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新潟地域における産業人材育成システム
－清酒製造業の事例－

システム競争力研究所
研究員　関　　　千　里

要　　旨

　本稿は、新潟県清酒製造業の事例をもとに、地域における人材育成システムのあり方を探索的に明
らかにしようとするものである。新潟地域における人材育成は、新潟清酒学校という教育・研修制度
を中核として進められている。同校の立ち上げとその後の運営には、地域産業の関係者の多くが関与
する体制がつくられ、さらに清酒製造業に関連する団体・各種機関の連携が緊密に行われている。清
酒学校は県内メーカーに酒造技能者を供給する役割を果たし、現在では24名の卒業生が杜氏、あるい
はそれに相当する職位を務めるまでになっている。
　地域の産業、企業にとって非常に重要な技能・技術を維持し、地域に所在する代替可能性の低い経
営資源の衰退を防ぐことは、清酒製造業に限られた課題ではない。地域産業の競争力を全体的に高め、
持続的な競争優位の構築を図ろうとするような場合、特殊な技能・技術を持つ人びとからのそれらの
継承を図る仕組みづくりを行うことや、地域産業にとって不可欠な技能・技術をもつ人材を地域にお
いて育成することは、ある１企業の経営課題を超えた戦略的取り組みとなる。そして、地域の競争力
強化につながる人材育成は、地域産業（コミュニティ）全体の連携と協調によってこそ果たされるわ
けである。
　このような人材育成システムは、ビジネスの規模に起因する人材育成機会の限定性や、経営資源の
制約をもつ地域の中小企業にとって有効である。そして、地域の連携と協調によって人材育成システ
ムを構築し、運営していくためには、地域の産業、企業における教育・訓練のニーズを確認し、教育・
訓練の目標を設定した上で、意図的に人材育成システムを作りこんでいく必要がある。
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英文要旨

This article, as an example of successful human resource development (HRD) systems in 
industrial sectors, highlights the efforts about up bringing of highly skilled workers in Niigata 
Prefecture’s SAKE industry. The SAKE industry in Niigata, a pillar of HRD systems, provides a 
whole system of education and training named as "Niigata Seishu School".     

All SAKE industries of this prefecture well recognize that this industry has triggered a HRD 
system through up bringing of highly skilled workers. The study clearly depicts the importance 
of cooperation of all the SAKE industry, it’s related industries, public R&D (Research and 
Development) centers, educational institutions and various other firms and organizations which 
have collectively worked to build and maintaining Niigata Seishu School. Many workers who came 
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１．はじめに

