実績をベース
に、要望に応じた最適なプランを企画・提案。最新鋭の設備を導入し、
自社で設計・金型製造、生産までトータルに対応し、包装の省力化とコストダ
ウンを実現。提案・技術・設備・生産の一貫したシステムでニーズに応えます。

Stu dent’s Report

近年では全国での受注に向けて、埼玉県、熊本県に出張所を開設。包装業界ナンバー１を目指します。

Report01
品質方針
誠実、熱意、積極性をもって「何か」を
提案できる会社を目指します。
また、社
員が一丸となり、夢ある目標に向かっ
て挑戦し「価値」を創造します。第一に
高品質なものを提供し、かつ顧客が満
足する価格と納期を実現します。
１．全員参加による品質保証活動の展開
２．各自の責任に応じた役割を
確実に実行
３．既存にとらわれない
新しいアイデアの実現

沿

■昭和36年 吉沢商店設立、製縄業を営みながら包装資
材の販売開始
■昭和50年 株式会社ヨシザワ設立
■昭和52年 包装緩衝材断裁機を自社開発し、
加工業務を開始
■昭和63年 工業用トレー製造開始
■平成12年 真空成形トレーの販売拡大のためにCAD/
CAMソフトおよびマシニングセンターを導入、
設計・金型製造・製造まで一貫生産を開始
■平成19年 ISO9001認証取得
（本社工場）
■平成22年 ISO9001認証取得
（玉垣工場）
、
出張所開設
（埼玉県川越市、
熊本県大津町）
■平成24年 ISO14001認証取得予定

株 式 会 社ヨシ ザワ（ 本 社 ）
〒513-0803 三重県鈴鹿市三日市町1823-1
TEL 059-382-3323
代表取締役社長 吉澤茂
創業 昭和50（ 1975）年
資本金 80,000,000円
従業員数 90名（平成23年３月現在）
http://www.yoshipack.co.jp/
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革

人を育 て 、
夢をつくるのがものづくり

⑳ߚߜ߇ᐢႎᜂᒰ⠪ߦߥߞߡ24㧋
൮ⵝߣ߁ߣޔෆߩࡄ࠶ࠢ߿߅ᑯᒰߩ▫ߥߤ

「ものづくりを忘れた国は滅びる」
という言葉に従って、
できるだけ全自

߇りㄭߦᗵߓࠄࠇࠆߣᕁ߹ߔ߇ޔᒰ␠ߢߪ

動化は避け、人の手に頼る部分をあえて残しているということに感動し

Ꮏᬺ൮ⵝߩಽ㊁ߦ߅ߡޔડ↹ឭ᩺߆ࠄ

ました。
さらに、管理者も現場に立つことで、従業員と同じ苦しみ、辛さを

ടᎿㅧ߹ߢޔ⽶ߌ⺧ߡߒ⽾৻ޔ

昭和50年の創業以来、工業包装の分野におい

分かち合い、同時に達成感も得るという話に驚きました。最も印象に

߅ቴ᭽ߩߏⷐᦸߦᔅߕᔕ߃߹ߔޔߚ߹ޕ㊄

て、誠実、熱意、積極性をもって最適な包装手段

残っているのは、箱の仕切り版を折り畳むことでコンパクトにできる商

ဳ߆ࠄߒߡ߅ࠅ߹ߔߩߢߥࠖ࠺ࡇࠬޔ

品で、
カッコイイなと思いました。

ኻᔕ߇ߢ߈߹ߔޕߊߣ߁ὐߢߪޔ൮ⵝ᧚

社長さん
から

や資材などを提案。新技術や製品開発にも取り
組んでいます。
また、一貫生産体制により、多様化

ߣ߁⚛᧚ߩシߐࠍᵴ߆ߒޔᎿ႐ౝߢߪᄙߊ

するニーズにきめ細かく対応。長年培ったノウハウ
と技術をベースに包装の省力化とコストダウンも
追求しています。
今後は地球環境保護や資源リサイクルといった
課題にも積極的に取り組み、企業における包装

