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▲「キリン」と呼ばれる案内サインは、都市部はダークグリーンとブラウン、沿岸部はブルーに。

▼神戸市が2008年、ユネスコ創造都市ネットワークデザイン都市に認定されたマークです。神戸市では、東日本大震災以降、津波による浸水が想定される沿岸
部・都心部における津波避難情報発信・啓発の取り組みを進め、
平成26年8月には、この一環として「津波避難情報板（鳥瞰図）」を、
来街者の多い駅周辺に設置しました。この情報板には、浸水想定
区域および避難行動のための情報収集方法や、より早く、より高い
所への移動のご案内などが掲載されています。今回、神戸市危機
管理室、市民参加によるゼミなどを主催したデザイン・クリエイティブ
センター神戸、NPO法人プラス・アーツの方にお話をお聞きしました。

〔防災・まちづくり＋観光〕

来街者への安全・安心のおもてなし。
「神戸発：日常的にも活用される津波避難情報板を企画する」

「津波避難サイン」
兵庫県神戸市
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神戸市ならではの津波避難情報板が誕生。

「津波避難情報板」を「防災」の観点だけで

なく、「まちづくり」や「観光」の観点からも考

える、という取り組みについてお聞きします。

（中原氏）今回のプロジェクトの起点は、兵庫県

が、東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ巨

大地震による津波浸水想定を公表したことです。

これまでの想定された津波では神戸市都心部と

いわれる所には浸水がないと思われていました

が、今回浸水想定域内に入ってきました。都心部

となりますと観光目的など地理に不案内な方も

多く、来街者の方々へ情報発信などの取り組み

が必要ですので、非常に大きな話となります。

　さて、神戸市は、ユネスコに認定され「デザ

イン都市・神戸」を推奨している中で、私共は

「デザイン・クリエイティブセンター神戸」と連携

し、「＋クリエイティブゼミ」での市民参加の検討

を経て、〈防災・まちづくり＋観光〉という企画を

進めるとともに、都心部のまちづくり団体や事業

者の方々、学生さんなどに、ご意見をいただき

ながら検討を進めました。

「デザイン・クリエイティブセンター神戸」と

市民の皆さんで情報板を作る企画ですね。

（室崎氏）デザインによって社会的な課題を

解決していくことです。このプログラムにゼミ形式

の「＋クリエイティブゼミ」があり、市民が少人数

ごとにディスカッションを重ねることで、プランを

現場に反映しようというものです。

　さて、津波避難情報板の設置をしたいという

課題から、市民参加を一般に公募して、25名

の方に参加していただきました。市の危機管理

室からの意見をはじめ、ゲストレクチャーや中間

発表などを重ね、計14回に渡ってゼミを行い

ました。私は、NPO法人プラス・アーツに所属

しており、防災のイベントなどにも参画していま

すが、今回は来街者の方々を強く意識すると

いうことで難しい課題ではありました。何故なら、

いわゆる津波の情報板として、浸水域が表示さ

れているだけでは、来街者の方や観光で訪れた

方々には見ていただけないのではないか…。そう

した意見が多く聞かれたからです。

　ゼミの中では、さまざまアイディアが次々に

出されましたが、ちょうどその頃、ニュースでも取り

上げられていた「鳥瞰図絵師の青山大介氏の

作品はどうか」という声が上がり、全体デザイン

の検討とともにゼミが重ねられました。そして、

最終的に、青山氏に、手描き鳥瞰図の使用を

お願いすることとなりました。

（中原氏）青山さんは神戸在住の方ですが、

神戸の鳥瞰図は3年をかけて完成させたという、

街への思いが込められた作品です。結果として

も来街者の方々はもちろん、小さな子ども達を

はじめ、ご家族で地図に見入っている姿をよく

見かけます。嬉しいですね。

まさに、神戸オリジナルと言える情報板です。

そして「誰のために」ということが明快なの

