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旭川地域のみならず、全国・世界で活躍されている熟練技術者・経営者の方を講師に招き、実習・

座学を開催しました。また、市民の皆さんに木工業界を知っていただくための講習会も開催しました。

「地域の技術者から若手へ、地域の技術者からユーザーへ」をキーワードに、今後もさらに事業

を充実させていきます。

●木製品実習コース

今年度は、木製品製作の技術的要素に焦点を絞り、2つのテーマで実習を実施しました。

①テーマ：治具製作の考え方（受講者：11 名）

講 師：丹野 雅景 氏（丹野製作所代表）

講師の代表作である名刺入れを通し、安全性と正確性が

求められる緻密なクラフト製品の製作における治具の活

用方法について理解を深めました。

講師の講義・実演だけではなく、各自で治具製作から加

工までの一連の流れを学べたことは有意義なものになっ

たようで「ものづくりの視野が広がった」「自社とは異なる

工夫や発想に驚いた」などの声が寄せられました。

②テーマ：手工具の活用方法（受講者：5名）

講 師：服部 勇二 氏（家具工房木魂代表）

連続した曲面からなる椅子の脚部と肘部を「南京鉋」と

「繰小刀」を用いて成形する手法を学びました。

道具の扱い方等の基礎に始まり、試作時の加工手順や、

機械では難しい加工への対応方法など、今後の業務に役立

つお話が多々ありました。

受講された方々からは「手工具が効率よく使えることが

わかった」「貴重な経験を積むことができた」などの声が寄

せられました。

●窯業実習コース（受講者：11名）

テーマ：化粧土の調合と装飾技法

講 師：当センター職員

作陶における表現の幅を広げるため、化粧土による様々な

装飾技法を習得するとともに、化粧土の調合において各原料

が果たす役割や、技法に合った調合について理解を深めました。

受講された方々が主体的に考え、イッチンやスリップウェア

などの技法に取り組んだ結果、最終日には華やかに装飾され

たテストピースが多数並び、「これらの技法の面白さを陶芸

教室の生徒にも伝えたい」「自身の作品に化粧土の技法を取

り入れたい」などの声が寄せられました。

旭川工芸技術等継承事業
地域の技術者から若手へ、ユーザーへ

実習の様子（木製品 2回目）

実習の様子（木製品 1回目）

実習の様子（窯業）
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●座学コース（参加者：延べ 40名）

