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富山商業高等学校（以下富商と称する）は、社会で信頼され活躍できる人材の育成

を目標に、校歌の一節である「愛と正義」を理想とした、教育活動を実践しています。 

数年後に到来する人工知能（以下「ＡＩ」と称する）時代においては、現在の職種

の中で「消える職種と残る職種」があると、多くの書籍で紹介されています。 

ＡＩ時代に代替されない職種として「経営者 経営幹部 経営企画等 営業係」な

どを多くの人々が回答しており、上記の職種は「問題解決能力」「創造力」「コミュ

ニケーション能力」などが求められる力であり、従来から商業科が育成してきた能力

です。 

そして、ＡＩを導入する場面では、課題解決能力、論理的思考などが必要とされ、

運用においては多様な他者との円滑なコミュニケーション能力や何事にもチャレンジ

し、自ら率先して行動することが必要とされています。(1) 

富商が実践している生徒販売実習「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」で取り組んでいるキャリ

ア教育活動は、ＡＩ時代に必要な資質能力の習得につながっており、ＡＩをどのよう

に活かしていけばよいかを「考える力」も育むことに結びついています。 

昨年度（平成２９年度）は、都市養蜂を活用した商品開発に関する体験（製造・加

工・販売過程）により、ビジネスに関する「知識・技能」を深め、私たちが「顧客創

造」の先駆者となることを目的として研究しました。私たちは、商品開発を体験的に

学習したことで、商品開発がもたらす「社会貢献」や社会的責任の重要性を実践から

学び、社会で必要とされる資質を育みました。そして次年度の研究目標として、富商

と地域が一体化した『都市養蜂を活用した富山市の地域創造』を提案しました。 

今年４月（平成３０年度）、富山市と民間が共同出資した施設である富山市民プラ

ザがサツマイモの苗を植えた屋上

緑化を始めると聞き、富商のミツ

バチでサツマイモの受粉に協力を

させて欲しいと依頼したところ、

将来的には屋上養蜂にチャレンジ

してみたいと考えていた富山市民

プラザの構想と一致し、平成から

新しい時代に向かう今こそ私たち

の蓄積されたノウハウを地域に還

元し、活用してもらうことが実現

しました。地域に新しい息吹を吹き込みつつ、ＡＩ時代に必要とされる能力を育みな

がら、地域創造に貢献したいと考え、『都市養蜂を活用した富山市の地域創造』を、

平成３０年度の研究目標として設定しました。 

 

 

（１）平成２８年版情報通信白書 平成３０年版情報通信白書 引用 

（２）図表 4-5-3-1(出典)総務省｢平成 29 年通信利用動向調査｣(2018) 

１ はじめに  
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 ２ 現状分析  

 

ＳＷＯＴ分析により「富商」と「富山市民プラザ（富山市）」を分析し、両者の強

みと機会から、効率的に地域創造に貢献できないかと考えました。 

 

（１）富商の強み 

富商は富山市の西方に位置し、呉羽丘陵

が近く五福公園、神通川河川敷など自然豊

かな場所に立地していることから、「ミツ

バチプロジェクト」を実施するために適し

ている環境にあります。豊かな自然環境と

体験的教育を重視する校風から、平成２６

年度より屋上養蜂と取り組んでいます。 

多くの高校生は企業から指導や助言を受

けることが多いですが、富商生が指導者と

なり富山市民プラザと協力して都市養蜂を

実現できる知識や技能を蓄積してきました。 

 

強み（武器） 

The strength of Tomisho 

機会（チャンス） 

Opportunity of Tomisho 

①信頼と富商ブランド 

②商業教育と部活動への高い目的意識 

③「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」 

④屋上養蜂（富商ミツバチプロジェク   

      ト） 

①校舎から富山市中心部への利便性が高い 

②校舎は自然に恵まれている 

③公共交通機関を利用した通学者が多い 

④自転車通学者が多い 

⑤多くの生徒が明確な目的意識を持つ 

 

①信頼と富商ブランド 

校訓「自主協調」「明朗誠実」「進取敢闘」を指針として、生涯にわたって愛と正

義の理想を追求する、より高い人格の育成に努めています。「ＡＫＢ(あき人)で育て、

ＡＫＢ(あき人)で送り出す」というキャッチフレーズを掲げ、「富商ブランド」を担

う人材育成を図っています。 

 

②商業教育と部活動への高い目的意識 

商業に関する専門性を極めながら部活動も盛んで、生徒の目的意識は高く、毎年

「日本一を達成する生徒」を輩出しています。 

 

③「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」 

「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」とは、生徒販売模擬株式会社であり、会社の組織の形態で

す。２００２年７月から始まり、今年で第１８期となります。（２００２年は半年１

期とし、第１期・第２期を実施） 
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過去５年間は２日間で１，５００万円以上を売り上げています。 

「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」の目的 

〇授業で学んだ商業の知識を、体験を通じて自分のものにする 

〇社会のマナーや基本を少しでも学び、社会で必要とされる人となる 

〇クラスや学校全体で協力し、目標を達成する楽しさや、やりがいを感じる 

 

【ＴＯＭＩ ＳＨＯＰの売上、来場客数（12 期～17 期）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④都市養蜂（富商ミツバチプロジェクト） 

富商では、授業で学んだ内容を体験的に学習することで、ビジネスに関する知識を

深め、ビジネス社会で必要とされる

様々な能力を養っています。都市養

蜂も東京銀座をスタートに東京、大

阪、九州と拡大しており、平成２６

年度より富商の屋上で「ミツバチプ

ロジェクト」を実施しています。毎

年「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」では、開

店と同時に長蛇の列ができ、短時間

で完売する人気商品（富商恋人＝ハチミツ）を販売しています。（資料集１参照） 

 

