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第１章　筑波経済月報と「企業探訪」

筆者はこれまで、当社が毎月発刊する『筑波経済月
報』のトップページを飾る「企業探訪」の取材と執筆
を担当してきた。筑波経済月報（以下、月報）は、筑
波銀行の取引先で、「筑波ふれあい倶楽部」にご加入
頂いている有料会員様などに毎月郵送しており、発刊
数は、通常4,500部を数える。
「企業探訪」では、母体行・筑波銀行のお取引先の

中で、“キラリ”と光る企業について、通常４ページ
の誌面に、企業の歴史をはじめ、経営理念、事業拡大
のプロセス、企業の魅力や強み、各種商品・製品・サ
ービス、人財育成の取り組み、今後の事業展開の鍵と
なるものなどについて取材したものを掲載している。
なお、掲載料は無料である。

これまで、筆者が取材した企業数は、「企業探訪」
を本格的に担当するようになった2015年から約85先
を数える。取材時は、当社社長と筑波銀行担当支店の
支店長、筆者が同席し、普段はなかなか伺うことがで
きない貴重なお話をお聞きするほか、工場などを見学
して多くの写真撮影を行っている。

取材企業の代表者から語られる話は、創業当時の苦
労話をはじめ、商品・製品・サービスなどの開発秘話、
自身の仕事論、事業承継、現在抱える課題など多岐に
わたる。中には「筑波銀行だけが支援してくれたから
今がある」と言っていただけることもあり、非常に嬉
しく感じた経験も多い。

取材を通して、企業の代表者からは、「初代や先代

が歩んだ歴史、貫いた信念を伝える重要性を改めて感
じた」「社内外に自社の歴史や理念を改めて周知する
ことで、信頼関係の構築や会社の発展につなげたい」

「中小企業は、製造や営業など利益に直結する業務に
注力する傾向が高く、代表者の考えの共有や会社の歴
史の記録などに、時間を割くことが難しい」など、様々
な感想や意見が寄せられた。

月報発刊・納品後は、掲載を大変喜んでいただき、
通常は50部をお渡ししている。各社の月報の活用方
法としては、「営業ツールとして活用したい」「新人採
用時に利用したい」「社員やお取引先に配布したい」
など様々である。

月報は、その特性上、毎月一定数の印刷しか行わな
い。また、「企業探訪」のほかに、県内外の自治体の
首長のインタビュー、研究員レポート、外部寄稿、国
内外のトピックス、県内の各種統計から読み解いた経
済情勢などを掲載している。

そのため、「企業探訪」の掲載企業にとっては、部
数が限られている、冊子に他の情報が載っているなど
の理由から、月報を利用したアピールには限界がある。

また、直接取材をさせていただいた筆者からすると、
限られた誌面の中では、取材の核となる部分を詳細に
掲載する分、その他の事柄については、掲載部分が圧
縮されてしまうという課題を感じていた。
『筑波経済月報』は、当社および筑波銀行ホーム
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パソコン上で見るデータと印刷された紙の誌面では、
その重みが違うと個人的には感じている。

このような課題を感じていた時、ある数社企業の取
材で、「３代目の社長となった際の苦労と先代たちへ
の尊敬の念」や「事業承継をしたばかりの２代目の社
長の苦悩と初代の葛藤」を目の当たりにし、何か自分
にできることはないかと考えるようになった。

第２章　企業探訪プレミアム「企業の自分史」誕生

2020年の夏、社内の面接で「企業探訪」の今後に
ついて、筆者の直属の上司である部長と話し合った。
その際、筆者がこれまで感じてきたことを述べた。
「企業が歩んできた『歴史』や代表者の『信念』は、

企業の財産である。私はそれらを『企業の無形財産』
と捉えた。そして、この財産に「デザイン」を加えて
整理・保存し、今までにない『企業の魅力発信ツール』
を生み出したい」。

これまで筆者は、ライターとしての経験は多く積ん
できたが、今後はライターと並行してデザイナーとし
ても活動したいと考えていた。なお、大学院ではデザ
イン学の修士号を取得しており、大学時代から使いこ
なしてきた専用ソフトの力を借りれば、企業のオリジ
ナルの冊子制作は可能と見込んでいた。

部長からも大きな共感を得ることができ、早速、社
内や親会社である筑波銀行との話し合いを進め、晴れ
て企画が通った。ここに、企業探訪プレミアム「企業
の自分史」が誕生した。「デザインで、企業の力にな
りたい」。これが筆者の大きな目標となった。
「企業の自分史」という副題を付けたのには、訳が