Report02
包装技術がこんなにも高度なものとは
知りませんでした。包装容器１つ１つの

コストの合理化を図る

設計にもたくさんの手間がかかっている

ためのコンサルティング

ことを知り、包装への見方が変わりまし

業務にも注力していき
ます。
そして、包装業界
をリードする包 装プロ
デュースカンパニーを目
指し続けます。

ߩᅚᕈ߇ᵴべਛޕ൮ⵝ᧚ߩᒻ⁁ߩ⸳⸘ߦ
ߪޔຠ‛ࠍ⼔ߔࠆߎߣߪ߽ߜࠈࠎ߫ߐ߆ޔ
ࠄߥࠃ߁ߥᎿᄦ߽ᔅⷐߢࠆߚޔᛛⴚ⠪
ߩᛛߩߖߤߎࠈߢߔޕ

た。
また、発泡材の加工において、
ロッ
ト数の少ない変わった形の製品を作る
ことができるというのは、中小企業なら
ではの魅力だと感じました。

代表取締役社長
よしざわ しげる

吉澤 茂さん
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ここがスゴイ！
防 水 扉・防 潮 扉
水が中に入らないようになっており、
シャッターや扉の前に取り付けます。
通常は開いており、
水害時に閉めるようになっています。
東日本大震災後、
従来のサイズより大型化のニーズが
高まりました。
設計、
構造計算、
施工のスピードアップを行い顧客満足を追求します。

ニッチトップを目指した会 社の 改 革
社内改革

防水試験

生産性向上・QCD（品質・価格・納期）向上を目指して社内の改革を推進。生産ライ
ンを改善し製造工程の40分短縮を実現させました。

産学連携
鈴鹿工業高等専門学校との連携により、防水扉の設計、構造計算を進めています。
産学連携によって設計力強化・解析力強化につながります。
また、外部講師を招いた
機械工学講座を開き社内勉強会を実施しています。

環 境 マネジメントシステムの 構 築
地球環境の保全が人類の最重要課題と考え、全社をあげて取り組んでいます。
その活
動の１つとして、M-EMS（みえ環境マネジメントシステム・スタンダード）
を取得しました。
ハンガードアの一部

防潮扉

他 社との 差 別 化
防潮扉の大型化に代表されるような、社会ニーズに対応する製品を提供。
さらに、非

次世代扉のトップを目指し
扉・人・夢をつくります
鈴鹿市

接触扉や超軽量扉といった次世代扉の設計への挑戦も考え、
「 今ないもの」
をつくり
たいと考えています。

現場の
声

自分たちがつくった 扉 があん なところにも！
設計から取り付けまで行なう中で、
もちろん検査も行ないます。水中で使う扉であれば、
自社で試験用の
プールを作って検査を行ないます。
また、
特殊扉の中でもさまざまな形のものがあり、
中には
「サンダーバー
ド※のような扉」
という個性的な依頼を受けたこともあります。
これは、
下の扉が横に開き、
上の扉は跳ね上

三田工業株式会社

げて開くというものです。
日常生活ではなかなか見ることがない扉の設計ができるのは貴重な経験です。
こうした経験は中小企業ならではのもの。
平均年齢39歳という若い会社で、
各部門で身につけた力をそ
れぞれが発揮しています。まえやま よしのり

鋼製建具製造部 課長 前山 善典さん
（右）

鋼製建具や鋼構造物の製造を行なう三田工業株式会社。設計から施工までトータルに行うとともに、
目的に合わせた各種建具を提供。
また、ハン
ガードアのOEM生産（相手先ブランドの受注生産）
や建材の販売・取付、特殊扉の製造などを行ないます。中でも、
かなり特殊で高度な技術力を必

てらもと たけひこ

鋼製建具製造部 工場長代理 寺本 剛彦さん
（左）
※サンダーバード：1960年代に放送されたSFテレビ番組

要とするようなオーダーメイドを得意とし、警察署の留置所、航空隊の格納庫、火力発電所の防音重量扉などの製造実績があります。
さらに、
プラン
ト事業部が新たに発足。
プラント工事から一般建築まで幅広く手がけ、
さらなる品質向上による顧客満足と、時代の変化にフレキシブルに対応した
企業づくりを目指します。

オプショナルドアー製造実績
■ 防潮扉

素晴らしい企業であること
■ 防水扉
■ 引分防音重量扉
■ 軽量ハンガードアー
■ 間仕切り大型扉
■ 電動スライド天井扉
■ 大型重量扉
■ 燻蒸扉
■ 両開き重量扉
■ 電動大型BSハンガードアー
■ ノンレールステンレス門扉
など

沿

革

■昭和38年 三田溶接工業所設立
鋼製建具の製造販売を開始
■昭和49年 三田溶接工業有限会社に改組
■昭和52年 三田工業有限会社に改組
■昭和61年 三田工業株式会社設立
■平成７年 建 設 大 臣より鋼 構 造 製 作Ｒグ
レードの工場認定を受ける
■平成11年 鋼構造製作Ｍグレードの認定工
場となる

社長さん
から

人を育 て 、
夢をつくるのがものづくり

〒513-0818 三重県鈴鹿市安塚町1350-15
TEL 059-383-4517
代表取締役社長 田中美守
創業 昭和38（ 1963）年
資本金 10,000,000円
従業員数 54名
（平成23年12月現在）
http://mita-co.jp/
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どんな仕事にも期限があり、
ものづくり企業においてはお客様との約束

