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組合だより

有限会社　髙橋鉄工所
髙橋 正光

　8月に代表取締役社長に就任致しました。父と祖父とで創業
したので私は2.5代目といった感じでしょうか。恥ずかしい話
ですが入社した当初は継ぐつもりなど全く無く、資質でもなく
能力でもなく、ただ息子だからという理由だけで次期社長に据
えられたことに納得がいかず、一時青年部を脱退するなど長い
期間反発しておりました。社長になる覚悟を持って真剣に戦っ

てきた先輩方からはヤル気の無い糞ガキに見えていたでしょう。実際その通りでしたが、暗雲低迷な
日々の中でも仕事自体は真面目に取り組み続けて、下手くそだった機械加工もいつのまにか得意に
なって、ようやく迷いを腹に収めた頃に青年部に復帰させて頂き、前に進むことが出来ました。優し
く迎え入れてくださった先輩方、本当に感謝しております。
　さて、社長と名は付きましたが現時点ではド素人経営者です。足りない能力と知識で沢山失敗する
のは目に見えておりますが、裏を返して伸び代が沢山あるのだと捉え、挑戦と勉強を繰り返しながら
会社の皆と共に成長していけたらと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

社長就任のご挨拶

梅園茶屋が贈る秋の逸品 ：栗きんとん

ひとやすみ

今月の推し菓子

ご注文はこちらへ！
「梅園茶屋」（金属工業団地組合会館内）

TEL 058-383-7151
FAX 058-383-7131
E-mail：umezonojaya@carrot.ocn.ne.jp

　日経新聞でも取り上げられた「どら焼き」で有名な「梅園茶屋」から今日ご紹介するのは「栗を使っ
た秋のお菓子」！

　　当店自慢の栗きんとん。栗を丸ごと使用して素材の持ち味をそのまま生かした自然な甘みが特徴
　です。栗をぎゅっと凝縮し、滑らかな舌触りが大人気です！数に限りがございます。季節限定の生
　菓子、是非ご堪能ください！
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大洋鋳造株式会社
　
ご 紹 介
　
　当社は重電機器を基幹とする総合電機機器サプライヤー
“大洋電機グループ”の中で鋳造部門を担当する会社として
昭和34年に操業を開始し、平成23年には縁あって本社工場
を笠松から金属団地に移転し、一貫して鋳物生産に当たって
まいりました。
　鋳物製品の多くは舶用電気機器、特に発電機・電動機部品
に使用され、機器の重要性から高い品質を求められ、これま
での豊富な経験と知識で技術力を蓄積し、加えて以下にご紹
介する”五訓”を機会あるごとに従業員全員で唱和して、人
格向上と製品品質の向上に努めています。

　　
五　訓
　
　大洋電機グループ創業者である山田壽二が生涯の信念とした言葉をご紹介いたします。

　　　一、　常に正しきを守れ
　　　一、　社会は凡て皆自分の師である、常に低姿勢を持して他から知識と技能を学び、
　　　　　　精神の修養と人格の向上に努めよ
　　　一、　他人を尊敬し社会の利益を計れ
　　　一、　小さき恩をも忘れぬよう、報恩感謝で楽しき日々を送れ
　　　一、　誠意と努は凡てを最善に導く

　我々グループ全員は、常にこの言葉を胸に協調融和し、お互に限りなく繁栄していくことを目指し
てまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

組合員企業情報

2010年以前(キューポラ溶解）▲

現在（電気炉溶解）▲
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　「残りの人生、如何に生きるべきか!」
　つい先日まで、“明日はこれをしよう”“来週にはこれを完成させよう”“来月からこれを始めよう”
“今年中にここまで進めよう”“何年後にはこれをやりたいね”等、先のことを目標に、翌朝を楽しみ
に床に就いていた。
　ところが、こうした思いが昨年暮れに70歳になり、コロナ禍であったこともあり根本から変わった。
「残りの人生、どんな風に死ぬか!」即ち、“そのために、どう生きるか!”好きなことは、明るく・楽しく・
元気よく取り組めば良い。嫌な事は、済みません、申し訳ありません、次回は必ず、と上手く抜けれ
ば良い。と書いてある本も読んでみた。でも、それでは寂しいだろう。そして、周りの誰もが去って
しまうだろう。規則正しい生活を送り、笑顔が絶えない柔らかで平穏な日々を送るのが一番と思う。
　定期健診での私への指摘ポイントは、眼、耳、心臓、前立腺の4つ。
　①眼　　　白内障と思う。視野全体がボンヤリというか、一枚薄紙を貼ったような。
　　　　　だから自分の打ったボールの行方が見えない。ただ、夜間の対向車のライトが眩しすぎる