ある。企業探訪プレミアムという名前だけでは、どの
ような企画であるか分かりにくいというのが一つ、も
う一つは、社史のような使い方もできるという意味合
いを出したかったことである。

企業探訪プレミアム「企業の自分史」は、企業の
大切な「過去・現在・未来」を１冊にまとめた冊子
である。一般的な社史のように重厚で堅苦しくなく、
せっかく作っても書棚の隅にしまわれてしまうよう
なものではなく、企業が培ってきた歴史をいつでも
振り返り、現在の魅力と課題、そして未来につなげ
る想いを、いつでも確認できるように、見やすく掲
載している。

そうすることで、企業が、取引先や消費者、社員
や就職希望者などに「広く・気軽に、渡す・読める
ツール」として活用できる。これが企業探訪プレミ
アム「企業の自分史」の強みであり、魅力であると
考えている。

第３章　制作事例と各社紹介　　　　　　　　　　　

企業探訪プレミアム「企業の自分史」は、企業の理
念をはじめ、年表、創業時などの古い写真、現在の工
場や社屋、製造工程、作業風景などの写真や図面、各
種製品・商品などの説明、事業拡大のプロセスを示す
資料や図表、そして最後に、代表者の未来へのメッセ
ージと直筆サインを掲載している。B ５サイズ、16頁、
フルカラーを基本にしているが、お客様のご要望に応
じて柔軟に対応させていただいている。

2020年９月から、前述の部長とともに営業活動を
開始した。実は筆者、営業活動を行うことは、人生初
の経験であった。一方、部長は筑波銀行で支店長を歴
任していたため、大変心強く、営業活動において、部
長からの学びが多くあった。

営業先は、筑波銀行のお取引先である。当企画をご
説明すると、ほとんどのお客様から「良い企画だ」と
いう言葉をいただくことができた。しかし、契約に至
るかどうかは別問題である。丁寧に説明を重ね、時に
筑波銀行の支店長などにも協力を仰ぎ、徐々に契約数
を伸ばしていった。

ここからは、当社が制作させていただいたお客様を
一部紹介させていただきたい。

株式会社コダイラ
本社：栃木県鹿沼市さつき町13- ３
事業内容：鉄道車両先頭部の製造・各種金属加工

栃木県鹿沼市に本社を置く株式会社コダイラ様は、
鋼板（金属の薄板）をハンマーで叩いて伸び縮みさせ、
曲面など立体的な形状を生み出す「叩き出し技術」に
よる精密鈑金を得意としている。

同社は、日本の鉄道史に残る各種鉄道車両の先頭部
を数多く製造してきたパイオニアである。各技術を未
来永劫、鹿沼の地に残し続けるため、常に新しい技術
を取り入れ、時代に沿った企業へと成長し続けている。

同社との出会いは、先述の「企業探訪」の取材である。
初代社長小平隆一様の事業承継への葛藤や現社長の小
平三知恵様から今後の展望などをお聞かせいただいた。

誌面では、50周年記念誌として、同社が培われて
きた高い技術の魅力、創業から現在まで携わってきた
車両などの写真、現在の工場や事務所の様子を撮影し
た写真、先代の未来へのメッセージなどを掲載した。

表紙は、列車の先頭から見た風景から始まり、裏表
紙は、「桜の花道」に見立て、満開の桜に包まれた線
路の写真を掲載した。これは「あとは任せた」という
先代の想いを表現させていただいたものである。
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東神電池工業株式会社
本社：茨城県水戸市城東１- ４- ４
事業内容：電源システム・自動車電装・LINE-X 事業

茨城県水戸市に本社を置く東神電池工業株式会社様
は、1950年に設立し、長年、バッテリーや産業用蓄
電池などの納入・施工を一手に引き受ける“茨城県内
の電気設備施工のパイオニア”として名高い。

2012年、先代から経営を引き継ぎ、同社の３代目
の社長となった永井様は、「人の喜び」こそ、事業発
展の活力である、と語る。

今後、同社は、長年培ってきた電気設備施工の高い
技術力と新事業「LINE-X」、そして、柔軟な発想力
と機動力を掛け合わせ、次代に通用する「総合電機会
社」へと昇華していくことを目指している。

