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平成 14 年度の新しい試みとして、高知高専卒業生、高知高専教員による「アドバイザーチーム」および OB 人材活用を主体
とする「地域活性化研究会」を設立しました。Techno Fellow 第３号では人材コーディネイトの具体的な活動を中心に編集し
ました。
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年 5 月社団法人高知県工業会の人事異動に伴い社団

昨 法人高知高専テクノフェローでも人事異動が行われ

しました。この受賞を社団法人高知高専テクノフェローの

私北村精男が会長を拝命しました。高知県産業界の発展の

しかし、上述のように高知県の現状は極めて厳しく地域

ため努力しますので、前会長鈴木康夫様同様よろしくお願

の要求に対し十分な対応が出来ているとは考えられませ

い申し上げます。

ん。現在までの活動は“作業”のレベルであり、質・量共

更なる発展の動機付けとして活躍していく所存です。

さて、高知県の経済社会を概観すると、農林水産業など

に充実させることが今後の目的であると考えます。そのた

の一次産業、食品化工などの 1.5 次産業、工業を主体とす

め人材ネットワークの充実を目指した帰郷就労者及び短

る二次産業、サービス業などの三次産業などいずれの分野

期・一時支援登録者の発掘及びマッチングの推進、マッチ

においても、我が国の経済社会の大きな変革に取り残され

ングのためのシステム作りなど種々の具体策を考え実行し

た感があります。その要因は種々考えられますが、少子高

ていきたいと考えています。例えば、短期・一時支援にお

齢化・過疎化の進展、さらには原油の高騰が事態を悪化さ

けるアドバイザーチームの立ち上げとこれに基づく複数メ

せています。製造品出荷額が地域の評価の指標と考えるの

ンバーによる高知県内企業の支援、OB 人材活用に関する

は早計にすぎますが、平成 18 年度高知県の製造品出荷額

フォーラムや名刺交換会などを開催し県内企業と OB 人材

は 5498 億円で、依然として全国都道府県中最下位から 2

とのマッチングを強力に推進することなどです。

番目の実績となっており、総合的な取組みや施策のための

高知県における伝統ある工学系高等教育機関としてその

参考とすべきでしょう。この傾向はしばらく変わらないと

存在が認められている高知工業高等専門学校は、即戦力・

考えられますが、採算性等にも配慮し一層の企業努力が要

多岐にわたる技術力を有する技術者を輩出し、これらの人

求されます。

達が約 40 年間の勤務により技術力・経営力などさらに経

このような状況の下、社団法人高知高専テクノフェロー

験を積んで定年を迎えられています。これらの方々は日本

は技術・人材・情報をコーディネートすることを目的とし

の宝であり、そのエネルギーを高知県のために活用できる

て 3 年前に発足しました。特に人材コーディネートに注

ことは、高知県にとって極めて有意義なことと考えます。

力し活動を実施しましたところ、帰郷就労者 3 名の輩出、

高知工業高等専門学校卒業生の技術力・経営力を活かし

帰郷就労希望者 35 名の発掘、短期・一時支援可能者 57

て高知県の得意分野の充実と国際化に取り組み、高知発の

名の発掘など全国に先駆けた実績を得ることができまし

技術や製品を世界に発信したいと思っております。高知県

た。この実績により昨年６月 26 日には、当時の安倍晋三

の発展のため一層の努力をするつもりですので皆様方のさ

内閣総理大臣より“再チャレンジ支援功労者表彰”を受賞

らなるご協力を切にお願いする次第です。
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支援機関からの声

高知から全国へ
発信 !!
四国経済産 業 局 長
細川

我

政弘

が国経済は、人口減少、少子・高齢化が進行するな

たことは、まさにこのような内容が認められての受賞であ

か、地域間格差の拡大が懸念されるなど、今、真に

ります。

有効な経済施策が強く求められています。
こうしたなか、地域経済活性化のためには、地域独自の

産業人材を育成・確保する仕組みの構築・自立化を支援し

魅力を活かして、多様な産業が生まれ、日本を支える産業

ており、有能な人材が四国にＵターンできる支援システム

が育ち、地域に住む人々が生き甲斐を持って働き、豊かに

の構築を推進し、マッチング支援、ＯＢ人材活用推進等に

生活していくことができるよう、地域が「新しい価値」の

取り組んでいます。(社 ) 高知高専テクノフェローでは、(社 )

創造拠点になることが重要です。特に、地域産業を支える

高知県工業会と連携して地元中小企業の抱える「経営課題」

人材は、新しい価値を生み出す源泉であり、「人は国の財

等を掘り起こし、高知高専ＯＢ、高知高専教員等を含めた

（たから）」との考えの下、積極的にその育成・確保に取り

「アドバイザーチーム」を結成して課題解決に取り組まれ

組んでいく必要があります。
しかしながら、四国においては地域産業を担うべき優秀

ており、全国のモデルとして注目されているところであり
ます。

な人材の多くが県外に流出しているのが現状です。その一

「ものづくり」に携わる特に優秀な人材に対して内閣総

方で、地元志向や田舎志向の高まりから、県外に就職した

理大臣賞等を授与する『2007 年「ものづくり日本大賞」』

団塊世代や若年者の帰郷意識は高く、地元企業に再就職す

では、四国から推薦した「ものづくり名人（製品・技術開

るまでの支援体制の整備が求められています。

発部門）」18 社の内、高知県内企業が７社を占めるなど、

( 社 ) 高知高専テクノフェローでは、高知高専卒業生約

高知のものづくり産業の力強さを実感しております。これ

５千人の内、県内への就職が約２割に留まり、優秀な技術

らの企業には多くの高知工業高等専門学校の卒業生が就職

者の県外流出が著しいという現状を踏まえ、都市圏等に就

され、それぞれの企業において中核的な役割を果たされて

職した卒業生を地元にＵターンさせるため地元企業との

いるものと推測されます。

マッチング活動に取り組まれており、高知高専ＯＢならで

( 社 ) 高知高専テクノフェローにおかれましては、これ

はの「高い技術力」や「ノウハウ」が、地元企業の抱える

までの活動を各地域の先駆けとして、広めていただくとと

課題解決や新事業展開・経営革新等に大いに役立つものと

もに、本事業の成果を踏まえ、更には「団塊世代」に留ま

期待しております。

らず、「若年層の優秀な技術者のＵターン」も対象に含め

また、この取組は、自然に恵まれた故郷高知で、家族と

た事業とするなど、地元企業・従業員の技術力・技能の向

共に生活し「やりがいのある仕事」に再び取り組むという

上に大きな貢献をされ、世界を相手に活躍する企業が、高

「再チャレンジ」としての意味も大きく、昨年６月に内閣

知そして四国から次々と生まれることを期待いたします。

総理大臣から「再チャレンジ支援功労者表彰」を受賞され
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社団法人高 知 高 専 テ ク ノ フ ェ ロ ー
名誉会長（ 理 事 ） 鈴 木

昨

康夫

年６月 26 日、総理官邸で当時の安倍晋三内閣総理

中井先生の音頭で高知県橋本知事をはじめ高知商工会議

大臣より再チャレンジ支援功労者表彰を受けまし

所入交会頭など設立準備に入り（財）高知県産業振興セン

た。当日は、多賀谷宏三（理事・事務局長）高知高専名誉

ターも加わり、産・官・学の連携により（社）高知高専テ

教授と共に出席しましたが、表彰式には高知県選出の山本

クノフェローが誕生しました。産官学連携の事業と共に、

有二内閣府特命（金融及び再チャレンジ）担当大臣や、清

高知高専卒業生が生涯にわたって地域企業の技術をサポー

家篤（慶應義塾大学教授）功労者表彰選考委員会委員長等

トできる仕組みを提供することが事業の最大の狙いでし

多くの政府要人など関係者列席のもと盛大な表彰式が行わ

た。

れました。
全国自治体などから個人・団体など合計 89 組の推薦が
あり、その中から選考委員会で 24 の個人・団体が選出さ

今、藤田校長先生はじめ教職員（教職員ＯＢも含む）の
皆様方の力強い支援のもと、柱であるこれらの事業に取り
組んでいる所です。

れその内唯一の社団法人として（社）高知高専テクノフェ

「高知高専卒業生の皆様、定年後皆様の技術力や経営力を

ローが選ばれました。誠に名誉なことであります。高知工

生かして、高知県のために今一度ご尽力いただけませんか

業高等専門学校関係の方々をはじめこれまで活動にかか

……」これまで、経済産業省、厚生労働省などから“企業

わって来られた関係者全員に頂いた名誉であると考えま

等ＯＢ人材活用”のための事業を委託され高知高専卒業生

す。（社）高知高専テクノフェローの会員の皆さん、役員

を対象として活動を展開し、東京・名古屋・大阪地区で各

の皆さん共々この名誉を受けたいと思います。

５回、岡山、広島／山口、徳島、高松、松山で各２回地区

省みれば約４年前、高知工業高等専門学校校長であった

会を開催いたしました。平成 19 年度は、経済産業省から

中井貞雄先生（現・（社）高知高専テクノフェロー理事、

の委託事業として帰郷就労希望者の発掘、短期・一時支援

光産業創成大学院大学学長）が「高知県産業振興のため、

可能者の発掘、地元企業のニーズ把握（以上継続）、地元

全国各地の技術系産業界で働いている 5200 名の卒業生

企業支援教育者集団（アドバイザーチーム）の組織化、地

に、いずれは郷土高知のために役立って欲しいと考えてい

域企業活性化研究会の設立等の活動を実施しています。

た。将来高知に帰ってきて頂きたい。」「その為の受皿とし

まだクリアーしなければならない問題も少なからずあり

ての組織をつくろう。」との話があり、平成 16 年春（社）

ますが「初心忘るべからず」「継続は力なり」皆さんの熱

高知県工業会と高知高専の間で産官学連携の協定を結び、

意と協力で総理大臣表彰受賞に相応しい（社）高知高専テ

（社）高知高専テクノフェローを創るスタートとなりまし
た。

クノフェローを目指して実績を積み重ねていきたいと思っ
ています。
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平成 19 年 6 月 26 日

