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　令和4年度組合員親睦（60周年記念）旅行を11月18日～ 20日の2泊3日で開催、九州は鹿児島～熊
本～福岡へ17名で行ってまいりました。
■ 1日目
　夜も明けきらぬ早朝、名鉄岐阜駅に集合。一人来ないので電話を入れると、まさかの間に合わない
と返事。一先ず我々は5時57分発セントレア行きに乗車、どうすればセントレアに間に合うか、P氏
とO氏がスマホを駆使し、〇時〇分の電車に乗れ！！と指示を飛ばしなんとかなりそうな予感。小1
時間ほど電車に揺られ6時58分セントレア到着、遅れてきた一人も数十分遅れでセントレア到着。搭
乗手続きを済ませ、誰一人欠けることなく7時55分に鹿児島へ向け出発。（大幅な遅刻の場合は新幹
線で鹿児島行きを余儀なくされるところでした。よかったですねMちゃん）　約1時間30分のフライ
トを終え曇り空の鹿児島空港へ降り立ちました。長時間の移動に少し参加者もお疲れ気味か。だがし
かしまだまだ移動は続く、バスに乗り込み一気に南下、指宿を目指します。
　そして本日の最初のスポット、指宿は砂むし会館　砂楽へ到着し、移動で凝り固まった体を温めま
す。会館は防水工事で足場が組まれ、一週間後に工事着工、一ヵ月程休業とのことでした。まずは施
設で着替えます。裸に浴衣を纏い一同は海岸へ、仰向けに寝て係のおごじょと薩摩隼人に砂をかけて
もらいます。顔以外すっぽり砂で覆われ、重く簡単に身動きは取れません。砂はポカポカ温かく、波
の音がとても心地よく、係の方が「コロナで観光客不足で体がなまったけど、お客さんがたくさんく
るとうれしいね！」と言われ気持ちのよい旅の始まりとなりました。会館を出ると「おじゃったもん
せ」の顔ハメ看板で記念撮影大会が開催されていました（笑）
　砂に蒸され整ったところで昼食に白水館・薩摩伝承館でイタリアンのランチ。雰囲気も味もよく、
団地旅行でナイフとフォークなんて使ったことがあるのか？？なんて声も聞こえ優雅なひと時を過
ごしました。帰りは従業員さんのお見送りもあり、ワインがボトルで飛び交っていた為に飲代の金額
が心配になりました…
　次のスポット、射楯兵主（いたてつわものぬし）神社へ。海にせり出した岩礁に位置し、開聞岳を望み
絶景が見渡せます。空と海と木々のコントラストに映える朱色が美しい神社ですが参拝方法にクセが
あります。まず釜のふたを頭に乗せます。釜ふたを落とさないようにバランスを取りながら鳥居から
拝殿まで歩きます。落とさず参拝できるとご利益があるそうな。
　この神社別名 釜蓋神社と言い、由来は飛鳥時代まで遡ります。天智天皇と大宮姫の巡幸で、安藤
実重中将を訪ねた際に、中将のおもてなしで何十石という米を蒸していたら突風が吹いて釜蓋が天高
く飛んでいき風に運ばれ、釜蓋は現在のこの場所である釜蓋神社に落ちた。驚いた人々はこの釜蓋を
崇め、拾い神として祀り『釜蓋大明神』と呼ぶようになりその後スサノオノミコトを配祀。そして月
日は流れ戦時中は武の神様として仰がれ、蓋釜をかぶって参拝すると、無事に帰ってこられるという
ことで、「かまふた願掛けかぶり」として今日まで伝えられているそうです。しかしながら鹿児島県
民でも知らない方も多いようで知る人ぞ知る神社のようです。釜ふたを落とすことなく願掛けを済ま
せた勝負強い金属団地ご一行は本日最後の場所となる知覧特攻会館へ向かいました。道中、右手に見
えていた開聞岳が特攻隊と深い縁が有る事を後ほど知る事になります…
　知覧特攻平和会館。太平洋戦争末期・沖縄戦で多くの特攻隊員がここ知覧から出撃しています。人
生のうち一度は見ておかないといけない場所と言う人もいます。遺品や手紙から彼らの想いに触れ、
