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Techno Fellow 第２号
平成 18 年度社団法人高知高専テクノフェローは団塊の世代を対象とした帰郷就労希望者の発掘、短期・一時支援人材登録・
活用活動を行っています。平成 18 年度には人材コーディネートが軌道に乗ってきました。今後は産官学連携で着実な対応を
行う予定ですが、“Techno Fellow”第２号では皆様の声を主体に編集しました。
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表紙について
土佐一国の主の証である高知城を大きく据え、その支えとなる内助の功の代名詞となる千代像を高知県とテクノフェローの
あり方にイメージしてデザインしました。高知県の地域発展の礎となるよう日々活動をしていきたいと願っております。

巻 頭 言

社団法人高知高専
テクフェローの地域社会
への貢献
社団法人高知高専テクノフェロー
会長

や

鈴木

康夫

や遅い新年のご挨拶で恐縮ですが、明けましておめでとう

ターンシップを実施しました。平成 18 年 12 月２日（土）には平

ございます。昨年は社団法人高知高専テクノフェローの活

成 17 年度生 11 名、平成 18 年度生 12 名合計 23 名の修了式を行い、

動に関し何かとお世話になり大変ありがとうございました。今年

受講者に修了証書を授与しました。平成 18 年度で経済産業省の

もよろしくお願い申し上げますと共に、皆様方、個人会員並びに

委託が終了するため、平成 19 年度以降は自立化して、企業に対

会員企業の方々の一層の御活躍と御発展を心よりお祈り申し上げ

し有料で本事業を推進する方向で検討が進められています。

２）人材コーディネート

ます。
社団法人高知高専テクノフェローは高知県内における産官学の

（１）2007 年問題対応Ｕ・Ｉターン事業（経済産業省（平成 17 年度）

連携及び高知工業高等専門学校とその卒業生の発展を目的とした

厚生労働省／社団法人高知県産業振興センター（平成 18 年度））

公益法人として平成 17 年３月に発足し、皆様の御協力のもと２

高知工業高等専門学校の初期の卒業生を対象としＵ・Ｉターンの

年が経過しました。ここに近況御報告申し上げ、一層のご理解と

希望及び帰郷就労における問題点の抽出などを行いました。これ

ご協力、ご支援を頂きますよう会誌“Techno

により、約 35 名の帰郷就労希望者を発掘することができ、うち

Fellow”第２号

をお届け致します。
高知県の工業界の現状を概観しますと、ゆるやかな全国的景気

１名については地元企業に就職が決まり現在元気に働いておられ
ます。

回復の傾向に符合し業績の回復の兆しはあるものの、未だに製造

（２）OB 人材登録（経済産業省／日本商工会議所（平成 18 年度））

品出荷額等（平成 17 年工業統計調査結果・速報）は 5464 億円程

OB 人材（技術力・経営力・資格・語学力・人脈等を有し、経営企画・

度で下位に低迷し、さらに県内人口も除々に減少し、2005 年の国

戦略立案、海外展開・国際化等について中小企業アドバイザーと

勢調査によると 80 万人を切っており、少子高齢化、過疎化が一層

して貢献できる人）を登録し、中小企業の要請により短期・一時

進行すると共に雇用低迷等の深刻な悪循環を来しております。

支援を行う制度ですが、そのうち OB 人材登録を受託し推進して

一方、全国に目を移すと、1947 年〜 1949 年生まれの団塊の世
代約 690 万人が今年より 60 才の定年を迎えます。これらの大量

います。

３）その他の活動

定年到達により労働人口の減少・企業技術力の空洞化・社会保障

地域振興、環境問題、津波防災等高知県特有の問題に関する講

費負担の増加などのマイナス面や雇用過剰感の解消・個人消費の

演会・講習会の開催、物部川河川敷野球場の建設計画の立案・推進、

活性化・移住促進による地域振興などのプラス面も想定されます。

防災国際学会の開催、技術士補・解析技術の講習会の開催などを

2004 年６月に制定された「改正高年齢者雇用安定法」により
各企業は定年年齢を 65 才に引きあげる制度の導入を 2006 年４

行いました。
人材コーディネートの推進にあたっては、関東・中京・関西、

月１日までに実施するよう指導されています。その結果定年到達

徳島県・香川県・愛媛県、岡山県・広島県・山口県などの各地区

者は、引退もしくは雇用延長・他企業への再就職などにより引続

会を開催しました。

き就労することになります。しかし、一般的には、団塊の世代は

今後は、高知のアイデンティティーに立脚し帰郷就労希望者の

第一戦から退く傾向が強く技術・技能特に暗黙知の伝承に各企業

受け入れ環境の整備など地域社会との協働を図りつつ中核人材育

とも危機感を抱いているのが実情です。

成事業の自立化、人材コーディネートの一層の推進など世の中の

これらを受け、社団法人高知高専テクノフェローでは、高知県
内企業中堅技術者の技術力向上、経済性管理・人的管理・情報管理・

情勢を見極めた先進事業を実施し、ハイクオリティーを求めた地
域社会の形成に向け努力致したいと思います。

安全管理・環境管理等の企業全体のマネージメント能力、企画開

以上、( 社 ) 高知高専テクノフェローから見た現状と ( 社 ) 高知

発力、各種技術・技能等の向上のための取組みとして次のような

高専テクノフェローのこの１年間における主とした活動について

事業を展開しています。

ご報告させて頂きました。

１）産学連携製造中核人材育成事業が平成 17 年度、18 年度経済

厳しさは続きますが、( 社 ) 高知高専テクノフェロー所期の目

産業省より委託事業として採択され「高知県内の金属加工業の中

的達成に向かって、高知工業高等専門学校及び同窓会並びに高知

核人材育成」を目的とし「工業材料と設計」「CAD と製図」「加工

県産業振興センター及び高知県と高知県工業会と力を合わせて邁

技術と情報処理」「生産工程の設計と生産管理」「ドキュメント制

進する所存です。どうか、倍旧のご指導、ご支援を賜りますよう

作とプレゼンテーション技術」等につき座学、実習、企業間イン

よろしくお願い申し上げます。
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支援機関からの声

人材コーディネート
に期待する
高知県労働 局 長
長谷部

敏美

「２

007 年問題」（団塊世代労働者の引退）が注目さ

Ｉターン事業等を高知県中小企業団体中央会及び（財）高

れております。

知県産業振興センターに委託して実施しているとともに、

団塊世代は、多数が高度成長期に地方から都市圏に転入

昨年７月には東京で、今年 2 月には東京・大阪で開催さ

し、かつ、我が国の経済成長を支えてきた中心世代であり、

れたＵ・Ｉターン合同面接会にも参加しております。また、

企業活動の根幹部分を支えてきた高い技術・技能、幅広い

今後Ｕ・Ｉターン就職希望者の採用予定のある企業を対象

経験、人脈を有しております。このような団塊世代が一斉

にした採用受入れに関するセミナーを昨年 11 月に約 20

に企業を去ることにより、現場固有の技術・技能の継承が

名の参加を得て実施したところです。

困難になるばかりでなく、企業活動自体が停滞する恐れが

高知高専テクノフェローは、5,000 名を超える高知高専

あると言われておりますが、他方、地方の産業・企業から

卒業生の人脈を活用した人材コーディネート（技術者人材

みれば、有為な人材を獲得するチャンスと見ることもでき

ネットワークと県内企業とのマッチング）を事業のひとつ

ます。

として実施していると伺っております。これは厚生労働省

地方の既存産業・企業は、専門的知識や高い技術・技能

が推進しているＵ・Ｉターン事業と趣旨はほぼ同じではな

を駆使して新商品開発や販路開拓のできる人材の不足とい

いかと考えておりますが、併せて、団塊世代の卒業生にとっ

う問題があるといわれておりますが、これに加え、これま

ても、培った知識・能力を郷里または若かりし時期に学び

で産業・企業を支えてきた高齢者の技能を的確に若年世代

暮らした高知に還元できるという生きがいを感じることが

に伝達するためのノウハウ・経験を有する人材の不足とい

できる事業ではないかと考えております。

う新たな問題も出てきております。
人口減少、高齢化が急速に進展している高知県にとって、

雇用失業情勢は厳しい状況が続いており、雇用の場の確保

このような団塊世代は貴重な人材であり、Ｕ・Ｉターンに

が大きな課題となっております。そのためには県内の産業・

より都市部の人材を地方に招致し、若年世代に伝授しても

企業、なかでも ｢ ものづくり ｣ を担う企業にもっと元気を

らうことにより高知における企業の活性化を図ることがで

出してもらう必要がありますが、その方策のひとつとして

きれば、そのことが結果的に雇用機会の創出に結びつくこ

人材の育成・確保が重要ではないかと考えております。そ

とができるのではないかと考えております。

のような意味で、高知高専テクノフェローの取り組みに注

このような考え方を背景として、労働局においては、Ｕ・

2

全国的な景気の拡大基調のなかにあっても、高知県内の

目し、大きな期待を寄せております。

企業採用担当者からの声

高知高専および高知高専
テクノフェローへの期待
株式会社ミ ロ ク 製 作 所
人事部次長

当

片山

弘紀

社は高知県南国市に本社があり、猟銃やスポーツ

庭の事情等で高知に戻り、縁あって当社に入社されまし

銃を製造販売している会社です。会社の創業は明

た。こうした人たちは、高知高専で身に付けた知識や技術

治 26 年で、以来 100 年以上鉄砲を作り続けて来ました。

をベースにして、先に就職した会社で鍛えられてその技術

現在は、世界的なブランドとして知られる“Browning”

力に磨きをかけ、当社に入社されてからもその力を遺憾な

“Winchester”銃の OEM 生産を中心に、年間 12 万丁前
後の完成銃を製造しています。
また、銃身づくりで培った技術を生かして、深孔加工専

く発揮され、会社の技術力の向上に貢献してくれています。
現在の開発部や生産技術部のトップは、そうした人たち
の中から出てきた人材で占められています。

用機である「ガンドリルマシン」などの工作機械を商品化

また、高知高専の出身者ではありませんが、高知県の出

し、これは自動車のエンジン製造や金型製造などの精密加

身で県外の大学に進学され、大手電機メーカーに就職され

工では必要不可欠のマシンとなっています。

て永年生産技術部門で活躍されていた方が、その会社を定

さらに、銃の台木加工の技術を生かして、世界で初めて

年退職後に高知に戻ってこられ、当社に就職されている

純木製の自動車用ステアリングハンドルの量産化にも成功

ケースもあります。その方は、現在銃砲事業部門の技術顧

し、トヨタ車のレクサスなどの高級車に搭載されています。

問として、生産性向上やコスト削減の指導をしていただい

こうした事業展開に伴って、グループ会社を次々に設立し、

ています。今後は、当社でもこのような人材の受け入れも

現在ではその数は 14 社にのぼります。それらは、「もの

積極的に進めていくつもりであり、その点では「高知高専

づくりの企業集団」として、それぞれの分野で高い評価を

テクノフェロー」には大いに期待しているところです。

受けています。

企業にとっては人材は最大の資源であり、メーカーに

このように、国内外で高い評価を受けている製品作りが

とっての技術者は、企業発展の原動力となるものです。そ

出来るということは、それを担う技術者集団がいるという

の点で、ミロク製作所の採用担当者としては、高知高専に

ことですが、当社の技術者の中で最も多いのは高知高専出

は今後とも新卒・中途を問わず優秀な人材を期待している

身の人たちです。機械工学科を筆頭に、電気工学科、工業

ところです。

化学科などの高知高専の出身者たちがミロク製作所の技術
部門を支えてくれています。
現在、高知高専の出身者は 13 名在籍していますが、そ
の内 5 名はＵターンで中途入社した人たちです。学校卒