（２）富山市の強み 

富山市は富山県のほぼ中央から

南東部分までを占め、北には豊富

な魚介類を育む富山湾、東には雄

大な立山連峰、西には丘陵・山村

地帯が連なり、南は豊かな田園風

景や森林が広がっています。市内

6,900

8,580

8,100 8,100

7,200

6,000

3,168,500 3,364,500 3,764,000 
4,557,840 

3,265,500 3,311,500 

13,537,465 

15,976,266 
17,113,682 

15,815,340 
16,760,666 

15,574,508 

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2,000,000

6,000,000

10,000,000

14,000,000

18,000,000

12期 13期 14期 15期 16期 17期

来場客数金額

資本金・来場客数・最終売上の推移

来場客数 資本金 最終売上

120

250

560 560

0

200

400

600

26年 27年 28年 29年

富商恋人売上数量( 1個50g)個

個



- 5 - 
 

には神通川や常願寺川など大小の河川が流れ、古くから川で結ばれた文化圏を形成し

ています。海の幸に恵まれた富山湾から登山

家たちを魅了してやまない３，０００メート

ル級の山々までが織りなす自然の姿は、世界

第一級の景観をなしています。  

富山市民プラザ（共同研究者）は１９８９

年にオープンし、「生活価値創造」をテーマ

に、さまざまな企画やイベントに取り組んで

います。２０１７年７月には、夏限定でエン

トランスに日本庭園を設けるなど、環境問題

にも取り組んできました。 

今年４月富山市民プラザは、日本庭園事業の経験を活かし、街なかを緑豊かにした

いと、屋上に大手町農園を企画し、田畑が少ない市中心部でも農業や園芸に触れられ

る機会を作りたいと考え、将来は他の野菜の栽培やミツバチの飼育などにも挑戦した

いと、新聞で紹介されました。 

 

強み（武器） 

The strength of Toyama City  

機会（チャンス） 

Opportunity of Toyama City  

①産業が多く有効求人倍率が高い 

②コンパクトシティ政策の成功 

③美味しい水と食材、自然の宝庫 

④勤勉で優しい人が多い 

①路面電車網の発達 

②富山市の先進的な取り組み実績 

③世界一きれいなスターバックスがある 

④レンタルサイクルの普及 

 

①産業が多く有効求人倍率が高い 

富山県は製造業を中心とした優良企業が多く、２０１８年８月の有効求人倍率は、

２．０２倍となっています。 

 

②コンパクトシティ政策の成功 

「都市的土地利用の郊外への拡大を抑制すると同

時に中心市街地の活性化が図られた、生活に必要な

諸機能が近接した効率的で持続可能な都市」と定義

され、富山市はコンパクトシティ政策を公式に取り

入れています。中心市街地を通る路面電車網を拡張して環状線化し、路面電車網を活

用した街づくりは、全国から高い評価を得ています。 

 

③美味しい水と食材、自然の宝庫 

富山県は、山、川、平野と海からなる美しく豊か

な自然環境に恵まれています。四季がはっきりして

おり、いろいろな種類の動植物がみられます。山々

に降る雨や雪は、天然のダムとなって、一年を通じ
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て豊かできれいな水を届けてくれ、富山県のくらしと産業を支える大切

な資源になっています。 

 

④勤勉で優しい人が多い 

 富山県の県民性は、真面目・勤勉・辛抱強いといわれます。この堅実

な行動が、富山市の産業を支えています。 

 

（３）富商と富山市の強み（The strength of Tomisho ＆ Toyama City） 

①信頼の高い富商ブランドを富山市のＳＤＧｓ推進事業に活用 

②勤勉な県民性を活かした「新ブランド」の共同開発 

③「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」で培った能力による新ビジネスの創造 

 

①富山市のＳＤＧｓ推進事業  

「ＳＤＧｓ」とは、２０１５年の国連サミットで採択された「環境や開発に関する

持続可能な開発目標」のことで、２０３０年までに達成すべき１７の国際目標で構成

されています。政府は２０１８年６月、優れた取り組みを提案した２９自治体を「Ｓ

ＤＧｓ未来都市」に選定し、その中に富山市も含まれています。（資料集４参照） 

 

ＳＤＧｓ推進事業の目標 富商と富山市民プラザのコラボがもたらす効果 

全てのヒトに健康と福祉を  栄養価の高いハチミツを供給できる。蜜源散策ウォ

ークを実施し、楽しい健康生活を提案できる。 

質の高い教育をみんなに ミツバチを飼育することで、生物の生態を市民の 

多くが学べ、豊かな自然環境を提案できる。 

働きがいも経済成長も 都市養蜂の成功は、新しいビジネスを生み出し、 

経済成長策を提案できる。 

産業と技術革命の基盤をつ

くろう 

都市養蜂は新しいビジネスの原動力となり、産業発

展策を提案できる。 

気候変動に具体的な対策を 養蜂活動は、屋上緑化や都市緑化を推進し、地球 

温暖化防止策を提案できる。 

陸の豊かさを守ろう 自然の恵みを自覚することで、自然環境保護対策を

提案できる。 

 

②勤勉な県民性を活かした「新ブランド」の共同開発 

富山県民の性格は、「真面目」「勤勉」「現実主義」「辛抱強い」「堅実」といわ

れ、富商と富山市民プラザの共同研究は、富山県民の強みを活かせました。 
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③「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」で培った能力による新ビジネスの創造 

 富商では「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」を通して

企業や社会を取り巻く環境変化にも柔軟に対

応し、それらをうまく活用していくための能

力である「社会人基礎力」（資料集３参照） 

を養っており、新ブランドの共同開発にも、

日ごろ培った学習成果を活かしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究目標と仮説  

 

富商と富山市の両者はそれぞれ自分たちのノウハウを活用し、新しい分野に活路を

見出し、地域創造を図りたいと考えていました。そこで、富商と富山市が共同で実施 

する『都市養蜂を活用した富山市の地域創造』に関する次の３つの企画を提案し、ビ

ジネスに関する「知識・技能」を深め、自らが「ＡＩ時代における地域創造」の先駆

者となることを目標とし、研究目標と仮説を立案しました。 

 

（１）研究目標 

富商と富山市の強みを結び付けることで新たな価値を創造し、地域創造策を提案し

て行動することで、私たちが知識・技能を深め自らが地域創造の先駆者としての役割

を果たすことを目標としました。 

 

（２）仮説 

①情報発信：富商と富山市の共同研究は、両者のノウハウを広くＰＲすることと

なり、お互いの強みを社会に情報発信することにつながる。 

②未来志向：富商の研究は、「授業の実践」として多くの生徒が参加しており、

常に創造力を抱いた旺盛なチャレンジ精神を育むことにつながる。 

③地域創造：富商が学校外で活動することは、地域創造を実現するための原動力

となり、人と人を結びつけるきっかけを築くことにつながる。 

④人材育成：富商と富山市の共同研究は、ＡＩ時代に求められる「人間的資質」

や「企画発想力や創造性」を育成することにつながる。 
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 ４ 企画  

 

（１）都市養蜂を活かした「地域創造策」～富商生が富山市民プラザで養蜂を指導～ 

 