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静かに回顧し、平和への願いを一層強め、宿泊場所のダイワロイネットホテル鹿児島天文館へ向かい
ました。夕食は「吾愛人(わかな)本店」にて美味しい鹿児島料理を堪能して初日を終えました。
■ 2日目　
【観光組】
　あいにくの雨で桜島も厚い雲で覆われていますがここ仙厳園は、1658年、島津家19代藩主光久に
よって築かれた別邸です。2015年には明治日本の産業革命遺産として世界文化遺産の構成遺産に登
録されています。庭園散策もほどほどにお土産散策。地域クーポンを使えるのはここがベストだろう
ということで皆さん無事お土産を買うことができました。薩摩切子も販売していましたがクーポンで
どうにかなるような値段ではなかったです。続いては今年2月に国宝に指定された霧島神宮へ、参拝
の前に境内にある樹齢800年の御神木に圧倒されました。立派で厳かな雰囲気の中参拝を済ませて熊
本へ移動します。
　熊本は震災の傷跡残る熊本城。観光客も一気に増えて活気に溢れています。天守閣は歴史案内資料
館となっておりわかりやすく楽しいもので、最上部からの眺めは素晴らしいものでした。まだまだ復
旧復元には時間もお金も掛かるようで、一口一万円の城主を募集しています。復興城主いかがですか。
【ゴルフ組】
　ゴルフ組は7時までに朝食とチェックアウトを済ませ慌ただしい出発です。ジャンボタクシーを含
めた2台で「鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部松元コース」へ向かいました。鹿児島市の中心地からおよそ
20km。桜島と霧島を望むなだらかな丘陵台地からなり、南国ならではの陽光が降り注ぐゴルフ場…
のはずだったのですが。
　当日は朝から小雨が降りしきり、時間とともに天候が崩れて行く予報が出ています。自然を活かし
た岩やクリークがそこらじゅうに張り巡らされ、唯でさえ戦略的なコースが風雨の影響で難易度が上
がります。後半は暴風雨の中でのスタート！安定感抜群のＫ氏もOBを連発し、私が2番でハマって
いる時には先頭組の理事長達が歩いてきてフェンスの向こう側から「中止にしないか？」の一言。球
を探すのに必死で無視した結果、終わってみれば理事長の優勝となりました（笑）
　ゴルフ後はお洒落な九州新幹線で熊本に移動し、カンデオホテルズ熊本新市街で観光組と合流した
後「菜な みずき」にて馬刺しコースを美味しく頂きました。
■ 3日目
　今日の天気は待ちに待った快晴になったのですが、バス車内は皆一様にお疲れモード、バスガイド
さんの声だけが空しく響きます。熊本を出発して途中、地域限定クーポン消費のため北熊本SAに立
ち寄り、福岡の水郷柳川下りに向かいました。柳川下りで船頭さんの軽快なおしゃべりと気持ちのい
い歌声を聞き、柳川藩主立花邸で現存する古物に接し、別邸の御花で立派なお庭を眺めた後、柳川名
物うなぎのせいろ蒸しを食すという鉄板観光を楽しみました。食後には大宰府天満宮でお参りをした
のですが、日曜日、受験シーズン直前、七五三、外国人観光客受け入れ解禁が重なったからか、コロ
ナ感染症を忘れてしまうような混雑ぶり、過去と現在と未来を表す3つの橋は、バスガイドさんの教
えの通り、振り返らず、立ち止まらず、つまづかずに気を付けて渡ってきました。帰路では梅ｹ枝餅
を立食で食しましたが、甘い餡子と焼きたてのお餅が美味かったです。
　福岡空港では最後のお土産を沢山買い漁り、16時過ぎのフライトで17時半頃には中部空港へと帰っ
てきました。3年ぶりの組合旅行は本当に楽しく、無事に帰ってくる事が出来て良かったです。