同社との出会いも「企業探訪」であった。今回は
70周年記念誌として、制作のご依頼を受けた。特に
印象的だったのは、社長の永井様がいつも初代である
祖父の古い写真を持ち歩いていたことである。初代、
先代から受け継いだ想いを、次の時代につないでいき
たい、そう強く願うお姿に、大変感動した。

また、同社が掲げる「基本的価値観」から４文字を
取った「他喜剛心」という言葉について、当冊子制作
を機に、プロの書道家に依頼して書いていただいた、
とても芸術的な文字を冊子の最後のページに掲載でき
たことも大変感慨深い。

のぐち園本店 ®

本社：茨城県坂東市逆井2833-11
事業内容：さしま茶製造

茨城県坂東市に本社を構えるのぐち園本店 ® 様は、
明治時代から続くさしま茶の老舗である。同園が作り
出すさしま茶は、農林水産大臣賞を受賞している。ま
た、過去には、同園の深むし茶を天皇皇后両陛下がお
召し上がりになったこともある。

110余年の歴史を刻む同園の製造工場では、古くか
ら使われてきた製造機をはじめ、量産化に対応した製
造機などが多数設置されており、３代目園主、野口様
とそのご家族が、試行錯誤しながら事業を拡大されて
きた深い歴史を感じることができた。

同園のお茶に長年親しむファンは多い。現在は、通
信販売も行っており、ファンの方が届いたお茶と一緒
に、同園が紡いできた歴史と文化を届けたいという想
いで、冊子を制作させていただいた。また、裏表紙に
は、同園オリジナルのショッピングバックの柄を掲載
させていただいた。

雨引山楽法寺　雨引観音
本社：茨城県桜川市本木１

茨城県桜川市にある雨引山楽法寺様は、真言宗豊山
派の寺院、坂東三十三観音霊場第二十四番札所であり、
通称「雨引観音」と呼ばれている。

住職の川田様は、年間を通じて“観音様の優しさ”
にお会いできる寺院であり続けたいと願われており、
境内では、観音様の優しさのシンボルである動植物の
命の輝きに触れることができる。

以前「企業探訪」の取材をさせていただいたご縁が
あったことから、ご提案を申し出た。同寺が希望する
冊子のサイズは横長で、ページ数も24と既存のフォ
ーマットをカスタマイズしたものとなった。

誌面は、安産・子育ての寺院として知られる同寺を
象徴するように、トップページに生まれたての赤ちゃ
んの写真を配置し、その子が観音様に見守られながら
成長していく過程と、境内の移り行く美しい季節や動
物たちの風景を織り交ぜた構成とした。

また、誌面の中には、元盛上人が残された「親の心
得十か条」を掲載している。取材を通して、住職が日
本の宝である子どもたちの健やかな成長を願われる、
一つひとつのお言葉を拝聴できたことは、大変喜ばし
く、大変貴重な体験をさせていただいた。この場を借
りて、感謝申し上げたい。

大建鋼業株式会社
本社：茨城県古河市前林1704
事業内容：鉄骨・木造建築工事、土木工事一式、建築・
土木の資材の販売等

茨城県古河市に本社を置く大建鋼業株式会社様は、
長年の実績と信頼から、大手ゼネコンなどから依頼を
受け、建築物などの鉄骨の設計・製造を行っている。

同社からのご要望は、既存のパンフレットを刷新し
たいため、企業案内の要素も取り込んでほしいという
ものだった。

そのため、企業探訪プレミアム「企業の自分史」と
しては初めて、設備機器や認定書の一覧のほか、工場
内の図面を掲載した。しかし、B ５版の見開き、つまり
B ４版でも、図面の文字が見づらい。そこで、大きさ
も初めて A ４版を採用、さらに掲載するものが増えた
ため、既存の16ページでは収まらず、20ページとなった。

表紙は「鐵人」の一文字ですっきりと仕上げ、職人
の方が溶接や組み立てなどを行う姿を誌面に収めほ
か、施工事例や会長の北島甚一郎様、社長の北島勉様
からの心温まるメッセージを掲載させていただいた。
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株式会社ニッケン
本社：茨城県つくばみらい市筒戸字諏訪1810- ２
事業内容：アッセンブリー事業、ピッキング事業、フ
ラワー事業

茨城県つくばみらい市に本社を置く株式会社ニッケ
ン様は、「真心の手のぬくもりを技術に変える」をモ
ットーに、アッセンブリー事業をはじめ、ピッキング
事業、フラワー事業を展開している。事業所は谷和原
本社・事業所をはじめ、岩間事業所・物流加工センタ
ー、境事業所、県内４か所にある。

