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【１.開会】

（住吉）本日は，時節柄何かと御多忙のところ，旭川市工業技術センター運営委員

会に御出席を賜り，誠にありがとうございます。私は，本日，司会を務めさせてい

ただきます，産業振興課長の住吉と申します。どうぞ，よろしくお願いいたします。

会を始める前に，前任者の任期を受け継ぐ形で，新たに運営委員として北海道立

旭川高等技術専門学院の重岡学院長に御参画いただくこととなりましたことを，ご

報告いたします。

それでは，開会にあたりまして，経済部長の品田から御挨拶申し上げます。

【２.経済部長挨拶】

（品田）皆様おはようございます。旭川市経済部長の品田でございます。本日はお

忙しいなか，本運営委員会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

さて，今般新型コロナウィルス感染症が日本だけではなく，世界各地で猛威を振

るっているところでございます。これは旭川の経済に大きな影響をあたえていると

いう事でございまして，つい 7 月に発表の日本銀行の経済概況では，道北地域の経
済概況，大変厳しい状況にあるという報告がございました。近年上昇傾向が続いて

いた有効求人倍率につきましても，減少に転じている。また，消費もかんばしくな

い状況でございます。

本市におきましても，これを受けまして 4 月から様々な経済対策，国の交付金を
活用して経済対策をというところでございます。今後も感染症の対策につきまして，

病院ですとか医療関係も含め，また経済対策も含めましてですね，重点的に力を入

れていきたいと考えいるところでございます。

本市の機械金属産業におきましては，農業，家具，食品加工等の産業と共に成長

してきているというところでございまして，古くから本市の産業構成の中では重要

な位置を占めている貴重な産業という事を認識しております。

工業技術センターはそうした皆様のお手伝い，支援の中核としてその役割を果た

しているものと考えてございます。そうした中，技術指導ですとか検査等試験そう

いった事を含めまして，関係機関と連携をはかりながら各種事業等を行っていると

ころでございますし，今年の２月には最新のプレスブレーキを導入致しましてセン

ターの支援機能の強化を計っているという状況でございます。

今後もこうした産業の中核を担う機械金属産業，工業につきましてもしっかりと

支えていきたいと考えているところでございます。

本日は本センターの運営につきまして忌憚のないご意見をそれぞれのお立場から



頂きたいと考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

【３.運営委員紹介（自己紹介）】

【４.工業技術センター職員紹介】

【５.会長及び副会長選出】

（会長に佐々木委員，副会長に岡田委員を選出）

【６.新会長及び新副会長挨拶】

【７.議事】

（議長）それでは，議事に移らさせて頂きます。議事１番目。令和元年度事業報告

と言う事でア，イ，ウ，エ，オという項目がございますので，これは一括で事務局

よりご説明をお願いいたします。

（事務局）令和元年度事業報告についてご説明させて頂きたいと思います。まずは

資料１の令和元年度事業報告をご覧頂きたいと思います。３ページに，過去５年間

の事業実績を示した表を載せてございます。

単純に前年度，平成３０年度と令和元年度，これを比較して申しあげますと，試験，

検査及び測定，依頼件数ですねこれが１，６４８件前年の１，２９７件に比べ，３

５０件増加しているという状況でございます。開放機器・貸室も若干ですけども増

加していると，技術指導は若干減っているかなという状況がございますが，このよ

うな状況で令和元年度は推移している状況でございます。

各実施事業ごとの内訳につきまして，続いて説明させて頂きたいと思います。ま

ず資料の７ページ，こちらをご覧下さい。こちらの表はですね，昨年度令和元年度

の依頼試験検査の件数の内訳になってございます。試験項目の一番上にございます

引張試験，４つめにございます圧縮試験ですね，こちらの２つは７６７件，８１１

件合わせて２つで全体の９６％を占める状況になっております。引張試験について

は７６７件で前年が８４８件でしたので８１件減少しております。圧縮試験，これ

は主にコンクリートの圧縮試験になりますけれど，これが８１１件となっておりま

す。これは平成２９年度３３１件，平成３０年度の３９９件ということからします

と，大幅に増加している状況でございます。増加の傾向につきましては昨年度の事

業報告の中で説明させて頂いてますけれど，平成２９年度からコンクリートの圧縮



試験，基礎等などの圧縮試験は「公設の試験場において試験をすること」という通

知が出されたことがございまして，これをうけて圧接時のコンクリートの強度試験

の依頼が増えている，また昨年度につきましては高速道路の工事，こういったもの

も入った状況から強度試験をきちんと行うという事が増えたという状況を把握して

おります。

また材料試験，こちらの方のですね下から３つめのマクロ組織試験というのがご

ざいます。これは鋼材の溶接の箇所がきちんと溶接されているかついているか確認

