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組合だより

　12月19日（月）正午より組合研修センター 3階集会室にて12月度月例会を開催しました。
　岐阜県中小企業団体中央会 事務局長 大沼浩宣様をお招きし『活力ある中小企業組合活動について』
と題してご講演いただきました。
　まずは岐阜県内における組合の現状として、約548組
合が存在し、その傘下組合員企業が4万社程度、約56％
が組合所属である。また中小企業が更なる経営基盤を強
化していくには、中小企業組合制度を活用することが効
果的であるとの説明がされました。そして全国にある協
同組合の好事例などご紹介いただきました。独自のブラ
ンド化や事業継承問題の手順書作成、組合でISO規格を
取得、保育所施設事業など、どれも気になる内容でした。
　金属団地の発足についても今までは記念誌などでしか伺い知れませんでしたが、時代背景や集団化
に向けて最初に220 ～ 230社が集まって説明会が開かれた等、改めて認識を深めました。
　中小企業組合は組合員の経営資源の補完となる基本的役割に加え、社会情勢・環境問題への対応な
どの多種多様に求められております。企業単独では困難であるこれら諸問題を共同事業で積極的に対
応していくことで組合活性化に繋がっていくのではないでしょうか。
　なお、月例会開催前に臨時総会を開催し、賦課金徴収中止について承認可決されました。

株式会社 常盤電機　　　　
代表取締役社長　林　玄 悟

　金属団地の皆さま、日頃よりご愛顧感謝いたします。
　このたび、2022年11月16日付で株式会社常盤電機の3代目代表取締
役社長に就任いたしました。
　創業60年の歴史ある会社のバトンを引き継ぐこととなり、その責任
の重たさを感じつつも「会社の変革」に熱意を燃やしております。
　創業者並びに二代目が創り上げてきたストーリーを引き継ぎつつ、時
代の半歩先を読み、事業のさらなる発展や新たな価値創造に努めてまい
ります。

　経験不足の未熟者ではありますが、30代という若さを生かしてあらゆる分野に果敢に挑戦してい
く所存です。
　より一層のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

12月度月例会開催

社長就任挨拶

組合だより
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組合だより

　12月9日（金）安全衛生優良企業視察として金属団地内の今井航空機器工業（株）大型部品製造工場
を見学し11社16名とたくさんの方にご参加いただきました。
　企業紹介では、航空機器部品製造・治具工具の設計製造について、5軸マシニングセンタなどの設
備の紹介や品質の認証規格、マレーシア・タイ・ベトナムの海外拠点についてご説明いただき、工場
見学では航空機の主翼部分等の製造工程をお見せいただきました。
　プレゼンと工場見学含めて1時間程度の内容となりましたが、数々の認定規格取得・更新に加えて、
充実した設備とともに熟練された職人の技術が成せる自社一貫体制が、高品質かつ短納期・低コスト
を可能にし、顧客からの信頼を築いているのだなと感心しました。
　質疑応答では同じ団地の仲間であり製造業者として深いところのお話もできたのではないでしょ
うか。
　反省会は各務原にあります木曽路にて行われ15名の方が参加し、今期の活動などを振り返り、懇
親を深めました。今後とも安全衛生管理者協議会の活動にご協力の程よろしくお願いします。

　12月14 ～ 16日にかけて団地全体で側溝清掃を行いました。
　側溝のふたを開けて、U字溝が大きく割れて沈下していたと言う事例もありますので（道路課にて
対応済）年に一度は側溝清掃のご協力をお願いします。

安全衛生優良企業視察と反省会

団地内側溝清掃
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組合だより

　1月10日（火）11時30分より組合研修センター 3階の集
会室にて新年互礼会が開催されました。
　昨年同様、団地内の関係者のみで執り行いました。
　さて、小栗総務委員長が司会進行し、鈴木理事長挨拶の
後、手力雄神社 浅野宮司様による神事、そしてご参加い
ただいている当たり年の方へ記念品が手渡され、新年の抱
負を一言ずつ頂戴し、温かな拍手をもって散会いたしまし
た。
　新年を迎え晴れやかな気持ちとともにみなさまにとってこの一年が素晴らしいものになるよう祈
願いたします。

