
　八戸製錬は、亜鉛や鉛を作っている会社です。
亜鉛といっても何に使われているかよくわかりませんよ
ね？亜鉛は耐食性に優れていて、自動車用鋼板、ガードレー
ルに使われています。その他に、腐食が進みにくいという
特徴があるので鉄橋の塗装などにも使われています。また、
鉛の９０％はバッテリーの製品に使われています

　八戸製錬は、ＩＳＰ法で年間、亜鉛を１１２ kt、鉛を
４０kt 製造しています。これは資源をリサイクルして使
えるので環境にやさしい方法です。しかも、この方法を
取り入れているのは、日本で唯一、八戸製錬だけ‼原料
の５０％をリサイクルでまかない、さらには工場から出
た排ガスで、約６０％も自家発電をして
います。環境にも優しく、効率も良い。
これが、八戸製錬の強みです。

環境にやさしい、ＥＣＯ製錬

これぞ、八戸製錬 !!

私たちができること、
        私たちだからできることを。

ヴァンラーレ八戸のオフィシャルパートナー
や、子供たちに剣道を教えるなど、地域との
つながりを大切にしています。

地域とつながる八戸製錬

　日本で唯一蒸留亜鉛を作っていることと、先輩からの話
で決めました。
　八戸製錬は、先輩から会社の話を聞き、入社を希望する
人が多いです。地元就
職の人を増やすために
は、会社の良いところ
を伝えることが効果的
だと思います。

十和田市在住。趣味はフットサルやバスケットボール、
温泉に行くこと。青森の良さは気軽に自然にふれられる
ところ。
お隣は総務のお姉さん的存在　中村久美子さん

総務課  中村  賢 さん（右）

八戸製錬に
　入社したきっかけ
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　東京に本社がある親会社に準じて
いるためワークライフバランスを考
えたり、プレミアムフライデーを取
り入れるなど給与体系や福利厚生が
充実している会社です。

　工場見学をしてわかったことは、とにかく安全第一で働いていることです。工場内の横断歩
道を渡るときでも、指差呼称で左右を確認し、また、道の譲り合いなど様々な事に気を遣って
いました。工場全体が常に安全に気をつけていて、従業員の安心・安全を守っていると感じま
した。

青森県立八戸水産高等学校　石田一真

八戸製錬株式会社八戸製錬所 　青森県立八戸水産高等学校

会社 information
会社名 　八戸製錬株式会社 八戸製錬所
所在地 　八戸市河原木字浜名谷地 76
電話番号 　0178-28-3110
FAX 　0178-28-6030

（詳細は 48 ページへ）

インターンシップで印象に残ったこと

子供たちをのびのび遊ばせられる
物価が安い
空気が良く風邪をひかなくなった

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

高校生が伝える八戸製錬の魅力

先輩社員に
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高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　それはイワシの商品です。
主力商品であるイカの塩辛の
原料であるスルメイカや、マ
サバもだんだんとれなくなっ
てきているからです。イワシ
にはＤＨＡやＥＰＡがとても
多く含まれ、健康に良い魚で

す。また、八戸での水揚げが最近増加しています。サバ
と同じで脂質も多いため、お酢で締めた「〆いわし」や、
野菜と一緒にパックに入ってそのまま食べることが出来
る「いわしのマリネ」などを武輪水産のイチオシ商品と
して売り出しています。
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　特に驚いたことは、八戸産とノルウェー産のサバを使って〆サバを作っていることです。ノルウェー産は
食べたとき皮がすぐ溶け、八戸産は少し口に残るそうです。それぞれの特徴に合わせて変えています。安心・
安全と従業員の輪を第一に考え、また様々な面で地域に貢献していることを知り、私も将来は地元の水産関
係の仕事に就職して地域に貢献していきたいと思いました。

武輪水産に入社したきっかけ

青森県立八戸水産高等学校　島田真奈

武輪水産株式会社　青森県立八戸水産高等学校

会社 information
会社名 　武輪水産株式会社
所在地 　八戸市大字鮫町字下手代森 32-1
電話番号 　0178-33-0121
FAX 　0178-33-8561
Web 　www.takewa.co.jp

（詳細は 48 ページへ）

インターンシップで印象に残ったこと

気候の良さ
新鮮な魚介類がすぐとれる
人が優しいこと

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

高校生が伝える武輪水産の魅力

先輩社員に
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　初めに〆サバにＨＡＣＣＰを取り
入れ、今でもキープし続けていま
す。ＨＡＣＣＰを取り入れることで
安心・安全な商品を作ることがで
き、消費者に選んでもらえるように
なりました。

ＨＡＣＣＰ
（食品の製造工程における品質管理システム）

　武輪水産の創業は昭和２３年１月。老舗企業です。当
初は清水武輪商店という名前でスタートしました。社名
の前についているⓈというマークは、競りなどで使われ
る屋号の「マルエス」で、清水のＳから由来しています。
　創業以来、八戸前沖の原料を主として使うことで、地
域貢献をしています。また、商品は全国のスーパー、コ
ンビニ、デパート等に置かれ、最近はヘルシーさやダイ
エット効果がある商品が人気です。

伝統を守り、
        新しいおいしさを求めて

　加賀さんの両親が水産系の仕事をしていたから。
小さい頃からその姿に憧れ、自分も水産関係の仕事に就きたいと
思ったそうです。
　地元就職のきっかけは、自分がやりたい仕事が武輪水産にあっ
たから。衛生管理をしっかりし、安心で安全な商品を作ることが
加賀さんにとってのやりたい仕事だったそうです。

今、最も力を入れていること

入社 19 年目。八戸水産高校水産食品科の OB で、野球
が好き。好きな言葉は「一生懸命」で、何事にも全力で
取り組んでいます。

サブリーダー 加賀 勇樹 さん

　女性が働きやすい環境作りをして
います。従業員の女性の割合は７割。
みんなで輪を持つことをモットーに、
一人一人が調和のとれた会社を目指
して、助け合いの精神で働いていま
す。今すぐにでも働きたい素敵な職
場です。
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高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　北日本造船の一番の強みは、ケミカルタンカー等の建造が難
しい船を造ることに特化していることです。ケミカルタンカー
とは、化学薬品を運搬する商船で、溶接等に不具合があると海
上に流出してしまうため、設計や製造をする上で高レベルな技
術が必要です。そのため、設計課では、若手技術者育成のため
３Ｄシステムを導入し、過去の図面やノウハウをデータ化し、
現場では、溶接技術を受け継ぐことに力を入れています。この
ように「技術の伝承」を工夫し日々技術の向上に取り組んでい
ることが、高品質でお客様の要望に沿った製品づくりを可能と
し、これこそが、「北日本造船品質」なのです。
　近年ケミカルタンカーは中国などでも造られるようになって
きたため、今後もさらに環境にやさしく・速く・高付加価値な
船舶を開発していくことがこれからの課題です。

世界の海に
「北日本造船品質」を

　世界で評価される船を造る北日本造船。今回話を聞かせて頂
いた設計課と建造班では、共通して「コミュ二ケーション」と
いうキーワードが重要視されています。設計課では、より良い
製品づくりや作業環境を作るために先輩・後輩に関わらずディ
スカッションが出来る雰囲気が欠かせないといいます。現場で
は、声の通りにくい工場内で正確に作業をするため、今やろう
としていることや自分が相手に伝えたいことを、短い文にして
やりとりをしているそうです。こ
の２つの工夫により、造船にかか
わる全ての人が目標を共有するこ
とができ、作業の能率向上に繋
がっています。

良い船は良い工場から

世界で活躍するケミカルタンカー
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　必要な資格
　ガス・アーク溶接、フォークリフトや玉  
　掛けなど（入社後に横浜市で研修を行う
　ため、入社時に資格を持っていなくても
　大丈夫）
　手当
　交通費などの手当て有り
　ボーナス（年二回）、福利厚生も充実

　私はあまり深く考えずに県外就職をしたいと思っていました。しかし、この体験を通して地元で働くこと
の意義や魅力について、改めて認識することが出来ました。これからは、単に県外に固執するのではなく、
見聞を広めて色々な情報収集をし、自分自身誇りを持って働けるような進路を選択できるようにしたいと思
います。

地元で輝く誇りを胸に
～北日本造船を支える若手社員

地元就職の決め手

青森県立八戸工業高等学校　松倉勇介

北日本造船株式会社　青森県立八戸工業高等学校

・長男であるため地元に残ることを選択
・大きな船に興味があった
・高校入学前から決めていた
・工場付近で船を見かけ、興味が湧いた 会社 information

会社名 　北日本造船株式会社
所在地 　八戸市江陽 3 丁目 1－25
電話番号 　0178-24-4171
FAX 　0178-22-7803
Web 　www.kitanihonship.com