ことは無いので、まだ医者には行っていない。
②耳　　　普通の人の60％以下しか聞こえない。大事な会合や人に会うときは補聴器を付けている。

出来るだけ長時間装着している方がリハビリを兼ねますよ、と言われているが面倒臭い。
聞こえなかったら、知らない、分からない振りをする。だから時々、「俺の話を聞かん奴だ」
と誤解される。

　　この①と②は、いわゆる“死に至る病”ではないだろう。でも、もし眼が見えなくなったり、耳が
聞こえなくなったら、私の精神状態がどうなるか見当もつかない。だから、小まめな対応が必要だと
思っている。
　③心臓　　不整脈があり、10年以上前、カテーテルによるアブレーション手術をしたが完治してい

ない。だから、血液サラサラ薬を服用している。それより心配なのは血栓。心臓や脳に飛
んで梗塞を誘発する可能性が高い。発症して、苦しんで、意識が無くなっても、そのまま
にして置いて欲しい。時間が勝負と言われるが、体中に管を張り巡らせる、いわゆるスパ
ゲッティ状態は嫌だ。そして、余りに突然で何の挨拶も対応も出来ないのも困るし、嫌だ。

④前立腺　ガンマーカーの基準値は4。私の現在値は7.6。肥大もかなり進んでいると思われる。だか
ら夜中のトイレは2～ 3回。日中は1時間半は持たない。夏場のゴルフは汗の方が多量だ
から気にならないが、冬場は3ホールに1回は必要。ガンの進行はゆっくりで死亡率は低い。
徹底的な痛み止めによる緩和ケアをして最後まで自宅にいたい。意識の有るうちに自分の
身の回りの整理整頓をし、恩有る人たちの声を聞いて置きたい、と念願している。

　　この③と④は、“死に至る病”である。ただ、③は突然で、④は余命何年又は何カ月と時間がある。
私の理想としている“死に方”はこれ。だから、一日一日を大切に充実して過ごしたい。
　まだ、目茶苦茶元気ですよ！上記4つ以外は、全て完璧な数値です。何人もの仲間から「君は、最
低でも90までは生きるね！」と言われています。ゴルフ、今年のベストスコアは4月12日と8月1日
の78ですから、エージシュート狙います。（笑）