ものづくりに関する幅広い分野の知識習得を目的として、今年度は、「情報発信の手法」「新商品

開発と海外販路開拓」「異業種に学ぶ経営戦略」をテーマとして、専門家を招聘し講習会を計 3回

開催しました。

① 北海道に根ざす陶芸の見せ方・伝え方
- northern style スロウから学ぶ -

講 師：ソーゴー印刷株式会社

クナウマガジン northern style スロウ編集部

片山 静香 氏（副編集長）
青坂さつき 氏（デザイナー）
石田 まき 氏（企画編集・カメラマン）

概 要・心を惹きつける文章の書き方

・魅力的な写真の撮り方、イメージ写真と説明写真の違い

・DMのデザイン事例紹介、スロウのデザインルール

・イベント運営において大切にしていること及び具体的な手法 など

受講者：11名

② 地方発世界のブランド「ＢＵＮＡＣＯ」を目指して

講 師：倉田 昌直 氏（ブナコ株式会社 代表取締役）

概 要・「ＢＵＮＡＣＯ」のあゆみ

・新商品開発のプロセス

・地域のブランド力の強化

・海外への販路開拓（販売戦略） など

受講者：19名

③ 株式会社キメラの経営理念と製造業としての視点

～異業種に学ぶ経営戦略～

講 師：藤井 徹也 氏（株式会社キメラ 代表取締役）

概 要・キメラという会社と経営者の役割

・低コスト、短納期体制を実現する生産管理方法

・作業効率化の手法

・人材育成の体制

・キメラが目指すものづくり など

受講者：10名

毎回、お仕事後でお疲れのところ、多くの方に参加いただきありがとうございました。また、講

師の方にもお忙しい中、快く引き受けてくださり、大変感謝しております。

次年度も、木工・窯業業界の発展に寄与できるように、ものづくりに関する様々なテーマで、講

習会を企画、実施したいと思いますので、たくさんのご参加をお待ちしております。

講演の様子

講演の様子

講演の様子
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就業体験風景

●市民向け講習会（参加者：13名）

地域の方々に地場の木製品を知っていただくため、市内の工場及びショールームの見学と木製小

箱の製作を行う「旭川木工体験ツアー」を開催しました。

実際に地域の木製品製造企業を見学し加工体験を行うことで、作り手や旭川家具の素晴らしさを

知ることができ、地場産業への関心が高まったのではないかと思います。

見 学 先：有限会社ワカサ 加工体験：旭川市工芸センター

株式会社ガージーカームワークス

gauzy calm works showroom

旭川地域の高校生を対象とした「ものづくりインターンシップ

事業」を７月下旬と８月上旬のそれぞれ３日間、計２回実施し

しました。

これは、ものづくり企業への就業体験を通して地域の産業への

理解を深め、進路の選択肢の 1つとして定着することを目的と

するもので、今回は市内の高校生 43名が参加しました。

初日は、「工場見学ツアー」として、学校の先生など（15名）

にも参加いただき木工・鉄工の両業種を訪問しました。2･3 日

目は、「インターンシップ」として木工・鉄工のものづくり現場

に赴き、それぞれの会社の従業員の方と一緒に作業を行いまし

た。短い期間ではありましたが、企業の代表者からの講話や実際の製造現場を目の当たりにしたこ

とで、地元のものづくり企業への関心が高まった様子でした。

参加した学生からは「働くうえで大切なことを学んだ」、「普段見られない現場を実際に体験でき、

ものづくりについて興味がわいた」、受入企業からは｢生徒と社員との交流ができ、社員も勉強に

なった｣、｢現場の作業員にも適度な緊張感が生じ、指導する側にも得るものがあった｣などの感想

がありました。

将来的に、地元のものづくり企業への就職を希望する高校生が増えるよう、次年度以降も学生と

企業の架け橋となる事業に取り組んでいきます。

～受入協力～

木製品：株式会社明石木工製作所、株式会社ウッドパーツ、株式会社ササキ工芸、

株式会社メーベルトーコー

鉄工業：14社

～見学協力～

木製品：株式会社カンディハウス、株式会社匠工芸、株式会社いさみや

鉄工業：株式会社エフ・イー、エノ産業株式会社、松田鉄工株式会社

有限会社ワカサ 株式会社ガージーカームワークス 加工体験の様子

ものづくりインターンシップ
高校生に地元のものづくりを知ってもらう機会に
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PR 映像撮影風景

