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１．はじめに
皆さん、おはようございます。今、清水先生
から、ご丁寧な紹介をいただきまして、ありが
とうございました。
紹介いただいたように 1940 年生まれで、逆算
していただければ簡単にお分かりと思いますが、
今 76 歳です。6４.５歳位まで製造業の経営者と
してやっていましたが、その後、地域活性化を
目的に、地域の企業や産業を元気にする仕事を
しています。企業人としての活動ではあまり気
が付かなかったような部分で、今はいろいろと
やるべきことがあると感じています。その中で
11 年間を超え、中小企業の支援の仕事をやって
いますと、皆さんがたの卒業生が活躍している
企業も、支援をした例もあります。また、私自
身が安曇野市にある企業経営をやっていたこと
もあり、池田工業高校や松本工業高校等の生徒
を多数入社して頂き、一緒に仕事をやった経験
も持っています。
今、長野県全域が活動対象で、要請があれば、
飯田から飯山までも駆けずり回っている現状で
す。基本的には利益が出なくて困っている状態
の企業の中に行って、利益が出るように、持続
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発展できる等の視点で経営改革の支援を行って

しいことを何かやろうとしていた時代でした。

います。長野県からいえば、企業が元気になり、

そういうときに、東芝の冷凍機関係の技術部

税収が増え、行政課題の解決に予算を増やす等、

門に入ったわけです。とにかく君達は電気だ、

例えば教育のほうにも回していただこうという

機械だと言わずに、冷凍機屋になれと、要する

考えです。このような循環を考えれば、こうい

に、その道の専門家になれということを言われ

う所でお話しさせていただくのもよいかとも思

ました。こういうことを言った当時の技術部長

いまして、少々場違いの感じも承知で、企業経

さんは偉いなと、今になると感心しています。

営・行政仕事・企業支援の経験者が見た、工業

更に、その道の専門家になるには、市場を知

高校、技術系の高校に対して思うところをまと

れと言われました。早い話が、技術部だとか開

めました。話が少々飛ぶかもしれませんが、ぜ

発部だとかといいますが、全員が専門家になり、

ひ、よろしくお願いいたします。

かつ営業部員になれと言われました。要するに、
市場でお客さんが言っていることを聞かないで

２．私の略歴

物を作るなどとんでもないと言っているわけで

今までいろいろ経験したことを話してほしい

す。50 年を超える前の話だとすると、すごいな

との要望もあり、この部分を少し丁寧にまとめ

と思います。今では当たり前ですが、そういう

てみました。

ことが非常に印象に残っています。

私は、ご紹介いただきましたように、1940 年

その後、GE が作った会社に行きました。ご存

に群馬県に生まれて、電気工学を学びました。

じのように、GE はエジソンがつくった会社です。

大学は電気系の単科大学で、今は総合工学系に

そこが日本でエアコンの会社をつくるというこ

なっていますが、60 年近く前は、まさに電気し

とで、技術者を探していました。その中で、た

かない学校でした。そこで、強電か弱電かとい

またま私がスカウトされたわけです。ここでは

う選択の中で、私は強電を選びました。

徹底的にアメリカ型のマーケティングを教え込

その後、30 歳で転職となりますが、実は最初、

まれました。さらに、新製品を開発するプロセ

東芝に入社しました。当時の家電系の企業の多

スも教えられました。これは残念ながら東芝で

くは、アメリカやドイツから技術を導入して、

は、まだ試行錯誤して、模索している段階でし

それを会社の中に植え付けていこうという時代

たが、アメリカでは既に完成していまして、そ

でした。私も東芝で、それが全てではありませ

のことを学んだことは非常に大きかったです。

んが、アメリカの、今でいうウェスティングハ

その後、当時の GE ではジャック・ウェルチ

ウスや GE 等のいろいろな製品を輸入し、それ

が社長になったときに、今でいうと選択と集中

を分解して中を調べたりしていました。

という経営戦略の元、世界シェア 2 位までの事

そのような中で、たまたま商社を通じて GE

業を残し、3 位以下を今でいう M&A で売ってし

と関係があり、GE からスカウトされ転職し、工

まいました。たまたま私が所属してきたエアコ

場のある長野県に移りました。

ンディビジョンは 3 位でしたので、2 位の企業に

当時、東芝で学んだことは、今に非常に影響

売りました。

しています。この会場には機械系・電気系、電

今は、日本の企業が世界シェアトップですが、

子系、情報系などの先生がいると思いますが、

当時のトップはアメリカのキヤリアという会社

当時も、機械や電気、金属・化学等々の専門家

でした。残った日本法人はトヨタ系の企業に統

が集まって、冷蔵庫や冷凍庫やエアコンの開発、

合され、今日のベースになっています。ここで

設計、製造が行われていました。しかし、まだ

学んだのは、まさにお客様指向の物作り、人を

まだ日本では、海外の技術先進国から学び、新

大事に育てる経営です。実に丁寧に人材育成す
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る文化がありました。

きました。これが実はモチベーションを上げる

そういう所で私は育ってきました。このこと

ことにつながっており、その後の人生を切り開

が、今の私の中小企業の経営改善の仕事ができ

く力になったり、今の地域活性化の考え方にも

る、非常に大きな礎になっています。

つながっているのではないかと感じています。

さて、私がなぜ電気屋になったのかというこ

そういうことで、このように学校での活動の

とですが、私は山の中の小学校で過ごしました。

報告会や表彰されることが、非常に重要ではな

小学校の高学年のときに、たまたま図書館で小

いかと思います。

学生向けの科学雑誌だったか、図鑑だったかを

それに加えて、私は野球や陸上競技が盛んな

目にし、そこにあったラジオやモーター等々の

高校に入り、かなり本格的に陸上部で部活をし

記事から、大きな刺激を受けたことから始まり

ました。確か、群馬県の中では走り幅跳びや 3

ました。中学性になった頃には、皆さんは経験

段跳びで、常にベスト３に入る程度の成績を残

ないかもしれないが、クモの巣状のアンテナを

していました。今にして思えば、そこで勝つ喜

自分で作って、裏庭の柿の木に建てて、鉱石ラ

びやチームワークを学び、それが今に活きてい

ジオを聞いたりした記憶があります。何となく

ると考えます。

その頃から電気屋になろうと言っていたらしい

このようなことは、今の学校の中でも十分強

です。それが一つです。

く実践していただきたいと、私は思います。す

もう一つは、今日も、ここに表彰を受けた等、

なわち、中学・高校時代に自ら考え行動する力

いろいろな事例の紹介が展示されていますが、

を養うことが、人生設計の中で大いに役立つこ

ものすごく重要なことだと、考えています。

とよく教えていただきたいと考えています。

私が中学 3 年のときの自由研究で取り上げた

もう一つ、ここで大きなポイントは、東芝か

のが地域の潜在失業者の実態調査です。私がい

ら GE に誘われて行ったときの話です。ここは

た所は非常に小さな村でした。当時、村内に小

GE によって作られ、まだ小さな規模の会社でし

さな炭鉱があり、その炭鉱の衰えが出たり、全

た。転職を相談した関係者全員が大反対だった

国的に不景気風の吹いていた時期でもあり、か

中、私だけ、一丁やってやるかと思って、誘い

なり失業者が出て、生活に苦慮する姿も何とな

に乗りました。要は、大企業で新しい製品を作

く見聞きしていました。

っていくか、それとも、新製品を作り会社も作

そのようなものを見てきたこともあって、仕

るという選択肢の中で考えた結果、転職の道を

事とはどういうものなのか、今でいう産業の盛

選んだわけです。

衰が非常に個人の生活に影響してくることを感

ここで、自分で考え納得して決めたことが非

じました。当時はやったニコヨンという言葉を

常にモチベーションを高めました。結果的にゼ

知っている人は多分いないかと思いますが、公

ネラルエアコン、GAC という会社も、その後は

共事業である道路工事等で働くと 1 日 240 円と

非常に大きな変化をしてきている会社ですが、

いう時代で、それをニコヨンと呼び、従事する

その変化にも何とか持ちこたえられました。自

人が増え、いわゆる潜在失業の状態であること

分でも会社つくりに参加するという考え方で入

も、社会科で学んでいました。その実態を調べ

ったものですから、会社を何とか再興させよう

ようと自由研究で取り上げて、村中を自転車で、

という思いで頑張ったと思います。ついに 65 歳

3 人ぐらいで駆けずり回って、あちらから話しを

近くまで勤めました。

聞いたり、役場へ行って資料を見せてもらった

３．長野県製造業の実態

りして、まとめました。これが県の教育関係者

さて、長野県の産業の話です。このグラフは

から認められ表彰されて、発表会をしていただ

長野県のホームページで産業統計が出ているも
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のをそのまま出したものです。よく見ますと、

