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社長からのご挨拶

1400年以上の永きに渡り、日本の屋根を守り続けてきた『いぶし瓦』。
永い歴史ある「かわらぶき」の仕事にご縁を頂いた喜び。

天職に出会えた喜びに感謝して「かわらぶき」の仕事にこだわる。
「過去から未来へ」と受け継がれる技能・技術。

変えてはいけないものと変えなければならないものを見極めながら・・・。
歴史に感謝し、これから歩む未来のために。今を大切に！

ムラタ瓦は、『日本の瓦の屋根を守りたい』『かわらぶきの仕事を通じて、必要とされ
る存在であり続けたい』と願っています。
ムラタ瓦は本年、お陰様で瓦一筋125年目を迎えることが出来ました。

3年前、「ムラタ瓦の知恵」こだわりを整理・再認識できた報告書作成。そして、今回
報告書更新のご縁を再び頂きました。前報告書を今一度ひも解き、皆が何のために
集っているのか、迷った時にいつでも確認でき、より具体的に実行するための、社員共
通の行動指針とします。

安心とは人を育てること、育つこと。

ムラタ瓦は、かわらぶきの仕事に携わるからこそ、職人育てを大切に考えています。
簡単にマニュアルで伝えることの出来ないもの。「自分のものになるのに5年や10年

はまだまだ勉強」と言われる、時間のかかる和瓦葺きの技。ムラタ瓦は遠くを計り、あ
えて手間が掛かることを前向きに、真面目に取り組みます。そして、社員一人ひとりが
今日より明日、より魅力的に成長し、より安心できるために、日々切磋琢磨努力し続け
る。人の成長が、会社の成長に繫がります。

他の瓦屋さんがしないこと、できないことを微差でいいからやり続ける。やり続けること
で生きていく道は必ず広がります。そのことで自分たちの仕事にいつまでも責任を持て
る、葺き師の集団であり続けたいと願っています。

報告書に示す内容は、自分自身を振り返るための基準です。決して他人を図るもの
ではありません。お互い心して日々取り組むことを誓い私の挨拶といたします。

株式会社ムラタ瓦
代表取締役 村田 良智

知恵の経営報告書2013 株式会社ムラタ瓦 33



経営理念 ～考え方の知恵～
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一． 私たちは、会社を人間形成の道場と考え、与えられた仕事に喜びをもって取り組み、心と
技を磨きます。

二． 私たちは、お客様第一主義の精神のもと、あらゆる面において陽転思考で、感謝の心と素
直な気持ちで日々の仕事にあたります。

三． 私たちは、日本の伝統文化である瓦屋根を守り続けるために、次世代の若者を育てるとと
もに、地域社会から必要とされる企業になります。

ムラタ瓦は、瓦の仕事を通じて、社会貢献と社員の安心のために、
個人の成長と会社の永続を目指します。

経営方針

ムラタ瓦は、日々の仕事を行う中で、①施主様が良くて ②自分達が良いだけでなく ③取引先様も
④仕入先様も ⑤第三者も 含め、関わる全ての人の善い方法を考えて行動しています。

普段、誰でも気がつけば自己中心に物事を考えます。ムラタ瓦は関わる全ての人に良かったと思って
もらえるように、日々考え行動する努力をしています。

ムラタ瓦の五方善のイメージ

よい心でよい仕事をします

経営理念

社是

ムラタ瓦の五方善（ごほうぜん）



経営理念 ～考え方の知恵～
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ムラタ瓦の両輪 『人育て』と『技育て』