①富商と富山市民プラザ（富山市）の共同研究 

富商は、平成２６年度より都市養蜂と取

り組んでいます。今年度の研究目標とし

て、『都市養蜂を活用した富山市の地域創

造』を掲げていました。そして、私たちの

取り組みを理解し、協力していただける企

業を２月末から模索していました。 

富山市民プラザは「生活価値創造」をテ

ーマに、さまざまな企画やイベントに取り

組んでいます。富山市民プラザは、富山市

中心部でも農業や園芸に触れられる機会を

つくりたいと考え、将来は他の野菜

の栽培や昆虫（ミツバチ）の飼育な

どにも挑戦したいと、新聞記事（北

日本新聞社朝刊 平成３０年４月４

日）で紹介されました。 

そこで、授業で近江商人（資料集

５参照）の「情報収集力」や「行動

力」を学んでいた私たちは、新聞記

事を読んだ翌日の４月５日に富山市

民プラザの京田憲明専務に、私たち

の取り組みを紹介したいとアポイン

トをとり、４月６日に伺うこととな

りました。 

４月６日に訪問した私たちは、昨年の養蜂に関するプレゼン資料を活用し、富商の

取り組み（商業教育と部活動、「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」、県内唯一の屋上養蜂実績等）

を紹介し、富商が地域と一体化して都市

養蜂による「新しい富山ブランドを作り

たい」と、私たちの構想を説明しまし

た。富山市民プラザの京田憲明専務は、

“将来は銀座のようにミツバチを飼育し

て、富山市中心部の活性化を図りたかっ

た”と将来構想を語られ、“このように

早く理想が実現することはうれしい”と

話され、私たちの取り組みについて理解

を示されました。 
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そして、ここに高校生が指導助言者となり富山市民プラザと協力して都市養蜂を実

施することとが決まりました。 

４月５日に新聞記事が掲載されてからプロジェクト実施まで約２週間余りであり、

電光石火の早業こそビジネスを学ぶ者の商人魂であると感心されました。 

４月 ４日（水）新聞記事の掲載 

 ４月 ５日（木）プレゼンの依頼 

 ４月 ６日（金）共同研究の了解 

 ４月１６日（月）巣箱の設置場所の打ち合わせ 

 ４月２０日（金）巣箱の設置 

 

②富商生の支援 

高校生が企業から支援を受けて研究を進めることは多くありますが、私たちの取り

組みは、高校生（富商）が企業を支援して研究をするところに特徴があります。 

ア 都市養蜂技術の提供（富商の養蜂道具を活用・人材の提供） 

イ 新ブランド開発能力の提供 

ウ 商品開発の提供 

エ イベントの提供 

オ 社会貢献 

 

（２）新しい「富山ブランド」の創造に対する富商の取り組み 

支 援 の 内 容 科  目 学科 人数 

ア 都市養蜂技術の提供 

内検人員の提供：富商生が週２回内検 

内検道具の貸与：燻煙器 ツールなど 

養蜂資材の提供：砂糖水、燻煙器用麻布 

商品開発 

課題研究 

３年流通経済科２１名 

３年情報処理科２３名 

イ 新ブランド開発能力の提供 

新ブランド名の考案とデザインの提供 

 キャラクターの考案とポスターの作成 

 養蜂注意喚起ポスター、 

イベント販売チラシの作成 

商品開発 

広告と販

売促進 

３年流通経済科４０名 

３年流通経済科８０名 

 

ウ 商品開発の提供 

ハチミツの商品化（加工）：ビン詰め  

ラベル貼付 ラベル印刷  

ハチミツコラボ商品の開発：協力企業と 

の交渉、試作、納品、検品等 

商品開発 

 

 

３年流通経済科Ａ４０名 

３年流通経済科Ｂ２１名 



- 10 - 
 

エ イベントの提供 

採蜜イベントの開催：採蜜作業の実施 

試食の提供 質疑応答等 

商品販売人員の提供：納品、販売、検

品、金銭授受等 

商品開発 

プランニ

ング部 

３年流通経済科Ａ４０名 

３年流通経済科Ｂ２１名

プランニング部員４０名 

オ 社会貢献 

 商品開発依頼先は「多機能型就労支援事

業所」とし、心身や暮らしにハンディキ

ャップを持っている方を支援。 

商品の売上の一部を寄付 

商品開発 

課題研究 

３年流通経済科２１名 

３年情報処理科２３名 

 

 

富商と富山市をＳＷＯＴ分析し、 

自分たちができることを考えました。 

新商品を提案するために、試作を繰り

返し、意見を交換しました。 

 

商品ラベルを丁寧に貼付することで 

商品に対する愛着が増しました。 

「ＭＵＲＯＹＡ」とのコラボは、ハン

ディキャップのある方への支援となり

ました。 
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（３）地域創造 

富商は「銀座ミツバチプロジェクト」を手本とし、ミツバチの飼育を通じて、富山

市の環境を改善し、採れたハチミツを用いて富山市の地域創造を図ることを目的とし

ています。私たちは、出来たハチミツを単に売るだけでなく、富山市中心部の方々に

ケーキや焼き菓子などのスイーツを作っていただくなど、富山市生まれのハチミツを

富山市の中心で一緒に味わっていただくことを考えています。 

また、このプロジェクトは、ミツバチの飼育を通じて、富山市中心商店街の様々な

方々が、職業の垣根や世代を越え、ミツバチを通して、人と人の顔が見える関係を築

く取り組みを目指します。ミツバチが花と花の受粉を手助けするように、人と人を結

び付け、人々の絆を強めたいとも考えています。 

 

①富山市民プラザのコンセプトに貢献 

富山市民プラザは、富山市と民間の出資により平成元年１２月に完成し、富山市の

中心部に位置しています。「生活価値創造」をコンセプトに、「見る・聴く」から

「つくる・演じる」まで、さまざまな文化芸術活動を通し、活気と賑わいあふれた都

市空間づくりを目指しています。 

今回の共同研究の拠点であり、富商と共同し「人材

（ヒト）・施設（モノ）・資金（カネ）・情報発信」

を運用し、目標である「新しい地域創造」を目指して

活動します。 

私たちは、毎月最終日曜日開催のまちなかマーケッ

ト「越中大手市場～トランジットモール～」に出店

し、富山市民プラザとの共同研究をＰＲするとともに

開発した商品を販売しました。 

 

②富山市の環境モデル都市政策に貢献 

富山市は平成２０年７月、二酸化炭素等の温室効果ガスの削減に向けた先駆的な取

り組みが認められ、国から地球温暖化防止に先導的に

取り組む「環境モデル都市」として選ばれました。 

そこで、私たちは内検活動を行うために、学校から

富山市民プラザまで片道２㎞を自転車で往復すること

により、二酸化炭素の排出を抑制しています。また、

富山市では、花と緑にあふれた潤いあるまちづくりを

進めるため、城址大通りや市内路面電車環状線沿線な

どを季節の花々で飾るハンギングバスケットを設置し

ています。これらに植えられた花々を富山市民プラザ

のミツバチたちは蜜源としており、富山市の環境政策

が景観のみならずハチミツとして生まれ変わるなど、

富山市の政策に貢献することとなりました。 
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③コンパクトシティを意識した「まちづくり」に貢献 