ⴕߞߡ߅ࠅ߹ߔޕ3%&㧒ຠ⾰ଔᩰ⚊ᦼ㧓ߩ

である納期に製品を納めなければなりません。
そのため時間に追われ、

ะߦദ߅ޔቴ᭽ߣߩା㗬ࠍ৻⇟ߦ⠨߃

仕事とプライベートの両立は難しいのではないかと疑問に思っていまし

ߡ߅ࠅ߹ߔߩߣ␠ઁޕᏅൻࠍ࿑ߞߚຠ

た。
しかし、従業員の方のお話を聞き、仕事は厳しくとも、やりがいを見

ࠅߣߒߡޔ㒐᳓ᚺ߿㒐ầᚺߩᄢဳൻ߿㜞ᒝ

弊社の最大の強みは設計から施工までトータルで受注でき

出したり、時間を上手にやりくりしてプライベートな時間を作り楽しむこと

ᐲൻシ㊂ൻߦขࠅ⚵ࠎߢ߅ࠅ߹ߔޕᣣᧄో

ることです。部署間で連携したものづくりが行なえると同時

が、仕事と私生活を両立させる秘訣だと知ることができました。

࿖ߢታ❣߇ࠅ┙ߩ࠭࡞ࡅᧁᧄޔ㚢ゞ

にコストダウンを図ることも可能なので、顧客満足につなが
ります。
また、営業部門に加え鋼製建具製造・鉄骨建築・

႐߿ࠬࠞࠗ࠷ߦ߽ᣉᎿ੍ቯߢߔޔߚ߹ޕ

プラント事業の３部門があり、人材にも恵まれていることも

Report02

挙げられます。

ホームページの画像では様々な製品があったものの、具体的にどんな

現在、特殊扉の業界でトップを目指すべく、
工場設備や塗装工場を新しくし、最新設備
の導入、工場整備に取り組んでいます。
そし

三田工 業 株 式 会 社（ 本 社 ）

Stu dent’s Report

て、解析力ソフトや構造力学の勉強会を

ものなのか実感できていませんでした。
しかし、実際に製造現場や完成
品を見せていただくことで、形自体はシンプルに見えるものの、実際は
創意工夫によって製造されていると感じました。扉や窓はもちろん、刑

行なうことで設計力の強化にも努めて

務所の檻など、自分の目でじっくり

います。

見たり、構造や製造方法を知る機

ものづくりは人を育てること。
つまり、夢
づくりでもあるのではないでしょうか。
代表取締役社長
たなか よしもり

田中 美守さん

␠ຬᣏⴕߥߤࠍㅢߓߡ␠ຬห჻ߩࠦࡒࡘ࠾
ࠤ࡚ࠪࡦࠍᄢಾߦ
ߒޔᭉߒߊߦข
ࠅ⚵ߎߣ߇ߢ߈ࠆ
ⅣႺߠߊࠅࠍⴕߞ
ߡ߅ࠅ߹ߔޕ

会がなかったため、
この見学でいろ
いろ知ることができ勉強になりまし
た。工場の現場は想像していたより
もきれいで、
その点も驚きました。
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Discussion & Presentation!
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８月25日（木）

ディス カッション ア ンド プ レ ゼ ン テ ー ション
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↢߹ࠇࠆߩߢߔ߆㧩

１日の締めくくりは、
その日のレポートおよび訪問企業のキャッチコピー発表と企業の方々とのディスカッション。
訪問時に聞けなかったことや
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就職に関する悩みなどをぶつけます。
最初は何を聞いたらいいのか分からなかった学生たちも、
日を追うごとに自分なりの
「企業を見る目」
が
養われ、
どんどん積極的に…。
企業の方も学生たちの話に真剣に耳を傾け、
人生の先輩としてたくさんのことをお話していただきました。

߆ࠄᐕ೨ࠍ
ᕁߒ߹ߒߚࠃޕ
ᱷࠅߩቇ↢↢ᵴࠍ
ᭉߒࠎߢߊߛߐޕ

８月22日（月）
ᣣߩ߅ᤤߩࠪࡇߪޔ
⊝ߐࠎߦ༑ࠎߢ߽ࠄ߃ࠆࠃ߁ߦ
㧝ᣣ㑆߶ߤ⠨߃ߚࠎߢߔࠃޕ

⋉㜞ߪૐߊߥࠆ߆߽ߒࠇߥߌࠇߤޔ
ߩ␠ળߪࡕࡁߩ୯Ბ߇ߊߥߞߡࠆ߆ࠄ
൮ⵝ᧚߽ߊߒߥߣߌߥߢߔࠃߨޕ

⥄␠ߩ㝯ജߦߟߡߎࠇ߶ߤ
⠨߃ߚߎߣ߇ߥߩߢޔ
⦟ᯏળߢߒߚޕ

߁ޯࠎ̖

８月23日（火）

８月26日（金）三重県庁
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企業の方にも
感想を伺いました