で、メッセージがしっかり伝わります。

　コトブキとしましては、美しさ、耐久性の

高さとともに、街なかでの設置ということで、

イタズラ等にも強い素材をご提案しました。

（中原氏）それぞれの思いが重なって、実現した

情報板だと言えますね。デザイン都市らしく、デザ

インの力を加えることで発信力も高まりました。

（室崎氏）新しく来た方々に、防災情報を伝える

ことで、「安全・安心のおもてなし」を街ぐるみで

実践していくきっかけができたと思います。

そして、これからの防災についての将来的

ビジョンまでと、熱い思いが語られました。

これからの神戸にご期待ください。

神戸市危機管理室
計画担当
中原 大輔 氏

NPO法人プラス・アーツ
チーフ
室崎 友輔 氏

危機管理室では、これからも、さまざまな地元団体や多くの
市民の皆さんとの連携を深めて、実際に地震や津波がき
た際にどうしたことができるかなどの議論を進めています。

プラス・アーツは、教育、まちづくり、防災、環境、観光など
の分野において、既成概念にとらわれない創造力を
導入し、課題解決を目指しています。

『神戸の都心部を安心して楽しんでいただきたい』

神戸市 危機管理室 中原氏（写真中央）、NPO法人プラス・アーツ 室崎氏（右）。株式会社コトブキ 荻田（左）がお話を伺いました。

「＋クリエイティブ」ゼミの様子

青山大介氏による手描き鳥瞰図



03

長距離自然歩道の設定
（みちのく潮風トレイル）

自然環境
モニタリング

自然の
保全・再生

環境教育・ESD
の推進

エコツーリズム
の推進

公園の施設整備
フィールドミュージアム

三陸復興
国立公園の指定

地域魅力向上

東北ならではの
観光スタイルの構築

地域への誇り・
愛着の醸成

地域の暮らしを支える
自然環境の保全

農林水産業の
活性化

観光利用の
促進

地域内外の
交流の促進

自然の恵みと
脅威の継承

復 興

（平成25年～）

「三陸復興国立公園の創設を核としたグリーン復興のビジョン」
の７つのプロジェクト

これまでに各地で、さまざまな取り組みを行っています。

環境省「みちのく潮風トレイル」 公式ウェブサイトより一部抜粋
▶  http://www.tohoku-trail.go.jp/outline

八戸～久慈間の踏破認定制度がスタート。スタンプを集め、達成区間数に
応じ、証明書・記念品をプレゼント。

「あるいて、つないで、みちになる。」は、東北芸術工科大学を中心とする8名
の大学生発信のプロジェクト。

多くのハイカーや地域の方々に、より愛される道へ。ワークショップ形式の
意見交換会を行っています。

■ 三陸復興国立公園の創設（自然公園の再編成）
■ 里山・里海フィールドミュージアムと施設整備
■ 地域の宝を活かした自然を深く楽しむ旅（復興エコツーリズム）
■ 南北につなぎ交流を深める道（みちのく潮風トレイル）
■ 森・里・川・海のつながりの再生
■ 持続可能な社会を担う人づくり（ESD）の推進
■ 地震・津波による自然環境への影響の把握（自然環境モニタリング）

〈みちのく潮風トレイルとは〉
環境省が、東日本大震災からの復興に貢献するために取り組んでいる「三陸復興国立
公園の創設を核としたグリーン復興プロジェクト」の一つで、青森県八戸市蕪島～福島県
相馬市松川浦までの約700㎞を南北につなぎ交流を深め、「歩く旅」を楽しむための
道です。人と自然が織り成す風景、地域に根ざした暮らしや文化、そして自然の恵みと
脅威を歩くことで体験することができます。多くの方々に利用され、旅人と地域の人々の
交流が生まれることで地域が活性化し、復興に貢献することが期待されています。

東北の新しい道がひらけました。

「みちのく潮風トレイル」

青森県

秋田県
岩手県

八戸市蕪島

約700km

み
ち
の
く
潮
風
ト
レ
イ
ル

相馬市松川浦

宮城県山形県

福島県

－－ H27.3時点での開通箇所
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新地区間開通除幕式（新地町総合公園） トレイルコースマップ相馬区間開通除幕式（松川浦環境公園）