富山市は、中心市街地への公共交通の利便性を高めることで、就業、買い物、文化、

レクリエーションの場、居住の場を複合的・集約的に立地することにより、活力と魅

力ある「都市の顔」を形成しています。屋上養蜂の取り組みは、豊かな自然や地域の

特性を活かすとともに、地域の核となる富山市民プラザの機能やサービスをＰＲする

こととなり、「市民の憩いの場」の活性化に貢献することとなりました。 

 

④将来を見据えた産業に関する取り組みに貢献 

富山市の製造業は、多種多様な企業で構成され、出荷額も約１１兆６６２億円（平

成２６年）となっています。また、農業分野において、農業

の６次産業化の拠点として「牛岳温泉植物工場」が平成２６

年３月に竣工し、温泉熱や太陽光発電、ＬＥＤ照明などを活

用した完全人工光型植物工場で、エゴマの生産、加工、販売

までを一体的に行う６次産業化を図るなど、新産業の創出によ

る地域の活性化を目指しています。 

私たちの取り組みは養蜂を活用した６次産業化を実現しており、富山市の

将来を見据えた農業政策に貢献することとなりました。 

 

⑤「飛び出せ富商シリーズ」の復活による、富山市の「地域創造未来志向」に貢献 

飛び出せ富商シリーズは、「社会の変化に応じた魅力ある商業教育の在り方を追求

する」ことを目標に、２００２年富商生が富山市中心商店街と連携して、高校生が商

店街で「商店への弟子入り体験」「販売実習（ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ）」を行い、「よ

さこい富商」や「富商アワー」などのイベントを校外で実施する取り組みでした。 

「飛び出せ富商シリーズ」は、生徒販売実習模擬株式会社ＴＯＭＩ ＳＨＯＰに引

き継がれ、毎年７，０００人以上の来場者数を誇り、売上も１，５００万円を超える

校内模擬販売実習として受け継がれています。私たちが「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」を通

じて蓄積したビジネスに関

するノウハウは、中学生に

対する挨拶指導や吹奏楽部

の定期演奏会での販売活動

で活かされ、高い評価を得

ています。 

私たちは日頃の学習成果

を活かして、本格的に富山

市の「地域創造」プロジェ

クトに貢献することとなり

ました。 
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 ５ 実践  

 

月 富商ミツバチプロジェクト 富山市民プラザとの共同研究 

４月 養蜂学習開始 内検開始 

ミツバチ通信発行開始 

都市養蜂を富山市民プラザに提案

巣箱の設置 内検開始 

５月 内検 スズメバチトラップ設置 

 

共同内検活動 商品開発開始 

６月 内検 第１回採蜜  

コラボ商品の開発開始 

 

共同内検活動  

キャラクター開発 

７月 内検 第２回採蜜 考査 共同内検活動  

第１回採蜜 ７月 ８日（日） 

ミツバチ教室開催 イベント参加 

販売活動  ７月２９日（日） 

８月 内検 第３回採蜜 共同内検活動  

第２回採蜜 ８月２８日（火） 

ミツバチ教室開催 イベント参加 

９月 内検 ハチミツラベル印刷 

 

共同内検活動 

１０月 内検 ハチミツビン詰め  

   ハチミツラベル貼付 

共同内検活動 

１１月 内検  

「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」企画（ハ

チミツ販売 ミツバチ教室 研究

発表） 

共同内検活動 研究発表 

１２月 越冬準備 越冬準備 

１月 越冬管理 研究発表 越冬管理 

２月 越冬管理 越冬管理 

３月 越冬管理 越冬管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）養蜂実践 

「富商ミツバチプロジェクト」（資料集４参

照）は今年で５年目を迎えます。今年は、初の

校外実習として富山市民プラザの屋上を活用し

た養蜂にチャレンジしました。富山市民プラザ

は、富山県内で富商に続く２例目の「都市型養

蜂」実践者となり、流通経済科と情報処理科の

３年生が一丸となり、ブランド化を目指すこと

となりました。   

   北日本新聞朝刊 平成３０年４月３０日 



- 14 - 
 

私たちは富山市民プラザが富山市中心商店街に位置するので、内検では特にミツバ

チの管理に注意を払い実施しました。また、私た

ちは道具や手順の説明を富山市民プラザの職員の

皆さんに行いましたが、普段通りの作業でした

が、技術を人に伝えることは難しく、教えること

の大変さを学びました。 

 

（１）内検（資料集２参照） 

①横から観察      

②巣箱入口の下を調査 

③内検開始      

④巣箱のフタを外す 

⑤ハチに煙をかける   

⑥一つずつ巣枠を垂直にゆっく

り取り上げる 

 

内 検 実 施 日     平成３０年４月２０日（金）巣箱設置 

４．２０（金）○ 

４．２３（月）◎ 

４．２７（金）○ 

４．３０（月）◎ 

５． ５（土）○ 

５．１１（金）○ 

５．１８（金）○ 

５．２４（木）◎ 

５．２８（月）◎ 

６． ８（金）○ 

６．１４（木）◎ 

６．１８（月）◎ 

６．２２（金）○ 

６．２９（金）○ 

７． ８（日）採蜜 

○◎プ 

７．１３（金）○ 

７．１６（月）◎ 

７．１８（水）瓶詰プ 

７．１９（木）◎ 

７．２５（水）○ 

７．２９（日）販売 プ 

７．３０（月）○ 

８． ６（月）○ 

８．１３（月）○ 

８．１７（金）○ 

８．２３（木）○ 

８．２８（火）○ 

○＝情報処理科生徒 

◎＝流通経済科生徒 

プ＝プランニング部 

７月８日の採蜜イベントは、興味ある生徒も参加 

 

（２）採蜜イベント 

①第１回採蜜イベント 富山市民プラザ１Ｆ広場 

日 時 ７月８日（日）９：３０～１４：００ 

天 気 晴れ 

場 所 富山市民プラザ（富山市大手町） 

日 程 準  備  ９：３０～１０：００ 

    養蜂教室 １０：００～１０：３０ 富山市民プラザ京田専務が解説 

    公開内検 １０：３０～１１：００ 内検の様子をライブ中継 

採蜜作業 １１：００～１３：００ 見学者も参加 

後 始 末 １３：００～１４：００ 

本校が提案したイベントで、内検や採蜜作業場所が別々の場所にあり、各会場で時
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間通りに実施できるか心配でしたが、イベントは特に問題もなくスムーズに進行でき、