素直・感謝
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考え方の知恵

和形・本葺き
へのこだわり

ムラタ瓦

の五方善

ムラタ瓦のこだわり

施主様の安心従業員の安心
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法

特
別
瓦
製
造

技
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競技会参加

終わりの
ない技能・
技術の習得

従業員一体と
なった機動力

五方善の考え方がエンジンで、『人育て』と『技育て』の知恵が駆動する両輪です。

考え方の知恵 イメージ図

関わる皆の安心・感動のために！日本の瓦屋根を守るために！

魅力ある本物の職人を育て続ける

「遠くを計る経営」
今、時代が技能・技術を 必要としないからこそ、あえて技能・技術の必要な、瓦葺きにこだわる。

ムラタ瓦は目先の利益にこだわらず、手間の掛かる人育てを大切に、遠くをはかる経営に取り組んでいます。



和瓦の特化と
信用・安心・技術を
生み出す人財育成

きめ細かな、こだわ
りの受注～施工～

完了の工程

こだわりの技
魅力ある職人

施主様への
安心感の提供

理念

行動指針

知恵を生み出す
マネジメント

価値創造活動
知恵・強み

事業

顧客価値

和瓦中心の
瓦葺き施工

信頼と
強い関係性

信用・安心を生む
関係作り

（ネットワーク構築）

～考え方の知恵～

五方善

遠くを計る
人育て・技育て

ムラタ瓦の価値創造ストーリー図
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次の仕事への
繋がり

会社名 株式会社 ムラタ瓦

所在地 〒622-0032 京都府南丹市園部町高屋妙見10

創業 / 会社設立 明治21年 / 平成2年4月（1990年）

資本金 1,000万円

代表者 代表取締役 村田 良智

従業員数 役員3名 従業員7名

事業内容  社寺・一般住宅の瓦葺き施工

電話 / FAX 0771-62-2054 / 0771-63-0570

メールアドレス iraka@cans.zaq.ne.jp

WEBサイト http://www.muratakawara.jp

会社概要



ムラタ瓦の事業領域

事業内容

知恵の経営報告書2013 株式会社ムラタ瓦 77

Ｊ形・和形
簡略葺き

本葺き
洋瓦
Ｓ形

洋瓦・平板
Ｆ形

瓦の焼き方の違い

南丹市･亀岡市をはじめとする施主様 工務店・建設会社等 宮内庁等

中でも、「和形」や「本葺き」にこだわっています

自社対応
粘土瓦
いぶし瓦・釉薬瓦（陶器瓦）

グループ対応

瓦の形の違い

桧皮・柿・
茅・杉皮

プレスセメント瓦
スレート

ガルバ・銅板
アルミ・鉄板

塩ビ・シングル
防水モルタル

植物 セメント系 金属 化学・その他

↖ ムラタ瓦の主軸 ↗

ムラタ瓦は色々な屋根材の中で、【粘土瓦】にこだわって仕事をしています。

ムラタ瓦は、新築工事から簡単な屋根の修繕まで、屋根の事ならどんな仕事も同じように、常に感謝の気持
ちで元気に対応しています。またグループの協力業者間で、あらゆる種類の屋根に対応できる体制をとってい
ます。簡単な修繕から、葺き替え・新築、また一般住宅から、神社仏閣に至るまで、小さな屋根から大型公共
物件まで、瓦をはじめとする色々な屋根を守っています。

徳雲寺 庫裏 ムラタ瓦施工 平成18年5月

本葺き瓦施工 京都帝釈天 鐘楼 ムラタ瓦施工
平成10年11月 岐阜瓦 8寸平使用

「いぶし瓦」は、焼成の 終段階で瓦を燻(いぶ)し、
表面に炭素を主成分とする皮膜を作ることからこの
名があります。焼成したあとに空気を完全に遮断、
「むし焼き」にする燻化(くんか)工程が特徴です。

「釉薬瓦」又は「陶器瓦」と呼ばれる瓦は、その名
の通り、乾燥した白地の表面に釉薬をかけて焼成さ
れた瓦で、現在では多彩なカラーを生み出します。

「三州いぶし瓦Ｊ形」
瓦の中までいぶし色
をしているのが特徴

「三州陶器瓦J形 53A」
釉薬がかかっていて、裏面
や中は粘土を焼いた茶色を
しているのが特徴

白地部分

釉薬部分

「いぶし瓦」、「 釉薬(ゆうやく)瓦」について

なお、瓦の産地には、日本の三大産地である三州
(さんしゅう)瓦・淡路瓦・石州(せきしゅう)瓦、社寺等で
多く使われる岐阜瓦があり、施工する土地によって瓦
の産地を使い分けます。



信用・安心・技術を生み出す人財育成

ムラタ瓦は、従業員の安心があるから施主様の安心が生まれると考えます。

仕事がいつもある・仕事が面白く毎日が充実している・給料が安定している・従業員同士の人間関係がうまく
いっている・いつまでもムラタ瓦が存続している・家庭に問題がないなど、従業員が精神的にも物質的にも、今
日より明日の方が、幸せを少しでもより多く感じる会社になる事が、従業員の安心に繋がります。ムラタ瓦は、
従業員が安心できる会社を目指しています。