組合だより
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Friday,18/11 photo

Saturday,19/11 photo
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　11月21日(月)正午より組合研修センター 3階集会室にて11月度月例会を開催しました。
　中部電力ミライズ（株）　岐阜営業本部　法人営業部　課長代理　西之原信彦様をお招きし、カー
ボンニュートラルに向けた社会動向と中部電力グループの取組みについてご講演いただきました。
　温室効果ガスの排出抑制に向けてたくさんの日本企業が取り組んでいることが分かりました。そし
て2030年のCO₂削減目標50％以上も2021年には3割以上削減していて目標達成に着実に近づいてい
ます。豊かな暮らしと脱炭素を両立させて2050年カーボンニュートラルを達成してもらいたいです。

　11月15日（火）正午から環境委員会と青年部合同で油流出時訓練を実施しました。訓練冒頭、山本
環境委員長から金属団地ではここ数年、油に関する事故が
無かったが、この1ヶ月の間に2回、微量ではあるが油が
川に流れる事故が発生した報告と、この訓練の目的と意義
が説明されました。その後、三井川2ヶ所それぞれ状況の
違う場合における訓練を行い、油流出時における対応につ
いて全員で確認をしました。
　企業におかれましては油類の管理を徹底していただく
ようお願いします。

　当組合賛助会員である（株）東海パウデックスの元社長 西田俊一 様が10
月30日、享年72歳をもって永眠されました。西田俊一様のご逝去に謹んで
哀悼の意を表します。
　なお、葬儀式は11月2日に近親者のみで営まれました。

組合だより

11月度月例会開催

油流出時訓練開催

（株）東海パウデックス 元社長 西田 俊一様　ご逝去
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　11月8日（火）、金山神社祭礼が伊奈波神社境内にある金山
神社にて斎行され、金属団地からも会員が参拝し、金属団地
を代表し鈴木理事長が玉串奉奠をいたしました。金山神社に
は鉱山や治金を司る神様が祀られています。不景気の時は神
社参拝が多くなるのが常ですが、金山神社祭礼はコロナ感染
症の影響なのか、時代の流れなのか、年を追うごとに参加人
数が減っているのが残念です。その後参集殿にて金山奉賛会
の総会と懇親会が行われましたが、こちらも食事をその場で
取られずお弁当を持ち帰る方が多くおられました。

　今回で「シリーズ解説」の復刻掲載は終了です。改めて全てを読み直すと時代を越えた共感を得る
事が出来たのではないでしょうか。想定以上に評判が良く、毎号楽しみに読んで下さる方が沢山みえ
て再掲載して本当に良かったと感じました。編集委員長としましては、いつの日にか「シリーズ解説
2」を書いていただける大物が現れる事を期待しています！

第11回：土地再売買予約契約　PART-2
　土地の所有権移転について、現在においてもまだ数社が名義変更せずに残っています。建て替えや
使用目的の変更が出来ずデメリットも多くなってきていると思います。60周年の節目を機会に見直
してみては如何でしょうか？
第12回：－原点を知る－
　「行き詰ったら原点回帰！」は大切な事だと思います。組合員も二代目から三代目へのバトンタッ
チがこの10年間でどんどん進み、今後は四代目への承継が始まっていきます。組合ルールや各種行
事においても何となく継続している物が多く、各種規約や組合活動の見直しも進めている最中です。