するようなものですけれども，平成２９年度は１件しかございませんでしたが，３

０年度には３２件，さらに元年度には５４件と増加しております。こういった増え

ている状況は，発注元から溶接精度の報告を求められている経営者と話す中で，こ

ういった事の為に試験を自分の所でやるのではなく，センターにおいて依頼を受け

て証明書を発行することが可能であるという事がわかりましたので，毎月定期的に

依頼を受けている状況でございます。その経営者の方に確認したところ，依頼は今

後しばらく継続する予定であるとのお話を頂いております。

続きまして，８ページと９ページ。こちらが昨年度の機器の使用件数と使用時間

の内訳になります。この中でも特に９ページの中程の加工機器の中，レーザ加工機

こういった物がございますけれども，これをご覧頂きたいと思います。

レーザ加工機は平成２９年度に更新をした新しい機械になります。使用件数が３

３１件。これが更新前の平成２９年度２０７件で１．６倍，利用時間も７０１時間

ということで更新前の５４５時間の約１．３倍ということになっております。非常

に利用者が増えている状況になります。また，この表の下から３番目になります，

ワイヤーカット放電加工機，これも特殊な機械なんですけれども令和元年度の利用

時間２４８時間，前年度が１７３時間でございますので利用が増加しております。

レーザを使った加工のほかに，もっと厚い鉄を加工する場合にこのワイヤーカット

放電加工機が有効だということで，合わせて依頼を受ける事が増えていると聞いて

おります。

３D プリンタ，３D スキャナーも令和元年度から新たに導入されておりまして，
こういった物が今後利用がどんどん増えて来るんじゃないかというふうに考えてお

ります。機器の方については以上でございます。

続いて６ページまで戻って頂きたいと思います。６ページの方はですね，毎年度

の新しい機械の導入実績こういったものをまとめた表になってございます。平成３

０年度には３D プリンタサポート材除去装置そういったものを入れておりますけれ
ども，令和元年度につきましては，先ほどのお話もありますけど，最新のプレスブ

レーキを更新しております。これは昨年の委員会で導入の経過とか性能的なものは

お話していると思いますけれども，公益財団法人の JKA の補助金を活用して導入し



たものでございまして，平成２９年度に導入したレーザ加工機とデータ上連動させ

て使う事が可能ということで，加工する際の精度がより高くなるという事でござい

まして，こういった物を揃える事によりまして加工精度等を高めていくという業界

のお手伝い，こういったことが出来る体制が整ったというふうに考えております。

続きまして１１ページの方をご覧下さい。こちらの方は，技術相談，技術指導に

ついての件数と内容でございます。全体の相談，指導件数は６１件という事で，前

年度の９４件に比べますと３３件程減少しております。内訳となりますと材料に関

することが４件，各種加工機器に関することが１２件でございます。その他が４５

件。前年に比べますと材料に関する相談がちょっと減ってるという状況がございま

す。それと各種加工機器に関することにつきましても，前の年はレーザが導入され

た翌年ということもございまして，レーザ加工機の操作ですとか製品加工の指導が

非常に多かったんですが令和元年度についてはそういったものが減っておりますの

で件数が減っている状況にございます。

続きまして１３ページになりますけれども，こちらは講習会の関係になります。

中程に１３ページ（２）講習会等実施内容一覧がございます。まず工業技術センタ

ー主催の講習会，こちら工業技術センター単独で開催している講習会の中で主だっ

たものをご説明致しますけども，２番目にございます基礎から学ぶ３DCAD 講座，
こういった講習につきましてはですね９回の実施，２１日間で９名が受講しており

ます。こういった講習３D 関係の CAD の講習は近年受講が増えている状況がござ
いますので今後のこういった部分に力を入れていきたいというふうに考えておりま

す。技術センターでは基本作業としまして，旋盤，フライス，こういった物の基本

的な操作方法をですね，覚えて頂くという講習をやっております。企業さんの中で

なかなかそういった指導が出来ないという状況があるかと思いますので，こういう

所でも力を入れてやっいきたいというふうに考えております。

続きまして，他機関との共催という事で１４ページになります。②の表なんです

けれども，これはセンターの単独開催ではなく他の機関さんと一緒に共催した講習

会の報告になります。この中で特に２番目の「ものづくりインターンシップ」です

ね。これは市内の高校生を対象に地元の機械金属業界を知ってもらい，人材確保に

繋げる為に，旭川機械金属工業振興会と共催で行っております。令和元年度につき

ましては，計 2 回実施しておりまして，合わせますと合計５８名の高校生に参加い
ただきました。今後もこういった活動を続けながらですね，地元の機械金属業界を

知ってもらう機会にしていきたいというふうに考えております。

次に下から２番目になります最先端技術習得講習会です。これは１１月にですね

３DCAD の SolidWorks の講習会をやっておりまして，高専さんの協力をいただい
て開催しております。当センター単独ではなかなか設備や予算の関係で開催できな