江畑副知事から総評を
いただきました
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５泊６日 を 振り返って …
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み え もの f o r

保護者・教職員ツアーを
開催しました
OQPQVQWT





三惠工業株式会社
Company
02

「イスのサンケイ」
として、食堂用、会議用などを生産し、折りたたみイスの国内シェア45％〜50％と
業界トップクラス。中でも、開発においては常に環境問題を意識。1996年に資源循環型チェアーを
発売して以降、環境対応製品の拡充に努め、各種オフィス家具を通じた人と生活環境、人と地球
環境を優しく結ぶ商品を提案しています。

製造部部長

「子どもが中小企業への就職を希望しているけれど、実態がわからない」、
「 学生・生徒に対し、大手企業だけでなく

こばやし

開発部 係長

しげき

小林 茂樹さん

三重県内の企業ももっと紹介したい」
といった保護者や教職員の方々の声も多く聞かれます。

まつもと

保護者・教職員向けツアーとして実施！学生の就職活動を支援する立場ならではの意見が率直に交わされました。

〒511-0854 三重県桑名市蓮花寺425-1 TEL 0594-21-7850 代表取締役社長 服部一彌
設立 平成３
（1990）年 資本金 10,000,000円 従業員 80名（平成23年12月現在）http://hme.ne.jp/hme/

まさき

松本 正樹さん

弊社はいろんな機能を持った企業だと自負

そこで、
これまでの夏季の学生向けバスツアーで紹介してきた企業の中から、
２社の現場見学と意見交換会を

株式会社HME

〒513-0017 三重県鈴鹿市上野町字助町48 TEL 059-378-1243（代） 代表取締役 岡田信春
設立 昭和26年 資本金 50,000,000円 従業員 83名（平成23年11月現在）http://www.isu-sankei.co.jp/

私は三重大学生物資源学部を卒業後、

しています。転職組が多いのも、中小企業な

別の企業に就職しました。
しかし、設計の

らではの特色だと思います。学生が企業の

仕事がしたくて、独学で勉強しサンケイに

中身を見る機会は少ないと思うので、
こうし

入社しました。
そして今、希望の仕事に就く

たツアーは絶好のチャンスだと思います。企

ことができ、
自分の力とスキルを活かして貢

業訪問をすることで、会社を判断する基準が

献したいと思っています。

自分の中に持てるからです。

「ヒューマン
（Ｈ）人を大切に」、
「マニュファクチャー
（Ｍ）物創（造）
りにこだわり」、
「エンジニアリン

Company
01

グ
（Ｅ）高い技術を確立する」
をモットーに、内面特殊研磨技術を駆使した複雑形状部品の研磨

製造部
おかだ

加工・特殊処理と、計測・分析機器開発製造を手がけます。中でも微小電流・電圧計測技術を
活かした赤外線センサー素子の開発・製造は県内唯一。
また、
グループ企業である株式会社ハ
ンにより、技術・生産における他社との差別化を図ります。