組合だより

金山神社祭礼と金山奉賛会総会

60周年記念誌を振り返る ⑨
「シリーズ 『解説』 編」

60周年記念特集
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60周年記念特集

274号（1997年7月）



60周年記念特集
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275号（1997年8月）
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『しらんけど』
　さすが「キムタク」である。令和の信長公こと木村拓哉さんが、「信長まつり」を武者行列で岐阜県
を大いに盛り上げたことは、皆様の記憶に新しいかと思います。その「かつてない盛り上がり」、「地
域経済へのインパクト」そして「未だ衰えぬブランド力」については、数多あるキムタク論記事に譲り
ます。今回は、同じくジャニーズ事務所所属である、「ジャニーズWEST」なるグループの楽曲につ
いて語ってみたいと思います。その名も、「しらんけど」。
　昭和のアイドル製造工場、ジャニーズ事務所をご存じない方はいないと思います。近年は価値観の
多様化もあり、いわゆるSMAP級の「大スター」の排出にご苦労をされている模様です。それでも次々
とアイドルグループを世に送り出すその手腕には目を見張るものがあります。その中で、「関西」を
フィーチャーしたグループが「ジャニーズWEST」です。
　彼らが2022年3月にリリースしたアルバム曲の中に、かなりのパワーワードがありました。それが
「しらんけど」です。
　バラエティーテレビ番組でも取り上げられる機会が多い言葉です。
　ともすれば、「私は責任をもてませんよ」の意を付け足すネガティブワードともなりえますが、使
い方によっては、ポジティブかつ今後の時代にマッチした言葉ではないでしょうか？
　近年、価値観の多様化がかつてない規模と速度で進行しています。それこそ SMAPの楽曲でいえ
ば「世界に一つだけの花」が百花繚乱状態です。多様化については、中小企業が組織運営として対応
しなければいけない要素も数多く存在します。「SDGs」、「LGBT」、「働き方改革」、「雇用のミスマッ
チ解消」等々、その一つだけでも、なかなかの対応ボリュームです。
　社会と組織の多様化を会社成長の機会と捉えるならば、組織構成員の「一人ひとり」に対して、き
め細やかな対応を実施し、その適切な組合せと発揚によって、企業価値の増大と比較優位性の獲得に
繋げる事が狙える時代でもあります。
　ただし、人間は肩寄せあって「社会集団」として生きている以上、一定の基準やそれに対するルー
ルも必要です。個人の多様性と組織の運営の間に生ずる相克に関し、「理想と現実」、「その中での
PDCA」、「なかなかに進まない対応」に世の皆々様が苦労している事かと思います。
　まさに浪花節で頑張るしかありません。上記ご紹介のアルバム中の別楽曲名に「喜怒哀楽」、「涙腺」、
「進むしかねぇ」などが見られるのですが、令和グループもなかなか分かっているねと　おじさんトー
クの一つもかましたい気分です。
　多様化に正解はありません。時にお互いの厳しい意見交換もあるでしょう。ただ、見解が相違する
ときこそ、【笑顔】で「しらんけど」の一言を添える事で、「私は自身の意見を述べました。しかしこれ
が絶対正義と考えないです。貴方に強要するものではありません。強要でなく協力してください。」
とのニュアンスを伝えられるのではないかと思うこの頃です。
　「しらんけど」

マルフ

ふいご
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　10月29日（土）18:00より肉を楽しむ和バル 岐阜屋 岐阜店にて常盤工業株式会社　山内寛明さんと
株式会社 豊菱製作所の鈴木陽太郎さんの社長就任祝が開
催されました。山内社長・鈴木社長へのお祝いの乾杯の後
は、お肉料理を楽しみました。その後は青年部活動で製作
中のバーベキューコンロとパターの進捗状況やプライ
ベートの話で各々盛り上がり社長就任祝いを終えました。
　山内さんと鈴木さん社長就任おめでとうございます。

　本年度も油流出時訓練に青年部も参加させていただきました。直近で三井川への油流出が取沙汰さ
れたこともあり、いつもとは雰囲気が多少は違っていた（？）気がします。（私はこの訓練に関しては
いろいろ思うところがありますが…）
　訓練後は、これもまた例年通り、三井川の周囲のごみ
拾いを青年部メンバーで行いました。十数年前はまだま
だ拾うゴミが多くありましたが、最近はほとんどゴミも
なく、ゴミ拾いというより見廻りになっている、そんな
気がします。ゴミが少なくなったことがこの活動のおか
げかどうかはわかりませんが、この活動をずっと続けて
いるからこそ気づく変化だと思います。コツコツと続け
ていくことが大事だということを改めて感じました。（た
だ「惰性」は回避しなければなりませんが…）