いこういった講習会もですね，他の支援団体の協力頂ながら今後業界のニーズにマ

ッチするような形で開催できるように心がけていきたいと考えております。こうい

った事で関係機関との連携についても十分良い関係を続けていきたいというふうに

考えてございます。事業報告の説明はこのぐらいでございます。

続きまして，資料２の方をご覧下さい。カラー刷りの円グラフが載っているもの

になります。令和元年度に実施しました企業訪問の結果です。こちらについては旭

川地域の機械金属関連企業に実際に職員が伺って色んな聞き取り調査を行っている

状況でございます。業界のおかれている状況とニーズを把握しそれをセンターの業

務に反映させるこういった事を目的にやっているものでございます。元年度につき

ましては１７社，こちらに訪問してお話を聞かせていただいておりますが，その結

果についてポイントを絞ってお話をさせていただきたいと思います。まずは 1 枚目

の 1 番。「今現在の貴社の業況はどうですか」という事ですが，これは昨年の話で
すので「良い」が８社，「どちらともいえない」が５社で１３社ですか。「悪い」と

いうのがあまり無かったという状況にございます。これはまだコロナウィルスの問

題が発生する前の段階という事でございますので，ちょっと今にあてはまるかどう

かは何とも言えませんけれども，当時はこういう状況にございました。今後の先行

きについては多くがどちらとも言えないとなっておりますが，後ほどコロナの関係

の聞き取り調査のお話もしますけれども，ちょっとこの辺は今だいぶ変わってきて

いるのかなという事がございます。

2 枚目を見て頂きたいと思います。３番，４番。人材面での課題と経営面での課
題こういった事をお聞きしておりますけれども，どちらについても人材確保という

ことがございまして，経営面でも販路拡大が一番大きな課題なんですけれども，そ

の他の内容としてですね，人手不足により受注が受けられないというようなお話も

ございます。例えば受注が受けられないとのお話であればせっかくビジネスチャン

スがあっても，逃しているという現象がおきてきている。こういったことは今後セ

ンターでも，どういう支援ができるか考えていく必要があるのかなというふうに考

えております。

続きまして，３枚目ですね。５の設備，技術面での課題でございます。これにつ

いては，ある会社ない会社半々ぐらいなんですけれども，ある会社の中でもちょっ

と面白いなと思ったのは，職人技術の次世代への継承こういったものが課題として

考えているという事になります。これも先程の人材の面とある程度リンクしてくる

という部分の面もあると思うんですけど，例えば団塊世代の方々が大量に退職して

いなくなっていくですとか，そういった事からベテランの職人さんがいなくなって

いく可能性があって，それを引き継ぐ様な若い人たちがなかなか入って来ないとい

う様な状況で，逆に人手だけではなく技術そのものが続くのか続かないのかこうい



ったことがあるのかなというふうに考えております。これは業界としても大きな課

題というふうに聞いておりますので，技術を中間的に繋げる事は出来ないのかとい

う事も含めまして人材確保に向けての活動を続けていく事が重要だと考えておりま

す。どちらかと言うと，ソフト面での人材確保，人材育成の後押し，これが業界さ

んが求める方向であり，だいたい我々の考えに一致しているのかなという認識をし

ているところでございます。

事務局の方から，事業報告は以上でございます。

（議長）ありがとうございます。ただいま事務局より事業報告の説明がございまし

たけれども，委員の皆さんで何かご意見，ご質問はございませんでしょうか。

（委員）この企業訪問の調査結果というのが，どちらかというと私たち機械金属関

連絡みとなっておりますけれども，従業員の高齢化，それから今言った技術の伝承，

そういった部分はどこの会社も同じ様な課題を抱えていると思うんですね。副会長

の挨拶の中でこのコロナ禍は逆にいえば，人材確保していく中でのチャンスだぞと

