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作品展示
御倉邸米蔵7/7(土)～13(金)
福島西高体験入学7/23(月)

福島西高文化祭9/8(土)～9(日)
三春ダム資料館9/21(金)～27(木)

摺上川ダム管理所10/9(火)～10/14(日)
福島市民家園10/15(月)～28(日)

ふくしんギャラリー12/7(金)～9(日)
コラッセふくしまH31/1/18(金)～22(火)



竹デザインプロジェクト

とは？
国土交通省東北地方整備局福島河川国
道事務所では、阿武隈川（大臣管理区
間）を管理しており、河道内に植生する
竹や樹木など伐採等管理しています。

今回、本宮市の阿武隈川高水敷の竹林の
一部を伐採することになり、通常では、
焼却処分する竹ですが、古来から生活の
一部として身近に使われていた竹を有効
利用できないか？

という事で、『福島県立福島西高校デザ
イン科学科ビジュアルデザインコース』
の生徒さん13名にお手伝いいただき、
デザインの分野から、竹の新たな価値を
見出すことを目的に企画したプロジェク
トです。

福島県立福島西高校デザイン科学科
ビジュアルデザインコース生徒13名の

コンセプトボードから新たにデザインされた
竹を想像してみてください。

・・・
気になりましたよね！

それなら、作品を観ることができる
展示会へ行きましょう！
触ることもできます。

そして、デザインに興味をもってください。
デザインから変えることができます。

（一部触れることができない作品もあります）

展示会 場 所 期 間 備 考

1回目 御倉邸米蔵 7/7～7/13 水辺で乾杯in隈畔

2回目 福島西高 7/23 体験入学

3回目 福島西高 9/8,9 文化祭

4回目 三春ダム
管理所

9/21～
9/27

うつくしま・
みずウォーク三春大会

5回目 摺上川
ダム管理所

10/9～
10/14

インフォメーション
センター内

6回目 福島市民家園 10/15～
10/28 園内展示会

7回目 ふくしん
ギャラリー

12/7～
12/9 展示会

8回目 コラッセ
ふくしま1F

H31/1/18
～1/22 児童図画展示会



竹デザインプロジェクト

とは？
国土交通省 東北地方整備局 福島河
川国道事務所では、阿武隈川（大臣
管理区間）を管理しており、河道内
に植生する竹や樹木など伐採等管理
しています。
今回、本宮市の阿武隈川高水敷の竹
林の一部を伐採することになり、通
常では、焼却処分する竹ですが、古
来から生活の一部として身近に使わ
れていた竹を有効利用できないか？
という事で、『福島県立福島西高校
デザイン科学科ビジュアルデザイン
コース』の生徒さん13名にお手伝
いいただき、デザインの分野から、
竹の新たな価値を見出すことを目的
に企画したプロジェクトです。



̃竹植生・伐採状況～１

伐採前の本宮市阿武隈川右岸の高水敷竹林

3月上旬 河川維持工事施工者の方々により、本宮市内の
阿武隈川右岸の高水敷竹林（孟宗竹）を伐採してもらい
ました。その後、福島市に運搬移動。

人力にて竹1本1本を丁寧に伐採 伐採後の竹デザイン用孟宗竹



実は、竹細工する上で、絶対に必要な作業があります。
それは、『竹の油抜き』です。
竹の表皮にはコーティングが施されています。伐採後も
緑色なのは、そのためです。
この油抜きをしないと、後に割れたり、腐ったりします。

通常、竹の油抜きは、[乾式]と[湿式]になります。
[乾式：火であぶり、浮き上がった油を布で拭き取る方法]
[湿式：苛性ソーダ沸煮液に入れて処理する方法]

今回、上記方法以外の[木灰式：木灰を塗布]と[乾式]によ
りを油抜きを実施。
（短時間で処理できないので、予め[木灰式]を施し、保管。
その後、[乾式]（ガストーチバーナーであぶる）で仕上げ。