　この度、金属団地青年部に入会させて頂きました株式会社サクラダ工業、
横山綜大（そうた）です。10月に入社したばかりで、知識や経験が乏しいた
め皆様にご迷惑をお掛けすることがあると思います。諸先輩方から学ばせ
ていただき、少しでも早く一人前になれるよう日々精進して参ります。何
卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

11

青年部コーナー

社長就任祝い

油流出時訓練後のごみ拾い

新入会員ご紹介



（株）豊菱製作所
鈴木 陽太郎

　私の休日は、木々の木漏れ日と小鳥のさえずりを目覚まし時計の代わりに、さわやかな朝を迎えま
す。庭のベンチに腰かけて、目の前の大自然を見ながらお気に入りのティーカップに淹れたばかりの
コーヒーの香ばしい匂いに包まれながらホッと一口。「あぁ、今日も何か良いことが起こりそうだな。」
と思いながら新しい1日が始まる。

　そんな貴族みたいな生活にあこがれていました。

　現実は、そんなに甘くありません。夜明け前、衝撃と共に「痛っ」という自分の声で目が覚める。
顔の上に何か乗っている・・・、子供の足か。携帯電話を確認すると「あぁ、まだ5時前か。」もう少し
寝ていたいが、一度目が覚めてしまったものは、そう簡単には寝られません。そうこうしている内に、
日の出と共に我が家のチビッ子が目を覚まし、平穏な時間が崩されていきます。「あぁ、この騒ぎを
収めるためにはどうすればいいのか・・・、そうだ、どこかに連れ出そう。」しかし、このコロナ禍で
2年間まともに外出をしていないことで体にある変化が起こりました。人混みに行くと、酔うように
なったのです。日曜日のお昼時イオンに行こうものなら気持ち悪いなんてものではありません。そう
なると、外に連れ出すにしても公園、動物園、遊園地などの屋外に限られてきます。屋外であろうと
動物園や遊園地なんて所は人混みを避けられない。「よし、行く場所を発掘しよう。」マイナー？といっ
ては失礼だが、他人から聞いたことが無い場所で楽しそうな場所に行けば満足できるのではないかと。
早速、ネットで口コミ検索。ネットで口コミを利用して探している時点で、人気スポットばかりでて
くるという矛盾を理解しつつも検索・・・。その中でも今回大当たりだった場所を紹介したいと思い
ます。その場所は「ヤンマーミュージアム」です。「僕の名前はヤン坊」のフレーズから始まる曲を皆
さんも一度は聞いたことがあると思います。そのヤンマーのミュージアムなのですが、ボートやトラ
クターが展示されているだけの施設ではありません。詳細は割愛しますが、子供用のアスレチックや、
大人も子供も楽しめる体験施設などがあり、非常に良かったです。是非興味ある方は足を伸ばしてみ
てはいかがでしょうか？

12

私の休日

貴族の生活
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　先月号では、求人条件（求人票記載事項）を地区及び業種ごと（航空機・自動車・製造・建設業等）で分析
して新規高卒の応募内定獲得の地域差・業種差を検証し、新規高卒の応募内定を獲得する求人条件の、①従
業員数、②平均初任給、③週休二日制の実施状況、④週休二日制実施企業、⑤年間休日数、⑥離職状況、⑦新規高
卒採用力：戦闘力についての分析結果を紹介させて頂きました。今月はその続編として、戦闘力区分と求人
企業数・内定企業数の関係について紹介させて頂きます。
　企業の新規高卒求人票の記載事項を新規高卒採用力“戦闘力”として可視化するための換算表を、表1に掲
載させて頂きます。