の線上では非常にわずかですが、そういう形で、

長野五輪の後、落ち込んだ景気から引き続きま

きています。

して、いまだにずっと沈んだままと実感してい

下の図が、その他の物作り業ということで、
製造業だけ取り出して、その GDP で見ている資

ます。
この上のグラフを見ますと、国も景気が良い、

料です。リーマンショックを見ていただくと、

悪いという言葉どおりに GDP が上がったり下

このくらい影響があって、なおかつ、2014 年に

がったりしていますが、残念ながら長野県は全

はここまで回復し、最近 6 兆円を超えたという

国平均に対して、その傾向がいつもマイナス側

ことが新聞情報で出ていましたので、少し盛り

にいってしまっています。非常にこれは大変な

返してきていると思っています。

ことです。

ただ、長野県の場合は、材料を作っている企
業がありません。ということは、材料は全部域
外から買って、加工だけやっています。一言で
言いますと、長野県の製造業は非常に、加工や
組立型の下請けが多くなっています。
その中で、皆さんの卒業生が非常に頑張って、
張り切っていただいて、これを支えているわけ
ですが、残念ながら地域間の競争にずっと負け
ているということが、こういうことに現れてい
ると考えています。
私は長野県中小企業振興センターの専務理事
に公募で採用され、３年間務めました。この時

典型的な例で申し上げますと、日本酒です。

代に行政の考え方に触れたり、地域間競争への

私はあまり酒を飲まないのですが、日本酒の市

対応等に対してどう捉えるかを一緒になって考

場はどんどん落ち込んでいっています。これは

えた事もあります。従って、この図のようなこ

10 年以上前から言われていることですが、全国

とを見ますと、完璧に長野県は地域間競争に負

平均と比べて長野県は減少率が大きいのです。

けています。負けた結果、こうなっています。

全国的に減ったと言いながら、それほど減っ

ですから、変化で言いますと、もちろん国全

ていない所が新潟県です。新潟県の全量はとも

体で人口減少や海外生産の増加等、マイナス要

かくとして、変化量で言いますと、減少率が低

因がいろいろありますが、それ以上に長野県は、

いのです。なぜかといいますと、変化に対応し

そのような変化に対して付いていけない現象も

新しい市場を見つけて、新しい領域で、多様化

あります。

した市場に新しい価値のお酒を売っているから

それが、これで典型的に見えるのがこの資料

です。

です。東京商工リサーチという会社がいつも法

残念ながら長野県は、変化への対応が遅れ、

人赤字率のランキングを出しています。一番新

結果的にそういうことになってしまいました。

しいのは 2012 年のものですが、ここからわかる

全くそれと同じように、例えば、いざなみ景気

ように、長野県は残念ながらワースト 2 位です

と書いてある所を細かく見てみます。ここでも
全国的な動きに比べ、長野県の動きのほうが残
念ながらマイナスにいっています。全国は上昇
傾向にありますが、長野県は減っている等、こ
-4-

争に負けているわけです。それを認識していた
だいて、こういうところをどうやって作ってい
くかということになります。教育機関の立場で
も一緒に考えていただきたいと思っています。
地域を経営していく、学校を経営していく、
長野県を経営していくと捉えたときに、そうい
う経営を支える大きなものは人材、人です。経
営資源として、人、物、金、情報といいますが、
その中の一番重要なものは人です。その、人材
の礎をつくっていくことの重責というと変です
が、そこの使命感をもう一度認識していただけ
赤字率でいいますと約 78.5 パーセントの法人

ればと考えています。
私は今の仕事を通じて、既に延べ 400 社ぐら

が赤字です。
この赤字率を減らしていくと、税収は増え教

いの企業支援をやっています。そこから見える

育関係予算は増えます。私は今必死になって、

ことは、企業は人が足らなくて困っています。

一つでも多くの黒字企業を作ろうと考え活動し

その上、工業高校生が採れないという言い方も

ています。この活動を組織的に行いたく、同じ

たくさん出てきます。

考え方を持つ仲間と一緒に、最近立ち上げたの

ますと、結果的に女性の戦力化がすごい勢いで

が、この資料の表紙にも記述した通り、NPO 法

進んでいます。機械加工の仕事をやっている女

人「知恵と考働」です。

性がたくさんいます。しかも、今、高校就学率

今、そういう所に行き

これが長野県の現実で実力なのです。こうい

でいえば、ほとんど 90 何パーセントだと思いま

う側面で考えたときに、皆さんが、今度は教育

すので、逆にいいますと普通高校を卒業した人

者の立場で、これからの産業人を育てていくと

が旋盤やマシニングセンターのオペレーターを

いう観点で捉えたときに、当然これは学校の中

やったりしています。つまり、そういう人に置

だけのことではありませんが、人を預かるだけ

き換えて、育ててやっていこうということが現

でなく、物作りだけでなく、社会人として、そ

実にあるわけです。

して地域を作る人材になるように、教え育てて

それから、最近見ていますと、海外からの比

ほしいわけです。

較的高機能の技能者、技術者の規制がどんどん

学校を取り巻く色々な関係者がおっしゃってい

緩んできていまして、結果的にそういう人が増

ます。文部科学省もそうですし、県もそうです。

えています。そのようなことを考えますと、工

各学校の方針も、工業高校を見ると、皆、物作

業高校は、前にもお話しした通り、これから少

り人材の育成、考える力の育成がキーワードに

子化で学校の縮小、統合等があり、だんだん工

載っています。

業高校の卒業生の減少が考えられるし、また活

それを考えたときに、何をしていったらいい

躍の場が減ってしまうのではないかという危機

か、どうすべきなのかということの根幹は、や

感も感じます。工業高校の卒業生が、まさにこ

はり物作りと言っている限り、工学的な知識だ

のような労働事情や産業事情の変化に対応し、

けでなく、考える力、変化に対応する力の育成

さらに高機能な、高付加価値の仕事ができるよ

までを、強く認識していただきたいと思って、

うな所で働く事が期待されていますし、このよ

あえてこのような説明をいたしました。再度申

うに高機能・高付加価値な仕事のできる人材に

し上げますが、長野県は残念ながら、地域間競

なることが強く求められています。
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このような観点を捉えていきますと、良いこ

ういう志向で選択しているのか？。それに対し

と、悪いことを全部私が見ているわけではあり

て出口では、就職や大学への進学、専門学校へ

ませんが、そういう変化を企業支援の現場でよ

の進学等、いろいろな選択が分かれます。その

く感じています。

選択に対しての方向感を決めるには、学生の価

これは、そのような方向性を少し整理してみ

値観や親の価値観が重要になってきます。

た表です。

ここで私が重要視しているのは、やはり先ほ
ど、自分の小学校時代にこうだとお話しした様
な職業観です。数年前、私はある大学の理系の
現代職業概論を講義した経験があります。その
ときに、私が学生に、学校を卒業したら何にな
りたいかという話を聞いたとき、いろいろと素
晴らしい話を聞く中、一番驚いた話は、ずっと
学生でいたいと言うのです。これは素直といえ
ば素直かもしれませんが、それではいつ稼ぐの
かと言うと、親が学費を払ってくれて、一生学
生でいるのが一番良いと言います。
最近はそういう人はいないようですが、やは

文部科学省の資料、県では最近の産業振興プラ

り、どこかで稼ぐ側に回らないといけませんか

ンにも同様の記述があります。
平成 19 年度版は、

ら、そういうことに対する職業観や人生の捉え

たまたま私も事務局で、プランを作る側に参加

方が、今の教育という立場で言うと、狭間にな

していました。そこから少しずつ変化して、ご

っているのではないかと感じます。

く最近、最新版が産業振興プランとして出てき

ここに展示されているような、高校生の課題

ました。

研究の成果などを見ますと、これは職業観に対

ここでは、まさに健康医療、環境エネルギー、

して意識を高める、またとないチャンスであり、

次世代交通の 3 分野、そういうところを重点的

それをどう生かしていくか考えることは、非常

にやっていきましょうということで、目標値を

に良いことかと感じています。単純にいいます

しっかり設定しています。製造業の付加価値を、

と、皆さん全員が間違いなく、高校生を立派な

このプランを作成した去年あたりから 5 年後に

社人、産業人に育てたいと思っていることも分

2.5 兆円増やすという目標を取ってあります。そ

かります。

ういうことを支えている人材をどうやってつく

全員がそう思っているのですが、それに対し

っていくかということが、ここには書かれてい

て高校生は、その目的や目標どおりに皆が思考

ました。

して、行動を起こしているかどうかという問題
があります。特に学校は、中学校から入ってく

４．工業高校での人材育成

る生徒の質的、量的な変化があり、事情も変わ

そういうことを考えていたときに、ここで私

りますし、その周辺にもいろいろな変化があり

が感じたことがあります。工業高校も当然のこ

ます。また、その出口側である産業の状況の変

とながら人をつくります。企業側も、そういう

化も非常にあります。そういうことの中で、学

人を非常に求めています。しかし、残念ながら、

校がどう変化していかなければならないかを、

学校の入り口、ここでは 15 歳の選択と述べてあ

一番の根幹に考えるべきと思います。先ほどの

りますが、中学から高校を選択するときに、ど

会長さんのお話の冒頭で、授業のやり方のお話
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があったとおりだと、思います。