― 閑話休題 ―

ふいご

死に方・考
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　「熊野」というと、「熊野古道」や「熊野神社」を連想させるように、信仰の土地という印象がある。が、
その比較的よく知られた「熊野」を市の名前に持つ「熊野市」は、「三重県にあるの？和歌山県？」と
聞かれることも多い。
　JRワイドビュー南紀で名古屋から南西に向かうと、最近では、お天気ニュースで映像がよく紹介
される「尾鷲」の次の駅が三重県「熊野市」である。
　今回、三重県熊野市から帰岐した翌日にこの原稿を依頼されたので、これも神々からの示唆かと
都合よく解釈させていただき、「熊野」のことを書き進めている。
　ビフォーコロナ時にはJR岐阜駅構内で「東紀州物産展」が開かれていた。「東紀州」は尾鷲市、熊野市、
紀北町、御浜町、紀宝町の2市3町。新鮮な海産物、そしてビタミンたっぷりの珍しい柑橘類などが並び、
「太平洋の日光を浴びて、体によいものを食べて、健康的な生活が営めるエリアだなあ」と毎年思っていた。
　そして「海と山の景色が毎日飽きることのない刺激を与えてくれる」という、熊野市の老人施設で
暮らす女性の投稿も、某雑誌で偶然目にした。それらのイメージが鮮明に頭に残り、「年齢を重ねたら、
東紀州地方に移り住んでみたい」と思うようになった。そんな印象を何気なくあちこちで皆に話して
いたところ、熊野市観光協会からお声かけをいただいた。
　
　2018年に観光大使なるものを拝命。今年7月には、熊野市役所で河上敢二市長（東海市長会会長）や、
熊野市観光協会の中平孝之会長立ち会いのもと、継続の任命式も行われた。
　
　『熊野市は世界遺産の町』。熊野市は世界遺産認定を10件持つ。たとえは飛躍しているかもしれな
いが、「世界遺産の都市ローマ」と同様に、熊野の人々はまさに世界遺産の中に暮らしている―と言っ
ても過言ではない。ちなみにローマの世界遺産は13件。
　世界遺産の中での日常。これは魅力的なものに違いない。年齢を重ねたらではなく、小さな頃から
ここで暮らしたらどんな感性を持つようになるのだろう　と想像を膨らませる。　
　
　『伊勢は日本人の心のふるさとだが、熊野は神々のふるさと』。これも任命式で河上市長が言われたこと。
　熊野市には日本最古の神社「花の巌（はなのいわや）神社」がある。もちろん、この神社も世界遺産。
伊勢神宮の天照大神（アマテラスオオミカミ）はじめ、日本の全ての神様を産んだと言われる伊邪那
美命（イザナミノミコト）の御陵を御神体とした神社である。巨岩のみの神社で、圧巻の一言。御神
体の頂上から、日本最長166メートルの大綱を、世界遺産の七里御浜（しちりみはま）に張り渡す神事
は日本書紀に記されているまま。七里御浜は日本で一番長い砂磯海岸でもある。
　　
　そして、コロナで今夏は中止となったが、300有余年の歴史を持つ「熊野大花火大会」も有名である。
七里御浜の海上自爆花火や、これまた世界遺産の鬼ケ城（おにがじょう）に仕掛ける花火など、世界
遺産を舞台に打ち上げられるそのスケールは、国内外の大型クルーズ船が観賞のために海上に集うほど。
　
　まだまだ「熊野市」の魅力は多く、エピローグにすぎない。コロナが落ち着いたらぜひ、熊野市へ。
　皆さんそれぞれが持つ人生の「鞴（ふいご）」。銭金だけでは得られないロマンとスケールの大きい
空気感を熊野の地で吹き入れてみてください。

熊野市観光比丘尼

ふいご［特別寄稿］

「ふいご」で熊野の空気を、岐阜に吹き入れてみたい
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情報ファイル

令和３年度市近隣工業系４高校の進路状況及び求人状況について
緊急寄稿：R04“新規高卒の応募・内定獲得”のために　　その1

　先月号では、新たなシリーズの初回として“地域産業の担い手確保・育成の取り組みについて”と
題して、岐阜県及び県教育委員会等の政策を紹介させて頂きました。今月号では地域産業の担い手育
成に関する具体的な取り組み事例を紹介させて頂く予定でしたが、令和3年度の新規高卒求人活動に
関して最新の情報が入手できましたので、予定を変更してその概要を紹介させて頂きます。
　昨年度の新規高卒採用戦線は、コロナ禍の影響により求人票提出を見送られた企業や、求人票を高
校に提出されるも、8月末から9月上旬にかけて取り下げられる企業が複数あり、企業にとっても高
校にとっても、2008年のリーマンショック以来の“荒れた採用戦線”でした。市近隣の工業系４高校
の求人倍率は、平成23年度の各校共に3倍強の状況から右肩上がりで上昇を続け、令和元年度には
11 ～ 12倍（岐南工高・岐阜工高）から16 ～ 18倍（関商工・可児工高）を超える状況となり、金属団地
の企業にとっては、新規高卒の採用が予定通りにできない非常に厳しい状況となっていました。
　金属団地の企業の求人ターゲット校である市近隣工業系4高校の求人倍率の推移を図1に示しま
す。R03の求人倍率は、令和3年7月中旬現在（保護者懇談期間中）の値です。令和2年度は、コロナ
禍の影響により各高校とも求人件数が令和元度より20％弱程度減少し、求人倍率も前年度を下回る
状況（しかし、依然として約9～ 14倍と高倍率）となりました。令和3年度は、自動車産業を中心に
求人状況が大幅に改善し、新規高卒の求人企業数・求人数は7月中旬現在で令和元年度の同時期並み
に戻っています。この号が皆様のお手元に届く頃は新規高卒就職試験の真っただ中かと思いますが、
今年度の新規高卒採用戦線も、企業にとって例年以上に厳しい状況になっています。