そして、県外の企業に就職された方も、将来的には高知
へＵターンしてきて県内の企業で働いて、高知県の工業の
発展のために力を貸していただけることを期待していま
す。

業後一旦は大手企業に就職して頑張っていた人たちが、家

3

企業採用担当者からの声

人材コーディネート
への期待
㈱技研製 作 所
取締役総 務 部 長

㈱

田中

孝明

技研製作所、㈱技研施工とヨーロッパ、アジア、ア

についても、多賀谷先生から種々のご助言を頂いた次第で

メリカに展開する海外の三つの子会社からなる当技

ある。なお、この学会設立は、一昨年 9 月に北村の呼び

研グループにおいては、高知高専の卒業生が組織の枢要な

かけた IPA の設立趣意書に賛同した世界の著名な土質・

ポジションを占めており、現在 25 名が在籍し、それぞれ

地盤学者約 30 名が高知工科大学に参集して成功裡に行な

の部門のリーダーとして活躍している。海外関連では、現

われた「国際圧入学会創設準備会」に引き続くものであ

在オランダに駐在中の 1 名の他、米国駐在経験者が 1 名、

る。同学会は「圧入原理」と「圧入工法」に関する実証研

ドイツ駐在経験者が 1 名いる。当社は昭和 52 年以降、高

究や、杭と地盤の相互作用に関する基礎研究等の学問研究

知高専からコンスタントに新卒者を採用してきたが、特に

に対し、積極的に助成を行なう計画であるので、高知高専

平成に入ってからは、ほぼ毎年 1 〜 3 名の新卒者を採用

並びに高知高専 OB の皆様からの応募も大いに期待するも

しており、本年 4 月入社予定者も 2 名いる。また、この

のである。

2 名の他に、高知高専から大学院まで進んだ後に、当社に

当社は、今年 1 月に創業 40 周年を迎えたが、従業員の

入社が決まっている者も 1 名おり、これら 3 名を加えると、

平均年令が 33 才と若く、特に部長クラスのマネジメント

当社グループの高知高専の卒業生は総計 28 名と随分賑や

層には人がいない。これは、人間の頭数はいても能力のあ

かになる。今後とも引続き優秀な学生を送って頂ければ幸

る人材がいないという意味ではなく、そもそも物理的に存

甚である。

在していないという意味である。このため、当社は通年で
中途採用の募集を行なっており、最近では毎年 10 名程度

一方、当社は代表の北村精男が創始発明した、反力を基

を採用しているが、どうしても東京勤務の者が中心になっ

調として静荷重により杭を土中に押し込む「圧入原理」と

てしまう。技術系の人材で高知に勤務してくれる人は、中々

この原理に基づいた「圧入工法」について、これを新しい

いないのが実状である。こうした中で、高知高専テクノフェ

学問分野として確立すべく 12 年前から英国のケンブリッ

ローが発足し、OB の方々とのマッチング事業を重点課題

ジ大学と共同研究を進めて来たが、昨年からは、高知高専

に掲げられた事は、当社にとって、干天の慈雨ともいうべ

名誉教授で高知高専テクノフェロー事務局長の多賀谷先生

きことである。

のご協力により、この共同研究に高知高専も参画すること
になった。この関係で当社は、高知高専の学生 1 名を半
年間の予定でインターンシップとして受け入れている。

大変良い機会なので、この場を借りて具体的にお声をお
かけしたい。特に、機械設計、生産管理、品質管理、製造、
コンピュータソフト開発（組込みソフト）、土木技術の分
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更には、本年 2 月には、当社代表の北村精男、高知工