於 総理大臣官邸

企業採用担当者からの声

高知でローカルに働き、
グローバルに貢献
ニッポン高 度 紙 工 業 株 式 会 社
山岡

当

俊則

社は、1941 年、高知県の伝統産業である土佐手漉

地域のかたからも愛される企業をめざしていきたいと考え

き和紙のルーツを背景に、ビスコース加工技術を施

ています。

した耐熱・耐水性を備えた特殊紙の開発に成功、これを事

さて、当社では、高知高専出身者は社員の約 1 割の 33

業化させるために、今で言う産学協同で設立されました。

名在籍しており、生産技術部門をはじめ、回路設計、シス

このビスコース加工紙が電解コンデンサのセパレータとし

テム開発、製造などの職場において活躍しています。最年

て認知され、以来 65 年、電解コンデンサ用セパレータの

長の社員は、高知高専１期生で、定年退職を迎えたあとも、

トップメーカーとして、世界のエレクトロニクス産業の発

当社で今までの経験・知識や技能を活かし、後輩の製造技

展を支えて参りました。結果、現在では世界中の主要ユー

術指導やサポート役として取り組んでもらっており、若手

ザから高い評価を受けており、コンデンサ用セパレータは、

社員にノウハウの伝承ができることがわかりました。

世界 70％・国内 95％のシェアを有しております。

現在、私は管理部門の責任者として、就職活動中の学生

当社は、エレクトロニクスに密着した技術開発型企業と

や中途採用希望の方と面接する機会が多くあります。また、

しての生い立ちを誇りとし、未来を切り拓いていくため、

都会の一流企業の社員や経営陣の方と接する機会も少なく

一貫して研究開発に力を入れて参りました。また、セパレー

ありません。そうした中で感じることは、都会でブランド

タ以外の新規事業部門を 20 年前に発足させ、独自の研究

力のある会社に就職し企業活動することは、それはそれで

により、ポリイミド樹脂をその特性を損なうことなく加工

すばらしいけれど、「本当に働くだけの人生でいいの？」

性の優れた「ソクシール」として完成させました。現在、

という疑問が残ります。この点について、地元出身の方々

これを応用展開させたＦＦＣ（超薄型フレキシブル基板）

に問いかけたいと思います。この高知でモノをつくるのだ

は、デジタルカメラ、携帯電話、ゲーム機の基本部品とし

が、全世界と向き合って仕事をしていく。「日常の職場は

て採用され、電子材料分野に新たな一歩を踏み出しており

ローカルで、仕事の中身はグローバル。」こういう考え方

ます。

をすれば、自分を育ててくれた自然豊かな高知、愛する人

これらの新規事業展開は、世の中に存在しない新しいも

のいるこのふるさと高知でプライドを持って働けるのでは

のを創造しようとする社員のあきらめない精神と情熱によ

ないでしょうか。そして、NKK にはそれがあると思いま

り可能となったのです。

す。

また、地元資本の企業では最も早く 1998 年に環境マネ

当社が関連するエレクトロニクス産業は成長産業であ

ジメントシステムＩＳＯ１４００１を認証取得し、環境保

り、デジタル家電や電気自動車など、まだまだ明るい展望

全管理活動に取り組み、人と環境にやさしい企業活動を

が開けています。言い変えれば、技術革新のスピードは日

行っています。2003 年には水源涵養林として安芸市にあ

進月歩であり、非常に競争の激しい業界でもあります。こ

る森林 240ha を取得、現在は、間伐整備を行い水源涵養

のような厳しい競争の中、勝ち抜いていくためには優秀な

保安林として維持活動を行っています。

技術者を始めとした人材が必須です。世界のために役立ち

このように、事業活動だけでなく、企業としての社会的
責任を認識して、高知県の企業として、高知にこだわり、

たいという強い思いを持った方々と、未来を切り拓いてい
きたいと思います。
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企業採用担当者からの声

U ターンへの期待
兼松エンジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社
人事部長

当

竹沢

健史

社は、産業廃棄物や建設汚泥などの収集運搬
に使用されている「強力吸引作業車」など、

環境整備機器の製造販売を行っております。

す。
また高知高専との繋がりは共同研究にも及び、そ
の成果として昨年、業務用の厨房排水を分解処理す
る「小規模有機性排水処理システム」１号機を九州

＜兼松エンジニアリング株式会社の沿革と今後の取

のお客様に納入することができました。

組み＞
創業は昭和 46 年。当初、造船所における塗装カ
スの吸引・回収装置を開発し全国に販売していまし
たが、折からの造船不況で販売ターゲットを見直さ

＜実際にＵターンしてみて＞
ここで、実際にＵターンし、当社に入社した社員
の生の声を聞いていただければと思います。

ざるを得ませんでした。
そこで、その吸引機能をトラックに組み込んだ強
力吸引作業車を開発し、これが現在の主力商品に育

Ｔ．Ｎ（平成２年機械工学科卒）
私は高知高専を卒業し、前の会社（某自動車メー

ち、国内シェアも過半数を占めるに至りました。

カー）に 1990 年に入社し、神奈川で乗用車用エン

この様に創業当初から環境に携わり、現在では、洗

ジンの機能・性能評価等を行ってきました。

浄装置、汚泥・廃水処理装置や各種リサイクル装置
など様々な分野に広がっています。

私が高知へのＵターンを行った 1996 年はバブル
もはじけ、前の会社でも販売店への出向や早期希望

今後とも「土佐のための土佐になかった企業」を

退職制度（実質的なリストラ）が行われる等の雇用

目指し、循環型社会に対応した製品に軸足を置きつ

される側にとっては非常に厳しい時代でした。そん

つ、着実に進めていきたいと考えております。

な時に家庭の事情によりＵターンをする決意をした
訳で、再就職は高知でも厳しいだろうと思っていま

＜高知高専との関係＞
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した。そんな中、兼松への入社を希望すると、当時

現在、社員約 160 名のうち、26 名が高知高専出

専務であった現在の社長から連絡があり、妻と子供

身者です。また、今春は４名増える予定で、出身校

も一緒に食事をしながら話をしたのが始まりでし

別としてはトップとなります。このうち、中途採用

た。兼松は家族ぐるみで付き合える会社であるとい

で入社したのは 11 名で、ほとんどがＵターン組で

うのが最初の印象であり、今も色々な行事を通じて

企業採用担当者からの声

「主力製品強力吸引作業車」

その印象は変わっておりません。

に経験したことが高知でも活かせて通用する、きっ

高知での生活は、都会と比べ物価もそれほど安く

と何かできると自信が持てるようになり再就職を決

はなく、遊ぶ所も限られている点では恵まれている

意しました。今は経済も私が転職した時期よりはだ

とは言えませんが、昔から住み慣れた土地は、豊か

いぶ持ち直してきました。高知にもたくさんの優良

な自然や良い人間関係が多く残っており、暮らすに

企業があります。Ｕターンの決意には勇気がいりま

は良い所です。また、都会に比べ、早い時期に一戸

すが、面接ではとにかくやる気と元気、過去の経験、

建てを持ちやすいことも恵まれたところでしょう

それに自信を前面に出して自己主張すればきっと道

（私もそのうちの一人です）。
やはり高知にＵターンして良かったと思っていま

は切り開けると思います。待遇面は実績により後か
らついてきます。

す。
＜高知高専テクノフェローへの期待＞
Ｔ．Ｉ（平成５年機械工学科卒）

現在、高知での就職は難しいと言われています。し

私は、卒業後に香川県の企業（製造業）に７年間

かし採用担当からすると、技術者などを中心に人材

就労して品質管理を５年、生産技術を２年、一通り

が高知に残らない、帰ってこない、というネジレ現

のノウハウを経験した後、28 歳の秋に高知にＵター

象が起こっています。

ンし兼松エンジニアリング株式会社に再就職しまし

つまり今はＵターンにあまり向いていない時期かも

た。高知に帰って早くも９年目になります。当時の

しれません。

経済はどん底状態で様々な企業で給料カットやリス

しかし、実例にあるように、高知という恵まれた

トラなどが相次ぎ、世の中は就職難で今振り返れば

環境の中で、自分を活かしたい、チャレンジしたい

かなり無謀な選択だったと思います。ただ、私は地

という方にはいつでもチャンスがあります。

元高知のおいしい食べ物（魚貝類）や夏のよさこい （社）高知高専テクノフェローには、そういう方と
祭りや美しい自然（青い太平洋や緑豊かな山、清ら

企業との橋渡しを今後も積極的に進めて頂き、さら

かな川）がとにかく好きで休日には良く遊びに帰っ

に若い方のＵターンにも尽力をお願いしたいと思い

ていました。そこで、地元の友人との交流を通して

ます。

高知の優良企業の仕事内容を知り、自分がこれまで
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高知高専卒業生からの声