はっとり

開発部・機器製造部部長

かずや

みずたに

ひろや

服部 一彌さん

水谷 洋弥さん

弊社では2008年、2010年のツアーに協力さ
せていただきました。
その際、学生の多くが大

大手企業の開発部門から
HMEへ平成15年入社。

企業への就職を希望しており驚きました。
「安

私は「チャレンジできる会 社 」
として、この

現在、出荷を担当しています。四日市農芸高

学生時代、
クラブ活動で使っていたイスが
サンケイで作られていると知りました。入社

に就職したい」
と相談したところ、弊社の見

前は
「流れ作業」
というイメージで、パイプイ

学を勧められました。正直、ベルトコンベアの

スの生産だけだと思っていました。
しかし、

作業に対して苦手意識もありました。でも、

開発に配属になり、企画から製造まで自社

機械にはできない細かい手作業も多く、
そこ

で行なっていると分かりました。他社だと、

が大企業にはない魅力だと思いますし、
サン

パーツ製造のみ、組立てのみ…ということ

ケイに入社して良かったと思っています。

も珍しくありません。
しかし、
サンケイでは全
て自社でできるところが魅力だと思います。

定志向」
なのでしょうが、本当にそれは安定な

HMEへの転職を決めました。
なぜなら、
もの
づくりにおいて、安定を目指すと創造とイノ

ンバー１を目指す、世界中が相手、結果主義」

ベーションが終わるのではないかと考えるか

Ｑ エンジニアは何名くらいいますか？

らです。

Ａ 開発技術で７名、生産技術で２名です。数字だけみると少

一番、
ニッチトップを目指す、地域中心の活動、
プロセスも評価」
となりま

大企業は給与や福利厚生、教育面などが整い、
しっかりしています。
し

す。特に、大企業が
「競争」
し
「人材」
と考えるのに対し、中小企業では
「共

かし、
だからといって大企業が安心だと言えるでしょうか？どんな大企業

走」
と
「人財」
です。
それが日本のものづくりの原点ではないでしょうか。

であっても、倒産やM&A、不況下における事業撤退による急な異動な

弊社が目指すのは
「キラリと光っている会社」。皆さんのお子様が弊社に

どが起こる可能性があります。確かに中小企業では給与や賞与は業

就職されたときに、
「大企業じゃないけれど、HMEなら安心」
と言われるよう

績次第のところもあるでしょう。
しかし、
それは自分たちのがんばりによっ

な、地域では大きな存在感がある
「地域一番の会社」
にしたいと思ってい

てハイリターンもあるということ。新しいことにどんどん挑戦できます。
こ

ます。
そして、就職活動を行なう学生の方は、
自分の人生設計と目的に合

れは大企業と中小企業、両方を経験した私だからこそ話せることだと

わせて企業や職を決められた方がいいのではないかと思います。

思っています。

Ｑ 文系学部生の採用はありますか？
Ａ 基本的には理系出身者を採用していますが、文系出身者
もいます。企業として経理や人事など文系の力が必要な
部署・部門もあります。

こういち

池谷 晃一さん

校の製菓コースに在学中、先生に「製造業

のでしょうか。大企業の特色は
「株主利益、
ナ
などが挙げられます。一方、中小企業は
「地域

いけや

岡田 諭季さん

ツメック
（表面処理総合メーカー）、株式会社SSC（センサー応用製品製造）
とのコラボレーショ

代表取締役社長

開発部

ゆき

なく感じますが、大きな企業ではありませんので、比率的に
は少なくないと思います。

Ｑ 女性が活躍している部署はありますか？
Ａ 比較的、女性は出荷部門が多いです。力がいるところは男
性が多くなりますし、細やかな気配りが必要な部門に女性
の能力が求められます。

Ｑ 求める人材は？
Ａ コミュニケーション能力のある人です。知識や技術は入社し
てからでも身につきますので。
そのために資格取得を支援し
たり、外部講師を招いて勉強会を行なったりもしています。

参加者の声
保護者にとって、先生方は情報源として一番です。今回の訪問企

Ｑ 文系学部生の採用実績はありますか？

Ａ パートタイム社員や中途採用が多く、新卒採用が少ない

らなかったそうです。

Ａ あります。生産部門で入社し、その後営業へ異動。経験を積

地元の企業の情報がもっとあると嬉しいです。

のが実情です。
また、検査のスペシャリストを採用したので
はなく、入社後にOJT（On the Job Training）
で技術を
身に付けて活躍しています。

26

業は学校から近いのですが、先生方も業務内容についてあまり知

Ｑ 女性の採用と専門性について教えてください。

んで再び生産に戻った者もいます。特別に文系枠としての
求人はしていませんが、本人のやる気と意気込み次第では
ないでしょうか。

HPでは分からない、社員教育など企業の具体像を知ることができ
て良かったです。
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r e p o r t

ツアー参加者就職報告

ツアーがあったから今の自分がいる…

私、
訪問 企業に
就職しました！
2 0 0 9 年夏に行なわれた「 “ 次代を走る”ものづくりバスツアーin三重」。
今 回の「三重のものづくり魅力発見バスツアー2 011」
と同 様に、

(TQOม

代表取締役社長

たなか

ひさお

田中 久男さん

このツアーの魅力は、
やっぱり学生が実際に現場を見ることができるところでしょうね。学生の
思い描く企業のリアルな姿を見ることができます。
それに、企業側も多くの学生に自分たちの
思いや理念を直接伝えることができるのでありがたい。就職希望者1人ひとりに同じように対
応するのは現実的に難しいですから。
私は
「技術は歳をとらない」
と言っており、
メーカーを定年退職した技術者に、
ガスポンプのメ
ンテナンス事業のシニアエンジニアとして働きに来てもらっています。彼らがここで働くように
なって、通院率が減ったらしいのです。
それを聞き、彼らの人生のやりがいを創出できているこ
とに感動しましたね。
日本で定年退職した優秀な技術者が海外で雇用されることが多々あり
ます。
すると、海外企業の力がついて日本企業は弱くなり、
さらに雇用できなくなり…と悪循
環。
こういう時代だからこそ、次代のために中小企業はがんばらないといけないのです。今後
も弊社は成長するでしょう。
日頃から
「社員は家族」
と言っていますが、将来、従業員が1,000
人になったとき、
その家族も含めた4000人程の
「家族」
を養っていけるような会社でありたい
し、創業100年を超える会社でありたいですね。