油抜き前の孟宗竹 木灰塗布後の孟宗竹



4月27日福島市民家園内にて、加藤重芳様及び(公財)福島県
都市公園・緑化協会様のご協力により、『竹取扱い説明会』
を開催。竹細工の歴史や文化など教えていただきました。

̃竹取扱い説明会編～２

竹は元来『割符』※
として用いられてい
たことを教えてくれ
ました！
※後に証拠となる物
（昔の為替手形）

加藤重芳様（民家園内にていろいろと講師されているものしり博士）



園内には、竹細工がたく
さんあります。竹馬、竹
とんぼ、etc・・・体験中

園内の各民家で使われてる竹細工や
建材として使われている竹を見学

早速、竹とんぼを制作し、飛ばし
てみました。



～竹細工道具取扱い編～３
5月7日 刃の館やすらぎ工房 二瓶博様のご協力により、
『竹細工道具取扱い説明会』を開催。なた・のこぎり・ノミ
切出しなど刃物の取扱い方法について教えていただきました。

お店で実物を見せ詳しく説明（二瓶博様）

お店にはありとあらゆる刃物が勢揃い！包丁をはじめ革ナイフも。
研ぎ・修理もしてくれるので安心して使うことができます！



刃物の館やすらぎ工房から（株）エフワークが購入し、学校へ提供

教えていただいた刃物の取扱い方法
1.のこぎり（刃こぼれ防止）
→角に刃をあてない
→なるべく切る面と平行にする
→直角に切るには、定規をあてる
→竹など円筒のものを真直ぐ切るに
は、用紙などつかって線を引く
刃全体を使って切る
→力を入れすぎない
→ささくれ防止に幅広テープをはる
2.なた（先端防止）
→手を添えて振り下ろさない
→割れ出したら手で裂く
→節があり最後までなたが必要な時
は、やわらかい木の台で割る
→振り回さない
→なたで割ったところを利用すると
後にひび割れしにくい

3.のみ（刃こぼれ防止）
→刃の面をスライドさせながら削る
→なるべく薄く削る（刃を立てない）
→曲面（凹）を作り出す場合、表面
（砥がれた面）を下向きに使う
→節など硬い部分は無理しない
（電動工具など利用する）
→基本竹の根元側から先端側へ削る
4.小刀（刃こぼれ防止）
→刃の面をスライドさせながら削る
→なるべく薄く削る（刃を立てない）
→曲面を作り出す場合、左刃、右刃
両方を使い分ける
→削る部分に応じて、小刀のサイズ
を変える（大←→小）
→節など硬い部分は無理しない
※使用後は、専用油でメンテナンスを



～竹デザイン計画書～４
デザイン計画書は、ザイナーにとっての設計図になります。
素材の準備から付属物の準備、寸法、制作方法等、そして
完成イメージへと。





～竹デザイン制作編～５
4月27日から 水曜日と金曜日のデザイン授業時間を利用
し、竹の選定 → デザイン計画 → 作品の制作を行い、
7月4日に完成させました。



自ら、のこぎりで切断、なたで竹割り、切り出しで表皮
剥ぎ取り、やすりで仕上げ、電動ドリルで穿孔！..etc
形状が一様ではなく、四苦八苦しながらも奮闘しました。



～竹デザイン制作編～５
不均一な竹加工には、いろいろと苦労させられましたが、
怪我もなく、無事完成！
“竹が好きになる新デザイン”作品が完成しました。



～新デザイン 作品～６

おこさまチェア

酒 筒



セロテープカッター
つまようじ入れ

Bamboo Box

～新デザイン 作品～６



カトラリー

竹製食器（ペット用）



～新デザイン 作品～６

竹のペン立て

竹のベンチ



竹からできたブックカバー

小物置き



ティッシュケース

竹風鈴

～新デザイン 作品～６



竹のミニブックラック

ランプシェード



～河川環境・治水学習～７
プロジェクトでは、「河川環境を知る・環境から治水に関し
て学ぶ取組み」も行いました。
福島大学大学院 共生システム理工学研究科 川越清樹准教授
による特別講演「なぜ？親水する必要があるのか？」
に参加し、“親水”をキーワードに河川の治水～利水～環境
保全～河川空間利用等について学習しました。

