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組合だより

　5月24日（金）14時30分より組合研修センター 3階の集会室において、第58期通常総会が開催され
ました。総会に先立ち、22日にご逝去された、（株）石田製作所 代表取締役 石田甚一氏への黙祷を出
席者全員で捧げました。黙祷に続き、今井理事長の挨拶、林事務局長より総会出席者数が総会有効定
数に達したとの報告がされ、議長選出により今井理事長が議長に就いた後、議案の審議に入りました。
議案については、順次上程された第1号議案から第8号議案まですべて承認可決され、15時45分に総
会は閉会しました。
　同日17時30分から会場を都ホテル岐阜長良川に移しての懇親会には、多数のご来賓を招き、組合
員、青年部を合わせ82名で盛大に開催されました。今井理事長の挨拶に続き、ご来賓を代表して各
務原市長 浅野健司様よりご挨拶を頂戴しました。祝電披露の後、各務原商工会議所会頭 柳原幸一様
の乾杯のご発声により祝宴に移りました。歓談も進む中、公務で到着が遅れておりました衆議院議員
武藤容治様も到着されご挨拶を頂戴し、恒例となっております抽選会の頃には、盛り上がりは最高潮
となりました。会も程よい時間となってきたところで、岐阜信用金庫 常務理事総務部長 好岡政宏様
の三本締めにより散会となりました。
　翌日には総会記念ゴルフが岐阜関カントリー倶楽部の西コースにて行われました。5月とは思えな
い暑さの中、参加した26名の多くは前日の懇親会からの続きでしたが、ゴルフを通じ懇親をさらに
深めました。ダブルペリア方式による記念ゴルフ優勝者は、三星工業（株）の岩井章さんでした。お
めでとうございます。

第58期通常総会開催

総　会

議長の今井理事長

副理事長の2人監査報告をする山本監事
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挨拶をされる浅野様挨拶をされる武藤様

乾杯の音頭をされる柳原様

▲ ご当選おめでとうございます！！

今井理事長の挨拶

司会の林事務局長三本締めをされる好岡様

懇親会

抽選会
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岐南工業高校の生徒が金属団地内企業を見学

▲ 岩井さん、優勝おめでとうございます

　5月28日（火）に岐南工業高校自動車科の3年生の生徒約40名が金属団地内企業8社を見学しまし
た。
　大型バス1台で来組、生徒10名程度の班を4つ作り、1班につき午前1社・午後1社、計2社を見学し、
受け入れ企業のご担当者から自社及び製造業の魅力を伝えていただきました。モノづくりの現場に生
徒さんも真剣な面持ちで、今後の進路選択に活かしていただければと思います。企業代表者及びご担
当者にはお忙しい中ご協力賜り、ありがとうございました。

【工場見学受け入れ企業】
華陽オートテック（株）、東海ダイカスト工業（株）、ホラタ、工業（株）、丸嘉工業（株）、
信栄ゴム工業（株）、（株）鵜飼、今井航空機器工業（株）、（株）樋口製作所　　　　　　　　（順不同）