野における課長～部門長クラスの人に、是非応募して頂き

科大学の岡村学長、ケンブリッジ大学地盤工学科の M. ボ

たい。条件として、一言希望を申せば、高知に戻ってきて

ル ト ン 教 授 を 発 起 人 と し て「 国 際 圧 入 学 会 」（ 英 文 名

過去の遺産でゆっくりしようというのではなく、高知に軸

International Press-in Association; IPA） を 立 ち 上 げ、

足を置きつつも、今から更に世界に雄飛する気概と若さを

その設立総会をケンブリッジ大学で行なったが、この計画

持った人をお待ちしている次第である。

U ターン者からの声

高知高専テクノフェロー
人材コーディネート
帰郷就労者第１号になって
高知高専 OB
電気工学科
土佐電子

再

第 9 期生
濱口

就職への経緯：

高知の給与水準は非常に低く、現在それなりの企業に勤めてい

2006 年３月末日に約 20 年お世話になった某コンピュー

ター販売会社（IBM 系ディーラー

英男

社員数約 1300 人

全国に約

る人は、よほど高いスキル（技術力、マネジメント能力等）がな
い限り年収は半分以下になります。

70 箇所のサービス拠点）を退職しました。退職前の会社には、元々

退職金でローン一括返済等を実施し身軽にした上での U ターン

は高知でのサービスエンジニアとして採用されましたが、年齢、

をお勧めします。

経験とともに資格、職責も上がり、後半の 11 年間は大阪、愛媛

3. 自分が何をやりたいか（できるか？）

で単身赴任での生活が続きました。2006 年３月で高知事業所は

「定年がきたので U ターンしたらテクノフェローがあるから就

他特約店に移管され、今後も高知に戻れる可能性がないと判断し、

職できる」では、厳しい現実と直面すると思います。大手企業で

気力、体力が充実しているうちにと地元で家族と一緒に暮らそう

は 55 歳位で役職定年があるので現役時代よりも時間ができると

と再就職を決意いたしました。

思われます。目標を定め、できた時間を自己啓発にあて現在の自

しかし、自分のキャリアやスキル（PC メンテナンス、NW 構築、

分に不足している部分を補うことをお奨めします。高知の企業で

営業、マネジメント経験）に下手な自信があり充分準備をせず U

求められる人材はスペシャリスト（専門のみに秀でた人）よりゼ

ターンしたため、年齢の壁、給与水準の壁が高く 10 社程度の企

ネラリスト（幅広く、何でもこなせる人）であると感じました。

業にトライしたものの苦戦を強いられました。

4. 高知にどのような企業があるか確認調査（テクノフェロー）

幸いなことにテクノフェローのおかげで 2006 年７月に㈱土佐

Ｕターンするまえにテクノフェローと連携し情報収集すること

電子の面接を受けその際、社長の夢に共感し、また自分の能力を

は必須です。ハローワークが一般的な再就職の窓口となりますが、

役立てることができるかもしれないと判断し、入社を強く希望し

年齢及び給与での閾値が高く求人倍率 0.5 倍を下回る高知で自力

ました。その結果、土佐電子への就職が決まり、現在開発部門、

による求職活動をしても面接まで漕ぎ着けること自体が至難の業

実装部門の二部門でマネージャーという役職のもと、両部門合わ

となります。その点では高知のテクノフェローの認知度（特に工

せて 35 名の責任者として仕事をしています。

業系企業）、及び評価も高く紹介された場合はほとんどの場合面

土佐電子は従業員 300 人程度の企業で、主に基板に電子部品

接に漕ぎ着けることができると思われます。

を実装した製品を作っています。（電気製品メーカーの一次、も

5. 再就職先企業で何を目指すか

しくは二次下請け）。まだ成長中の会社であるため、仕組みが出

企業の中で自分はどの分野、どの位置で活躍したいか？できるだ

来上がっておらず他部門と協調しながら良い会社を目指し、忙し

け高い目標の設定をお奨めします。就職できるか否かは応募先

い中

企業に自分を売込めるだけの技量があるかどうかにかかってきま

充実感のある日々を送っています。

自然に恵まれた故郷高知で家族と共に生活でき、やりがいのあ

す。尚、自分にふさわしくないと企業と思われた場合は、躊躇せ

る仕事にめぐり合えた事は本当に幸せな事です。今後は土佐電子

ず、お断りする決断力も必要です。
（無理に合わそうとすると企業、

が高知の経済発展に協力できる企業に尽力することが私自身の目

テクノフェロー、自分に不幸です。）

標です。

6. 健康管理

以下に、私が高知で再就職するにあたって行ったことや、スタ

どこでどのように生活をしても健康でなければいい仕事はできま

ンスまた感じたことをまとめましたので、U ターンを考える方は

せん。大手企業でストレスにさらされて心身共にぼろぼろになっ

ひとつの参考としていただけたら幸です。

た状態では再就職はむつかしくなります。心身共に実年齢より

U ターンし高知で就職するには：

10 歳は若く見られるような心構え、努力が必要です。

1. 自分のスキル棚卸し

以上

現在勤めている企業で自分の仕事内容、スキルを第三者の目で

謝辞：

冷静に分析し企業の看板が無くなったときに自分で何ができる

今回の私の再就職にあたり、同窓会会長；丁野さん、電気科；野

か、自分の何を売り込めるかを分析して、スキルの棚卸しをする

村先生、テクノフェロー；多賀谷先生、鈴木会長（就職直後に来

ことが大切です。当然、就職活動ではスキル棚卸しリストが必須

社されフォローもしていただきました）ほか多くの皆様にご尽力

となります。

いただきましたことを深く感謝すると共に、心より御礼申し上げ

2. 生活に必要な資金計画、シュミレーション

ます。
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高知高専卒業生からの声

故郷高知に
U ターンして
高知高専 O B
工業化学 科
伊藤

高

第１期生

楯男

知高専卒業生の皆さん。元気でお過ごし、ご活躍の

専時代に色々な事を体験した事が潜在力になっている様に

事と拝察致します。

思います。						

私は化学一期生の伊藤です。この度「定年を迎えて」の

さて、これから本格的に団塊の世代である皆さんの定年

テーマでの執筆のお話を頂きました。昭和 42 年春の卒業

に伴う動向に関心が持たれております。年金支給の変動等

時から就職・定年、そして退職から現在に至るまでに得た

により定年延長等、就業規則の見直しもあり多少の変動も

雑感を述べてみたいと思います。

ありましょうが退社後の生活をどのように過ごして行くか

私は既に定年を迎え昨年秋に故郷である土佐町にＵター

は、ほとんどの方は決められて定年後の新たな人生に、夢

ンして 94 歳になる母親のそばに居を構え田舎暮らしをし

と希望を持っておられる事と思います。そして、多くの方

ております。「晴耕雨読」で趣味の写真や山歩き、家庭菜

は現在の拠点に住居を構えられていて、その地に留まる計

園等を楽しんでいます。

画でないかと思いますが、故郷が懐かしくＵターンを計画

この春より「年金」を受給しておりますが年金だけでは
趣味にまでの余裕はなく週に３日程半日だけアルバイトを

されている方、まだ迷って悩んでいる方もおられるのでは
ないかと思います。

して補っている現状です。それでも現役時のストレスから

故郷高知では ( 社 ) 高知高専テクノフェローでの地元企

完全に開放され、それなりに充実した日々を過ごしていま

業へのマッチングも始まっていて、皆さんを貴重な人材と

す。							

して高知の地場産業活性化の為に生かして頂きたいと思っ

岡山県に就職し本社で 10 年余り製造、技術開発、客先

ています。起爆剤になって頂くことを期待しています。是

である全国の製鉄所への技術サービス等の仕事に従事し、

非とも今まで得られた知見を注ぎ込んで、もう一花咲かせ

その後、営業部に移り新日本製鐵㈱大分製鐵所を担当する

て下さい。				

営業所で約７年、住友金属工業㈱鹿島製鉄所を担当する営
業所で約 21 年勤務し定年を迎えました。
「自社製品を買っ

最後に帰省してからの自慢話

て頂く」為に如何に営業活動するかが就業後半（約 30 年） （その１・写真）
の業務となりました。
技術から営業への転換はメーカーではよくある事ですが
ユーザーさんの幹部から現場の皆さん、また同業他社の

県展２回連続入選、オールドパワー展（褒状）、嶺北美術
展（特選）
（その２・山歩き）

方々等幅広い皆様方との人間関係をより良く築き、維持し

石鎚山系３回、 剣山、梶ケ森、工石山等に登る

ていく事に苦労致しました。何度となく壁にぶち当たりま

皆さん故郷高知に帰って来ませんか！！！

したが何とか無事に定年を迎え現在に至っております。高

山に登りませんか！！！
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待っていますよ！！！		

高知高専卒業生からの声

定年を間近に控えて
高知高専 O B

電気工学科

第１期生

松下エン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社
浅間

先

晋一

日携帯電話に留守電が入っており確認をすると電気

来大変懐かしい思いがしました。お聞きすれば今年３月に

工学科の野村先生からで、懐かしい想いと、何のお

は定年で退官との事、なにか淋しい気がしております。

話だろうと云う少しばかり複雑な気持ちで電話をしました

私も昨年 4 月に 60 歳を迎えましたが本年 6 月には卒業

ら、テクノフェロー会誌に、「定年を迎えて」近況、故郷

する予定です。現在東京で単身赴任生活 10 年目を迎えて

高知への想い等のテーマで寄稿をお願いしたいとのお話で

おり肉体的にかなりくたびれてきています。（精神的には

した。お引き受けしたもののいざ書こうとすると、何か変

まだまだ元気なつもりですが）来年には女房の待つ？奈良

に構えてしまってなかなか思うように書けないものだな

へ帰る予定をしていますが自分の居場所があるかどうか…

と、改めて自分の文章表現力の無さを感じています。

高知には歳老いた母が一人で元気に暮らしていますが何分

昭和 42 年に高知高専を卒業して、40 年近くなりますが、

高知に遠いものですから帰郷してもなかなか学校の方に足

今まで社会人となって余り自分の走って（そんな気がして

がのびなくて申し訳なく思っております。卒業すれば時間

います）来た道を振り返ることも無かった様な気がします。

的余裕も出来ますのでテクノフェローの活動も含めて学校

今回の此の機会にいろいろ想いをめぐらせていますと高専

にも故郷にも恩返しが出来ればいいなと自分勝手に考えて

時代の懐かしい思い出、社会人となっての楽しかった事、

います。

苦しかった事などさまざまな思い出がついこの間のように
次々と浮かんできます。

こうして思うままに書いて行くうちにだんだん自分の定
年後の生活に不安を覚えています。ご他聞にもれず私も典

高知と徳島の県境の甲浦の中学を卒業して当時バスで 6

型的な日本のサラリーマンタイプで仕事以外で趣味といえ

時間かかる高知市内の桟橋通りに下宿して旭の学校に通う

ばゴルフ、マージャン位のもので、会社勤めの間は仲間が

事から私の高専生活がスタートしました。右も左もわから

いるからいいのですが、仲間もだんだん居なくなり又年金

ない 15 歳の少年が都会で一人暮らしを始めたのですから

生活で金も今までの様につかえない中で自分自身生きて行

最初はかなりのホームシックにかかったのをおぼえていま

けるのだろうかなどと今になって反省したり、心配したり

す。幸い友達にもめぐまれ旭での 2 年間と物部の現在の

しています。（少し大げさ？）

場所に学校が引っ越して卒業までの 3 年間、楽しく学生

定年後は高知で生活をする予定は今の所ありませんが、

生活を過ごす事が出来ました。特に物部での 3 年間は校

歳をとるに従って故郷高知に対する想いは強くなって来て

舎もグランドも整備出来ていない状態からのスタートでし

いますし、高専時代の仲間、母親、女房の家族もいますの

たから先生も学生もフロンテイア精神に燃えていた様に思

で奈良、高知を行ったり来たりの生活ができたらいいなと

います。良く遊びもしましたが勉強も皆な良くしていた様

思っています。

な記憶があります。私たちが学生時代にお世話になった教

最後にテクノフェローのすばらしい活動への賛同者が

官で現役で活躍されているのは野村先生だけだと思います

益々多くなり大きく発展していくことを願うと共に、高知

がその野村先生と思いがけなくも電話でお話をする事が出

高専の今後益々の発展を願ってやみません。
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高知高専卒業生からの声

近況報告と U ターンへの思い

高知高専 OB
電気工学科
第 7 期生
岡村

ま

憲夫

ず、私の高知高専を卒業してから現在までの経緯を

在のこの地を離れることが何を意味するか考えてみます

述べます。

に、問題となるのは私を取巻く人間関係でしょうか、仕事

昭和 48 年電気工学科卒業後、三井建設㈱に入社し建設

はもちろん趣味などで親しく付き合っている方々と疎遠に

会社の社員としては数少ない電気技術者として大阪支店機

なること。例えば私には 16 年続けている詩吟があります

電課に配属、以来約 15 年間機電技術者として、トンネル、

が、老後の一つの生きがいと思っています。詩吟は高知で

シールド、発電所等の現場勤務（主に電気設備及び機械設

もできますが、現在の仲間との交流は切り離せないものも

備の計画・管理業務）を経て、その後内勤業務として電気

あります。そしてまた家族の理解を得られるかどうか・・・・

主任技術者及び購買関連の職務に就き現在に至っていま

テクノフェローの人材コーディネートの利用を考えるの

す。
会社は昨今の事情により平成 13 年に住友建設㈱と合併

らみ・制約を抱えている方が多く簡単に事が進まないので

し、現在の社名は三井住友建設㈱となっております。その

はないでしょうか。やはり 30 代、40 代のころから、将

間、転勤することもなくずっと大阪支店勤務であり関西が

来のＵターンを常に見据えた上で、県外での生活、企業活

第二の故郷のようなものです。

動に従事することも必要な課題ではないでしょうか。

次に現況ですが、ここ数年いろんな意味で世間を騒がし

とは言え、ここ何年かで、間近に迫った第二の人生の選

ている厳しい環境下のゼネコンに在り、リストラの嵐の中

択を自分の周りの環境をも考慮した上で、真剣に考えてい

周りでは早期退職等の話題も出て他人事でもなくそろそろ

かなければならないと思っております。

第二の人生を考えなければならない時期でもあります。
そこで、このテクノフェローの事業の活用は大きな選択
肢の一つではと考えます。やはり、生まれ育った故郷であ
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に、50 代になって突然考えるのでは、前記のようにしが

最後に夢！
生きて来た者はこれから生きてく者に、あらゆることの
本質を伝えることが使命ではないでしょうか。

り、どんな時にも高知は心の中にあり常に愛着心を持ち地

企業では次の時代を背負う若い世代に技術の継承を、そ

元の発展をも願っていました。そういう気持からも第二の

して学校の先生は生徒に、親は子供に……。テクノフェロー

人生は高知の発展ために、役立てれば幸い、いや使命かと

が求めるように我々の学んできたものを次の時代に伝達で

も考えます。

きたならこんな素晴らしいことはないでしょう。

テクノフェローのネットワークを早急に確立していただ

私の夢は地域での子供達の教育の一端に携わりたい・・・

き、我々でどのような企業にどんな形で参入できるか多く

日本の伝統、地球環境などを通して、地球に優しくそして

の情報を得たいものです。

人に優しい子供達を育て、環境破壊をなくし異常なまでに

Ｕターンすることへの思い・悩み

多くなった犯罪・事件を減らしたい・・・。そういったこ

ここで思うことは３０年以上仕事と生活の基盤とした現

とに僅かでも貢献できれば、と考えているこの頃です。

高知高専卒業生からの声

企業生活と
定年後への思い
高知高専 O B

工業化学科

コニカミ ノ ル タ オ プ ト ㈱

私

第 9 期生
武田

幸俊

は 1975 年に当時の小西六写真工業へ入社しまし

すが、“品質に関わる”顧客担当です。要はクレーム処理、

た。“コニカカメラ”、
“さくらカラー”
“複写機のユー

しかしこう表現すると後ろ向きに聞こえてしまいますので

ビックス”を生産販売している会社です。その後社名をコ

表現を変えると、クレームの出ない様に品質 / 顧客との取

ニカに変更、更にミノルタとの統合でコニカミノルタとな

り決めを明確にし、維持させる業務です。この様な業務を

り、2006 年 3 月にはカメラ、フィルムのコンシューマー

行っている関係で、海外を旅行するだけではなく、直に現

市場からの撤退により、完全に B to B( 会社対会社 ) を生

地の人たちとふれあう機会を多く持つことが出来ていま

業とする会社に変身しています。

す。中国は当社工場なので勿論ですが、マレーシアでも作

私自身は長らく複写機関係の部門に所属していました

業を行ってもらうために、マレー語の少し位は判る様にな

が、2002 年に ISO9001 認証取得のため光学製品の部門、

りました。おかげでマレー語と沖縄で同じ意味で“チャン

現在のコニカミノルタオプトに転籍し、認証取得後はデジ

プルー”と言う言葉が使われていることや、テレマカシー

カメ、カムコーダーのレンズユニットを生産している職場

( ありがとう ) に返されるサマサマ ( どういたしまして ) と

の品証 G との兼任をしています。

いう美しい言葉に出会ったりする事が出来ました。

この部門は中間品が製品であり顧客はデジカメ、カム
コーダーのメーカー各社です。私は、有る顧客の主担当

写真は仕事を手伝って貰った現地の人たちとの記念で
す。

として CS 業務を担当しており顧客と当社の工場のあるマ

これらの国々を行き来して感じることはめざましい発展

レーシア、韓国、中国を月に二度位の頻度で行き来する毎

と、人々のどん欲さです。中でも中国は２ヶ月行かないと

日です。顧客担当というと営業との分担が判りづらいので

町の様子が変わってしまいます。日本でも高度成長時代に
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高知高専卒業生からの声