いった様なお話もありましたけれども，ほんとに私だけではなくて，皆さんもそう

捉えているところだと思います。今日は高等技専の学院長も来られていますけれど

も，そういった意味では積極的に我々はそういった人材確保に向けて動く時なのか

なという感じがしています。ただし，どうしても我々業界はプレゼンが下手なんで

すよ。そういった意味では，技術センターの力をお借りして逆にいえば，どういっ

た形で人材確保に向けた動きが出来るのかなといった様な事もひとつ今後の課題に

入れておいて頂きたいなという感じが致しました。よろしくお願いいたします。

（事務局）わかりました。こちらの委員会の中でも，高等技術専門学院さん，ポリ

テクさん，こういった人材養成機関がございます。我々は本来人材養成機関じゃな

いものでございますので，そういった所のご協力を得ながら一緒に何か事業が出来

ればというふうに考えておりますので，今後とも業界の方の色々な意見を聞きなが

ら一緒にやらせて頂たいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。

（議長）他にございませんでしょうか。よろしいですか。

それでは，続きまして議事の２番目。令和２年度の事業計画について，アとイの

項目がございますので，事務局よりご説明お願いします。

（事務局）はい，それでは令和２年度の旭川市工業技術センターの事業計画につき

ましてご説明させて頂きます。順番に説明いたしますが，（１）の基礎技術講習。こ



れは随時実施という事にしてございますけれども，加工技術あるいは設計に関する

知識・技術習得の為の講習会という位置づけをしてございます。これについては別

に旭川市工業技術センターの技術講習会一覧というのもございまして，詳細はそち

らの方に載ってございますけれども，特に最初からがっちり日程を決めるという事

ではなくてですね，ご要望を受けながら日程を参加者の希望に合わせて随時開催し

ていくという事にしております。技術講習会一覧にある通りですね，大きく分ける

と，加工技術，３D 設計，安全衛生，こう言ったものの３分野，これらを中心とし
た技術講習会としているところでございます。センターの技術職員がこれに対応し

ながら，色々基本的なお話をさせていただくという事，それからセンターの機械を

使ってですね基本的な操作方法等の実習を行うという事で考えてございます。

次にですね，企業訪問のアンケート調査。これは先程も事業報告の中でも結果を

お話してございますけれども，当センターの方針が業界と同じ方向を向いているか

を確認する，それぞれどういった要望があるのかを把握するために，令和２年度も

実施をいたします。旭川地域には実に１４０社ほど機械金属関連企業，こういった

ものがございますけれども，そのうち３０社程度に全職員で伺うという事で考えて

ございます。今年度コロナウィルス対策の関係もございまして，出足が遅れており

ますが９月から順次実施していくという事になるかと思います。

３番目のものづくりインターンシップです。これは前年度同様という事で，もう

既に実施している状況でございますけれども，高校生を対象に人材貢献に繋げると

いう事を目的に実施しております。写真を載せているのも今年度の状況なんですけ

れども，今のところ令和２年度７月３０日から２日間と８月６日から２日間の２回

に分けて行っております。今年度は新型コロナウィルス対策の影響もございまして，

工場見学が出来なかったんですけれども，多くの企業さんの協力によりまして，イ

ンターンシップという事で実際に企業の中に入って作業を行うといった事について

協力いただいております。

続きまして，４番目の製造業データベースの企業情報の更新でございます。これ

は当センターの HP で公開しています。先程申しあげました約１４０社の関連企業
さんの情報をデータベース化してですね，市の HP の中の旭川市工業術センターの
ページ，こちらから見れるという状況になってまして，企業間の受発注の促進，そ