郷里土佐の企業に
就労して
高知高専 O B
機械工学科
奥田

高

２期生

泰造

度成長時代の工業を担う高等技術者養成のため、国

共に汗を流して実践する奉仕の気持ちと、働く事によって

立工業高等専門学校が全国都道府県に設置されてか

得られる健康を感謝して享受する心構えが肝心だと思う。

ら、今年で 46 年目を迎えようとしている。私が昭和 38

OB 受け入れ条件及びミスマッチ発生要因を分析し、オー

年に、高知県の西南端に位置する土佐清水市を離れ、高知

ナーと協議を重ね、誠心誠意克服する環境作りの役割は、

市での５年間の工業高等専門教育を受け、社会に飛び出し

（社）高知高専テクノフェローに期待するところが大きい。

てから早 40 年。この間、実業界の原動力となって、ひた

また、この施策の成功のカギは、公益法人である（社）高

すら職務に没頭してきた高知高専卒業生の仲間達が、５千

知高専テクノフェローや連携事業の指導に当られる高知高

数百人にもなったこの時期に、高知高専の先生方及び（社）

専の諸先生方の揺るぎない自信と御配慮が大切な要素にな

高知高専テクノフェローのお取り計らいで、郷里の経済発

ると考える。

展のために、就労する事が出来た喜びは、筆舌に尽くし難
いものがある。

一又は複数の専門分野に於ける職務遂行能力、②特定事業

この 40 年間、日本は経済大国として成長し、世界のリー

の管理監督能力、③特定事業の経営能力、④総合統括能力

ダーとして、その果たした役割は重大であった。しかし、

となる。就労に関する個人の考え方はそれぞれ違うが、社

今日の社会経済の情勢は中央と地方の格差が広がる一方

会貢献意欲、生涯勤労意欲及び連帯意識については我々の

で、地域経済は、疲弊しきっている。団塊の世代、第二の

世代は特有の自負がある。従って、共生・協働する事で今

人生スタートの時が、40 年前と同様、国の変革時期に当

まで実現出来なかった事、即ち地方経済の活性化の可能性

たった事は偶然であろうか？昔を思い起こし、培った能力

がでてくると考える。生涯現役で力強く行動している先輩

が改めて社会の為に役立つ様に、努力を惜しまない覚悟で

と後世へのつなぎ役として責任ある行動が大切だと思う。

ある。【一茎多花】土佐寒蘭の校章の由来を思い出す。曰

アジア諸国の追随が目覚ましい昨今、コツコツと無心に事

く【チーム全員で力を合わせて課題を克服する事が技術者

をこなして生涯現役の伝承者として仲間に加わる事を誇り

の努めである】と。今でも外国から見た日本人の脅威と言

に思う。近年、韓国、中国を訪問する機会が多いがそこで

われている【忍耐強さと、力を合わせて事に当たる総合力】

感じる事は、日本人が忘れかけているひたむきに生きる力

を発揮して、【権利を尊び、繁栄の時に浸らず溺れず、忘

である。若者の目が輝いている。行動する事を厭わない。

れかけていた工業国日本のチーム力】を見せたいものであ

礼節を重んじ、言い訳、先送り、当事者意識の欠落等、悪

る。

しき日本の風潮は余り見受けられない。

県内企業はオーナー会社が多い。私たち OB のスキルが、
どの様に県内企業に活かせるかは、当事者同士の腹を割っ
た、話し合いによる、コンセンサス作りに懸かっている。
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OB が現役時代に身につけたスキルを大別すると、①単

故郷で学んだ頃の初心に返って、微力ながら貢献して行
きたい。

高知高専卒業生からの声

定年後の癒しの
昨今
高知高専 O B
工業化学 科
中村

私

１期生

和夫

中村は 2006 年７月に旭化成を定年卒業し今や年金生活を

やり取りのためにもインドネシア語の学習に今も努力を継続して

している“ジジイ”である。

いる。

振り返れば 旭化成という会社は温かい会社であった。定年の１

私の近況で特筆すべきことは、“水島石油コンビナート運転

ケ月前ともなると全く業務から離れ定年の事前挨拶周りを繰り返

員の教育用教材開発”の業務に携わったことである。これは、

す。つまり、全国にある旭化成の事業所を尋ね旧友（旭化成の仲間）

2007 年問題最重要課題の一つである技術・技能の伝承に関する

に会い定年の宴会（送別会）をしてもらい労をねぎらってもらう

もので、石油コンビナートの運転員育成の加速化を目的に、経済

のである。

産業省の支援のもと（お金の拠出元）、水島の企業、大学（岡山

私もこの習慣を利用し東京本社、川崎工場、富士工場、延岡工

大学、山口大学）及び企業 OB が連携し、2005 年度から 2007

場等に行き連日の送別会を実施してもらった。その中でも特に印

年度に育成用教材の開発を行ったものである。2008 年度からは

象深くお別れをしたのは“インドネシア”での仲間達であった。

本格的な教育を実施する予定で、この事業は全国的にも先駆的な

私は約５年間インドネシア・カリマンタン島（旧ボルネオ島）で

事業である。この教材開発業務の一部に財団法人岡山県産業振興

アンモニアプラント建設業務に携わり２年間現地赴任した。この

財団の職員としてこの１年間従事した。

ときの仲間達（日本からの赴任者及び現地インドネシア技術者達）

私が受け持った講座（シラバス）は“保安管理”である。教材

にお別れの挨拶の為に 2006 年６月現地に出張した。（当然会社

開発においては、もちろん旭化成での永い生産現場での運転管理

の金で！）

を通じて身についた経験・知識等が基本となったが、その中でも

私の現地赴任から既に約４年経過していたにもかかわらず当時

特に自分が体験した“失敗事例”は貴重な教訓として教材の中に

の仲間達は暖かく私を迎えてくれた。あるインドネシア人は、す

フンダンに取り入れた。また物質に対する学識等に関しては高専

でに退職していたにもかかわらず、わざわざジョグ・ジャカル

時代に使用した教科書等（専門書）から多くを教材に活用した。

タ（世界遺産のボロブヅール遺跡のあるところ）からジャカルタ

私は約 45 年前の高専時代の教科書を今も大切に持っており今回

まで来てくれ食事を楽しんだ。また現地赴任中において私の秘書

大いに古き教科書を活用した。こうした古き教科書は私にとって

役をしてくれた若き女性（現在 27 歳）とは彼女の一家（ご主人、

は貴重な財産である。

子供さん、彼女の妹）と食事を楽しみひと時の旧交を温めた。
こうした楽しい１週間を過ごし現地を離れ 夜ジャカルタ空港

こうしてこの１年間は若き高専時代（苦しい授業を思い出しな
がら）に戻り 頭の体操をすることができた。来年度（2008 年度）

で飛行機に乗る時はなんとも言えない寂しさを感じ 心の中で“さ

は自分が作成した教材を使用し、若き運転員を対象にインストラ

ようならインドネシア”と叫んだことを思い出す。こうした仲

クターの業務が待っている。今から楽しみである。

間達（特に秘書役をしてくれた女性）とは今でも
時々メールを交換している。その時の彼女のメー
ルの冒頭の言葉はかならず“Hallo、Apa
kakek

である。私も彼女には“Kepada
dari

kabar

jepang：日本のおじいさん元気ですか”

Kakek

Ipey

chan

Jepang：日本のおじいさんから

Ｉｐｅｙちゃんへ（彼女のニックネームはイッペ
イちゃん）“である。従って私はこうしたメールの

カリマンタン島の現地部族による歓迎会

日本人スタッフと IPEY ちゃん
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高知高専卒業生からの声

定年後の充電生活
高知高専 O B
工学化学科
沖

２期生

克彦

［お金］ 定年時の預貯金を故郷に還元
家：実家の近くに家を建てる（予算は身の丈にあった退職

が８月。新築の実家の二階に引っ越したのは 12 月。さらに

金だ）。実家に仮住まいしながら、新築に向けて変化して行く

３割処分。物は手に入れた時に大いに活用すべし。引越しは

建築途上の家を見守るのは楽しい。職人さん達との会話も面

過去の自分に区切りを付ける節目となるのでオススメ。３月

白い。知らなかった世界が見えて来る。奧が深い。色んな業

には新居への引越しが待ち受けている。

者の方達が共同で築き上げてくれるので頼もしい。

街中を愛用のＭＴＢで巡っていると色んな職業の人たちが

車：東京、大阪では電車、地下鉄を利用。定年後に運転免

いるのに気づかされる。みんな、県民の為に市民の為にそし

許を取得。12 月から愛車に乗っているが、ハンドルにしがみ

て家族と自分の為に仕事をしている。みんな何らかの形で役

付いている様なもの。家を出る時も楽しくて（ちゃんと動く！）

に立とうとしているし出来ているのが出来栄えと共に素晴ら

帰宅するとほっとする（も少し乗っていたい、翌日も又乗り

しい。一体感が嬉しい。みんな頑張っている、有り難う。

たい気分）。当面の目的地は信号から次の信号まで。街中で

以前にハワイの貸別荘で過ごした一週間は最高だった。高

渋滞に合うとゆっくり行けばいいから嬉しい。脇道を時速 30

知はそれに匹敵する。四国島の南半分、北は新緑の山、南は

ｋｍで走る時は路上教習の延長の様で面白い。ヒヤワク感が

紺碧の海。最高の立地条件下にある事は、朝夕焼けだけを見

たまらない。身の丈に合った愛車は、トヨタのイスト。形は

ても実感できる。「晴れ」と言えば当たり前の様に「青い空」、

洒落ていてエレガント。色は高知の空と海を象徴するスカイ

ハワイとそっくりだ。毎日がハワイ諸島気分。いや、チョッ

ブルー。定年一年目の私と上手にセッション出来ていけそう

ピリ涼しい冬がある分季節観を味わうにはハワイ以上だろう。

だ。新しい自分をつかむ事が出来る様な気がする。ついでな

旅に出ると日常から解放される分だけほっとする事はよくあ

がら、au も一年生。写メールの一通目は愛車添付だった。

る。同時に日常を価値あるものと認め意識的に心豊かに過ご

買い物：日曜市…一週間分の漬物、果物、干物等を買う。

せば、まさに地上の楽園、それが私にとっての高知。ワンコ

買い物を数回重ねると口に合ったブースが決まる。馴染みの

イン払う価値ありと認め「高知ファンド・気候編」と称して

客ともなれば時候の会話も楽しめるし時々オマケが付いて来

貯金している。

る。近くのひろめ市場も老若男女が集うので魅力的。百均店
…日曜雑貨品で欲しい物があったらまず百均店。一品の予定

［時間］ 懐かしの昭和三十年代、太陽時計
銭湯が健在！（小・中・高）とお世話になった「あたご湯」。

が十品になる。店内巡りをしていると思い掛けない用途発想

番台には同級生が近所のおばさん達と井戸端会議をしながら

が湧いて来て楽しい。スーパー、コンビニ、鮮魚店…山海物、

先代のお母様に代わって陣取っている。衣類棚と鍵、体重計、

新鮮素材の宝庫。飲食コーナーでも休息は時間が優雅に流れ

湯船のタイル模様、鏡等の様子はその時代のまんま。早い時

て行く。客と店員の動きは一幅の風景画。スタッフと顔見知

間に行くと１〜２人というのも同じ。

りになれば、近況の会話を交わしたりもする。講習：パソコン、
ベリーダンス、世界料理、ヘルパー２級。仲間が少しずつ増
えて来る。

［空間］ 引越し、街中、気候
現役時代（大日本インキ化学工業株式会社に４０年間）蓄
積した荷物（家具、衣類、食器、書類、ファイル）を、３割
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ほど処分して大阪から高知の仮住まい宅へ引っ越してきたの