従業員の安心 ～人育て～

知恵を生み出すマネジメント
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自分達の満足があるからこそ

自分達に感謝の気持ちがあるからこそ

従業員の安心

感謝

施主様の安心

感動が生まれる

ムラタ瓦の従業員の安心とは
従業員皆の幸せが少しずつ

増えること

 ムラタ瓦従業員の安心のための取り組み
• 朝礼や改善報告会議の実施
 安全管理や会社の進む方向の確認のため

• 競技会やコンクール等の参加に会社も協力
 個人的に技能を高めるため

• 資格取得費用・個人の工具の半分を会社が負担
• 目標達成管理票による各自の目標設定、評価
 毎年3月、1年間の自分の目標を記入
 翌年に1年間を振り返り、各自で評価
 次年度の成長に繋がるように毎年繰り返し実行

• 年間休日カレンダーの導入
 安定した給料（月給）の支払いが出来る仕組み
 業界では珍しい

• 会社負担による人間ドックの実施（１回/年）
 従業員の健康管理のため

• 食事会（6回/年程度）、研修旅行（ １回/2年）、従業員
及びその奥様への誕生日プレゼント
 従業員の親睦や、意識固めのため

年間休日カレンダーを取り上げられた記事
日本屋根経済新聞 平成12年２月28日

作業改善報告会議の様子

社員の安心のために、早くから取り組んで
いる「年間休日」の取り組み



「ムラタ瓦に任せておけば大丈夫」という信頼関係が施主様との間に生まれることや、仕事を頂いた家をいつ
までも見守り続けることが、施主様の安心に繋がると考えます。

施主様の安心 ～人育て・技育て～

知恵を生み出すマネジメント
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仕事が出来ることに感謝が出来たら
施主様に対する感謝があれば、施主様への対応が変わる

ムラタ瓦の職人一人ひとりの対応が全て

施主様の安心はムラタ瓦の職人の心が作ります

素早い対応と、連絡の徹底

施工前・中・後の常の説明・報告・連絡

任せておけば大丈夫という信頼関係の構築

感 謝

施工内容の分かる
見積書と説明

屋根の完成イメージが出
来る資料と説明

想像以上の対応が施主様の感動に
安心

職人の

人 柄

人間性

施工した家をいつでもいつまでも見守る

常の感謝の気持ち

 仕事が終わった後から、施主様との関係が始まる
ムラタ瓦を気に入られた施主様がムラタ瓦のファンになり、営業マンになってもらえます。
つまり、職人が現場で仕事をしながら営業をしていることになります。短い期間の現場は、半日や1日で信

頼関係を築かなければなりません。話すことで信頼関係が作れるものではなく、現場で働く職人の姿勢を見
て頂いています。

 施主様に安心して頂くための取り組み
• 仕事（施工）終了後に職長の直筆ハガキで感
謝と「これからいつも見守っています」アピール。

施主様に宛てた職長のハガキ
（平成21年から5年間継続）

 現場予定確認票を使った施主様安心の対応
• 受注～工事完成～集金～その後の対応まで
をマニュアルで確認。

• 誰が職長になっても、施主様に同じ対応が出
来るよう、現場ごとに現場予定確認ボードで確
認しながら仕事を進める。

現場予定確認票 事務所の現場予定確認ボード



ムラタ瓦は技の向上のために、やる気ある者を応援しています。技は、自らが行い経験した分だけ身に付き
ます。そのためには現場の経験が必要ですが、普段からの合端（あいば）※も含めた施工練習が大切です。
ムラタ瓦は、休み・夜間・雨の日等どんな状況の中でも、すぐに練習出来る環境を整えて、先輩から後輩に技
能の継承を行っています。

充実の技育て環境 ～技育て～

知恵を生み出すマネジメント
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 ムラタ瓦の合端場
ムラタ瓦の技を支えている合端場（常設は京都でも珍しいこだわりです）。水銀灯の照明設備・集塵機等の

設備が整った部屋に、4mのアルミ製合端台が2台常設してあり、いつでも作業（学び）出来る環境が整ってい
ます。

合端の技が発揮された中付け袖 ムラタ瓦合端場

 ムラタ瓦の練習架台
国家試験である技能士の実技検定架台は勿論、様々な競技会等の実技施工練習に使える瓦葺き練習

架台が3種類、各2台ずつ合計6台がやる気のある職人を待っています。

 特化の理由
• 和瓦以外は、他社でも容易に参入可能
 和瓦技術の人育てに時間が掛かるから

• 他社が容易に出来ない所で勝負
 和瓦を葺くには、それなりの技術が必要

※ 和瓦の施工は、一般建築だけでは仕事量が多くないので、今後は社寺建築を手掛ける工務店に選ばれ
る必要がある。

和瓦の需要低下や後継者不足、人財育成等の理由で、事業継続できる環境が厳しくなってきています。南
丹、亀岡、京丹波の多くあった瓦業者も、この20年近くで半数近くが廃業されました。その中でムラタ瓦は時
代に逆行するかのように和瓦に特化しています。