多くの学 生たちが三重 県 内のものづくり企 業を訪問しました。そして、
１年半後…。
参 加 者だった学 生の１人が、訪 問 先の企 業に就 職！
！
ツアーの魅力や現 在の仕 事についてお話を伺いました。

(TQOవヘ

管理本部総務人事部

総務人事課

ほった

かずひろ

堀田 和裕さん
/

1
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ジャパンマテリアル株式会社 エレクトロニクス事業部
工事部 石川プロジェクト所属
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10
+'/

面接でツアー中の弊社の印象を質問した際に、弊社の思いを受け止めてくれたなと感じま
した。新工場の立ち上げは本当に忙しくて大変だと思いますが、
この経験が後々に生きてく

のりひと

伊藤 記士さん

るのではないでしょうか。先輩や上司から言わ
れることは、意味があること。
その意味を考え
られる余裕が身につけば、
また一歩成長する

― 伊藤さんが2009年のバスツアーに参加したときは、
どんな状

と思います。

況だったのですか？
当時は大学３年生で、
まさに初めての就職活動でした。
― ツアーに参加した感想は？
参加するまでは漠然と大企業への就職を希望していたこともあり、中
小企業に関して、全くイメージを持っていませんでした。
しかし、実際に

バスツアー紹介冊子「 次代を走る ものづくりバス
ツアーIN三重2009」
を手にした伊藤さんと堀田さん。

訪問してみると、従業員とトップや幹部との距離が近いということが
分かりました。
そういう企業だったら自分の意見や考えが上司に伝わ

会社の魅力

りやすいのかなと思いましたね。合同説明会ではわからない現場の
雰囲気を見ることができるのも魅力だと思います。
そして、今でも覚え
ているのは
「クリーンルーム」。品質管理の現場をこれまで見たことが
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輩や上司について、
お客様との打ち合わせや業者間の段取りなどを

なかったので、強く印象に残ったことを覚えています。

学んでいるところです。
この石川出張も社長の考えの下なんですよ。

― 他にも訪問企業はあったと思うのですが、
どうしてジャパンマテ

― というと？

リアルを希望したのですか？

私はこれまで一人暮らしをしたことがないんです。
それで、社長が「一

社長の人柄に惹かれたからですね。訪問したとき、第一印象では
「こ

度は親元を離れてみた方がいいだろう」
と。
まさに
「社員は子ども」
と

わいな」
と思ったのですが、会社や従業員に対する思いを熱く話され

の言葉通り、私に成長の機会を与えようとする社長の気持ちが伝

ていて、
とても印象に残りました。本当に、
ツアーがあったから今があ

わってきます。

るという感じです。

― 仕事のやりがいはどんなところですか？

― 実際に入社してみて、社長の印象は変わりましたか？

今は無我夢中で、
自分にできることを探して、
それに全力を尽くしてい

いえ、全く変わりません。社長は普段から
「社員は家族、社員は子ど

る状況ですが、打ち合わせ通りに工程が進んだときはやりがいを感じ

も」
と言っているのですが、入社式で
「今日から親父と呼べ」
と言われ

ます。

ました。

― 今後の目標を教えてください。

―「親父」
と呼んでいるのですか？

工場の新設にスタートから関わるのは本当に貴重な体験なので、
こ

さすがに呼べません
（笑）。
でも、本当に社長の考えはブレなくて、社

れを活かして１日でも早く一人で打ち合わせができるようになりたいで

員の家族のこともとても気にしてくれます。

すね。
そのために、
まずは高圧ガス販売主任者１種試験に合格する

― 今はどんな仕事をされているのですか？

こと。専門用語や知識が多いので、先輩の話を理解するには資格が

石川県に建つ新しい工場の新棟立ち上げに関わっています。
ガス、

必要なんです。
そして、先輩や上司から引き継いだことをこれから入

水、薬品の供給配管や装置の設置工事の管理を行なっており、先

社する後輩たちに伝えたいと思います。

弊社は、創業より黒字経営で成長を続けており、先日、平成23年12月19
日には・東証二部・名証二部に上場いたしました。社風は非常に家族的
で、10代から70代までの、子ども、親、
おじいさんの3世代が一緒に働ける
職場環境があります。熟練のシニアエンジニアの方たちからは、技術や、
仕事に取組む姿勢など色々なことを教わります。年に一度の餅つき大会
では、
シニアエンジニアの方から餅のつき方も教わりながら社員全員で盛
り上がります。今年の餅つき大会では地元よさこいチームの演舞が披露さ
れ、社長も一緒に踊ったんですよ。