浄土ヶ浜トレイル予定コース 岩手県宮古市田老 キロポスト整備（2015年2月）

上記相馬、新地、浄土ヶ浜のサインをコトブキで製作しました。

キロポストとは、トレイルコースの目印となるもので、コース
上に一定の間隔で設置されます。設置の際には地域
住民も参加し、一つのイベントになっています。

環境省「みちのく潮風トレイル」公式ウェブサイトはこちら ▶  http://www.env.go.jp/jishin/park-sanriku/trail/
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江戸時代、こんぴら参りでにぎわった丸亀港。現在は、中心市

街地の活性化などを目的に、「こんぴら湊ー丸亀街道ゾーン整備

事業」が進められています。市内に点在する史跡等を線で結び、

県内外から来客者を迎えるまち歩きイベントなどを催し、回遊性

の向上を目的として、コトブキのサイン、シェルター、ベンチ、が設置

されました。サインは、コンクリートとガラスの異素材による組み

合わせの「趣とモダン」が好評です。

街道の整備へ

歴史資源を活用した
ネットワーク機能の構築へ。
「こんぴら湊-丸亀街道ゾーン整備」
香川県丸亀市

函館の観光スポットで有名な金森赤レンガ倉庫は、異国情緒あふ
れる街並みが、時を経て今なお多くの人々に憩いの広場として
愛されています。近隣の歩道をくつろぎの空間とし、クラシカルな
デザインのベンチ「ヌーボー」が設置されています。柔らかな曲線
と風合いが、落ち着きのある空間を演出。その脚や肘はアルミ合金
鋳物の錆に強い特性を持ち、美しさの中に強靭さも秘めています。

街並みとの調和

函館を代表する金森赤レンガ倉庫。
この空間に「ヌーボー」が調和する。
「金森赤レンガ倉庫」
北海道函館市
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藤村式建築の「太鼓堂」を模した展望台と解放的なデッキテラス

が象徴的な「道の駅 富士川」。天気の良い日ともなれば、大自然

が描いた芸術とも言えるほどの風景が楽しめます。ここから眺める

春の大法師公園の桜や、夏に行われる神明の花火は地元の人々

にも見所とのこと。旅の合間に立ち寄った人々には、展望サインが

パノラマで広がる山並みを詳しくご案内します。自然素材のひのき

製ピクニックテーブルも、くつろぎの場の設えとして活躍しています。

ご案内とくつろぎ

八ヶ岳連峰が望める屋上で、
心身が癒されるひとときを。
「道の駅 富士川」
山梨県南巨摩郡富士川町
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2013年12月開業の、阪急京都線西山天王山駅は、京都縱貫自
動車道と直結し、高速バスやマイカーの乗り継ぎを容易にしました。
改札付近にバス乗り場、駐車場が配置され、全体に落ち着いたデ
ザインやカラートーンの統一が印象的な、ベンチ、サインが採用され
ています。長岡京市は駅舎や駅前広場のユニバーサル化整備を
推進しており、音声触知サインも設置されています。住民のみなら
ずや街に観光で訪れる人々に優しい街づくりを目指しています。

駅前広場に統一感

高速道路と鉄道をつないだ駅。
新しい駅のカタチがここにある。
「阪急京都線 西山天王山駅 駅前広場」
京都府長岡京市
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香川県のほぼ中央に位置する綾川町。「綾川駅」は県南西部の
交通結節点として、2013年12月に開業しました。駅を中心に利便
性の高い居住空間の創出を目指しており、イオンモールへのアク
セスも便利です。コトブキは駅ホームベンチをはじめ駅前広場
のシェルター、車止め、サイン、ベンチを納入。町のマークカラーの
ブルーをサインなどに生かして、爽やかな印象を生みだしています。