　いわゆる団塊の世代が定年を迎える時期が近づ

くなか、製造現場における技能、技術の継承が問

題とされている。たとえば、平成15年度版『もの

づくり白書』では、製造現場での技能の継承につ

いて、「危機感を感じる」と回答した企業の割合

は63％に達している。製造業では、新規採用抑制

などに伴う従業員の年齢構成の歪みが、製造現場

の高齢化や経験を積んだ技能者・技術者の不足と

して現れており、それが品質の維持や安全性の確

保に不安をもたらすとの懸念がある。

　製造業における技能・技術の継承、および人材

の育成は、職場でのOJTとOff-JTその他の施策

を連動させて行われている。近年ではより一層そ

の効果を高めるため、製造現場の指導役を「マイ

スター（不二越など）」や「統率職（帝人）」など

に任命したり、「技能塾（三菱重工業）」、「新生も

のづくり大学校（松下電器産業）」などの名称で

新たな部署や施設が整備されたりするなど、既存

の教育・研修制度との連携を図りつつ、各企業の

実情にあわせた新たな仕組みづくりがなされてい

る１）。

　このように、技能・技術の継承も含めた技能者

の人材育成に関する取り組みが活発化している

が、中小企業の場合は若干事情が異なる部分が

ある。中小企業における技能者の育成において

も、人材育成、技能・技術の習得や継承のある部

分は、主に職場でのOJTによっている。加えて、

地域の産業、企業の教育ニーズへの対応を主たる

目的として設けられた各種機関、すなわち産業に

特化した専門的な課程をもつ高校や高専、職業専

門校などでのOff-JTを組み合わせて行われるこ

とも少なくない。

　しかし、産業の構造や若者の就業意識の変化な

どにより、職場でのOJTや地域産業に特化した

専門課程を有する教育機関でのOff-JTを中心と

する従来型の人材育成のやり方をそのまま進める

ことは、現状にフィットしなくなりつつある。

　こうした状況は経営規模の小さな企業、産地や

産地型産業集積を構成するようなタイプの企業、

たとえば清酒製造業にも当てはまる。清酒製造業

において競争力をもった製品づくりを行うために

は、醸造技術の進歩へ対応するのみならず、トー

タルな品質管理を十分に行うことも必要になるの

である。さらにまた、清酒製造の現場においては、

食品の安全性向上といった要請に応えるための新

技術・知識の習得という教育・研修ニーズを満た

すことへの要請も高まっているのである。

　本稿では、地域（コミュニティ）における産業

人材育成システムの成功例として、新潟県清酒製

造業における技能者育成の取り組みに注目する。

教育・研修体制が整備された当時の関係者、関連

機関に対するインタビュー調査によって収集され

た定性的な情報、および各機関より提供された資

料、および統計的な情報を用いて、企業や業界団

体、公的機関等による支援体制が整備されるに至

る経緯や、人材育成の目的、学校形式による育成

の対象となる人材、教育・研修のカリキュラムな

どを整理し、地域（コミュニティ）における人材

育成システムのあり方を探索的に明らかにするこ

とを目的とする。
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to learn SAKE making process became highly skilled workers reached high-level positions. Besides 
it the Niigata Seishu School has also produces 24 TOJI. TOJI is the top-level positions in SAKE 
making process and the role of a TOJI is a leader/Director in SAKE making process.

The study suggests an ideal way of human resource development system and explains how 
crucial is the cooperative role of all sectors, institutions and regions (community) to develop a 
successful HRD system. The findings of the study are an important source of knowledge and have 
significant implication for the small and medium size companies.



新潟地域における産業人材育成システム

２．産地における人材育成

　特定地域における特定の企業の立地や、産業

の集積について考察を加えた研究成果は多岐に

わたっているが（Porter:1998）、集積による経済

効果について論及したマーシャルを出発点とし

て、その後の研究をその流れに位置づける見解が

多く見られる（Martin and Sunley: 2001; Peters and 

Hood: 2000; Lawson 1999, 松原1999など）。それら

によれば、産業集積地域ないし産地に、特定の産

業に属する企業が集積することによるメリットと

しては、①伝統的な技能の習得と伝承、②高度に

特化した機械の利用、③その産業を補助する産業

の発達、④特化した技能を持った労働者の市場

（Marshall）、などが指摘される。

　こうしたメリットを持つ産地あるいは地場産

業２）を、『中小企業白書』では、産地型集積とし

て産業集積の１つに分類している。また、中小企

業庁が毎年実施している「産地概況調査」では、

産地を「中小企業の存立形態の一つで、同一の立

地条件の下で同一業種に属する製品を生産し、市

場を広く全国や海外に求めて製品を販売している

多数の企業集団」と捉えている。本稿で扱う新潟

県の清酒製造業も、いわゆる産地の１つに数えら

れており、産地概況調査には「清酒：新潟一円」

との記載がなされている。

　そこで、日本の産地の状況を、前述した産地概

況調査から、産地の抱える問題に関する意識調査

を用いて確認する。平成13年度の同調査におい

て、「産地の抱える問題」として回答率の高かっ

た上位５項目をまとめ、平成17年度の高回答率の

項目とあわせてグラフ化したものが、図表１である。

　このなかには、「熟練技能・技術工の高齢化」、

「後継者難」という人材育成に関連する項目が

入っている。これら、人材育成に関連する項目を

問題として挙げる割合は、他の項目への回答率が

低下するのに比して、平成13年度調査の時点より

高まっている。

　次に、産地のメリットについて確認を行う。「産

地において失われつつあるメリット」として回答

率の高かった上位３項目をまとめたものが図表２

である。

　それをみると、「熟練技能・技術者の確保が容

易」、「人材の育成が容易」であるという産地のメ

リットが失われつつあるとの認識が如実に高まっ

ていることが明らかである。

　このように、人材育成面でのメリットが減衰す

るなか、産地における人材育成に係る枠組み、や

り方はどのようになるであろうか。一般的には、

以下のような段階が考えられる。

　第一は、技能・技術の再確認、維持を目的とす

る段階である。この場合、伝え残すべき技能・技

術の明確化や選択、技能・技術保有者のデータ

ベース化、技能・技術自体のアーカイブ化などの

措置が講じられる。

　第二は、技能・技術を伝え、その基盤を固める

ことを目的とする段階である。この段階では、技

能者の処遇の改善、高度な技能・技術を有する高
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図表１　産地の抱える問題