同社とのご縁は、毎月発送している『筑波経済月報』
に同封した企業探訪プレミアム「企業の自分史」のチ
ラシであった。筑波銀行の取引店を通して、記念誌兼
事業紹介パンフレットとしてご活用いただける冊子制
作のご依頼を受けた。

取材では、社長の蛯原様から、事業拡大の苦労話や
ご家族の事、娘であり次世代を担う同社専務の佐藤様
に託したい想いや願い、また、佐藤専務からは他業界
を経験したからこその新たな視点や工夫、新事業の立
ち上げ経緯や今後の展望についてお聞かせいただいた。

同社の冊子の表紙は、お二人のツーショットを掲載
した。これは、今後、事業承継を行った際や営業活動
の際に、取引先などにすぐ顔を覚えていただけるよう
にという想いを込めた。そして何より、お二人の笑顔
が素晴らしかった。この笑顔が同社の歴史を作り出し
てきたのだと、筆者は感じている。

ナチュラルペットフーズ株式会社
本社：茨城県桜川市間中512-27
事業内容：小鳥・小動物フード、配合飼料製造卸・輸
出、ペット用品、生体販売

茨城県桜川市に本社を構えるナチュラルペットフー
ズ株式会社様は、日本で初めて「鳥種別」のフードを
開発・販売した企業である。現在では、鳥種別のフー
ド販売が主流であり、その礎を築いたのが同社である。

同社が販売するフードの素材原料は高品質なものが
多く、家族の一員であるペットの健康と快適な生活を
守るため、日々、企業努力を続けている。

同社とのご縁も企業探訪プレミアム「企業の自分史」
のチラシであった。取引店を通してご用命いただき、
30周年記念誌として、作成させていただいた。

誌面では、社長の小川様がこれまで歩まれてきた歴
史や思い出深い写真の数々を掲載したほか、同社のヤ
ンバルクイナ保護活動に関する内容も織り込ませてい
ただいた。

特定非営利活動法人 後見人センターとちぎ
本社：栃木県宇都宮市桜２- ５-31
事業内容：財産管理、身元保証人・引受人の受託、見
守り、家事等生活支援手配、任意後見、死後事務、遺
言書作成、遺言執行人、尊厳死宣言書作成など

栃木県宇都宮市に事務所を構える特定非営利活動法
人 後見人センターとちぎ様は、おひとりさまが「安
心して暮らせる老後」と「安らかな最期」を迎えるた
めの活動を展開している。

理事長である大野様は、長年、葬儀社を営んできた
中で、お連れ合いを亡くされたおひとりさまの身の上
に生じる困難を目の当たりにされてきた経験から、同
センターの立ち上げを決意された。

取材では、これまで大野様がご経験されたエピソー
ドや同センターの存在理由、筑波銀行などと連携した

「後見信託 ®」の取り組みなどについてお聞かせいた
だいた。

筆者が特に印象的だったのは、「グリーフケア」（悲
嘆ケア）である。日々、生と死に向き合う方への心の
ケアは、非常に大切であるということを、取材を通して
身に染みて感じた（実は号泣しながらの取材であった）。

同冊子を活用し、一人でも多くのおひとりさまが安
心して余生を暮らせるきっかけになることを願うばか
りである。

ここからは、「お客様満足度アンケート」などでご回
答いただいたお客様からの感想などを掲載していく。

「人生の総決算が、お客さんにパンフレットを通じ
てお知らせ出来て、大変光栄であり、嬉しい限りで
す。ありがとうございました」
「伝統あるパンフレットに仕上がりました」
「とても明るく希望の湧く仕上がりになりました。
ありがとうございました」
「担当者は話もしやすく、打合せ時でも何となく完
成した映像が見えるようでした」
「今般ご縁があって当社の冊子を作成することにな
りましたことは、私どもにとりましても、社内の歴
史、記憶を辿ることができましたこと、ご担当いた
だいた方のお仕事への姿勢、取り組み方、向き合い
方などを拝見し、仕事とは本来こうあるべきなのだ
と思わせていただけた貴重な時間でもありました」
「これからも企業永続していくことに貢献したいと
強く思いました」
「こちらの要望が多かったにもかかわらず、丁寧に
対応してくださり、ありがたかったです」
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《誌面紹介１（各社一部抜粋）》