うしたものの目的に出来ればというふうに考えております。毎年度ですね全ての企

業様に更新情報の有無を確認しながら更新しているところでございまして，業界の

情報発信のお手伝いを多少なりとも出来るのかなあというふうには考えてございま

す。

２ページ目になります。最先端技術習得講習会。これは昨年度１１月に旭川高専

さんのご協力頂いたものでございますけれども，１１月に同じように高専さんの協



力をいただきながら３DCAD の技術講習会を行いたいと思っております。また２月
には高等技専さんの協力を頂きながらシーケンス制御の講習会を実施したいと考え

ております。前年度は残念ながら新型コロナウィルスの影響の関係でですね実施出

来なかったんですが，この後是非とも実施させていただければというふうに考えて

ございます。高等技専さんですね制御技術の関係では良い講座を持ってましてです

ねスペースもあると伺っておりますので，是非ともお願いしたいと思います。

次ですね。６番目。新型コロナウィルスの関連事業といたしましては，後ほどち

ょっと説明させて頂きますけれども，産業振興課等とも一緒に業界の現況ヒヤリン

グの実施をしております。また電子メールに寄りまして，支援情報の配信こういっ

た事を行っている状況にございます。またつい先日ですけれども，旭川機械金属工

業振興会さんとの共催でビデオ通信ですか Zoom セミナー，簡単な Zoom の取扱方
こういった事を中心に簡単な講習会をやっております。今後とも新型コロナウィル