賑わいの創出へ

新駅を拠点として賑わいと活力
のあるまちづくりを目指す。
「高松琴平電気鉄道 綾川駅 駅前広場」
香川県綾歌郡綾川町
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2014年10月30日にグランドオープンした「ららぽーと和泉」。
幼児向けには登り降りが楽しい「ちびっこマウンテン」を。元気な
チビッ子達には冒険と発見がテーマの「プレイポートワンダー」が
用意されています。さらに不思議なカタチの「マジカルフォレスト」
は、座って、登って、かくれんぼもできます。公園に行くように、お買い
物もできる、ママにうれしい空間ができました。

商業施設の屋外が充実

「ママ with ららぽーと」をテーマ
に大阪初のららぽーとが誕生。
「ららぽーと和泉」
大阪府和泉市



10

さらに、防災ファニチャーを納入。
「ららぽーと和泉」と和泉市は、オープンを前に災害時における支援協定として「災害協定」を締結しています。
「ららぽーと和泉」が管理する地下水膜ろ過システムを使った余裕水の供給や平面駐車場を一時避難場所等として
います。コトブキは、かまどベンチなどの防災ファニチャー、サイン、ソーラー照明灯を納入しています。
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太陽光発電によるオール電化と、木材の温もりが感じられる園舎
が子ども達の五感を刺激する「南湖保育所」。近隣2ケ所の保育
所老朽化に伴い、平成26年4月、統合保育所として新設。園庭に
は複数の遊びアイテムを詰め込んだ複合遊具「プレイシェイパー」
や鉄棒・ブランコを設置。日差しが強い季節の外遊びにも配慮し
て、砂場エリアに「遮光テント」を付けたパーゴラも設置されました。

遊びから学ぶ

ユニバーサルデザインを基本と
したエコな保育所として新設。
「南湖保育所」
山梨県南アルプス市
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「川島こども園」は、市へ合併前の川島町庁舎内部を改修し、利用
しています。望ましい環境を整え、子ども一人一人の発達を保証し、
健康で豊かな人間形成の基礎を培う。などを教育目標に掲げてい
ます。園児が元気に遊びまわっている複合遊具の導入・選定におい
ては、幼稚園・保育所関係者と各アイテムを、ワークショップによって
決定されました。年代に合わせて細やかに対応されています。

交流を育む

旧庁舎が、子育て支援の拠点へ。
園の遊具は交流を育む一助に。
「吉野川市立 川島こども園」
徳島県吉野川市
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備蓄倉庫テラスから築山を望む

「横浜市立東山田小学校」では、まず校庭の整備が進められていま

した。この整備中に防災・減災としての「かまどベンチ」を設置する

ことで防災拠点としての新たな機能を持たせたることとなりました。

設置は学校が行いましたが、管理は、この小学校を防災拠点と

している3地域の自治会が担っています。今後も防災訓練の

実施などで、地域との更なる連携が期待されています。

防災拠点を充実

公立小学校に「かまどベンチ」。
地域の自治会で管理される。
「横浜市立東山田小学校」
神奈川県横浜市

防災機能を備えた総合公園として整備を進めてきた「神栖中央
公園」が2014年6月に開園。約19ヘクタールもの広大な敷地に、
約1,500人が避難できる築山や、市の備蓄の中心となる備蓄倉
庫、防災ファニチャーの「かまどベンチ」「トイレスツール」などを備え
て、地域の防災拠点となっています。〈子どもの広場〉では大型
複合遊具も配置され、日々人々が集う賑わう公園となっています。

日々賑わう総合防災公園へ

ふれあいと憩いの場であり、地域
の頼もしい防災公園でもある。
「神栖中央公園（土研跡防災公園）」
茨城県神栖市
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※旧型かまどベンチご利用時のご注意：
　床面が砂・土以外の場合は、直に火を炊くと床材の急激な劣化や破損、場合によっては破裂飛散する可能性があります。ご利用の際はレンガ等を敷いてご利用ください。