竹からできたブックカバー



竹スタンプによる作品

～プロジェクト考察～８
《福島県立福島西高等学校デザイン科学科

ビジュアルデザインコース生徒・先生より》
地域社会が抱える課題や、それを改善しようとする取り
組み対し、高校生がデザインの視点で関わることで、目
新しい地元製品の開発、地域交流の場作りや竹廃棄に係
る費用軽減など、前向きな結果を得られたことが大きな
成果と考えます。

将来デザインの道に進むことを目標に学ぶデザイン科学
科の生徒たちにとって、素材を形にし、使えるものとし
て完成させる喜びは大きいものであり、今回のプロジェ
クトは、普段学んでいるデザインの知識や技術が、社会
につながる実体験となったため、大変有意義なものでし
た。また、東日本大震災時に小学生だった生徒たちは、
高校生になった今、ふるさとに対して自分自身が何がで
きるか模索している状況です。除染などによる放射線量
低減の結果、河川の竹を素材に出来ることを知ることが
でき、ふるさとが復興に向けて進む現場を学ぶことで、
社会における自らの立ち位置を感じ取り、いかに生きる
べきかを考える、大切な機会となりました。



～竹林のその後・・編～９
竹を駆逐するには・・・。竹を地上１m程度で切断すると、
竹は切断されたことに気づかず、そのまま生長しようとし
どんどん水を吸い上げ、果てはおぼれ死ぬらしいです。

★今後は、跡地の『河川空間』利用が期待されます！

伐採後2ヶ月（５月）の様子
完全に枯れ、新たな筍も
みられない竹林
根元周辺からは筍は一切見えず

～ 活用事例 ～

《河川親水公園・運動公園》
《カヌー発着場》

《ゴルフ場・パークゴルフ場》
《多目的ひろば》
《ドッグラン施設》

《駐車場》
etc・・・

～みんなで河川空間利用について
考えてみよう～



～作品展示会～10
作品の展示会を次のとおり予定。

場 所 期 間 備 考

1回目 御倉邸
米蔵

7/7～
7/13

水辺で乾杯
in隈畔

2回目 福島西高 7/23 体験入学

3回目 福島西高 9/8,9 文化祭

4回目 三春ダム
管理所

9/21～
9/27

うつくしま・
みずウォーク

5回目 摺上川ダム
管理所

10/9～
10/14

インフォメー
ションセンター

6回目 福島市
民家園

10/15～
10/28 展示館 ほか

7回目 ふくしん
ギャラリー

12/7
～12/9 展示会

8回目 コラッセ
ふくしま1F

H31/1/18
～1/22

児童図画
展示会



～作品展示会～10
◆7/7(土)～13(金) 福島市御倉町『御倉邸米蔵』において
デザインされた竹作品を展示。

阿武隈川隈畔に
隣接する御倉邸米蔵
『水辺で乾杯in隈畔』イベント
にあわせて、作品展示を開催

福島西高デザイン科学科VDコース
生徒13作品＋先生提案1作品を
御倉邸米蔵内外に展示



◆7/7(土) ～13(金) 展示会の様子。

木幡福島市長にもご覧いただきました！

座られた方は、
シールで
カウント！



～竹 有効利用編～11
◆竹デザインプロジェクトに提供した竹の一部を利用し、
『竹灯籠・ランプシェード』を制作。
事務所玄関に『竹灯籠・ランプシェードを展示』
ほしい人には、もれなくプレゼント



◆水辺で乾杯イベントに竹灯籠・ランプシェードを展示。



～竹 有効利用編～11
◆生徒さんが制作したランプシェードデザインを利用し
新たに『ランプシェード』を制作。竹の産地でもある
本宮市の『夏まつり』に展示。最後は、プレゼント！



打上げ花火とランプシェードのコラボ