家政の作業や市内の用事は日没頃に終了。就寝時間は２２
時。翌朝の活動は日の出と共に始まる。

［抱負］ 高知高専テクノフェローに期待
充電期間を終える今春には何か高知に役立つような新しい
仕事をしたい。高知高専テクノフェローの豊富な情報量と人
材コーディネートに期待しています。

高知高専卒業生からの声

卒業して 35 年
高知高専 O B
土木工学 科
東村

私

３期生

辰彦

は、昭和 48 年 3 月に高知高専土木工学科を卒業し、同年

いことです。また、いままで、終身資格 ( 建築士、技術士など ) であっ

4 月に ( 株 ) 日本水道コンサルタント ( 現；日水コン ) に入

たものが、今後は、更新講習、CPD などが有資格者に課される

社し、現在 35 年目を迎えています。弊社は、水に関するコンサ
ルタントとして、下水道、上水道、河川、工業用水等の調査、設

ことが想定されます。
さて、高知への U ターンについて、私の状況を述べます。

計業務を主業務としています。私は、入社以来、大阪下水道部 ( 途

私は、高専を卒業以来、今の職業（設計、調査）に携わっており、

中；5 年間博多に単身赴任 ) に所属し、主に、下水処理場、ポン

全くつぶしの効かない状況です。また、近年、下水道も建設から

プ場の設計、調査を担当しています。

維持管理の時代に突入し、経営や効率的改築更新などのマネジメ

高知市で生まれ、20 年間育ち、大阪で 30 年、博多で 5 年過ごし

ント関連の新規業務が増えてきて、それらへの対応に日々追われ

てきましたが、後 5 年経てば定年を迎えることになります。もー

ている状況です。定年を迎えれば、図面、基準書や報告書を見る

ずいぶん、高知を離れていますが、いつも、思いは「ふるさと高

ことがなく、田舎でのんびり過ごしたいと考えていましたが、蓄

知」です。高校野球、駅伝などのスポーツ、四万十に関するニュー

えもなく、死ぬまで働くしかありません。また、伴侶は、高知出

スや世俗的な高知に関するニュースなどをテレビで見るとつい夢

身でなく、私の本籍地も大阪に移していますし、同行するとも思

中で見ている昨今です。

えません。私の職業は、特殊で、下水処理場、ポンプ場の設計で

最近の建設業界の話題と言えば、｢ コンプライアンス遵守 ｣「構
造計算の偽装問題」でしょうか。

は、土木、機械、電気、建築、建築機械、建築電気の 6 工種の専
門家が必要です。下水道は、都市生活におけるライフラインとし

コンプライアンスは、あらゆる法規制遵守であり、各地におい

て、欠かせないものであり、震災、豪雨による浸水等のニュース

て生じた建設業界の談合事件の反省に立ち、各社がコンプライア

でもその必要性が謳われています。このため、下水道は、ナショ

ンス宣言をしています。弊社においても昨年 6 月に宣言しました。

ナルミニマムとして多くの自治体で普及に努められ、平成 18 年

ただ、コンプライアンスは、法規制を遵守することでありますが、

度末時点で全国平均人口普及率約 70％（下水処理人口 / 行政人

あらゆる競争入札で低価格入札が横行しているのが現状です。特

口）に達しています。一方、高知県は、自治体の経営地盤も十分

に、最低価格設定のない設計部門の低価格入札はひどいもので落

といえない状況で、まだまだ下水道の後進県であり、人口普及率

札率 30％を下回る応札もあり、どのような手法で業務を消化し

は約 22％と低く、高知市でも約 39％しかないことから、下水道

ているのか、職員のモチベーションをどう維持しているのか聞き

関連業務が多いと思われるかもしれません。しかし、高知県内の

たいぐらいです。このような状況により、自治体の予算消化への

水洗化人口率 ( コミプラ、合併浄化槽を含む ) は、約 66％に達し

影響も大きいものであり、新たな発注形式 ( プロポーザル、総合

ています。また、下水道に着手している自治体は、少なく、着手

評価方式など ) へ移行される自治体が増えています。このため、

していても処理場、ポンプ場の建設が終われば、管敷設事業に重

各社ともに受注に向けての提案書作成作業が現場の負荷増大を招

点（普及率向上）が置かれている状況であり、処理場、ポンプ場

いています。ただ、提案書作成時に、設計方針などの共有化が図

の設計量は、非常に少ないのです。このため、現状の私達家族の

れること、受注時の提案書の評価及び受注への貢献などで、現場

生活水準維持を考えると、どうしても、「躊躇」してしまいます。

職員のモチベーションの維持に繋がっているものと思います。

いろいろな方が、いろいろな理由、事情により、U ターンを決意

次に、構造計算書の偽装問題は、われわれ技術者の善意の法律を

されたことと思います。携わった職種によっては、U ターンも可

覆したばかりか、これにより、建築基準法が改正され、建築確認

能でしょうし、年齢によっては、職種に捉われず可能でしょうが、

申請が厳格になり、必要以上に時間を要し、建設事業に大きな影

私の職業と年齢を考えれば、高知に帰ることは、難しいと判断す

響を与えています。われわれの下水道事業では、発注者が自治体

るしかないのかなと考えています。U ターンに関して、否定的な

であり、経済性もさることながら安全性を重視することから基準

意見で申し訳ありませんが、正直な気持ちを書かせていただきま

適合が第一条件になるため偽装の必要が無いが、開口補強などで

した。

若干、設計への影響が出ています。それより、確認申請の遅れに

最後に、先輩、後輩方々のますますのご活躍を期待しています。

よる下水道事業推進、処理施設の供用の遅れなどへの影響が大き
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高知高専卒業生からの声

卒業後 16 年経って
思うこと
高知高専 O B
機械工学科
横川

私

26 期生

竜也

が高知高専機械工学科を卒業して早や 16 年が経と

アを、最終的なユーザーである病院に現地営業及び、サー

うとしています。

ビス員がいるにも関わらず、自分で据付、確認、説明を行

卒業してからの約 16 年を振り返ってみると、医療機器

うということがよくありました。これにより日本全国いろ

メーカーに入社し、Ｘ線撮影装置の開発、設計を行う部署

いろな場所に出張する機会がありました。もちろん高知に

に配属され、機械工学科を卒業したにも関わらず、装置の

も何度も出張で訪れました。地方に出張する度に海、山が

機械的な設計を行うのではなく、ソフトウェアの開発、設

近くにある環境にやっぱり田舎（地元）は気分的に落ち着

計を行うグループの一員となりました。

くと感じました。この出張経験により若いころの自分には

高専時代に不得意であったプログラミングについて一か

なかった”U ターン”という言葉が自分の中で大きくなっ

ら勉強を行わなければならないという状況になり、やって

てきているのは確かです。現実的に今すぐ U ターンする

いけるかどうか不安になりましたが、諸先輩方の指導もあ

という状況、気持ちではないのですが、将来的には高知に

り、現在までやってくることができました。

戻り、生活を行うということも選択肢の一つとして考えて
います。

さて、自己紹介的な内容はここまでとして高知への U
ターンについてですが、私は就職活動を行うにあたり、就

最後に『高知高専テクノフェロー』の存在は、自分自身

職先の条件として“県外企業（関東圏）”であることを第

が U ターンを行うと思った場合に大きな道しるべになる

一として求人情報を見ていました。これは、当時の若かり

のではないかと思います。今回この原稿を依頼されるまで

し自分が県内企業に魅力的な企業がないと勝手に思い込ん

存在自体を知りませんでした。私も含め、現在また将来的

でいたことと、都会に憧れる田舎者の性というもので、こ

には高知で働きたいと思っている人にとって高知にどうい

のような思い込みで県内企業の求人情報は全く見向きもし

う企業があり、どういう人材を求めているか知る手段とし

ませんでした。

て大変有用な情報源になるものと思いますのでぜひもっと

しかし、これまで 16 年間関東で生活してきて都会には

もっと門戸を広げ、いろいろな人（Ｕターン希望者、そう

ない、田舎の良さというものも強く感じるようになりまし

でない人、県外出身者）に高知の良さが伝わるような情報

た。私の部署では、設計する部署としては珍しく（他の会

発信源になって頂きたいと思います。

社についてはわかりませんが）、自分で作成したソフトウェ
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土佐のいごっそう起業家の回想