作りの現場では人の不足が大問題です。何かを

今は高校の 3 年間で、とにかく教えたい事、

改革しようとしても、人材がいないというのが

やることが非常に増えていると思います。しか

現実です。そういう中では、女子化が非常に進

し、今も昔も同じ 3 年間ですので、授業時間が

展しています。女性を戦力化したいという考え

制限されます。単純に言いますと 1 時間当たり

方がどんどん進展しています。

の授業生産性をいかに高めるか、それから、捨

ここで、普通高校卒業生が物作り現場で非常

てるものは捨ててしまうという思考や多様化、

によく機能しているというのが現実です。実際

重点化の選択肢に置かないと成功しないのでは

にはそうせざるを得ないでやっていた結果、確

ないかという気もしています。

実に人が育っている、良くなっているというこ
とが実態だと思ってください。
それから、海外からたくさんの優秀な技能者
や技術者等が入ってきて、いろいろな規制の中
で、本当によくやっているという現実がありま
す。
ですから、工業高校生には、物作り現場の、
このように変化している現状も理解していただ
きながら、さらに高機能の人材に育っていって
ほしいと思います。
きょうのシラバスの検討会にもいろいろ出て
くると思いますが、このような学校経営の事業

ここで、今の高校生の教育に対して、マーケ

環境の変化の中で、それでは何をどうしていけ

ティング的な発想で考えてみました。要するに、

ばよいかというのは、私も具体的な正解はなか

お客様である学生や両親の満足度をどうやって

なか申し上げられませんが、そのところは、一

上げていくか、あるいは、お客様への新しい価

つ大きな変化点だと認識しています。

値をどうやって創り出していくかを考えること

皆さんが卒業生を送り出す、産業界の現場も

です。

非常に高速に変化してきています。では、それ

今はまさに少子高齢化で、学校統廃合につい

に対してどういう形で高校生を送り出していこ

ても最近、長野県でも新しいガイドラインが出

うかと考えていったときに、このような変化に

てきました。長野県でも人口が減り、GDP が落

耐えられて、付いていけるポテンシャルを持っ

ちています。そこで GDP を上げるには、高付加

た人材という言い方をしています。これは、結

価値の物作りをしなければいけません。それか

論的には基礎力や思考力、変化対応力をしっか

ら、当然一人一人の生産性を上げなくてはいけ

りつくってくださいということを言わんとして

ません。まさに私が企業支援でやっているのが

いるところです。

生産性の向上や高付加価値化です。要するに、1

少し整理して見ますと、産業界や学校の実情

人当たり 10 万円しか売り上げ(出来高)られなか

等を整理したものが、こちらです。

ったものを、1 人当たり 20 万円売り上げられる
形にしていけば、間違いなく利益が出てきます
し、GDP が上がってきます。実質的にそのよう
な生産性向上や高付加価値化を行っています。
さらに、先ほども申し上げましたように、物
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な変化です。企業側としては、物理的にグロー
バルという意味での広域や、事業の領域も含め
て、とても広く捉えてやっていかないと生きて
いけない状態にあります。現実には広域で、し
かも、それに乗ってすごいスピードで変化して
います。
学校の視点から見ますと、教えなくてはいけ
ないことはどんどん増えてきて、とてもやって
いられないという現実があると思います。しか
し、その制限の中で、いかに best compromise
といいますか、最適妥協点の中で、あるいは、
各工業高校や県の方針を見ましても、グロー

結果を最大効果として求めていくかということ

バル化というキーワードがたくさん出てきます。 です。
まさに、そのとおりで、そういう事に対して、

企業も、中途採用の人も足らないと言ってい

本当に 20 人ぐらいの企業でも、海外に展開した

ます。人が足りないということは、資金が足り

いと考える経営者がたくさん出てきています。

ないという事と同格なくらいの重要な課題です。

ただ、どこの企業も人が足りないと話していま

その中で、それなりの事業戦略をつくって、方

す。

針をつくって、自分の持っている経営資源を最

そういったことに対して、工業高校での教育

大活用して、一番良い状態に持っていこうとい

の在り方や中身をどう変化させるのかを考えた

うのが企業経営の考え方です。その様な考え方

時、これには当然 3 年間という制限があります

を、学校の経営や運営の中にどう入れて、どう

ので、私のように企業で仕事をしていた者から

生かしていけるかということを少し考えていた

いいますと、どこへどういう重点化をするかと

だければ良いと思っています。

いうことになるわけです。当然学校を経営する

これは、最近の新設校に関しまとめたもので

上では、その意識の変化がありますし、人、物、

す。きょうの会議の次第の中に少しあったよう

金、時間に制限のある中で行うことになります。

ですが、最近、時々そのような情報を見聞きし

その中で、どういう形で重点配置してやるのか、

ています。私はトヨタ系の所で 30 何年も仕事を

あるいは、恐縮ですが目の前に長野工業の先生

やっていたこともありまして、愛知県方面の人

の名前がありますので、例えば長野工業にして

との交流がいまだにあります。そこで色々情報

みたら、自分の所では、こういうところに対し

が入ってきているのですが、少子高齢化で統廃

て、こういうところから 3 年間やってみようと

合が進んで、工業系の学校も幾つか統合されて、

か、そんなことが許されるかどうか、私には分

減ってきているという実態があります。

かりませんが、そのくらいのところに話を持っ
ていって、強い方針で、強い志向性で、事を進

５．最近の新設高校の例から

めていくことで、より、これから社会に通じる

全国的にもそうですし、長野県でもそうです

人材が作れるのではないかという感じも持って

が、学校の統合化等の中で、新しくできている

います。

総合工科高校を見てみました。そこでは、まさ

ただ、もう一つ私が心配なことがあります。

に、もっと物作りに密着して、物作りのニーズ

今日は、ある意味での先生方の勉強会ですので、

を捉えて、そこに本当に特化して、教育をして

単純にいいますと、産業界は非常に広域で高速

いこうという思想が見えます。そこが、今ある
-8-

工業高校とは少し変化点があると見ています。

応して、かなり色を付けなくてはいけない時代

結果がどう出てくるかは分かりませんが、そう

になってしまっているという気もします。満遍

いう状況は注視すべきです。

なくではなくて、かなり二極化・多極化させた

ここで一番心配なのは、新しく出来ている技

ところで教育プログラムを持っていくようなこ

術系高校の現状は様変わりしています。今皆さ

とが言われているのではないかという気がして

んが取り組んでいる工業高校等は、学校を市場

います。

から見たときに、お客さん視点でのニーズとの
アンマッチを感じられていて、そこで今の学校

６．中小企業支援組織の経営経験から

を変化させるよりも新しくつくってしまったほ

学校運営の話の前に、私が 2005 年に長野県中

うが早いという思想が働いた結果ではないかと

小企業振興センターの専務理事に公募で採用さ

いうことです。これについては少し研究する必

れ、就任したときの話をします。企業を辞めた、

要があるのではないかと感じています。

翌日から振興センターの専務理事になったので

すなわち、産業側のニーズと教育実態の差が

すが、そこで、最初に遭遇したのは、仕事の管

顕在化してきて、このような学校の作り方が出

理の道具である PDCA を回す思想が、なぜこん

てきているのではないかと感じています。

なに違うのだろうかということです。これが一
番のショックとは言いませんが、感じた差でし
た。
別に行政での仕事の管理法のすべてが悪いと
いうわけではありませんが、大きな違和感を持
ちました。今ではこういう現象は少なくなって
いますので、学校運営の中にこういうことはあ
りませんかということを少し考えてみたくて、
あえてこういう書き方をしています。
どういうことかといいますと、予算を取るた
めに、いろいろな企画や計画は一生懸命また都
合よく作ります。それがないと予算が取れませ