（詳細は 48 ページへ）

Ｑ 会社、仕事の魅力は何ですか？
大きい船を造っているという誇りが魅力（平さん）
Ｑ 給与は？
地域として見れば比較的高い水準（平さん）
Ｑ 現場の雰囲気は？
大勢（協力会社の人たちとも一緒に）での仕事なので、ギスギスせ
ず譲り合ったり、 コミュニケーションをとることにより、協力し
て仕事に向き合える良い雰囲気（清水さん）

北日本造船を通して、また一つこの街を知った

魚介類がおいしい
台風、雪などの天災に悩まされることが少ない
住むのにちょうど良い、過ごしやすい

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

高校生が伝える北日本造船の魅力

入社 4 年目。職場のムードメーカー。

入社５年目。知的でユーモアのある人。

( 左 ) 外業課歪取り班  清水 啓介 さん

設計課  平 渓樹 さん（右）

※歪取り…熱で変形したものを火 ( 加熱 ) と水
　　　　　( 冷却 ) で修正する。いわゆる「船
　　　　　のアイロンがけ」。

ひずみ

先輩社員に
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　北日本造船のタンカーは、お客様の要
望に応えるため厳しい基準のもとで造ら
れています。お客様である船主側の建造
監督が船の工事に立ち会います。工事が
終わり会社、船主、日本海事協会のそれ
ぞれによる三度の検査に合格した高品質
な船のみが船主に引き渡されます。その
際に行っているアンケートでは「安全面
への配慮が良好」「誠実な対応」「不具合、
アフターサービスの対応が良い」との結
果が出ています。こういった「北日本造
船品質」が次回以降の注文をしてくださ
るリピーターを生んでいるのです。
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高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　田名部組に入社したのは、青森県有数の建設業者で仕事が楽し
く、手当もよく、休暇が取りやすいなど良い点が多い会社だった
から。また、地域に
密着した事業展開に
おいて、積極的に社
員のアイディアや意
見を取り入れてくれ
る社風に魅力を感じ
たからです。

　青森県八戸市に本社を置き、大正 13 年の創業以来 90 年にわ
たり、社会資本整備の一翼を担う総合建設業者として、地域に
密着した事業を展開してきました。
　中心となる新築一戸建て・注文住宅・リフォーム事業に加え、
耐震・免震施工、福祉事業等 にも積極的に取り組んでいます。

　田名部組は、長年培った土木技術
を用い土地の造成、外構工事なども
一貫して提案・施工しています。
また、住宅・クリニック・商業施設・
賃貸などの新築、リフォーム・リノ
ベーションなど様々なニーズにも対
応可能です。

　特に、不動産建築に関する企画立案から、土地取得・建設・
メンテナンス・ファイナンスに至るまでの一環した提案により、
需要機会の創出さらにはお客様一人ひとりに合わせたサービス
が提供できること。それが、田名部組の大きな強みです。

　土木建築工事に重点を置き、業務を進めて創業９３年。創業
者が大工に弟子入りした時から田名部のモノづくりが始まり、
現在では多くの実績を保有する総合建設業へと発展しました。
これも社員のやる気＝職場環境の良さからきたものです。

間もなく、創業百年を迎える企業だから

公共工事から、 理想の家づくりまで

建設～建築、全ての要望にお応えできること
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高校生が伝える田名部組の魅力
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“社員のやる気を
だせる職場”

　経営理念である「人と地域社会のため
に」。この思いは創業者が大工に弟子入り
した時から引き継がれ、今では青森県内を
はじめ各地で数多くの実績を残す総合建設
企業へと成長しました。また、東日本大震
災からの復興・復旧のための技術として、
一助となれていることは働く人たちの大き
な誇りとなっています。また、「人と地域
社会のために」という理念はお客様に限っ
たものではなく、企業で働く社員にも向け
られています。「働きがいのある会社」と
して、「働き方改革」にも積極的に取り組み、
社員全員が活躍できる環境の構築をめざし
ています。

株式会社田名部組　青森県立八戸工業高等学校

自然が豊かで、災害が少ない
交通の便の良さ
おいしい食べ物

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

入社の決め手はこれ！！
　　　　地元就職の利点

青森県立八戸工業高等学校 土木建築科　上野綾香

　この会社が作っているものは主に「社会基盤」と「住宅」なので、商店に陳列されることはなく、宣伝す
ることが難しい仕事です。
　インターンシップで強く感じたのは「社員の方の魅力とあふれる活気」。建設業に魅力がないのではなく、
世間がこの会社や業界の魅力を知らないだけなのだと思います。３日間という短い期間でもたくさんの魅力
を感じさせてくださったこの素晴らしい会社をもっと知ってほしい、もっと伝えたいと思いました。

「この仕事、してみたい！」

SHIGOTO

会社 information
会社名 　株式会社田名部組
所在地 　八戸市石堂 2丁目 11-21
電話番号 　0178-20-1414
FAX 　0178-20-3494
Web 　www.tanabugumi.co.jp

（詳細は 49 ページへ）
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高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ05

　社屋が新しいので清潔感があり、とても
仕事しやすい環境だと感じました。そして、
社長さんが社員の人と和気あいあいと談笑
する様子を見て、普段からこのように接し
て働きやすい職場づくりをしているのだと
思いました。

　社員の方々全員が、常に明るく仕事に取り組
み、お話しされている様子を見て、本当にこの
会社が好きなのだなと感じました。地元に残る
きっかけは人それぞれですが、溝口電気さんで
の活動を通して地元就職がすごく魅力的だと思
うようになりました。今は電気工事士として頑
張っていきたいという漠然とした方向性しか決
まっていませんが、まずは地元企業に目を向け
てみようと考えています。将来、自分が生まれ
育った街で、地域の方々から信頼される会社で
活躍できることを目標に、残り少ない高校生活
を全力で駆け抜けていきます。溝口電気の皆さ
ん、本当にありがとうございました。

入社したきっかけ

青森県立八戸工業高等学校
岡本周也 , 河村遼

株式会社溝口電気　青森県立八戸工業高等学校

会社 information
会社名 　株式会社溝口電気
所在地 　八戸市江陽 5丁目 4-28
電話番号 　0178-22-1104
FAX 　0178-45-3707
Web 　mizoguchi-denki.com

（詳細は 49 ページへ）

地元で働く人は輝いている

地元に友人や知人がいる
家が近い
環境がちょうどいい

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

高校生が伝える溝口電気の魅力

現場の高浪さん 事務職の上田さん

先輩社員に
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　上田さんは「人材育成、新入社員を確保すること
ですね。会社を継続していくためには社員の力が必
要です。また、強みである技術力をこれから継承し
ていくために、若い世代の人に入社してもらいたい
ですね。」とおっしゃっていました。確かに、最近の
若い世代の人たちは県内よりも、県外就職の方が多
いように思います。若い世代は企業にとって貴重な
卵。今のことだけではなく、これからの未来のこと
も考え、「地元就職も魅力的」と思わせてくれる会社
でした。

会社としていま最も力を入れていること

　最初に上田さんが、「言っていいのかな～ ( 笑 )、
自分、商業高校だったので、とりあえず事務関係の仕事に就職し
ようという感じ。具体的にこの仕事をやりたい！とか、将来○○
になりたい！というのはなかったね。一番の理由は家から会社が
近いことと給料面かな～。」と、笑いながら話してくださいました。
　次に高浪さんが「自分も高校生の時は、実際にやりたいことと
か考えていなかったですね。そんな時にこの会社で CAD の仕事
を募集していたのと、給料が良かったので決めました。当時はま
だ CAD という仕事がなかなかなくて、CAD という仕事の募集を
していたこの会社が、革新的だと思いました。」と、当時のこと
を話してくださいました。二人の話を聞いて、私は安心しました。
将来についてまだ明確になっていないので、これからじっくりと
きっかけを見つけていきたいです。

　「現場が無事おさまって、電気が全部つくか確認した後、お客様から“ありがとう”
と言われるとうれしい。」と、高浪さん。自ら電線路を設計し、その通りに配線
された家庭に明かりが灯る瞬間は、何とも言いえないほどの喜びなのだと思いま
す。高浪さんの話を聞いて、私も人からありがとうと言ってもらえるような技術
者を目指したいと思います。

お客様からの声

　インタビューで聞いた「どこの会社よりも先にＣＡＤ
で社員募集をしていた」という点と、「給料が魅力的」と
いう点が地元に残る一番のきっかけではないかと感じま
した。革新的な社員確保の方法と給料面
でのサポート体制がしっかりしているか
らこそ、明るい職場であり、地域の方々
から信頼される会社なのだと思います。

やさしくて、笑顔がステキな現場の高浪さんと事務職の
上田さんに話を伺いました。

　高浪さんと上田さんは二人とも口をそろえて「技
術面は間違いない。」と、断言しました。私も事務所
の中や二階の仕事場、倉庫の中を見学させていただ
いた時、設備の清潔さ、倉庫の内部の整理整頓され
た様子を見て、普段から管理を徹底しているからこ
そ “確かな技術力” があるのだと実感しました。