イヤクチ老人の
自己弁護
株式会社

垣内

代表取締役 社 長

垣内

敬陽

イ 皮肉やイヤミのことである。自分では、薬味の効い

ヤクチ人間と云われてきた。イヤクチとは土佐弁で、

肩透しである。イヤクチの所為もあって独りが良い。酒は

たジョークだと思っているが、どうもそれ以上らしい。加

8 回までは一人で飲む。宴会の後も、一緒に飲むのは二次

えて、臍曲りで、天邪鬼である。他人（ひと）が右と云え

会までで、本当は早く独りになりたい。趣味も、読書、釣

ば左と云う。連れがカツオのタタキを注文すれば、アジの

り、鉢植え、庭いじりなど一人で楽しめるものが多い。

サシミと云う。内心、タタキを喰いたいなあと思っていて
も、である。
ゴルフのショートホール。たまたまオナーで最初に打つ。

毎日のように飲み、それも外で飲むのだが、10 回のうち

イヤクチいいの天邪鬼。そして、孤独癖。なぜこうなっ
たか。やっぱり生い立ちだと思う。5 才の時、父が病死し
た。10 才で母親が肺結核で亡くなった。昭和 23 年である。

距離が足らずにバンカーにつかまる。くやしい。4 人目が

二人とも数え年 30 才であった。父親の死で庇護者がなく

打つ。（4 番目は前のホールで 1 番成績の悪かった人が打

なり、母の発病から 2 年間は感染を恐れて誰も近づいて

つ）運悪くチョロとなる。すかさず“さすが 4 番バッター”

こなかった。強烈ないじめに遭った。学校も高校を出るの

と云う。云われた方はムッとして黙る。云った方もバンカー

がやっとで、クラブ活動には融れたこともない。前職の商

に入った腹立たしさからとは云え、言い過ぎたと思って、

工中金も政府系であるから、当然、差別社会であった。黙っ

罪の意識が残る。当然バンカーからは 1 打で出ない。

ていたら潰される。

イヤクチは、結果があまり良くない。イヤクチが過ぎて、
出入り禁止となったスナックがある。

一方、失うものがない強味があった。独りで考え、行動
し、自分で責任をとれば良い。斜め上の者を勝手にライバ

「寸鉄人を刺す」とはお前のことだと云った先輩がいた。

ルに据え、仮想敵に見たて、それを乗り越えることで頂上

だけど、放った一言が、その場にピッタリと嵌りズバッと

を目指した。何時の頃からか、自信が背広を着ていると云

決った時の快感はたまらない。云われた本人を含め周囲の

われ、ミニ角栄と呼ばれ、親分と云われるようになり、夜

笑いの渦も、座を盛り上げる。

の街では、良家の我がままお坊ちゃまになった。これらが

イヤクチにもルールがある。立場の弱い人間には云わな

一体となって、今日のような人間になったのであろう。

い。際どいシュートは投げてもデッドボールは投げない。

高知に帰って 15 年、古稀を迎えた。イヤクチの相手も

本人の責めに帰さない容貌などには触れない、などである。

少なくなり、こちらの頭の回転も悪くなって、切れ味が鈍

お客様に云わないのはモチのロンである。

くなってきた。

要は威張っている（と思う）人間、名門を笠に着る者、
何かと自慢する人など、庶民の敵に向って行くのである。
イヤクチに一番まともに反応するのは普通にカシコイ人

これから、首べを垂れ、愛想を振り撒き、好々爺の道を
歩むか、と考えないわけではないが、もう遅い。
急にそんなことをしても、会葬者が増えるとは思えない。

達である。本当に賢い人は鋭く切り返してくるか、冷笑と

これからも老骨にムチ打って、イヤクチじじい、意地悪じ

共に無視するかである。その他の方々は意味が通じない。

じいの道を突き進んで行こうと思っている。
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理事を終えて

高知高専テクノフェロー
理事の離任に当って
高知高専 O B
土木工学科

２期生

前高知高専 後 援 会 会 長
藤井

高

智文

知高専の卒業生の皆様、お元気で活躍されていると

高知工業高等専門学校は発足して 40 年にもなり、この

思います。私も高知高専を昭和 47 年の春に卒業し

40 年間に 5200 名ほどの卒業生を送り出していますが、

てから現在に至るまで、公務員として四国内各地を転勤し

先生方が忙しい関係で卒業した学生とのつながりがうすい

ながら仕事を行ってきました。その間に私の子供も高知高

のが実状ではなかったかと思われます。ご存じのように卒

専に入学し、親子でお世話になる事に成りました。子供が

業生のほとんどは県外で広く活躍をしておられますがその

入学した関係で高専の後援会会長という大役を平成 17 年

卒業生のなかで、「県外で働いているけれど働く場所さえ

から 19 年までの３年間おおせつかりました。それに合わ

あれば古里である高知県で働きたい」という卒業生は結構

せ高知高専テクノフェローの理事を、設立当初から平成

いるのではないかと思います。こうした卒業生たちの希望

19 年５月の後援会会長交代までの２年間拝命致しました。

や、初期に卒業された卒業生が定年を迎えようとしている

私も学生時代は後援会がある事など知らずにただ学校に

今日、この卒業生を古里である高知県にＵターンしていた

行き友達と楽しい学生生活を送っていましたが子供が入学

だき、今までに培った高度な技術、技能を高知県の地場産

して学生の親として学校の先生方と関係を持つようになる

業に生かしていただきたいということで、高知高専テクノ

と、高専の先生方は、非常に大変だなと思いました。学生

フェローを立ち上げていただきました。

のために、勉学、就職活動以外にも四国高専大会、全国高

高知高専テクノフェローは、多忙な高専の先生方及び学

専大会の引率や学生たちが主催する文化活動にも影から応

校と卒業生との間に立って卒業生の生涯にわたる支援活動

援を行ったり、また父兄との連絡においては、毎年７月か

を行うものであり、さらに高知県の産業界の発展に貢献し

ら８月の土曜・日曜に高知県の各地に出かけて、学生の様

ていただくためのものであります。

子の報告や学校の説明、また父兄からの要望等を聴き非常

今後とも、高知高専テクノフェローが、高知高専の卒業

に忙しく動き回り、学生たちを社会人として通用するよう

生のため、また高知県の産業界活性化のために活躍するこ

に立派に教育し送り出すために学校が一丸となって努力さ

とを期待し、私も出来る限り協力していきたいと思います。

れていることを身にしみて感じました。
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研究・技術紹介

大規模地震津波を想定した
避難施設の評価と配置計画
に関する研究
高知高専建 設 シ ス テ ム 工 学 科
教授

私

竹内

光生

は、1977 年 3 月に愛媛大学大学院土木工学専攻

している。

を修了後、三井不動産建設（株）で現場監督など

②施設配置問題

を務めた後、恩師のお誘いをいただき、翌年の 1978 年 4

「逃げられない」地域は、過去の浸水地域及び居住地域

月に高知高専に勤務の機会を得た。それまでの研究は、線

の拡大により新たに浸水が予想される地域において、近く

形計画法や骨組構造弾塑性解析法を用いた最適弾塑性設

に安全な避難場所のない地域である。その対策は、ⅰ）安

計法に関する研究であり、分野の異なる現在の研究でも、

全な場所に移住する、ⅱ）耐震性のある十分な高さの防潮

施設配置問題に線形計画法を用いている。以前は、線形計

堤で囲む、ⅲ）避難移動手段を徒歩から自動車等の高速な

画法のプログラムを自作していたが、現在では、性能のよ

ものに変える、ⅳ）緊急一次避難場所を設置する、の４つ

い市販の ILOG を用いている。ILOG では、課題に対応し

である。本研究は、ⅳ）を課題としている。

た制約条件式群や目的関数を format 化して大量に作成・

施設をどのように配置したら最もよいかというⅳ）の施

入力する必要があり、データ作成プログラムを自作してい

設配置問題は古くからの問題であり、つぎの 2 つの仮定

る。線形計画法は、制約条件式群を満足する無数の解のう

を用いて求められる施設利用者の利用圏は、ボロノイ領域

ち目的関数を最小化あるいは最大化する解を求める手法

と呼ばれている幾何図形となる。仮定 1：施設の利用者は、

であり、生産計画問題など活用範囲は広いと考えている。

利用者の居場所から一番近い距離の施設を利用する。仮定

また、ILOG は非線形計画問題にも適用可能である。以下

2：利用者は、施設までの距離を直線距離で判断する。こ

に、現在の研究内容を紹介する。

れが基本形である。なお、施設配置の定式化は、施設の立

①研究の位置付け

地する空間の認識によって変化するために、空間モデルに

まず、南海地震など大規模地震が発生した場合、震災、

ついては、連続的空間と離散的空間と、これらに経路的な

火災から身を守り、津波の浸水が予想される地域の住民

変化を含めたネットワークという 3 種類がある。ボロノ

は、できるだけ早く安全な場所に避難しなければならな

イ領域は、連続的空間を扱っており、一般に、施設利用者

い。住民の避難行動を視点とする課題は、
「逃げない」、
「逃

の空間的分布は離散的であるために、施設配置計画問題の

げ遅れる」の２つとされ、この２つは、早期の津波警報や

定式化は、離散的空間分布を対象とした組合せ最適化法と

地域の防災組織活動によって「逃げられる」としている。

なる。この場合、全ての組合せを考慮した最適化法が主流

近年、警報がなかったとして、「逃げない」被災事例が報

であるが、施設容量を考慮した場合の解を求めることは困

告され、新たな課題となっている。本研究では、津波から

難とされている。本研究では、このような場合の解も混

「逃げられない」地域の検証及びその対策の提案を課題と

合整数線形計画問題の最適解として ILOG で求めている。
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なお、このような最適解は施設の分散型であり、競合する