ムラタ瓦にある練習用架台（屋根の模型）施工の基本的な習得が可能

和瓦の特化 ～人育て・技育て～

※ 合端（あいば）・・・美しい仕上がりを求めて瓦と瓦を隙間なく合わせる作業



ムラタ瓦の知恵・強み
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ムラタ瓦の技

 ムラタ瓦縦桟工法
ムラタ瓦は平成15年より、業界に先駆けて「縦
桟工法」を取り入れています。施工のスピード
アップと安定性が良く、強くて美しい仕上がりにな
るため、自信をもって葺いています。縦桟工法は、
ムラタ瓦の技術面のこだわりの代表で、業界に
先駆けた取り入れは、現在京都でもあまり施工さ
れていない工法です。

 技能グランプリ大会での優勝（日本一）
現在のムラタ瓦は、技能グランプリの優勝をな

くしては語れません。京都の瓦葺き競技大会
（1級の部）で優勝すると、翌年の技能グランプリ
（全国大会）に、京都代表として出場することが
出来ます。

四代目良智は、予選4度目のチャレンジで京
都府代表になり、平成9年第16回技能グランプ
リに出場、見事優勝することが出来ました。

• 技能グランプリの経験により、業界にムラタ瓦の
名が広がり、職人としての交流も全国的に。

• グランプリでの優勝は、これまでムラタ瓦が前
向きに技にこだわってきた成果であり、今のムラ
タ瓦を支える大きな経験になりました。

グランプリ大会（競技会）は、出場した選手にし
か分からない貴重な経験が出来る場所です。与
えられた架台（現場）で、限られた時間内（労務
費）に、与えられた瓦（瓦代）を使い、雨漏りがな
いように正確に美しく葺き上げることを競います。
ムラタ瓦は技能グランプリを、技能士の成長のた
めの大切な経験と位置づけて、今後も京都府代
表選手を出し続けることに努力いたします。

労働大臣表彰のたてと賞状

平成9年3月9日 第16回グランプリ出場と架台図面

 当社のこれまでの技能グランプリ出場選手
• 平成 9年 第16回技能グランプリ 出場 村田 良智
• 平成13年 第21回技能グランプリ 出場 村田 敏
• 平成25年 第27回技能グランプリ 出場 平井 竜次
• 平成26年 技能グランプリの審査員に村田良智が選ばれる

こだわりの技

ムラタ瓦は、これまでの皆様との関わりの中で、どこに出しても恥ずかしくない高い技能レベルを手にすること
が出来ました。この環境に甘んじることなく、日々絶え間ない技能・技術の習得と自分づくりにチャレンジしてい
ます。こだわりの技が、施主様の安心のためにしっかり現場で使えること、次代に繋げることが、我々ムラタ瓦の
使命だと確信しています。

こだわりの技（グランブリへの出場）

ムラタ瓦縦桟工法による施工状況

ムラタ瓦は、 「縦桟工法」をはじめ、耐震・耐風工法に取り組んでいます。
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【信用創世期】（明治21年～昭和29年）

沿 革

明治21年 村田繁蔵（初代）が園部町大戸大見谷に、だるま窯を設置、瓦製造を始める。

明治40年 大戸に住いをしながら製造の場を高屋（寺谷口6）に移す。

昭和5年 寺田一次（二代目）が、京北町より瓦製造の見習いに来ることになり、繁蔵の下で瓦製造の
手伝いを始める。

昭和10年 一次がサザミと結婚、同時に村田家の養子となる。一次が製造の傍ら、葺き師さんに瓦の
施工を習い、瓦葺きも始める。

昭和21年 現在の高屋妙見10番地に瓦製造の場所を移す。

初代繁蔵が、舞鶴から園部へ移り瓦製造を始めました。瓦製造の材料になる粘土は、下層に良質の粘土の
ある田の持ち主にお願いして、冬場に粘土を無料で頂き、元の田にして春までに返す方法で調達しました。瓦
製造の窯炊きは、一窯に700枚程度の瓦を4段に積み上げ、「しば」や「割木」を燃料に、16時間かけて焼き
上げ、24時間かけて窯を冷ましていました。「ひずみ」「ねじれ」の少ない瓦は、7割程度しか焼けない大変手
間のかかる作業でした。
初代・二代目の人柄と物腰の低さで信用の足掛かりを築き、二代目である一次は、それまで瓦製造だけだっ