市民の皆さんに旭川家具やクラフトなど、地域の木工産業

への理解を深めてもらうため、1月 11 日に冬休み期間中の

小学 4～6年生の児童とその保護者を対象とした「親子木工

体験教室」を実施しました。（参加者：５組１０名）

旭川地域の木工産業の歴史と森の木から家具ができるま

での学習から始まり、体験では家具作りの「ホゾ組」や「ダ

ボ接ぎ」技術を取り入れた「スツール」を製作しました。工

芸センター職員の指導のもと、組み立て、加工機械を使った

穴空け、電動ドライバーでのビス打ちなどを体験。組立時の

クランプでの圧締など慣れない作業に苦戦していましたが、

親子で協力しながら無事完成することができました。また、

工芸センターのお仕事紹介として家具の強度試験の見学も

しました。

参加者からは、「家具の種類などについて勉強できた」「作業を通じて旭川家具の作り方を体験で

きて良かった」「将来、子供がなりたい職業の一つになって欲しい」といった声があり、旭川の木工

産業を知ってもらう良い機会になったと思います。

数多くの映像コンクールで輝かしい実績を持つ北海道

旭川工業高等学校放送局が、高いデザイン性と品質を合

わせ持つ「旭川家具」の魅力を広く発信するためのＰＲ

映像を制作してくれました。

同校は、「ものづくり」に関わる地元の高校であり、旭

川工市芸センターとの交流が長年行われてきました。イ

ンターンシップなどの受入研修で、地元の特産品である

「旭川家具」について「興味が湧いた」「知識を深めたい」

などの感想が聞かれたことから、「旭川家具」のＰＲ映像

を、高校生の視点や感性で作って欲しいと当センターが

依頼し実現することになりました。

映像制作にあたっては、旭川市内の企業が映像の撮影やインタビューなどの取材に快く協力して

くださり、「旭川家具」を製作する工程の撮影や、職人の方へのインタビューの際にも、仕事の手を

止めて高校生の質問に対して熱心にお話ししてくださる様子がとても印象的でした。

完成した映像は、旭川市役所のホームページのほか、旭川駅前イオンのデジタルサイネージ、旭

川信用金庫の店頭テレビで令和２年４月３０日まで放映されています。ぜひご覧下さい。

ホームページ

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/364/365/369/d068237.html

～取材協力～

旭川家具工業協同組合、株式会社カンディハウス、株式会社ガージーカームワークス、

北海道旅客鉄道株式会社ほか

親子木工体験教室
スツール-背のない椅子-を作ろう

旭川家具 PR 映像プロジェクト
北海道旭川工業高校放送局との情報発信

木工体験の様子
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●供試体

① 樹 種：メープル材（比重 0.69 全乾）

㎠③ 接着面積：6.25 （2.5cm×2.5cm）

⑤ 接着条件：塗布量、圧締力等は各接着剤の仕様書のとおり

●接着剤

荷重速度

0.5mm/分

●試験方法

繊維方向

●測定結果（数値は各供試体の平均値で小数第 2位を四捨五入） ㎠単位：kgf/

② 含 水 率：5.0％

④ 接 着 面：柾目面同士

工芸センターでは、椅子などの製品試験だけでなく接着剤の強度評価等も実施しています。試験

の多くは、異なる接着剤による部材（ホゾ、ダボ等による接合部）での強度比較ですが、接着剤自

体の評価方法は日本産業規格＊１（JIS）によって定められています。

＊1：2019 年 7 月に「日本工業規格」から名称を変更しました

JIS で定められている、木材・木質材料を対象とした接着強さ試験は次の 7項目です。

① K 6851 引張りせん断接着強さ ② K 6852 圧縮せん断接着強さ

③ K 6853 割裂接着強さ ④ K 6854-2 はく離接着強さ

⑤ K 6855 衝撃接着強さ ⑥ K 6856 曲げ接着強さ

⑦ K 6859 クリープ破壊接着強さ

今回、接着剤の標準試験とされる『② 圧縮せん断接着強さ』、その他に『③ 割裂接着強さ』の試

験結果を紹介します。両試験を比較すると、接着剤の特性の違いが見えてくると思います。

１ 圧縮せん断接着強さ（JIS K 6852）

接着面に対し平行な圧縮せん断力を加える試験で、木材だけでなく金属やプラスチック等の接着

力測定にも採用されています。接着剤は圧締解除後も溶剤の揮発や化学反応の進行により強度が増

していきますが、その経過はそれぞれ異なります。

今回、4種類の接着剤を用い『養生時間と強度』の関係性について把握しました。

接 着 剤
養生時間（）内は木材破断率（％）

1 時間 4 時間 7 時間 24 時間 3 日間 7日間

1 酢酸ビニル樹脂
44.5

（0）

100.2

（0）

122.1

（0）

139.3

（10）

157.4

（5）

169.1

（15）

2 α-オレフィン系
111.7

（5）

160.0

（65）

173.7

（60）

182.2

（20）

187.0

（80）

199.2

（65）

3
水性高分子-イソシアネート系

（水性ビニルウレタン）

6.5

（0）

43.2

（0）

50.4

（0）

106.5

（20）

173.9

（20）

200.8

（45）

4 変性酢酸ビニル樹脂
90.6

（0）

118.6

（5）

141.2

（10）

180.5

（5）

192.6

（20）

184.4

（5）

不揮発分

（％）
備 考

① 酢酸ビニル樹脂 42.0 一般木工用

② α-オレフィン系 61.0 速乾型、耐熱性良好

③ 水性高分子-イソシアネート系 59.0 養生 4 日間以上

④ 変性酢酸ビニル樹脂 62.5 超速乾型

試験室だより
接着剤の性能評価について
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㎠kgf/

引っ張り速度

5mm/分

●試験方法

単位：kgf