企業の強み

きれいな会社、ミスなし電気
（溝口電気）
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　私たちは、ハード工業の最先端の工業技術を見て
きて八戸の中小企業にもこれほど素晴らしい志と技
術を持った会社があるのだと驚きました。工場の中
の雰囲気も、社員の方々がそれぞれテキパキと協力
して作業していて一体感がありました。社員の方々
もとても居心地がいい環境だと語っていたことが印
象的でした。

聞いてみた！ベテラン社員

新入社員

八戸工業高等学校　米田貴斗 , 中村真也

ハード工業有限会社　青森県立八戸工業高等学校

仕事への熱意を肌で感じてみて

家族と地域とのつながりを大切にできる
優しい人が多い
飯がうまい、お酒がおいしい！

三八地域の暮らしやすさBest３先輩社員が選ぶ！

高校生が伝えるハード工業の魅力

機械加工課  小松 蓮さん

先輩社員に
 インタビュ

ー
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入社 2 年目。八戸工業高校材料技術科の先輩。入社当初は
忙しいと思ったそうですが、先輩方の指導のもと、質問し
たり、意見を求めたり、相談したり、自分で勉強して技術
を磨いているそうです。また、地域や人と人とのつながり
を大切にするため、毎年欠かさず八戸三社大祭に参加し
ています。そのようなことも認めてくれるそうです。

　　　　  八戸の地から
日本一の修理屋を目指して
ー修理は北へー

　お客さんから「ハード工業さんとの付き合いは『当たり！』
を引いた気分」と評価をいただいたことがあるとのこと。こ
れは、他社には修理できないような機械が来ても完全修理が
できる技術、社内が一体となっていることでできる迅速な対
応、機械の運搬～修理～再設置まで、ワンストップで発注で
きることへの評価である。その上でお客さんとの繋がりを大
切にし、コミュニケーションをとることによって、双方が満
足できる環境づくりをし、高い評価を受けている。しかし、
お客様から「近くに支社工場を建ててほしい」といった要望
は断っているそう。理由は、お客様に八戸を知ってほしいか
ら。八戸まで来てもらって、八戸の街、食事を楽しみ、人間
性を知ってほしい。そうすれば八戸に限らず、東北全体に対
するイメージが変わると思っている。

当たり！を引いた

　強みは補修作業のほぼ全工程を社内で完結できることであ
る。各工程を各分野別に対応する修理工場が多い中で、社内
で溶射加工・電動機・機械加工部門が三位一体になることで、
他社より短期間での補修・改善を実現している。
　現在、最も力を入れているのは、溶射に使う材料（金属粉末）
を産学連携で研究開発していること。故障した機械の使用環
境によって「高温環境に強い材料」「腐食に強い材料」など欲
しい材料は変わる。しかし、そのような材料は市販されてお
らず「無いなら自分たちで溶射材料を作ろう」となった。研
究開発の成果の一部は実用化されており、お客様からも高評
価を得ている。

三位一体でより完全な機械修理

　入社したきっかけは、「高校時代の恩師からの強い勧めで入社試験を受け
たこと。入社当初は忙しいと思ったが、先輩方の指導の下、密にコミュニケー
ションをとりながら、また自分で勉強をしながら技術を磨いている。」と答
えてくださいました。

　「県外企業で働いていた時、家庭の事情から八戸へ帰ることに
なり、ハローワークの紹介で入社。当初は、技術レベルの高さに困惑したが、
社員同士のつながりが強く、意見交換や相談しながら技術を磨ける環境で、
とても働きやすく、そのおかげで一人前の技術者になることができた。」と
話してくださいました。

　あ る 社 員 の 方 に イ ン タ
ビューをしたところ、「少人数」
であることが魅力だと答えて
いた。社内の雰囲気はアット
ホームで、互いにコミュニケーションをとりながら効
率よく作業ができる。また、社員一人一人を大切にし、
人材の育成にも重点を置いている。特に免許・資格取
得を推奨し、費用補助をしている。社員の中には「溶
射技能士」という国家資格をはじめ、２０種類以上の
資格を保有する方もいる。

少人数だからできる

（溶射加工部門） （機械加工部門）（電動機部門）

　ハード工業有限会社（1991 年設立、従業員数 31 人、資本
金 500 万円）は、プラント等の生産設備の修理・補修作業を
生業とする企業である。金属などの材料を加熱して溶かし、
対象物に吹き付けて皮膜を形成する表面処理法を「溶射」と
いい、その中でも特に表面を硬くするために、下地よりも硬
い合金材料を溶射する処理法を「ハードフェーシング」とい
う。その技術を軸に、大型機械・磨耗部品の完全修理を実現
している。依頼があれば直接機械を引き取りに出向き、機械
を分解し、消耗した部品を修繕・補強し、再度組み立て直し
た後、元の場所に再設置するところまで請け負っている。

日本一を目指す活気と一体感

【一体感がある】　故障原因もいろいろなケースがあり、その
修理方法も同じパターンは存在しない。そのため、一人一人
が担当に責任を持ちながらも、お互いに発想や意見を出し合
い、相談し合い、協力しなければ修理は完成しない。このよ
うな職場だからこそ一体感が生まれる。

【社員平均年齢 35 歳で活気がある】　若手社員が増えたこと
もあるが、社員の平均年齢は約 35 歳と若い。年齢等に関係
なく、各々がその状況や得意分野に応じて、リーダーシップ
を発揮しながら仕事をしている職場には活気がある。

【新しい技術を取り入れる】　「常に新しい技術を追い求める」
という経営理念を体現し、新しい技術を試しみる雰囲気があ
る。故意ではない失敗は悪いことではない。挑戦するからこ
そ失敗がある。失敗を責めていては新しいものは生まれない。
新しい技術にチャレンジできる雰囲気がここにはある。自分
で事業を興そうとしている社員にも寛容的で、会社も積極的
に手助けをしている。

　当社の目標は「八戸の地で日本一の修理屋を目指す」こと。何をもって日本一とするのかは定義するのが難しいかもしれませんが、どこ
よりも速く完璧な修理を行うことで「日本一の修理屋を目指そう」と社員に言い続けています。最近は皆、「いけるぞ」という感じになって
いて、実際、社員のポテンシャルを考えると、日本一は可能だと確信しています。しかし、関東の企業は機械修理の多くを関西方面に発注し
ている現状があります。それはなぜか、東北へ発注するという考えが浮かばない、知らないからです。そこで「修理は北へ」というキャッチ
フレーズを唱え、他社には修理できないような機械を引き受け、迅速かつ完全な修理を実現すること、積極的に県外企業へ営業することで
順調に受注を伸ばしています。
　八戸は、東京からの距離は大阪と大差がない上に、東北自動車道は渋滞があまりないので、物が予定通りに届く。新幹線を使えば３時間
で着く。太平洋側で雪もあまり降らない。あとは、全国各地に出張して気付きましたが八戸って飯がうまい（笑）。会社の技術的なことだけ
ではなく、地理的な有利性がある。受注を増やして、八戸の素晴らしさを全国に広め、地域を活性化させたい。このような理由から、八戸の
地で日本一の修理屋を目指したいと思っています。

会社 information
会社名 　ハード工業有限会社
所在地 　八戸市沼館 3丁目 2-18
電話番号 　0178-22-3379
FAX 　0178-45-3479
Web 　hard-industry.com

（詳細は 49 ページへ）

　生産設備の補修作業で培った溶
射技術を応用し、岩手大学や東北
大学との産学共同研究を通じて、
世界初の金属粉末製造プロセスを
開発。多くの表彰を受けている。

社長の想い

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　生産している酵素の一つに 「乳糖分解酵素」というものがあり
ます。牛乳などの乳製品に含まれている乳糖を分解する酵素で、
あらかじめ乳製品に入れることで、お腹がゴロゴロすることな
く安心して食べることができます。
　 この酵素の培養技術は全国的にも珍しく、
さらに日本のみならず、海外からの需要も
高いそうです。

　合同酒精に入社したのは、青森県内トップクラスの企業で、残
業が少なく、手当もよく、有休が取りやすいなど良い点が多い会
社だったから。また、地元なので家族や友人が近くにいる安心感
や地元をよく知っているというのも理由の一つです。
　地元就職の良いところは、
県外とは違い一から道を覚え
たりする苦労がないこと。さ
らに自然が豊かなため、アウ
トドアの環境もそろっている
のも良いところ。暮らしやす
さの面からも地元就職はおす
すめです。
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　インターンシップを終えて私は、この会
社の魅力をもっと世間に知ってほしいと
思った。この工場で作っているものは主に
「原料」なのでお店に並ぶことはなく、医
薬品も一般の人が買うことはない。つまり、
このような事業を行っているとは、世間に
あまり知られていない会社なのである。
　社員の方は「最近は若い人が入ってこな
いんだよな～。」と苦笑いしていたが、３
日間という短い期間でもたくさんの魅力を
感じさせてくれたこの素晴らしい会社を、
これから多くの人に知ってもらうために、
伝えていこうと思った。

