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平成２２年度 全国高等学校インテリア科教育研究会第２回協議会 

  平成２３年 ２月４日 (金)                           
午前 10：30～午後 4：30    
市川工業高等学校 応接室 

 
＜日 程＞ 

  午前１０時３０分～１２時００分  第２回教育課程委員会、第２回学科推進委員会 
会計監査 

     １２時００分～午後１時００分 昼食・休憩 
  午後 １時００分～午後４時３０分 第２回理事会 

５時００分～  教育懇談会 
 

 
第２回理事会  

１ 開会の言葉 
２ 会長挨拶 
３ 議  事 

１ 平成２２年度 事業報告  
２ 平成２２年度 会計報告・監査報告 
３ 平成２３年度 事業計画（案） 
４ 平成２３年度 予算（案） 
５ その他 

４ 閉会の言葉 
 

 
 
 

参加者 
会長、 副会長、 理事長、 副理事長、 理事、  会計、 監事、  
教育課程委員、 学科推進委員、 ホームページ担当 
                                 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



2/10 

１ 平成２２年度  事業報告  
（１）理事会および委員会 

第１回協議会 平成２２年５月２１日（金）場所：千葉県立市川工業高等学校 

第２回協議会 平成２３年２月 ４日（金）場所：千葉県立市川工業高等学校 

 

（２）教科目研究会（全イ研HP 【http://www.zeniken.info/】掲載） 

   平成２２年８月 ５日（木）～６日（金） 場所：長野県臼田高等学校 

   担 当 校：長野県臼田高等学校  参加者３１名  宿泊：佐久グランドホテル 

研修内容：一日目 軽井沢彫りによる手鏡の製作 講師：中野  稔 先生 
二日目 ステンドグラスｺｰｽﾀｰ の製作  講師：新井義一 先生 

 

（３）第４回高校生ものデザインコンテスト（全イ研HP 【http://www.zeniken.info/】掲載） 
   主  催：全国高等学校インテリア科教育研究会 
   後  援：社団法人 全国工業高等学校長協会  

協  賛：拓殖大学工学部、千葉工業大学工学部、東海大学芸術工学部、日本工業大学 

青山製図専門学校、専門学校ICSカレッジオブアーツ、(株)武田製図機械製作所 

日本フリーランスインテリアコーディネーター協会 

   参加資格：全国高等学校インテリア科教育研究会加盟校の生徒 

   テ ー マ：デザイン部門＜規定＞高校生の住まいを考える（面積１５～２５㎡程度） 

作品送付：～平成２２年７月２１日（水）必着 
作 品 数：クラフト部門（出品数３３）、デザイン部門（出品数４３(自由)６９(規定)） 

   表  彰：クラフト部門＜自由＞最優秀賞（静岡県立科学技術高校）【虫の音と共に】 

                   優秀賞（福岡市立博多工業高校）【凸凹】 

デザイン部門＜自由＞最優秀賞（千葉県立市川工業高校）【Cook House】 

           優秀賞（長崎県立長崎工業高校）【グラス・ハウス】 

デザイン部門＜規定＞最優秀賞（千葉県立市川工業高校）【Children heart】 

           優秀賞（東京都立工芸高校）    【私の星空観測室】 

   表 彰 式：平成２２年８月５日（木）教科目研究会開会行事において表彰式を行う。 

   展  示：優秀作品はｲﾝﾃﾘｱﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2010（11/17～19 東京ビッグサイト）に展示した。 

 

（４）委員会等事業報告（別紙）   

①教育課程委員会（白石 和義：博多工業高校）  

②学科推進委員会（中野   稔：長野県臼田高校） 
③全イ研ＨＰ担当（村川 剛啓：市川工業高校） 

   
（５）優良生徒表彰 

平成２３年１月１３日（木）、事務局より優良生徒表彰申請書を加盟校に FAX する。 

平成２３年２月１０日（木）、事務局より表彰状を申請校に送付する。 

表 彰 者：全国高等学校インテリア科教育研究会会長 

被表彰者：平成２２年度加盟校関係学科卒業見込み生徒。全定各１名。 

（総合成績優秀で当該学科の勉学に成果をあげ、学校長の推薦のある者。） 
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（６）第２５回全国高等学校インテリアデザイン展（デザイン甲子園） 
主  催：（財）大川総合インテリア産業振興センター 
後  援：文部科学省、九州経済産業局、福岡県、福岡県教育委員会、全国高等学校イン

テリア科教育研究会、大川市、大川市議会、大川市教育委員会、ほか 
テ ー マ：生活居住空間を構成する家具のデザイン 
応募期間：平成２２年９月１日（水）～９月１０日（金）必着 