難速度の低減率を追加した場合の避難経路の検証も可能で

施設の均衡解である集中型とは異なる。つまり、投資効果

ある。高台に向かう最短経路網や最も安全と考えられる避

の視点で、最適解により配置される緊急一次避難場所の平

難経路網、及び複数の高台の分担領域や各高台に向かうリ

時の需要が課題となる。

ンクの通行量を、GIS 上に表現・検証している。

③避難経路問題

なお、阪神大震災以来、課題とされる古い木造密集市街

住民が選択する避難経路が異なれば、避難場所の最適配

地など「避難できない」あるいは「避難困難な」地域も本

置も異なる。逆に、避難場所が異なれば、避難経路も異なる。

研究の主な対象地域である。このような細街路を含む道路

一般に、堂々巡りである。本研究では、緊急避難計画問題

網では、最も安全と考えられる避難経路網も、閉塞率の大

においても、まず目標とする避難場所は高台であるとして、

小の違いはあるが、やはり閉塞する危険性を含んでいる。

ⅰ）浸水領域外の高台の選定問題、ⅱ）その高台に向かう

ここに、行政が避難路の指定に二の足を踏む理由があり、

避難経路の選択・整備問題、そして、高台及び高台に向か

一般に、避難経路は、複数検討しておくべきとする考え方

う避難経路が確定した後で、
「逃げられない」地域を対象に、

に説得力を持つ。

ⅲ）その高台に向かう途中の緊急一次避難場所配置問題、

震災後の道路網の状態を全く予想できないと仮定した場

とする３段階の問題と考えている。従って、ⅲ）の緊急一

合、避難経路問題は、市街地の道路網を迷路とする「迷路

次避難場所配置問題は、課題ⅰ）及びⅱ）の後の問題と捉

からの脱出問題」となる。迷路からの脱出問題の課題は、

えている。埋め立てなどによる浸水予想領域の市街地の拡

自助以外に共助と公助のシステムを如何に組み込むかとい

大も進んでおり、このⅰ）及びⅱ）の問題として、自動車

う問題といえよう。例えば、ⅰ）民地を囲むブロック塀を

などの移動手段への変更も含めた高台の選定・整備、及び

生垣にするなど、迷路を形成する壁を可能な限り除く、ⅱ）

避難経路の選択・整備の検証の必要性も含まれる。本研究

分断されにくい道路網構成を検証する、ⅲ）避難容易な道

では、GIS（地理情報システム）や最短経路探索法である

路網構成を検証する、ⅳ）避難誘導補助システムの効果を

ダイクストラ法を用いて避難経路の検証を行っている。ま

検証するなどである。これらが現在の課題である。

た、GIS の道路網リンクの属性データに閉塞の危険率や避

「桂浜から見た横浪ハイウェイ」高知高専
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伊藤楯男氏撮影
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FM ラジオを活用した
防災情報伝達技術に
関する研究
高知高専 建 設 シ ス テ ム 工 学 科
准教授

情

岡田

将治

報伝達技術の開発が建設分野の研究？と思われる
方がいらっしゃるかと思いますが、防災関連の研

究は建設分野の中でも重要なテーマのひとつです。

ということがわかりました。
最近、デジタル放送やワンセグ携帯電話等、新しい情報
伝達技術が一般的になりつつありますが、「防災情報は誰

2005 年 9 月に四万十川具同地区では、台風 14 号がも

にでも伝えられる必要があり、高齢者でも利用可能」とい

たらした豪雨により史上 2 番目の水位を記録しました。

う観点から、ローカルエリア内で誰でも不自由なく利用で

その結果、四万十川沿いの地域では数百カ所の浸水被害

きるラジオを用いた防災の情報伝達技術のアイデアがひら

を受けました。洪水災害の後、高知県からの依頼で私は

めいたわけです。アイデアの着想から、約 2 週間でプロ

研究室の学生と共に、最も被害が大きかった四万十市川

トタイプのシステムを完成させ、2006 年 6 月から川登地

登地区を中心に現地調査を行いました。それらの調査結

区にある大川筋中学校の職員室にスペースを借用し、運用

果、過去の浸水被害データを整理し、この地区の住民が

実験を開始しました。さらに、翌年の 2007 年にはいくつ

経験的に何となく理解していた浸水被害の特徴と四万十

かの組織から研究助成をいただき、2007 年 6 月から 10

川水位との関連性について、住民にもわかりやすく、いつ

月末まで改良型システムを用いた運用実験を行い、その間

でも見られる場所に置いて洪水時に活用していただくた

建設システム工学科の学生、専攻科生が川登地区で住民と

めに図 -1 に示す“防災カレンダー”を作成しました。「こ

のミニ防災ワークショップ ( 写真 -1) を数回行い、このシ

れで四万十川の水位がわかれば早めに避難の準備ができ

ステムと防災カレンダーの活用方法、携帯電話を用いた防

ますね。」とある高齢者の方に話をしたところ、
「どうやっ

災情報の取得方法の説明、緊急時の連絡体制等の議論を行

て川の水位を

いました。同年 7 月には台風 4 号により洪水が生じ、そ

知ることがで

の際には、ワークショップに参加した防災会のメンバー間

き ま す か？」

の連絡がスムーズ

と質問されま

に 行 わ れ、 早 い 段

した。私はこ

階で住民に情報が

の時ハッとし

行 き わ た る 等、 本

て、普段私た

システムが大活躍

ちが当たり前

しました。2008 年

のように利用

度には実用化に向

しているイン

け て、 い く つ か の

ターネットも

企業と共同でこの

携帯電話もこ

システムを活用し

の地区のほと

た防災情報伝達実

んどの住民は

験が全国各地で計

使えないのだ

画されています。

図 -1 川登地区の防災カレンダー

写 真 -1 川 登 地 区 で 行 わ れ た 地 区 住 民、 高 知 高 専、
自治体が参加したミニ防災ワークショップ
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高知高専野球部の活躍
高知新聞

平成 19 年 7 月 25 日（水）朝刊

高知高専野球部
高知県大会
８ 強 入 り！
高知高専野 球 部 顧 問
寺田

幸博 ・ 高 野

弘

専９年ぶり８強”は、2007 年７月 25 日付高知

“高 新聞のスポーツ欄を飾った見出しです。緒戦で、
写真１と写真２に示すようにあざやかな延長サヨナラスク
イズを決め、このチームとして悲願の公式戦１勝をあげま
した。得点経過を示す写真３のスコアボードを、ホームベー
ス上で高知高専校歌を聞きながら見つめるナインの勇姿が
写真４にあります。この瞬間は、選手ばかりでなく、応援
に来た保護者をはじめ、これを支えて来た関係者に多くの
思い出と感動をプレゼントしました。２回戦も接戦の末に
これを制し、高知高専野球部 OB、校友会、保護者、教職

にも縁の下の力持ちとしての貢献を目指しています。現在、

員の熱い応援と期待を集める展開となりました。準々決勝

高知高専野球部の練習グラウンドは、ライト側外野は、陸

で室戸高校とがっぷり四つに組んだ好試合を展開しました。 上トラック、サッカーグラウンドとラップしています。こ
前半のリードを保てず惜しくも敗退しましたが、来年に向

のため、満足な外野守備練習は困難な状況にあります。こ

け大きな期待を持たせてくれました。

のような教育環境の改善に向けて、物部川河川敷に練習グ

( 社 ) 高知高専テクノフェローでは、このような高専活動

写真１

延長 10 回裏

写真４
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スクイズ敢行

栄誉をたたえ校旗の掲揚と校歌吹奏

写真２

ラウンド（写真５）を整備する方向で検討を進めています。

３塁ランナー生還、公式戦初勝利の瞬間

写真５

写真３

ベスト８につながるこの１勝

物部川河川敷に建設中の野球場

人材コーディネート事業

人材コーディネート事業
の現状と今後の取り組み
( 社 ) 高知 高 専 テ ク ノ フ ェ ロ ー

事務局

（社）

高知高専テクノフェローは発足以来３年間にわたり

中京（名古屋市）、関西（大阪府）で各 4 回、徳島（徳島市）、

人材コーディネートを中心に活動を行っています。

香川（高松市）、愛媛（松山市）、岡山（岡山市）、広島／山口（広

この企画は、定年を迎えたまたは近い将来定年を迎える高知高専
卒業生に高知に帰郷就労して頂くか、または一時的に高知県内企
業を支援して頂くものです。
平成 19 年度は、従来の帰郷就労希望者などの調査と共に、帰
郷就労に係わる行政・高知高専関係者などの取り組みに関する
フォーラムおよび企業と高知高専卒業生とのマッチング会を開催

島市）で各 2 回開催し、延べ 128 名の高知高専卒業生の参
加を得ました。
②高知市及び南国市において事業の推進及び広報の目的で、帰
郷就労及び短期・一時支援の地元説明会を開催し延べ約 90
名の参加を得ました。
③平成 18 年８月に、帰郷就労に関するフォーラムと短期・一

しました。過去の活動実績の概要および今後の取り組みに関する

時支援に関するフォーラムを２日間にわたり開催しました。

課題と方向性についてまとめます。

これらは、高知高専卒業生、地元企業の経営者・総務人事担

１．平成１８年度までの取り組みと成果

当者、地域振興・雇用関連の行政担当部門の方々を対象に、

平成 17 年度及び平成 18 年度には経済産業省・厚生労働省・
日本商工会議所などからの委託事業を実施しました。実施内容と
成果は次の通りです。
１）50 歳代高知高専卒業生の帰郷就労希望に関するアンケート
調査
50 歳代高知高専卒業生を対象とし、帰郷就労の意志、得意

事業の意義の把握、事業推進上の課題の共有化などを目的に
開催し、約 80 名の参加を得ることが出来ました。
④事業活動の結果、３名（機械工学科卒業生１名、電気工学科
卒業生２名）の帰郷就労を実現しました。
２．平成１９年度の事業活動
平成１９年度は経済産業省からの委託により、次のような実施