これは、三重県の相可高校や北海道の三笠高

んから、必死になって作ります。例えば産業活

校の例ですが、いったん学校を廃校にした後、

性をこうしてやりたい等、分かりやすい言葉で

専門性、特に料理のプロを目指すという高校に

作ります。そして、予算が 1000 万円付くとしま

したら、非常に活性化して、今、人がたくさん

す。

集まっています。更に地域も元気にする変化が

ところが実行の段になると、そこから目的感

出ています。つまり、全体的には、それまで専

が薄れて、何となく会議を何回やります、人を

門高校でやっていたようなことを公立高校の中

何人集めます、こういうイベントをやりますと

に採り入れるようなことを実践していましたが、 いうところに行動が移ってきます。このこと自
そこに少しヒントがある気がいたします。

体は手段の一つですから構いません。ただ、そ

これは、工業高校の方針やミッション、あり

の手段というのは、どう考えても目的を達成す

たい姿を、どうやって描いていくかというとこ

るための手段でなければいけません。

ろで、大きな変曲点になるのではないかという

そうすると、結果として、会議を予定どおり

気はしています。つまり、先ほど言いましたよ

10 回開きました。それぞれ 30 人ずつ集まって、

うに、二極化してあるいは価値観の多様化に対

結果はこうでした。従って、評価は丸です。こ
-9-

れでは、産業活性の 1000 万円を使って、それか

流化を行った記憶があります。そんなことをや

ら新しい価値を 3000 万円にしようとしていた

った時代でした。そこで、目的志向についても

目的・目標から見ると、何が 3000 万円に増えた

う一つ考えておく必要があるのではないかとい

のかという計測が全然ありません。これは少々

う気がしています。

難しい計測ですが、そういう不整合が非常に多

今は国会のいろいろな議論や予算の立て方等

くあります。皆一生懸命やってはいるのですが、

を見ると分かりますが、目的・目標がしっかり

目的と手段の不一致や勘違いな現象を非常に感

して、費用対効果の議論が盛んにおこなわれて

じました。

います。ただ、国会ぐらいになりますと、それ

もう一つは、
「専務、この会議は、もう全部調

を達成するための力には全然別の要素も絡んで

整手配しています。皆『はい』と言うようにな

きますので、少々皆さんや企業とは違います。

っていますから、あいさつしていただければ結

ただ、目的や手順、工程等の計画をしっかり作

構です。うまく収まります」と言われました。
「と

れという議論は、かなり言われてきていると感

んでもない。何のために会議をやるのか分かっ

じていますので、相当ここは変わってきていま

ているのか」という様な会話を、就任して 1 カ

す。

月ぐらいの間にバタバタとやった記憶がありま

その中で、学校がそのような中で取り残され

す。そういう印象が深いものですから、こうい

ていることはありませんか、ここで目的と手段

う話をしています。皆さんの日々の学校運営の

の不整合、目標の数値化の不足はありませんか

中で確認、見直しをしてください。

ということを、あえて申し上げたいと思います。
７．学校運営
学校の方針や目標はどうなっているか等、各
学校のホームページを見させていただきました。
いろいろな方針を明確化し、外部評価を入れて
おり、素晴らしく変わってきていると感じてい
ます。ただ、皆さんが随分ご努力されているこ
とは、よく見えるのですが、目的や目標値、そ
の達成手段や行動の整合性、達成度等々が、今
のままで良いかということも、ぜひ問い掛けて
みていただきたいと思っています。

それで、組織運営として、考え方を変えなけ
ればいけないということで、目的志向を持った

私は先ほどの案内にもありましたが、長野県
の経営品質協議会の代表幹事を務めています。

仕事のやり方に変革しようという提案の話です。

経営品質とは何かを、今日深くお話しするつ

まさに中小企業振興センターというぐらいです

もりではありませんが、この経営品質での、経

から、中小企業がお客さんです。決して行政や

営の考え方を一言で言いますと、お客様指向で、

県庁がお客さんではありません。徹底的に中小

社員を重視して、技術を強く、常に良い技術を

企業重視の目的志向を導入しました。

つくって、社会に対して良い調和を取っていこ

中小企業と接しているのは我々で、毎日毎日
お客さんと接していますから、一番情報を持っ

うという、四つの視点での向上を実現していく
ことです。

ているはずです。われわれから、行政に情報を

実は、三重県では、これが非常に発達してい

流して、良い政策を作っていくような情報の整

ます。経営品質協議会で数年前にベンチマーク
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へ行ってきた三重県のある高校のホームページ

いのかということです。一般的な企業経営でよ

を見ますと、皆さんの教育現場の中のいろいろ

くある方法は、中間目標として 3 年後に、この

な目標を数値化して、達成手段・行動を明確化

ようにしたいということを捉えて、きめ細かく

したうえで、何％達成、何が不足した、反省点

PDCA を回していきます。学校運営も、そのよ

はこうだ等の PDCA がよく回っていることが見

うな思考でやっていくということで、PDCA 管

えます。そういうことから感じることは、学校

理をもっと機能させるべきと思います。Plan、

運営が少し変わってきているし、また変えなけ

Do、Check、Action の管理法を入れていくこと

ればならないと感じてきたのだと思います。

は、目標達成には非常に効果があります。ぜひ

このように方針・目標を具体化すれば、皆さ

導入強化を検討してください。

んの目標、目的に対しての達成行動が具体化さ
れ、１年でやるか 3 年間でやるか分かりません

８．職業観作り

が、皆さんの意識や価値観が非常に変わってく

先ほど申し上げた職業観の話です。私の事例

るのではないかと思います。最近の三重県では、

で申し上げますと、特殊性があるかもしれませ

そこで働いている先生の幸福度向上(社員重視の

んが、中学校に行ったときには、もう電気技術

考え)をどうやって上げていこうかという視点が

屋になると言って、理科や数学を志向していま

既に入ってきて、そういう方針と目標をつくっ

した。このように職業観をつくったことが、そ

ている学校が随分あります。これはいちいち申

の後の確実な知識や実践力を学ぶ力になったと

し上げませんが、そのような視点で、かなり学

思っています。先ほど学校の先生は一生懸命や

校の教育現場の思考も変わってきて、結果的に

っても、聞いている相手が居眠りしていては駄

お客様満足度が向上できると感じています。

目だという話がありましたが、そのとおりです。

すなわち、どういうことかといいますと、皆
さんは工業高校の中で、良い生徒を育てて、産
業を活性化させ、工業人としてどうしていこう
という、大事な使命や方針をお持ちです。ホー
ムページを見れば全部そのとおりになっていま
す。

よく私は、高い目的意識を持って、知識を習
得してくださいと言っています。私が企業支援
に行ったときに、社長がこんなことは面倒くさ
い、この年になってそんな話を聞かされても困
る等の気持ちでいるか、何とかこの会社を生き
残らせよう、従業員のために何とかしていきた
いという意識で、私の話を聞くかによって、実
そうしますと、そういうありたい姿というの

際に改善効果が全く違ってきます。

は既にあるわけです。そこに対して、そのあり

社長の考え方や思いで、素直にそういうこと

たい姿は未来永劫の姿なのか、3 年後にこうした

を感じている会社は素晴らしく速い速度で経営
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が立ち直ります。しかし、そこで動かない企業

と思います。先ほどのように、一生学生でいら

は、立ち直れません。結果的に社員や社員の家

れることが一番ハッピーだというのは、自分の

族の幸福度は向上しません。ですから、目的意

人生を自分でつくっていないわけです。ですか

識をしっかり持ってくださいと、常に話してい

ら、自分の人生を自分でつくるという部分、す

ます。

なわち仕事をするということは、まさに経済的

目的やありたい姿の実現に対し、外の力、す
なわち我々の持っている知識を取得してくださ

にも社会的にも、個人という意味でも、非常に
重要なテーマです。

い、と呼び掛けています。最後は確実な行動に

まさに、その中で生活をつくるということは、

なります。この意識を持つということは、職業

経済的な意味で生活をつくることになると思っ

意識、要するに職業観をいかに早く高めていく

ています。こういう社会環境で、自分の人生を

かということが大切になるということです。

つくり、社会に参画し、社会貢献します。これ

ですから、工業高校に入ることは、これをも

を持続させるためには、やりがいを見つけなく

とにした職業を目指していることと思います。

ては駄目ですので、この図のような三つの関係

しかし、中には外れる人もいるかと思いますが、

の中で、自分はどうしていくかといったときに、

一応そういう見方をしてもよいと思っています。 やはり 18 歳の選択、その前でいうと 15 歳の選
早くから職業意識を高める、職業観を身に付け

択が重要になってくると考えています。

るというプログラムを入れていくことが非常に
よい手段となるのではないかと感じています。
ここでいう職業観やプロ意識を持つための教育
プログラムは十分整っていますか？。その部分
が、まだ見直し強化する必要はありませんか？、
ということが少し問い掛けたかった訳です。
９．進路学習
ここからは、進路学習という言い方、これは
ホームページに書いてありましたので、進路教
育や進路学習というところで申し上げますと、
要は働くという概念を学ぶ、身に着けることだ