繊維方向

●供試体

※圧縮せん断接着強さと同じ

養生

時間

α-オレフィンと変性酢酸ビニルの硬化速度が著しく早く、最大強度に対して 24 時間後には共

に 90％を超えています。水性ビニルウレタンは『養生 4日間』という仕様のとおり、24 時間後

までは架橋反応も不十分で酢酸ビニルより低く、72時間（3日）後に対最大強度 90％を超え、以

後さらなる強度の高まりを見せています。最大強度は酢酸ビニルを除く 3種がほほ同等ですが、最

終的には木材破断の仕方や比例限度、変位量など複数項目を併せて判断することになりますので、

この結果だけで『3種が同じ接着強さ』という訳ではありません。

２ 割裂接着強さ（JIS K 6853）

接着面を引き裂くような垂直荷重（引っ張り）を加え最大荷重を測定します。先述の『圧縮せん

断接着強さ』で用いた接着剤の他、エポキシなど 3種類を加えた 7種類を比較しました。

㎠※割裂接着強さの結果は最大荷重で示していますが、圧縮せん断接着強さは あたりの荷重です。

『酢酸ビニル樹脂系』の 2種が非常に高い接着性能を示している反面、木材接着において最も高

い接着力を有するとされる『水性ビニルウレタン』がその 6割弱となっています。α-オレフィン、

エポキシも 7割に満たないことからも、今回のような接着層を引き剥がす力に対しては、接着剤の

硬さではなく柔軟性の方が重要だということがわかります。

今回は 2 つの接着強さ試験を紹介しましたが、前述のとおり、この他にも様々な試験方法があ

り、接着強さを決定する因子は多数存在します。現在、その他の接着条件（塗布量、圧締力等）や

試験方法（引っ張り、耐水性等）での評価をまとめていますので、次年度に講習会などでお知らせ

したいと考えています。
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今回は、旭川工芸技術等継承事業 窯業実習コースでテーマとした化粧土の調合と装飾技法に関

する検証結果についてお伝えします。

１ 調合

朝鮮カオリン（基本原料）・蛙目粘土（粘着原料）・福島長石（媒熔原料）の 3種類の原料を使

用し、40種類を超える調合試験を実施した中から、各原料の特徴が顕著に現れたテストピース

について、抜粋して以下に掲載します。

朝鮮カオリン 100％を使用したとき、いずれの技法においても問題なく使用できましたが、

蛙目粘土（粘着原料）と福島長石（媒熔原料）を程良く調合することにより、更に作業性の向上

と仕上がりの安定が見込めます。[☞№1、2]

福島長石（媒熔原料）が多くなることより収縮が小さくなり、粉引では大部分が剥離しました

が、後に素焼き素地に施してみたところ、剥離や亀裂はなく使用することができました。イッチ

ンでは全てが剥離しましたが、象嵌においては収縮が少ないこと及び媒熔効果の高さが良い方向

に働き、素地と化粧土の間に剥離はなく滑らかに融着しました。[☞№3]

蛙目粘土 100％を使用したとき、収縮が大きくなり、粉引では亀裂やめくれ、象嵌では素地と

化粧土の間に隙間が生じ、イッチンでは大部分が剥離しました。後に粉引で薄めに施したところ

剥離することなく、亀裂が趣あるテクスチャーとなりました。[☞№4]

化粧土の調合と装飾技法

テストピース焼成結果

亀裂・剥離等なく良好 亀裂・剥離等なく良好 乾燥時に大部分が剥離 乾燥により亀裂、本焼
きによりめくれ

亀裂・剥離等なく良好 亀裂・剥離等なく良好 亀裂・剥離等なく良好 素地と化粧土が密着
せずに隙間が発生

亀裂・剥離等なく良好 亀裂・剥離等なく良好 乾燥時に全て剥離 素焼き時に部分的
に剥離

粉

引

象

嵌

イ
ッ
チ
ン

朝鮮カオリン70%
蛙 目 粘 土 20%
福 島 長 石 10%

朝鮮カオリン 50%
蛙 目 粘 土 0%
福 島 長 石 50%

朝鮮カオリン 0%
蛙 目 粘 土 100%
福 島 長 石 0%

朝鮮カオリン100%
蛙 目 粘 土 0%
福 島 長 石 0%

素地≒化粧土 素地≒化粧土 素地＞化粧土 素地＜化粧土

透明感がない白色 透明感がない白色 透明感を帯びた白色 透明感がない淡黄色
発
色

収
縮

1 2 3 4№

調
合

（素地：赤土 2号 / 焼成：電気炉 OF 1250℃(SK8) / ※化粧土は素地が生乾きの状態で施した。）
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2 釉薬による色化粧土の発色

スリップウェアで文様を描くため、化粧土に様々な着色金属を添加して色化粧土を調合し、そ

の発色は釉薬の媒熔原料の違いなどにより変化することを検証しました。中でも大きな変化が現

れた酸化クロム（外割 1.0%）と酸化第二鉄（外割 1.5%）を添加した化粧土の発色について以

下に掲載します。

なお、今回掲載したものは酸化焼成によるものですが、還元焼成により更に異なる発色が得ら

れます。

また、飴釉などの色釉やマット釉の使用に

より、色化粧土で描いた文様がうっすらと透

ける様子は、透明釉を使用したときの鮮明に

浮かび上がる文様に比べて控えめな印象で

すが、深い味わいが感じられます。

３ 試作品

まとめとして、それぞれの技法に合った化粧土を調合し、スリップウェア・イッチン・掻き落

としなどの複数の技法を取り入れ、色化粧土の発色を考慮の上釉薬を選択し、試作品を製作しま

した。その結果を一部ご紹介します。

スリップウェア × 掻き落とし × イッチン

スリップウェア × イッチン

スリップウェア

イッチン（釉薬掛け分け）

テストピースのカラー画像は、工芸センターホームページの「工芸ニュース vol.83」でご覧

いただけます。こちらに掲載しているものはほんの一例です。他にも多数のテストピースがござ

いますので、お気軽にお問合せください。

イッチン

透明釉 マット釉 飴釉

色
化
粧
土

酸
化
ク
ロ
ム

酸
化
第
二
鉄

1.0
%

1.５
%

石灰釉 石灰リチウム釉 石灰マグネシア釉 石灰バリウム釉 石灰亜鉛釉 乳白釉(SnO2 3%)