技術、外国語レベルなどに関するアンケート調査を実施し 35

内容で OB 人材活用のための事業を実施しています。

名の帰郷就労希望者を発掘しました。

１）帰郷就労希望者の発掘

２）短期・一時支援 OB 人材の発掘・登録
短期・一時支援が可能な OB 人材 57 名を発掘し商工会議所
に登録しました。さらに短期・一時支援登録者と高知県内企業
との 17 件のマッチング成果が得られました。
３）地域企業の帰郷就労及び短期・一時支援に関するアンケート
調査及びヒアリング調査
募集分野・要求人材・処遇など地域企業の帰郷就労受け入れ
に関するアンケート調査および一部の企業に関してはヒアリン
グも実施しました。
４）地区会開催によるネットワークの構築と説明会・フォーラム
の開催
上記の活動を効果的に実施しさらに高知高専卒業生、地域企
業、関連する地方自治体などの理解を得るため次の活動を実施
しました。
①人材コーディネートのネットワーク作り及び広報を目的とし
た地区会を、平成 17 年度・平成 18 年度に、関東（東京都）、

団塊世代を中心とした高知高専卒業生帰郷就労希望者を発掘
しています。
２）短期・一時支援可能者の発掘
高知高専卒業生・高知高専教員（現役教員及び OB 教員）に
よる短期・一時支援可能者を発掘しています。
３）地域企業のニーズ調査
１次産業・1.5 次産業及び２次産業の OB 人材活用に関する
ニーズ調査を実施しています。
４）地元企業支援アドバイザーチームの組織化
地元企業の技術課題、経営課題などを効果的・短期的に解決
するために、高知高専卒業生の短期・一時支援可能者及び高知
高専教員・元教員からなるアドバイザーチームを立ち上げまし
た。
５）OB 人材活用を主体とする地域企業活性化研究会の設置
OB 人材を活用し地域企業及び地域産業の活性化を検討する
ために、（社）高知県工業会、高知県、高知県内市町村、高知
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人材コーディネート事業

商工会議所、１次産業・1.5 次産業団体、高知高専卒業生及び（社）

OB 人材との目線の違い（歴史、風土、文化の違い）などがあ

高知高専テクノフェローを構成員とする“地域活性化研究会”

ります。

を立ち上げました。

３）地域の受入環境に関する課題（主として行政的課題）
企業以外の地域受入環境に関する課題として、雇用の創出、
問題点の共有化と OB 人材活用加速の仕組み作り、優遇制度・
斡旋制度・アドバイザー制度など諸制度の整備、中長期的施策、
歴史・地理・文化など環境・観光資源の発掘、安全安心の町づ
くり、広報・宣伝とコミュニケーションづくりなどがあります。
４）その他の課題
その他の課題として、OB 人材活用を主体とした地域活性化
のための仕組み作り、OB 人材・地域企業等の情報のデータベー
ス化と公開、個人情報保護法への対応、全体的広報・宣伝など

６）OB 人材活用フォーラム・マッチング会及び説明会の開催
平成 20 年１月 26 日（土）に高知市に於いて経済産業省四
国経済産業局及び高知商工会議所と共催で OB 人材活用に関す

があります。
４．今後の取り組み方針
以上の現状を受けて、今後は事業のステップアップを図るため

るフォーラムを開催しました。パネリストとして、経済産業省

次の事項を重点的に実施します。

四国経済産業局地域経済部次長林恒夫氏、（社）高知県工業会

１）帰郷就労希望者及び短期・一時支援可能者の発掘とマッチン

会長北村精男氏、高知県商工労働部中山伸氏、土佐清水市市長
西村伸一郎氏、高知高専工業化学科１期生中村和夫氏、高知工

グの推進
帰郷就労希望者及び短期・一時支援可能者の発掘を継続的に

業高等専門学校校長藤田正憲氏及びコーディネータとして（社）

実施し、個別対応などによりマッチングの推進もきめ細かく行

高知高専テクノフェロー理事・事務局長多賀谷宏三氏の出席を

います。

得て、それぞれの立場で OB 人材の活用について意見を述べて

２）地元企業アドバイザーチームの整備、支援システムの確立

もらいました。フォーラム終了後、高知高専 OB、地域企業の

地元企業アドバイザーチームの支援可能事項を含めた体制整

総務人事担当者などによるマッチング会を開催しました。この

備、企業ニーズの抽出・整理を行い、（社）高知県工業会の協

フォーラムの出席者は 54 名でした。

力を得て、具体的案件について支援を試行的に実施します。

３．帰郷就労・短期一時支援における課題

３）OB 人材活用を主体とする地域企業活性化研究会のシステム

事業活動実施の過程で、帰郷就労、短期・一時支援に関する次
のような課題が浮き彫りになってきました。
１） OB 側の課題
OB 側の課題としては、人材発掘・ネットワーク作り、勤労
意欲・勤労時間、地域企業との目線の違い（歴史・風土・文化

作り
研究会メンバーの確定、活性化策検討要領の確立などを行う
ため、（社）高知県工業会の協力を得て研究会の試行を行い、
最終的には継続的・定常的な研究会として運営する方向で進め
ます。

の違い）、家族の同意などがあります。
２）地域企業側の課題
地域企業側の課題として、定年延長・再雇用などの雇用制度
の見直し・確立、OB 人材活用のシステム作り、OB 人材活用
に関する具体的検討（必要分野・内容など）、受入風土の醸成、
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以上のように、これまでは状況の把握・データ集め・体制作り
が主体でしたが、今後は実質的な事業の推進と内容の充実を図り
ます。

テクノフェローだより

テクノフェローだより
平成 19 年度における，高知高専，高知高専校友会，( 社 ) 高知県工業会および ( 社 ) 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。

高知工業高等専門学校

9月

中学生対象体験入学（参加者約 300 名）

平成 19 年 4 月 1 日

10 月

高専ロボコン 2007 四国地区大会（阿南市）

北村

新任教員就任

一弘氏

機械工学科准教授

高知高専Ａチーム：特別賞

（教員交流派遣より復帰）
栗田

耕一氏

（東京エレクトロンＦＥ）を受賞

電気工学科教授

高知高専Ｂチーム：風林火山賞を受賞

（前職）三菱重工株式会社
小田

憲史氏

10 月

建設ｼｽﾃﾑ工学科教授

コンテスト（津山市）

（前職）太陽工業株式会社
西岡

建雄氏

第 18 回全国高等専門学校プログラミング

競技部門：準優勝

建設ｼｽﾃﾑ工学科教授

（E5 杉本光啓，M5 寺内進矢，E4 川越桂太）

（前職）高知高専非常勤講師
岸本

誠一氏

高知高専校友会

機械工学科准教授

平成 19 年４月

（前職）高知工科大学総合研究所
西内

悠祐氏

同窓会を改編し，高知高専校友会が発足。

卒業生だけでなく，在校生，進路変更者も含め，

電気工学科助教

創立５０周年に向けた組織に！

（前職）徳島大学大学院工学研究科

平成 20 年１月

博士後期課程（在学）

校友会本部事務室開室！

4月5日

本科入学式・専攻科入学式

図書館棟１階に校友会本部事務室が本格的に

7月

第 44 回四国地区高専体育大会

開室いたしました。母校訪問の際は，ぜひお立
ち寄りください。

【団体競技】
1 位：ハンドボール，卓球

校友会本部事務室のご利用についての詳細は，

2 位：バレーボール男子，サッカー

校友会 HP

http://koyukai.kochi-ct.jp/

で。

【個人競技】
卓

球：男子シングルス１位

C4 浜田幸宏

男子ダブルス１位 C4 浜田・C3 濱田
柔

水

道：男子個人 60Kg 級１位

Z5 大黒達也

男子個人 73Kg 級１位

C2 鎌倉涼介

泳：男子 200m 個人メドレー１位
E1 吉田有佑
男子 200m 背泳ぎ１位

剣

道：男子個人１位

陸

上：男子 5000m １位

C1 谷口佳佑
E1 大塚

男子 110mH １位

女子 800m １位

6月

北村精男氏が会長に就任

高校の先生との就職情報交換会
（人材確保・就職支援推進委員会）

9月

高知県議会産業経済委員会企業視察受入れ

10 月

県外企業視察（住友重機械工業㈱）

12 月

高知工業高校との懇談、企業視察の受入れ

杏

M3 西森佳樹

Z3 中村志帆

第 42 回全国高専体育大会

平成 19 年 5 月

平成 20 年１月〜 2 月 合同会社説明会

E3 丸岡裕喜

男子走り幅跳び１位

8月

E1 吉田有佑

社団法人高知県工業会

（高知工科大学、ポリテクカレッジ高知）
1月

ベトナム経済視察

2月

工業会と知事との意見交換会

会員表彰
平成 19 年 2 月

｢ 第 6 回高知エコ産業大賞

株式会社

【個人競技】
剣

道：優勝

C1 谷口佳佑

柔

道：準優勝

Z5 大黒達也

水

泳：第３位

E1 吉田有佑

（200 ｍ個人メドレー）

3月

優秀賞 ｣

アークリエイト

中央職業能力開発協会
「職業能力開発及び向上、技能検定事業の
普及発展」
垣内

敬陽氏 （株式会社 垣内 代表取締役）
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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
8月