今日、ここへ来るときに、車の中でラジオ放

と思います。先ほど、基礎力うんぬんと言いま

送を聞いていたら、最近小学校で、理科の特別

したが、一番の基礎力は、何といっても教育の

教員が指定されて、その理系思考法の学習が導

育の部分が大事です。教育の教は教えるという

入されているというものがありました。そのよ

意味で、育というのは、私は自ら育つことと捉

うなことで、ある程度小さいときから職業観を

えています。自ら育つという意味では、自分で

選ぶための選択肢を身に付けるような環境づく

考えろとよく言っています。各高校のホームペ

りが非常に重要だと思います。これは学校だけ

ージを見ますと、自ら考えて行動する人材をつ

の問題ではないと思っていますが、社会全体で

くりたいという方針なり指針がたくさん出てき

このようなことを高める必要があるとも感じて

ていますから、考え方はそのとおりだと思いま

います。

す。

そんなことを言っても、現場の先生方として

逆にいいますと、自分の人生は自分で設計し

は、よく分からないまま、意識の低いまま高校

て、自分でつくっていくものです。これは学校

に入ってきた生徒をどうすればいいかという課

では考え方は教えられますが、決めるのは本人

題があるのではないかなという感じは持ってい
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ます。ただ、自分の高校に入ってきた生徒を、

断は難しいですが、そういう価値観を持つ方が

卒業させるまでに、どういう力を付けてあげな

多いのも事実です。そして、中小企業を嫌うと

くてはいけないか。ここは、また非常に難問だ

いう言い方をしてしまいます。しかし、この表

とは思いますが、そういう具合に捉えていって

を見ると分かるように、実は長野県の企業は、

いただくしかないのではないかと思います。先

製造業に限って言いますが、99 パーセントが中

ほど申し上げましたように、企業が非常に変化

小企業です。

していますので、その変化に、いかに対応でき

製造業の中小企業の法律上の定義は、従業員

るかということが、いろいろな所で言われてい

300 人以下、資本金 3 億円以下です。その考え

る、自ら考える力、要するに、育の部分です。

で見ますと、名だたる企業でも 3 億円に達して

ですから、教えることと育てるところのバラ
ンスです。学校ごとに、ここはこうだから、こ

いません。従業員を 300 人抱えている企業もな
かなかありません。

ういうバランスでやろうではないかということ

私が企業支援をした中で、一番大きい企業は、

を、校長先生が選択できるかどうかは分かりま

資本金はともかく、従業員は 230 人ぐらいです。

せんが、そのくらいの思考で、よい人を育てる、

もちろん従業員が 5 人という企業もあります。

社会に役立つ人を育てることが、一つのやるべ

ですから、中小企業という捉え方をすると、長

きことではないかという気はしています。

野県はほとんどが中小企業だと思っていただい

もう一つ、私も企業で工業高校の卒業生に入

て構いません。従って、そのようなざっくりと

社して貰い、いろいろ活躍する場面もよく見て

した選別にも少々問題があるという気がしてい

います。採用に飛び回ったこともありますし、

ます。

新入社員として教育したこともありますし、自

そういう中で、どういう仕事をやりたいかと

分の部下として仕事を一緒にやった経験もたく

いうことになります。例えば私が東芝へ行った

さん持っています。しかし、学生がなかなか製

ときの感覚で申し上げますと、私は東芝では中

造業なり物作りという中で、具体的にどういう

堅技術者を指向していました。経営者になれる

仕事があるかが分からないまま企業を選んでい

と思って仕事をやっていたとは思いません。大

ることが、現実には非常に多いとも感じていま

きな企業では担当する仕事の範囲は非常に狭い

す。

です。これは当然のことですが、いろいろな人
がいろいろな機能で仕事をやっており、なおか
つ人数が多いですから、仕事の範囲が非常に狭
くなるわけです。大企業を選択することは、実
際は、このようなことを選ぶということになり
ます。
逆に小さい所、中規模の所では、今度はお客
さんの範囲が狭いですが、比較的広範囲の仕事
をやるのが一般的です。今後は増々、中小企業
でも世界市場を狙いますから、大きな市場を狙
うこともできるし、広い範囲の仕事もできると
思います。

ここで、特に親にしてみますと、大きな会社

昔は、海外で仕事をやりたい人は、大きな企

がよい、ブランドのある会社がよいという価値

業でなければ駄目でした。私の勤めた所でも、

観があると思います。それが良いかどうかの判

今はメキシコや中国に企業を持っていますから、
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海外に行きたい人でもウエルカムです。しかし、

そういう人たちが今働いている場所を見ていき

当時は、海外に行きたい強い希望のある人には、

ますと、技術部や製造部だけでなく調達で物を

それは無理だと言わざるを得ませんでした。今

買う所、品質保証部で、生産管理で、原価企画

はそうではありません。これは学生側のニーズ

で、それぞれ確かな仕事を行っています。

や考え方にもよりますが、中小規模企業でも広
範囲の仕事ができます。社長にもなれます。

なぜそういう所に、そういう人がいるのが有
効なのかといいますと、例えば調達部は今まで

現在、後継者がいなくて困っている企業はた

は物を買うという機能だけで、10 人いればいく

くさんあります。社長を探している企業もたく

らの人件費がかかるとだけ見ていたコストセン

さんあります。高校を卒業して、いきなり社長

ターでした。しかし、今、調達部はコストセン

というわけにはいきませんが、そういう所で育

ターではなく、プロフィッチセンターでここか

ちたいと考えれば、経営者への道も開けます。

ら利益創出機能を持つ部署になっています。

そのようなことを考えたときに、非常に広範囲

そこについては、調達部の 10 人で、物を買う

の仕事ができるというより、やらざるを得ませ

と同時に、何十億買っているから、その中で会

んし、仕事を任せられ、そういうところにやり

社の利益を 1000 万円かさ上げしろという物の

がいを感じるような人は、まさに私はこういう

考え方をします。これをプロフィットセンター

所を選ぶべきだと思っています。

といいますが、そういう考え方を取ったときに、

私は 30 歳のときの選択ですが、大きい企業で

それに対応できるのは、まさに皆さんがたが育

商品を作るか、それとも、小さい企業で会社を

ててくれた理系、工業系のセンスや考え方を持

作るかという選択を迫られたときに、会社を作

ち、物作りの工程が分かっていて、製品の仕組

る選択をし、小さい企業を選択しました。

みが分かっていて、図面が読める、原価構成の

今、企業は市場の変化に応じて、自分が生き
延びるための戦略を作り、一生懸命実現行動を

原理原則が理解できたうえで、VE 的な発想で原
価低減ができる様な力が非常に役に立ちます。

します。企業のいろいろな戦略の中で、人材は

そういう効果を狙い、対応力のある人はどん

どんどん異動し、どんどん配置換えをします。

どん配員をします。昔は、何となく事務系の人

企業に入って、自分がこういうことをやりたい

だけがやっていた職場が、今は様変わりしてい

と思ったが、配置換えで、こんな所へ行ってし

ます。

まったから、自分は駄目だという物の考え方や

逆にいいますと、先ほど言ったように、本当

価値観では、そこでやる気がなくなってしまい

に物を作って、組み立てるところ等々、普通高

ます。

校生も育成すれば立派に仕事ができると考えま

この変化に対応できる考え方、その社会性の

す。どちらかというと、デジタル系の技術で伝

ようなことも含めて、高校の中で備えておいて

承できるような部分は、そのような方向が考え

もらうと、企業からすると非常にありがたい人

られます。これは、普通高校が良いか悪いかと

材になるということを少し申し上げたいのです。 いうことではなくて、対象人数が非常に多く、
それでは、今、工業系といいますか、理系の

対応しやすいから、企業はこのような行動を起

仕事をするとして、どういうものがあるかを書

こしています。採用する側からしますと、大き

き出したものをここに示しました。これは私の

な母集団のほうが採用チャンスがあるわけです。

経験の中にあるものだけですから、実際にはさ

ものつくり現場でのデジタル化の進展は、工業

らに多くの仕事があります。

高校生のオペレーターとしての仕事領域を狭く

工業高校を出た人たちは、私の勤めていた企

してくることも知っていただきたいと思います。

業にも大勢います。最近の理系の仕事も拡大し、

工業高校を卒業してきて、いきなり高い技能
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やそうセンスのある人はいませんが、物作りの