“生き馬の目を抜く”との表現がありましたが、正にこの
状態です。優秀な人たちがどん欲に勉強、事業を行い、ス
テップアップを図っているのです。

私もあと八年で定年を迎えます。現時点で定年後の計画
として品質 ISO/ 環境 ISO の審査員を考えています。品質

現在、会社員の賃金はマレーシアで日本の 1/10、中国

の審査員資格は既に持っており、定年までに環境も取ろう

で 1/20 位だと言われていますが、この賃金の人たちが猛

と考えています。しかし、昨今の状況から将来は審査員余

烈に勉強してスキルを上げてきています。この為一部の地

りが起こってしまうことも予想され、他の道を考えること

域では、既に労働集約型の産業からハイテク産業へと移行

も必要かと思います。その時自分が出来ることは何なのか

が始まっています。昨年の高知高専テクノフェロー機関誌

を定年までの時間がある程度十分な時点で考えておく必要

に北添高知県産業振興センター理事長の“外注品を県内企

があると思います。幸い当社では 47 歳の時に“定年後の

業に出さない”某社長のお話が載っていました。日本国内

生活を考える”講習が義務づけされており、フィナンシャ

の企業で”安くて精密で納期の遅れがない製品を供給する”

ルプランナーの指導で定年後の生活設計を行うことが出

との評価を頂けるハードルが高くなっているのです。この

来、定年までの時間をより有効に使うことが出来ます。一

評価を貰えない企業は下手をすると、国内でしか供給出来

般的に日本企業に長く勤めて身に付く、部門間の調整に関

ない第三次産業以外から駆逐されてしまうかも知れないと

わる能力は会社が違うと役に立たない場合が多いと思いま

の危機感を感じます。

す。一人で放り出されたときに“これが出来ます”と言え

日本の企業は競争力を強化するためにアジアへの展開、
技術移転を進めてきましたが、今やこれらの企業が競争相
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手になってきていると感じます。

るスキルを持つことが、転職も含めた第二の人生をよりア
ドバンスのある物とするために不可欠だと思います。

高知高専卒業生からの声

私の就職活動と
（ 社 ）高 知 高 専
テクノフェロー への期待
高知高専 OB
機械工学科

第 26 期生

トステム㈱勤務

西村

圭一

は 1992 年３月に高知高専を卒業し、豊橋技術科学

職という目から見ると更に厳しい状況でした。大学が豊橋

大学へ編入、1996 年に社会人となり現在ちょうど

にあるためか三河地方の会社が比較的多く、四国四県の県

十年目を迎えます。会社では、新しいモノづくりを研究す

名はほとんど無し。県内企業・四国内企業を選ぶにも選び

る部署で日々忙しい中にも充実感・達成感が味わえる恵ま

にくい状態でした。

私

れた環境で仕事ができています。

分厚いリクルート雑誌も手元に何冊か届き資料請求が簡

今回、原稿を書くにあたり、高知で働くか否かを決める

単にできるような環境でしたが、その中ではなかなか高知

ことの大きなポイントとなる就職活動について思うことを

県の企業が目に入ってくることが無い状況でした。最終的

書いてみました。高知高専に入学以来、私は就職について

には仕事の内容を最優先に就職先を決めて現在に至ってい

真剣に考える機会が二度ありました。一度目は高知高専卒

ます。

業時、二度目は豊橋技術科学大学卒業時です。
就職して十年経った今、自分の判断に対して後悔を感じ
まず高知高専での就職活動

ることはありませんが、子供と一緒に帰省したときなどに

結果的には進学を選びましたが、四年生の時に初めて進

は素直に高知の自然の中で子育てしたいなあ、とも思いま

路を考えた時には就職しか頭にありませんでした。もちろ

す。川で泳いだり、トンボを捕まえたりということは今住

ん県内就職希望、無理ならしかたなく四国内希望。

んでいる千葉でもできるのですが、川の透明度は全く違い

意気込んで友人数人と廊下横のキャビネットにあった求

ます。トンボの種類・数も違います。そして、高知で離島

人案内を見に行き、ファイルに綴じられた各企業の職種、

へ泳ぎにでも行ったものならその海は本当に別世界です。

所在地そして初任給．．．、今思えば数少ない情報量ですが
一社一社じっくりと視ていったのを覚えています。ところ

現在は県外で働いているけれども、働く場所さえあれば

が圧倒的に関東、近畿そして中部の企業が多く、「高知、

高知に住みたい、と思っている人は結構いるのではないか

愛媛、香川、徳島」の文字は本当に少ないなぁ、と感じま

と思います。しかし、前にも書いた通り情報がなかなか得

した。当然ではありますが仕事内容も県外企業の方が職種

らません。

も多く選択幅が広がっていました。結局は進学を選んだの
ですが、もし就職をするように決断したとしても、あの情
報の中で県内企業に就職したかどうかというと、県外の企
業を選んでいたのではないかと思います。

私も含め、その様な方々にとって高知高専テクノフェ
ローは期待できる存在です。
高知高専テクノフェローの活動の一つである「高知高専
卒業生の人脈を活用した人材コーディネート」は私たちに
とって今後の「働く場所・住む場所」を決める大きな選択

そして豊橋技術科学大学での就職活動

肢の一つになると思います。ぜひ良い情報の発信源となっ

四年ぶりの就職活動です。ところがここでの実態は県内就

て下さい。期待しています。
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レーザーを用いた
製造技術
に関する研究
高知高専電気工学科

私

助教授

池上

は株式会社東芝に８年間勤務した後，2005 年 4 月

研究内容の紹介

に高知高専に赴任して来ました．企業では，レーザー

①水中レーザーアニール技術

浩

を用いた半導体デバイスの製造技術開発を行っていまし

TFT 液晶ディスプレイと同一基板上にコンピュータを

た．現在，半導体デバイスにはレーザーを用いた製造技術

形成するシステム・オン・ディスプレイを実現する為には，

はそれほど使われていませんが，近年，半導体デバイスの

ガラス基板上の薄膜 Si の凝集を抑制しつつ結晶化を促進

チップ分割工程や薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）に形成され

する熱処理（アニール）技術の確立が必要となります．近年，

ている薄膜 Si の熱処理工程に利用されて来ています．さ

ナノ秒 (10-9 秒 ) 程度の短い時間内に高輝度のレーザー光

らに，Si ナノ粒子やカーボンナノチューブ等の新機能材

を薄膜に照射し，薄膜が凝集する時間的猶予を与えずに熱

料の生成に関する基礎研究も盛んに行われており，今後は

処理を行なうレーザーアニール技術が注目されています．

半導体デバイス分野においても重要な製造技術になると予

私達は，より薄膜の熱処理に適した技術として，水中でレー

想されます．

ザーアニールを行う技術 ( 水中レーザーアニール法 ) を提

私は，高知高専に赴任してからも，企業と共同研究を行

案しています．

いながら，レーザーを用いた製造技術開発に関する研究を

水中でレーザーアニールを行うと，膜表面から水中への

行っています．高知高専での研究はスタートを切ったばか

熱拡散が生じ，膜表面での温度上昇を抑制する事で溶融し

りですが，ここでは新たに始めた研究内容を紹介したいと

た膜の流動を低減し薄膜の凝集を防ぎつつ熱処理を行な

思います．

い，Si の結晶粒の増大化が達成できます．私達が有効性
を確認した水中レーザーアニール法は，薄膜 Si の結晶化
工程のみならず，様々な薄膜の熱処理工程への適用が期待
されます．今後は，新たな応用技術への適用も目指しなが
ら研究を行ないたいと考えています．
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レーザー照射装置

② Si ナノ粒子製造効率向上への試み
NAND 型フラッシュ・メモリーの微細化が進行すると，

獲した Si 粒子が発光特性を示す事を確認しています．今
後は原子間力顕微鏡等を用いて捕獲した Si の構造を分析

メモリ内で「記録」に寄与している電子数が減少し，ごく

するとともに，より効率の高い捕獲方法を探索し，生産技

僅かな電子が流れ出るだけでデータ読み出しができなくな

術としての確立を目指していきます．

る問題が生じます．その解決方法として，記録に用いられ
ている電極材料を現在の多結晶 Si から Si ナノ粒子にして
電極材をナノメートルサイズで小さく分割する事で，局所
的に電子が流れ出る事による影響を低減する技術が注目さ
れています．

今後の活動方針
現在研究室には，レーザー照射装置，クリーンブース，
酸ブース，金属顕微鏡及び原子間力顕微鏡が有り，レーザー

上記技術の達成には，Si ナノ粒子の量産技術の確立が

照射実験，薬液処理及び構造分析を研究室内で行っていま

必要です．希ガス中で Si 基板に高輝度のレーザー光を照

す．今後はこれらの装置を利用したテーマに幅広く取り組

射し，放出された粒子中に存在するナノ粒子のみを選択回

んでいきたいと考えています．分析技術に関する経験もあ

収するレーザーアブレーション法は，分級装置を用いる事

りますので，何かありましたら気軽にご相談下さい．

による生産性の低下が問題となると考えられます．水中で
Si 基板にレーザーを照射すると，照射領域近傍で気泡が
発生します．私達はこの気泡と水の界面に Si ナノ粒子が
多数存在すると考えました．この考えが正しければ，気泡
を捕獲することでナノ粒子を効率よく生成できます．
現在，水中に設置した Si 基板にレーザーを照射して発
生した気泡内に存在する Si 粒子の捕獲に成功し，その捕
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環境に優しい電子デバイス用
高分子材料の開発
高知高専 物 質 械 工 学 科