図1　各務原市近隣工業系4高校の求人倍率の推移

図2　令和3年度各務原市近隣工業系4高校の進路希望状況

　令和3年度の各務原市近隣工業系4高校の進路希望状況を図2に示します。岐阜工高及び関商工高
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では進学希望の生徒が例年より多いため、就職希望者は60％強と例年より数％少なくなっています。
岐南工高と可児工高は例年と同じく就職希望者は70％前後です。例年、県内外の航空関連企業への
就職者が多い岐阜工高と関商工高では、コロナ禍の影響により航空産業からの求人が思うように伸び
ていないことなどから、大学等へ進学して再チャレンジをしようということではないかと思います。
　このような各高校の進路状況の中で今年度の気になる事象として、関商工高からの各務原市内企業
への就職希望者の大幅な減少があります。図3は、同校で4月に実施された進路希望調査結果の一項目：
地区別就職希望状況です。就職希望者146名中各務原市内への就職希望者数は商業科・工業科合わせ
て4名（2.7％）という少数です。工業科に限ると就職希望者91名中2名（2.2％）となっています。過去
には市内企業への就職者が十数％あり、近年は減少傾向にはあったものの7～ 8％といった状況でし
た。この要因は、関市内への就職希望者が10ポイント以上増加したことにあります。この状況につ
いては、今年度の新規高卒採用試験が終了した時点で改めて検証しなければいけないと思っています。
内定先企業情報の収集・分析ができ次第お伝えさせて頂きます。

図3　令和3年4月調査：関商工高3年生就職希望生徒の地区別就職希望状況

　図4は、各務原市近隣工業系4高校の令和3年度の求人状況（7月中旬現在）です。各高校ともコロ
ナ禍の影響を脱し、7月中旬現在で令和元年度の同時期の求人企業数・求人数とほぼ同じ状況になっ
ています。

図4　令和3年度各務原市近隣工業系4高校の求人状況（7月中旬現在）

　このような高い求人倍率の中で応募・内定者を獲得するためには、高校生の就職動向や同業他社の
動向などに関する情報の収集・分析を行い、しっかりとした戦略を立て、長期間（年度当初からでは
なくさらにその前から）にわたって採用活動を継続していくことが必要になるかと思います。6月1日
からハローワークで求人票を受け付けてもらい、7月になったら高校に求人票を郵送（提出）して、あ
とは応募書類が届くのを待つ、といった旧態依然とした“待ち”の採用活動（多くの企業が行って見え

情報ファイル
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ますが・・・）では、自社への応募・内定を獲得することは非常に厳しいと考えて頂ければと思います。
市内企業の皆様が新規高卒採用活動の戦略を立て、遂行されるお手伝いをさせて頂いているのが私た
ち“企業人材全力応援室”です。有効にご活用頂ければと思います。
　新規高卒採用活動に関する様々な情報を収集・分析して、どうしたら高校生の応募・内定を獲得で
きるのか？という企業の皆様の疑問にお応えできるように、平成29年5月から金属団地ニュースの紙
面にて幾多の情報を提供させて頂いてきました。その一部についての検証を行ってみたいと思います。
　図5は、令和3年度に岐阜工高に求人票を提出された各務原市内企業の求人票受付番号区分と区分
企業数の関係（7月15日現在）です。過去5年間の分析結果で、求人票受付番号が早いほど応募・内定
獲得の可能性が高くなることは情報提供させて頂いています。求人票受付番号が200番以内では応募・
内定獲得の可能性が30数％、201番～ 400番では10数％、500番以降では数％未満となっています。
この値を今年度の求人票受付番号区分にあてはめると、市内の求人企業74社のうち18～20社に応募・
内定獲得があることになります。もちろん、初任給や年間休日数、OB社員の有無等も受験先企業を
選択する大きな要素であるので、この応募・内定獲得の予想企業数は、あくまでも求人票受付番号区
分と応募・内定獲得の可能性から導き出したものです。7月1日の午前中に求人票を提出され、求人
票受付番号200番以内を確保された市内企業に応募者があったことを願っています。