入社の決め手はこれ！！
　　　　地元就職の利点

青森県立八戸工業高等学校
小清水太洋 , 岩藤優叶

合同酒精株式会社 酵素医薬品工場　青森県立八戸工業高等学校

会社 information
会社名 　合同酒精株式会社  酵素医薬品工場
所在地 　八戸市城下 2丁目 11-67
電話番号 　0178-71-1204
FAX 　0178-24-1131
Web 　www.oenon.jp

（詳細は 50 ページへ）

この魅力を伝えたい！

自然が豊か
食べ物がおいしい
物価が安い

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

高校生が伝える合同酒精の魅力

先輩社員に
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入社 26 年目。BBQ が大好き。スノーボードも大好き。趣
味は温泉巡りでお気に入りは蔦温泉。

　工場での作業は事故やトラブルがない
よう、安全に気を配っています。作業中
は社員同士の私語もなく、みんな真剣で
す。ミーティングの回数が多く、コミュ
ニケーションをしっかりとることでトラ
ブルにも迅速に対応していました。休憩
に入ると一変、真剣で無口だった人も気
さくに話しかけてくれたり、面白いトー
クで場を和ませてくれました。また、休
憩室には卓球台もあり、昼休みにはみん
な楽しそうに汗を流していました。年齢
関係なく仲が良く、コミュニケーション
のとれた明るい職場でした。

仕事もトークもプロ!?

製造グループ  精製担当

　　　　　 居ヶ内  直哉 さん
オリカナイ   ナオヤ

製造グループ 発酵担当   後村  拓哉 さん
アトムラ タクヤ

世界水準の技術をミルクへそそぐ

製造グループ 発酵担当   武部  達也 さん
タケベ タツヤ

　先輩社員に会社の魅力を聞くと、「この
会社でやっていることは全国的に見ても珍
しい。」だからこそ「やっていて、楽しい。」
そうです。

酵素で世界を幸せに

　オエノングループの合同酒精株式会社では、酒類事業を通じ
て長年培ってきた技術を活かし、酵素医薬品事業で酵素、原薬、
生産支援、診断薬の４部門を展開。研究開発・生産・販売が一体
となり、特徴ある製品を提供しています。酵素医薬品工場では
それらの生産を行っています。

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　広和計装では、工場で使用する設備などを制御する制御盤を製作し
ています。製作には大きく分けてハードウェアとソフトウェアがあり、
今回のインターンシップで体験させていただいたのはソフトウェアに
当たるＰＬＣ（プログラマブルロジックコントローラ）のプログラミン
グです。設備の制御に必要なプログラムや、制御盤の操作に必要な操
作画面の作成などを行っています。また、ハードウェアでは、制御盤
の外観の設計や、工場の設備の制
御に必要な部品や制御盤のコント
ロールに必要な部品等の組み込み
などを行っています。こうしてソ
フトウェアとハードウェアを組み
合わせ、制御盤が出来上がります。

　インターンシップを終えて、広和計装についてもっと多くの人達に知ってほしいと思いました。私たちを
影から支えているものばかりで、実際にそのものを扱ったりするものではありませんが、私たちに必要不可
欠なものです。３日間という短い期間でしたが、とてもたくさんの魅力を感じることができました。

青森県立八戸工業高等学校　佐々木凱星 , 田村優人

縁の下の力持ち！

入社 4年目。八戸工業高校情報技術科卒業。
趣味はゲーム！最近はオンラインゲームをやっています！

制御アプリケーション部開発第 2グループ
佐々木  啓裕 さん

08

20 21

広和計装株式会社　青森県立八戸工業高等学校

会社 information
会社名 　広和計装株式会社
所在地 　八戸市大字長苗代字上碇田 6-1
電話番号 　0178-27-1245
FAX 　0178-27-1460
Web 　www.kowa-keiso.co.jp

（詳細は 50 ページへ）

実家暮らしができ、家賃の節約ができること
出張時、満員の電車に乗らなくても出社できること
駅が近いので車を駐車し、駅からすぐに出張できること

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

高校生が伝える広和計装の魅力

先輩社員に
 インタビュ

ー
KURASHI

SHIGOTO

　テレビや家電等の製造業と比べて、お客様と直接顔を合わせられる
ことです。お客様と直接顔を合わせることで、相互理解を図る、信頼
関係が築きやすくなるなどのメリットがあります。また、八戸だけで
なく、関東や名古屋にも支店があるため、幅広く活躍することができ
ます。

　今一番力を入れているのは「お客様とコミュニケーションをとり、
情報を共有していく」ことです。お客様とコミュニケーションをとる
ことで、お客様の要求が詳しく見えてきたり、お客様側と会社側の意
見のズレを修正できるため、より良い商品の提供につなげることがで
きるからです。

今頑張っていること

　広和計装では、定期的にお客様に対してアンケートを行っています。
納期や機能に対して、時には厳しいご意見をいただくこともあります
が、「丁寧に対応していただき感謝しています」や納期について「こち
らの無理なリクエストに対して、可能な限り対処していただきありが
とうございます」などの温かいご意見をいただくこともあるそうです。
お客様第一を掲げて、これからも頑張っていきたいと話してください
ました。

お客様からのご意見

　お客様との取引の際に直接顔を合わせるので、直にご意見をいただ
きます。だからこそお客様からの感謝の言葉がとても “うれしい” そ
うです。
　他にも、自分の作ったプログラムが正常に動いた時が “うれしい”、
ハードウェアの製作を担当している方からは、モノづくりをすること
が “楽しい” など、業務ごとに “うれしさ” や “楽しさ” があるそうです。

働く喜び

　職場はとても静かで、社員が集中しやすい
環境です。また、進化の早い業界なので常に
勉強し続けなければならないため、真面目で
勤勉な方が多いようです。社員間でのコミュ
ニケーションをとるための取り組みも行って
います。

みんなが集中できるような
職場環境！

この会社の強み

ソフトでハードなスーパーヒーロー！

　　　　　　最初は、県外就職も視野に入れていましたが、
様々な先生から進路についてアドバイスをいただき、八戸
駅から徒歩 10 分で通勤で
き、高校卒業後に即戦力
として活躍させてくれる
広和計装に入社すること
を決めたそうです。

これぞ
地元就職の良さ！

現場
体験記
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　会社の魅力は、今回お世話になった広
和計装八戸本社を拠点とし、横浜支店な
ど全国展開しているところです。また、
「資格」があれば誰でも活躍できる会社
です。その他にも、駅の近くにあるので
交通の便も良いところです。

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

入社 1 年目。東京生まれ。休日は家族旅行が楽しみ。
生産課   原田  真 さん

　　　　　　　　　　　　　　東京生まれの原田さんは八戸に転
職したことで、あこがれの自然に囲まれた生活、さらに時間に追
われることなく家族と過ごすことのできる休日を過ごしていま
す。地元就職の小山さんは、長男ということもあり八戸に残りま
した。実家暮らしをすることで生活にある程度の余裕ができ、旅
行や友人との遊びを楽しんでます。
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　インターンシップを通して普段できな
い体験をたくさんすることができまし
た。仕事体験では働くことの責任や、同
じ職場の人と力を合わせることの心強さ
を、インタビューでは自分たちでは気づ
けなかった企業や地元の魅力を学ぶこと
ができました。三日間というとても短い
期間でしたが、貴重な体験をさせていた
だきました。本当にありがとうございま
した。この経験を自分達や地元の未来に
役立てていきたいです。

八戸に就職して
よかったこと

青森県立八戸工業高等学校
　林茉菜 , 東本匡太

旭光通信システム株式会社 八戸事業所 　青森県立八戸工業高等学校

会社 information
会社名 　旭光通信システム株式会社 八戸事業所
所在地 　八戸市北インター工業団地1-3-35
電話番号 　0178-20-5540
FAX 　0178-20-5569
Web 　www.kyokko-tsushin.co.jp

（詳細は 50 ページへ）

インターンシップのまとめ

朝市がある
自然が多い
釣りができる

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

高校生が伝える旭光通信システムの魅力

先輩社員に
 インタビュ

ー
KURASHI

SHIGOTO
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体験記
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　休日は各課でバーベキューをしたり釣りに行ったり、社内でも会話
する機会が多いため、仕事のアイディアが提案しやすい職場。そのア
イディアが採用されることもあり、やりがいにつながっているそうで
す。そのため、離職者は 5 年間で “０”。また八戸事業所は内装や外装、
機械が新しく働きやすい環境です。