「山梨大学医学部附属病院」では、立体駐車場の建設工事と

あわせて防災ファニチャーの設置が計画されました。立体駐車場

の屋根を利用して、この場所を「災害時緊急避難場所」にすると

いう計画で、完成約2ヵ月前に追加で発注となりました。コトブキ

では、「かまどベンチ」と、ベンチやスツールが洋式トイレになる

「防災トイレ」を納入しました。こうした柔軟な発想を速やかに

生かすお手伝いができたことも、私達メーカーの喜びです。

避難場所の創出

空間を生かす！ 医療の現場で
生まれた「災害時緊急避難場所」。
「山梨大学医学部附属病院」
国立大学法人山梨大学
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「山梨市民小原スポーツ広場」は、総合グラウンドに変わる施設とし
て市役所敷地内に2カ年計画で拡張整備されました。市民の健康
維持と体力増進を図るスポーツ広場としての機能と、防災広場の
機能を合わせもつ多目的広場となっています。グラウンド外周には、
日頃、誰でも気軽に立ち寄り、運動できるウォーキングコースが設け
られ、健康器具や遊具、防災ファニチャー等が設置されました。

元気な市民生活を願って

さまざまな運動が楽しめて、さらに
災害時には頼もしい防災広場に。
「山梨市民小原スポーツ広場」
山梨県山梨市
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いきいきと過ごすために。 ウォーキングイベントや健康教室の充実へ。

各コミュニティごとに健幸ウォーキングロードを設定しま
した。完成したコースマップは、市内７地区に２つずつ設定
した「ウエルネスコース」（14コース）。マップには、コースや
休憩できる場所などを示した案内地図のほか、ウォーキング
の効果やポイントなどを記した豆知識も掲載し、わかりやす
く、楽しく歩くことができるよう工夫されています。また、寝た
きり予防、生活習慣病予防を目的として、健康運動教室
を開催しています。 ● 「健幸ウォーキングロード」コースマップ一例 ● ウォーキングイベントの様子

新潟県見附市では「健幸なまちづくり」の一環とし、「スマートウエル
ネスみつけ」の推進イベント、「見附市健幸ウォーキング」を実施。
講師に、日本ポールウォーキング協会 代表理事、杉浦 伸郎氏を
迎え、〈正しい歩き方・美しい姿勢の作り方〉の講座から始まり、
コトブキの健康器具の使い方のレクチャー。この日、屋外コースを
予定していた「歩き」は、天候が変わったため体育館で行いました。

健康器具の使い方をレクチャー

まちづくりのテーマは「健幸（けんこう）」。
市民祭りとして「歩く」ことを実践。
「見附市健幸ウォーキング」
新潟県見附市
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「港湾に賑わいを」という計画、経緯と現状、そして
ビジョンなどについてお聞きします。
　広島の海の玄関口にふさわしいまちづくりと国際港湾都