図表２　失われつつあるメリット



年齢従業員の再雇用制度の拡充などとともに、教

育・訓練機能の強化、技能者の育成を狙いとした

選抜的育成システムの整備、ならびにそれらを包

含するかたちで後継者およびその予備軍となる人

材の育成施策が講じられる。そして、人材育成へ

の取り組みの必要性が指摘され、具体的な施策に

落としこまれる場合、その重点は後者の段階に係

る対応に置かれることも少なくない。 

　先にふれた産地概況調査にみる、産地における

人材育成や後継者養成への取り組みも、そのこと

を示している。産地での人材育成への取り組みと

して、平成17年度調査において回答率の高かった

５項目をまとめたのが図表３である。

　そこには、研修会や技能・技術伝承塾を開催

し、あるいは技能資格の取得を促進するなどし

て、人材育成を進める産地の姿があらわれてい

る。

３．既存研究の検討

　伝統産業である清酒製造業に関する研究は、多

方面から進められている。製造技術に関しては、

醸造・発酵・バイオなどの領域から科学的な研究

が継続的に行われている。それらの成果は現場に

フィードバックされ、より安定的に清酒の製造が

行われるようになっている。また、清酒全般にま

つわる教養書的な書物も数多くある３）。

　清酒の産地の成り立ちについては、特定地域の

酒造技術と産業化やある時代以降の酒造業の形成

過程を論じた研究（上村、1989；篠田、1989；藤

原、1999；青木、2003）に詳しい。また、経営学

的研究としては、大手・中堅酒造メーカーの戦略

を扱ったもの（斎藤、1981；今井、2000）、さらに

産業としての清酒製造業についての研究（桜井、

1981；加護野、1991；森本・矢倉、1998）なども

みられる。

　清酒製造業における技能者・技術者についての

研究では、杜氏に焦点を当てた研究がいくつかみ

られる。それは、酒づくりの技法に関する知識の

公開といった点から清酒製造法をまとめたもの４）

や、出稼ぎ形態による酒造りをテーマにして杜氏

の研究を行ったもの（中村、1999；松田、1999）、

杜氏自身あるいは彼らに近い人びとが技能・技術

習得の経験や酒蔵での生活をまとめたもの（農

口、2003；高浜、2003；藤田、2004）などに大ま

かに類型化できる。

　清酒製造現場での技能・技術の継承についての

関心が高まり、人材育成が業界共通の課題となり

つつあるものの、清酒製造業における人材育成を

中心的に扱った研究は多くない。酒造技能者の育

成に絞ったものとして、畑（1992）により日本酒

造組合中央会の事業概要が述べられている。ま

た、地域における酒造技能者・技術者の育成に関

しては、新潟（嶋：1991、関：2005）、山形（小関：

1992、関：2006）での取り組みを論じた研究があ

る５）。以下では、新潟地域における人材育成シス

テムとして、清酒製造業の事例を取り上げ、その

制度的特徴を明らかにしていく。

４． 清酒製造業の特徴と酒造技能者育成
の必要性

　ここでは、清酒製造業の概況について簡単なま

とめを行う。清酒製造業を取り巻く環境をあらわ

すキーワードとして、市場の成熟化が挙げられ

る。酒類の多様化や酒類消費量の減少の影響を受

けて、清酒の生産量である課税移出数量には、長
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図表３　産地における人材育成策
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期の減少傾向がみえる。課税移出数量は、昭和50