11 月

経済産業省「第２回ものづくり日本大賞」

開催（高知会館）

株式会社

新会長に北村精男氏，鈴木康夫会長は名誉会長へ

技研製作所
6月

南

哲夫氏 （専務取締役）

田内

宏明氏 （製造部・資材部 部長代理）

池田

敏夫氏 （技術開発部 地下開発設計課長）

高知県功労者表彰

経済産業省中小企業庁
「平成 19 年度企業等 OB 人材活用推進事業」
に採択される

6月

平成 19 年度「再チャレンジ支援功労者表彰」

祐幸氏 （森精機器株式会社 代表取締役）

高知県産業技術功労表彰

受賞
8月

井戸

浩道氏 （株式会社特殊製鋼所 代表取締役）

西川

忠洋氏 （株式会社ミロク製作所 技術企画室

平成 19 年度技術士第一次試験受験講座開催
（於高知高専）

11 月

平成 19 年度

南国市技能功労表彰
小松

俊雄氏 （株式会社スエジー

平成 19 年度

徳島地区会開催

12 月

平成 19 年度

高松，松山，岡山，広島 / 山口

地区会開催

浜田三十三氏 （セイレイ工業株式会社

平成 20 年
1月

プレス課係長）

土佐の匠
仙頭

12 月

企業等 OB 人材マッチングフォーラム等開催
① 企業アドバイザーチーム発足会

富雄氏 （富士鍛工株式会社高知工場）

② OB 人材活用を主体とする地域活性化研究会

財団法人社会経済生産性本部

設立

サービス産業生産性協議会

③ 企業等 OB 人材マッチングフォーラム

第１回「ハイ・サービス日本 300 選」

④ OB 人材と地域企業のマッチング会

中谷

（名刺交換会）

正彦氏 （パシフィックソフトウエア
開発株式会社 代表取締役）

3月

平成 19 年度
地区会開催

「石楠花」高知高専
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関東，中京，関西

11 月

西工場生産課長格）

11 月

第１回

地区会開催

室長兼務品質保証部長）

11 月

平成 19 年第１回理事会および通常総会

経済産業大臣賞 （製品・技術開発部門）

森脇
11 月

平成 19 年 5 月

工業化学科１期生

伊藤楯男氏撮影

第2回

関東，中京，関西

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
平成 19 年度の活動実績と平成 20 年度の活動計画の概要は次のようになっています。

【 平 成 １ ９ 年度の主な実績】

３）講習会の開催
技術士補講習会の開催（８月 25 日（土）、26 日（日））、
出席者数：19 名、合格者数：4 〜 5 名

１．総会及び理事会等の開催

１）総会及び第１回理事会：平成 19 年 5 月 30 日（木） ４）機関誌“Techno Fellow” 発行（平成 20 年 3 月予定）
開催

① 平成 18 年度実績、平成 18 年度決算、平成 19 年度

【平成 20 年度事業計画（予定）】

事業計画、平成 19 年度予算計画などの報告・審議

② 発足２年経過に基づく役員の改選（会長北村精男氏、 １．総会及び理事会の開催
名誉会長鈴木康夫氏、理事 19 名、監事２名）

２）第２回理事会及び「再チャレンジ支援功労者表彰」

第１回総会及び第１回理事会：平成 20 年５月
審議事項：①平成 19 年度事業報告及び会計報告

内閣総理大臣賞受賞祝賀会：平成 19 年 8 月 24 日（金）

②平成 20 年度事業計画及び予算計画の審議
③入退会の承認

① 経済産業省「平成 19 年度企業等 OB 人材活用モデ
ル事業」実施方針の審議

２．講演会の開催

② 平成 19 年度「再チャレンジ支援功労者表彰」（内閣
総理大臣賞）受賞祝賀会の開催（出席者 42 名）

３）第３回理事会：平成 19 年 12 月 27 日（木）
① 経済産業省「平成 19 年度企業等 OB 人材活用モデ
ル事業」実施計画書の審議

① 帰郷就労希望者及び短期・一時支援可能者の継続発
掘

体とする地元企業アドバイザーチームの充実と具体

講演会：平成 19 年 5 月 30 日（水）（総会当日）
テーマ：東京ドームの技術と間伐材の利用例
師：高知工業高等専門学校建設システム工学科
教授

３．人材コーディネート事業の継続実施

② 高知高専卒業生及び高知高専教員（現役、OB）を主

２．講演会の開催

講

総会日（平成 20 年 5 月）に開催する

小田

的活動の推進

③ OB 人材活用を主体とする地域活性化研究会活動の
推進

④ 人材データベースの整備

憲史氏

３．各種事業の実施

⑤ 地域情報発信システムの整備

１）人材コーディネート事業（実施中）
事業名称：経済産業省「平成 19 年度企業等 OB 人材

４．その他の事業
① 技術相談会の開催
② 講演会・講習会などの開催

活用モデル事業」
・ 高知工業高等専門学校機械工学科２期生の就労

③ 物部川河川敷野球場の完成

・電気工学科若手技術者の帰郷就労

④ 車椅子遍路計画の実行

など

・帰郷就労希望者、短期・一時支援可能者の発掘
・短期・一時支援に関するアドバイザーチームの設立
・OB 人材活用を主体とする地域活性化研究会の設立
・地域情報の収集と発信

など

２）物部川河川敷野球場の建設
国土交通省・南国市の協力により物部川河川敷に野球
場の敷地を建設して頂いた。（盛土の不足により未供用）
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編集後記

( 社 ) 高知高専テクノフェローが発足し早くも 3 年がすぎ、昨年 5 月に
は役員改選により北村精男会長を中心とする 2 期目の新役員が決まりま
した。気持ちも新たに事業に取り組んでいますが、方針や取り組み方の
見直しも必要な時期になったと考えられます。
団塊の世代が 60 歳定年を迎える年の 3 年目に入ります。人材コーディ
ネートも、今までのような手探りの取り組みから具体的かつきめ細かな
取り組みに移行すべきでしょう。
先日 ( 社 ) 高知県工業会に人材リストをお見せしたところ、高知県内
有力企業より帰郷就労 1 名、短期・一時支援 1 名について打診がありま
した。有り難いことです。即座にマッチングが実現するわけではありま
せんが、時間を掛けてマッチング実現に向け努力したいと思います。
既に 3 名の帰郷就労が実現し、平成 19 年度「再チャレンジ支援功労
者表彰」（内閣総理大臣表彰）を受賞しました。また、高知高専野球部も
高知県大会で 8 強に入りました。機関誌“Techno Fellow”にはこの様
な楽しい話を書きたいものです。
さて、今回も高知高専 OB に原稿を依頼し近況を紹介して頂きました。
その中で、定年退職した OB は定年後の時間を大切に生きておられる様
子が良く伺えます。それぞれの趣味や現役時代に身につけた特技を活か
し生活をエンジョイされている様子が見事な筆致で描かれています。編
集子はここ 3 年間、主として団塊世代の高知高専 OB と接してきました
が、大方の OB は定年後の生き方として今回原稿を寄せて頂いた方々と
同じ傾向と思われました。つまり、定年後の生き方としては自分の時間
を大切にし、機会があれば社会貢献をするというスタイルです。編集子
もいささか考えさせられました。
皆様の原稿には、( 社 ) 高知高専テクノフェローに対する期待や執筆者
の覚悟などが書かれていますが、それらの大部分は、( 社 ) 高知高専テク
ノフェローに、高知高専 OB と地域企業とのパイプ役及び情報源として
の役割を求めているようです。これらを具体化するため、今後は高知高
専 OB 及び高知高専教員によるアドバイザーチームと OB 人材活用を主
体とする地域活性化研究会の充実を図っていきたいと思います。
蛇足になりますが、先だって NHK でフルスウィングという実在の人
物を主人公とするテレビ劇が放映されました。誇張があるとしても、教
育の原点を見た思いがしました。とかく「学生」に集中した議論が多い中、
教育に僅かながら関係している者として考えさせられ、また最近はフル
スウィングを続けることの難しさを痛感しています。

【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

《 緊 急 募 集 》勤 務 地：高 知

ステッパー設備技術者

【応募条件】年齢不問 ＊ 60 歳以上も可
【応募職種】●ＴＦＴ型液晶パネル製造工程におけるステッパー
設備の保守保全、改造
●ＴＦＴ工程における製造プロセス開発／生産技術
事業内容：ＴＦＴ型液晶表示パネルの開発・生産
勤 務 地 ：高知県南国市（当社）
給
与 ：経験、技術レベル等を勘案の上、当社規程により優遇。
特に上記経験を 10 年以上有する方は高級優遇します。
応募方法等詳細は当社ホームページをご覧ください。

高知カシオ株式会社

http://www.k-casio.co.jp

高知県南国市久礼田 2420 番地
フ リ ー ダ イ ヤ ル：0 1 2 0 - 1 1 7 7 0
recruit@k-casio.co.jp

企画・デザイン／カラー製版
オフセット印刷／活版印刷／各種電算伝票

有限会社

南 国 市 駅 前 町 1 丁 目 4 番 28 号

T E L 088-864-3741
FA X 0 8 8 - 8 6 4 - 3 7 4 2
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社団法人 高知高専テクノフェロー・役員名簿
名誉会長（理事）鈴木

康夫

会

精男

長（理事）北村

副会長（理事）久保田寿一
副会長（理事）藤田

正憲

理

事

北添

英矩

理

事

国久

清司

理

事

楠瀬

雄三

理

事

関

裕司

理

事

久松

朋水

理

事

松岡

新生

理

事

弥勒

美彦

理

事

山口

隆士

理

事

中井

貞雄

理

事

久保

秀明

理

事

藤木

裕石

理

事

柏原

俊規

理

事

戸部

廣康

理

事

永橋

優純

理

事

多賀谷宏三 (兼事務局長）

監

事

青木

章泰

監

事

渡部

隆志

機関誌 テクノフェロー

社団法人高知高専テクノフェロー事務局
〒783-8508 高知県南国市物部乙２００番１
Tel 088-864-5679&5689 Fax 088-864-5558
E-mail:techno-１@jm.kochi-ct.ac.jp
http://techno.kochi-ct.jp/