ジャパンマテリアル 株 式 会 社
〒510-1311 三重県三重郡菰野町永井3098番22
TEL 059-399-3821（ 代）
創業 平成９
（1997）年
株式上場
・東証二部・名証二部（平成23年12月19日に上場いたしました）
資本金 509,430,000円（平成23年12月19日現在）
従業員数 162名・グループ324名（平成23年12月現在）
http://www.j-material.jp/

半導体製造に不可欠なガス、水、薬品において、販売
や工事、運転・在庫管理、
メンテナンスなどをトータルで
供給。
この総合マネジメントシステムによって、半導体
業界のライフラインを支え、国内外のメーカーのものづ
くりを支えています。設立から15年足らずで従業員数
は約300名にまで成長。中規模企業である利点を最
大に活かし、柔軟な対応力と迅速なフットワークを強み
とし、半導体や液晶製造に関わる幅広いサービスを提
供するワンストップソリューションカンパニーです。
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小さくても束になれば、世界で戦える！

夢のある町と人づくりを目指す

「株式会社 試作サポーター四日市」
2009年から今年にかけて三重県内の各地域で、
ものづくり中小企業の連携グループ
（試作サポーター四日市、桑名ものづくりPROJECT、鈴鹿ブレインヴィレッジ、
プランクール伊勢）
が誕生し、活動が注目されています。
今回のツアーでは、
そのうち最も早く結成した試作サポーター四日市（以下、SSYと表記）のお話を伺いました。

小さくても束になれば、世界で戦える！

SSYとは？

「こんな試作品できないだろうか？「
」加工や組立に悩んでいる」
「試作開発パートナーを探している」
「小ロット品の製作をしてほしい」

器具工業協同組合青年部の有志企業14社によって活動を開始し
（現在は16社）、
2011年に法人化しました。企業単独では難しかった製品開発や販路拡大が、会員企
業の連携により可能になります。会員内での技術を活かして生産分担を行なうことに
よって、
コスト削減・短納期、幅広いものづくりができます。現在、年に50件以上の引き
合いがあります。
また近年、IH（Induction Heating

※1への関心が高まっていること
電磁誘導加熱）

（株）試作サポーター四日市（SSY）
で受注

でのIHバレー誕生を目指します。

会員企業

技術レベルの向上・人材育成ができて、実績をもとに販路拡大も可能！

さらに、三重県を越えて、全国の企業群との連携による
「monozukulink.net（ものづく
リンクネット）」
という組織を設立し、活動の強化を行なっています。
※1 I Hの仕組みは19ページを参照
※2「AMIC（高度部材イノベーションセンター）」Advanced Materials Innovation Center：三重県に
集積する素材・部材産業、
そのユーザー産業、大学・研究機関及び海外の組織を結びつけ、
イノベーショ
ンを誘発する出会いの場として、2008年３月、経済産業省・三重県・四日市市が設立。

もっと知りたい！

Q&A

ＳＳＹの理念は
「情熱と創造で世界のものづくり四日市をめざす〜夢のある
街と人づくりのために〜」。
みなさんに知っていただきたいのは、中小企業
も挑戦しているということです。
「ものづくり」
は大和言葉。単に
「製造」
と置
き換えられるものではなく、伝統技術や人も含まれます。私たちはそうした古
来からの
「ものづくり」
を踏まえた活動をしようという気持ちでいます。

Ｑ 16社が連携できる下地はあったのですか？

仲井 聖憲さん（中部外業株式会社代表取締役専務）

＝理解と信用・信頼」
と思っていましたが、SSY設立後、
１つ
の目的に共に取り組むことや実績を積み上げることで、理解
し合い、
そして信用・信頼が生まれるのだと気づきました。
「出会って話して、一緒に行動して、真の理解が生まれる」
と
言えると思います。
Ｑ 企業グループとしてのデメリットはありますか？
Ａ デメリットは、感じていません。
１つの案件が来たら、16社全
てに情報を流し、対応可能な企業が応えるので、通常業務

共同PR、
受注問い合わせ等問題解決、
運営等の支援、
（財）三重県産業支援センター高度部材イノベーション
センター
（AMIC）

受注側企業の
課題解決・製品
実用化に寄与

!