　中小企業のクラウド活用促進プロジェクト『全国中小企業クラウド実践大賞2022』に金属団地の
（株）樋口製作所が『全国中小企業団体中央会会長賞』を受賞いたしました。
　技術伝承×クラウドサービスでDXに挑戦をテーマに動画やアニメーションなどを使い若手技術
者が自主的に学べる教育コンテンツの開発・製作の取り組みが評価されました。
　またこの功績を讃え、OKBふれあい会館にて表彰状授与式が行われ、岐阜県中小企業団体中央会
傍島茂夫会長から樋口社長へ表彰状が授与されました。
　今後とも益々のご発展をお祈りいたします。

新年互礼会開催

県内初! !  樋口製作所が受賞

浅野宮司様による祝詞奉上

新年の挨拶をする鈴木理事長 新年の抱負を語る「卯年」の方々 団地初 ? 親子３代での参加
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テナント募集
場　所：各務原市金属団地173番地
　　　　組合研修センター 1階
築年数：28年　
面　積：18.5坪
家　賃：６万円+消費税
保証金：20万円
設備等：電気・ガス・水道
　　　　給排気・空調・他

問合せ先：岐阜県金属工業団地協同組合　TEL. 058-382-2225

●フロア
●キッチン
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どんな時でも謙虚であれ！ということ

　会社（仕事）の用事で外出していた時のことです。
　突然、携帯電話が鳴りました。何事かと恐る恐る電話に出てみると、電話から聞こえ
る声はうちの恐い事務員から。
「今から別の得意先にも行って欲しい！」
（・・・・。）
車をＵターンさせ、向かうことにしました。
得意先には着きましたが、あいにくのお昼休み。（汗
伺うことも出来ず、（どうしようか？）時間が出来たので、お昼ご飯を食べることに。
せっかく会社の経費でご飯を食べるのなら、この際、焼肉かお寿司がいいなぁ～（笑
なんて思いながら車を走らせていると、（ん？！）家系ラーメンの看板を見つけました。
もちろん入ることにした。（嬉
「家系ラーメンってなに？」と聞かれても、あまり正確には答えられない。（汗
要は濃厚な豚骨醤油ラーメンのことで、横浜が本場らしい。（それだけかいっ！）

　店舗に入ると元気のいい店員さんたちの「いらっしゃいまっせぇ！」の大声にビック
リしながら、食券機で「から揚げセット」を購入。
女性店員に渡し、カウンター席の端っこに座りました。
スマホを触りながら「から揚げセット」を待っていると、
（ん？！あれ？！ 2つ向こうの席。確か人が居なかった筈だけど？）
（いつの間にかラーメン食べている！）
多少の違和感を感じましたが、気のせいだと思いそのままスルーしました。
更にその後、隣に座った方のラーメンが来たので、さすがにこれは、忘れられていると
思い、店員さんに聞きました。
「私のラーメンはいつ来ます？」
その言葉で店員さんたちもやっと気づき、「すぐに作るので待って欲しい」と言われま
した。その時、以前娘から聞いたバイト先の話（出来事）を思い出しました。

　娘がバイトに入って直ぐに、お客様から「30分以上待っているけど、注文したものが
来ない！」との問い合わせ（クレーム）に、新人バイトがオーダーを通していなかったこ
とが判明し、娘とパートさん二人で謝罪に行くと、お客様は怒って店を出て行ってしまっ

ふいご

会社の帽子を無くしました・・・。　実は・・・。

どこにあるのか分かっています。でも・・・。

ある事情で取りに行くことが出来ません。



ふいご
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たらしい。例え自分の責任では無いにしても、バイト先に所属している以上、理不尽で
も謝ることがあるという、社会の不条理を娘と話をしたことがありました。