参加校 ２６校  応募数 ３２９点  入賞者２６名 

表  彰：文部科学大臣賞（愛知県立愛知工業高校）【＠ｈｏｍｅ】 

全イ研会長賞（高知県立高知工業高校）【収納型ﾄﾞﾚｯｻｰ メイクマジック】 

                                             ほか各賞有り 

（７）ＪＡＦＩＣＡ主催 第２回高等学校インテリア科コンペ 
   主  催：日本フリーランスインテリアコーディネーター協会 
   協  力：社団法人 インテリア産業協会、㈱リビングデザインセンター 
   テ ー マ：将来の私と家族の住まい空間 

応募期間：平成２２年１０月１日（金）～平成２３年１月１２日（水）必着 
参加校 ４校  応募数 ２０点  入賞者 ５名 

表  彰：最優秀賞（宮城県工業高校）【水に浮かぶ家～自然が創る】 

 優秀賞 （千葉県立市川工業高校）【ＰＯＷＥＲ ＳＰＯＴ るーむ】 

             OZONE賞（熊本県立熊本工業高校）【木漏れ日とともに】      ほか２賞有り 
展  示：優秀作品は ﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ OZONE ７F IC’s ｽｸｴｱに展示される。（2/3～15） 

 
（８）賛助会員の入会（全イ研HP 【http://www.zeniken.info/】掲載） 
    有限会社 秋山木工 

柏木工 株式会社 
株式会社 ケイズドラフト 
株式会社 ノダ 清水事業所 
株式会社 末永製作所 
日進木工 株式会社 
株式会社 エーアンドエム 
神戸船舶装備 株式会社 松戸工場 
バキュームモールド工業 株式会社 
株式会社 武田製図機械製作所 
株式会社 優雅堂 
専門学校 ICSカレッジオブアーツ 
青山製図専門学校 
国際理工専門学校 
東海工業専門学校 金山校 
専門学校 東京テクニカルカレッジ 
財団法人 実務技能検定協会 トレース技能検定部 
財団法人 実務技能検定協会 レタリング技能検定部 

    一般社団法人 日本壁装協会                   以上１９社 
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（９）個人会員の入会 

    髙松 和久（東京都立練馬工業高等学校 教諭） 

    小山 修身（ＴＯＴＯ株式会社 東関東支社 市場開発課）          以上２名 

 

（10）会員の表彰および顧問の推薦 
    該当者なし 
 
２ 平成２２年度 会計報告・監査報告 

（１）平成２２年度 一般会計中間報告（別紙） 

  

（２）平成２２年度 特別会計中間報告（別紙） 

 
（３）監査報告                
    
３ 平成２３年度 事業計画（案） 

（１）理事会および委員会 

第１回協議会 平成２３年５月２０日（金）場所：千葉県立市川工業高等学校 

第２回協議会 平成２３年８月 １日（月）場所：水前寺共済会館 

第３回協議会 平成２４年２月 ３日（金）場所：千葉県立市川工業高等学校  

 

（２）大会（詳細別紙） 

   大会名：第４７回全国高等学校インテリア科教育研究大会（熊本大会） 

   主 催：全国高等学校インテリア科教育研究会 

   後 援：文部科学省、(社)全国工業高等学校長協会、熊本県教育委員会 

   期 日：平成２３年８月１日（月）～３日（水） 

   会 場：公立学校共済組合熊本宿泊所 水前寺共済会館 

       〒862-0950 熊本県熊本市水前寺１丁目３３番１８号 ℡ 096-383-1281 

   日 程：８月１日（月）第２回協議会（理事会・委員会） 

       ８月２日（火）開会行事、総会、講話、研究発表、研究協議 

       ８月３日（水）九州地区高校生ものづくり木材工芸技術競技会、閉会行事 

当番校：熊本県立熊本工業高等学校 校長 倉岡 寛 

       〒862-0953 熊本県熊本市上京塚町５‐１ ℡ 096-383-2105 

 

（３）第５回高校生ものデザインコンテスト 
   主  催：全国高等学校インテリア科教育研究会 
   後  援：社団法人 全国工業高等学校長協会  

協  賛：拓殖大学工学部、千葉工業大学工学部、東海大学芸術工学部、日本工業大学 

（予定） 青山製図専門学校、専門学校ICSカレッジオブアーツ、国際理工専門学校 

日本フリーランスインテリアコーディネーター協会、(株)武田製図機械製作所 

   参加資格：全国高等学校インテリア科教育研究会加盟校の生徒 

   テ ー マ：（第４回のテーマ⇒デザイン部門＜規定＞高校生の住まいを考える） 
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   部  門：クラフト部門＜自由＞、デザイン部門＜自由＞、デザイン部門＜規定＞ 