？

受注側企業の技術レ
ベル向上・人材育成・
販路拡大につなげる

VOICE

三重のものづくり魅力発見バスツアー 2011 参加者
秋田県立大学
鈴木 恒之介
京都橘大学
小松 千織
宍道 真奈
村井 奈未

を圧迫するようなこともありません。

「ものづくり」は「愛」

例えばIHに関して、
「ノウハウを共有することで競合が増える

心を込めて
「ものづくり」
をしています。
これまで育ててきた若手社

のでは？」
と言われますが、IHの良さが認知され全国にIHが

員が自分の技術を超えるようないいものをつくったとき、
すごく嬉

広まれば１社ではとうてい対応しきれなくなります。みんなに

しい反面、
ちょっと悔しいと思ったこともあります
（笑）。
それほど私

IHの技術があれば生産で連携することも可能ですし、
それ

は
「ものづくり」
に愛情を注いでいるのです。
（森寺浩一さん）

恵泉女学園大学
才丸 光
千賀 可南子
山口 郁絵
山田 紗亜弥
鈴鹿工業高等専門学校
加島 匠
亀井 優一
坂上 浩太
髙溝 千広
前田 香奈

同志社大学
中村 莉奈

名古屋大学大学院
坂野 遥奈

鳥羽商船高等専門学校
岡野 彬佳
神戸 夏紀
徳田 政也

三重大学大学院
バック・ドク・クウン

三重大学
榊原 寛紀
西山 はるひ

によって会員企業のレベルアップも図れます。
この地域の

森寺浩一さん
（森寺工機株式会社代表取締役社長） （右）SSY営業部長

今 後 の 挑 戦！

？

交流があり、
「下地」
はありましたね。以前は
「これまでの関係

SSYの「ものづくり」

（左）SSYものづくり部長

!

SSY編

Ａ もともと四日市機械器具工業協同組合青年部の会員同士

SSY代表

発注・受注・
問い合わせ応答

年に

50件以上
会員企業の様々な技術・ノウハウを結集、組織内一貫生産
引き合い
構想・設計・加工・組立・設置などの一括対応OK、秘密保持徹底

から、
ノウハウを共有し、開発・量産・販売・提案などを行うべく活動しています。
※2 に移し、
平成23年９月には拠点をAMIC（高度部材イノベーションセンター）
三重県

試作サポーター
四日市会員企業

試作依頼者

の中小企業が集まった試作品・小ロット製作の集団です。2009年11月、四日市機械

試作依頼者

各種自動機や装置の製作、金属切削加工、表面処理などの技術を持つ四日市市内

加藤剛さん
（株式会社加藤機械取締役）

水産業向けの過熱蒸気製品の開発 アメリカでのIH普及
電気自動車の開発 医療分野の開発 など

未来を考えて活動したいのです。
Ｑ 参考にしたり、
目指す企業グループはありますか？
Ａ 自分たちが手本になってやろうという気持ちで取り組んでい
ます。
だから、
目指す企業グループはありません。
いろんなとこ

主催 三重県

本事業委託実施・企画

ろに出かけて、良い方法を共有することによって日本中の産
業力を強くしていこうという気持ちでいます。
そして、
『なくては
ならない会社』にしよう
と思っています。未来を
もっと良くしたいという気
持ちは同じで、年令に関
係ありません。
伊藤 台藏さん
伊藤工機株式会社代表取締役社長

⾰ߦৼካߦ
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参加企業

■（株）
石垣歯車製作所…特殊歯車

■（株）
大津屋…ＦＡ機器等販売

■（株）
スエヒロEPM…油脂製造機器

■

伊藤工機
（株）
…自動機製作
■（株）
伊藤鉄工所…ゴム金型
■ 上田鉄工
（株）
…ポンプ製作

■（株）
加藤機械…専用機器製作

■（株）
千種機械製作所…工業炉製作

■

■

■

釜屋
（株）
…機械器具販売

株式会社試作サポーター四日市
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■

■（株）
小林機械製作所…CNC研削盤製作

中部外業
（株）
…缶詰・配管

■（株）
テクノ・タナカ…金属切削加工

TEL 059-335-3553

東邦エンジニアリング
（株）
…ＣＭＰパッド加工
森寺工機
（株）
…水処理装置製造等
■ 四日市電機
（株）
…電気・制御設備設計施工
■（株）
ヤマナカ製作所…建築

http://www.shisaku-y.jp/

お問い合わせ先
514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県農水商工部 商工振興室 中小企業振興グループ
TEL 059-224-2749
FAX 059-224-2480
e-mail shinsan@pref.mie.jp

みえもの

検索

【みえもの・三重のものづくり魅力発見バスツアー公式サイト】
http://www.mie-mono.com/
興味のある企業にもすぐにアクセス。
ぜひ、御覧ください！
（2013年5月末日まで）

※企業内、工場内の写真・映像撮影は特別な許可を得て行われました。 ※本誌に掲載されているデータは2011年12月31日現在のもの
です。 ※本ツアーは、三重県の「中小企業魅力発信・人材確保事業」により実施しました。 ※本内容の転載・引用等の許諾については、
上記問い合わせ先までご照会ください。 ※2012年1月発行
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