来場者に対しても笑顔で接することができました。学校での採蜜経験や準備の段階で

のシミュレーションを繰り返した成果に達成感を感じました。 

 

内 検 採蜜可能な巣枠を取り出し、ミツバチを取り除いて４Ｆから１Ｆヘ移動  

 

採 蜜 蜜ふたを切り取り、遠心分離器でハチミツを採ります 

   深く削らないのがコツ      一般の方も遠心分離器を操作 

 

②試食の提供                       

採蜜イベントは、本校が提案し実施したイベントでした。内検の公開では、作業工

程を富山市民プラザ内の特設スタジオの来

場者（約３０人）に映像でライブ配信でき

ました。また、採蜜作業では全員が業務内

容を理解した上で取り組んだので、スムー

ズに進行することができました。誰もが日

ごろから進んで行動しているので、予定ど

おりのスケジュールでイベントは終了しま

した。 

蜂蜜の試食イベントに参加した約２００

人は、ハチミツをすくって口に運び、“すご

ハチミツ試供品配布先 

富山市長 副市長 副市長 政策監 秘書課 

企画管理部長 企画管理部次長 文化国際課 

環境部長 農林水産部長 活力都市創造部長 

建設部長 公園緑地課  のべ１４件   
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く濃厚だね” “市販のものより香りが強くておいしい”と話していました。また、

今後も富山市中心部で採れたハチミツを食べたいとも話していました。 

初めて富山市中心部（富山市民プラザ）で採れたハチミツに富山市長は大喜びされ、

私たちに対しねぎらいの言葉をくださいました。 

私たちは今後も、市民の皆さんに採れたてのハチミツの味を知ってもらい、ミツバ

チの生態や屋上農園への関心を高めてもらおうと続けていきたいと思いました。 

 

③第２回採蜜イベント 富山市民プラザ１Ｆ広場 

日 時 ８月２８日（火）９：３０～１４：００ 

天 気 曇りのち雨 

場 所 富山市民プラザ（富山市大手町） 

日 程 準  備 １２：３０～１３：００ 

    養蜂教室 １３：００～１３：３０ 採蜜会場で解説 

    公開内検 １３：００～１３：３０ 内検の様子紹介 

採蜜作業 １３：００～１４：３０ 見学者も参加 

後 始 末 １４：００～１５：００ 

 

第２回目の採蜜では、近隣保育所の園児（約４０名）を招いて、ミツバチの特性を

紹介する養蜂教室を開催しました。園児た

ちには富商生が付き添い、遠心分離機を回

して、実際の作業を体験してもらいまし

た。また、一般のお客様と一緒に採れたて

のハチミツを試食し、“あま～い”と口々

に叫んでいました。 

今後も平日にもイベントを開催し、富商

ミツバチプロジェクトや富山市民プラザの

取り組みを広く紹介できたらよいと思いま

した。 

第２回目の採蜜作業も報道で紹介され、報道の相乗効果もあり、紹介された翌日に

は問い合わせが殺到し、富山市民プラザで採れたハチミツが一日で約１００個も売れ

ました。このことは、富山市民プラザでの

取り組みに関心が集まり、私たちの研究に

追い風となりました。購入された方々や電

話の問い合わせでは“富商のハチミツが欲

しい”との内容が多く、富商の活動が認知

されている証明ともなりました。 

以上のことから、富山市で

も「銀座ハチミツプロジェク

ト」のようなビジネスチャン

スがある証明となりました。 
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（３）瓶詰め 富商調理室 

日 時 平成３０年７月１８日（水） 

指 導 食品衛生責任者 荒川 剛教諭 

作 業 計量器にビンを置き、風袋を  

「０」とする。内容量は５０ｇな    

ので、スプーンを使用し、５１ｇ 

入れるようにする。 

 

富山市民プラザ屋上で採取されたハチミツ

を、商品へと加工していきます。 

衛生面には充分に気をつけて、ビンに詰めていきました。内容量は５０ｇ以下となら

ないように、慎重に一瓶ずつ詰めていく、根気が必要な作業でした。 

 また、ミツバチたちの

寿命は約一ヶ月であり、

短い期間に集められるハ

チミツは「コーヒースプ

ー ン 一 杯 」 と 学 び ま し

た。  

この貴重なハチミツを

無駄にしないためにも細

心の注意を払って瓶詰をしました。ミツバチは自然環境に左右されるので、環境につ

いて意識することも学びました。 

 

 瓶詰の次はラベルを貼りました。内容表示では、「消費上の注意」を示し、安全に

消費してもらえるようにしました。 

 

私たちは日ごろより作業をする場合の環境や心がまえを学んでい

ます。特に衛生面には注意し、マスクを着用し、バンダナを頭に巻

いて作業をしました。 

この日は２１８個の瓶詰め作業でしたが２時間ほどでラベルも貼

り、商品として完成することができました。 
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（４）販売イベント 富山市民プラザ前広場 

 

イベント名：越中大手市場 ～トランジットモール～ 

大手モールが歩行者と路面電車だけが通行できるトランジ

ットモールとなり開催されるイベントで、個性的な雑貨、飲

食など約４０店舗が集まるマーケット「越中大手市場」をは

じめ、子供向けワークショップや、音楽イベントなどが開催

されました。近隣商店街や富山市民プラザでもさまざまなイ

ベントを開催し、富山市中心商店街が一つになれるイベント

でした。 

 

日 時：平成３０年７月２９日（日）午前１０時～午後４時 

担当者：プランニング部 １２人 

日 程：７月２８日（土）１６：００～１７：００ 

ＭＵＲＯＹＡ様より商品搬入、ハチミツコラボ商品 

（恋人ベーグル 恋人クッキー）受取 納品 検収 

７月２９日（日）気温３７度  

８：００ 学校より商品、販売什器 

搬出 

９：００ １階管理事務所集合 

         テント立ち上げ、長机、 

椅子準備、商品陳列、ポ  

ップ、チラシ、パネル等 

準備 

１０：００ 販売開始 接客対応 

案内、説明、写真撮影等 

１６：００ 閉店 後始末 解散 

 

 