　注文を忘れてしまった相手に怒ることが出来たとしても、こういったミスは誰にでも
あることだからと冷静になり、「時間が無いから、なるべく早く作って欲しい」と頼み
ました。
　それを機にその後は店員による謝罪の嵐。何かを持ってくる度に謝られ、帰るときも
出口の前で謝られ、逆に申し訳ない気持ちで足早に店を出ました。
そして、得意先に着いて気が付いた。
（ラーメン屋に帽子を忘れた！！！！涙）

　カウンター席の端っこに座り、カバンと帽子をテーブル下の棚に置きました。
そうです！ここに忘れました。ちゃんと覚えています。(´；ω；`)ｳｩｩ
　取りに行こうか悩みましたが、あれだけ目立ってしまい、また謝罪されるのも申し訳
ないし、もしかしたら捨てずに保管するかもしれないので、一応お店に電話し、取りに
は行けないので処分して欲しいと頼みました。
　今、冷静になって考えてみると、失くしたのは会社の帽子だし、着ていた服は会社の
作業着。領収書も会社の宛名で書いて貰ったし、乗って行ったトラックだって社名が
入っている。
　注文を忘れられたときに横柄な態度を取っていたら、会社の信用問題に係るところで
した。

　ラーメン屋さんに「お店に帽子を忘れたんですけど！」と電話をすると、
「あっ、はぃ～！から揚げの人ですね！！」と言った店員の言葉を聞いて、
あ～ぁ、あの店で私は「から揚げの人」だと呼ばれているのだと教えて頂きました。
　
　そこは最後まで気を付けないとアカンでしょ？！
（お互いどんな時でも）ねぇ？

くろひょう

か・ら・あ・げ。。。



青年部コーナー
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　12月16日（金）19時より青年部臨時総会＆忘年会が『旬夏秋冬 河むら』にて開催されました。毎年
この時期に行われる臨時総会では来年度会長を決めることとなっております。
　来年度の会長には現会長の（株）豊菱製作所の鈴木陽太郎さんが立候補し議場に諮られた結果、満
場一致で会長をお任せすることとなりました。
　鈴木会長より来年度の意気込みと大詰めを迎えた
50周年記念事業について青年部会員の強い結束を
もとにより良いものを完成させたいという熱い想い
が語られたあと忘年会に移り、今後の青年部活動、
プライベートにいたるまで会員相互の懇親を深めま
した。

　1月10日（火）に行われた金属団地新年互礼会に青年部会員も多数参加し、親組合の方々と新年の
ご挨拶やお話をしました。
　新型コロナウイルス感染に配慮した集まりとなりました。今年は行動制限のない始めての年を迎え
るにあたり、神事では団地内関係者の一層のご健康を祈願することとなりました。　　　
　実り多き年となるように、本年も青年部活動へのご理解ご協力の程よろしくお願いします。

 （株）三機　西尾 直城
　昨年12月より、金属団地青年部に入会させていただきました（株）三機
の西尾と申します。
　弊社は生産設備の設計製作を中心に行っておりまして、機械・制御・電
子系の設計と製造部門がございます。
　今まで金属団地内での交流がなかなかできておりませんでしたので、こ
れを機に私だけでなく当社社員一同、皆様とお近付きできることを楽しみ
にしております。40歳となり若手と言える年齢を過ぎてしまっておりま