釉 薬

石灰ストロンチウム釉 乳白釉(SnO2 6%) 乳白釉(TiO2 ６%)

褐色 濃い褐色 褐色 深緑色 褐色 ベージュ 小豆色 桃色 淡い褐色

橙色 レンガ色 橙色 赤褐色 明るい橙色 淡い黄色 淡い小豆色 淡い紫色 淡い灰色
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出展窯元によるろくろ実演

「自然にやさしく、人にやさしく」をテーマに、やきも

のの普及と愛好家の拡大、やきものが持つ人と環境に対す

るやさしさへの理解を深めてもらうことを目的として、旭

川やきもの協会の主催で毎年開催しています。今年度は 9

月 21 日(土)・22 日(日)の 2 日間、旭川地場産業振興セン

ターにて開催し、全道から 111 窯が展示販売したほか、

様々な楽しい催しを行い、10,000 名を超える来場者で賑

わいました。

ろくろ実演では窯元の技に見入る来場者で人垣ができ、

陶芸体験では多くの親子連れが手びねりで思い思いの作陶

を楽しんでいました。

チャリティー福袋は販売開始から数分で完売する盛況ぶ

りで、収益金は北海道胆振東部地震災害義援金として、厚真町へ全額寄付しました。

毎年好評の特別企画展は、暮らしに彩りを添える一輪ざしの展示「一輪ざし展 ～花より花びん

～」を開催しました。伝統的なうわぐすりや技法を用いたものからユーモア溢れる一点ものまで、

各窯元の自信作が目白押しの見ごたえある展示となり、目移りしながらお気に入りの作品を手に取

る来場者の姿も見受けられました。

また、土に触れる楽しさを知ってもらうことを目的に、「伸ばして積んでつんで競争」と題した、

粘土を高く積み上げる競争を実施しました。お子様たちの無邪気かつ真剣な姿に、来場者からは拍

手と声援が送られ、会場内は大いに盛り上がりました。

次回の旭川陶芸フェスティバルは、2020 年 9月 26 日(土)・27 日(日)に同会場での開催を予

定しています。

今回で第 5 回目の開催を迎え、初夏の一大イベントとしてすっかり定着した「旭川デザイン

ウィーク」は、「クロスオーバー」をコンセプトに、6月 19 日(水)から 23日(日)までの 5日間、

旭川デザインセンターをメイン会場に行われ、来場者数は 18,000 名を記録しました。

旭川家具の新作や新提案を行う「旭川家具エキシビション」や「オープンファクトリー」などの

主要企画、技能五輪出場者の練習課題作品や「君の椅子プロジェクト」等さまざまな展示が催され

ました。メイン会場の入り口には、スペシャルインスタレーションとして、世界的インテリアデザ

イナーのグエナエル・ニコラ氏による色鮮やかなトンネルが来場者を出迎え、トンネルの先には、

未来に羽ばたいて欲しいという願いを込めて、旭川家具が宙に浮いている幻想的な空間が広がり、

大変印象に残りました。

旭川デザインウィーク
くらしとデザインの広場

23rd 旭川陶芸フェスティバル
自然にやさしく、人にやさしく

グエナエル・ニコラ氏によるインスタレーション



Industrial Arts News Vol.83 10

新しい生活文化の提案と発信を目的として、1990 年から 3年ごとに開催している「国際家具

デザインフェア旭川（IFDA）」は、世界中のデザイナーと家具産地である旭川地域にとって、より

親密な国際交流を図る場として定着しました。

メイン事業であるデザインコンペティションは、37 か

国・地域から 588 点の応募があり、昨年 12 月に実施した

予備審査で 25点の入選候補作が選定されたところです。

次年度には、家具実物による本審査を経て、最高賞である

ゴールドリーフ賞をはじめとする入賞作品３点と入選作品

が選定されます。

イベントではデザインシンポジウムやコンペティション

入賞入選作品展などが開催される予定です。

●会期：2020年 7月 2日(木)～5 日(日)（予定）

●メイン会場：旭川デザインセンター

旭川市永山２条１０丁目

●デザインコンペティション

テーマ：木製家具

公募結果：588 点（37 か国・地域）

審査委員：

委員長 藤本 壮介（東京・建築家）

委 員 廣村 正彰（東京・グラフィックデザイナー）

委 員 アン・ルイス・ソマー（デンマーク・デザイミュージアムデンマーク館長）

委 員 タッカー・ヴィーマイスター（アメリカ・プロダクトデザイナー）

委 員 マイケル・ヤング（イギリス・プロダクトデザイナー）

●デザインフェア開催イベント

デザインシンポジウム、コンペティション入賞入選作品展、旭川家具エキシビション他

●併催事業

「旭川工芸展（仮称）2020」（旭川デザインギャラリー）

「織田コレクション展」（せんとぴゅあ・東川町）