　本社が神奈川県川崎市にあり、多品種少量生産型の会社です。
主な生産品としては独自の有線放送通信技術を元に、ＪＲなど鉄
道分野における指令連絡設備をはじめ道路の交通情報設備、電
力、索道、競技場、プラントなどの施設内情報通信まで、多種
オリジナル設備・機器の開発、ソフトウェア・ハードウェアの
設計、施工を一貫した体制の中で提案しています。
　八戸事業所は１９９４年に開設。２００２年には板金工場を、
２００９年には隣接地に東北営業所・プロダクト設計棟を開設。
また２０１３年には第三期工場が完成しました。

　ＬＥＤ表示システム、
監視カメラシステム、
また独自の多機能電話
機を用いて鉄道、高速
道路の安全を守ってい

ます。また、メンテナンスや障害への早
急な対応にも役立っており、とくに看板
商品である「テレスピ」は開発以来、そ
の形を変えながらもご利用者様に高い評
価を頂いています。
　「テレスピ」は通話から放送、呼出し
ができる電話機です。工事が簡単で電話
交換機が不要であるというメリットがあ
ります。糸電話と同じ考え方で、テレス
ピとケーブルで構成でき、20km の範囲
で 40 台まで接続可能で、電話機によっ
ては一斉、グループ、個別呼び出しがで
きます。

　小山さんは八戸工業電子機械科のＯＢ。高校時代に学んだ知識
や実習で培った経験を活かすことのできる職場だったのでやって
いけると思っていたそうです。しかし学んできたことと業務内容
は違い、想像を絶する苦労でした。さらに自分の携わった製品が
市場に出回るため責任が伴います。そこで社会の厳しさを知り考
えを改めました。そして１から業務を学び直し、失敗を繰り返し
ながらも人として成長していったそうです。

入社前後の自分の考えの変化

旭光通信のココがすごい道なりに、路なりに、未知に向かって

入社 4 年目。八戸工業高校電子機械科卒業。
趣味は食べ歩きと筋トレ。

ＭＷＤ   小山  諒 さん
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高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

安全安心な生活基盤に欠かせない
設備の充実

過ごしやすい
思ったときにすぐ行ける（スーパー、コンビニ、役所、病院など）
不便ではない

三八地域の暮らしやすさBest３先輩社員が選ぶ！

工事課長   清川  哲央 さん
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会社 information
会社名 　株式会社サカモトアクエア
所在地 　八戸市小中野 2丁目 4-12
電話番号 　0178-71-2500
FAX 　0178-44-0318
Web 　www.sakaken.jp

（詳細は 51 ページへ）

高校生が伝えるサカモトアクエアの魅力 SHIGOTO

　インタビューに答えてくださった先輩社員は、このサカモトアクエ
アに就職する前の職場では、会話がなく、分からないことや助けて欲
しいことなどを言い合えるような横のつながりがなかったと感じてい
たそうです。サカモトアクエアに就職してからは横のつながりが増え、
明るくなり、職場環境が自分に合っていて働きやすいそうです。

　学校が持つ進路先に配管工事士として
就職したのがこの会社だったそうです。
「地元にいたくて、いたわけではない。」
と話ながらも、“Ｉ ＬＯＶＥ 地元” はど
うしても入れてもらいたい言葉という先
輩。地元が大好きなのだと感じました。

　サカモトアクエアは設備工事を主体とし、生活に欠かせ
ない水回りや室内空気環境などのライフラインを整備して
います。「水と空気をコントロールする」をキャッチコピー
として掲げ、新しい技術を積極的に導入。常にお客様目線
に立ったサービスを高品質低コストで提供することを心掛
けています。

　監督者は主に配管の設計図を作
成しています。数人しかおらず一
人一人の担当する仕事が決まって
いるので、協力して行う作業とい
うよりは独自で仕事を行っている
という感じでした。雰囲気として
はコーヒーなどを飲みながら、一
人で集中してできる環境だと思い
ました。

ー  監督業務  ー

職場の雰囲気

　職人は主に監督の作った設計図
に従って、実際に現場で形にする
作業です。５～１０人もあれば、
大人数でやっている作業現場もあ
りました。八戸市屋内スケート場
( 仮称 ) では、大人数でも、役割
ごとに分かれて、その担当ごとに
協力しながら作業を行っていまし
た。作業現場での雰囲気は、みん

ー  職人  ー

Ｉ ＬＯＶＥ 地元

　都会に出たくないというのが地元就
職を決めたきっかけだそうです。理由
として、「過ごしやすい」ということ
と都会にいると疲れてしまうからだそ
う。「地元に住んでいる人たちはいい
人がたくさんいる。」と話していて、
地元が好きな人なのだと感じました。

地元が過ごしやすい

職場環境がいい

　どの社員の方も職場環境がいい
と話してくださいました。強制的
にやらされているという感覚はな
く、楽しく仕事ができているそう
です。質問に答えてくださってい
る最中にも、社員の方たちが冗談
を言ったり談笑しあったりしてい
て、和気あいあいとしていました。

みんなで
和気あいあいとしている

結婚を機に

青森県立名久井農業高等学校
上長根康平 , 野田志龍

株式会社サカモトアクエア　青森県立名久井農業高等学校

先輩社員に
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　以前は東京の設備関係の技術者とし
て、７～８年働いていたそうです。そ
の後、結婚を期に地元に戻ることを決
意。建築関係の仕事をしたかったため、
会社には何の不満もなく、別の就職先
に就くつもりも全くないそうです。

　どの現場の人たちもかっこよく、仕事
をしている姿に憧れました。入社や地元
就職を決めたきっかけを聞いたところ、
「特に無い。」と言いつつも、話すと饒舌
になり、うれしそうに話していたので本
当に地元が好きなのだなと思いました。
体験した仕事も、“作っている” “社会に
貢献している” という実感があり、とて
もやりがいのある仕事だと思いました。

地元が大好きな人たち

なが真剣に作業に取り組み、細心
の注意を払って作業をしていまし
た。八戸駅周辺の尻内付近での配
管工事では、少人数で協力し合い
ながら作業に取り組んでいまし
た。現場の人同士でコミュニケー
ションをとりながら、安全に作業
をしていました。休憩時間は、作
業をしていたときの雰囲気よりも
柔らかくなり、現場の人たちと飲
み物を飲みながら楽しく会話して
笑い合っていました。この八戸市
屋内スケート場 ( 仮称 ) で働く人
たちと配管工事を行っている人た
ちでは作業内容は違いますが、や
るときはやる、楽しむときは楽し
むことをわきまえている先輩たち
は、映えるものがありました。コ
ミュニケーションをとりながら、
協同して作業することが好きな人
にお勧めの仕事だと思いました。

工事課長   春日  光浩 さん配管工事士   上澤  大樹 さん
営業   田村  優典 さん

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　配水管改良工事で「ランマ」と「プレー
トコンパクター」、「ショベルカー」「ク
レーン付トラック」を使用していました。
ランマは土の埋め硬めに、プレートコン
パクターは砕石や砂などの表層仕上げ
や、アスファルトの舗装の補修作業に、
そしてショベルカーは配水管を埋設する
溝を掘り、「クレーン付トラック」で鋳
鉄管を吊り降ろしていました。
　私は、これらの機械を見たことはあっ
ても、用途は知らなかったので社員の
方々に教えてもらうことでこのような作
業をする時に使用する、ということを知
ることができました。

地元だから暮らしやすい
水がおいしい
日本海側と比べて雪が少ないから苦労しない

三八地域の暮らしやすさBest３先輩社員が選ぶ！
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　今回のインターンシップで、配水管改良工事と配管修理
を体験しました。配水管改良工事で、配水管が通る管の上
を重機で掘って新しい配水管と古い配水管を交換する作業
を見て、道路の下に配水管が通っていること、様々な作業
機械を使って工事をすることを初めて知りました。私たち
の見えないところで、こんなに大変な作業をしていること
を知り、改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。
　今回のインターンシップで働くことの大変さや、配水管
の工事の手順などを知ることができたので、今後の学校生
活で知識や技術を学び、就職活動に活かしていきたいと思
います。短い期間でしたが、私のインターンシップを快く
受け入れて下さり、大変お世話になったテクノワークの皆
さん、本当にありがとうございました。

青森県立名久井農業高等学校　陸駿

インターンシップで学んだこと

高校生が伝えるテクノワークの魅力

先輩社員に
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ー
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体験記
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　入社にあたって、必要な資格はないとの
ことですが、「特別教育小型車両系建設機
械の運転」や「配管技能士」など、あれば
いいなという資格は沢山あるようです。

　配水管は高さのズレがあると、配水
管から水が漏れたりするなどの危険性
が高まります。多少でもズレないよう
に土の高さを調整し、配水管に使われ
る接着剤をまんべんなく塗るなど、大
変な作業をしていました。これを一つ
だけでなく何本も接続するということ
を聞いて、とても驚きました。

