
毎年恒例でした当会の「新春講演会・賀詞交歓会」が、コロナ禍の影響により誠に残念ながら、
２年続けての中止となってしまいました。今春は高知市ご出身の車いすラグビー日本代表キャプテ
ンで東京パラリンピック銅メダリストの 池 透暢 選手 をお招きし、ご講演をお願いしておりました
が、誠に残念ながらかないませんでした。しかしながら池選手におかれましては、来春のご講演を
快くご承諾下さっておりますので、皆様お楽しみにしておいて下さい。

また、叙勲・褒章・表彰者の皆様方を賀詞交歓会にてご披露させて頂く予定でしたが、こちらも
２年続けて取り止めとなってしまいましたので、せめて本誌面にてご紹介をさせて頂きます。
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■１月28日 「新春講演会・賀詞交換会」の中止

○旭日単光章受章（令和2年春の褒章）
（株）垣内 垣内 敬陽 殿

○黄綬褒章受章（令和3年秋の褒章）
（株）太陽 久松 朋水 殿

○第４回JAPANｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ国際賞 国土交通大臣表彰（令和3年6月22日表彰）
（株）高知丸高 代表 高野 広茂 殿

○第５７回電気保安功労者 経済産業大臣表彰（令和3年8月3日表彰）
（株）光テック 代表 弘内 喜代志 殿

国 関 係

○高知県功労者表彰
（株）太陽 久松 朋水 殿（令和2年１１月２3日表彰）

○高知県産業技術功労表彰
ツカサ重機（株） 志和 光三 殿（令和2年１１月２3日表彰）
兼松エンジニアリング（株） 山本 琴一 殿（令和3年１１月２3日表彰）
（株）技研製作所 村田 敏彦 殿（令和3年１１月２3日表彰）

○高知市技能功労者表彰
（株）垣内 岡田 孝之 殿（令和2年１１月18日表彰）
パシフィックソフトウエア開発（株） 小野川 聡 殿（令和2年１１月18日表彰）
（株）垣内 酒井 正彦 殿（令和3年１１月10日表彰）
パシフィックソフトウエア開発（株） 西山 誠一 殿（令和3年１１月10日表彰）

○南国市技能功労者表彰
（株）垣内 高橋 正 殿（令和2年１１月20日表彰）
（株）垣内 青木 秀樹 殿（令和3年１１月22日表彰）
（有）繁春鉄工所 澤本 晃 殿（令和3年１１月22日表彰）

○香南市技能功労者表彰
高知機型工業（株） 山中 浩 殿（令和3年１１月22日表彰）
高知機型工業（株） 横田 昌和 殿（令和3年１１月22日表彰）
高知機型工業（株） 久岡 裕和 殿（令和3年１１月22日表彰）

県・市関係

○高知県工業会へのご寄付
（株）山崎技研 取締役会長 山﨑 道生 殿（令和2年度）

○高知のエジソン（垣内保夫）賞基金へのご寄付
四国スッピル工業（有） 取締役会長 小比賀 康宏 殿（令和3年度）

感 謝 状
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■令和３年度(第1８回) 「高知のエジソン(垣内保夫)賞」決定

今年の小中学生の部の応募作品は
568点、秀逸な作品が多く、今回も審
査は難航を極めました。

表彰式は令和４年３月６日㈰に開催予
定でしたが、コロナ禍により残念ながら
中止となりました。

受賞者には当会より「表彰状」と「図
書券」が授与されました。

❶ 小中学生の部
「君たちのすばらしい夢をおしえて」

高知のエジソン賞委員会の選考により、
応募568作品の中から、最優秀賞1点、
優秀賞10点、特別賞20点が選ばれ、
537点が佳作となりました。

高知県地域
職業訓練センター

最優秀賞

「くじら型海のおそうじロボット」

長岡小学校4年生

森田 千春 さんの作品

➋ 高校生の部 「次代のエジソン」

（個人の部）高知東工業高等学校 3名（友枝蓮さん・中川虎之丞さん・𠮷本玲飛さん）

高知工業高等学校 3名（大西理久さん・土居青空さん・山﨑憲伸さん）

須崎総合高等学校 １名（澳本琉輝さん）

宿毛工業高等学校 １名（浜田聖也さん）

（団体の部）須崎総合高等学校 機械工作部（13名）
❸ 先生の部
「地域のものづくり先生」

高知東工業高等学校定時制

五百蔵幸雄 先生

【講評】
最近よく耳にするサスティナブル（持続可能な）とかSDGs（持続可能な開発目標）といった

トレンドを背景として、環境をクリーンにするロボットや、ロボットによる環境資源のリサイク
ルなどをテーマにした作品、また長引くコロナ禍に適応するためのアイデアや作品が
数多く見受けられたのが今回の特徴でした。こんなモノがあったら便利になり、
世の中の役に立つ、という豊かな発想に感心させられました。（高知のエジソン賞委員会）