すが、技術面や運営面など様々な場面で勉強させていただきたく考えておりますので、ご指導ご鞭撻
のほどよろしくお願い申し上げます。

青年部臨時総会＆忘年会

新年互礼会に参加

新入会員紹介



丸嘉工業（株）　土田 雄一郎
　執筆時がちょうど昨年末でしたので、冬休みをどうやって過ごすのか？を書きたいと思います。
　昨年の冬休みは12月29日（木）～ 1月8日（日）までと実に11日間の超大型連休となりました。これ
はお客様がトヨタカレンダーで稼働しているので年末年始は大型連休となります。トヨタカレンダー
をご存知ない方のために説明をすると、トヨタ自動車およびその子会社、関連会社、下請け会社など
の取引先で使用される稼働日を設定したカレンダーで、トヨタ自動車の生産工場に合わせたカレン
ダーです。このカレンダーでは基本的に祝日を休業日にせず、ただひたすら週5日の稼動日とそれに
続く2日の休日が繰り返されます。その代わりに今回のような年末年始やゴールデンウィークやお盆
にはまとまった休みが設定されているので、大型連休となります。年によっては海の日やスポーツの
日が休みとなることもありますが、昨年は祝日の休みが一日もなかったので、11日間の連休となっ
たようです。
　この大型連休をどうやって過ごすのか？毎年年末年始の連休は、「大掃除」という儀式から始まり
ます。1日で終えなければならないハードな儀式です。
　それでは儀式スタート！
　まずは、水を扱うところからです。最初はキッチンのレンジフード掃除で、ファンにこびりついた
油を落とすところからです。中性洗剤に浸けて洗うのですが、これが全然取れない。それでも、あれ
これ苦戦しながら油を落としていきます。レンジフードの周辺の油汚れも順番に落として、出来たら
乾燥させて取り付ければOKです。
　続いて、風呂場のカビ落とし。見えるところは普段の掃除でキレイになっていますが、年末は見え
ないところの掃除です。お風呂は結構色んな部品が取り外せるようになっているので、外せるだけ外
して裏返してみると黒カビでびっしりです。ワカメのようです。ここは塩素系のカビ取り剤をかけて
20分ほど放置。その後、水で洗い流せばピカピカです。部品を元通りにして、仕上げに防カビの煙
剤を焚けば、1か月はカビを防ぐことが出来ます。
　次はベランダです。普段あまり手をかけないところです。風雨にさらされているので、ホコリや雨
汚れが付着しています。水と中性洗剤を使って床の汚れをスポンジで落としていきます。ついでに網
戸も汚れを落としていきます。さすがに外の掃除は寒く、中腰が続くきつい作業ですが、根気よく掃
除を進めてキレイにしていきます。
　そして最後にリビング、キッチン、リビングから玄関に続く廊下のワックスがけです。この時点で
夕方になっていて、体力は限界に近づいています。リビングにある家財を一次避難して、床の汚れを
落としていきます。その後、ワックスがけです。耐久性のあるワックスを2度かけ、家財を元に戻せば、
終了です！見違えるほどピカピカです！お疲れ様でした！
　あとは寝正月まっしぐら。寝正月のための大掃除という儀式。いい仕事をして一年を終えることが
出来ました。今年の年末も平和に儀式が行える年にしていきたいものです。

9

年末の儀式

私の休日
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情報ファイル

③ 求人票は“受付開始日の午前中に提出”求人票受付番号“100番以内”を獲得する　戦闘力：10点
　図4は、令和3年度の岐阜工高における求人企業の求人票受付番号区分と求人企業数・内定企業数
の関係です。

図4　令和3年度　岐阜工高・求人票受付番号区分と求人企業数・内定企業数の関係

　図4より、求人票受付番号400番以内の各務原市の求人企業数は47社、求人企業数に占める割合
55.3％、応募・内定獲得企業数20社、応募内定獲得率42.5％、各務原市の全応募・内定獲得企業数25
社に占める割合は80.0％と非常に高い応募・内定獲得状況です。これに対して求人票受付番号401番
以下では、求人企業数38社、応募・内定獲得企業数5社、応募・内定獲得率13.2％、応募・内定獲得
企業数に占める割合20.0％です。これらの全ての値は、求人票受付番号400番以内の方が圧倒的に高
くなっており、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を示しています。
図4より、この傾向は県内企業においては顕著な特徴であることを読み取って頂けると思います。
　県外企業においては、600番台の応募・内定獲得率が25.0％と高くなっています。この要因は、ト
ヨタ自動車（株）や、（株）アイシン、（株）デンソーなどのトヨタグループの企業の求人票が郵送での
受付のため600番台に集中していることにあると分析しています。