ゴルフ
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ふいご

依 存 症
　先日、組合会館の『梅園茶屋』でお茶の体験教室に参加した。一時間程度だったが「茶道」は初体験
で実際やってみると細かい作法がいろいろあり勉強になったし、先生や指導員の方々と「茶道」に纏
わる話が出来てとても楽しかった。
　思えば、昔からやった事がない行事があれば直ぐに参加してしまう。青年部会長時代には行事を考
える際に自分がやっていない事を皆でやりたくて『郡上踊り』や『日間賀島で沖釣り』などを企画した。
「それは公式行事として認められません！」と事務局に言われて「有志の会」として実行した苦い思い
出だ。何事も一度は体験してみるが、続けられる事は少ない。今は多様性の時代なので、ちょっとネッ
トを見ていれば未経験の事など山のように出てくる。自分の興味・関心などやってみないと分からな
いので、色々やってみれば面白い事が見つかる可能性は高いと考えている。選択肢が少なければ1つ
の事を頑張ってやり抜くというのも有りかもしれないが、時間の無駄なので全くこだわらずにさっさ
と見切りをつけて新しいものにチャレンジしたほうがはるかに良いのではないだろうか。
　しかし、飽きっぽい性格なのかといえば全く逆で、結構「しつこい！」と言われる。ツボにはまる
と延々と続けるタイプで、お酒、たばこ、パチンコを始めＳＮＳやソーシャルゲーム等々、プチ依存
症レベルだと思っています。ネットで「やらかした人」のニュースを見ては「明日は我が身か？」と
ちょっと恐ろしく思う事も…。仕事に関しても完全に依存症かなぁ？社員が全員帰っても遅くまで会
社に残っていたり、休日でも一度は会社に行かないと落ち着かない＾ ；^　自分で自分をコントロー
ル出来なくなるから本当にタチが悪いのだが「仕事依存症」は美徳みたいな空気があって許されてし
まう。また、目の前の仕事の事しか考えられず、一歩引いた視点で会社を見られなくなるのも悪い点だ。
やめたいと思っているが、やめられない（笑）
　そんな時は数日間「やれない」事で頭が冷静になれると思う。家にいては無理なので車にのってプ
チ家出が一番。車での一人旅もスタートは学生時代で北海道から九州まで当ても無くフラフラした。
サラリーマン時代も出張族で日本各地を飛び回った。残すところ山陰地方だけは行った事が無かった
為、GW10連休には鳥取→島根ルートで出雲大社まで5日間のプチ家出旅！ 50歳を目前にして47都
道府県を車で走破完了して大満足です。行程の大半は車の運転をしているが、特に何か考え事をして
いるわけではありません。と言うか運転に集中するわけでもなく「ボケー」っとしています（笑）
2,000km近く走りましたが精神的にもクールダウンし疲労回復もしました。普段は気が付かないだけ
で、気は張っているし体力も消耗しているんだと思います。日常のしがらみから抜けだすと精神的に
も肉体的にもリセットされ、次からまた頑張れるエネルギーが蓄えられるのかと。
　よく「経営者は孤独だ」って言われますが全く嘘だと思っています。電話やメール、打合せに会議・・・
毎日誰かが邪魔をしにきて全然仕事が進まない。サービス業だから仕方がないと言えばそれまでです
が、たまには一人になりたくなる。年中張り詰めていては精神的に持たない。
　いざって時に力を出す為、「余分な事」を体験したり、「何も考えない事」が時には必要だと思います。
　お！そろそろ「ポケ○ンのイベント」が始まるので原稿を書くのは終わりにして散歩に行かない
と・・・

赤い彗星
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　（有）髙橋鉄工所はマシニングセンターを使って部品加工をしている会社です。
　産業機械向けの製品が多く、現在はワイヤーハーネス加工機の構成部品が半数を占めておりますが
他にも工作機、自動車、航空機、電力、半導体、ロボット、バルブ、食品加工設備、建材、照明、競
技用車椅子、大学の実験装置、、、等々。実は結構様々なジャンルに関わっていたりします。
　さて、そんな何だか色々作ってる弊社ですが、時々個人からの製作依頼があります。
　例えば市販の道具に追加工とか、学生の工作のお手伝いや、趣味でアナログのレコードプレーヤー
を作って欲しいなんてのもありました。企業相手と違って図面が雑だったりそもそも無かったりで苦
労しますが、エンドユーザーとの距離が近いのは新鮮でもあります。
　その中に、スノーボード用品を輸入販売している友人から“アルペンスノーボード向けのバイン
ディング”を開発して自社ブランドとして売り出したいという依頼がありました。「バインディング」
とは、板とブーツを繋ぐ固定具のことで、「アルペン」とは、スラロームなどの滑走タイムを競うプ
レイスタイルのひとつです。一般的にバインディングは樹脂製のものがほとんどですがアルペンスタ
イルの中でもいわゆるガチな人達にはアルミ合金製のものが好まれます。
　競技者でもあった彼曰く、あまりにマニアックでニッチなジャンル、世界的にみてもメーカーが数
社しか無く、その中には自分の要求を満たす製品が存在しないとのこと。ならば自分で作ってしま
え！という発想でアルミ加工を得意とする弊社に製作依頼が舞込んで来たのですが、当方スノーボー
ドの経験も知識もほぼゼロ、そして他人の頭の中にあるイメージを具現化するというのは至難の業で
す。
プロジェクトがスタートしたのは今から７～８年前。イメージイラストと打ち合わせを基に設計して
試作。寸法は勘でデザインはもう適当です。こんなので大丈夫か？と作った初号機は、彼が趣味の範
疇で使用する程度のレベルの物としては意外にも上出来で、大いに喜んでもらえました。
　ところが商品化に向けて厳しく能力テストを行うと残念ながら破損や変形が発生、また当時は技術
力不足で製作が出来なかった部品もあり、売り物にするにはまだまだ未完成な物でした。この頃から
通常業務の忙しさが増していたのもあって、ここからなかなか進展せずもうちょっとの所で届かない
状況が続きましたが、5軸マシニングの導入を機に技術力が向上し、作れなかった部品は作れるよう
になり、改良とテストを重ねて完成度は高まり、さらには横浜で開かれるウィンタースポーツ用品の
展示会に出展するなど販売に向けた活動も行い、今年になってようやく商品として世に出せるレベル
に到達しました。まずは数量を絞っての口コミ販売からスタートです。
　弊社は協力会社という立場なので正確には自社製品では無いのですが、これほど開発に深く携わっ
てきた製品が一般向けに販売されるのは初の試みです。果たして売れるのか？トラブルは起きない
か？と不安だらけですが・・・。
　いつかオリンピック競技者が使ってくれるかもしれない！なんて淡い期待を持ちつつ前進してい
きます。