（1975）酒造年度６）に1,340,924klとピークをむか

え、平成15（2003）酒造年度には870,957klに減

少するなど、一貫して右肩下がりである７）。また、

酒類の全消費量に清酒が占める割合は約10％に落

ち込んでいる。市場の成熟化、市場規模の縮小、

酒類の多様化に伴う需要の低下が酒造メーカーの

経営を圧迫する要因となっている。

　縮小傾向にある市場状況のもと、依然として多

くの酒造メーカーが健闘している。図表４のとお

り、付加価値額は3,174億円に達しており、全国

には約1450の事業所がある。ただし、企業規模か

らみた場合このうち99.6％は中小企業であり８）、

ナショナルブランド（以下NB）商品を全国に流

通させているような規模の大きな企業はごく少数

である。

　比較的規模が大きく、全国展開しているメー

カーの製造拠点は兵庫・灘地域や京都・伏見地域

に多く存在し、そこからNB商品が全国に送り出

されている。それ以外の地域の企業は、所在地と

その周辺地域に主な販路を持っており、その点で

域内の需要に拠る部分が大きい。酒造メーカー

は、自社が地盤とする地域において、灘・伏見の

メーカーのNB商品との競争に打ち勝ちながら、

域内または近接した地域の同業他社の製品の攻勢

から市場を守ることが課題になっている。

　酒造メーカーにとってのいまひとつの課題は、

酒造技能者の高齢化と後継者不足、そしてそれに

付随する人件費の上昇への対応である。清酒製造

業の業務は、管理・販売部門、醸造部門、詰口・

包装部門に大別される（桜井、1981）が、清酒の

製造、すなわち醸造にかかる業務については、従

来その多くを季節雇用の従業員（蔵人）に依存し

てきたという特徴がある。すなわち、経営者サイ

ドが原材料・設備等の提供、および販売、管理等

を主に行い、秋口になると酒蔵にやってくる杜氏

を頂点とする酒造技能者の集団に酒づくりの大部

分が委ねられることが一般的であった。

　このように、製品の製造を有期限の雇用形態に

よる従業員に委ねることには、違和感を覚えるか

もしれない。しかし、期間を限った製造（寒仕込：

冬季に製造を行うこと）や雇用（季節雇用：酒造

期のみの有期限雇用）のやり方は、酒造メーカー

と季節雇用で働く技能者の双方にとって合理的で

あった。すなわち、酒造メーカー（酒蔵）は、冬

季の酒造期だけ季節従業員を雇用することによっ

て、管理コストを低減化させることができたわけ

である。また、蔵人は、高い技能を持つ杜氏を中

心とする蔵人集団に入れてもらい、働きを認めら

れ集団の一員として酒蔵での酒づくりを経験して

いければ、技能を高めることができ、それによっ

て農閑期の仕事を得ることができた。

　しかし、季節雇用の酒造技能者による製造現場

の高齢化、人材不足が、酒づくりに携わる蔵人が

集まりにくいという事態として顕在化すると、季

節雇用の酒造技能者を活用することによるコスト

面の優位性は低下した。同時に、酒づくりにかか

る技能・技術の断絶をもたらしかねない事態への

対応も迫られるようになった。そこで、酒造メー

カーの少なからぬ部分が、育成にかかるコストを

比較衡量した上で、通年雇用の自社従業員に酒づ

くりにかかわる技能・技術、知識を習得させ、酒

造技能者として育成するという意思決定を行って

いる。また、人材確保の不確実性を低下させ、慣

習的に定められてきた賃金総額の見直しを図るだ

けでなく、年間を通じた品質維持や、他社との差

別化をもたらす高付加価値の製品を製造し販売す

るうえでも、清酒製造のコアとなる部分を担いう

る自社従業員育成へのニーズは高い。
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図表４　清酒製造業の概況

清酒製造業 酒類全体

市 場 規 模 6,933億円 4兆1,711億円

事 業 所 数 約1,450社 約1,950社

従 業 員 数 約25,000人 約42,000人

付加価値額 3,174億円 1兆3,210億円

出典：国税庁「酒のしおり（平成16年度版）」より作成。



　清酒製造業全体として技能者の育成体制が整備

されていないわけではない。業界団体である酒造

組合中央会は、経営者・経営幹部育成を目的とす

る経営研修と、通信教育による製造技術者幹部の

育成を目的とする研修課程の２つの柱からなる人

材育成事業を行っている。また、独立行政法人酒

類総合研究所は、清酒製造場において製造に従事

する満20歳以上の経験の浅い従業員を対象とする

清酒製造技術講習と９）、酒類製造業者の若年経営

者及び将来幹部候補者を対象とする酒類醸造講習

を行っている。

　しかし、これらの研修および講習は、期間を

限ったOff-JTとしての制約を有している。具体

的には、OJTとの連動性が確保しにくいことや、

非常に経験の浅い従業員の酒造技能向上に焦点を

あわせたカリキュラムであること、人的・物的な

制約により、その後の発展的な教育・研修の機会

が用意されていないことなどの課題がある。ま

た、清酒製造業において人材育成を進めるには、

酒造メーカーの大半が中小企業であって、自社内

においてOJTを計画的に進め、教育・訓練の体

制を整備、運用するのは難しいという構造的な問

題もある。

　そこで、従来のやり方に替わる人材育成の仕組

みとして、地域（コミュニティ）を挙げて人材育

成の体制づくりが行われる10）。代替可能性の低い

経営資源の衰退を防ぎ、地域の酒造メーカーの競

争力を全体的に高める、などの目的による場合、

地域産業にとって不可欠な技能・技術をもつ人材

を地域において育成することや、特殊な技能・技

術を持つ人びとからの技能・技術の継承を図るこ

とが、ある１企業の経営課題を超え、地域産業全

体の課題として認識される。そして、その認識が

共有されると、限られたパイをめぐる競争という

状況を離れ、業界、関連産業、公設研究機関、教

育機関、その他の企業、組織を挙げた体制づくり

が行われていく。

５．新潟清酒学校のケース

　清酒製造業に共通する課題である、Off-JTと

OJTの組み合わせによる酒造技能者育成の成功

例が新潟地域にある。そこでは、酒造技能者育成

への継続的な取り組みが行われており、教育機関

として「新潟清酒学校」が設けられている。以下

では、新潟清酒学校という人材育成システムにつ

いて、設立の目的と経緯、入学要件と教育・研修

のレベル、運営体制の面から整理する。そして、

人材育成の成果として酒造技能者の育成状況を述

べる。

　５.１　新潟県清酒製造業の概況

　新潟清酒学校の事例を取り上げる前に、新潟県

の清酒製造業の概況と県内に所在する清酒製造業

に特化した研究や指導を行っている公的機関と教

育機関の状況確認を行う。主要産地における清酒

製造業のデータをまとめたのが、図表５である。

96の蔵元数は、新潟が清酒の産地であることの証

明である。

　課税移出数量（平成14酒造年度）をみると、新

潟県は対前年比約2.7％減の63,322klであるが、全

国平均は対前年比約6.2％減であることから、新

潟県の減少幅の緩やかさがわかる。また、生産量

ベースのシェアからみると、全国第３位の7.1％

を占める地域である。上位２県の兵庫県（課税移

出数量271,109kl；シェア31.1％）と京都府（課税

移出数量133,235kl；シェア15.3％）に比べてそれ

らの数値こそ低いものの、生産量の減少率では両
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図表５　清酒の主要産地比較