市の建設を目標として、宇品と出島で埋立事業が始まり、

出島の広島港国際コンテナターミナルと宇品の広島港

宇品旅客ターミナルが完成した平成15年頃、物流機能の

強化と合わせて、宇品から出島に至るウォーターフロントで、

魅力ある港の環境整備に繋げたいという思いから賑わい

づくり事業が始まりました。地元住民への説明はもちろん、

事業の実施前には、関連部署の横断的なワークショップ

を行うなどして取り組み内容を決めています。

　優れた景観と波止場の雰囲気を持つ宇品中央地区

は、利用率の低い倉庫などを、賑わい施設に利用転換。

その後、一般公募により、この一帯を「宇品デポルトピア」と

名付けました。現在、インテリアショップ、カフェ、レストラン、

結婚式場、ライブハウスなどが開店し、魅力ある施設に

生まれ変わっています。また、宇品デポルトピアに続く元

宇品入口までの延長約470mのプロムナードが完成し、

朝夕の散歩やジョギング、保育園の遠足利用などで、利用

者が増え、「綺麗になった。歩きやすい」と好評です。重要

なことは、宇品の利点である「物や人が集まる・自然が

美しい」という地域特性を最大限活かし、宇品地域から

全体の活性化が進められることです。そのためには、県、

市、地元、企業が協力し、連携していくことが必要だと思い

ます。また、県と市で作る「みなとの賑わいづくり協議会」

では、イベントについても連携を図っています。

　これからも、多くの方に物流拠点と、恵まれた港の景観

が共存する宇品地区を楽しんでいただけるような取り組み

を検討していきたいと考えています。

広島県広島港湾振興事務所
工務課 工務係長
清水 崇典 氏

瀬戸内海の美しい景観、旧宇品港の歴史資源、緑地・

公園、そして湾岸倉庫など、ここ「広島港宇品出島地区」

がもつ魅力を生かし、賑わいを生み出すことを目指して、

この事業が始まりました。これらの背景と今後の指針など

について伺いました。

海辺を楽しむ一日

「魅力ある港の賑わいづくり」へ。
サインがその一助となるように。
「広島港（宇品地区）みなとの賑わいづくり事業プロムナード整備」
広島県広島市南区

ウォーターフロントを生かした賑わいへ。
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「狩野川ローカルマーケット」は、官民共同の研究会「沼津あげつち

周辺狩野川活用研究会」が行う河川空間オープン化への社会

実験事業の一環として開催が始まったイベントです。狩野川に面して

ひらけた水辺空間「かのがわ風のテラス」には地元の方が、多数

集いました。会場内に設営された「スナッグ広場」では、カラフルなアイ

テムを自由に組み合わせて遊ぶ遊具「スナッグ」が登場。子ども達の

歓声と笑顔があふれ、地元の賑わいづくりに一役買っていました。

水辺でイベント

テーマは、～川がつなぐ「食」と「ひと」～
賑わいを盛り上げる遊具も登場。
「狩野川ローカルマーケット」
静岡県沼津市
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子ども達が太陽の下で思いきり遊べるようにと設けられたのが、
「松川工業第一公園」の大型複合遊具（愛称）「まつかわタワー
スライダー」です。敷地面積530㎡、高さ9mという市内最大級の
オリジナル複合遊具です。全長32mものロングスライダーなど
冒険と発見を子ども達に！さらに幼児から遊べる複合遊具も隣接。
人工芝が敷かれ、伸び伸びと子ども達が駆けまわっています。

思いきり遊ぶ公園

子ども達の元気な歓声がひびく。
体力、知力、気力を育んでいる。
「松川工業第一公園」
福島県福島市
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路面電車を保存した「市電ひろば」。電車は店舗としても活用され、賑わいの空間をつくりだしています。

「梅小路公園」は、京都駅から徒歩15分ほどの立地にありながら
緑と花で憩える都市公園です。美しい庭園の「朱雀の庭」やビオ
トープの「いのちの森」「市電ひろば」「河原遊び場」そして市内
最大規模を誇る大型遊具のある「すざくゆめ広場」など、ご家族で
賑わっています。ワクワク感を高めるローラースライダーをはじめ遊
具は「和」のデザインに。ザイルクライミングも子ども達に人気です。

京都の魅力を体感

遊んでも遊びきれないほどの公園。
京都の自然美と文化がここに。
「梅小路公園」
京都府京都市
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大型複合遊具は「すざく」の名の通り、デザインは京都らしいカラートーンと
「和」モチーフで、梅、羽子板や独楽などが、あしらわれています。また、渡り
の部分を、五条大橋をモチーフとするなど、遊びが散りばめられています。

遊具コンセプト
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どんぐりをテーマに、農村公園が昨年、リニューアルオープン。既存
の公園と幼稚園跡地をあわせた敷地に、新たな名所の誕生です。
村のマスコットキャラクター「どんちゃん」の帽子をかぶった展望台が
シンボルの大型特注遊具は、親子で楽しめるカーボンスライダーや、
5種の滑り台を含む30アイテムを搭載。遊歩道沿いに健康器具も
揃い、大人から高齢者の方も健康のために身体を動かしています。