ス対策で何か良いものがあればですねどんどん実施していきたいというふうには考

えております。

この事業計画の最後，令和２年度予算になります。平成２８年度の運営委員会に

おきましてですね，今後５年間程度でセンターのすべき事というものを示しており

まして，人材育成の支援強化と機器の更新，こういったものが中心になっておりま

した。その方向性に基づいて予算措置をしている所でございますけれども，予算が

３つございまして，まずは施設管理費，約１４００万ですね。これはセンターの建

物の維持・運営を行うような経費になりまして，燃料，光熱水費，電気代ですね，

こういったものを中心に清掃とか警備を合わせると，およそ１０００万ぐらいが必

要経費となっております。続きまして，真ん中にある技術指導行政費，これが約１

０００万ほどあります。これは人材育成の講習会ですとか，開放している機械の維

持，試験の為の消耗品，あるいは機械の更正ですね，こういった事を行う為の費用

となってございます。一番右にございますのは，設備整備費ですが，約８０万円。

これはセンターの検査機器等の賃貸借の予算です。これはもしまた新たに機械を購

入するとかそういう事があればですね，こちらの方でまた予算どりする事になりま

すけれども，当面令和２年度は今のところは予定している物がございませんのでこ

のような形になっております。

次，資料の４になります。新型コロナウイルス現況ヒアリング結果になります。

対象企業は旭川及び近郊の機械金属関連企業なんですけれども，訪問企業数は１６

社，実施方法については企業訪問時とか企業のセンター利用時に，企業訪問時につ

いては産業振興課長，主幹等も一緒になりながら訪問してお話を聞かせて頂いてお

ります。結果として現時点で新型コロナウィルスの影響というのはそんなに無いと

言う話が多かったです。これは 5 月 6 月ぐらいの時点ですので，今聞くとちょっと



変わるかもしれないと思っています。今後もどんな影響があるのかというところな

んですけれども，大きく影響があるというふうに考える所はあまり無いんですが，

影響なしは２社しかございませんので，なにがしかの影響があると考えていらっし

ゃる企業が多くありました。特にその中で業界の特性という部分もあるでしょうけ

れども，コロナが広がる前に受けた受注が長いスパンであるという事をおっしゃて

いる所が多くてですね，だいたい秋口ぐらいまでは。と言う話もありました。今後

それがどうなっていくのか，という情報がなかなか今ちょっと見えていないんです

けども，最近お話を聞いているなかで，そう言った受注減の影響が多少出てきてい

る企業さんがあるという事は聞いております。これは今後の企業訪問の中でさらに

検証していかなければならないかなと思ってます。そういった事も含めてですね，

年度前半のコロナウィルス対策の色んな政策がですね，この機械金属業界に対して

のものが無かった状況にございますので，今後何か必要があればその対策を打つと

いうこと，これを考えていかなければならないのかなというふうに考えております。

以上でございます。

（議長）はい。ありがとうございます。ただいま令和２年度の事業計画について事

務局よりご説明がございましたけれども，委員の皆様でご意見，ご質問等ございま

せんでしょうか。

（委員）

コロナ，アフターコロナ，ウィズコロナと言われている時代の中で結局我々にと

ってもある意味どうなっていくんだろうと，逆に先程もちょっとお話しましたけれ

ども，我々が経験した事の無い世界・時代が来るのかなといった様な事がある中で，

やはり工業技術センターとしていち早くそう言った情報なり，または国の政策，道

の政策，市の政策といったものを我々業界にいち早く情報として共有してくれる事

と，ある意味そう言った広い意味での道標を立てて頂けるような機関になっていた

だければなというような気がしております。漠然とした話になりますけれども，そ

れだけ我々業界は工業技術センターに期待を持っているという事をご理解頂きたい

と思っています。

（事務局）ありがとうございます。情報収集をこれからもどんどんしていく。これ

が第一かなと考えております。その上で情報提供，これを出来る様に我々も努力し

て行きたいと思っておりますので，よろしくお願いしたいと思います。

（議長）ありがとうございます。他にございませんでしょうか。



（委員）あの，ものづくりインターンシップをずっとやられています。その結果と

してそれで会社に入ったとかいう事って何かあるのですか。今までやっていてそれ

が良くて就職しましたよとか。まだ，そう言うレベルまでは達していませんか。

（事務局）あの，なかなか個人情報の問題もあって，学校さん側でもですね，そこ

まできちんと出して頂けない状況ではあるかと思います。ただ，色々聞いている中

では，興味を持ってその会社に就職したというお話もあるという事は聞いておりま

すので，今後学校側，それから企業さん側でなんとかそう言う情報を出して頂いて

人数だけでも掴める様な方向に持って行きたいと考えております。確かに実績とし

てはそれが一番なのかなというふうに考えております。今後そういう実績があると

いう事を前面に出しながらですね，こういった事業を続けていく事で効果が上がる

かなというふうに思いますので，今後ともご協力のほどお願いしたいと思います。

（議長）ありがとうございます。

（委員）それに関連して，一言。今年も実業高校から６人，会社にみえまして研修

を終わりました。また来月工業高校から３人来るという事です。ただ今おっしゃっ