新潟県 兵庫県 京都府

製造業者数 96 100 58

課税移出数量
（対前年比）

63,322kl 271,109kl 133,235kl 

（▲2.7％） （▲6.4％）（▲13.2％）

シ ェ ア 約7.3％ 約31.1％ 約15.3％

出典： 国税庁「清酒製造業の概況（平成15年度調査分）」より作成。



新潟地域における産業人材育成システム

地域をしのいでいる。

　さらに、新潟には「特定名称酒」の製造という

点で強みを持つという特徴がある。特定名称酒11）

とは、原材料を選んで使い、手間をかけて生産す

る高級酒だが、新潟県の清酒生産量に占める特定

名称酒の割合は62.6％に達し、全国平均の約25％

を大きく上回る。また、平成15酒造年度全国新酒

鑑評会12）の審査結果をみても、出品点数80、入

賞数48はともに全国１位、金賞数22は全国２位の

数値である13）。

　高品質・高付加価値の清酒を製造するための１

つの条件が、清酒製造に従事する従業員の全体的

な技能・技術の向上にあるとすれば、新潟県の清

酒が比較的高い価格帯、および高品質の製品とし

て生産され、消費されていることをあらわすこれ

らの数値からも、新潟県の清酒製造業における人

材育成の方向性をみてとることができる。

　５.２　清酒関連の研究・教育機関

　清酒製造業に特化した研究や指導を行っている

公的機関の代表は、新潟県醸造試験場である。新

潟県醸造試験場は、県産酒の品質向上、酒造従業

員の養成、酒造用原料米（酒米）の改良などを目

的として、業界の強い要望をうけて、また土地等

を業界が提供することによって設立された。昭和

５年（1930）のことである。醸造試験場は、清酒

製造の免許を持つ全国唯一の清酒製造単独の県立

指導・試験研究機関であって、研究員６名の体制

で試験研究および指導業務にあたっている（平成

16年現在）。

　同試験場は、業界の肝いりで設立された経緯が

あり、そのため産業との連携にも積極的である。

試験・研究を依頼する企業は県内の酒造会社だけ

ではなく、ときには県外企業からも研究依頼が持

ち込まれるなど、実践的な指導を行う機関として

認知されている。 

　教育機関としては、全国唯一の醸造科を有する

新潟県立吉川高校14）があった。しかし、醸造科

は実業高校離れの影響を受けて、定員割れが続い

た結果、平成14年度以降募集停止となっている。

さらに、昭和59（1984）年に設立された新潟清酒

学校がある。これについては、次節以降で詳述す

る。

　５.３　新潟清酒学校の目的と設立経緯

　新潟清酒学校は、その設立母体である新潟清酒

教育協会設立の趣旨に「新潟清酒学校は酒造技能

者育成のための専門教育機関である」とうたわれ

ているとおり、新潟県の清酒製造業が立ち上げた

「自前の」人材育成のための教育機関である。

　同校の設立は、杜氏を頂点とする酒造技能者の

高齢化・後継者不足の加速化とその認識の共有に

より促された。しかし、それは新潟地域のみなら

ず全国各地の清酒産地が直面していたはずの問題

である。それでは、新潟がその時点で人材育成の

ための体制づくりに踏み切れた理由はどこにある

のだろうか。新潟清酒学校の設立に深く関わった

関係者への聞き取り調査、および各種資料からポ

イントを抽出すると以下の３点に集約された。　

　第１は、杜氏集団を呼び寄せればよい地域の清

酒製造業とは異なり、越後杜氏が分布する地域の

産業だったからこそ、酒造技能者を長期的に確保

していくことへの不安を直接感じ取れたことにあ

る。第２は、酒造技能者確保の困難性を早期に認

識し、県内の酒造会社を管轄する連合団体である

酒造組合を中心とした人材育成体制整備の必要性

を提起した人物の存在である。すなわち当時の新

潟県醸造試験場長・嶋氏15）によって、県酒造組

合に対して「教育システムづくりに対する提案」

がなされたことは設立の契機の１つである。

　第３に、提案を受けた酒造組合が、即座に酒造

技能者育成のための仕組みづくりに対する検討を

開始し、「走りながら考える」ように実行段階に

移したことである。教育・研修体制整備のための

情報を収集するために、他地域の視察とともに、

県内の全酒蔵に対するアンケート調査が行われ

た。アンケート結果には、将来の人材不足に対す

る危機感が反映されており、それを受けて昭和58
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（1983）年には「技能者育成プロジェクト」が立