   表  彰：最優秀賞、優秀賞、優良賞（各協賛者賞） 

   ＊応募要項は平成２３年４月末頃、担当校の都立工芸高校から発信される予定。 

 

（４）委員会等事業計画 

 ①教育課程委員会（白石 和義：博多工業高校）  

②学科推進委員会（中野  稔：長野県臼田高校） 
※平成２３年度～平成２５年度まで、学科推進委員会兼記念誌編集委員会とする。(後述) 

③全イ研ＨＰ担当（村川 剛啓：市川工業高校） 
 

（５）優良生徒表彰 

平成２４年１月１３日（金）、事務局より優良生徒表彰申請書を加盟校に FAX する。 

平成２４年２月１０日（金）、事務局より表彰状を申請校に送付する。 

表 彰 者：全国高等学校インテリア科教育研究会会長 

被表彰者：平成２２年度加盟校関係学科卒業見込み生徒。全定各１名。 

（総合成績優秀で当該学科の勉学に成果をあげ、学校長の推薦のある者。） 

 

（６）第２６回全国高等学校インテリアデザイン展（デザイン甲子園） 
主  催：（財）大川総合インテリア産業振興センター 

   ＊詳細は後日主催者から発信される予定。 

 

（７）ＪＡＦＩＣＡ主催 第３回高等学校インテリア科コンペ 
   主  催：日本フリーランスインテリアコーディネーター協会 
   ＊詳細は未定。 

 

（８）賛助会員と個人会員の募集 

  

（９）会員の表彰および顧問の推薦 
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（10）役員 

                                      ○印は委員長           

４ 平成２３年度 予算（案）（別紙） 
 

５ その他  
（１）全イ研創立５０周年について 

・第４８回全国高等学校インテリア科教育研究大会(平成２５年度)を創立５０周年記念大会

とする。（創立５０周年は平成２６年度であるが、大会が無い年なので先取りして行う。） 

  ・２５年度大会当番校は臼田高校であったが事情により同校開催が難しいため、市川工業高

校(全イ研事務局)が大会事務局を兼ねて担当する。⇒創立５０周年記念大会（千葉大会） 

  ・記念事業として記念誌を発行する。学科推進委員会が記念誌編集委員会を兼ねて取組む。 

 

（２）ＪＡＦＩＣＡ特別会員の入会について（別紙） 

・全イ研は JAFICAの特別会員に入会する。（平成２３年度総会の議決を受けて） 
・JAFICAは全イ研の賛助会員に入会する。（内諾済み） 

平 成 ２２ 年 度 平 成 ２３ 年 度  

役  職 氏  名 学  校  名 

 

役  職 氏  名 学  校  名 

会  長 鈴木 祐弘 千葉県立市川工業高等学校 会  長 鈴木 祐弘 千葉県立市川工業高等学校 

副 会 長 倉岡   寛 熊本県立熊本工業高等学校 副 会 長 倉岡   寛 熊本県立熊本工業高等学校 

理 事 長 楚山 修司 千葉県立市川工業高等学校 理 事 長 楚山 修司 千葉県立市川工業高等学校 

副理事長 佃 正義 熊本県立熊本工業高等学校 副理事長 佃 正義 熊本県立熊本工業高等学校 

奥谷 等 青森県立青森工業高等学校 工藤 武彦 青森県立弘前工業高等学校 

中野  稔 長野県臼田高等学校 中野  稔 長野県臼田高等学校 

高木 豊明 長野県木曽青峰高等学校 高木 豊明 長野県木曽青峰高等学校 

白石 和義 福岡市立博多工業高等学校 白石 和義 福岡市立博多工業高等学校 

理  事 

善住 尚之 長崎県立長崎工業高等学校 

理  事 

善住 尚之 長崎県立長崎工業高等学校 

会  計 金子 裕行 千葉県立市川工業高等学校 会  計 金子 裕行 千葉県立市川工業高等学校 

大出 光一 宮城県工業高等学校 大出 光一 宮城県工業高等学校 監   事 

橋本 哲彰 堺市立堺高等学校 

監  事 

橋本 哲彰 堺市立堺高等学校 

奥谷 等 青森県立青森工業高等学校 工藤 武彦 青森県立弘前工業高等学校 

髙塚 秀雄 静岡県立科学技術高等学校 髙塚 秀雄 静岡県立科学技術高等学校 

橋本 哲彰 堺市立堺高等学校 橋本 哲彰 堺市立堺高等学校 

教育課程委員 

 