た瓦屋を、その器用さと真面目さで施工を習得。瓦施工も請け負うようになりました。他人様の土地の粘土を
頂いての瓦製造で、高屋をはじめとする地域の方々の理解と協力のお陰で、現在のムラタ瓦の礎を築いてき
ました。

昭和31年 三代目村田憲一が村田製瓦所に入社する。
憲一は、瓦葺きの修行に京都市内へ行き、瓦葺き施工の仕事を主に行う。
2人の先代の信用に加え、持ち前の明るさと付き合いの良さで、取引工務店の数が増える。

昭和45年 時代と共に、高品質な瓦の製造が追いつかず、瓦製造をとりやめ、淡路瓦を仕入れて施工
専門業としてスタートした。

昭和50年～
53年

園部町にある国の重要文化財である普済寺・春日神社の施工をさせて頂く。

昭和60年 四代目村田良智が、愛知県で2年間の修行の後に村田製瓦所に入社する。

【信用醸成期】（昭和30年～昭和63年）

昭和31年より三代目憲一が、瓦製造の手伝いをしながら、瓦葺き職人として加わりました。昭和40年代の
高度経済成長期の中、瓦施工のみにシフトしていかなければならない状況になり、昭和45年には瓦製造をや
め、瓦葺き施工業としてスタートしました。
昭和50年代の建築ブームには、先代のお陰で多くの工務店との繋がりが出来て忙しくなり、近所の年輩の方

に来て頂いたり、祖母や母も屋根に上がって手伝いをするなど、家族全員で瓦葺きを行っていました。そんな
瓦葺きの忙しい中、四代目良智が愛知県での修業を終え、村田製瓦所に入社しました。
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【信用発展期】（平成元年～平成22年）

平成2年3月 「地域一番の瓦屋になって、この地域の屋根を守りたい。」という憲一の思いのもと、株式会
社ムラタ瓦を設立し法人となる。瓦の葺き師を養成する目的で、全国から訓練生を受け入
れるようになる。

平成3年6月 ムラタ瓦が京都府の京の老舗表彰（100年以上同じ業種で継続した企業）を受賞する。

平成7年4月 ムラタ瓦塾を立ち上げる。憲一による道徳・生活指導と良智による技能・技術の指導で、次
世代の瓦葺き師養成塾に少しずつ塾生が増える。
平成8年には塾生が住み込み出来るように寮を建設する。

平成9年4月 良智が、16回技能グランプリ（かわらぶき部門）優勝 労働大臣賞受賞
日本一に輝く。

平成13年 良智が京都府優秀技能奨励賞表彰を受賞した。（明日の名工）

平成18年 憲一が京都府優秀技能者表彰を受賞した。（現代の名工）

写真１ ムラタ瓦 京の老舗100年 知事表彰受賞 平成3年6月19日

平成になり瓦組合等に加入することで、他の葺き師さんとの交流が生まれました。その交流で、社寺屋根の
施工技術をはじめ、民家においてもより良い技能(※1)・技術(※2)の向上に繋がり、一般住宅は勿論、数多くの
社寺やその他の公共物件の受注が徐々に増えました。

平成4年より、京都御所の仕事をさせて頂くようになったことは、これまでの技能や技術の向上や信用の積
み重ねによって頂けた仕事だと思います。社寺の瓦葺きがあるから勉強するようになり、勉強するから仕事が
頂けるというように、お互い相乗効果で取り組んで来ました。また、日本の伝統文化である瓦屋根を守るために、
若い職人を育てることが大切になってくると考え、ムラタ瓦塾の発足と塾生の受け入れ体制を整えてきました。

塾生の食事については、母（朝子）が朝・晩の献立や料理をすることになり、よそ様の子の食事を作った経験
のない母にとっては大変なことでした。時代とともに必要な資格の取得や競技会への選手の輩出、競技会等
の設営協力など積極的に取り組んできました。このような働きを地域の人々や業界の方に知って頂いたことが、
今のムラタ瓦になる成長の大きな要因だったと思います。

※1 技能・・・瓦を屋根に施工する時に必要な、瓦の扱いや納めるための能力（技能士）
※2 技術・・・瓦を屋根に施工する時の、方法や長持ちさせるための施工方法などの知識
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