ち上げられた。３つのポイントに適切に対応し、

業界および支援機関において危機意識が共有され

たことが人材育成の体制づくりを円滑化させ、新

潟清酒学校の設立を促したのである。

　５.４　新潟清酒学校の入学要件とカリキュラム

　次に、清酒学校において教育・研修を行う対象

者を確認する。入学要件としては、「新潟県内の

酒造企業に通年雇用されており、企業が適任者と

して推薦するもので、原則入学時に35歳以下であ

ること」が定められている。これは大まかな規定

であり、実際には次のような条件がつく。

　前提となるのは、入学時に20歳以上であること

である。未成年では酒の製造には携われない。さ

らに、実務経験として酒造会社で３年程度の勤務

が必要とされる。これは、高校卒業後酒造会社に

入った場合、前記の年齢制限をクリアするための

年限である。言い換えれば、各人の適正を見定め、

会社の方針を受けて製造部門への異動を検討する

ために必要な期間でもある。最後に、企業による

推薦を求めることで、清酒学校に生徒を送り出す

企業側の責任を規定し、将来的に酒づくりを担当

させる意図をもって選抜された従業員であること

の確認が行われる。

　入学要件をまとめると、新潟清酒学校は「将来

的に清酒製造を担当させる意図をもって選抜され

た、酒造会社での３年程度の勤務経験を有する、

20歳以上35歳以下の従業員」を対象としたもので

ある。

　清酒学校のカリキュラムは、８つの柱からな

る。それは、①基礎科学および醸造学の知識に関

するもの、②清酒製造知識および醸造学の知識に

関するもの、③法規・法令に関するもの、④業界

に関するもの、⑤清酒の知識に関するもの、⑥監

督者に必要な基礎知識に関するもの、⑦一般常識

に関するもの、⑧その他必要なものである。

　①から③が技術関連の講義と実習に該当する。

とりわけ、清酒製造に直結する知識の習得を目的

とした②には、原料関連、麹関連、酒母関連、精

成・貯蔵・濾過、出荷管理や酒税関連事務等に関

する講義と、微生物・分析・きき酒に関する実習

などが含まれており、十分な時間が割り当てられ

ている。また、酒造技能・技術に関する講義に加

えて、④から⑧の講義を設けることで、酒造技能

者に求められる幅広い知識の涵養が企図されてい

る。

　５.５　新潟清酒学校の運営体制

　新潟清酒学校の運営には、　新潟県醸造試験場

が大きな役割を果たしている。醸造試験場は、同

所の醸造・検査機器を利用して行われる微生物や

分析、きき酒の実習などの場として使用されるほ

か、清酒学校のカリキュラムの検討、醸造関連の

講義担当者の派遣を行うなど、学校運営の中枢的

な機関である。

　また、酒造メーカーの上部組織である新潟県酒

造組合の存在感も大きい。このことは、清酒学校

が新潟県酒造組合を母体とする新潟清酒教育協会

立であり、同組合と同じ建物内に同校の事務局が

置かれていることからも明らかである。また、同

校のカリキュラムの検討に、酒造組合の技術委員

会が醸造試験場の研究員とともに関与している。

ほか、県内酒造メーカーの協力体制確立にも一役

かっている。

　それとともに、新潟県酒造従業員組合連合会、

新潟県杜氏研究会、新潟県清酒研究会、新潟県清

酒学校同窓会の４団体が関与している。それら

は、酒造会社の従業員で構成される組織であり、

酒造組合と入れ子状になっているため、重複して

所属することもありうる。

　さらに、４団体に所属する技能者・技術者のな

かからは、清酒学校の講師が選任されている。こ

れは清酒学校という人材育成システムに、新潟地

域において育成される者が、育成する側に回るこ

とが組み込まれていることを示している。言い換

えれば、産業の担い手として育成された（若年）

者が、長じて地域の産業（コミュニティ）に認め
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られ、指導役になるというキャリア・パスが組み