配水管の接続をするにあたって
気をつけること

「地域の皆様に信頼ある確かな技術」

入社２年目。とても明るく、優しい人でした！
工事部   松橋  智哉 さん

ランマ プレートコンパクター

株式会社テクノワーク　青森県立名久井農業高等学校

会社 information
会社名 　株式会社テクノワーク
所在地 　八戸市大字田面木字長者森 2-6
電話番号 　0178-23-5400
FAX 　0178-23-5404

（詳細は 51 ページへ）

　「社員の方に聞いたら、八戸市は日本海側と比べて
雪が少ないので楽だと言っていました。」私も八戸市に住んでい
るので、その考えに共感しました。雪が少ないおかげで、除雪作
業で苦労することはなく、作業にすぐとりかかることができるな
ど、仕事に集中できると思いました。

　私はこの会社に入って２年目の松橋智哉さんに話を聞くこと
ができました。「市内で出張なしで給料がいいところを探したら、
ここ（テクノワーク）があった。」そうです。確かに、出張なし
だと家にいられる時
間が多く、仕事への
プレッシャーが少な
いので、私も魅力的
だと思いました。

この会社に入社した理由

冬は雪が少なく苦労しない！

　八戸市はなんと言っても、太平洋沿岸なので雪が少ないこと。
シーズンは通常雪国であれば毎日雪かきですが、八戸市は１回～
３回程度ですみます。その他に、人口は２３万人近くで、医療・
文化・余暇など、必要な都市機能や生活関連施設も充実していま
す。しかも海、山、川、湖が近場にそろっています。

八戸市の良さ

配水管工事に使った機械・重機

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　忙しい中、社員の皆さんは、私たちに優しく対応してくれました。
現場では多くの会社が集まり、水道・建築・電気などの仕事を協力し
て行います。浪岡設備工業所では、水産高校の寄宿舎の給排水衛生設
備工事も担当していました。この工事は、老朽化した施設をリニュー
アルして快適な寄宿舎にするのだそうです。ここでは、若い技術者が
配管工事を担当していました。
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高校生が伝える浪岡設備工業所の魅力 SHIGOTO

現場
体験記
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　この業界では “資格がないと仕事ができ
ない” そうです。管工事施工管理技士や配
管技能士、消防設備士、排水設備配管工な
ど多くの資格があり、この仕事にはどれも
必要な資格です。また、「資格があると自
分が活躍できる現場も多くなる。」そうで
す。会社に入社してから必要な資格を取得
することができますが、「入社前から持っ
ていた方がさらにいい。」というアドバイ
スをいただきました。

有限会社浪岡設備工業所　青森県立名久井農業高等学校

　　　　　　　　　　　　　　　　八戸は田舎とも言えず都会
とも言えない丁度いい場所。海があり山がありと自然豊かで住
みやすく、冬は雪があまり積もらないので、生活する上で困る
ことが少ない。と、この八戸で暮らすことを選択した方もいま
した。自然が豊かで休日も楽しめるところが多く、スポーツの
サークルにも所属していて毎日充実しているようです。

　「約３０年前は就職難だったため県外に就職するつもりでしたが、担
任の紹介で浪岡設備工業所に就職しました。現代は企業の方が人手不
足で、比較的就職しやすく、働く側にとっていい時代になった。」と言っ
ていました。３０年近く働いていてこの会社が大好きだそうです。ま
た、他の先輩は、「自分が手がけた家や多くの施設が何年も形として残
る事が、何よりも嬉しい。」のだそうです。「これからもずっとこの業
界で働き、この地域の発展と災害時の復旧活動に貢献したい。」という
声をたくさん聞くことができました。

どうしてここで働くのか

　「県外に行こうとした。」という方も多
くいましたが、その中でなぜ地元就職にし
たのか聞くと、この地域でもともと生活し
ていていたため、過ごしやすいからとのこ
とでした。また、家が近く、会社に通うの
にも時間がかからないことや、地元で働い
ている同級生がいるなどの理由がありまし
た。県外に行っても地元に帰ってくる人が
多く、地元就職には県外就職にはない魅力
があるのだと思います。

地元で就職した理由

現場の活動 　お客様からの評判が良く、「丁寧にやって
くれて嬉しい」との言葉や手紙が届く事があ
るそうです。また、「誰にやってほしい」と
指名があったりするそうで、地域に根付いて
いる会社なのだと思いました。トイレが詰
まったりキッチンの水が止まらなくなったり
と、何かあるとすぐに出向き、解決するため、
多くの方々から感謝されています。浪岡設備
工業所の社長さんも「家族または親戚に水道
屋がいると助かると言われる」とおっしゃっ
ていました。生活に密着しているからこそこ
の仕事は、多くの方々に愛され、感謝されて
いることを実感しました。

地域の方々からの声

ライフラインを支える職人の技術
　「小さい仕事から大がかりな仕事まで、管工事、水道施設、消防設備、
土木工事に至るまで何でもやります。」と心強い一言。パイプを通して
地域の方々と絆を結んでいます。
　３６５日２４時間、緊急時にも家庭の給水管や排水管、暖房管、ラ
イフラインを担う給水本管の工事など迅速適切な対応をしています。
東日本大震災のときにも一日も早く普段の生活を送ってもらいたいと、
尽力しました。社員みんなで、安心安全な生活が送れるよう、私たち
を陰ながら支えてくれている会社です。

自然が豊か
行事が多い（お祭りなどのイベント）
会社に通いやすい

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

先輩社員に
 インタビュ

ー
KURASHI

地元の良さ

　今回のインターンシップでは多くの
経験をさせいただきました。浪岡設備
工業所さんでは、管工事から配管の歴
史などいろいろ教えていただいたり、
白山台の浄水場にお邪魔し、配管の形
やどのようにして繋がっているのかな
ど話を聞くこともできました。八戸の
水道管は震災が起きても耐えられるよ
うになっていて、パイプ自体がライフ
ラインを支えているのだと分かりまし
た。配管の接合やねじ山作りなどしま
したが、職人の方々はすぐに終わらせ
ているのに対し、私が実践させていた
だくとかなりの時間がかかってしま
い、職人さんの技術に圧倒されました。
このような職人の方々がわたしたちの
生活を支えてくれているのだと改めて
思いました。

青森県立名久井農業高等学校
畑中啓希 , 日向端悟矢

学んだ職人の技術

会社 information
会社名 　有限会社浪岡設備工業所
所在地 　八戸市沼館 1丁目 8-11
電話番号 　0178-43-3024
FAX 　0178-43-3026
URL 　namiokasetsubi.web.fc2.com

（詳細は 51 ページへ）

マスコットキャラクター
すまいる  ぴょん太
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高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　これは、地下で作業するところです。
実際に見るまで、こんなに深いとは思い
もしませんでした。道路をすべて堀り、
ねじを外すにも時間がかかり、この深さ
で作業するのは本当に大変です。ですが、
お客様が安全に水が飲めるようにとの思いがあるからこそ、頑張れる
のだと思います。

　今回のインターンシップで私は
電動シャベルで穴掘りをしました。
実際に友達とやってみて体重をか
けないと下に入っていかないこと
を知り、友達と交換した時は、腕
の感覚がなくなり電動シャベルの
振動が残りました。これを毎日やっ
ているのが本当にすごいと思いま
した。いろんな工具の名前も覚え
ました。自分が知らないものもあ
り使い方も教えてくださいました。
今回学んだことを今後の授業など
で友達に伝えていきたいと思いま
した。

青森県立名久井農業高等学校
　大村健太 , 金山千紘

インターンシップを終えて
現場
体験記

インターンシップ
38
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高校生が伝える北奥設備の魅力 SHIGOTO
株式会社北奥設備　青森県立名久井農業高等学校

　私たちのライフラインを支える配管は、地
下に埋まっていることが多いです。その配管
を交換するには、電動シャベルでコンクリー
トを破壊し数メートルの穴を掘る必要があり
ます。
　実際に私自身も作業をさせていただきまし
たが、力がなく最初は上手くできませんでし
た。それが、様々なアドバイスをいただくこ
とで少しずつ作業ができるようになりまし
た。
　この作業は力や体力が必要な仕事です。そ
の職人さんは昼休みになり奥さんの手作り弁
当を食べながら、「これこそが、私の源。」と、
一言。家族の支えも、職人さんの “いい仕事”
につながっているのだと思いました。

　東日本大震災では、水道やガスなどのライ
フラインが使えなくなり、たくさんの人々が
不便を感じました。そんな時に誰が直すかと
いうと、この会社の人たちのような専門の技
術を持った人たちです。この会社の人たちは、
設備工事の“誇り”と“使命感”をもって頑張っ
ています。

設備工事の誇りと使命

地下の下水

　これは、地下で使われるホースです。実際に取り出してみるととて
も長く、後片付けするときには、5 人ほどで行いました。このホース
を地下で使うと知り、とても驚きました。作業は、体力はもちろん忍
耐力も必要です。