表1　新規高卒求人票記載情報の可視化：求人情報の“戦闘力”換算表

　表1は、企業が高校に提出された求人票の12の記載項目について10段階にランク分けし1～ 10点で得点
化した「“戦闘力”換算表」です。項目1の“求人票受付番号”は、各高校で求人票を受け付けた時に振る“受付
順の番号”で、求人データベースへの登録番号になります。求人票受付番号が若いほど応募・内定獲得の割
合が高くなるとの過去5年間の分析結果から、100番以内を10点としています。項目2の“従業員数”は企業
固有のもので、49人以下を1点、10,000人以上を10点としています。項目3～ 11は各企業の戦略により変動
するものです。項目12及び13の“求人票記述項目”は、“高校生に仕事内容や教育制度、福利厚生制度等に
ついて、いかにして自社の魅力を伝えるか”について採用担当者様が腕を振るわれる（書きぶりを工夫される）
項目です。13項目の合計（戦闘力）は100点満点です。なお、各項目の得点区分については、過去6年間の岐
阜県工業系高校への新規高卒求人企業（延8,500社余）のデータ分析結果から私が）決めたもので、企業の新
規高卒採用力を得点化（可視化）する分析は独自の方法です。また、県内の工業系高校とは、受験先企業決
定のための求人企業“魅力度”チェックシートとして共有しています。
　以下の図1～図12は、令和2年度及び令和3年度に県内工業系高校に求人票を提出された企業（1,370社・
1,340社）の求人情報を新規高卒採用力：戦闘力として得点化し、その得点区分と応募・内定獲得の関係を示
したものです。図1は、各務原市内企業の令和2年度の戦闘力得点区分と応募・内定獲得の関係です。図2は、
令和3年度の各務原市の状況です。令和2年度（図1）及び令和3年度（図2）ともに、戦闘力区分が高いほど区
分の内定獲得企業の割合が高くなっています。令和2年度では、戦闘力50点以上の区分の内定獲得企業が37
社中18社、内定率48.6％、令和3年度では、戦闘力50点以上の区分の内定企業が41社中21社、内定率
51.2％となっています。戦闘力が49点以下では、令和2年度の内定企業は47社中3社、内定率6.4％、令和3

 
図1　令和2年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：各務原市

令和３年度新規高卒採用力“戦闘力区分”と求人企業数・内定企業数の関係
R05“工業系高校”からの新規高卒の応募・内定獲得のために　その6

情報ファイル
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図2　令和3年度の戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：各務原市

年度では、44社中4社、内定率9.1％と低い内定率になっています。このように、令和2年度と令和3年度の
戦闘力分析結果において、戦闘力区分と内定企業の関係には強い正の相関関係がみられます。
　図3は、令和2年度の岐阜地区の戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係、図4は、同令和3年度の分
析結果です。

　

図3　令和2年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：岐阜地区

 

　

図4　令和3年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：岐阜地区

　岐阜地区では、戦闘力が50点以上の区分で、令和2年度の求人企業52社中、内定獲得企業が20社、内定
率38.5％、令和3年度では、求人企業62社中、内定獲得企業が27社、内定率43.5％となっています。戦闘力
49点以下の区分では、令和2年度は、求人企業207社中、内定獲得企業が28社、内定率13.5％、令和3年度では、
求人企業184社中、内定獲得企業が19社、内定率10.3％となっており、両年度とも戦闘力区分50点以上の内
定率が圧倒的に高くなっており、両年度のグラフには正の相関関係が見て取れます。
　図5は、令和2年度の岐阜県の戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係、図6は、同令和3年度の分析
結果です。岐阜県では、戦闘力が50点以上の区分で、令和2年度の求人企業168社中、内定獲得企業が61社、
内定率36.3％、令和3年度では、求人企業175社中、内定獲得企業が64社、内定率36.6％となっています。
戦闘力49点以下の区分では、令和2年度は、求人企業371社中、内定獲得企業が36社、内定率9.7％、令和3
年度では、求人企業175社中、内定獲得企業が64社、内定率36.6％となっており、岐阜においても、両年度
年度とも戦闘力区分50点以上の企業の内定率が圧倒的に高くなっており、両年度のグラフには強い正の相
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関関係が見て取れます。
　令和3年度に戦闘力90 ～100点の区分で内定獲得の企業は、求人条件の改善により令和2年度の戦闘力区
分80 ～ 89点の区分から1ランクアップした企業で、当然ながら内定獲得ができています。