込まれており、そのことが人材育成システムの継

続性を支える一因ともなっているわけである。

　５.６　酒造技能者の育成状況

　清酒学校の修養年数は３年であり、毎年20名前

後の入学者を受け入れて、卒業率は約90％、平成

16年までの卒業生は300名を超える。酒造技能者

の育成という側面から、人材育成の成果を確認す

るとすれば、新潟清酒学校の卒業生で、現在も県

内酒造メーカーに勤務するのは261名であり、在

職率は約88％に達する。この数字は、清酒学校の

目的である「新潟県清酒業界の発展に寄与する人

材の育成」の度合いを示している。

　この点は、技能士の取得状況からも確認でき

る。酒造技能士１級取得者が63名、２級取得者

が96名、合計159名が技能士資格を取得している

（平成16年現在）。酒造メーカーに勤務する卒業生

の50％超が、国家資格である技能士を取得してい

る。清酒学校では、そうした資格取得のサポート

も行っている。具体的には、希望者を対象に、技

能士試験の対策講習会を開催している。そこで

は、筆記試験の模試とともに、醸造試験場を会場

に、実技試験の対策講習も行われる。さながら予

行演習の様相を呈している。こうした点もまた、

酒造技能者の育成の成果として考えることができ

るのではないだろうか。

　出荷・販売の段階までの品質、安全性が問われ

る昨今、酒づくりに係る技能・技術、知識を資格

というかたちで担保する従業員が製造およびその

他の業務を担当していることの意義が新潟の酒造

メーカーでは大いに認められている。

　清酒学校卒業後に酒造経験を積んだ卒業生のな

かから、県内の酒造メーカーで杜氏あるいは、製

造部長などの酒づくりの責任者としてのポジショ

ンを占める人の数が増えつつあることにも注目し

たい。杜氏あるいはそれに相当する製造部長など

の職位に就くことができるのは、１社あたり１人

に限られる。したがって、おおむね酒造メーカー

の数しか、そのポジションはない。平成16年の段

階において卒業生杜氏の数は21名であり、新潟

県酒造従業員組合連合会に属する越後杜氏16）の

15％弱を占めていたが、平成18年９月現在、その

数は24名に増加している。これもまた、清酒学

校設立以降、20年にわたる継続的なOff-JTおよび

OJTの組み合わせによる成果である。

　こうしたことから、新潟清酒学校が、新潟県の

清酒製造業の従業員に対して人材開発機会の提

供、県内酒造メーカーに対する酒造技能者の継続

的な供給、といった機能を果たし、酒造技能者の

育成に貢献してきたことは明らかである。ここま

で、新潟清酒学校における人材育成のケースを取

り上げて、各種資料とインタビュー調査をもと

に、清酒製造業における地域での人材育成の実態

把握を行った。以下では、新潟清酒学校の事例か

ら得られた発見事項を整理した上で、地域（コ

ミュニティ）における産業人材育成システムに対

するインプリケーションの導出を試みる。

６．まとめ

　新潟県の清酒製造業では、早い段階から業界全

体として従来の「盗んで覚える」式のやり方や、

非計画的なOJT頼みの人材育成を見直し、清酒

学校の設立によるOff-JTの充実によって酒造技

能者の育成を図ってきた。それを実行局面に移す

ことができたのは酒造技能者の不足というシグナ

ルが、他地域に先駆けて認識されたことであり、

酒造組合での検討を経て人材育成体制の構築に踏

み切り、「走りながら考える」かたちで、人材育

成を進めたためである。

　また、地域において酒造技能者を育成すること

が必要だとする認識の共有化が、その体制づくり

に関する関連団体・各種機関の連携を円滑化し

て、地域産業にかかわる関係者全てを巻き込みな

がら学校形式による基礎的技能習得の仕組みをつ

くり上げることにつながった。

　新潟清酒学校は、酒造経験の浅い従業員の技能
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の底上げを目標として設立された。そのため、清