安心して使えるライフライン

体力の源

　現場に行き、ボイラーに使う配管の設置工事を行いま
した。私はガスのゴムを取り付けました。うまくガス管
にはめることができず職人さんが手伝ってくれました。
この作業は、久慈市にある養鶏所の鳥を死なせないため
に、また、お客様がより効率よく仕事ができるように新
しくガスの配管をはめて無事安全に使えるように行いま
した。やはり職人さんはお客様からの信頼があってこそ
成り立つものだと思いました。

入社 25 年目。とても明るく、場の雰囲気を和ませる方。
インターンシップでは私の不安を和らげてくれました。

渡邊  信一 さん

インタビューに答えてくれた先輩

居住地から仕事先までが近い

過ごしやすい環境三八地域の暮らしやすさBest２先輩社員が選ぶ！

先輩社員に
 インタビュ

ー
KURASHI

　地元の人たちのために、水道やガスなどの設備工事を
行っている会社なので、転勤がありません。また、ライ
フラインを支えているため、地元の人々に貢献している
ということを誇りにできる仕事です。

地元に尽くす企業

　私がインターンシップ
先に行ったとき、初めは
とても緊張していました
が、渡邊先輩はジョーク
を言ったりしながら接し
てくださり、緊張がほぐ
れ、終わってみれば本当
に楽しいインターンシッ
プでした。

　実際の現場で、工具箱の中を見せてい
ただきましたが、ほとんどが初めて見る
工具でした。
　職人さんはこれらの工具を使いガス管
を組み立てて交換作業をしていました。
その手際の良い作業をみて、高い技術力
に圧倒されました。それもそのはず、そ
の職人さんは入社 25 年のベテランでし
た。やはりどんな作業でも技術を習得す
るには、何年もの年月がかかることを実感しました。

職人の技

会社 information
会社名 　株式会社北奥設備
所在地 　八戸市城下 4丁目 24-7
電話番号 　0178-45-7011
FAX 　0178-22-6064
URL 　hokuou-setubi.com

（詳細は 52 ページへ）

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　地元でも充分な生活ができる職場があり、三八地域
からの求人が多い時代だったため、家族も友人も近くに住んでい
て、安心して暮らせるということ、また、都会はビルや人が多く
生活をするうえで疲れると
思ったことから、地元就職
を決意したそうです。この
ように入社したきっかけを
聞き、地元の便利さや良さ
を再確認し、私も将来地元
に残りたいと思いました。
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　今回のインターンシップでは、
様々な事を知り、学ぶことができ
ました。２日目の「水道メーター
の取り換え工事の見学」、３日目
の「井戸ポンプの取り換え工事の
見学」ともに、職人の方々の技術
力の高さにとても驚きました。配
管工事は私たちのライフラインを
支えるとても重要な仕事です。こ
れからの自分の進路選択をする上
で、大きな収穫となりました。今
回はご協力いただき本当にありが
とうございました。

入社の決め手

青森県立名久井農業高等学校
岩間大起

インターンシップを終えて

海も山もあり、水も食べ物もおいしい。魚や野菜も豊富にとれる。

八戸から東京への東北新幹線や高速道路など便利な交通手段がある。

都会に比べて、土地や家賃が安い。

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

高 校 生 が 伝 え る 三 貞 の 魅 力

先輩社員に
 インタビュ

ー
KURASHI

SHIGOTO

現場
体験記

インターンシップ
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いつも笑顔で優しく接してくれました！

事務の下村さん ( 左 ) と三浦さん ( 右 )

有限会社三貞　青森県立名久井農業高等学校

会社 information
会社名 　有限会社三貞  八戸支店
所在地 　八戸市大字長苗代字下碇田 10-1
電話番号 　0178-23-5023
FAX 　0178-23-5177

（詳細は 52 ページへ）

　三貞は、管工事業が主体とし、主な事業内容は水道本管布設、公共
施設及び一般住宅等の給排水、空調設備施工、下水道布設です。その
中で、水道メーターや井戸ポンプの取り換えなどの様子を見学させて
いただきました。工事をしている様子を見て、社員一人ひとりの高い
技術力や協調性が、三貞の魅力だと感じました。

　顧客の要望に応えるために、経営者と社員がともに技術を磨き、品
質向上を目指しています。常に、より良い品質を求めるとともに、妥
協せず高い目標を持ち達成のために努力を積み重ねています。また、
地域社会に貢献できるように、社員同士が切磋琢磨することで、会社
全体が向上しています。若い人材の確保にも力を入れており、先輩か
ら後輩への技術指導など社内教育が充実しています。

配管工・責任技術者の育成

　お寺での工事が終わった後に、和尚さんから「職人の仕事がきれい
で良かった。」と言われたそうです。また、お客様からの「ありがとう」
という感謝の言葉が仕事のやりがいにつながっているそうです。設備
業はライフラインを支える仕事で、とても重要な仕事だと感じました。

仕事のやりがい

　業務の明確化を図り、品質管理に留意し、継続的改善を進めています。
また、お客様の希望に応えるため、経営者と社員が一緒になって、優
れた品質を提供しています。企業の成長とともに社員の幸せな生活を
追及しながら、大切な水を通して、地域に貢献することができること
が魅力です。

大切な水

　工事現場にいき、
水道メーターの取
り換えの様子を見
学しました。この
水道メーターは家
庭や店などに取り

付けられており、水の使用量を測定し、水道
代を計算します。ちなみに冬になると、中が
凍り、メーターが壊れやすくなるそうです。
このメーターは、水道代を計算するうえでと
ても重要な役割を果たしており、私たちの生
活に欠かすことのできない仕事であることが
分かりました。

水道メーターの取り替え

明るい三貞

　リンゴ研究センターに行き、井戸ポンプの
取り換え工事の様子を見学しました。井戸ポ
ンプには浅井戸用ポンプと深井戸用ポンプの
２種類があります。現場では、深井戸用ポン
プを使い、井戸の中にカメラを入れて、中の
検査をしていまし
た。私たちのライ
フラインだけでな
く、様々な施設の
工事を担当し、貢
献していることを
知りました。

井戸ポンプの取り替え

水道メーター取り替えの様子

きれいな水の流れは、豊かさの証し

　会社の人たちがとても明るく、仕事内容も
優しく教えてくれました。工事先でも、井戸
ポンプの取り換えを、みんなが協力して行
い、素晴らしいチーム力で仕事をしていまし
た。事務の人たちも、職人さんも気さくで、会
社の雰囲気がとてもよく、仕事がしやすい環
境だと感じました。

三
貞
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

サ
ン
ち
ゃ
ん
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高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ16
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　今回、ドローンを扱うＩＴＨ合同会社で三日間の職場体験をし、
色々なことを学びました。体験する前はドローンについて基本的
なことしか知りませんでしたが、社員の方の話を聞けたり、実際
に操作や撮影などの講習を受けることができ、とても為になりま
した。「ドローン」という技術は、これから先の将来、私たちにとっ
て身近なものになり、必要不可欠なものになる可能性があります。
そのような最新の技術に触れることができて、これからの視野が
広がりました。ありがとうございました。

八戸工業大学第一高等学校　石田汐葵

職場体験を通して

高 校 生 が 伝 え るＩ Ｔ Ｈ の 魅 力

KURASHI

SHIGOTO

現場
体験記

インターンシップ
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　ＩＴＨ合同会社では、未来の代表的な
産業になるであろう「ドローン」を使用
した空撮や、測量を行っています。また、
将来的にドローンの操縦者を目指してい
る人たちを育成する「ドローンスクール」
を開催しています。ドローンスクールは
八戸市だけでなく、北海道、宮城県（仙
台）、長野県、東京都でも会場を設けて
います。

ドローンによる「空の産業革命」

ＩＴＨ合同会社　 八戸工業大学第一高等学校

なぜこの職に就き、地元で働くことを決めたか

会社 information
会社名 　ＩＴＨ合同会社
所在地 　八戸市青葉 2丁目 10-3
電話番号 　0178-20-9858
FAX 　0178-20-9859
Web 　www.ith-jp.com

（詳細は 53 ページへ）

　ＩＴＨ合同会社で行っているドローンスクールで、自分が教
えた受講者から「ありがとう」と感謝されることや、「スクール
を体験してみて良かった」「来て良かった」などという声をもら
えることが嬉しいそうです。それがまたやりがいにつながり頑
張ろうという気持ちになれるのだそうです。

仕事をしていて嬉しかったと思える出来事

　実際に職場体験をしてみて、職場の雰囲気はとても良かった
です。社員同士とても仲が良く、会話をしていて笑顔が溢れて
いました。「笑顔」は職場を明るくするため大事なのだと学ぶこ
とができました。また、社員皆さんが気軽に優しく接してくだ
さり、とてもうれしかったです。職場体験先をこの企業にして
心から良かったと思います。