ていた状況はほぼ期待出来ないと言うことです。と言う事は，いわゆる高校生は必

ず進学するんですね。で，６人に聞いて５人は間違いなく進学する，そうすると就

職率が誠に低いという事です。このインターンシップでは我々地元企業を少しでも

知ってもらって就職して欲しいと言う淡い希望はなかなか叶えられないと言う現状

だと，ここ２～３年で良くわかりました。で，僕も考え方を変えてせめて専門学校

に行く人，大学に行くにしろ就職するにしろ，地元の企業を知ってもらうという，

辛いところではありますけど，それでも我々がアピールする機会がないんでね，意

味を変えて行くしかないのかなというふうな事をつくづく思っていて，正直言うと，

ちょっと地元就職への効果は無いかなと，寂しい話ですけどちょっと残念なところ

ではあります。それが今の高校生の現状だという事でした。

就職のマイナビに聞くと，「社長，もう高校生を雇う，新規に採用するという事は

無いです。ダメです。むしろ大学なり専門学校なり，そっちの方がはるかに就職す

る人が多い。そちらの方に的を絞った方が良いですよ。」と言う事を言われまして，

ああそう言う時代だなとつくづく思ってございます。

けっして，インターンシップをやりませんとか，否定するとは言ってませんけど，

ただちょっと考え方を変えて高校生に地元を知ってもらって，どこかの機会で必ず

こんなことがあったなと思ってもらう，続けるならこのようなことだろうというふ



うに思っております。以上です。

（事務局）実は旭川市では今年度にですね，新たにインターンシップを力を入れた

いという事で事業を構築して，実際実施しているところなんですけれども，特に高

校生インターンシップという事で，地元の企業をやっぱり知ってもらう事が 1 番な
のかなと言う事を考えています。それで，地元の企業とマッチングする，将来たと

えば高校生が進学して仮に本州に行ったとしても，向こうで就職して旭川に帰って

来たいと思った時に，「地元にこういう企業があったんだな」という事で，知っても

らうように，高校１年生から３年生までなんですけれども，各学年に応じて色々と

インターンシップに繋がるような事業をしたいという事でやってます。ただ，今コ

ロナの関係でちょっと止まっている部分はあるんですけれども，少なくとも企業を

知って頂くという様な取り組み，それからインターンシップについても，今 AI で
何かマッチングするシステムがあるみたいでして，それを活用してうまく企業との

マッチングもしていきたいという事で進めています。まだ具体的に事業がどうこう

というところまではまだ行っていないんですけど，次年度には報告一定程度は出来

るかなと思ってますのでご期待を頂きたいと思ってます。以上です。

（議長）はい。ありがとうございます。ちなみに，私の会社システム制御課に５人

の社員がいるんですけど，全部高等技術専門学院出身なんですね。で，その内の３

人がインターンシップで来ていて，そういう事でインターンシップも，積極的に受

け入れた中で人材を確保しています。

（委員）地元の高校生が技術専門学院に進学して，そこで技術の基礎を学んで，地

元の企業に就職する。こういう流れが出来てくれると全て上手くいくという事で何

とか技術専門学院の方に進んでもらえる学生を増やしていけると良いなと思ってお

ります。

やはり地元の学生が業界に入って，この業界はコロナに強いとコロナのような感

染症が発生しても別にそんなに大きな影響は受けないというのを PR していく必要
が当然あるだろうと思いますし，今までサービス業にだいぶ偏って来てましたので，

楽したいとかそのように考えている学生もいたかもしれないと思うんですけども，

幸せの価値は何か？というのを，ちゃんと子供たちに教えていく事が必要になると

思います。

今は人の移動をあまりしてはいけない。域外に出てはいけない。という様な自粛

の状況になってまして ,最近聞いた話で，中学校や高校で修学旅行ですとか研修旅行
が今まで道外に行ってたんですけど，行けないと。道内でどこか行ける所はないだ



ろうかという所をなんか探しているという情報を聞きました。観光地ばかりポツポ

ツと巡ったとしても学校の先生はやっぱり何かを教育するという所もちょっと入れ

たいらしいんですね。そうなった場合，旭川は旭山動物園というのがあります。旭

山動物園の麓に，動線に都合良くこちらの団地がありますし，工業技術センターが

あるわけですよね。ここを上手くちょっと入れて，誘致ですね，今の状況で高校や

中学校に対して研修旅行とかそういうのを誘致するっていう働きかけをしてもらえ

ば，高校とかそういう所に，プログラム提供しますよという様な形を市から行くの

か，旅行会社から行くのか分らないですけども，そういう様な事が出来ると。

そこで技術専門学院の PR もして頂いたりとか，旭川を知ってもらって，旭川は

非常に活気があるよというのを上手く PR できると，子供が将来的に進んで新卒と
して入ってくれる場合もあるし，子供が親に旭川は仕事がいっぱいあるよという事

を伝えたり，転職という流れになるかもしれませんし，とりあえず北海道という大

きな地元の中で上手く旭川を盛り上げていく事が出来るのかなと思っております。

あと，さきほど人材確保する上でちょっとプレゼン下手なんですよね。というお

話がありましたけれどもこの辺，今仕事がないサービス業の方々に頑張ってもらっ

て，YouTube のコンテンツですとか，違う業界の PR を上手くしてもらうという事
も出来たら良いなと思っておりますし，あと技の伝承の問題ですね，実はうちの学