酒学校のカリキュラムは基礎的な知識・技術が習

得できるような構成となっている。清酒学校のカ

リキュラムは、酒づくりの基礎的な部分をカバー

するものであり、その後のOJT、実地での指導の

地ならしとして効果的に機能している。

　それは、教育・研修の期間として、基礎的段階

から、より応用的な酒造にかかる技能・技術、知

識の習得を図るため、３年の修養年数が確保され

ていることによるメリットである17）。修養期間を

長くとることにより、応用的な教育ニーズにも対

応可能な余地を残し、技能・技術の習得をOJT

によって行う場合に、その連動性を確保すること

にもつながっている。

　応用的な教育ニーズへの対応については、20年

以上の継続的な運営に伴う講義・実習内容の弾力

的調整によって、受講生の能力次第では清酒製造

の応用的な知識、技能・技術の習得まで支援する

ことが可能な体制をしいている。また、OJTと

Off-JTの連動性については、清酒学校で学んだこ

とを、同年の酒造期に確認することができるとい

う利点が挙げられる。春から秋にかけて清酒学校

での講義・実習を経験し、冬には各酒造メーカー

に戻って酒づくりの現場での学習、経験を積む。

そのような流れが３年間繰り返されることで、清

酒学校におけるOff-JTを活かした仕事の改善、

現場のOJTによる技能・技術の向上、現場での

実践を通じた知識の理解度向上という良い循環が

もたらされる。

　本稿では、新潟の清酒製造業の事例を用い、地

域における人材育成システムのあり方について、

地域産業（コミュニティ）の連携と協調による仕

組みづくりの重要性を示した。このように、地域

の連携と協調によって人材育成システムを構築

し、運営していくことの有効性は、産地の中小企

業に限られるものではなく、いくつかの業界でも

取り組みが進められつつある18）。そうとはいえ、

会社規模やビジネスの大きさに拠る人材育成機会

の限定性や、経営資源上の制約を有する地域の中

小企業にとってこのような人材育成システムは、

優れて有効であると考えられる。

　産地やそこにおける中小企業にとって、人材育

成は大きな課題であるが、その課題の把握にとど

まっていては、人材育成は果たされない。産業、

企業、関連諸団体、各種機関が認識しうる人材育

成上の課題が地域にあるとすれば、その解決につ

ながるような取り組みを進めなければならない。

新潟や地域の人材育成システムである新潟清酒学

校の例をとるならば、「走りながら考える」とい

うことの重要性も指摘できる。地域の産業、企業

における教育・訓練のニーズの確認がなされ、教

育・訓練の目標が設定されたならば、実行局面に

移す。そしてそのあとはエナクトメント的に仕組

みを回し、意図的に人材育成システムを作りこん

でいく必要があるのである。
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２） 地場産業は次のように定義される．歴史，風土，経営
資源等により地域に根ざした中小企業群であって，１．
単一または複数の市町村からなる区域における当該業
種に占める工業出荷額が５億円以上あるもの，２．単
一の市町村からなる区域の工業出荷額若しくは工業に
属する中小企業数の10％以上を占める業種のもの，３．
単一の市町村からなる区域の該当業種及び関連業種の
工業に属する中小企業数が10社以上の企業の集まりが
あるもの，のいずれかに該当するもの．ちなみに，工
業出荷額５億円以上という条件は，産地概況調査の対
象となる地域の条件と同じである．

３） 本稿では清酒製造自体の技術を問題とするのではなく，
清酒製造にかかる人材育成の問題を扱うためこれらの
詳細には触れないこととする．

４） たとえば，『醸造協会雑誌』には「杜氏と酒造り」のテー
マに基づいて，1983年から1984年にかけて，各地域の杜
氏が自らの酒づくりや経験をまとめたものが掲載され
ている．

５） 大江（1998）では，兵庫県灘地域の清酒製造業におけ
る人材開発の実態について，ある酒造会社を例に，企
業内における酒造技術者，技能者の育成を制度的な側
面から論じている．また，季節雇用の蔵人による酒づ
くりを超え，通年雇用の従業員による酒づくりを行う
という観点から，その意思決定と人材育成を含む体制
づくりの推進過程を論じた義本（2001）や，酒づくり
を行う上でポイントとなる技術，設備あるいは原材料
に関する課題と，作業手順等を文書化することの必要
性を指摘した大橋（2003）の研究から導かれるものも
少なくない．

６） 酒造年度とは，酒税法に定められるもので，７月から
翌年６月までの期間が１つの酒造年度とされる．

７） 焼酎の出荷数量は，前年比9.1％増の950,826klであり，
同5.7％減の856,376klであった清酒の生産量を上回っ
た．昭和24（1949）年４月から昭和25（1950）年３月
までの期間以来のことである．

８） 国税庁『清酒製造業の概況（平成15年度調査分）』によ
る．

９） 清酒製造技術講習の期間は６週間（年３回募集），定員
は16名（年間48名）であり，いずれも酒造期をはずし
た時期（主に夏場）に行われている．

10） 酒造技能者の育成機関として，福島県には清酒アカデ

ミー，石川県には石川清酒学校が設けられ，地域での
人材育成が行われているが，それらについての検討は
別の機会に行う．

11） 清酒は，1988年に定められた国税庁公示第八号「清酒の
製法品質表示基準」によって，原料，製造方法等の違
いにより①普通酒，②本醸造酒，③純米酒，④吟醸酒，
の４つに大別されるようになった．「特定名称酒」とは
②～④の総称である．

12） 全国新酒鑑評会とは，独立行政法人・酒類総合研究所
の主催による吟醸酒のコンテストである．鑑評会への
出品と受賞は，品質の高さを証明する１つの指標と考
えられている．

13） 平成15酒造年度全国新酒鑑評会では，出品点数第２位
が兵庫県の51，入賞数第２位が山形県の37，金賞数第
１位は山形県の24という結果であった．

14） 昭和32（1957）年４月に新潟県立吉川高校醸造科が設
置されたのは，職場としての魅力が高まった清酒製造
業への就業支援と，酒造関係の職業教育を求める地域
の声に応えるためであった．醸造科は各学年１クラス，
３学年の合計定員は90名であり，同校に備えられた清
酒醸造のため設備で，実際に酒を仕込み，市販も行う
という形態で運営が行われた．同校の詳細は，新潟県
立吉川高等学校醸造科（1997）を参照のこと．

15） 同氏と新潟清酒学校のかかわりについては，嶋（1991）
を参照のこと．

16） 新潟県酒造従業員組合連合会に杜氏として加盟してい
る人数は，現在156名に過ぎないが，最盛期の昭和30年
代には1,000名を超えていたといわれる．

17） 酒造組合中央会による製造技術者の幹部養成研修には，
数年前まで上級課程が設けられていたが，現在では基
礎課程のみになっている．

18） 大企業においても，企業の枠を超え，業界全体で人材
育成を行おうとするオープン系の研修機関が設けられ
ている．また，造船・船用関連業界では，技能工の効
率的な育成を目指して，地域企業の共同による教育・
研修制度（広島県因島地域の「因島技術センター」や
愛媛県今治地域の「造船技術センター」など）が立ち
上げられるなど，地域における人材育成システムづく
りがなされている（「中堅造船，技能伝承急ぐ」，『日経
産業新聞』，2006年１月12日，「造船技術伝承 業界スク
ラム」，『日本経済新聞』，2005年３月29日）．
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