○白石和義 福岡市立博多工業高等学校 

教育課程委員 

 

 

○白石 和義 福岡市立博多工業高等学校 

岸上 恭史 秋田美工短大附属高等学院 岸上 恭史 秋田美工短大附属高等学院 

○中野 稔 長野県臼田高等学校 ○中野  稔 長野県臼田高等学校 

森田 聡 東京都立工芸高等学校 森田 聡 東京都立工芸高等学校 

学科推進委員 

金子 裕行 千葉県立市川工業高等学校 

学科推進委員 

兼 

記念誌編集委員 

金子 裕行 千葉県立市川工業高等学校 

ＨＰ担当 村川 剛啓 千葉県立市川工業高等学校 ＨＰ担当 村川 剛啓 千葉県立市川工業高等学校 
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（３）高等学校職業教育教科書の編集及び改訂について（報告） 

・平成２５年度使用開始分（インテリア計画、インテリアエレメント生産） 

   原稿作成・編集⇒H２２年１２月～H２３年７月，審査⇒H２３年８月～H２４年１月 

・平成２６年度使用開始分（インテリア装備、インテリア製図） 

（原稿作成・編集⇒H２３年１２月～H２４年７月，審査⇒H２４年８月～H２５年１月）？ 

 

（４）組織と運営について（確認） 
①組織 

  ・平成２２年度より本会は、会則第５条に示す正会員と賛助会員を以て組織する。 
②運営 

  ・役員の任期は原則２年とし、再任を妨げない。事務局４年交替の関係上、会長と理事長は 
４年間務める。 

  ・役員、事務局、大会当番校、研究発表校は全イ研輪番表に基づいて取り決める。 
・理事会は年２回以上開催し、本会の運営に関する重要議案を協議する。 
・総会が開催されない年度の重要議案は書面表決等をもって年度最初の理事会に委ねる。 

  ・その他本会の運営に関する詳細は、すべて会則と内規によるものとする。 
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＜資料１＞ 

１ 全イ研会員校                                 

旧地区イ研 Ｈ22会員校 Ｈ22会員数 

旧東北・北海道地区 ７校  ５３名 
旧関東・中部地区 １１校  ９０名 

旧近畿・中国・四国地区 ３校  ２６名 

旧九州地区 １２校  １０１名 

合計 ３３校    
２７０名 

 
２ 会員校の推移   
Ｈ15年度･44校→Ｈ16･42→Ｈ17･41→Ｈ18･40→Ｈ19･38→Ｈ20･36→Ｈ21･33→Ｈ22･33校 
             

３ 平成２２年度会員校の科及びコース等の名称 
○インテリア科（１８校）  
○インテリア系（鹿児島工業）  ○インテリアデザイン科（大阪市立工芸） 
○インテリア設備科[インテリアコース]（宇都宮工業） 
○建築インテリア科[インテリアコース]（峡南） 
○建築インテリア科（高山工業） 
○建築インテリア創造科(堺市立堺)   ○建築・木材科[木材技術コース]（能代工業） 
○建築デザイン科（静岡科学技術） 
○建築デザイン科[インテリアデザインコース]（新庄神室産業） 
○建築科[インテリアコース]（水俣工業）  ○住環境工学科（上野工業） 
○工芸デザイン科[インテリアコース]（伊賀白鳳）  ○工芸科（高岡工芸）  
○工芸科インテリアコース（高松工芸） 
○デザイン科[インテリアデザインコース]・工芸美術科[木材工芸コース ]（秋田美工短） 
○産業デザイン科（鶴崎工業）  ○デザイン科（臼田高） 

  
４ 平成２３年度以降に動きがある学校   
○青森県立青森工業高校→H22年度末をもって閉科となる 
○山形県立新庄神室産業高校→H22年度末をもって閉科となる 
○三重県立上野工業高校→H22年度末をもって閉校、三重県立伊賀白鳳高校に移行する 
○長野県臼田高校→H25年度から総合学科デザイン系列となり、H26年度末閉校となる 
○栃木県立宇都宮工業高校→H23に科学技術高校・建築デザイン系住環境デザインコース(仮称) 
○熊本県立水俣工業高校→H24年４月、水俣高校と統合・再編、新高校が誕生する 
○岩手県立水沢工業高校→近隣商業高校との統合か学科縮小の動きがある 
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                                                        ＜資料２＞ 

        全 国 高 等 学 校 イ ン テ リ ア 科 教 育 研 究 会  賛 助 会 員 名 簿                        

2011/02/04 
 
                                                                     