　

図5　令和2年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：岐阜県

　

図6　令和3年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：岐阜県

　図7は、愛知県の令和2年度の戦闘力区分と応募・内定獲得の関係、図8は、同令和3年度の分析結果です。

　

図7　令和2年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：愛知県

　

図8　令和3年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：愛知県

　愛知県県では、戦闘力が50点以上の区分で、令和2年度の求人企業150社中、内定獲得企業が48社、内定
率32.0％、令和3年度では、求人企業167社中、内定獲得企業が48社、内定率28.7％となっています。
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戦闘力49点以下の区分では、令和2年度は、求人企業188社中、内定獲得企業が5社、内定率2.7％、令和3
年度では、求人企業209社中、内定獲得企業が5社、内定率2.4％となっており、愛知県内企業においても、
両年度とも戦闘力区分50点以上の内定率が圧倒的に高くなっており、両年度のグラフには強い正の相関関
係が見て取れます。岐阜県の分析結果と比較して、愛知県の求人企業では戦闘力区分が50点以上の企業の
割合が圧倒的に高く、戦闘力の高い企業が選択される比率が岐阜県よりも高くなっていることが特筆すべき
ことです。
　図9及び図10は、愛知県の企業内学園保有企業の令和2年度及び令和3年度の戦闘力区分と応募・内定獲
得の分析結果のグラフです。
 

　

図9　令和2年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：愛知県の学園保有企業

　
図10　令和3年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：愛知県の学園保有企業

　愛知県には、トヨタ自動車（株）や（株）デンソー、（株）アイシンなどのトヨタグループ等19企業が、厚生
労働省認可の企業内学園を保有しています。これらの学園保有企業は、①学園保有、②寮の設置等得点により
当然のことですが高い戦闘力となっており、岐阜県内の工業系高校では毎年多くの生徒たちが内定を得てい
ます。この企業内学園は、九州地区等の全国から愛知県に就職者を集める大きな武器にもなっています。こ
の九州地区等からの愛知県の企業への就職状況については、過去10年分以上のデータ収集・分析をしてい
ますので、機会を見て紹介をさせて頂きたいと思っています。（少子化の進行により、地元の高校生が少な
くなってしまった時に企業が生産活動を維持・発展させるためには、新規高卒採用活動の範囲を“広域化”
せざるを得ない状況となることが予測されます。）
　企業内学園保有企業では、令和2年度・3年度ともにすべての求人企業が戦闘力60点以上です。令和2年
度は求人企業12社中内定獲得企業が11社、内定率は実に91.7％と大変高い値となっています。唯一内定獲
得ができなかった1社については、その原因を調べてみましたが、3年目離職率が他の企業よりは格段に高
いことが敬遠された理由ではないかと推測しています。令和3年度は求人企業15社中内定獲得企業が12社、
内定率は実に80.0％と高い値となっています。自動車関連産業のコロナ禍からの回復により求人企業数が増
えたことや他産業からの求人数の増加により、県内工業系11高校の全てで過去最高の求人倍率となったこ
とが、企業内学園の内定獲得率が令和2年度よりも低くなった要因と分析しています。企業内学園保有企業
でも、厳しい新規高卒獲得戦線になっているということができます。
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　図11は、令和2年度の求人企業全体（岐阜県・愛知県・関東地区・関西地区：求人企業1,370社、応募内定
獲得企業159社、応募内定獲得率11.6％）の戦闘力区分と応募・内定獲得の関係、図12は同令和3年度の求人
企業全体（求人企業1,340社、応募内定獲得企業163社、応募内定獲得率12.2％）の戦闘力区分と応募・内定
獲得の関係です。

　

図 11　令和 2年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：求人企業全体

　
 