（優秀賞）市川花さん(大篠小1年)､古田貴章さん(同2年)､藤田和佳奈さん(同3年)､藤田朗楽さん(同4年)､
杉村弘斗さん(同4年)､河野結月さん(同6年)､築井稟乃さん(同6年)､古田早紀さん(同6年)､山本苺
さん(同6年)､溝渕一沙さん(同6年)

（特別賞）大田裕人さん(久礼田小1年)､松髙悠真さん(同2年)､伊藤暖さん(大篠小2年)､弘田蒼さん(同2年)
､松岡光来さん(同2年)､別役颯介さん(同3年)､西内里桜菜さん(同4年)､岡崎柊さん(久礼田小4年)
､藤田莉子さん(大篠小5年)､渡邊妃菜さん(同5年)､山﨑陽茉梨さん(長岡小5年)､上岡千鶴さん(大
篠小6年)､佐々木凪さん(同6年)､原陽菜乃さん(同6年)､近森美羽さん(同6年)､山﨑紗帆さん(同6
年)､橋田柚子さん(長岡小6年)､松本董さん(同6年)､横山心優さん(国府小6年)､秋山瑞喜さん(大
豊小6年)



■令和3年度(第36回)「高知県地場産業大賞」表彰式

令和４年３月１６日㈬、令和3
年度「高知県地場産業大賞」の表
彰式が催され、当会会員の
YAMAKIN株式会社殿が、歯科用
新接着剤で「大賞」に輝きました。

また、同じく当会会員の株式会社オサシ・テクノス
殿も、接点無線機WCTシリーズで「地場産業賞」を
受賞されました。
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会場：ザ・クラウンパレス新阪急高知

YAMAKIN株式会社
山本樹育社長

■５月19日 高校卒業生の早期求人要請
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6月1日からの求人受付開始
を前に、令和４年5月19日
㈭、高知労働局・高知県・
高知県教育委員会から、高
知県工業会へ、県内高校生
の求人票の早期提出要請が
ありました。

歯科用接着剤：KZR-CAD マリモセメントLC
（YAMAKIN㈱ ホームページより転載）

接点無線機：WCTシリーズ
（㈱オサシ・テクノス ホームページより転載）
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■５月16日 高知高専「企業見学バスツアー」

当会（人材確保委員会）と高知高専との交流事業の一環として、令和４年5月16日(月)、高知高
専ソーシャルデザイン工学科2年生を対象とした研修「企業見学バスツアーを」を開催、次の4つ
の見学コース（バス各２台）に分かれ、計8社の企業を訪問しました。

コース１ … 午前：新高知重工(株) 午後：(株)エスイージー南国工場
コース２ … 午前：(株)高知丸高 午後：(株)ミロク製作所
コース３ … 午前：(株)SKK 午後：高知機型工業(株)
コース４ … 午前：(株)特殊製鋼所 午後：(株)山崎技研

研修の目的は、地域の企業の特色を知り、業界研究・企業研究の基礎を身に付けることと、企業
がどのような人材を求め、その業種でどのようなスキルが必要かを学び、3年生からの専門コース
選択の際の参考とすることです。

3年ぶりの企業見学バスツアーでしたが、どの企業も高知高専生の見学を歓迎してくださり、広
い研修室の確保や、少数グループに分散して案内していただく等、感染予防対策も万全でした。

学生たちにとっては、ものづくりの現場を体験するだけでなく、技術者として活躍する高知高専
のOB.OGの話を直接聴く機会にもなり、働くことをイメージして将来を考える良い機会になったよ
うでした。

当会と高知高専との次の交流事業としては、本年11月15日㈫ に「高知高専生のための 第５回
県内企業研究会（高知高専体育館）」を予定しています。

新高知重工(株) (株)エスイージー南国工場 (株)高知丸高

(株)ミロク製作所 (株)SKK 高知機型工業(株)