国際家具デザインフェア旭川 2020（IFDA2020）
デザインは愛、木とくらし

予備審査風景
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●国際大会

世界中の若手職人がその技能を競うために 2年に 1度、技能五輪国際大会が開催されています。

今回は 8月 22日～27日にロシア連邦タタールスタン共和国の首都カザンで開催された大会に山

口智大さん（株式会社ガージーカームワークス）が家具職種の日本代表として出場しました。

当センターでは、4月から大会直前までの約 5ヶ月間、受入研修を実施しました。

【研修内容】

今大会では 3 候補から絞られ 30％以上の仕様変更が加えら

れた課題が競技 2日前に発表され、4日間、21時間 30分以内

で完成させるルールとなっています。そのため加工技術の練習に

加え、変更課題の図面読み取りや加工手順が重要となることか

ら、エキスパートや当センター職員も変更課題を想定し、通し練

習をこなしました。旭川地域にはメダル獲得者や、直近 6 大会

連続で国際大会に出場している実績があるため、大会経験者から

のアドバイスや当センターに来所する熟練技術者からも技術的

な指導を受けました。

【大会結果】

今回は 30か国・地域から選手が参加しました。結果は課題を

完成させる事ができなかった選手も多い中、日本選手としては

30数年ぶりとなる一桁順位の 9位（敢闘賞）となり、山口さんの奮闘ぶりがうかがえました。完

成後の出来映えはかなり良かったものの、製作の途中過程まで細部に渡って評価する国際大会の採

点基準に影響を受け、予想より得点が伸び悩んだことに更に上位を目指すときの国際大会の難しさ

を感じました。

これからも旭川の選手が国際大会に出場する機会があると思われますが、今回の経験を生かし選

手のスキルアップに貢献できるよう今後も支援していきたいと思います。

●全国大会

技能五輪全国大会が 11月 16 日・17 日に愛知県で開催され 9月から大会直前までの約 2か月

間、受入研修を実施しました。今回、企業からの出場選手は井上由歩さん（株式会社匠工芸）、今野

翼さん、倉橋司さん（共に株式会社プレステージジャパン）の旭川地域の若手職人 3名です。

【研修内容】

今野さんと倉橋さんは既に全国大会の出場経験があることから、メダル獲得を目標に、自分達で

主な練習内容を定め、井上さんは初出場なので課題製作の流れと各部材の加工方法を習得し、競技

時間内での完成を目指す内容で研修を実施しました。

研修後半には、競技本番を意識して旭川高等技術専門学院の学生出場者（3名）と共に合同模擬

競技会を 2回実施しました。

さらに、今まで旭川地域からは多くの技能者が全国大会に出場しており、経験者からのアドバイ

スをはじめ、当センターに来所する熟練技術者からも技術的な指導を受けました。

【大会結果】

競技は 2ヶ月前に発表されている課題のキャビネットを 2日間、11時間で製作するものです。

結果は、全国から 32名の選手が参加する中、倉橋さんは金賞を、今野さんは敢闘賞を受賞し、井

上さんも時間内に課題を完成させることができ、大健闘しました。

また受入研修は実施していませんが昨年，家具職種から出場した荻野圭一さん（有限会社杏和建

具）が建具職種で競技に臨み見事，金賞を受賞しました。

国際大会・全国大会

技能五輪家具職種受入研修

競技風景
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これからも旭川地域の若手職人が全国大会に出場する機会があると思われますが、今回の経験を

生かし選手のスキルアップに貢献し、より充実した研修となるよう今後も支援していきたいと思い

ます。

工芸センターでは、センターの運営や事業計画の策定に関し、業界団体などから広く意見を聴く

場として、外部の関係機関・団体・教育機関の推薦による委員で構成された「旭川市工芸センター

運営委員会」を設置しており、今年度は 5月 31日と 7月 29 日に開催されました。

現委員は、前委員の任期満了に伴い、令和元年 12月 1日に改選されました。

任期は令和元年 12月 1日から令和３年 11月 30日までの 2年間となっています。

運営委員会の開催結果については、旭川市ホームページからご覧になれます。

ホームページ

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/364/365/369/d053632.html）

【業界代表】 【学識経験者】

旭川家具工業協同組合 吉田 安志
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
森林研究本部 林産試験場 渡辺 誠二