三世代の公園

子どもも円熟世代もみんな元気に。
健康づくりも楽しめる憩いの場。
「更別村農村公園」
北海道河西郡更別村
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大人も子どもも楽しい公園へ。健康器具が充実しています。
納入された7種の健康器具は、よく使用されており、大人の方からも「市街地に出てきたら立ち寄りたい場所ができた」と喜び
の声があがっています。お母さんたちは、子どもが遊んでいるのを見守りながら、ご自身も健康器具を楽しむ姿が見られました。
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▶ 製品のご相談、ご依頼、お問い合わせは各社までご連絡ください。

【ワークショップ開催実績】平成24～25年度に岩手、宮城、福島で6回開催

開催日 開催場所 地域企業 支援企業

【４９のマッチングプロジェクト成果】

被災地域を支援する、【地域復興マッチング「結の場」】

〈結の場とは〉
● 被災地域企業が抱える経営課題（支援ニーズ）と大手等企業内資源（ヒト、モノ、情報、ノウハウ）とのマッチング
● 複数企業での支援体制を構築し、具体的なプロジェクト活動を展開
● 被災地域企業の復興を起点とし、持続的に発展し続ける地域経済の実現を目指す

■ H24.11.28
■ H25.2.13
■ H25.11.7
■ H25.12.4
■ H26.1.29
■ H26.2.6

●新規ビジネス推進、●販売チャネル開拓、●
営業・プロモーション支援、●業務カイゼン・企業
力向上などのプロジェクト項目で、49のマッチング
プロジェクトが成果を得ています。コトブキでは、
プロジェクトNo.32【「結の場」福島新チャンネル
開拓プロジェクト】に参画し、コトブキ社が有する
情報発信メディアを通じた鉄鋼機械組合の認知
拡大、販売促進の支援を進めています。

宮城県石巻市
宮城県気仙沼市
宮城県南三陸町
宮城県亘理町・山元町
岩手県宮古市
福島県福島市

13社
10社
6社
6社
6社
8社

35社
33社
21社
19社
26社
26社

復興庁では、平成25年より、被災地域の企業が抱える多様な経営課題の解決を図るため、
大手企業等が幅広く提供する支援事業の形成の場として、「地域復興マッチング『結の場』」を実施しています。

福島県の地元産業を支える鉄工会社の皆様のご紹介

東北精密工業株式会社
今年で創業32年目になります。時計会社の協力工場
から始まり、多分野の機械部品を作ってきました。現在
もネジやシャフト、小型旋盤など高度な技術を伴う製品
を扱っています。2次加工を極力しないという形で、クロ
ス加工機（複合機）など最新機を揃え、短納期対応、
コストメリットを高めます。また、24時間稼働で、試作・
モックアップからもご相談に応じています。

株式会社永沢工機 
鉄、ステンレス、アルミニウムを主とした板金製品を扱って
います。全体の25％は国内の建物やトンネル内の防災
設備、消化装置関係の制御盤を作っています。分析
器、医療器、半導体製造装置やスマートフォン関連に
使うような部品を作る装置なども扱っています。最先端
のレーザー複合機を使い、複雑な製品を品質良く、お客
様の要望に添って作ることをモットーとしています。

株式会社星野合金
水道メーターの部品やゴム製品などを扱っています。精
密で小型の部品を得意とし、豊富な知識と匠の技術
で、小ロットに対応できます。組合や結の場などの機会
や情報を取り入れながら、今後については、医療系の
新たな分野なども視野に入れています。

代表取締役社長
渡辺 隆 氏 

代表取締役
永澤 耕三 氏 

代表取締役
星野 真弘 氏 

有限会社キマタ技研（TEL：024-545-1371）、株式会社佐藤機械工業（TEL：024-591-4641）、株式会社三栄精機製作所（TEL：024-582-3144）、
有限会社高橋工業所（TEL：024-557-1580）

所在地：福島県福島市飯坂町平野字田切３-1　TEL：024-542-3190
ウェブサイト：http://www.nux.co.jp

所在地：福島県福島市庄野字清水尻1-7　TEL：024-593-5602

所在地：福島県福島市下野寺字街道南45-9　TEL：024-591-4838（代）

Close-Up Project
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【経営課題（例）】
●新商品開発手法が分からない
●施設は復旧したが、販路がない
●企画立案担当者などの担い手不足