アルペンスノーボード向けバインディング　一般販売開始！
有限会社 髙橋鉄工所
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　今年3月に5軸マシニングセンター松浦機械製MX-330を導入しました。弊社にとって2台目の5軸
になります。5軸とは、X軸（左右）Y軸（前後）Z軸（上下）の3軸のマシニングに回転軸と傾斜軸を加
えたもので、ワーク（加工物）を固定したまま加工面を変えられるのが特徴です。加工面の多い複雑
なワークであるほど工程集約の威力を発揮します。3軸よりも段取りが面倒なので、加工面やロット
数が少ないと逆効果の場合もある為それらを考慮して3軸と5軸を使い分けます。
　多工程＋多ロット製品には非常に強力な５軸ですが、既存の1台のみだと以下の問題が起きていま
した。
●多数個取りが困難で「ロット数＝ワーク交換回数」になりがち、１サイクルの時間が短く人的負
担が大きい。
●段取り替えが容易ではなく量産品を流している最中は融通が利かないため、特急の別ワークに対
応できない。

　今回導入のパレットチェンジャー装置付き5軸マシニングでこの問題解決に取り組みます。
　10個のパレットテーブルを加工が終わる度に自動交換するシステムなので単純に1パレットで1
ワークでも10個取りの多数個取りになります。
　例えば100個のワークであれば10回のワーク交換で済むため人的負担が軽減され、放置できる時間
が10倍になるので昼休み中や終業後の夜間の自動運転が期待できます。
　また、パレット毎に別々の加工プログラムを登録することが出来るので加工中の量産品の段取りを
維持しながら短納期品を差し込む、といった柔軟な運用も可能になります。
　実際に上手く扱えるかどうかはオペレーターの技量次第です。日々の研鑽を怠らず、良い製品を提
供できるように頑張って参ります。

パレットチェンジャー装置付き５軸マシニング導入！

ボードに装着したバインディング バインディングにブーツを装着

バインディング →

パレットチェンジャー装置付き5軸マシニング→
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高校生たちはどんな企業を選んでいるのか？
Ｈ32“新規高卒獲得”のための準備として　　その4

　先月号では、岐阜工高の機械系の生徒たちが“求人票の記載事項”の中で重視するのは、①休日制度
②仕事の内容　③初任給　の順番であることを述べさせて頂きました。今回は、生徒たちが実際にど
のような企業を選んでいるのかを　①地区別の求人企業数と内定企業数　②従業員数と内定企業　
③初任給と内定企業　④求人票受付番号区分　の4つの観点で述べさせて頂きます。
■地区別求人企業数と内定企業数の状況
　平成30年度の岐阜工業高校への求人企業数、内定企業数の地区別状況を図1に示します。各務原市
の求人企業は85社、内定企業は21社で内定率24.7％と最も高くなっています。愛知県の求人企業は
435社、内定企業は48社で内定率は11.0％、関東・関西地区の内定率は1.9％、3.4％と低い値です。 

図１　地区別の求人企業数と内定企業の関係

　企業の皆様は、「生徒はみんな愛知県の企業へ行ってしまう。」と思って見えるかと思いますが、内
定率の観点では、各務原市内の企業が一番高くなっています。県内企業の内定率も19.4％と高い値に
なっています。これは、市内・県内企業の皆さまのご健闘の結果だと思います。
■従業員数と内定企業の関係
　従業員数と内定企業数の関係は図2の様です。従業員99人以下の企業に29.0％、199人以下の企業
に40.6％、従業員299人以下の企業に48.4％と、半数近くが中小企業への内定となっています。