校も遠隔授業というのをやっているんですけど，座学に関しては良いんですけれど

も，実習に関しては残念ながら出来ていないんです。それで，高専というのは全国

に５１あって全国規模なので，これから声掛けをして，実技の為の遠隔で作ったコ

ンテンツというのは，たぶん技能の伝承の基礎の部分には使えるんじゃないかなと

思ってますので，お時間頂ければ研究したいと思いますので，よろしくお願いしま

す。

（議長）はい，どうもありがとうございす。他にご意見ございませんか。それでは

続きまして，議事の 3 番目。新型コロナウィルスへの対応という事で，アとイの項
目について，事務局お願いいたします。

（事務局）それでは，新型コロナウィルスへ対応という事で使う資料は５と６にな

ります。まず，新北海道スタイルの実践という事で道の方から出されております新

北海道スタイルの安心宣言。これを工業技術センターとしても行うという事で習慣

化に取り組む状況にございます。一般的なお話ばかりなんですけども，こういった

事をセンターの中に掲示しながら，我々はマスクをしながらとか，常時換気をして

おります。また，ちょっと旭川でも感染者が出ている状況でございますけれども，

他に地域に比べれば落ち着いている状況なのかなというのはあります。そういった



中で尚且つこういった事をきちんと実践するよという形でアピールしていきたいと

いうふうに考えております。

資料の６の方になりますけれども，会議室等の貸出に係る新型コロナウィルスへ

の対応という事で，当初対応としてですね，緊急事態宣言，これが出た時にですね

部屋の貸出を中止しました。この中にセンター内に入居しておられる団体の方々の

小規模な理事会ですとか役員会，こういったものについては原則，なんとかお使い

できる様な形を取りながら，３密を防ぐという方法を取りながらやるという事，そ

の他原則貸出を中止しました。これが解除されたのちですね，一応貸出は再開して

いるんですけど，まず利用人数の制限を行っております。皆様今この会場，非常に

だだっ広い感じなんですけども，ここ通常学校形式，スクール形式に並ぶと約１０

０人ぐらい入る部屋になります。これを各テーブル１つに 1 名という形に制限をか
けて，一応３０人まで制限をしました。この隣に会議室というのがございますけれ

ども，これは普通に入れると３０名ぐらい入る所，半分の１５名で貸出といった事

を行っております。講習の主催者などには，２番のあるように新北海道スタイル，

これを実践をしながらやって頂きたいとお願いしております。

利用人数につきましては，最近イベントの定員の考え方が変わってきておりまし

て，それと視聴覚室の３０名の人数では講習がなかなか進まないという話もござい

ましたので，色々工夫をしましてもう１５名だけ定員を増やすという事で４５名ま

で入れる様な形を取る様にしました。いずれにしても，１００名の所４５名しか入

らないという状況は続いております。こういった事で，貸出状況もですね非常に，

前年度に比べれば半分以下という事がどんどん続いておりますけれども，特に技能

講習ですとか，特別教育を行っている機関さん，こういった所が会社がらみで困っ

ているというお話もしております。定員１５名増やした事によってですね，多少カ

バー出来るかなという事はございますけれど，まだ色々皆様の協力を得ながらやっ

て行く状況かなというふうに思っております。

あと，消毒液なんかは玄関の所，それから実習試験室，工作棟の所ですねこうい

った所にポンプをおいてやって頂くという事になっておりますし，あと消毒液のポ

ンプを置く台としまして，高専さんの方で学生さんが製作をして，市の方に寄贈し

て頂いている足踏み式手指消毒器がございまして，これが近々センターの方でも 1

台頂ける事になっております。今日に間に合わなかったんですけど，9 月 3 日の日
には玄関の所に設置出来る状況になっております。高専さんの方で色々作られてい

るという事もございまして，他の施設ももしあれば声掛けしていきたいと考えてお

ります。

そのような事でコロナウィルスの対応を行っている状況でございます。以上でござ

います。



（議長）はい，ありがとうございます。ただいま議事の３番目の新型コロナウィル

スへの対応という事で事務局よりご説明がございました。この件について，委員の

皆様ご意見，ご質問ございませんでしょうか。新北海道スタイルの実践という事で

我々企業も同じ様な事を実践しているわけでございますけれども，この会議室の貸

出について，何かございませんか。よろしいですか。

はい，それでは以上で予定されてる議事は終わりますけども，最後に全体を通し

てご意見，ご質問があれば承りたいと思います。何かございませんか。

それでは，特に無いという事で以上で要求された議事は終了させて頂きます。

本日皆様から頂いた意見は，今後のセンターの運営について検討して頂くようお願

い申しあげます。

本日は最後まで長時間に渡り議論頂きありがとうございました。以上をもちまして

議事については終了させていただきます。ありがとうございました。

（住吉）佐々木会長，岡田副会長，そして委員の皆様，長時間の時間会議ありがと

うございました。