旭川家具工業協同組合 關口 洋平 北海道立旭川高等技術専門学院 佐藤 勝幸

旭川建具事業協同組合 河野 広秀 東海大学 笹川 寛司

旭川地方木材協会 三津橋 央 北海道教育大学旭川校 岩永 啓司

旭川木のモノ組合 井上 寛之 北海道インテリアコーディネーター協会 中村 雅彦

旭川陶芸協会 稲垣 征弘 （敬称略）

工芸センター運営委員会
円滑なセンター運営のために

家具部門に出場した北海道選手 入賞した旭川の家具・建具選手（前列）

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/364/365/369/d053632.html
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当センターでは旭川地域の木製品製造業及び陶磁器製造業の各業界について実態を把握するた

め、家具製造業及び建具製造業は毎年、工芸品製造業及び陶磁器製造業は隔年で、各企業への訪問

や調査票の郵送により調査を実施しています。

今年度は、１０月から 12月までの期間に、平成３０年度における各業界の売上高の実績や現状

の課題などを調査しました。

これらの調査結果をまとめ、各業界の総売上高と総就業者数を推計したところ、次のような結果

となりました。

●令和元年度調査（平成 30年度実績）各業界の推計総売上額及び推計従業員数

※1 売上高には、消費税を含む。※2 前回調査：家具、建具 平成３０年度調査（平成２９年度実績）

●家具製造業

旭川地域における木製家具製造を主とする事業所の平成３０年度における総売上額を昨年度比

０．６７％増の１５１億円と推計しました。推定従業員数は１，３９８人とやや減少したものの、

1人当たりの生産額が増加したことにより、推計総売上額が増加しています。

現在の課題については、「施設設備の老朽化」、「人材育成」、「熟練工の高齢化」が依然として上位

を占めており、先行きが見えない中での設備投資は出来ず、修繕で対応しているが修繕費も大きな

負担であり設備自体も限界に近いという声や、新卒者や若い人材を希望しているが採用できていな

いといった声が聞かれました。解決に向けた取組を試行錯誤しながら行っている事業所も見られま

すが、従事者の増減や施設設備については、売上額増減の大きな要因になり得るため産地全体とし

て対応を進める必要があります。

産地全体を見渡すと、旭川地域の家具を周知する取組や高度な技術やデザインを活かした付加価

値の高い家具を生産するなど、将来を見据え行動し前向きに取り組んでいる事業所があることか

ら、今後についても、業界の活性化に期待しています。

●建具製造業

旭川地域における木製建具製造を主とする事業所の平成３０年度における総売上額を、前年度比

２．４％増の約２２億４，４００万円と推計しました。推計従業員数については、２８％（３９人）

増の１３７人から１７６人となりました。

聞き取り調査によれば、先行きが見えにくい中での設備投資はできないといった声が依然聞かれ

たのと、現在の課題としている「施設設備の老朽化」に伴い、今後修繕費等の増加を懸念する声が

聞かれました。しかし、同様に現在の課題の項目で常に上位にある「熟練工の高齢化」「人材育成」

や、「人材の確保」など人に関する事項は、推計従業員数が、増加していることから解決に向けた取

組の成果が現れていると思われます。

今回調査での課題や傾向等を踏まえ、今後も市場動向に注視し、旭川地域全体で対応策を検討し

ていく必要があります。

次年度の調査は家具及び建具・小木工・窯業の業界を対象に調査を予定していますので、お手元

に調査票が届きましたらご協力くださいますようお願いいたします。

なお、今回の調査結果の詳細につきましては、当センターまでお問い合わせください。

家具・建具実態調査の概要報告
平成３０年度 旭川地域の木工業界調査

推計総売上額※１ 推計従業員数

今回調査 前回調査※２ 今回調査 前回調査※２

家 具 151 億円 150 億円 1,398 人 1,437 人

建 具 22.4 億円 21.9 億円 176 人 137 人
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このたび、「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針（改訂版）に基づき、令和２年４月１日から