 
図5　令和3年度岐阜工高の求人票受付番号区分と求人企業数の関係【各務原市内企業分】

　毎年、年度当初に提供させて頂いている「高校生の受験先企業決定までの“流れ”と“攻略”ポイント」
に記述している事項ですが、高校では7月10日頃～ 20日頃にかけて受験先企業を決める保護者懇談
会が行われます。7月末までに受験先企業を一人1社に絞る学科内での調整会議を行い、8月上旬から
お盆前にかけて「就職推薦委員会」を開催して生徒一人一人の受験先企業を決定しています。このよ
うな就職指導の流れから、7月10日以前に受け付けられた求人票の中から受験希望企業を選ぶことが
必然となり、求人票受付番号区分の若い企業ほど応募・内定獲得の可能性が高くなるといった傾向に
なります。7月20日以降の求人票提出では、全ての生徒の受験先企業が確定しており、一次試験で応
募があることはほとんど考えられません。二次試験への応募に期待をすることになります。
　図6に、令和3年度の各務原市内の新規高卒求人企業の初任給区分と求人企業数の関係を示します。
令和3年度の各務原市近隣の工業系4高校の全ての求人情報を分析した結果ではないのですが、今年
度も初任給を上げて求人票を提出された企業が多くあり、求人企業の平均初任給は168,887円となっ
ています。最高額は247,500円、最低額は144,800円となっています。この平均初任給は、令和2年度
の各務原市内の求人企業の平均額より3,000円ほど高くなっており、昨年度の応募・内定獲得企業21
社の初任給の平均額にほぼ一致しています。企業数は“求人件数：求人票の枚数”です。

情報ファイル



9

 
図6　各務原市内の新規高卒求人企業の初任給区分と求人企業数【各務原市内企業分】

　初任給区分のどの企業に応募・内定獲得があったのかについては、新規高卒の就職試験が終了した
段階で改めて検証を行い情報提供させて頂きたいと思います。
　今年度から大きく変わったのが生徒への求人企業情報の提供方法です。新型コロナ禍の授業対策と
して県立高校には生徒一人一人にタブレットが導入されました。このタブレットを使用して生徒たち
は、求人データベースにアクセスし、企業の求人情報を得ています。各企業から提出された求人票も、
求人データベースから直接、いつでもどこででも（家庭からでも）閲覧ができるようになっています。
昨年度までは、求人データベースの一部を印刷して生徒及び保護者に配布されていましたが、今年度
は完全にペーパーレスになっています。　※この情報は岐阜工高の学科主任からお聞きしたものです。
　このような環境下において、自分が生徒だったらどのように受験先企業を選び出していくのか？に
ついて考えてみました。求人データベースを立ち上げたら、最初から最後までタブレットの小さな画
面をスクロールして求人データをひとつひとつ見ていくことはしません。①最初に自分の学科に来て
いる求人を検索します。機械工学科の生徒なら“機械工学科”でソートし、不要な求人データを画面
から削除します。この時点で“機械工学科以外の学科への求人企業”及び“学科指定なし”の求人企業
は画面から消えます。②次に、勤務地・所在地（例えば、“各務原市”）で検索、③仕事内容（技能職・技
術職等）で検索、④初任給168,000円以上で検索、⑤年間休日数113日以上で検索、⑥週休二日制で検索
等々、自分が優先する求人情報で検索をかけるたびに、自分の思いに沿わない企業が画面から削除さ
れ、最後に残ったのが数社だけの状況になります。この段階で各企業の求人票を画面に表示して、詳
細に比較・検討し受験希望企業（第一希望から第三希望まで）を決めて保護者懇談会に臨みます。
　さて、このような生徒の行動であなたの会社は、最後までタブレットの画面に残っていますか？図
4のように千数百社を超える求人企業の中から自分の希望に最適な企業を選び出すのは生徒本人、主
体は生徒です。このような生徒の行動パターンを熟知した求人対策も今年度からはとても重要になっ
ています。今後は、新規高卒採用力：戦闘力の高い企業が選ばれる傾向がますます強くなると思います。
金属団地ニュースの紙面等を通して、『工業系高校への求人は“学科指定”で！』ということもお伝え
させて頂いてきました。このことは、私の40年にわたる工業高校での教員経験と工業教育への思い
からだけではなく、過去の分析結果にも基づいたものです。私が各務原市で現職に就かせて頂いた平
成28年度の岐阜工高への市内の求人企業73社中“学科指定あり”は47社（64.4％）で、内“内定あり”
は17社（36.2％）、“学科指定なし”26社（35.6％）中で“内定あり”が7社（26.9％）、また、“内定あり”
企業24社（32.9％）に占める“学科指定あり”企業は17社（70.8％）と、圧倒的に“学科指定あり”の企業
が有利でした。“学科指定なし”で内定のあった企業7社（29.2％）は、いずれも毎年採用実績があり、ター
ゲットの学科主任と太いパイプ（学科訪問による面談・情報共有）のある企業でした。この“学科指定