№ 

事業所名又は   
団体名 

代表者又は 

担当者 

住   所 TEL 

FAX 

 
1 

専門学校 ＩＣＳ 
カレッジオブアーツ 

教育部 
木村昌弘 

〒152-0022 
東京都目黒区柿の木坂 1-5-6 

03-5701-2211 
 03-5701-2212 

 
2 

青山製図専門学校 
 

第二数学部長 
長嶋高志 

〒150-0032 
東京都渋谷区鶯谷町 7-9 

03-3462-1441 
03-3496-4669 

 
3 
有限会社  秋山木工 
 

代表取締役 
秋山利輝 

〒224-0004 
横浜市都筑区荏田東町 4394 

045-911-8020 
045-911-8301 

 
4 

(株)エーアンドエム 
 

代表取締役 
はやしまりこ 

〒272-0025 
市川市大和田 4-16-3 

047-377-3031 
047-377-3077 

 
5 

柏木工  株式会社 
 

総務部長 
前田正弘 

〒506-8585 
高山市上岡本町 1-260 

0577-32-3050 
0577-34-5254 

 
6 

(株)ケイズドラフト 
 

西川幸文 
 

〒123-0851 
東京都足立区梅田 6-5-5   1F 

03-5845-7510 
03-5845-7515 

 
7 

神戸船舶装備(株) 
松戸工場 

総務 
須藤康隆 

〒270-2254 
松戸市河原塚 408 

047-387-1291 
047-387-1294 

 
8 

国際理工専門学校 
 

学生部 
大友健太郎 

〒263-0024 
千葉市稲毛区大穴 3-8-11 

043-252-1920 
043-287-6714 

 
9 

(財)実務技能検定協会 
トレース技能検定部 

検定部長 
堀口一秀 

〒107-0052 
東京都北区中里 1-15-7 

03-5814-1465 
03-5814-1467 

 
10 

(財)実務技能検定協会 
レタリング技能検定部 

検定部長 
鈴木 満 

〒169-0075 
東京新宿区高田馬場 4-2-38 

03-3361-3461 
03-5332-5586 

 
11 

(株)末永製作所 総務課 係長  
白木広宣 

〒501-0606 
揖斐郡揖斐川町房島 1822-3 

0585-22-0778 
0585-22-6307 

 
12 

東海工業専門学校 
金山校 

教諭 
佐藤茂之 

〒460-0022 
名古屋市中区金山 2-7-19 

052-332-6211 
052-332-6255 

 
13 

(株)武田製図機械製
作所 

営業部長 
濱中 洋 

〒130-0003 
東京都墨田区横川 1-3-9 

03-3626-7821 
03-3626-7822 

 
14 

日進木工 株式会社 
 

総務部長 
野口照市 

〒506-0004 
高山市桐生町 7-78 

0577-34-1122 
0577-34-7311 

 
15 

一般社団法人  
日本壁装協会 

事務局長 
山下洋一 

〒107-0052 
東京都港区赤坂 4-9-6   6F 

03-3403-6351 
03-3403-6352 

 
16 

株式会社  ノダ 
清水事業所 

課長代理 
鈴木啓之 

〒424-8720 
静岡市清水区駒越北町 13-1 

054-334-5111 
054-335-2265 
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17 

バキュームモールド 
工業(株) 

業務部 課長 
枝松和也 

〒131-0031 
東京都墨田区墨田 5-23-11 

03-3614-1556 
03-3614-8472 

 

 

18 

株式会社  優雅堂 

 

代表取締役 
中村武志 

〒106-0032 
東京都港区六本木 3-3-14 

03-3583-8171 
03-3583-8173 

 

19 

専門学校  

東京テクニカルカレッジ 

インテリア科長 

白井雅哲 

〒164-8787 
東京都中野区東中野 4-2-3 

03-3360-8881 
03-3360-8820 

※社団法人 日本室内装備設計技術協会（通称：日本インテリア設計士協会）⇒入会見込み 
 

 

 

 

 

 

 

 

○全イ研ホームページを更新しています。 ぜひご覧ください。 

○ホームページに載せる各学校のニュースを募集しています。 

○賛助会員・個人会員を募集しています。地元の企業様等を紹介ください。 

    全イ研ホームページ  http://www.zeniken.info/ 

    事務局メール      zeniken＠ｙｗ．ｌｏｌｉｐｏｐ．ｊｐ 
 

全国高等学校インテリア科教育研究会（全イ研） 

事務局 千葉県立市川工業高等学校 インテリア科 

千葉県市川市平田３‐１０‐１０ 

TEL 047-378-4186  FAX 047-393-2405 

全イ研会長  市川工業高等学校長 鈴木祐弘 

全イ研理事長 市川工業高等学校  楚山修司 


