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●室蘭工業大学「現役社長の講話Ⅴ」
「現役社長の講話Ⅴ」は、9 月 5 日（火）～7 日（木）に実施され、
スーパー連携大学院プログラムの受講生として電気通信大学 1
名、大分大学 1 名、北見工業大学 1 名、秋田県立大学 1 名、室
蘭工業大学 1 名の計 5 名と、開催校の室蘭工業大学の大学院生
4 名の総計 9 名が受講しました。
1 日目は、天然の良港と言われる室蘭港を望む工業地帯にあ
る 2 つの企業を訪問しました。日鉄住金セメント株式会社（室蘭
市仲町）では、新日鐵住金室蘭製作所の銑鉄の副産物である高
炉スラグなどを原料にして、環境に配慮した高炉セメントを製造し
ており、リサイクル資源の有効活用を推進する製造工程の一部

日鉄住金セメント工場見学

を見学させていただきました。次に、株式会社楢崎製作所（室蘭
市崎守町）では、北海道・東北を中心にして、造船業で培った技
術をベースに橋梁や船舶上架施設、水処理装置などを製作して
おり、製造工程の一部や 2016 年 8 月の台風 10 号で大きな被害
のあった北海道各地の橋の復元作業などを見学させていただき
ました。また、帰りの移動時間には、両社ともに施工・保全等で関
係の深い、東日本最大の吊り橋である白鳥大橋を渡りました。そ
の後、北海道を代表する観光名所の地球岬に立ち寄りました。
当日は天候に恵まれ、高さ 130 メートルの断崖絶壁にある展望
台から、どこまでも続く太平洋を眺め、文字通り地球の丸さを実

楢崎製作所工場見学

感しました。
2 日目は、工場見学の内容についてのプレゼンテーションを行
いました。受講生は、それぞれが感じた 2 つの企業や北海道、室
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蘭の地域的な課題・問題点等を発表し意見を出し合うなど、有意義な場となりました。続いて、日鉄住金セメント（株）
の吉村康嗣社長、（株）楢崎製作所の工藤護取締役と日本製鋼所の関連会社として圧力容器や産業機械設備など
の設計・製作から据え付けといったさまざまな構造物の加工を幅広く手がける、日鋼 MEC 株式会社（室蘭市茶津町）
の小野信市社長の講話が行われました。その後、行われた討論会では、講話で説明された講師 3 名の経歴から、就
職のこと、仕事に対する考え方、仕事の進め方、部下の育成法など、大学院生では直接触れる機会の少ない企業
経営に携わる講師 3 名に、様々な質問をして活発な議論が行われました。3 名の講師からは、企業の求める人材に
ついて、仕事に対する責任感の重さ、コミュニケーションの大切さなど、それぞれの考えをお話しいただきました。そ
の中で、就職しても希望する部署に配属されることはあまりなく、仕事は大変だが好きになり、成功体験を重ねれば
楽しくなってくることなどの話が印象に残りました。
討論会終了後、学内のレストランで、受講生と講師、空閑良壽学長をはじめ理事、副学長など大学関係者も参加
し情報交換会が行われ、工場見学や社長講話の内容についての疑問点や、大学生活や就職について意見を聞くな
ど活発な会話がなされ、和やかな楽しい時間となりました。
3 日目は、まとめとレポート作成時間を設定していましたが、後日取りまとめてレポートを提出することとし、自由行
動としました。台風が接近していた昨年と違い、大変天候に恵まれ過ごしやすい 3 日間となりました。室蘭を代表す
る 3 つの企業を知ることができたこのプログラムを通して、受講生からは、「新たな物事や知識に関して貪欲でありた
い。」、「今後は挑戦することを心がけたい。」などの感想があり、自身を見つめ直し新たな目標に向かうよい機会に
なったと思います。

（室蘭工業大学 山本 渉）

2 日目の討論会

情報交換会
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●電気通信大学「現役社長の講話Ⅵ」
「現役社長の講話Ⅵ」は 9 月 26 日（火）～28 日（木）に
開講され、10 名の受講生が受講いたしました。1 日目は、

2017年度 「現役社長の講話Ⅵ」
株式会社八洋（調布市深大寺東町5-3-5）
見学
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地元調布の株式会社八洋、北川電機株式会社の 2 社を
見学させていただきました。

講話

（株）八洋は 1962 年創業。精密切削加工、ろう付溶接、

アルトリスト株式会社

代表取締役社長 橋田 浩一

株式会社八洋

代表取締役社長 小泉 信賢

北川電機株式会社

代表取締役社長 北川 秀秋

メカトロ組立技術で、電波通信機器、電力システム機器、
映像通信機器などの社会インフラの製造を行っている企
業です。身近な製品では、東京タワー等で使われている
導波管、屋外監視カメラの旋回装置、変電所の受配電機
器など、精密部品を職人の手作業で製造しています。見
学に先立ち小泉社長から、「一人 1 回は必ず質問してくだ
さい」と積極的な見学を求められました。工場見学では 3
グループに分かれ、各部署の若手社員の方々から製品
説明を受けましたが、質問をすると、すかさず小泉社長か
ら「今のいい質問ですね」との声が届き、受講生のやる気
が引き出されていました。