わち、技術者、あるいは技能者として、技能や

経験をしながら、会社の目標達成や利益を増や

知識、意識や意欲を育てていってほしい訳です。

すことに対して機能してもらおうということで、 その結果、素直さが出て、変化に対応できてい
非常に高機能のスキルを身に着けてもらい、こ

けるのではないかと考えます。そこで、インタ

のような仕事の所にどんどん行っているのが実

ーン学習の勧めですとか、例えば企業 OB 等の、

態です。

外の力を活用することに対して、どのくらい許

今、私がいた企業の取締役で、製造部を統括

されて、どういう規制があって、どういうこと

している人は、工業高校の卒業生で素晴らしい

ができるかというのは、全部私が分かっている

力を発揮しています。非常に高機能、高付加価

わけではありませんが、一つの検討してみる大

値の仕事が必要な所には、これに対応できる人

事なテーマではないかと思います。

材がどんどん配員されます。これは企業の都合

私が企業支援をやっている中で、外の力とい

でそうなります。そうなったときに、そのよう

うものをほとんど知らずに、閉塞感の中にいる

な変化に対して、どう対応できるかが、非常に

中小企業がたくさんあります。それをわれわれ

大きなポイントになると思います。

が、私自身も外の力ですが、うまく活用する方

具体的にどうしていけばいいかということこ

法を教えて、それをつないで、そこに伴走型で

そが、これから意識し行動すべきことだと思い

支援するという形を、今、ほとんどの場合で行

ます。

っています。その辺のことについて、学校運営
に対しどういう方法があって、どれがいいかと
いうことを考えてみるとよいと思います。
例えば、後ほど出てきますインターンそのも
のにつきましても、どういう目的感で、どうい
う目標で、どういうことを言ったら、このイン
ターンは良かったと言えるようになるかという
考え方です。要するに、計画を作って、Do して、
Check して Action するというのは PDCA です。
PDCA を回す場合に、計画をしっかり作ってい
くということが一番の基本です。インターンシ

要するに、企業のニーズと教育内容の整合性、
マッチングです。工業高校生は、企業からみま

ップ一つを取っても、目的・目標をしっかり持
ち PDCA を回すことが大切になります。

すと、ゆくゆくはリーダーになってほしい人材

実を言いますと、私もインターンという制度

です。そのことに対して、ここではあえて製造

を、比較的受け入れてやってきたつもりで、当

リーダーとしていますが、製造リーダーになっ

然企業側は、来ていただける期間や、どういう

てもらって、工場長や工場担当の役員というケ

目的で来るかによって、それに合うように中身

ースが多いですが、そうなってほしいというこ

の対応を変えます。そこを学校のほうでも、方

とが、企業側の一つの思いであり、考え方です。

針、目的・目標等をしっかりとつくって、実施

これは最終的な姿を言いますが、いかにして、

するようにすることが大事です。さらにいうと、

そういう変化に対応していけるようになってい

計画段階から生徒に参加してもらい、納得して

くかということが、非常に大事になってきます。

もらい、情報を共有するなどの方法を、少し導

その中で、ここに示している人材のイメージ

入してみるのが、人材育成へ一つの有効的な方

が、今までお話ししたとおりのことです。すな

法と思っています。

- 15 -

進路学習の部分で、花長風月というものがあ

企業はなかなか人が採れませんので、社長が、

ります。月は、月給が高い所が良いということ

自分の会社はこういう会社で、こういう会社に

です。これは私もそうですし、ここにいらっし

したいという理念に賛同していただく方全員わ

ゃる先生がたもそうです。風は、良い社風です。

れわれの所に来てくださいという説明の仕方を

長は、長期休暇を取れることです。これは、最

します。

近は非常に変わってきています。ここで競って

わが社には旋盤が何台ある、マシニングセン

いる企業もあります。花は、花がある職場です。

ターがある、こういう技術があるということで

このようなことを花長風月の企業といいます。

はなくて、こういう企業にしているということ

企業側も、先ほど申し上げました経営品質向

を、社長自ら一生懸命学生に説いている企業さ

上というものについては、この花長風月を狙っ

んが、実はたくさんあります。ここのところが、

ています。平たい言葉で言いますと、月給が高

まさに長期計画や、夢があるということで、一

いということは、収益も高いということです。

つは理念という言い方もありますが、このこと

あまり利益が出ないのに月給だけ高くしてしま

が非常に大事な価値観になっています。

うと、つぶれてしまいますので、収益性がよい

ただ、これがどのぐらい実行できるか、実現

ということになります。そうしますと、人、物、

できるかというところは、企業側の力にも関係

技術に対する投資を惜しまないという考えが必

してきます。しかし、企業側に、そういうふう

要です。

な変化が出てきていることは、ぜひ認識してお
いていただきたいと思います。
花のある職場にお部分に、社員重視、顧客本
位、卓越した技術を持つ、社会との調和、これ
は環境も含めたことを言っていますが、この四
つが、私が今やっている経営品質の向上プログ
ラムのキーワードです。逆にいいますと、今は
人本経営、人本位の経営をやっている企業さん
が全国的に非常に増えています。
この近くでいいますと、比較的そういう思想
に近いのは、名前を言っていいかどうか分かり

そうしますと、結局は人を大事にする経営と

ませんが、塩尻のサイベックコーポレーション

いうことです。給料だけで見ればよいというこ

さんや、長野市篠ノ井のセラミックジャパンさ

とではありませんが、端的に見ますと、そうい

んがあります。そういう企業は、非常にこうい

うことです。ですから、人を大事にする経営で

う視点、志向で経営をやっています。

考えたのが、この部分です。

そういう企業は、業績も非常に良い企業です。

それから、花があるという言い方です。長期

要するに、全員で経営していこうという思想で

休暇というのは、最近いろいろな言い方をされ

す。そうしますと、1 人だけ置いていかれること

てきまして、まさに社員満足度等のさまざまな

はありませんから、そういうことを見極めるの

効果があります。そのようなことが少し出てき

も一つの方向付けかと思っています。

ています。

それから、最近非常に気になることがありま

それから、やはり長期計画か、夢がある企業

す。数年前にある大学で議論した際に出た話で

です。これは、今、後ほど出てきます理念採用

すが、その当時から、学校卒業後に入社して 3

というものが非常にはやってきています。中小

年で 3 割が辞職してしまうということが、いま
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だに言われています。ごく最近、ある新聞に出

学生に物作りを教えるということが書いてあり

ていたのを見ましたが、2013 年度に高校を卒業

ます。この、ものを教えるということは、自ら

した人、これは工業高校も含めた全高校ですが、

勉強して、考えて、教えるということを当然や

その 3 年以内の離職率が 41 パーセントという、

るわけです。

厚生労働省が出した情報がありました。それを

ですから、そういうことを考えたときに、そ

そのままここに載せましたが、そのくらいにア

のような場というのは、職業観を身に付ける、

ンマッチの状態です。これは非常にもったいな

あるいは考える、非常によいチャンスになるの

いことだと思います。しかし、逆にいいますと、

ではないかと思います。それから、先輩の話を

中小企業の人から見ると、こういう人材は非常

聞くことも、自分の志向、自分の考え方を後押

に狙い目となります。

ししてもらう、あるいは、選択肢をいろいろと

しかし、そこでも、今度は人によって当たり
外れが大きく出てしまう問題があります。これ

示してもらえるということです。このことも非
常に大事で、良い方法ではないかと感じました。

は、やはりもったいないですので、その入り口
のところで、もう少し企業や仕事や使命を知る、
要するに、職業観を強めて、意識を高く持って
もらうということを、少しやっていただくこと
が非常に重要ではないかと思います。

それから、企業が、今非常に大きく変化して
いるという事例を申し上げます。
これも最近の新聞に載っていたことで、たま
たま私が支援した企業が二つほどありましたの
で、取り上げました。端的にいいますと、今、
そのためには、私にはどのような学ぶ場があ

長野県の企業はいろいろな事業をたくさんやっ

るかは分かりませんが、先生がたにも、ぜひ物

ています。それぞれ、あれだけの GDP を稼ぐ仕

作りの現場感を少し意識して、方向付けしてい

事を、皆一生懸命やっていますが、その仕事は

くのも一つの方法ではないかという気はしてい

既に事業としては衰退期になっていることが多

ます。

いのです。これから伸びない領域になってしま

これも最近、新聞に出た事例です。左側は駒

っていることを感じている会社が 7 割近くある

ヶ根工業高校の例で、右側は工業系の女子の授

といっています。これは企業の社長さんが言っ

業で、先輩の方から話を聞くということが行わ

ています。

れた例です。これを私のような人間が見ますと、
非常に学習効果があり、先ほどの職業観を持つ
ために非常に重要な手段の一つではないかと感
じましたので、載せておきました。
この駒ヶ根工業高校の例では、小学生から中
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をすることになります。
このような事例がたくさんあるということは、
われわれからすると常識ですが、逆に学生は、
そういう変化に慣れないと、約束が違うという
ことになってしまうような心配を少々持ってい
ます。今、就職先とのミスマッチング、就職し
ても早い時期での退職、転職などが問題視され
ていますが、このような問題の中には、学生の
仕事への理解不足や変化への対応力不足など原
因の一つではないかと考えています。とにかく、
今このような大きな変化が非常に頻繁に起きて
ということは、新しい領域に向かって、何か
仕事をやっていかないと、基本的にはつぶれて