助教授

堀邊

英夫

１．最初に

私

は 2003 年 3 月まで、三菱電機（株）先端技術総合
研究所で高分子材料の研究開発に 20 年近く携わり，

２．堀邊研究室の紹介
私の研究室では，
「電子デバイス用リソグラフィー」，
「導

同年 4 月より縁あって高知高専物質工学科でお世話になっ

電性複合材料」，「紫外領域で透過特性の良好な高分子材

ています。こちらには，家族といっしょにやってきました。

料」，「オゾン / レーザー / 水素ラジカルを用いた有機物除

関西出身で高知には残念ながら地縁はありません。休みの

去」など電子デバイス製造のための高分子材料の開発を行

日には，海や川に行き，いつもそのすばらしさに感嘆させ

なっています。特に今回は「オゾンを用いた感光性樹脂（レ

られます。また，小夏，新高なし等の季節にあったフルー

ジスト）除去」について紹介したいと思います。

ツ，カツオのたたきなどをおいしく頂いています。

液晶ディスプレー (LCD) や半導体の製造工程では，基
板にレジストを塗り，これに光を当て露光部分を溶剤で
溶かすなどして回路形成を行います。LCD の場合，不要
になったレジストの除去にはアミン系の薬液を使ってい
ます。こうした工程を数回から 20 回程度繰り返し微細パ
ターンを形成し，最後に不要になったレジストを除去しま
す。開発した方式は水蒸気含有オゾンでレジストをカルボ
ン酸に分解し，その後純水によって溶解・除去します。高

堀邊研究室のメンバー（男ばかりの最強集団）
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2004 年 10 月 2 日付高知新聞

価で有害なアミン系薬液を使わないためコストは
5 分の 1，環境負荷は 10 分の 1 に低減できます。
平成 16 年度「産業技術研究助成事業」
（NEDO）
に採択され，3 年間で 5200 万円の助成を受けて
います。これは，環境に優しく実用化の可能性が
高い技術という理由からで，環境部門のトップで
採択されました。日経新聞，高知新聞にも紹介さ
れました。
他にも，プリント基板用レジストをニッポン高
度紙工業と研究しています。高知女子大学の團野
先生とは，有機ガラスと呼ばれるポリメチルメタ
クリレートとフッ素樹脂であるポリビニリデンフ

液晶 (LCD) や半導体製造に使用されるレジスト（感光性樹脂）

ルオライドをブレンドし，結晶構造の制御を行い
紫外線透過特性の向上を図っています。

３．アジア勢台頭の中での今後の産業のあり方

するため，日本企業は今後もアジアの人件費の安い地域に

以前，韓国のメーカと共同開発を行い韓国に

生産機能を移すことになり，製造業の空洞化はより進むこ

数ヶ月間滞在しました。韓国では，日本と同等以

とになると思われます。これに対抗するには，よく言われ

上の性能を有する LCD や半導体を製造していま

ることですが，新規な研究開発しかないでしょう。アジア

した。日本に比較し，物価は半分程度で，賃金も

勢が台頭する中，今後の日本の研究開発のあり方や工学の

安いです。すなわち安い人件費で同じ物を生産さ

方向性などについて，学生とともに考えていけたらと思っ

れれば，日本の製品は売れないことになり，実際

ています。

にその傾向にあります。世界的な価格競争に対抗
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中核人材育成事業

平成 18 年度・産学連携製造中核人材
育成事業報告
高知高専

プロジェクトコーディネーター物質工学科 戸部 廣康

「金属加工分野における高い技能・技術と生産管理能力
を備えた中核人材の育成」について
１．本事業の目的
本事業は経済産業省からの２年間（平成１７，１８年度）の委託事業ですが、１９年度以降は自立化（委託費無し）し
て継続致します。この２年間は、高知県内製造業の中核を占める金属加工業の技術人材を育てる為に、製造現場のニー
ズを取り入れた人材育成プログラムを開発し、中核人材を核とした製造業の振興を目指してきました。又、事業の成果
として、座学、実技、インターンシップを組み合わせた実践的な技術教育課程を高知工業高等専門学校に設け、切削・
研削などの加工技術をベースに、現場適応力や生産管理能力を備えた中核技術者を育てる事を目的として実施しました。
平成１９年度以降も同じ思想で継続実施する予定です。

２．本事業の概要
県内金属加工技術の現場で 10 年程度働いておられる 30 代～ 40 代の中堅技術者の方を受講者としました。１科目４
週の授業や実験・実習は土曜日に行い、期間途中 1 ヶ月間は他社の生産現場に出向いて企業間インターンシップを行い
ました。履修期間は 8 ヶ月で、定員 12 名の少人数教育でした。①切削、研削など当事業が対象としている技術の理論
を身に付けた人材 ､ ②図面が解読でき、状況に応じた現場対応力を備えた人材 ､ ③生産管理についての知識があり、常
にコスト意識を持って業務を行う事ができる人材 ､ ④理論や技術面などで若手技術者を指導、育成できる人材の育成を
目指しました。受講生が日常の業務の中で培った自己の技術を体系化し、「Ｈ ow から Why まで」が分かる、実践的技
術者を育てる事を目標としました。
授業科目は、「工業材料と設計」、「CAD と製図」、「加工技術と情報処理」、「生産工程の設計と生産管理」、「ドキュメン
ト作成とプレゼンテーション技術」の 5 科目であり、さらに「企業間インターンシップ」も実施しました。

３．本年度の実施状況
平成 17 年度（受講生：11 名）に引き続き、平成 18 年度（受講生：12 名）も実施し、定められた教育プログラムを
終了し、12 月 2 日（土）に修了式を挙行しました。更に、1 月 26 日（金）に開催された高知県工業会の賀詞交換会に
おいて、平成 17 年度生及び平成 18 年度生に対し、( 社 ) 高知県工業会鈴木会長から認定書が手渡されました。

４．本事業の自立化に向けて
本事業への予算は今年度 3 月で打ち切られ、4 月からは自立化が求められています。この 2 年間の実績及び反省点・
改良点を加え、4 月からの自立化を目指しております。受講生の負担軽減を考慮し、高知高専に「製造中核人材育成講座」
を設けて、公開講座の形態で受け入れる計画です。カリキュラムは初年度「プラクティカルコース」、次年度「アドバン
ストコース」とし、2 年間にわたる受講が可能な内容構成と致します。皆様からのご支援をお願い申し上げます。

事業体制
【管理法人】高知工業高等専門学校
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・高知県

高知工業高等専門学校

〒 783-8508 高知県南国市物部乙 200 番 1
第 2 回（平成 18 年度）受講生修了記念

・
（財）高知県産業振興センター

国立高等専門学校機構

・
（社）高知県工業会

高知県工業会会員企業

【 行政機関・公的団体】
・
（社）高知高専テクノフェロー

・高知工業高等専門学校

・高知工か科大学

・ポリテクカレッジ高知

【大学等教育機関】
・高知県工業技術センター

S
K
K

・
（株）泉井鐵工所

・
（株）

・
（株）垣内

・
（有）坂本技研

・
（株）スエジー

・
（株）中央精機

実験実習風景

・ミロク機械㈱

【民間企業】

E-mail：kikaku@jm.kochi-ct.ac.jp

TEL(088)864-5620

FAX(088)864-5536

URL：http//www.kochi-ctac.jp

人材コーディネート事業

企業等 OB 人材の活用
−地域の現状と
OB の生き甲斐−
( 社 ) 高知高専テクノフェロー
理事

多賀谷

宏三

団

と情報の収集・整理・開示が重要な作業となります。この際、
塊世代の高知工業高等専門学校卒業生の皆様方お勤め本当
OB 人材に対する PR 活動が必要であり、個人情報の問題なども
にご苦労様です（でした）。
あり時間を掛けた地道な対応が必要となります。また、地元企業
既に退職され悠々自適の生活を送っておられる方、まだしばら
の雇用制度の見直し、OB 人材有効活用法の検討、OB 人材受入
く同じ勤め先で継続勤務される方など色々なケースがあると思わ
風土の醸成及び行政による優遇制度・斡旋制度などの受入制度の
れますが、大部分の方は 60 才で現在のお勤めを止められ第二の
整備、課題の共有化等が要求されます。これらには国・県・市町
人生を始められることでしょう。
村の中長期的施策がベースにあることが必須条件です。
昭和 22 年から昭和 24 年生まれのいわゆる団塊の世代の人数
さて、題字の中の“生き甲斐”というのはどのような意味でしょ
は 690 万人と言われ全人口の 5.4％を占めています。また、平成
うか？
40 年頃には我が国の人口構成は完全に逆ピラミッド型になると
Abraham Harold Maslow によると、人間は何らかの欲求を持
予想されており、労働人口・年金問題など大きな社会問題になる
ち、人間の行動はこの欲求を満足させるためのプロセスであり、
ことは明白であると言われています。この世代は、ビートルズや
その人間の欲求には５段階あるとする“欲求階層理論”を提唱し
グループサウンズの時代に育ち、競争社会・終身雇用・年功序列・
ました。その５段階の欲求を次の様に解説しています。
企業への忠誠・バブル崩壊・リストラなど日本の経済や会社組織
に関する話題の中心におられた方々です。そして大都会で仕事を
①生理的欲求（physiological needs）
された団塊世代の特性として、社会貢献意欲及び自己実現意欲が
生理的体系としての自己を維持しようとする欲求であり、具体
大きい、自然回帰志向が強い、また人脈・情報源が多い等が挙げ
的には食べ物・水・空気・休養・運動などに対する欲求である。
られます。
②安全・安定性欲求（safety-security needs）
団塊世代の大量退職による組織における損失として、直接的な
安全な状況を希求しまたは不確実な状況を回避しようとする欲
マンパワーの減少と共に、長年培った技術力・経営力とマニュア
求である。
ルには表せない主観的な暗黙知や人脈などの伝承が困難となるこ
③所属・愛情欲求（belongingness-love needs）
と、退職給付金負担増・企業収益低下などが挙げられ、特に製造
社会的欲求（social needs）とも言われ、他人と係わりたい、
業に於いては強い危機感があります。さらに、国家的にみると年
他者と同じようにしたいなどの集団への帰属を希求しまたは友
金・保険等社会保障費負担の増加も大きな社会問題となっていま
情・愛情を希求する欲求である。
す。また、プラス面の効果として、企業における雇用過剰感の解消・
④尊敬欲求（esteem needs）
人件費の削減及び社会的な個人消費の活発化等が挙げられ、いず
他人からの尊敬や責任ある地位を希求しまたは自律的な思考や
れにしても大きな社会的変革期に直面していると考えられます。
行動の機会を希求する。具体的には、自分が集団から価値ある
これに対し我が国の政府は、平成 16 年６月に「改正高年齢者
存在と認められ、尊敬されることを希求する認知欲求である。
雇用安定法」を公布し平成 18 年４月までに定年年齢の引き上げ・
後者は自律欲求（autonomy needs）と呼ばれる。
継続雇用制度の導入などの施策を実施しようとしていますが、高
⑤自己実現欲求（self-actualization needs）
年齢者確保措置の状況は企業規模が小さいほど良くないのが現実
自己の成長や発展の機会を希求しまたは自己独自の能力の利用
のようです。
及び自己の潜在能力の実現を希求する欲求である。自分の能力・
この様な状況のもと各都道府県は、地方の活性化・過疎化の抑
可能性を発揮し、創造的活動や自己の成長を図ろうとする欲求
止・人口増などを狙い、UI ターンによる団塊世代の移住促進を
である。
図っていますが、高知県に於いても人口が 80 万人を割っている
この様に人間の欲求は高次元に達するにつれ“自分の特性を活
現状で、経済効果も含めこれら深刻な課題を少しでも解決すべく、
かし自分ならではの花を咲かせる”ことを希求するようになり、
OB 人材の帰郷就労が切に希望されております。
“夢や目標”と“役立っていると思う気持ち”が一致し、“自分が
ところで、期待される OB 人材とはどのような方でしょうか？
その場になくてはならない存在”と他人から認められるとき、人
既に述べましたように、団塊の世代の方々は社会貢献意欲及び
間は生き甲斐を感じるのではないでしょうか。つまり真の生き甲
自己実現意欲が大きいという特性があり、これに加えて高度な技
斐は絶えず自分の将来を見据え自己を実現させ自律的に挑戦し続
術力・経営力・技能・リーダーシップなどを持ち合わせておられ
ます。しかし、高知県内の企業は団塊の世代が属された組織とは、 ける過程に存在するのではないでしょうか。
高知高専 OB の団塊の世代の方々は既にこの最終の段階に達し
その組織の歴史・風土など事情が異なるケースが多いと思われま
ておられる方々です。その自己実現の場を古里高知に求めて頂き、
す。したがって OB 人材の能力を最大限に発揮して頂くには、高
古い歴史、温暖な気候、豊富な地理・文化の中で古里高知の発展
知県内企業の実情に応じた応用力・柔軟性・順応性が要求され、
“同
に寄与しつつその目標を達成して頂ければ高知県に住む者として
じ目線”で物が言えることも必要でしょう。
この上ない喜びです。
OB 人材の有効活用に関する課題について触れます。
UI ターン者の確保が最大の課題ですが、人材ネットワーク作り
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土佐のいごっそう起業家の回想