図２　地区別の従業員数と内定企業数の関係

　従業員が10,000人以上の大企業は11.0％、5,000人以上は16.2％であり、生徒たちは、企業を「仕事
の内容」で選んでおり、かつ、図１と合わせると、「自宅から通勤が可能」な企業を選んでいることが
分かります。決して多くの生徒が「愛知県の大企業」を選んでいるわけではありません。なお、このデー
タは平成28年度、29年度と3年間にわたって集計しましたが、従業員299人以下の企業の内定状況は
平成28年度が50.9％、29年度が47.8％と、3年間ともほぼ同じ状況となっています。
■初任給と内定企業の関係
　図3に初任給と内定企業の関係を示します。生徒の「就職意識調査」では、求人票の記載事項の中で
“初任給”を重視すると回答した生徒が多くみられました。初任給165,000円～ 169,999円の企業が一
番多く28.6％、次いで160,000～164,999円が24.0％となっており、16万円台が約半数を占めています。
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図３　地区別の初任給と内定企業数の関係

　180,000円以上の初任給の企業が合計で18社、11.7％ありました。内定企業ではありませんが、関
東地区の建設業の企業の中には200,000円を超えている企業がありました。初任給は、平成28年度に
は160,000 ～ 164,999円が一番多かったのですが、この2年間でピークの領域が5,000円上昇していま
す。なお、初任給の平均は、各務原市が168,021円、岐阜・西濃・中濃・東濃が165,634円、愛知県・関東・
関西が167,579円となっています。
■求人票受付番号と内定企業の関係
　求人票を高校に提出されますと、高校では受付順に番号を付け“求人番号”として求人データベー
スに登録します。生徒たちは求人データベースを検索して企業の求人情報を調べ、受験企業を決めて
いきます。この、求人番号と内定企業の関係を図４に示します。

図４　求人票受付番号と内定企業の関係

　県内・県外共に、求人番号“250番以内”の企業の内定率が一番高く、求人番号が遅くなるにしたがっ
て内定率は低下しています。企業の皆様は「冗談だろ？」と思われるかもしれませんが、求人受付番
号と内定率の“相関関係”は、過去3年間のデータでも同様な状況が出ていました。理由は、①データ
ベースの検索は求人番号順に行っている事。　②受験希望企業を決定する保護者懇談会が7月10日前
後から始まるため、この時点での受付企業の中から決められている事などが考えられます。
　以上のことから、今年度新規高卒を獲得するためには、求人票の記載内容を吟味して高校生目線で
納得できる記述内容とし、かつ、求人票受付開始日7月1日（月）の午前中に受付を済ますことです。
多くの高校生が市内企業を受験先企業に選んでくれることを祈念しています。頑張りましょう！
　次回は、平成30年度の高校の求人動向から今年度の予想について述べさせて頂く予定です。

（文責：各務原市産業活力部商工振興課　企業人材全力応援室長　　長屋千秋）



11

青年部コーナー

情報交換会（新会員歓迎会）

青年部定時総会・懇親会兼卒業式

　新たな期が始まった4月（総会前ではありますが）、岐阜市のウルトラソウルにて、新会員歓迎会を
行いました。
　青年部としては3年ぶりの待望の新会員! 減るばかりだった青年部への待望の新会員! ! しかもまだ
20代、唯一の20代の新会員! ! !
詳細は新会員紹介欄を、期待をもってご覧ください。
　卒業予定のメンバーも参加して頂き、店名に恥じ
ない熱い青年部ソウルをいかんなく発揮した会とな
りました。
　しかし、青年部会員数はこの先3年間で5名減る
状況であり、依然として減少に歯止めがかかってい
ない状況です。引き続き会員募集の活動も行います
が、是非、青年部活動を知って頂き、入会の決意を
して頂ける方お待ちしております! !