 
市民プラザ　外部販売報告書

7月29日（日）
種類別売上金額詳細

商品名 販売価格 目標売上個数 目標売上金額 売上個数 売上金額 目標達成率

「プ」（はちみつ） ¥500 200 ¥100,000 96 ¥48,000 48.0%

「プ　プレミアム」（はちみつ） ¥800 17 ¥13,600 17 ¥13,600 100.0%

恋人ボール ¥200 70 ¥14,000 65 ¥13,000 92.9%

恋人ベーグル ¥200 30 ¥6,000 25 ¥5,000 83.3%

富商オリジナルマフラータオル ¥1,500 50 ¥75,000 5 ¥7,500 10.0%

合計 208 ¥87,100
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◆反省 

〇お客様に取扱商品につい適切な説明がで

きました。 

〇「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」として学校外で

容易に販売活動やイベントに貢献できたこ

とは「飛び出せ富商シリーズ」の復活とな

りました。 

〇販売活動で発生した問題点から改善策に

ついて意見交換するなど、授業で学んだ内

容を体験的に学習することができました。 

 

 

（５）社会貢献 

私たちは自分たちの活動を通してビジネスを体験的に学ぶとともに、何か人の役に

立てないかと考えていました。以前からイベン

トなどで交流のあったアルペン会は、高齢者か

ら幼稚園児まで関わる福祉施設で、新事業とし

て多機能型就労支援事業所（就労移行支援Ａ

型・相談支援事業所）「ＭＵＲＯＹＡ」を開設

されたと聞きました。  

私たちが共同で新商品を開発する取り組み

は、心身や暮らしにハンディキャップを持って

いても、まだまだ社会に出たいという想いを持

った利用者さんの自立支援につながり、間接的

に社会貢献を果たすこととなりました。 

 また、「ＭＵＲＯＹＡ」のホームページで

は、７月２９日イベント『越中大手市場〜トランジットモール〜』の告知をしていた

だき、富商のみならず富山市中心部でのイベントを応援していただきました。 

富商が学校を飛び出して行動した

ことで、多くの皆さんと協力するこ

とができたので、当初予定していた

３つの企画「都市養蜂を活かした地

域創造策」「新しい富山ブランドの

創造」「地域創造」を実現すること

ができました。 

今後は、広がったビジネスネット

ワークをさらに拡大できるように提

案し、富山市に貢献し続けたいと考

えています。 
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 ６ 成果  

 

（１）都市養蜂を活かした「地域創造策」～富商生が富山市民プラザで養蜂を指導～ 

①屋上養蜂の成功 

富商の屋上で成功した都市養蜂の技術を活かした富山市民プラザ屋上での養蜂活動

は、順調にミツバチの数を増やし、予定通りハチミツを収穫できました。 

この取り組みは、富山市中心部でも養蜂が可能なことを証明でき、新しいビジネス

を創造することとなりました。 

次年度からもこの事業は継続することが決定しており、今後ミツバチの巣箱を増や

すことや内検ボランティアの育成など、新しい課題について検討しています。 

 

（２）新ブランドの誕生 

富山市民プラザで取り組んでいる大手町農園プロジェクトに新しいブランド名によ

る新商品を提供できました。 

 

 
 

商品名「プ」瓶５０ｇ入り ５００円 

富山市民プラザで採れたハチミツを詰めた商品。 

商品名は「富山市民プラザ」を象徴する「プ」をカ

タカナで表現し、親しみやすさを表現しました。 

富山市中心部の『新ブランド商品』を求めて多くの

皆さんが富山市民プラザに来館しました。 

  

商品名「プレミアム」１瓶５０ｇ入り ８００円 

富山市民プラザで初めて採れた「一番絞り」のハチ

ミツを詰めた商品。 

商品ラベルには「ミツバチの巣箱」の緯度経度が示

してあります。Google Map で座標を入力すると、巣

箱の位置を検索できる愉快なラベルであり、量が少

なく貴重な商品です。 
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（３）ポスターの実用化 

広告と販売促進を受講している生徒が作成した「注

意喚起」ポスターが、富山市民プラザで活躍していま

す。授業で学んだ作品が評価され、実際に使用されま

した。 

 

（４）ハチミツコラボ商品の実現 

「商品開発」を受講している生徒が試食を繰り返し、暑い夏でも購入しやすいハチ

ミツコラボ商品を開発しまし

た。商品製造を委託した企業

と一緒に、試食を繰り返し今

までにない商品が誕生しまし

た。製造委託者である「ＭＵ

ＲＯＹＡ」でも同商品を販売

しておられ、売れ筋商品とい

うことで、今後も継続してお取り引きいただくこととなりました。 

 

（５）養蜂イベントの実現 

内検担当生徒を中心に、採蜜イベントを２回開催できました。 

富山市民に養蜂活動を紹介するとともに、富

山市民プラザの取り組みをＰＲすることとなり

ました。屋上の巣箱は、大ホール楽屋入口の窓

から常時見学が可能であり、多い日には２０名

以上も見学に訪れるなど、富山市民プラザへの

集客率向上に貢献できました。 

 

（６）販売イベントの実現 

「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」を中心に企画・運営するプランニング部が販売イベントを

担当しました。販売当日は気温３７度の猛暑日でしたが、意欲的に販売活動に従事し

ました。事前準備から事後業務まで責任を持って担当し、イベントごとに反省事項を

まとめる徹底ぶりは、日頃から「ケーススタディ」を活用して訓練していることが証

明されました。 
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富山市のハチミツを活用した 「楽しそうなまちづくり」の実現 

「環境に優しく、誰もが参加したくなる仕掛け」による富山市の創造 

 
地域創造スキル 

「ミツバチプロジェクト」「富山ブランド戦略」「中心商店街活性化戦略」 

１ｔのハチミツから、約１，３００万円の経済効果 

（ハチミツとコラボ商品の売上高） 

富山商業高校のめざすＡＩ時代の地域創造 

将来、富山市でも１ｔのハチミツを収穫  

目標達成 

【富商の支援】ア 都市養蜂技術の提供 イ 新ブランド開発能力の提供 

ウ 商品開発の提供   エ イベントの提供 

オ 社会貢献 

２００２年 「飛び出せ富商シリーズ」 

共

同

研

究 

生

徒

主

体 

将来構想 

「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」によるビジネススキルの蓄積 

授 業（毎日の学習活動による基礎知識） 

 

富山市大手町農園ミツバチプロジェクト 

富商ミツバチプロジェクト  

人間的資質 ＝  行動力 
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７ 仮説の検証  

 

情報発信：富商と富山市のコラボは、両者の普段の取り組みを強調することとな

り、お互いの強みを社会に情報発信することにつながりました。 

①信頼の高い富商ブランドをＳＤＧｓ推進事業（世界が２０３０年までに達成す

べき環境や開発に関する持続可能な開発目標）にも活用できました。 

②勤勉な県民性を活かした「新ブランド」の共同開発が実現できました。 

③「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」で培った企画力・創造力・行動力を活かして、ハチミ

ツを起点に、新しいビジネスを提案できました。 

 