「高知に起業して」
パシフィックソフトウェア開発㈱
中谷

当

正彦

社は、1972 年、私が 27 歳のときに創業しました。

経営は当然のことながら苦難の連続で、無知、無計画、無

それまでの私は、大阪の中小ソフトウエア会社で技

謀が相まって大変なこととなったのはいうまでもありませ

術者として勤めていました。当時は、大学へ進学して技術

ん。そんなどうしようも無い私が何とか 35 年間やって来

者を指向するということは、高知へ帰ってこない（帰れな

れたのは、設立当初から 10 年間近く仕事を出して頂いた

い）ということで、親や周囲も暗黙の内に納得せざるを得

前勤務先、給料もまともに払えない状況で必死になってが

ないことでした。したがって、こと就職に関しては地元か

んばってくれた社員さん、自分の結婚資金を何も言わずに

県外かというような選択肢は頭っから無く、私も当然のよ

貸してくれた友人、食・住を提供してもらった両親、家賃

うに大阪で就職したのです。その後、家庭の事情で高知へ

を何ヶ月も滞納しても「かまんかまん、いつでもええぞ」

帰ってきたのですが、私の好きで得意な技術を活かせる企

と言ってくれたビルの大家さん、直接・間接にご支援いた

業が無い、ソフトウエア会社も当然無い、という状況でし

だいた行政や地域社会など、数えきれない皆さんから頂い

た。結局、自分の好きな仕事をする場は自分で作るしかな

た、筆舌に尽くしがたいご支援やご指導のおかげでありま

いと考え、起業することを決心しました。

す。

それまで、技術しか経験のない者が会社を作るのですか

現在当社の仕事は、99％県外主要マーケットからの受

ら、今振り返ると、考えられない様なあきれた事、また笑

注ですが、本社を高知というローカルに置いてこの様な事

い話の連続でした。会社の設立登記に関しては、株式会社

業展開をするには、当然ハンディキャップはあります。し

というものを知るため（金が無いのも理由）全て自分でや

かし、当社は設立以来、ただひたすら、これらのハンディ

りました。そのため、法務局から差し戻された付箋だらけ

キャップは技術力 ､ 企業力で克服できるはずだという信念

の書類と格闘しながら 2 ヶ月も要しました。一番困った

のもと、これをエネルギーの源泉として、事業展開をして

のは会社定款の事業目的で、「コンピュータソフトウエア

きました。

の製造及び販売」を、法務局は前例が無いとの理由で「コ

また、当社はこのような事業展開の中でも、決して地域

ンピュータソフトウエア」を日本語に直せと言うものでし

企業であるということを忘れたことはありません。我々は、

た。結局「電子計算機の利用技術」として、やっと通して

この主要マーケットで培われた技術や企業力で、大好きな

もらいました。

高知、我々を育んでもらった故郷高知のために、いささか

また、営業に行っても、布団屋、ユニフォーム屋、服地

なりともお役に立つことができる地域企業として存在した

屋などと勘違いされ、ソフトウエアというものがほとんど

いと願ってきました。これが、地域に立地、存在している

認識されていない時代でした。その上、県内で稼動してい

ゆえんであり、また当然の責務であると思っています。

るコンピュータはほとんど無く、あってもメーカや系列ベ

当社は、これからも地域において存在感のある、真にお

ンダーがサービスを行っていて、仕事は皆無と言っていい

役に立てる企業となるため、これまで以上に主要マーケッ

状況でした。

トで技術力や企業力を高め、地域企業としての誇りと使命

このように、何の計画も無く、ただ自分の好きな仕事を
したいというだけで起業したわけですから、その後の会社
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を忘れることなく、進んでまいりたいと思っています。

土佐のいごっそう起業家の回想

「いい加減」
株式会社

高知豊中技研
嶋崎

私

誠史

が高知豊中技研の前身の豊中技研高知工場を始めて

高知に三菱電機の半導体工場が出来る時で、その関係で話

から、早いものでもう 20 年を越してしまいました。

が私のところにやってきたわけです。またまた、仕事の浮

高知豊中技研を設立したのが 1990 年ですから、こちらも

気心が動きました。ともかく半導体という言葉は、聞いた

もうすぐ 20 周年ということになります（それまで会社が

ことがあるがどんなものなのかは皆目わかりません、とい

あればの話ですが）。

うレベルでしたから、マスフローなどというものがわかる
筈は無い。ただ、当時の社員の中に、大学で電子工学を学

私は現在の高知豊中技研を始める前は南国市の木材団地

んだ人間や、高知工業出で機械にはめっぽう明るい者な

で家具の製造をやっていました。さらにその前はというと、

ど、うまい具合に今度の仕事がやれそうな社員がいました

群馬県の大学を卒業後、定職にも就かず、夏は山小屋（尾

ので、「面白そうだからやってみます」ということになっ

瀬）、冬はスキー場でアルバイトのようなことをして好き

たわけです。

勝手な時間を過ごしていました。今のフリーターのはしり

よく人様から「家具から半導体業界（正確には半導体製

みたいなものです。今考えるといい加減な青春時代でした

造装置業界）に思い切って変われたね」と言われますが、

が、人生で最も気楽で楽しかった時代かもしれません。

ここは生来のどうでも良い、物事を深く考えない性格のま

この、何事にもいい加減という性格は未だにどうしても
直りません。
結婚を機に、さすがにそんな自分では、将来が多少不安
になり、この際、もう一度親のすねを齧るべく、２７歳の
時高知にＵターンしてきました。

ま、家具を作るのも、鉄と電気で物を作るのも、物を作る
ことには変わりない。木で家具を作れる人間になら、マス
フローも作れるはず、と後先考えずのイケイケドンドンで
した。
一番苦労したのは社員かもしれません。昨日までカンナ

生家は須崎の片田舎の吾桑（現在の須崎市吾井郷）とい

でガンガン木を削っていた（一応プレナーという専用の機

う所で、母親は小学校の教員でしたが、父は小さな木工業

械で削ります）人間が、社長の思いつきで明日から顕微鏡

（民芸品製造）をやっていましたので、この仕事でも手伝っ

を覗きながら、溶接をするというような仕事をさせられる

て食わしてもらおうという、これもいい加減なものです。

訳ですから、たまったものではありません。

須崎で木工業を 10 年ぐらいやっている間に、仕事も民

この頃、木工業から新しい方の仕事に手を上げてくれた

芸品のような小物から何とか家具と呼べるような品物を作

社員の中の２人が、現在役員として高知豊中技研の差配を

れるようになり、ちょうど南国市に新しい木材団地が出来

振ってくれています。

たのを機にその団地に工場を移しました。

したがって高知豊中技研の役員は私を含めて全員カンナで

工場を作った以上は性根を据えて仕事に取り組めば良い

板が削れます。

のですが、そこは持って生れた性格がともかくいい加減で
すから、10 年もやっている内に、なんとなくまた家具の製

高知豊中技研を始めて 20 年、私はまたまた、何かもっ

造業に飽き足らなくなって来ました。ちょうどその頃、現

と面白い仕事がないかと浮気心がうずいています。こんど

在高知豊中技研でやっている仕事の話が入って来たのです。

は頼りになる社員がいてくれますので、会社はまかせて、

今度の仕事は半導体の製造装置に組み込まれるマスフ

はるか東南アジアに浮気の虫を飛ばせて見ようかと夢を見

ローコントローラー（ガスの流量制御器）です。ちょうど

ている昨今です。
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企業訪問記

高知高専若手教員による
県内企業訪問記
機械工学 科

助教授

建設シス テ ム 工 学 科

9

奥村
助教授

勇人
岡田

将治

月 25 日と 27 日の両日、高知高専の若手教員による
高知県内の企業訪問が行われた。参加者は計 19 名で

した。
初日の 25 日は、( 株 ) ミロク製作所、( 株 ) 垣内、( 株 )
トミナガの 3 社を訪問しました。
ほとんどの教員が企業名は聞いたことはあるものの、ど
のようなものを製造しているのか全く知らなかったため、
見るもの聞くもの全てが非常に新鮮でした。
ミロク製作所では、初めて鉄砲が完成するまでの工程を
見学し、垣内では造粒装置の開発や技研製作所向けサイレ
ントパイラー製造の話などをお聞きしました。この日最後