株式会社コダイラ様

東神電池工業株式会社様

のぐち園本店 ® 様
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《誌面紹介２（各社一部抜粋）》

雨引山楽法寺　雨引観音様

大建鋼業株式会社様
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《誌面紹介３（各社一部抜粋）》

株式会社ニッケン様

ナチュラルペットフーズ株式会社様

NPO 法人 後見人センターとちぎ様
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第４章　「いばらきデザインセレクション2021」
への挑戦と「奨励」受賞

制作過程で経営者の様々な想いと企業探訪プレミア
ム「企業の自分史」におけるデザインの可能性を感じ取
り、筆者は当社を代表して「いばらきデザインセレクシ
ョン2021」に挑戦し、「奨励」を受賞することができた。

審査委員からは「重厚な本になりそうな企業史をコ
ンパクトな冊子にまとめ、人材育成や採用ツールとし
ても生かそうとする画期的な取り組み。綿密な取材に
よって深掘りされるコンテンツの一層の充実やシリー
ズ化を期待する」という評価をいただいた。

ここからは、「いばらきデザインセレクション」の
事務局を務める茨城県デザインセンターおよび、同セ
ンターを立ち上げた茨城県産業戦略部産業政策課から
の回答をもとに、「いばらきデザインセレクション」
の概要などを記していく。

（1）「いばらきデザインセレクション」とは
「いばらきデザインセレクション」は、2005年、茨

城県内の中小企業やデザイナーなどのデザイン開発意
欲の増進を図り、茨城県のブランド力の強化と魅力度
アップを図ることを目的として、茨城県が実施する事
業の一環として開催されたものである。

その事業とは、1997年に創設された茨城県デザイ
ンセンターが毎年開催している「いばらきデザインフ
ェア」である。「いばらきデザインフェア」は、茨城の
すぐれたデザインを推奨し、県内外に発信することに

より、地域産業の発展を支援しようとするものである。
「いばらきデザインセレクション」に応募し、選定や

奨励を受けると、選定証が授与されるほか、「いばらき
デザインフェア」や「選定カタログ」によって県内外へ
広くPRされる。また、いばらきデザインセレクション「選
定マーク」を販売促進などに利用することもできる。

（2） 「いばらきデザインセレクション」が目指すもの
「いばらきデザインセレクション」が目指すもの、

それは、デザインを通して、茨城県の社会活動や経済
活動が活発になること、つまり、茨城県のブランド力
の強化と魅力度アップである。
「デザイン」は、日本語で言い表すと「意匠」とな

るが、大事な点は「意」、すなわち「心」である。近年、
デザイン思考、デザイン経営などの概念が聞かれるよ
うになり、デザインが持つ特異性や機能が世界的に注
目され、広くビジネスや医療現場などにも活用される
ようになってきている。県は「よりすぐれたデザイン
の創出を目指す多くの県民の皆様とともに、心のある
デザインの振興活動を行って参ります」とする。

また、選定品については、販売促進や販路拡大とい
った効果も期待されている。また、「いばらきデザイ
ンセレクション」に挑戦することを毎年の目標として
いる企業があるという。デザイン開発を通して、企業
活動が活性化し、ブランドが育成され、ひいては従業
員の就労満足度の向上につながっている事例である。

なお、一度きりの挑戦でも同様の効果が見られたケ
ースは多々あるといい、販売促進のほか、モノをつく
る人・デザインする人のモチベーションアップにもつ
ながっている。実際、茨城県が選定事業者に対しアン
ケート調査を行った結果、57.7％が「意欲向上につ
ながった」との回答があったという。

（3）これまでの開催回数と選定総数
「いばらきデザインセレクション」は、2021年で、17

回目の開催となった。毎回100件を超える応募があり、
2021年は131件の応募があった。選定総数は、奨励を
含め、554件、2021年の選定数は43件となっている。

（4）応募部門と資格、審査委員の特徴
「いばらきデザインセレクション2021」の応募部門

および応募資格は次頁の通りであった。
また、審査委員は、応募のあるプロダクト、グラフ

ィック、空間・建築、ソーシャルデザインのそれぞれ
の分野の専門家であり、茨城にゆかりのある、また地
域振興に対して厳しくも温かな眼差しを持った審査委
員が揃う。

出典：「茨城県デザインセンター」ホームページ



筑波総研 調査情報 № 5134

デザインレポート

（5）2021 度の応募作品の特徴
選定を受けた作品は、地域や社会をより良くしたい

というアイデアが感じられるものであったり、茨城ら
しい背景やストーリーを有しているもの、新型コロナ
ウイルス感染症といった喫緊の課題にデザインでチャ
レンジしているものなどが高く評価された。