未来志向：富商の研究は、「授業の実践」として多くの生徒が参加しており、常に

創造力を抱いた旺盛なチャレンジ精神を育みました。 

①養蜂、新ブランドの作成、イベント等の企画は、授業での学びを活かすことが

できました。 

②今回の共同研究は、旺盛な創造力やチャレンジ精神を育てるよい機会となりま

した。また、「ケーススタディ」教材として活かせる有用な資料となりました。 

 

地域創造：富商が学校外で活動することは、地域創造を実現するための原動力とな

り、人と人を結びつけるきっかけを築きました。 

①富商生が校外で活躍することは、地域に活力を与える原動力となりました。 

②富山市民プラザの成功体験は、新たな需要を創造し、ビジネスチャンスを生み

出しました。 

③今回の大成功は、多くの人々を刺激し、今後のビジネス創造意欲を掻き立てる

こととなりました。 

 

人材育成：富商と富山市のコラボは、ＡＩ時代に求められる「人間的資質」や「企

画発想力や創造性」を育成することにつながりました。 

①ＡＩ時代では「人間らしい仕事」が残ると考えられています。私たちは「ミツ

バチ」という機械的に管理できない「生物」を飼育し、ブランド開発や地域創造

を果たしました。 

②気候や環境の変化に対応しつつ、ビジネスを企画・実践することが求められる

時代に、よい教材として全国の学校に紹介できる内容となりました。 

 

８ 研究のまとめと今後の課題  

（１）企画の成功 

富商生による富山市民プラザ（富山市）へ経営資源を投入した『都市養蜂を活用し

た富山市の地域創造』プロジェクトは、計画した全てのプランを実現することがで

き、正に大成功という言葉が当てはまる結果となりました。  

これは「飛び出せ富商シリーズ」として２００２年から取り組んでいる生徒販売実
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習模擬株式会社「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」を通じて富商に「学びの蓄積」が存在してい

たことが大きく影響しています。今後も日頃から学んだことを体験的に学び、私たち

のビジネスに関する強みを後輩へと伝えていきたいと考えています。 

 

（２）継続性 

平成２６年より取り組んでいる養蜂を活かした商品開発実習は、今年で５年目を迎

えました。富商の養蜂実習は、科目「商品開発」（２単位）の授業で実践し、原材料

の製造から加工、販売まで体験でき、授業の中で「養蜂作業班」「情報発信班」「商

品開発班」それぞれが分担して活動しています。授業中に身に着けたビジネスに関す

る知識や技能が活かせ、無理なく取り組んでいるので、今後も継続が可能だと思いま

す。 

富山市民プラザ職員の方も銀座ミツバチプロジェクトを視察され、今後の地域創造

プランを富商とコラボして企画することとなり、次年度への企画を共同で考案するこ

ととなりました。 

 

（３）新プロジェクト 

富山市民プラザは今回のプロジェクトを通して、都市養蜂の成功例として有名な

「銀座ミツバチプロジェクト」のように大きな成功をおさめ、さらなる活動に発展し

ていきたいとのことでした。 

第２回目の採蜜が報道された翌日、富山市民プラザでハチミツを購入された方、電

話で問い合わされた方に聞き取り調査をしました。（９０件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入者の多くは、平成２６年より取り組

んでいる富商ミツバチプロジェクトのリピ

ータが多く、健康志向の高まりも相乗効果

となり、今後も需要が見込めると考えま

す。 

また、富山市民プラザとの共同研究を知

るきっかけは「第２回採蜜報道」の割合が

多く、我々の取り組みが徐々に浸透した結

果だと考えられます。 
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次の条件にもとづいて、今後の売上実績を予測してみました。 

① 富商と同様１巣箱で２０kg のハチミツを収穫する。 

② ハチミツの収穫量のうち、８０％は純粋ハチミツとして販売し、２０％は 

  加工食品で販売する。 

③ 純粋ハチミツの単価は、５００円（「プ」の価格）として計算する。 

④ 加工食品１個あたりに使用するハチミツの量は２０g として計算する。 

⑤ 平成３１年度以降の加工食品の単価は、飲食や土産物の価格を考慮し、  

平均５００円で計算する。 

 

富商と富山市民プラザとの共同研究を知って、「近隣ホテルやレストランから、新

しいメニューに取り入れたい」「近隣の商店から新商品の原材料としてハチミツを使

用したい」などの供給依頼や「近隣の公共施設や商店主、地域住民から都市養蜂に挑

戦したいので指導してほしい。」などの問い合わせが多数あり、『街が新しい方向に

動き出したことを実感』しました。 

平成３０年度の売上見込みは、約１６万円程度ですが、銀座のように年間１ｔのハ

チミツを収穫できれば、およそ１，３００万円を売り上げるビッグビジネスに成長す

る可能性を秘めています。 

私たちだけの力では微力ですが、人と人の絆を大切に、『富山市の地域創造に貢献

する』という趣旨を貫き、研究を続けることを今後の課題としています。 

ハチミツの収穫量による売上シミュレーション
h30 h31 h32 h33 h34

ハチミツの収穫(kg) 18 40 200 400 1,000

巣箱 1 2 5 10 25

ハチミツ売上額 ¥144,000 ¥320,000 ¥1,600,000 ¥3,200,000 ¥8,000,000

売上見込み ¥164,000 ¥520,000 ¥2,600,000 ¥5,200,000 ¥13,000,000
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 ９ おわりに  

私たちは、日ごろ授業で学習している内容を、商品開発を通して体験的に学んだこ

とで、「ＡＩ」時代に我々が何を考え行動すべきなのかを理解することができました。 

商業科で学習している内容の多くは、ＡＩ時代にはロボットが代替することが予想

されますが、私たちが取り組んだ３つの企画「都市養蜂を活かした地域創造策」「新

しい富山ブランドの創造」「地域創造」などは人間らしさが求められる分野であり、

ビジネスを展開する上で欠かせない要素です。 

平成２９年通信利用動向調査による、ＡＩの普及に対応するために企業が従業員に

求める能力は、「論理的思考などの業務遂行能力」が最も割合が高く（図表 4-5-3-1 

ｐ１参照）次に、「企画発想力や創造性」、「人間的資質」についても、４０％以上

の企業が従業員に求める能力として挙げています。業務遂行能力、創造性、人間的資

質は、どのような仕事に就いていても求められる能力であるから、ＡＩが普及し業務

の自動化が進んだ社会においても、これらの基礎的な能力の重要性は変わらないと考

えられています。 

コンピュータの処理速度が加速度的に進化するのに伴い、ロボットによる業務自動

化の技術が急速に向上し、ロボット等の社会実装の進展に伴い、業務が自動化し、働

き方も大きく変化することが様々な文献やニュースで指摘されています。すでに、

様々な企業で業務の自動化や現状の可視化、分析などを目的としてＡＩの導入が進ん

でおり、業務が効率化しています。 

長い年月、商業科の強みとしていたビジネス分野の多くが、「ＡＩ」時代を迎えて

変革を求められています。商業科はあらゆるビジネスを創造する「人間的資質」を学

べる強みがあります。ロボットには代替できない分野で活躍できる人材を輩出し続け

るためにも、学校で学んだ基礎的能力を社会で実践する行動力が必要だと感じました。 

終わりに、私たちの研究を理解し、ご協力・ご支援をいただいた皆様方に厚く御礼

申し上げます。 
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 １０ 資料集 

 