情報ファイル
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あり”の企業が有利である傾向は過去5年間の分析結果でほぼ変わっていません。
　今年度の各務原市内の岐阜工高への求人企業74社（令和3年7月15日現在）中“学科指定あり”の企
業は31社（41.9％）で、43社（58.1％）が“学科指定なし”の求人となっています。金属団地に限れば求
人企業17社（23.0％）中“学科指定あり”は7社（41.2％）で、10社（58.8％）が“学科指定なし”の求人票
を提出されています。この学科指定の“有無”が今年度の応募・内定獲得にどのように影響をしたの
かについて、新規高卒就職試験終了後に検証をしてお伝えさせて頂きたいと思っています。
　金属団地ニュースのNo.558号・2021.3.15発行で、『新規高卒採用戦線で“勝ち組は毎年勝ち組”にな
るためには？』と題して、新規高卒採用活動を“渓流釣り”に例えて述べさせて頂きましたが、生徒
（ターゲットの魚）の行動パターンを知ること、求人票（仕掛け）の記述内容（エサ）を吟味することは、
ＩＣＴを活用した就職活動の浸透で、今後ますます重要になってくると思います。（大変に失礼な例
えで申し訳ありませんが、工業系高校へ提出される求人票で“学科指定なし”は、“釣り針にエサをつ
けないで魚（アマゴ）を釣りたい”ということに思えてなりません。）　新規高卒の応募・獲得のために
は、求人票の提出先（渓流：普通科高校か専門高校・淵：学科）により、求人票（仕掛け）を複数枚準備・
提出することも重要なことです。
　今回は、今までに提供させて頂いた新規高卒の応募・内定獲得に結び付く情報の一部を今年度の求
人状況にあてはめて述べさせて頂きました。この他にも、検証してお伝えしたい事項は多数あります
が紙面の関係で割愛させて頂きます。金属団地の企業の皆様が、今までに金属団地ニュースを通して
提供させて頂いた情報を有効に活用して効果的な採用活動を展開され、今年度の新規高卒の応募・内
定獲得に結び付けられていることを期待しています。次回は、「学科指定の有無と応募内定獲得の可能
性」についての詳細を紹介させて頂く予定です。　（文責：各務原市企業人材全力応援室　人材確保相談員　長屋千秋）
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10月17日土　団地内計画停電（9時前後～17時前後）
■ 10月の行事予定

■ 共同駐車場空き状況 （2021年9月1日現在）

駐車場
空き数

研修センター東
0

研修センター南
0

研修センター西
0

溶接組合
0

駐車場
空き数

資材置場北
0

喫茶店北
0

倉庫南
0

福祉会館東
0

三井川東
0

C棟南
1

※C棟南はC棟入居者用

8月21日土　関ケ原カントリークラブ
　優勝　小栗國男（信栄ゴム工業）　２位　今井哲夫（今井航空機器工業）　３位　鈴木純一（豊菱製作所）

■ 8月度金属団地ゴルフ会

行 事 予 定
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月例会（記念誌用写真撮影11：00～）
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『組合休日』

青年部全体会議

『組合休日』

『組合休日』

編集委員会

『秋分の日』

『敬老の日』

2021
   9 September

2021
   10 October