“戦闘力を５０点以上”に高めて新規高卒の応募・内定を獲得しよう！

R5“新規高卒獲得”のために　　その7（先月号の続き）



情報ファイル
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　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要因は、求人データベースへの登録
が求人票の受付番号順に行われ、データベース検索の際にもモニター画面には求人票受付番号順に表
示をされることです。新規大卒採用の際のリクナビやマイナビへの登録にあたっては、データベース
への登録順が早いほど掲載料が高くなるという事を伺ったことがあります。また、求人票の公開日か
ら受験先企業を決める保護者懇談会までの期間が短く（概ね1週間）、この間に公開されている企業の
中から受験希望企業を決めなければいけないという生徒の実態も影響していると分析しています。
　以上のことから、求人ターゲット高校への求人票の提出は、求人票受付初日の午前中に済まされ、
その高校での求人票受付番号100番以内（求人票受付番号の戦闘力10点）を獲得されることを推奨し
ます。（求人票受付開始初日の午前中に提出をされれば求人票受付番号100番以内は確実に取れると
思います。）この求人票受付番号100番以内獲得は求人担当者の意識と行動でできることであり、無料
でデータベースのトップページに登録されます。求人データベースのポールポジションを獲得して、
新規高卒応募・内定獲得レースを有利に進めましょう！

④ 求人票記載事項①：「仕事の情報」欄は詳細かつ箇条書きで記述をする　戦闘力：5点
　生徒たちは求人票データベースを検索して、これはと思う企業の求人票（PDFデータ）を印刷して
自宅に持ち帰り、候補企業複数社の求人票を横並びにして保護者と記載内容を見ています。企業見学
の機会が少ない高校生にとって企業から提出される求人票は“企業の求人情報を得る重要な情報源”
です。求人票を手に取った生徒に、自社での仕事の様子（姿）が確実にイメージ（映像）として伝わる
ように“分かり易く、丁寧に、高校生目線で記述欄の80％以上、箇条書きで記述”されることをお勧
めします。

⑤ 求人票記載事項②：「特記事項・補足事項」欄は詳細かつ箇条書きで記述をする　戦闘力：5点
　仕事の内容欄と同様に「特記事項・補足事項」欄も、生徒にとっては重要な情報源です。企業から
提出された求人票の中には、この欄が空白であったり、記述されていても僅か1，2行であったりす
るものが少なくありません。この欄は、企業の従業員に対する思いやりを生徒に伝えるとても大切な
ものです。貴社を受験する生徒から提出された履歴書の「志望の動機欄」が空白や記述が少なくいい
加減であったなら、この生徒を採用しようと強く思われるでしょうか？“逆も真なり”です。是非、「仕
事の情報」欄と同様に、生徒に貴社の熱い思いが伝わるように気持ちを込めて記述（箇条書きで体言
止め）頂ければと思います。
　高校生たちの就職活動で企業から高校に提出されている求人票は、受験先企業決定のための重要な
情報源です。求人票記載事項の「仕事の内容・履修内容」や「補足事項・求人条件にかかる特記事項」
は重要な企業情報・判断材料です。この欄の記述をおろそかにされている企業が多くあります。記述
内容を十分に吟味して自社の魅力を的確に高校生に届けましょう！

⑥ 若手従業員の満足度アップで３年目の離職率を20％以下にする　戦闘力：8点
　岐阜県高等学校教育研究会工業部会が以前に行った卒業生の離職率調査では、岐阜県の工業系高校
卒業生の入社3年目の離職率が14.8％でした。高校生の3年目離職率が50％前後との調査結果もある
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中で、岐阜県の工業系高校卒業生の離職率はかなり低い値ですが、苦労して獲得した若者が早期離職
をするのは企業にとっては大きな損失です。離職の理由としては、職場の人間関係、求人票の記載内
容と異なる仕事内容（配置部署や残業時間等）、年間休日数や休暇制度等の福利厚生に関する不満な
どが多かったように記憶しています。職場環境や福利厚生を改善して若者の早期離職率の低下に努め
られることが大切なのではと思います。
　内定あり全企業（163社）の3年目離職率の平均は16.0％、内定なし全企業（1,177社）の3年目離職率
の平均は24.3％と高い値となっています。各務原市内企業では内定あり企業（25社）の平均は13.7％、
内定なし企業（60社）の平均は22.5％でした。内定なしの企業の方が内定ありの企業よりもかなり高
い3年目離職率となっています。愛知県の学園保有企業（15社）は8.6％、内定あり（12社）では4.3％
ととても低い値となっています。※「学園生」でも離職者があるのは驚きですが。