（１）富商ミツバチプロジエクト 

①内 容 

富商では、平成２６年より校舎屋上にミツバチの巣箱を

設置して、「ハチミツ」を採取し商品化する取り組みを実

施しています。この企画は全国に富山県や富山商業高等学

校の知名度を高め、学校や県全体の活性化を図るよい機会

と考え、継続して実践しています。 

②概 要 

ア 実施期間 実施期間４月～翌年３月 

イ 対象生徒 流通経済科Ｂ ２１名 

ウ 対象授業 商品開発 

エ 設置場所 本館屋上 

オ 事前研修 ＤＶＤを活用し、ハチミツの製造過程について指導。 

カ 養蜂実習（指導：本間氏 西嶋氏） 

屋上に巣箱（セイヨウミツバチ）を設

置。週に一度巣箱を２～３人で２０分

程度内検。内検の様子は、ミツバチ通

信として全校生徒に告知。セイヨウミ

ツバチからは、２ヵ月に一度ハチミツ

を採取予定（１０㎏程度）ハチミツに

加工、瓶詰め。 

③商 品 化 商品名＝富商恋人 価格３００円新商品開発（加工食品の考案） 

④授業計画 ２単位 年間授業時数７２時間 週に一度、晴天時のみ内検 

⑤効  果 商品開発について、体験的に学べます。（６字産業など） 

「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」の売り上げに貢献でき、販売経路を拡大するこ

とで、富商や富山県の知名度を高めることができます。 

 

（２）養蜂の実践（内検の手順） 

①横から観察  

巣箱に横から近寄り巣箱入口を観察。前回の内検と違った所は無いか調査。 

働き蜂が活発に仕事をしていれば正常。 

②巣箱入口の下を調査 

 ハチの死骸を観察。変な死に方のハチが転がってないか調べます。 

③内検開始 

 巣箱周囲のチェックが終わったら、内検を始めます。巣箱の斜め後ろに立ち、巣箱

前面（入口付近）はハチの動きが活発なので立たないようにします。 

④巣箱のフタを外す 

 巣箱のフタを静かに外します。外したフタは静か置き、内側にハチが沢山付いてい
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る事も多いので、刺激しないようにそっと置きます。 

⑤ハチに煙をかける 

 麻袋の上にハチが居るので煙を吹きつけます。ど

のくらい煙を吹きかければ良いかは、ハチ達の状態

を見て判断します。 

⑥一番端の巣枠から垂直にゆっくり取り出していき

ます。 

 ハチを潰さないように気を付けます。巣枠を１枚

１枚引き上げてチェックして戻す作業が全部終わっ

たら、巣箱を開ける前の状態に戻して内検は終了です。 

 

（３）「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ」における社会人基礎力を身に付ける取り組み 

「社会人基礎力」とは、「前に踏み出す

力」、「考え抜く力」、「チームで働く

力」の３つの能力（１２の能力要素）から

構成されており、「職場や地域社会で様々

な人々と仕事をしていくために必要な基礎

的な力」として、経済産業省が２００６年

から提唱しています。企業や若者を取り巻

く環境変化により、「基礎学力」「専門知

識」に加え、それらをうまく活用していく

ための「社会人基礎力」を意識的に育成し

ていくことが今まで以上に重要となってき

ています。 

 

①「ＴＯＭＩ ＳＨＯＰ ＨＲ」での実践 

ア 目的 

 「課題発見力」「計画力」「創造力」「発

信力」について、特に重点的に取り組めるよ

うに意識し、目的を設定。 

・社会人基礎力１２項目のなかで、自分の強

みと弱みを正しく認識。 

・社会人基礎力１２項目のなかで、今年度の自己目標（課題）を決定。 

・社会人基礎力１２項目を意識して、今年度のＴＯＭＩ ＳＨＯＰに参加。 

イ 内容 
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（４）富商と富山市のＳＤＧｓ推進事業のコラボ 

①コンパクトなまちづくり推進事業 

 屋上での養蜂は、空きスペースの活用です。また、富山市中心部にある富山市民プ

ラザでのイベントの開催は、回遊性のある街づくりへの貢献となり、富山市が推進し

ているコンパクトシティの実現にもつながります。 

②自然環境の保全 

 市街地で養蜂をすると、ミツバチが花粉を運び、植物の受粉に大きく貢献します。

将来的に、街中に花が増えて自然環境がよくなります。 

③ＳＤＧｓ推進事業に対する関心 

 富商と富山市が共同で地域創造事業を行うことで、生徒は間接的にＳＤＧｓ推進事

業に貢献していることとなります。この活動を情報発信することで、一般市民の意識

改革の手助けになっています。 

④富山市のＳＤＧｓ推進事業 

政府はＳＤＧｓの推進を通じて創業や雇用を創出し、世界に先駆けて豊かで活力あ

る未来像を示すことをめ

ざし、「日本ならではの

ＳＤＧｓモデル」の構築

を進めています。富山市

は、２０１８年６月に国

の「ＳＤＧｓ未来都市」

に選定され、ＳＤＧｓ未

来都市の中でも先導的な

取組みが評価され、「自

治 体 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ モ デ ル 事

業 」 に も 選 定 さ れ ま し

た。 

 

（５）近江商人の強み 

近江商人の強みとは、「三方よしの精神」であるとよくいわれますが、特に注目し

たいのが『のこぎり商売』や『諸国産物廻し』です。その商売方法の強みは『行商』

で、近江の特産品の見本のみを持参して全国を行脚

していました。それぞれの土地で何が必要とされて

いるかをリサーチし、必要な商品を近江より取り寄

せ販売していました。 

そして、その売上代金でその土地の特産品を購入

し、購入した商品が売れそうな土地でまた商売をす

るのです。 

近江商人の強みは、優れた「情報収集能力」と

「行動力」にあるといえます。 