新しい使用料・手数料となりますので、ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。

使用料・手数料の改正
令和２年４月１日から変更になります

帯のこ盤 1 460 
高速度単軸面取盤 1 450 
卓上ボール盤 1 400 
リンク式横切丸のこ盤 1 480 
高速丸のこ盤 1 460 
角のみ盤 1 420 
ダボ孔ボーリングマシン 1 700 
手押かんな盤 1 460 
自動かんな盤 1 550 
４軸ほぞ取盤 1 580 
エッジベルトサンダー 1 630 
リップソー 1 540 
４点式万能帯のこ盤 1 520 
高周波加熱装置 1 1,110 
そで付昇降盤 1 700 
高周波ルータ 1 940 
カットボーリング面取機械 1 970 
ストロークサンダー 1 720 
プレス機 1 1,250 
５軸制御ＮＣルータ実験機 1 4,230 
炭酸ガスレーザ彫刻システム 1 2,670 
ワイドベルトサンダー 1 1,650 
長円ほぞ取機 1 850 
自動長穴明機械 1 780 
コーナーロッキングマシン 1 780 
糸のこ盤 1 430 
電動ロクロ 1 180 
真空土練機 1 220 
耐光性試験機 1 890 
恒温恒湿環境試験機(大） 24 4,140 
恒温恒湿環境試験機(小） 24 2,080 
家具強度試験機 1 1,080 
振動試験装置 1 4,600 

　

強度試験 ５試片（料）まで 910 

含水率測定
１条件５試片（料）

まで
550 

１条件５試片（料）

まで
910 

繰返し荷重試験
１条件１試料

４０００回ごと
2,640 

繰返し衝撃荷重試験
１条件１試料

４，０００回ごと
2,640 

静的強度試験 １条件１試料 1,240 
衝撃試験 １条件１試料 1,240 

耐久性試験
１条件１試料

１２，５００回ごと
5,520 

１日 2,560 
１日 2,500 
１日 450 

塗膜強度試験 １条件５試料まで 400 

耐摩耗試験
１条件１試料

５，０００回ごと
420 

１条件 26,300

１式
32,400円以内で市長

がその都度定める

吸水試験 １試料 490 
強度試験 １試料 790 
乾燥試験 １試料 310 
材料調整 １ｋｇ 1,020 

１件又は１通 310 

　

※料金はいずれも税込です。

※料金はいずれも税込です。

５試片（料）に満たないものは，５試片

（料）とみなす。

接着力試験

１条件１試料12,500回に満たないとき

は，１条件１試料12,500回とみなす。

恒温恒湿処理試験（大）

恒温恒湿処理試験（小）

恒温水槽試験

１条件５試料に満たないものは，１条件５

試料とみなす。

１条件１試料5,000回に満たないときは，

１条件１試料5,000回とみなす。

振動試験

その他の木工関連試験

１ｋｇに満たないものは，１ｋｇとみなす。

試験分析成績証明書

その他の業務 32,400円以内で市長がその都度定める

使用料一覧表

設　　　　備
１件の単位

（時間）

使用料

（円）
備　　　考

窯業

機械

試

験

機

器

手数料一覧表

業　　　　務 1件の単位
手数料

（円）
備　　　考

木材木

質材試

験
１条件５試片（料）に満たないものは，

１条件５試片（料）とみなす。

製品性

能試験

１条件１試料4,000回に満たないときは，

１条件１試料4,000回とみなす。

塗料及

び塗膜

試験

窯業試

験･調整

木

工

機

械 使用時間が１件の単位に規定する時

間に満たないときは，１件の単位に

規定する時間使用したものとみなし

ます。
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前回の工芸ニュース vol.8２（201９年 3月発行）から､次のような職員の異動がありました。

＜転出＞ 有馬 有志 ＜転入＞ 鈴木 三千仁

荒戸 貴弘 野澤 早織

塩飽 大輔

※ いずれも 4月定期人事異動

■野澤 早織（のざわ さおり）

昨年 4月の人事異動で工芸センターに配属となりました、野澤と申します。昨年度までは、資産

税課で主に新築家屋などの評価額算定を担当しておりました。

ものづくりに関わる仕事は初めての経験で、知識もほとんど白紙に近く、右を見ても左を見ても

名前も知らない機械ばかりと、配属当初はかなり戸惑ったことを昨日のことのように覚えています。

あれから 1年ほどが経過した現在ですが、学ぶべきことはまだまだ山積しており、それをひとつず

つ切り崩すのに四苦八苦を続けているところです。

こちらでの仕事を通して皆様の製品を拝見する度、そのデザイン力、技術力の高さにいつも目を

奪われてしまいます。まだまだ未熟者ではありますが、関係業界の皆様から多くのことを学ばせて

いただき、旭川地域のものづくり産業を盛り上げていくお手伝いができるよう、尽力していく所存

です。今後ともどうぞご指導のほどよろしくお願いいたします。
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