各社見学後、高知県工業会の会長をはじめ、全 6 社の

にお伺いしたトミナガでは、冨永社長自ら工場内を案内し

社長あるいは社員の方々および各社の高知高専 OB と意見

ていただきました。その後の意見交換会では、冨永社長よ

交換会を行い、その後、懇親会を実施しました。意見交換

り高校生の見学をきっかけに工場内の整理整頓や事務所の

会や懇親会では、各社の社長さんや高専 OB の方々と各社

改築を行い、ムダがなくなった結果、業績が良くなった話

の経営理念や心意気などが聞け大変楽しい時間を過ごしま

やライバルがいないと進化しないという話は、経営の話だ

した。最近高知へ戻ってきた私たちには、様々な独自技術

けではなく、我々教員の学生に対する指導や研究に対して

で勝負している高知の会社を見学でき、非常に楽しく大変

も同じであると深く感銘を受けました。

嬉しく思った次第です。今後はそういった前向きで積極的

27 日は、兼松エンジニアリング ( 株 )、( 株 ) 技研製作所、

な心意気で、教育 ･ 研究に専念したいと気持ちを新たにし

( 株 ) 太陽の 3 社を訪問し、その後、6 社との意見交換会、

た次第です。このような機会を与えていただきました ( 社 )

懇親会を行いました。

高知県工業会に心より御礼申し上げます。ありがとうござ

兼松エンジニアリング ( 株 ) は、プラントなどの化学物
質や汚泥などを回収する強力吸引車を開発・製造しており、
様々な仕様の吸引車が生産されていました。( 株 ) 技研製
作所では、サイレントパイラーや地下駐車場開発の最前線
を見学しました。新しい建築法であるため、行政からの認
可が厳しいそうですが、このほど品川駅前にこの工法を基
礎としたビルが完成したそうです。( 株 ) 太陽は、自社の
鍛造工場で農耕用の爪を生産しており、全国 40% のシェ
アを持っています。環境事業にも力を入れており、廃油を
燃料に使用したエマルジョン燃料の開発、プール等の水を
再処理して飲料水にも適用可能なほどの浄化装置の製造も
行っています。
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いました。

コーディネート事業

OB 人 材 コ ー デ ィ ネ ー ト 事 業 の 現 状 と 取 り 組 み 方 針
（社）高知高専テクノフェローは、高知高専卒業生に対する生涯
にわたるサービスを行うことが狙いですが、その一環として U タ
ーン希望の高知高専出身企業定年者を高知に迎え、技術指導・経
営指導等を行って頂き高知の地域作りの一翼を担って頂くよう
コーディネートすることを最も大きな目的と位置づけています。
（社）高知高専テクノフェロー発足以来２年を経過しましたが、
人材コーディネートの現状と今後の取り組み方針について概要を
ご報告申し上げます。

１）実施事項とその概要
（１）帰郷就労に関する概略調査
平成 17 年６月に高知高専卒業１期生〜３期生を対象とした帰郷就
労及び定年後の動向に関する概略調査を実施しました。その結果、団
塊世代６名と若手技術者１名合計７名の帰郷就労希望者の発掘を行う
ことが出来ました。また、地元企業の高齢者・中堅技術者雇用予定の
調査も実施し、約 10 名の雇用が可能であるとの結果を得ました。
（２）帰郷就労に関する詳細調査（平成 17 年度電源地域における雇用促
進対策調査事業に係わる委託事業、経済産業省）
平成 17 年 10 月〜平成 18 年３月に高知高専卒業生の 50 歳代約
700 名を対象とし、帰郷就労の意向、職種、得意な技術、資格、外国
語のレベル、就労条件、性格等の詳細なアンケート調査を実施しまし

短期・一時支援 OB 人材登録制度は、高度な技術力・経営力などを
持った OB 人材を商工会議所に登録し、それらを必要とする中小企業
が、登録リストを参考にして適当な人材を選び短期・一時的に支援し
てもらうシステムです。平成 18 年度に日本商工会議所の委託を受け
OB 人材の登録及びマッチングのモデル事業を実施しほぼ初期の目的
を達成しました。これについても制度の理解を得る目的で 38 名の参
加を得て講習会を開催しました。

２）活動の成果
（１）( 社 ) 高知高専テクノフェローの支援のもと電気工学科第９期生
の濱口英男さんが㈱土佐電子に帰郷就労されました。今後さらに帰郷
就労を推進するよう努力しますが、今後は一人一人の帰郷就労希望者
についてきめ細かな対応が必要になると考えております。
（２）各地区会の出席者数を次の表に載せます。これをベースとしてさ
らに活動の輪を広げていきたいと考えております。
（３）（社）高知高専テクノフェローの活動に刺激され高知高専同窓会
の地区活動が活発になりました。特に中京地区に於いては高知高専同
窓会の中部支部が立ち上がったそうです。高知高専卒業生のますます
の活躍が期待できます。
平成 18 年度人材コーディネート説明会・講演会
日

た。地元の工業会及び測量設計業協会傘下の企業約 230 社について

時

出席者数

日

ＯＢ 事務局 合計

時

出席者数
ＯＢ 事務局 合計

も、職種、企業情報、受入・採用情報、雇用条件等の詳細調査を実施

関東地区説明会

平成 17 年
12 月 21 日（水）

6名

5名

11 名

中京地区説明会

平成 18 年
7 月 22 日（土）

7名

4名

11 名

し、さらに回答企業の 10 社についてはヒアリングによる補完調査も

中京地区説明会

平成 17 年
12 月 21 日（水）

3名

5名

8名

関西地区説明会

平成 18 年
10 名
7 月 28 日（金）

4名

14 名

実施しました。その結果、28 名の帰郷就労希望 OB 人材の発掘が出来、

平成 17 年
関西地区説明会
12 月 22 日（木）

4名

5名

9名

短 期・ 一 時 支 援 平成 18 年
−
講演会（高知県） 8 月 11 日（金）

−

38 名

39 名の地元企業に受入用意があることが判明しました。一方で、県

関東地区説明会

平成 18 年
3 月 16 日（木）

9名

5名

14 名

帰郷就労フォー 平成 18 年
−
ラム（高知県）
8 月 12 日（土）

−

41 名

内企業・地元市町村等の受入環境の整備が十分でないことが浮き彫り

中京地区説明会

平成 18 年
3 月 17 日（金）

5名

5名

10 名

岡山地区説明会

平成 18 年
11 月 11 日（土）

3名

3名

6名

になり、さらに魅力ある地域作り、災害等に関する安全・安心の確保

関西地区説明会

平成 18 年
3 月 21 日（火）

11 名

5名

16 名

広 島 / 山 口 地 区 平成 18 年
説明会
11 月 11 日（土）

7名

3名

10 名

なども OB 人材帰郷就労に当たっての必要な条件であることが判明し

徳島地区説明会

平成 18 年
6 月 30 日（金）

8名

3名

11 名

関東地区説明会

平成 19 年
2 月 2 日（金）

10 名

4名

14 名

ました。OB 人材が育った企業の風土と地元企業の風土とのギャップ

平成 18 年
香川地区説明会
7 月 1 日（土）

8名

3名

11 名

中京地区説明会

平成 19 年
2 月 3 日（金）

3名

4名

7名

も大きな課題です。

愛媛地区説明会

平成 18 年
7 月 1 日（土）

9名

3名

12 名

関西地区説明会

平成 19 年
2 月 3 日（金）

8名

5名

13 名

関東地区説明会

平成 18 年
7 月 21 日（金）

17 名

4名

21 名

（３）帰郷就労に関する追加調査（2007 年問題対応 U・I ターン事業、

OB 参加者合計（講演会・フォーラム参加者を除く）：128 名

厚生労働省／ ( 財 ) 高知県産業振興センター）
平成 18 年６月〜平成 19 年３月に上記（２）の未回答者 291 名を対
象とし、（２）と同様の内容でアンケート調査を実施し、さらに地元工

３）今後の予定と活動方針
今後は次の事項を実施します。

業会の企業 37 社についても「高年齢者雇用安定法」施行に伴う状況変

①若手中堅技術者も含め高知高専卒業生の帰郷就労希望者のさら

化を考慮した追加アンケート調査を実施しました。その結果 U・I ター

なる発掘

ン希望者が新たに７名増加し、企業４社は U・I ターン者の雇用を明

②帰郷就労希望者に対するきめ細かな対応

確に意思表示しました。

③受入企業の発掘と受入環境の整備に対する協力

（４）地区会の開催
人材コーディネートを円滑に進めるために、関東（東京）、中京（名

④産官学連携のもと OB 人材・若手中堅技術者の有効活用・円滑な
導入のための仕組み作り

古屋）、関西（大阪）で各４回、徳島県（徳島）、香川県（高松）、愛媛県（松

⑤帰郷就労希望者データベースの整備

山）、岡山県（岡山）、広島県／山口県（広島）で各１回地区会を開催し

⑥短期・一時支援可能者のさらなる発掘

延べ 128 名の参加がありました。この地区会を通じて、帰郷就労に

⑦ OB 人材有効活用に関する教育・宣伝

ついて意向・課題・将来の方向等に関する生の意見を聞くことが出来

また、これらの事業の推進に当たっては次の様な方針で対応しま

ました。

す。

（５）説明会・フォーラムの開催
OB 人材有効活用の主旨の周知と問題点の共有化の目的で説明会・
フォーラムを開催しました。説明会は平成 18 年１月及び 11 月に南

①関連の公的機関と連携・協力すると共にそれらの支援を得る
② OB 人材をこれらの推進体制に組み入れる
③時間を掛け地道に対応する

国市及び高知市で総務・人事担当者を対象としそれぞれ二十数名の参
加を得て開催しました。フォーラムは、平成 18 年８月に開催し、経

以上、（社）高知高専テクノフェローにおける OB 人材有効活用の現状

済産業省四国経済産業局・厚生労働省高知労働局・帰郷就労予定者・

と今後の方針についてその概要を述べました。

（社）高知県工業会・高知工業高等専門学校・高知高専同窓会をパネラー

人生経験をベースとし、精神的・経済的な余裕から生まれる知恵は必

とし高知県・香川県・高知市・地元企業のトップ・帰郷就労希望者等

ず高知県の発展に寄与すると考えられます。その経済効果は帰郷就労

約 41 名の参加を得て開催され大きな反響を呼びました。

者一人当たり数億円とも言われております。この機会をチャンスと捉

（６）短期・一時支援 OB 人材登録制度（企業等 OB 人材マッチングモ
デル事業、経済産業省中小企業局／日本商工会議所）

え高知高専の卒業生の幸せ及び高知県の発展のために知恵を絞り地道
に対応していこうではありませんか。
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テクノフェローだより

テクノフェローだより
社団法人高知高専テクノフェローでは、高知高専、高知高専同窓会、高知県工業会及び高知高専テクノフェローのトピ
ックスをお知らせします。
今回は創刊号から引き続き 18 年３月以降の出来事をとりあげました。