また、2021年度の応募作品の特徴として、そのデザ
イン対象に閉じているものではなく、地域や社会をより
良くしたいというアイデアが感じられるものが多かった。

例えば、個人住宅であっても、新しいライフスタイ
ルをいばらきから提案していたり、周辺地域にポジテ
ィブな影響を与えたりする作品である。倫理的、公益
的、社会的なアイデアが視覚化された。

（6）茨城県内の産業・デザインへの効果・影響
茨城県内の産業・デザインへの効果・影響として、

以下のようの回答をいただいた。
「『いばらきデザインセレクション』の応募件数は、

増加傾向にあり、県内企業のデザインへの関心が高ま
っていると感じております。また、当セレクション審
査員からは、年々選定作品のクオリティ・レベルが高
くなってきているとの評価をいただいています」。

また、「過去に選定を受けた事業者様を対象に行っ
たアンケートでは、選定後、売上が上がったと回答し
た事業者様は19.2% となりました。他にも、『問合せ
が増えた』『取り扱い先が増えた』など、約70% の事
業者様が、何らかのプラスの効果があったと実感して
います」と振り返る。
「また、『いばらきデザインセレクション』選定品に

ついては、他の様々な賞を受賞したり、選定製品の販
売数や受注数の増加、さらには販路の拡大につながっ

応募部門
《製品・工芸部門》
工業製品等のデザイン、木工・陶芸・漆器・石工・
織物等の工芸製品
《パッケージ・グラフィック部門》
食品や日用品、青果等のパッケージ、ポスターやパ
ンフレット等のデザイン
《空間・建築部門》
住宅や商業施設、公共施設等の空間及び建築物のデ
ザイン
《ソーシャルデザイン部門》
イベントや活動、サービスや仕組みのデザイン、
ビジネスモデルに関するブランディング、広告、
WB、アプリ、映像、その他のデザイン
応募資格
中小企業、団体、個人事業主等

応募部門・資格　（2021年の場合）

ていると伺っています」とした。
企業が「いばらきデザインセレクション」に応募す

ること、また、選定や奨励を受けたことで、社内の活
性化や販路拡大につながっていることは、大変素晴ら
しい。筆者自身も応募の際、改めて企業探訪プレミア
ム「企業の自分史」の強み、魅力を再確認することに
なったことは、大変印象的である。

（7）現在の課題と今後の展望
「いばらきデザインセレクション」の課題として、茨

城県は「選定品の PR を推進し、販売促進に取り組ん
でいくことが今後の課題と捉えております。そのために
は、『いばらきデザインセレクション』自体の情報発信
力を強化していくことが重要だと考えています」とした。

また、今後の展望として、「現在の課題にも関わる
ことですが、『いばらきデザインセレクション』の情
報発信力を高め、知名度を上げることで、選定や奨励
を受けられた事業者様のデザインの PR と販促を力強
く支援していきたいと考えております」と語った。

（8）「茨城県デザインセンター」について
茨城県デザインセンターは、県内中小企業やデザイ

ナーなどを対象に、商品企画などのデザイン活動を総
合的に支援するため、ひたちなか市にある株式会社ひ
たちなかテクノセンター内に設置されている。

主な活動内容は、①デザイン相談、②デザインセミ
ナー／ワークショップの開催、③いばらきデザインセ
レクションの運営、④いばらきデザインフェアの運営
の４つである。

茨城県デザインセンターの様子（上）とコーディネーター（下）
（出典：「茨城県デザインセンター」ホームページ）
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（9）事務局としてアピールしておきたいこと
「いばらきデザインセレクション」の事務局として、

茨城デザインセンターに在籍するコーディネーターの
方に、事務局としてアピールしたいことを伺った。
「どんなに素晴らしい商品でもその良さを伝えるメ

ッセージやビジュアルがないと理解してもらえないも
のです。何をどう伝えるのかは大変迷うところだと思
いますが、事務局が丁寧にサポートいたしますので、
ぜひ『いばらきデザインセレクション』にチャレンジ
してください。」
「たとえ惜しくも選にもれたとしても、その後、当