図 12　令和 3年度戦闘力区分と求人企業数・内定企業数の関係：求人企業全体

　令和2年度は、戦闘力50点以上では、求人企業521社のうち116社：22.3％が応募内・定を獲得しており、応募・
内定獲得企業159社に占める割合は73.0％と高い値となっています。戦闘力49点以下では、求人企業849社
のうち43社：5.1％が応募・内定獲得であり、非常に低い値となっています。応募・内定獲得企業に占める
割合も27.0％と低い値となっています。
　令和3年度は、戦闘力50点以上では、求人企業539社のうち121社が応募・内定獲得しており、応募内定
獲得率は22.4％となっています。また、応募内定獲得企業163社に占める割合は74.2％と非常に高い値となっ
ています。戦闘力49点以下では、求人企業801社のうち応募・内定獲得企業が42社、応募内定獲得率は5.2％、
応募・内定獲得企業163社に占める割合も25.8％と低い値となっています。求人企業全体においても、戦闘
力区分と求人企業数・内定企業数の関係は、令和2年度、3年度との間には強い正の相関関係が見て取れます。
　以上の分析結果から、各年度・各地区とも応募・内定獲得を分ける戦闘力の分岐点は50点となっており、
戦闘力区分が高いほど区分の応募・内定獲得率は高くなっています。この“戦闘力と応募・内定獲得の関係”
については、過去の金属団地ニュースにて2回紹介させて頂いています。今回のこの調査・分析結果をと合
わせてご覧いただき、令和5年度の新規高卒採用に向けて貴社の求人票の点検を行って頂ければと思います。
　従業員数49人以下の企業（企業規模戦闘力得点：1点）の採用担当者におかれましては、新規高卒採用戦線
でライバル企業に勝つために戦闘力50点を超えるにはどうしたらいいのだろうか？このような不安と疑問
が湧いてくると思います。このような不安や疑問を解消するために、次回は、『新規高卒採用力・戦闘力診
断シート』を解読しながら、従業員数49人以下の企業が戦闘力を50点以上にするための“対策”について紹
介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人材確保相談員　長屋千秋）
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電気は正しく使いましょう！！

石炭火力発電

令和4年11月分電力使用状況
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　COP27では、日本はいつも通り化石賞を受賞することとなりました。日本の電力事情が石炭火力
発電に依存していることや石炭火力発電を輸出していることが理由となります。元々、石炭火力に依
存してない欧州が批判するのはどうかと思いますが。
　しかし日本の石炭火力発電は目覚ましい進歩を遂げてきました。最新のものは石油火力よりCO2
排出量が少なくLNG火力に迫ってきています。石炭火力発電は安価で採掘量が多く安定供給が可能
なため多くの国では主流となる発電のため、これを輸出することは環境への負荷を大きく減らす速効
性の高い対策となります。
　再エネ一辺倒では安定した電力供給すらままならない現状に多くの先進国が苦しんでいます。再エ
ネは不安定、天然ガスは価格が高騰しより化石燃料の重要性は増していった現状をどう認識している
のかは余計なお世話ですが心配になってしまいます。（実際には再エネ関連の生産・輸出国にとって
日本の石炭火力の技術進歩は邪魔でしかないんだろうな）

お知らせ
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1月29日日　金属団地ボウリング大会
■ 1月の行事予定

■ 共同駐車場空き状況 （2022年12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
1

三井川東
0

C棟南
1

※C棟南はC棟入居者用

11月26日土　三甲ゴルフ倶楽部谷汲コース
　優勝　森田吉久（テクノ共栄）　２位　永田 保（マルエイ）　３位　鈴木陽太郎（豊菱製作所）

■ 11月度金属団地ゴルフ会
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団地G・団地G忘年会
『組合休日』
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令和5年新年互礼会（金属団地）

令和5年新年互礼会（各務原商工会議所）

『組合休日』

『組合休日』

『組合休日』

『成人の日』

『組合休日』

『組合休日』

『振替休日』

『元日』

臨時総会・月例会・役員会

『組合休日』

『組合休日』

『組合休日』

2022
   12 December

2023
   1 January

行 事 予 定
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