高知工業高等専門学校

社団法人高知県工業会

平成 18 年 ４月１日 新任教員就任

平成 18 年 11月 工業会研修旅行（四国電力阿南発電所

電気工学科教授 岡村修司氏

日亜化学工業㈱北淡震災記念公園）

建設システム工学科教授 寺田幸博氏
一般科（人文科学系）助教授 細川光洋氏

会員表彰

機械工学科助教授 奥村勇人氏

平成 18 年 ３月 日本機械学会中国四国支部

機械工学科助手 武内秀樹氏

支部賞技術創造賞：

平成 18 年 ４月 学生相談室開設（カウンセリング室の拡大）

スカイ電子㈱ 代表取締役 廣林孝一氏

平成 18 年 ４月６日 入学式（本科 160 名、専攻科 25 名入学）

坂本技研 代表取締役 坂本正興氏

平成 18 年 ４月 24、25 日

高知工科大 知能機械システムコース

中四国地区専攻科生研究交流会
（於 阿南高専）
平成 18 年 ５月 ３年生合宿研修
（室戸少年自然の家、工石山青少年の家）
平成 18 年 ７月 第 43 回四国地区高専体育大会成績１位
【団体競技】
陸上、バレーボール女子、
卓球、バトミントン女子
【個人競技】
陸上男子：400 ｍ、110 ｍハードル、走幅跳、
走高跳、三段跳、砲丸投、円盤投
陸上女子：100 ｍ、
平成 18 年 ８月 第 41 回高野山競書大会 特選入賞
電気工学科 3 年 生田万祐子さん
平成 18 年 ８月 第 41 回全国高等高専学校体育大会
バレーボール女子：３位
卓 球 団 体 ：３位
男 子 走 高 跳 ：１位 機械科２年 西森佳樹さん
平成 18 年 ９月

坂本東男氏
高知工業高等専門学校 電気工学科
野村弘氏
平成 18 年 ４月 文部科学省
「化学技術分野の創意工夫功労者賞」：
㈱太陽 生産技術係長 武智洋実氏
平成 18 年 ９月 日本増改築産業協会中四国支部
「デザインコンテスト２００６」支部長賞：
㈱光テック 代表取締役 弘内喜代志氏
平成 18 年 11月 高知県産業技術功労賞：
兼松エンジニアリング㈱ 代表取締役会長
山本吾一氏
㈱垣内 代表取締役 垣内敬陽氏
㈱高知豊中技研 代表取締役 嶋崎誠史氏
平成 18 年 11月 南国市技能功労者表彰：
セイレイ工業㈱ 機械課技能士
大和田保和氏
平成 19 年 １月 中核人材育成プログラム修了認定証授与（23 名）

中学生対象体験入学（参加者 232 名）

平成 18 年 10 月 高専祭
小中学生対象キャンパスアドベンチャー 2006
（参加者 55 名）

社団法人高知高専テクノフェロー
平成 18 年 ４月 企業等ＯＢ人材活用推進事業
（企業等ＯＢ人材マッチングモデル事業）
受託（平成 19 年３月 10 日納期）

高知高専同窓会
平成 18 年 ３月 同窓会中部支部設立
平成 19 年 １月 高知高専同窓会事務局高専図書館内に移転
平成 19 年 ４月 高知高専校友会として再編予定

平成 18 年 ６月 2007 年問題対応Ｕ・Ｉターン事業受託
（平成 19 年３月 31 日納期）
平成 18 年 ７月 帰郷就労第 1 号誕生
（電気工学科 第 9 期生 濱口英男氏）
平成 18 年 ８月 12 日 帰郷就労フォーラム開催
平成 19 年 １月 テクノフェロー事務局高専図書館内に移転
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活動実績と計画

社団法人高知高専テクノフェロー
の活動実績と計画
社団法人高知高専テクノフェローは発足以来２年を経過
しました。ここでは平成 18 年度活動実績と平成 19 年度
事業計画の概要をお知らせします。

②企業等 OB 人材マッチングモデル事業
・短期・一時支援可能者の登録推進
・短期・一時支援マッチングの推進

４．その他の事業
①物部川河川敷内野球場建設：物部川大橋西詰北側河川敷
内に土砂搬入・整地を行い野球場を建設する。平成 19
年３月整地完了予定

【 平 成 18 年 度 事 業 の 主 な 実 績 報 告 】

②技術相談：約 20 件実施
③講習会の開催：技術士補受験講習会（９月、１回）、災害

１．総会と理事会
・第１回総会及び第１回理事会 平成 18 年５月 24 日（水）
①平成 17 年度実績、平成 17 年度決算、平成 18 年度事業
計画、平成 18 年度予算計画等の報告、
②人材コーディネート関連委託事業の受託報告
厚生労働省／ ( 財 ) 高知県産業振興センター：2007 年問

解析研究会（４月、12 月各１回）
④機関誌”Techno Fellow”の発行：軌道に乗り始めた人
材コーディネート中心の内容

５．ホームページの立ち上げ
（社）高知高専テクノフェローのホームページを立ち上げま
したご覧下さい。

題対応 U・I ターン事業経済産業省中小企業局／日本商
工会議所：企業等 OB 人材

【 平 成 １ ９ 年 度 事 業 計 画（ 予 定 ）】

マッチングモデル事業
・第２回総会及び第２回理事会 平成 18 年９月２日（土）
①定款の変更：理事の増員（専門科毎に理事を置く目的で
理事を 15 名から 20 名に増員）

１．総会と理事会の開催
・第１回総会及び第１回理事会
平成 19 年５月 30 日（水）

②理事の増員：高知高専産学連携室長永橋優純氏を追加

①入退会の承認

③人材コーディネート地区会開催状況の報告

②平成 18 年度事業報告及び会計報告

④ OB 人材短期・一時支援に関する講演会及び帰郷就労

③平成 19 年度事業計画及び予算計画の審議

フォーラムの状況報告

・２回理事会・第３回理事会の開催 : 必要により開催

２．講演会の開催

２．講演会の開催

①第１回講演会 平成 18 年５月 24 日（水）

①第１回講演会（総会時）

（第１回総会当日）
テーマ：やれる高知出来る高知
−地域特性に基づく産学官連携−
講 師：高知工科大学連携研究センター長 武藤信義氏
②第２回講演会 平成 18 年９月２日（土）
（第２回総会当日）

②第２回講演会（10 〜 11 月）
３．人材コーディネート事業の継続実施
①帰郷就労希望者、短期・一時支援可能者の継続発掘
②帰郷就労希望者に対するきめ細かな対応の実施
③帰郷就労希望者受入環境整備のための仕組み作り

テーマ：GPS 波浪・津波・潮位計の開発

④人材データベース作成及び推進

講 師：高知工業高等専門学校建設システム工学科教授

４．その他の事業

寺田幸博氏

①技術相談会の開催

３．人材コーディネート事業の実施（実施中）

②委託研究の実施

①帰郷就労（厚生労働省／ ( 財 ) 高知県産業振興センター：

③講習会・研修会の開催（技術士補受験講習会、災害解析

2007 年問題対応 U・I ターン事業）

研究会等）

・平成 18 年７月に電気工学科大９期生濱口英男さんが

④物部川河川敷内野球場施設の充実

帰郷就労者第１号になられました（㈱土佐電子）。

⑤車椅子遍路計画の策定

・帰郷就労希望者の発掘継続
・帰郷就労マッチングの推進：各帰郷就労希望者に合わ
せたきめ細かな対応
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編集後記

「人材コーディネート」
を考える
（社）高知高専テクノフェロー機関誌第２号発行にあたって創刊号の内
容とはひと味違った「関係者の声をきく」という趣向で編集するという
方針でテクノフェロー会員、高知高専ＯＢ、教職員、その他の関係者に
原稿執筆をお願いしました。（社）高知高専テクノフェローの今年度の事
業としては、厚生労働省／（財）高知県産業振興センターから受託した
「2007 年問題対応Ｕ・Ｉターン事業」と経済産業省中小企業局／日本商
工会議所から受託した「平成 18 年度企業等ＯＢ人材マッチング事業」を
行ってきました。この活動の一環として各地方での地区会を開催し、集
まった高知高専卒業生に直接人材コーディネートについて説明をさせて
いただきました。今年度開催した関東・中京・関西、四国、中国地区会
で受けた感触、また今回執筆をお願いしその原稿を読ませて頂いたとこ
ろ、共通して感じる事は「人材コーディネート」「帰郷就労」に関して一
層関心が高まったという事です。それに加え、経済産業省中小企業局／
日本商工会議所からの委託事業としてＯＢ人材による短期・一時支援を
目的としたＯＢ人材の発掘に関わる「ＯＢ人材登録」のお願いを幅広く
呼びかけたところ 50 名以上の方の登録を頂くことができました。この事
実からもＯＢ人材の培ってきた技術・技能・知識を生かしたい人が沢山
いること、また必要としている企業があることを目の当たりにしたよう
に思います。
いよいよ団塊の世代が定年退職を迎えると言われている 2007 年とな
りました。退職後の第二の人生を目前にし、思いをふくらませている人、
また有意義に過ごす方法を決めかねている人などそれぞれだと思います。
（社）高知高専テクノフェローは高知県内の産官学の連携により高知高専
卒業生を支援すべく一層活動に励みたいと思う次第です。今後とも更な
る発展のため、高知高専卒業生をはじめとする関係者の方々のご理解と
ご協力をお願いできれば有難く存じます。
本機関誌“Techno Fellow”第２号では、「帰郷就労者第一号」の濱
口さんにも原稿の執筆をお願いすることができ、体験者としての貴重な
経緯や感想をお聞かせ頂き本当に参考になりました。御多忙の中原稿執
筆を快諾いただいた方々から率直なご意見やご感想をいただいたことも
本当に有難く存じます。この場をかりて厚く御礼申し上げます。
最後となりましたが、（社）テクノフェロー事務局の高知高専内での移
転もあり、当初の予定より大幅に発行が遅れてしまいましたが何とか発
行までこぎ着けることができました。何卒御容赦下さい。また、創刊号
から引き続き印刷屋さんには表紙デザインの再案などいろいろお世話に
なりました。“Techno Fellow”第 2 号の発行をもって今年最初のご挨
拶とさせていただければと思います。
（社）高知高専テクノフェロー事務局員
三浦 紗香
2/28 日記
【テクノフェロー事務局は高知高専図書館内１階に移動しました。ご来高の際は是非お立ち寄り下さい。】
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広告

環境整備機器で社会に貢献する

当社では高知高専出身者が２４名活躍しています
現在、専門技術を持たれた方を求めております
連絡先
〒 781- 5101 高知市布師田３９８１番地７
兼松エンジニアリング株式会社 人事部 竹沢
TEL:088-845-5511 E-mail:soumu@kanematsu-eng.jp
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