⑦ 新入社員のケアを手厚く実施して１年以内の離職率を10％未満にする　戦闘力：9点
　今回の調査で一番意外だったのが“入社1年以内の離職率の高さ”です。岐阜県の求人企業全体
（527社）では6.3％、内定なし企業（428社）では7.3％、内定あり企業（99社）でも5.6％となっています。
苦労して内定・入社をさせた新入社員が1年以内に辞めてしまう原因は何でしょう？離職の理由は3
年目離職の社員と大差はないかと思いますが、新入社員の研修やフォローをより一層手厚く行い、離
職者をできうる限り少なくすることが重要なのではと思います。他の工業系高校の進路意識調査では、
受験先企業を決めるにあたって重視する事項として「会社の雰囲気が良いこと。」が上位でした。高校
生は“会社の雰囲気が良い=離職率が低い”と判断しています。受験先企業を探している高校生にとっ
ては「高い離職率＝ブラック企業」の印象が強く、積極的な応募・受験には繋がらないと思います。

⑧ 求人票は“学科指定”で提出する　戦闘力：5点
　工業系高校の生徒は、自分が学んでいる専門性が活かせる企業、取得した専門の資格を活用できる
企業へ就職をしたいという思いがとても強いものです。また、求人データベースへの登録の際にも『求
人学科欄』には、求人学科の記号（例えば機械科はＭ、電気科はＥ、学科指定なしはＡ等）が入力され
ます。生徒は求人データベースの検索にあたって、まずは自分の学科に来ている求人票を探します。
休み時間などの短時間で効率よく検索をするために“自分の学科の記号でソート”をかけます。この時、
学科指定なしで登録をされている企業の求人データはモニター画面から消え去り、生徒の目に触れる
ことはありません。これでは、どれだけ力を入れて作成した求人票であっても戦う前に敗北です。工
業系高校への求人票提出の際には口頭で結構ですので、「〇〇科を指定で、出なければ他の学科でも
可です。」とお伝え頂ければと思います。こうすれば求人データベースには、機械科メインの場合に
は『M（A）』と登録され、学科の記号でソートをされてもモニター画面から消え去ることはありません。
　企業経営者の方からは、「自社の仕事には、工業や商業などの専門性は全く関係ない。」とのお話を
お聞きすることがありますが、高校生（仕事を探す側）への就活の場面と企業（従業員を探す側）の仕
事の場面とでは意識が異なることをご理解頂き、工業系高校等（専門高校）への求人の際には学科指
定をされることをお勧めします。求人ターゲットの高校種別により戦略を変えることが重要です。
令和3年度の岐阜工高への各務原市内の全求人企業85社のうち、学科指定ありの企業は35社（学科指
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定率：41.2％）、学科指定ありの企業で内定ありの企業は17社（内定率：48.6％）、内定あり企業25社（内
定率29.4％）の中で学科指定あり企業は17社（占有率：68.0％）、学科指定なしの企業50社（58.8％）中、
内定あり企業は8社（内定率：16.0％）、内定企業の占有率32.0％と、“工業系高校では、圧倒的に学科
指定ありの企業が有利”になっています。この学科指定あり企業の方が学科指定なしの企業よりも内
定率が大幅に高いという傾向は、岐阜、西濃、中濃、東濃・飛騨地区、愛知県の企業でも同様でした。また、
平成30年度からの4年間の調査結果でも同じ傾向がみられました。
　以上の①～⑧の戦闘力得点を合計すると54点になります。企業規模戦闘力1点（従業員数49人以下）
と合わせると合計戦闘力は55点（59点）になり、応募・内定獲得の有無の分岐点50点を超えることが
できます。このほかに、福利厚生充実の一環として寮の整備（戦闘力5点）や週休二日制の実施（戦闘
力5点）を追加することができれば戦闘力は60点（64点）・65点（69点）と高くなり、応募・内定獲得
の可能性がより一層高くなります。総合の戦闘力が高くなれば、「この会社は小さいけれども年間休
日数が多く、面白そうな仕事をやっており、初任給も高いから。」とか「従業員は少ないけれど、雰囲
気がよさそうで、寮があって福利厚生も充実しているようだから。」などと、一つの弱み（従業員数49
人以下）をカバーする要素が複数でき、結果として新規学卒に受験先企業として選択をされる可能性
が高くなるのではと思います。
　最近の新規学卒の内定状況を見てみると、高校生・大学生を問わず“勝ち組は毎年勝ち組”の状況
となっているようです。（過去の経済情報誌の掲載記事より参照）この“勝ち組”とは“戦闘力が高い企
業”のことだと思います。企業が高校に提出されている求人票は、生徒や保護者によって他社の求人
票と徹底的に比較・検討をされています。このことをご理解頂き、今一度自社の求人票を見直されて、
本記事をお読み頂いた企業様が“毎年勝ち組”となられることを祈念しています。
　例年どおりの求人票（求人情報）で、例年どおりの採用活動を行ったら、例年どおり応募者がゼロだっ
た・・・という事態に陥っている従業員数49人以下で戦闘力が30点以下の企業が毎年非常に多くあり
ます。令和3年度では、求人企業数1,340社中従業員数49人以下の企業が406社（30.3％）、内、戦闘力
30点以下の企業が165社（12.3％）、応募・内定獲得企業が2社（1.2％）となっています。これら戦闘力
が毎年30点以下の企業は新規高卒のニーズに合致する求人戦略が必須です。
　次回は、令和4年度新規高卒採用活動の成功事例を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！！