(株)八洋 見学

北川電機（株）は 1969 年創業。変圧器（トランス）類の
製造企業で、お客様の要求に応じた医療用・産業用・民
生用の特注品を製造しています。こちらも 4 グループに分
かれ、巻線、組立、実験室、仕上の工程を回り、若手社員
の方から説明を受けました。特注品を少量多品種で生産
する、ものづくりに対する自信が感じられました。
2 社とも、社員の皆さんの説明がとても丁寧で、社内は
きちんと整頓され、社長のリーダーシップのもと、全社一
丸となってものづくりをしているという印象を受けました。

北川電機(株) 見学

2 日目は、アルトリスト（株）橋田浩一社長、（株）八洋
小泉信賢社長、北川電機（株）北川秀秋社長の順に講話
をいただきました。
アルトリスト（株）は 2008 年に橋田社長が立ち上げたベ
ンチャー企業。2017 年 4 月に電気通信大学の 100 周年キ
ャンパス UEC アライアンスセンターに本社を移転。このた
め、橋田社長の講話は、UEC アライアンスセンター100 周
年記念ホールで行われ、講話の前に社内を案内していた
だき、食品製造ロボットを前に食品業界や製造ロボットに
講義風景（100 周年記念ホール）

ついて説明を受けました。
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アルトリスト(株)

橋田浩一社長

(株)八洋

小泉信賢社長

北川電機(株)

北川秀秋社長

社名のアルトリスト（Altruist）とは英語で利他主義者という意味。“関係するすべての相手の利益・幸福を最優先
に考える。”を経営理念とし、思いや情熱を持って素早く行動することでチャンスを掴むこと、人と人の縁を大切にす
ること、それが結果としてビジネスに結びついて来たことを熱く語っていただきました。そして、口に出して言っている
と現実になるといった、橋田社長の経験に基づく成功例をたくさん伺うことができました。
八洋（株）の小泉社長は先代より事業を引き継いだ二代目。講話は『「下請け町工場」から「開発支援型パートナ
ー企業」へ！そして顧客と社会に求められる企業へ！』と題しお話いただきました。大手電機メーカー勤務を経て、
2014 年に社長に就任したものの社員がついて来なかった。コンサルタントを頼み社内アンケートを取った結果、社員
との信頼関係やコミュニケーションの不足が判明。事業継承のご苦労と、従業員の満足度向上、お客様満足度向上、
取引先や地域社会の満足度向上に取り組んで来られたことを語っていただきました。
北川電機（株）の北川社長も大手銀行勤務を経て、事業を引き継いだ二代目。講演は『中小企業はおもしろい』と
題し、事業継承時は IT バブル崩壊によるどん底でのバトンタッチで苦労されたことや、「とにかく変えなきゃ」という思
いで業務に没頭して来たことが紹介されました。時代の背景に照らし合わせた業績や成長の分析、「自社の勝ちパ
ターンを見つけた」ことがその後の飛躍につながったことがわかりました。最後に、「中小企業とは？ 情熱と信念を
持った社長が率いる、ニッチトップを目指す集団」であると締めくくられました。
講話終了後には 3 名の社長と膝を突き合わせた情報交換会を行い、より深い話をお聞きすることができました。
3 日目は、見学と講話を踏まえた受講生によるプレゼンテーションと意見交換を行いました。受講生からは、「人と
人のつながりでものがつくられている」、「職人の手作業による仕事の現場が興味深かった」、「精密部品が間近で作
られているのを見るのは新鮮な経験だった」と言った素直な感想が聞かれました。
終了後の受講生のアンケートから（一部抜粋）
アルトリスト（株）
・ スタートアップの時の苦労話はなかなか聞けないお話だったので、時間がもっとあれば、
色々聞きたかったです。
・ 既成概念にとらわれないアイデアの考え方、無理だと思うことや要求に対して知恵を絞っ
て方法を考えることなど、技術者として大切なことの根幹を学ぶことができました。
（株）八洋
・ お客様、取引先との良好な人間関係や、多くの人々とのネットワーク、製品に異常が出た
際の迅速な対応による信頼構築が重要であり、最優先に考える べきは従業員の満足度
であると学びました。
・ 社長ご自身の経験をもとに、従業員が大切、チャンスを掴みに行き、積極的に行動せよと
熱心に講演して頂きありがとうございました。
北川電機（株）
・ 現状に甘んじるのではなく、常に前に進んで、改善を行っていく北川社長の姿勢に自分も
こうでありたいなと強く感じました。
・ 社長の、弱者には弱者の戦略があり、オンリーワンを目指すということは、研究に通じるも
のがあると思いました。

情報交換会終了後に社長さんたちを囲んで
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