いるという事実は、ぜひ認識しておいていただ
きたいと思います。

しまうということです。それを多くの経営者が

ここでは、高校生には変化対応力を持ってほ

強く感じていることがすごいと思います。明日

しいという言い方をしています。これは思考力、

つぶれるという話ではありませんが、私もマー

考える力です。皆さん、ここで言っていること

ケティング経験者としての視点で申し上げます

は、こういう所で役に立ちます。皆さんが考え

と、大体の事業はほとんどが衰退しています。

る力、行動する力というものは、こういうとこ

事業にはどんどん進展する成長期があって、成

ろに役に立つことをぜひ認識して頂き、学生に

熟して、衰退してくるというカーブは、マーケ

教えてほしいと思います。

ティングの教科書に書いてあるとおりです。要

ここに示す、アンゾフのマトリックスは、非

するに、長野県の中の色々な事業が成熟から衰

常に細かいことですが、このように各企業は、

退となって、伸びる領域になっていません。

今まで変化してきました。ここに赤字で書いて

従って、今よく聞くのは、賃加工型の仕事が

あるのは、皆さんが知っている企業かと思った

どんどん減っています。その中で、企業は何を

のですが、例えば飯田の T 精機さんは、今、ま

やっているかといいますと、自分で自分のブラ

さにバイオをやっています。今の新事業化は

ンドをつくって、自分で売っていこうとしてい

少々とんでもないところでやります。ごく最近

ます。そういう所で展開していくわけです。こ

新聞に載っていた例では、小松精機工作所さん

れはまさに相手から図面を頂いて加工していく

の例があります。ここはプレス事業が主力で、

という仕事から、自分で新しい商品を作り出し

車系の機能部品が非常に多い企業です。ここも、

て、自分のブランドで売っていこうという、こ

今までとは全く違う事業として土壌検査機を作

れは企業にしてみれば、ものすごい変化です。

ったことが新聞の記事になっていました。この

高機能化、高付加価値化への転換で、必要な技

会社は、今、噴射ポンプのバルブの先端の穴の

術・技能が全く異なるし、ここへの変化対応も

機能部品として、世界シェア 3 割を持っている

含めて、挑戦する企業が増えているわけです。

会社です。その 3 割を持っている会社が既に次

このように挑んでいる企業が、実にたくさん

のことを考えています。このようなところで非

あります。ですから、自分は旋盤だけできれば

常に大きな変化をしていることを認識していた

よいと思っていても、旋盤の仕事がなくなって

だきたいと思います。

しまうかもしれません。例えばこういう企業に
してみれば、生き残り戦略によって、配置換え
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ことから、ロボコンをやって、認識の違いを気
づいてもらったらどうかと考えたわけです。そ
の話に当時の GAC の社長が大賛成し、大きなお
金を出していただき、GAC CUP の名前を付け
た冠大会となりました。その結果、第 1 回が信
州博のイベントの一つとして開催ができました、
そういう思いがあります。

それから、ロボコンですが、今一生懸命やっ
ていただいて、むしろ私がお礼を言いたい立場
ではありますが、実は、ロボコンを長野県の中
でやろうと言って、やらせていただいたのは、
私がいた企業で、私は当事者でした。そのとき
の思いを、含めて、少し話をいたします。
１０．ロボコンから生まれるもの

当時、設計と図面を描くことに、いろいろな

当時は工業高校校長会だったと思いますが、、

勘違いが話題になっていました。物作りの工程

松本工業高校の藤森校長先生に実行委員長をや

が全然理解されないまま、瓶の中に船を造って

っていただいきました。今、そのときを思い出

しまうような図面を平気でかくような例を、学

していますが、なぜロボコンを我々が始めるこ

校の先生からよく聞きました。ボトルシップは

とになったか、
GAC カップという冠を付けたか、

存在しますが、つくり方が全く異なり、工芸品

何か工業高校生の技術力向上に向け、何かやり

の分野になるわけです。

ましょう等々、藤森先生たちと議論をやった記

作り方を知らないままでは、CAD ができるか

憶があります。これは 1993 年ですから、まさに

ら設計できる、分かり易い図面が書けることに

バブルのはじけた後ですが、その当時、私がい

はなりません。設計ができるのではなくて製図

た企業では、工業高校や高専あるいは大学卒の

ができるというだけです。製図ができることと

人たちの、全体的な技術思考力が低下している

設計できることは、全く機能が違います。今、

ことを非常に感じていました。

高工生にお願いしたいことは高機能な技術者、

それで、これは少々まずいのではないかとい

高付加価値の仕事ができる技能者を目指してほ

うことで、我々ができることはないか等、議論

しいことです。このような方向感から考え、あ

していました。他県の例を参考に、長野県での

えて図面に関して言えば、真の設計ができると

ロボコンの導入を考え、提案しました。

ころに一歩でも近づけてほしい訳です。

当時、大学の工学部などでは CAD が導入され

そうしますと、物の原理原則がよく分からな

まして、それを使って、何となく CAD の中で図

いと、設計の段階にいけません。図面を描くと

が書けたら、もう自分は一流の設計者だという、

いうことであれば、デジタル技術でも横展開す

ある意味では大きく勘違いしている学生がいま

れば、まねすればできますが、工業高校生には

した。それに対して、設計するという意味やそ

この域を超えてほしい訳です。

のプロセスを正しく認識してもらおうと考えた
- 19 -

このような思考の中で、ぜひ物作りは固有技

術を覚えることから、仕事のプロセスや管理技

非常に大事です。そこで、これは競争という意

術的なことも展開していってほしいという気持

味ではないのですが、ロボットを作るのに予算

ちがありますので、その辺のところを少し説明

制約を入れてみたら、変わるのではないかと考

します。

えました。
そして、データの蓄積です。実を言いますと、

１１．固有技術・管理技術・工学的なセンス

毎年やっていることが暗黙知として卒業生に全

これは、一般的に ISO9000 の中に物作りで新

部持っていかれてしまって、学校の中に形式知

しい商品を作る際、推奨されている工程を少し

として残っていないのではないかという心配も

書いてあります。これは覚えなくても構いませ

しています。

んが、ロボットを造るためにやってきたことを、

これは、それをやった人に形式知として、マ

私なりに纏めました。これは皆さんがやってい

ニュアル化するなり、設計データとして残して

ることから思考して、ロボコンでロボットを作

おくという一手間をそこに加えてもらうと、こ

る中で、もう一手間、何かを付加してあげると、

れは学生も学校も大きな力を得る事になります。

非常に考える力の高い生徒が生まれるのではな

ですから、ロボコンのロボットを設計し制作

いかという感じを持っているということです。

するプロセスの中でこのようなことも、少し考

当然のことながら、設計して物を作っていく

え方を変えてやると、素晴らしい学習効果にな

ためには、お客さんの、市場の要求に十分沿わ

るのではないかと思います。特にお金の面や、

せたいです。これはロボコンがまさにそうです。

こういうシミュレーションをやるということや、

ルールを決めて、サイズを決めて、重さを決め

暗黙知として得た知識を形式知として残して、

て、いろいろと何かをやるわけです。それはま

それを学校の資産としてやっていきます。これ

さに市場の要求でして、それに合っていなくて

は、その次の時代へつなぐ教育上の資源として、

はいけません。

ものすごい力になると感じています。

最初の頃のロボコンは、物の見事にゴールま
でたどり着かないものがたくさん出て、途中で

１２．基礎力は人生をつくっていく力

壊れるのではないかと、よく心配していました。

基礎力として、整理しておきますと、先ほど

それが今は全く高度なコンテストになるなど、

申し上げました、まさに人生をつくっていく力

る非常にすごいことになってきています。

です。こういう目的・目標が持てない現状があ
り、これは一番の問題だと思います。そこをい
かに学校の中で環境をつくってやり、学習の場
をつくってやるかということは、一つの大きな
ポイントではないかと感じています。
就職し、就業当初に直面することは安全です。
物作り事業場では、安全第一を掲げ、まさに基
本的には安全です。けがをさせたら、されたら、
企業としては 0 点になってしまいますので、安
全を重要視しているわけです。
それから 5S です。整理整頓です。私は学校の