　去る4月26日正午より、組合研修センター 2階役員会議室にて、第47回定時総会として平成30年
度決算総会ならびに令和元年度予算総会を執り行いました。2期に跨ぎ、かつ平成最後と令和最初の
青年部会長を務める大野会長からの意気込みを含めた挨拶から始まり、終始和やかに会は進行し、無
事全ての議案が可決承認されました。
　同日19時より、うを徳に場所を移し、定時総会に引き続き今井理事長にもご出席いただき、総会
懇親会兼卒業式を行いました。
　青年部メンバー全員で、3名の卒業生と1名の新会員を取り囲み、お酒を酌み交わしながら様々な
話をし、卒業されるメンバーと「青年部」としての最後の会を惜しみながらも楽しみました。
令和元年スタートは、青年部メンバー数は13名から11名に減ったものの、2次会では勢いのある青
年部活動が期待できるような盛り上がりを感じることが出来ました。
新年度も青年部活動を温かく見守って頂ければ幸いです。
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青年部コーナー

　5月24日（金）都ホテル岐阜長良川にて開催されました金属団地総会懇親会に青年部も参加いたし
ました。
　この懇親会は青年部から毎年参加していますが、今回も各企業の社長方と来賓の方々と直接お話
ができる貴重な機会として、たくさんの方々にお話をさせていただきました。誠にありがとうござ
いました。
　また翌25日（土）には岐阜関カントリー倶楽部にて総会記念ゴルフが開催され、青年部は4名が
参加いたしました。青年部のエントリーとしては少ない人数ではございましたが、それぞれ親睦を
深めつつゴルフを楽しみました。

　この度、金属団地青年部に入会させていただきました有限会社飯尾工
業所、飯尾俊樹です。去年より弊社で働かせていただいておりますが、
まだまだ知識や経験が乏しいため皆様にご迷惑をおかけすることがある
と思います。何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。青年
部を盛り上げられるよう積極的に行事に参加していきたいです。

金属団地懇親会と総会記念ゴルフに参加

新入会員ご紹介

岩井康志（三星工業）

相談役

大野雅尚（杉山）

会長兼広報委員長・青中派遣役員

鈴木陽太郎（豊菱製作所）

監事

山内寛明（常盤工業）

副会長兼交流委員長

柳原弘幸（鵜飼）

研修委員長

上村博紀（団地組合）

事務部長

令和元年度 青年部組織図

田中伸一（中部製作所）

土田雄一郎（丸嘉工業）

貝川佳市（共セツ機械精工）

髙橋正光（髙橋鉄工所）

飯尾俊樹（飯尾工業所）

全
委
員
会（
交
流
・
研
修
・
広
報
）に
属
す
る
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広報コーナー 他機関よりお知らせがあります
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お知らせ

令和元年5月分電力使用状況

電気は正しく使いましょう！！

使用電力
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感電とアース（接地）について

　アースとは地球の大地のことです。アース（接地）することで万一漏電したときに電気を大地に流
し感電を防止します。電気機器の絶縁も大切ですが、絶縁だけで完全に感電を防止するのは難しいも
のです。絶縁抵抗は疲労し絶縁はいつか不良になります。

　・洗濯機、衣類乾燥機
　・冷蔵庫、食器洗い機、IHクッキングヒーター
　・電子レンジ
　・エアコン

アースを取り付けましょう。
　・コンセントにアース端子がある場合はアース線コンセントのアース端子に接続します。
　・コンセントにアース端子がない場合は、アース工事が必要なので電気工事店に依頼してください。
　・水道蛇口、ガス管、電話のアース線、避雷針のアースへの取り付けは絶対しないでください。引
　　火や過電流が流れる危険性があります。またアース線は太さや絶縁被覆の色などが決められてい
　　るので、針金等の金属線は使用しないでください。
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行 事 予 定
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2019
   6 June

『組合休日』

岐阜南法人会各務原支部連合会支部長会議および
　　　　　　　　　　　　　　第15期定時報告会・研修会
県職業能力開発協会令和元年度通常総会

県中小企業組合士協会第４２回通常総会

商工組合中央金庫第11回定時株主総会

月例会・役員会

県発明協会通常総会

各務原商工会議所第６３回通常議員総会

県機械金属協会令和元年度理事会・通常総会

『組合休日』
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水
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火
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2019
   7 July

安全大会

『組合休日』

『組合休日』

7月22日月 月例会
■ 7月の行事予定

5月24日土　岐阜関カントリー倶楽部
　優勝　岩井 章（三星工業）　２位　柳原弘幸（鵜飼）　３位　森田浩明（森田木型）

■ 総会記念ゴルフ