バス移動
(株)特殊製鋼所 (株)山崎技研



■５月27日 令和４年度「定時会員総会」

令和４年5月27日㈮、令和４年度「定時会員総会」が開催され、令和3年度事業報告・収支決
算、および令和４年度事業計画（案）・収支予算（案）が承認されました。また人事異動に伴い
、新監事２名が選任されました。懇親会は残念ながら今回も開催できませんでした。

新監事 池澤博史 様 (公財)高知県産業振興センター 専務理事

新監事 岡 利幸 様 (株)商工組合中央金庫 高知支店 支店長

■６月１５日 「就職情報交換会」復活開催
当会（人材確保委員会）と県教育委員会高等学校課との連携による「進路指導教員との就職情

報交換会」が令和４年6月15日㈬、高知ぢばさんセンターにて４年ぶりに復活開催されました。

会員企業24社と県下23校の進路指導の先生方が一堂に会し、企業プレゼンの後に個別面談を
行いました。遠来の先生方もいらっしゃいましたが、終了時刻ぎりぎりまで盛況が続きました。

久々の開催ということもあってか、参加企業側からも学校関係者からも「有意義であった」と
いう回答が圧倒的多数を占めました。

〔参加企業（50音順）〕㈱泉井鐵工所，㈱栄光工業，㈱エスイージー，㈱ＳＫＫ，㈱垣内，㈱カマハ
ラ鋳鋼所，㈱技研製作所，㈱キヨトウ，高知機型工業㈱ ，㈱高知丸高，㈱高知ミツトヨ，㈱サヤカ，
㈲繁春鉄工所，新高知重工㈱ ，㈱シンテック，高須工業㈱ ，ツカサ重機㈱ ，㈱特殊製鋼所，㈱土佐電
子， ㈱トミナガ，パシフィックソフトウエア開発㈱ ，㈱ミロク製作所，㈱山崎技研，㈲山下工業
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【土佐茶応援宣言】

【今後の行事予定】
令和4年 7月13日㈬ 第1回人材育成委員会 7月21日㈭ 第1回人材確保委員会
令和4年 8月19日㈮予定 令和４年度 溶接技術コンクール表彰式
令和4年10月28日㈮ 令和４年度 取組事例発表会（総務委員会）
令和4年11月10日㈭～12㈯ 第11回高知県ものづくり総合技術展
令和4年11月12㈯ 第5回こども鋳物教室（匠和会）
令和4年11月15日㈫予定 高知高専 第5回県内企業研究会（人材確保委員会）

■お知らせ

【中止となった行事】
令和４年3月 6日㈰ 高知のエジソン（垣内保夫）賞表彰式（高知のエジソン賞委員会）
令和４年3月13日㈰ 令和3年度 親睦サッカー大会（匠和会）… 予備日3月27日㈰ も中止

 

 

 

土佐茶応援宣言 
 

 

 

 

   私たちは、自組織ならびに傘下会員

の土佐茶の利用を推進することで、茶

産地・高知を応援します。 
 

 

 

  令和４年５月２７日 

 

            （団体名） 

                    （一社）高知県工業会 

 

 

 

 

高知県工業会も正会員として加盟しております「高知
県農商工連携協議会」が、本年8月18日に『土佐茶応援
宣言』を採択することになりました。これに先立ち土佐
茶を浸透させるため、当会も令和４年度総会にて同宣言
を採択しました。

■6月30日 大方ホエールウォッチング「感謝状」贈呈式

第18回高知のエジソン（垣内保夫）賞の表彰式は残念
ながら中止となってしまいましたが、その後日談です。

高知新聞に掲載された記事を見た大方ホエールウォッ
チング事務局（大迫綾美様）より、「大方ホエールウォ
ッチング事務局としては『クジラ型』というのがピッタ
リなので、森田千春さん（小学4年生）に感謝状を贈り
たい」との申し出があり、令和４年6月30日㈭ 南国市立
長岡小学校の校長室におきまして、同事務局および船長
さんらが同席のもと、ニタリ鯨さん（砂浜美術館館長）
からの「感謝状」と「大方ホエールウォッチングご招待
券」が森田千春さんに贈呈されました。

校長先生
船長さん

お母さま

担任の先生 砂浜美術館
大迫さん工業会
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会場：高知高専 第1体育館
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