被災地域企業

連携事業の創出（マッチング成果）

ワークショップ
において検討

支援提案企業

【支援提案（例）】
●自社ノウハウやアイデアの提供
●社内販売、社員食堂等での販売機会提供
●人材育成支援・研修プログラム提供

課題
相談

支援
提案

「結の場」の発足意義について
堀川氏 「結の場」は主に、被災地域企業が抱える経営課題（支援ニーズ）
と大手等企業内資源（ヒト、モノ、情報、ノウハウ）とのマッチングを重要
としています。“被災地域企業が抱える経営課題”というのは、「売れない」
「売れるけれども技術がなく、モノが作れなくて困っている」といった経営
課題が多くあります。そこで、大手企業の方々の支援を活用させていただき、
マッチングをして元気になってもらおう、ということです。売れない場合は、大手
企業の方々の知恵をお借りしたいと思いますし、技術的な課題については、
大手企業は技術的な研修、メンタル的な研修の場がたくさんありますので、
被災地域企業の方々に活用していただければと思っています。
現在、岩手県、宮城県、福島県で49のマッチングプロジェクトが出来ました。
　そのうちの25プロジェクトが福島県で、このほとんどを福島県鉄工機械
工業協同組合が中心となって動かしています。主な支援例は、販路開拓、
商品開発、消費拡大、一番大きいのが人材育成、ブランドの強化、販売促進
といったものが、基本的な支援になっていきます。
　福島県の主な産業である金属加工業ですと、まずは宣伝や、技術をつける
ための研修にどんどん参加してください、ということになります。
結の場の取り組みの広がりについて
渡辺氏 2014年10月には、東京ビックサイトでの「モノづくりマッチング
JAPAN 2014」が開催されました。会場では実際の製品や部品を見せること
ができ、組合のあり方を多くの方に知ってもらうことができました。これからも
色々な提案やプロジェクトについても今後の取り組みとして考えています。
　また一部で、福島県の養護学校を訪問したところ、体が大きくて不自由
な方の面倒が非常に大変だというお話を伺いました。介護設備や用品はたく
さん世の中にありますが、予算の問題があったり、先生方は見に行く時間も
ないそうで、存在すら知らないという話もありました。そこで、介護でできること
はないかと考え、プールに体を載せて降ろすための昇降機を作りました。
医療や養護、介護という分野は、法律や安全性の問題もあって、すぐに具体
的な仕事にするのは難しいと思いますので、あくまでもボランティアという
かたちで協力をして、もし受け入れてもらえるのであれば、話を発展させ具体

化したいと考えています。 
堀川氏 色々なプロジェクトがあり、すぐにマッチングに繋がったものもあ
りますが、やはり一番の効果は、今までお付き合いがなかった企業の方 と々、
集まり、打合せや提案、話ができるようになったということです。研修や講習
会で、若手にも受け入れられ、スキルアップに繋がり、技術を持っていれば、
今までできなかった依頼が受けられるようになりますので、機会をうまく活用
していただければと思います。
復興に向け、また、新しい東北に向け色々な取り組みがなされていま
すね。この度はありがとうございました。

福島復興局と
福島県鉄工機械工業協同組合の
方々にお話をお伺いしました。

Interview
結の場の背景や取り組みについて

福島復興局 
参事官
堀川 昌昭 氏

復興庁にて （右から）福島復興局 参事官　堀川 昌昭氏、福島県鉄工機械工業協同組合
副理事長　渡辺 隆氏、福島県鉄工機械工協同組合 専務理事　丹治 敏夫氏

2014年10月に行われた東京ビックサイトでの「モノづくりマッチングJAPAN2014」の様子

▶ コトブキでは、このような機会を通じて、引き続き、復旧・復興支援に努めて参ります。 
「結の場」公式ウェブサイトはこちら ▶http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-1/yuinoba.html
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