そこで、一手間掛け、学習の機能や効果を上

実験場や実習上等を全部見ているわけではあり

げるという意味で申し上げますと、例えば物作

ませんが、特にそういう所が日々整理整頓され

りの現場では、原価、物のお金や品質の観点が

清掃され清潔になっていて、次の授業のために、
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ちゃんとできているか、それから、マシンがち

この辺のところで、今、どういう場が設けら

ゃんとメンテナンスされているかということを

れるかは、私には分かりませんが、ここが一番

含めたところが、
その 5S です。
こういうことは、

大切な部分ではないかと感じています。基礎力

ある意味では学校でも教えられるところでもあ

が必要だということは、これを読んでいただけ

りますので、ぜひ、もう少し日々の学習やしつ

ればよいです。会社というものは大勢で組織的

けの中に入れていってほしいと思います。

にやりますので、社会性がなくてはいけない、
協働できる力がないといけない、素直でなくて
はいけない、このようなことは本当に人間とし
ての基礎力になりますので、そういうことを非
常に大事にしてください。対話力というのはコ
ミュニケーションです。コミュニケーションが
悪くて、もうからない企業が、実はたくさんあ
ります。そういうことから、これを言っていま
す。
また、企業というのは、実は即戦力を求めて
いません。早く確実に育つ人材を求めています。

2 番目のところに QCD とあります。今、企業

即戦力を本当につくりたいのでしたら、よく言

を見ていますと、特に QCD の中で非常に抜けて

うのですが、それこそ野球部がやっているよう

いるのはコスト、原価の管理です。最近ある本

に、旋盤部を作って、野球部と同じぐらい一生

を読んでいましたら、高校生が一般的な経済に

懸命練習するようなことを 3 年間すれば即戦力

ついて教わる機会がほとんどないという言い方

に近い力が作れると思います。それは、今の学

をしていました。しかし、アルバイトをしてい

校の目標とは少し違うと思いますので、むしろ、

ると、全く感覚が違います。1 時間 900 円もら

早く確実に人が育つようなポテンシャルを育て

えるよ、あるいは時間単価がどうか、これこそ

て、つくって、卒業させてほしいということが、

経済感覚、原価感覚を捉えているわけです。た

本質と考えます。

だ、これが物作りにいきますと、まさに QCD を
重視する環境に立たされます。そのときに、一
番感覚的に学校で教えられていないのは、モノ
のコスト、原価などの考え方です。材料ではい
くら、製作時間ではいくらなどの事です。

これは、ある企業での人材育成プログラムの
例です。入社当初、すなわち入り口のところで、
社会人として常識や当たり前のことを学ばせる
ということも、必死になって企業がやっていま
す。つまり、そういうことが大事だが、なかな
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か身についてないとみているからです。

申が出ました。今まで小学科であり続けてきまし

もう少々気になりますのは、考える力がない

たが、今後は、もう少し枠を取り払うということ

人というのは、実を言いますと 35 歳で成長が止

を課題として言われています。そういう向きで、

まります。これは私が見ていて、はっきり言え

田島さんのお考えは、どのような感じでお持ちな

ることです。そこも気になりますので、先生方

のかをお聞きしたいと思います。

にはぜひ考える力、考えて行動する力の大事さ
を認識し、よい学習プログラムの中で教えてい

Ａ，

ただきたいと思います。

説明を飛ばしてしまいましたが、企業の中では、
人材の育成のやり方として、あるところに特化し
て専門性を高めるというスペシャリスト的なこと
から、最近はどんどんゼネラリストだけではなく、
俗にいう T 型人間やΠ型人間を志向しています。T
というのは 1 本足、Πというのは 2 本足です。最
近は神社の鳥居型で、横棒が 2 本あるものもあり
ますが、要するに、先生がおっしゃるとおり、総
合力を求める時代になってきています。
これは、改善等をしていこうとした場合、単純な
スペシャリストではなかなかうまくいきません。

やはり早い機会に職業意識、職業観を持って

これはリーダーを考えたときに、そうなってきま

もらうような力を、ぜひ付けていっていただき

す。

たいということは、一つの大きなポイントです。

最近は、県や文部科学省を含めますと、リーダー

企業は、将来の皆さんの卒業生を、将来の製

を育てるという言葉が少しずつ出てきています。

造部のリーダーを求めて採用しています。これ

スペシャリストからリーダーに変化してきていま

は大きな考え方になっていますので、そのため

す。この辺りの変化を少し感じてはいます。

にどういうことをやっていけばよいかというこ

すなわち、どういうことかといいますと、物作り

とが、求められていることだと感じています。

の現場のニーズに対して、いかにマッチング度を

学校に対して、やはり目的志向等、最初に言
ったとおりです。

上げるかということです。これは相関度を上げる
という言い方をしていますが、そのことの現れで

すみません、少々長くなってしまいましたが、
これで終わります。ありがとうございました。

はないかという気がしています。
最近、長野県の指針のようなものが出ていまして、
今、パブリックコメントを求めていることが載っ
ていました。その文書を読んでみますと、そこで

（３）質疑応答

は、われわれが感じている、要するに、企業や産

Ｑ，

業界側が考えているような文章の書き方になって

長野工業の森本です。田島さん、きょうは本当に

いることを感じています。きょうは、そこまでお

示唆に富んだお話をありがとうございました。

話しできませんでした。ですから、総合というの

2 点ほど、お聞きしたいことがあります。先ほどの

は、そういうことだと思います。

ロボコンイン信州の誕生の秘話をありがとうござ

私の勤めていた会社は、トヨタ系のデンソーの子

いました。その中で、総合的な力ということで、

会社でデンソーエアクールという会社です。デン

われわれ工業高校は、昨年、産業教育審議会で答

ソーには企業内に、高校を卒業した人が、企業に
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いってから学ぶという企業内短大があります。そ

いくかを考えなければいけません。皆の考え方、

ういうところにも社員を参加させ見ていますが、

皆の目指していることは正しいですし、良いわけ

そのような教育でやってきた人たちの、その後の

です。皆さんを見ますと、素晴らしい方針なり使

育ち方、機能の仕方、高機能な仕事になったこと

命でやっておられることは間違いありません。し

に対しては、素晴らしい成果が出ています。です

かし、そこに行動が伴わないのは、別に先生や、

から、そういうことを、少し見ているのではない

今の教育システムが悪いのではなくて、そこに入

かと感じています。

っている一番の主役の人が、そこに付いていけて

ただ、専門高校のようなものや、そこに訓練校の

いないということを感じています。

ようなものがありますが、あのような所との差別

ですから、中小企業は、全くそのとおりなのです。

化を考えますと、やはり考える力というのは、総

われわれが改善計画書を作るのは簡単です。一生

合的なものを考えて、捉えて、考えていく力を備

懸命作ります。このとおりやれば良いというもの

えるということを言いたいのではないかなという

を作るのは簡単です。社長さんにしてみれば、田

気がしています。

島さんが良いものを作ってくれたから、これで自
分の所は安泰だと思うわけです。とんでもありま

Ｑ，

せん。そのことを実際にやらなければいけないの

もう 1 点なのですが、15 歳の選択というものがあ

は社長です。社長ができなかったら、これは実現

ります。われわれ高校側が中学校に伺ったときに、

できません。

いつも感じることですが、中学校の先生は、どこ

逆に、そういう言い方は中学生にはできませんが、

まで話してくれているのかということがあります。

そこのところをもう少し具体化することを考え、

また、物作りでも、先ほど駒ヶ根工業の写真が出

行動する必要を感じています。

ていましたが、割と小学校 3 年生以下の子どもが
来ます。しかし、小学校 4 年から中学校 3 年まで
の 6 年間の子たちは全然来ません。そういったと
ころに、社会がもう少し何とかならないかという
ことを感じますが、いかがでしょうか。
Ａ，
どんな感じかといいますと、まさに先生のおっし
ゃるとおりだと思っています。訳が分からず、単
純に偏差値だけで長野工業に入ってしまったよう
な人がいたと仮定しますと、学校が迷惑とは言わ
ないと思いますが、学校の方針、目標から考えて、
どう教育するかなど、悩む部分ではないかと思い
ます。やはり理系離れと、これだけ騒がれている
中で、もう少し前から職業観を醸成することが必
要だと思います。先ほど申し上げましたように、
ラジオで、小学校の中で理科の専門ができたとい
うことを少々聞きかじってきただけですが、大変
有意義な方法だと感じています。
今先生が、そこの空白の部分をどうやって埋めて
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