センターの事業の一つである『デザイン相談』を通し、
ブラッシュアップすることができます。実際、再チャ
レンジで『奨励』を受けた商品もあります」
「コロナ禍で前回、今回ともに中止になっていますが、

例年ですと、表彰式の後に交流会が催されます。審査
委員から直にコメントをもらったり、他の選定事業者の
皆様と意見交換をしたりできる貴重な機会となります」

なお、デザイン相談は予約制であり、同センターの
ホームページから申し込むことが可能である。

（10）企業探訪プレミアム「企業の自分史」への激励
最後に、同センターのコーディネーターである大平

様から企業探訪プレミアム「企業の自分史」への応援
メッセージをいただくことができた。
「企業探訪プレミアム『企業の自分史』は、とても

素晴らしい取り組みです。企業の歴史を残し、伝える
ことは、創業の想いを現在と未来のために活かすこと
だと思います。私がかつて取材した方ですが、先代の
取材記事を自分の『指針』として職場に飾っている方
がいました。不確実性の時代と言われる今、企業探訪
プレミアム『企業の自分史』のような羅針盤を社員の
皆様や地域の皆様が手軽に読めるカタチでつくってい
くことは大変意義があると思います。これからも応援
してまいります」。

大変ありがたいお言葉をいただき、この場を借りて
感謝申し上げたい。今後もご期待に沿えるよう努力し
ていきたいと改めて思った。

第５章　企業探訪プレミアム「企業の自分史」の展望

最後に、各社の取材や誌面デザインに関して、印象
的だったエピソードなどをまとめて終わりにしたい。
・A社では、先代がこれまで誰にも言えなかった苦労

や葛藤を、取材が終わる直前にお話ししてくださっ
た。「これだけは言っておきたい」「次の世代に伝え
ておきたい」という想いを強く感じることができた。

・家業の場合、社長や会長などが親子関係であること

が多い。しかし、親子であるからこそ、「事業を継
承してくれたことへの感謝を伝えることが照れくさ
い」、「これまで親が苦労してきたことや大切にし
ていた想いを知らなかった」などの声が聞こえてき
た。企業探訪プレミアム「企業の自分史」の取材や
誌面を通して、お互いの想いを確かめ合ったり、感
謝を伝え合うお手伝いができたことは、デザイナー
として嬉しいことである。

・「未来へのメッセージ」を伺った際、「これは私の遺
言です」と涙をうっすら浮かべながら、話してくだ
さった方がいた。これまで誰にも言えなかったが、
文章として誌面に残しておきたいという強い想いを
感じ取り、大変嬉しく、また、背筋の伸びる想いだっ
た。「その想いが後世まで伝わるよう、全力で冊子
制作に取り組みます」。そう心に誓った瞬間だった。

・企業探訪プレミアム「企業の自分史」は、営業・販
促ツールだけでなく、人財育成・採用ツール、記念
誌などとして、パンフレットなどの既存資料と一緒
に幅広く活用できる利点がある。B社では新年の挨
拶回りの際に活用されたと伺った。また、C社では自
社アピールのためにと冊子の販売を開始している。

・企業探訪プレミアム「企業の自分史」は、業種、業
態、業歴に関係なく作成が可能であり、企業の節目
毎に作成することで、最終的に重みのある「社史」
へと発展できる。現在、当社ではベンチャー企業か
らも受注を受けている。日々業務に追われる中小企
業が、自分たちが歩いてきた歴史やその時に描いて
いた夢を定期的に冊子として残していくことは、企
業の無形財産を取りこぼしなく次の世代に紡いでい
くことにつながると信じている。

・D社では、取材には同席していなかったご家族の
方が、完成した冊子の「未来へのメッセージ」を
読んで涙を流しながら感謝を伝えてくださった。
そのお姿は、企業探訪プレミアム「企業の自分
史」の存在意義を確かなものにしてくださったと
感じている。

初代や先代が歩んだ歴史や貫いた信念を、次の世代
に伝えていきたいとお考えの企業様、普段の業務に追
われ、自社の歴史をなかなか整理できず悩んでいた企
業様は、ぜひ、企業探訪プレミアム「企業の自分史」
の制作をご検討いただけると幸いである。

今後は、企業探訪プレミアム「自分史」の一層の充
実化を図るほか、企業探訪プレミアムとしての様々な
シリーズ化を図り、デザインを通して、企業様、そし
て、茨城県の活性化に少しでも貢献できるよう引き続
き精進していきたい。