太陽光発電は環境にやさしく？人に厳しい

お知らせ

令和5年1月分電力使用状況
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　東京都は昨年、新築一戸建て太陽光パネル設置義務化を正式に決めてしまったが、大きな問題があ
ることはご存じだろうか。太陽光パネル製造の大半が中国の新疆ウイグル自治区産であり人権問題が
叫ばれていることだ。
　既にアメリカでは新疆ウイグル自治区産の製品の輸入は禁止している状況。日本が曖昧な立場を
とって太陽光パネルを設置し続ければ国際社会でどう受け止められるのか、他国から締め出された中
国製パネルの輸入を続ければ人権侵害の手助けをしているととられかねない。太陽光発電の設置には
電気代だけでなく宣伝効果も期待していると思いますが、これからは生産地を確認していないと人権
侵害に加担した企業と見られ評判を落とすことにつながるかもしれません。
　新疆ウイグル自治区産の太陽光パネルは製造にかかる電力消費を考慮すると環境に貢献するには
設置して10年以上かかると言われています。太陽光発電が環境問題に貢献しているとは簡単に言え
ず補助金や義務化してまで推進する意義について十分に話し合わなければいけません。
　失われた20年と悲観して日本経済を振り返るが、不当な価格競争を強いられていることも大きな
要因だったのかもしれない。
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   2 Febuary
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青年部親睦旅行（～19日）

青中ふれあい交流事業及び新春懇親会（中央会）

『組合休日』

役員会（13：00～）
三組合合同講演会（14：00～）

『天皇誕生日』

編集委員会

金融委員会

団地G
『組合休日』
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『組合休日』

一般社員コミュニケーション研修（13：30～）

『組合休日』

3月25日月　団地G
■ 3月の行事予定

行 事 予 定

1月21日土　各務原カントリー倶楽部
　優勝　洞田 修（ホラタ、工業）　２位　永田 保（マルエイ）　３位　鳥山 仁（共和鋳造所）

■ 1月度金属団地ゴルフ会

■ 共同駐車場空き状況 （2023年2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
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