職場の雰囲気

慣れている三八地域の暮らしやすさBest先輩社員が選ぶ！

先輩社員に
 インタビュ

ー

ＩＴＨ合同会社Web サイト
実績集

インターンシップでドローンによる空撮を行い、
ＰＶを作成しました。
Ｒ２－Ｄ２を主人公にしたＰＶです。

１

　社員の菅原さんは、もともと自衛官として働いており、定年を迎
えこの職に就いたそうです。なぜこの道に進んだかというと、もと
もと無人機関係のことに興味があり、趣味がラジコンだったこともあって、
この職に就くことにしたそうです。
　現在働いているＩＴＨ合同会社をどの
ように見つけたかというと、紹介状など
ではなくインターネットを使って自力で
探したということです。地元で働こうと
思った決め手は、長年地元に住んでいて
慣れているから。という理由でした。

ＩＴＨドローン・アリーナ

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　アイティコワークは、大きく２つの事を行っています。一つは
「GeneXus」を使用した業務システム開発、そしてもう一つはスマー
トフォン（iOS/Android）アプリの企画開発です。

食（ラーメン、魚介類）がおいしい
夏場は暑くない
交通の便がいい

三八地域の暮らしやすさBest３先輩社員が選ぶ！
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　３日間職場体験をして、私はこんなにも素晴
らしい職場があることにとても感動しました。
ＩＴ関連の仕事と言えば、ずっとパソコンばか
りに集中してコミュニケーションが全然ないと
思っていましたがそんなことはなく、皆さん
しっかりコミュニケーションを取り合いながら
協力して仕事に励んでいて、ＩＴ関連の仕事に
対する印象が変わりました。私は将来ＩＴ関連
の仕事に就きたいと考えています。今回の体験
でより働く意欲を強く持つことができました。

八戸工業大学第一高等学校　日比隆聖

職場体験を通して

高校生が伝えるアイティコワークの魅力

先輩社員に
 インタビュ

ー
KURASHI

SHIGOTO

現場
体験記

インターンシップ
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ＩＴの今を

優しく、導いてくれる方です。
取締役   岡本  信也 さん

Smartphone Engineer

おしとやかでとても優しい方です。(手前) 柳町  若菜 さん
面白くてとても話しやすい方です。( 奥 ) 助川  隆太 さん

株式会社アイティコワーク　 八戸工業大学第一高等学校

・この会社のいい所は若い方と一緒に働けて、自分たちの意見が反映
されやすいこと。

・アクティブな所がとてもいいと思う。（アプリ開発のイベントへの参
加、うみねこマラソンへの参加など。）

・話しやすく、雰囲気も重くなく良い会社だと思う。

アイティコワークの魅力とは

　今、最も力を入れている事は、外部との連携です。ＩＴの魅力を学生
に伝え、ＩＴ業界で働きたいという若い人を増やしていくこと。もう一
つはＩＴを使って企業、学校、自治体などの課題を解決する事です。

アイティコワークの今

　ＩＴ技術は、世の中、そして社会を変えていく可能性があり、自分
たちが作ったもので少しずつ世の中が良くなったり変わったりしてい
ることが実感できた時、やりがいを感じるといいます。

ＩＴ職業のやりがい

　インターンシップで職場体験をさせていただき、感じたことは雰囲気
と居心地の良さです。まず社内に入ると、社員さんの方から清々しい挨
拶をしていただきました。また社内にはＢＧＭが流れていました。
　私は、ＩＴ企業の職場は、重い雰囲気ではないかと想像していました。
例えるなら、ずっと画面を見ながら話もせず仕事をしている印象でした。
ですが実際に体験してみると、とても雰囲気が良く社員の皆さんも話し
合いをしながら仕事に励んでいて、とてもいい印象を受けました。

職場の雰囲気

会社 information
会社名 　株式会社アイティコワーク
所在地 　八戸市江陽 5丁目 15-12
電話番号 　0178-38-9431
FAX 　0178-38-3282
Web 　www.itcowork.co.jp

（詳細は 52 ページへ）

・パソコンやインターネットがあれば
どこでも仕事ができるので、都内と
地方とでプログラミングをすること
を比較した時に、地元でプログラミ
ングした方が自分らしいと感じたの
で、地元就職を決めました。

・中学校の時に、時計の中をカスタマ
イズしていて、機械が自動的にプロ
グラムをして時計が動くという事に
楽しさを感じ、高校で Android のア
プリ開発を学びました。授業の中で
アイティコワークさんが講師として
来てくださり、アプリ開発の仕方を
教えていただいたことがきっかけと
なり、この会社に入ることを決めま
した。

・アプリ開発のイベントで、この会社
のアプリチームの方々と出会い、知
り合いになり面接を申し込み入社す
ることができました。

入社・地元就職の決め手

　東京に勤めていたが、知り合いが少なく仕事をするために
生活している感覚が強かったのですが、八戸では仕事が最優
先というより家族や両親、友達のような大切にしなければならない人
のために仕事をしているという感覚が大きいと感じました。

三八での暮らし

・アウトドアとインドアどちらも好きで、ドライブや海に行ったりし
て楽しんでいます。またラズパイを用いた電子工作、サーバーを建
てたり、デザイン設計などの昔からの趣味を継続できています。

・２、３年前からランニングが趣味で、川や街、森の景観をゆっくり
見ながら汗をかき、気持ちよく朝を迎える事ができています。

三八ならではの趣味

・館鼻の朝市。毎週毎週多くの人が集まるスポットなので、いろんな
チャレンジや実験などもできる場としてもっとフォーカスしてもい
いと思う。

・朝方に種差海岸に行くと心が洗われて癒されます。
・お魚がおいしいのでぜひお店に行ってほしいです。

三八のおすすめスポット

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ

　エプソンアトミックス株式会社で
は主に金属粉末を製造しています。
その他に金属射出成形部品や人工水
晶の開発・製造・販売しています。
　これらの製品は「素材」としてス
マートフォンやタブレット端末、医
療部品、工業部品など世界中で幅広
く使用されています。
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　今回のインターンシップでは工場見学をしました。その中で、見たことのない機械や体験したことのない
ことを見たり、やったりできて良かったです。
　インターンシップで学んだことは、良い仕事をするためには、「コミュニケーションの能力」「主体性」「協
調性」「社会人としてのマナーと常識」が必要不可欠だという事です。今のうちからしっかりと取り組んでい
きたいと思います。

八戸工業大学第一高等学校　森知悠

初めて知ったエプソンアトミックス

高校生が伝えるエプソンアトミックスの魅力 SHIGOTO

現場
体験記

インターンシップ
38

身近なところに金属粉末!！

工大一高卒業で特技はアイスホッケー。三社大祭などのイ
ベントに積極的に参加し、八戸を盛り上げています。

事業管理部   工藤  司 さん

エプソンアトミックス株式会社　 八戸工業大学第一高等学校

　　　　　　　　　　　元々は南部町に７年間勤めて
いた工藤さんですが、公務員であった時の仕事を活か
せる会社を探していたところ、エプソンアトミックス
株式会社と出会いました。
　また、地元就職を決めたきっかけは「車で通勤でき
ること」や「生活しやすいこと」で、一番大事だと思っ
たことは「家族が近くにいる安心感」だそうです。

郷土愛！

　中でも、アモルファス
合金粉末という、特殊な
金属粉末の量産が世界で
唯一可能で、特に超微細
合金粉末の世界シェア
No１です。他に自社製

品の金属粉末を主な原料としてＭＩＭ部品を製造する世
界唯一の企業です。

金属粉末の可能性

　先輩社員が語る企業の魅力の中で印象的だったのは福
利厚生が充実していることです。特に最近は離職率が低く、
女性に関しては産休育休明けの復職率が高いことから戻
りやすい環境だということが分かります。また、その他
の魅力としては「食堂があること」。味もおいしく、値段
も安く、働く人たちにとってはうれしいと思いました。

職場環境の充実

　職場は、全体的に明るい雰
囲気でした。先輩、後輩の間
でコミュニケーションがとれ
ていて、同じ趣味で楽しむ場
面もあり、楽しそうでした。

風通しの良い職場

お客さんからの声

子育てしやすい
祭り・イベントに参加できる
はっちなどがあり遊ぶところがある

三八地域の
暮らしやすさBest３
先輩社員が選ぶ！

先輩社員に
 インタビュ

ー
KURASHI

会社 information
会社名 　エプソンアトミックス株式会社
所在地 　八戸市大字河原木字海岸 4-44
電話番号 　0178-73-2801
FAX 　0178-73-2810
Web 　www.atmix.co.jp

（詳細は 53 ページへ）

・他は出来ないこともアトミックスなら出 
　来る
・アフターフォローがしっかりしている

高校生が調べた企業の魅力と暮らしやすさ


