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企業紹介
福島県には、魅力あふれる企業が数多くあります。
このガイドブックでは、
その中から
「ワーク・ライフ・バランス」
の
推進に力を入れている企業を20社掲載しています。
その他、県が実施する就活支援のための取組など、
就活に役立つ情報も満載してお届けします。
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働く前に

ライフ・バラン
・
ク
ス
ワー
について
考えてみよう！

最近の就活で注目されるポイントのひとつに、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）」があります。「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」と
は、一人ひとりがやりがいや充実感を持って働きながら、家庭や地域生活などにおいて
も、個人のライフスタイルやライフステージに応じた多様な生き方が選択・実現できる
状態を言います。
これから就職活動を行うにあたり、働く自分を「ワーク・ライフ・バランス」の観点
からも考えてみましょう！

ワークライフバランス推進のための具体的な取組（一例）
育児・介護・看護
休暇制度を整備
している。

企業内託児所を
設置している。

フレックスタイム
制度やテレワーク
（在宅勤務）
、短時間
勤務制度など、
柔軟な働き方が
できる。

ノー残業デーの
設定など、
長時間労働を
抑制している。

福島県内においてワーク・ライフ・バランス推進に取り組む企業の情報は、以下の
取組からも知ることができます。

■福島県ワーク・ライフ・バランス大賞

■ユースエール認定

福島県では、平成17年度から福島県独自の制度

ユースエール認定とは、
「若者

として、“子育てしやすい職場環境づくり”、“仕事

雇用促進法」に基づき、若者の

と家庭の両立支援”、“男女共同参画”などに積極的

採用・育成に積極的で、若者の

に取り組んでいる企業を認証する『福島県次世代

雇用管理の状況などが優良であ

育成支援企業認証制度』を実施しています。（詳しく

ると厚生労働大臣が認定する制

は101ページをご覧ください。
）

度です。

その認証を取得している企業のうち、ワーク・
ライフ・バランス推進のための取組が特に優れて
いる企業に対して表彰を行っています。
その他にも、「イクボス宣言」や福島県と福島労働局が連携して行う「魅力ある職場
づくり企業訪問」など、さまざまな取組から、ワーク・ライフ・バランス推進に取り組
む福島県の企業を知ることができます。
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就職活動を始めるまでの

３つのステップ
充実した就職活動に向けて、
事前に取り組みたい
３つのステップを
紹介します。

STEP 1

P5 へ

自分を知る

自分ってどんな人？をじっくり考えてみましょう。
仕事選びで重視するポイントが見えてきます！

STEP 2

P7 へ

福島を知る

長年暮らしていても意外と知らない福島県の姿
や魅力を紹介します！

STEP 3

P11 へ

企業を知る

福島県には、知る人ぞ知るスゴイ企業がたくさん
あるんです！そんな企業を見つけるための企業情報の
見方を解説します。
さらにP13〜40、P43〜70、P73〜96では、地元に根差
して頑張る県内企業の一例として20社を紹介します。

大学生

高校生

3 年次

（4 年制）

3 年次

7月：求人票が学校に届く

（２年制）

夏：インターンシップなどを経験

３月：企業が採用情報を公開

シップなどに参加する

4 年次

３〜６月を中心に順次
●気になる企業にエントリーする
●企業説明会に参加する

９月中旬：選考スタート

●エントリーシートを提出する

順次、内定が出る。

６月：選考スタート
10月：二次募集スタート
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１年次

秋：学校の就活ガイダンスに参加

７〜８月：会社見学やインターン

９月初旬：企業に応募書類を提出

短大生・専門学校生等

順次、内定が出る。

2 年次

就活までの
ステップ

１

自分を知る
って
ト
ゴ
シ
自分に合う

の？
る
け
つ
見
どうやって

先輩社会人に聞きました！

今 の仕事 を選んだ

き�かけは？

入院中の祖父のお見舞に行った際、看護師が優し
く丁寧に患者に接し、病気や治療法について分か
りやすく説明をしていた姿を「カッコイイ！」と
思い、看護師の仕事に興味を持ちました。

（製造業・20代・男性）

優しくてカッコイイ！

電気関係の会社に勤める親から、普段、仕事の
話を聞いて「おもしろそうだな」と感じていた
ので、同じような工業関係の道を目指しました。

自分ってどんな人？
まずはじっくり分析！
みなさんには今︑就きたい職
業はありますか？
明確な夢や目標がある人は︑
実現に向けて情報収集や勉強を
続けていきましょう！
一方︑﹁将来のことをどうやっ
て考えたらいいか分からない﹂
という人もたくさんいると思い
ま す ︒﹁ 世 の 中 に ど ん な 仕 事 が
あるのか知らないことだらけ﹂
﹁なんとなく気になる仕事や業
界はあるけれど︑自分に合うか
ど う か 分 か ら な い な ﹂と ︑ ぐ る
ぐる思いを巡らせているのでは
ないでしょうか︒
そんなふうに悩んでいる人に
まず試してほしいのが︑自分の
持っている興味関心・価値観な
どを分析することです︒
世の中に数え切れないほどあ
る職業の中からピンポイントで
自分にぴったりの仕事を見つけ
るのは簡単ではありませんが︑
﹁自分の好きなものや好きなこ
と︑いつか挑戦してみたいこ
と︑一般的には難しいと言われ
ているけれど自分にとっては苦
ではないこと﹂など︑少しずつ
ポイントを絞って考えていけ
ば︑自分に合いそうな職種やラ
イフスタイルが見えてきます︒
モヤモヤした頭の中を整理整
頓することで︑自分の進む道を
選びやすくなりますよ！

普段の親との会話から…

（看護師・20代・女性）
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自分の考えを整理してみよう！
仕事選びの基準は人それぞれ。以下のチェックリストを通じて、
「自分はどんなことを重要視
しているのかな？」
「どんな時にやりがいを感じるのかな」と、考えてみましょう。
好きなコト・モノを基準に考えてみよう！

たとえば「本が好き！」という人は…
文筆業・翻訳家・出版社・校正会社・広告代理店・
デザイナー・イラストレーター・Web 制作会社・
印刷業・製紙業・物流・企業や自治体の広報担当・
出版取次店・書店・図書館の司書…
などの仕事が考えられます

あなたの好きなことは？

仕事の内容を基準に考えてみよう！
□どちらかというと体力が必要な仕事
□どちらかというと頭を使う仕事
□社内・社外でいろいろな人と会う仕事
□ひとりでコツコツ取り組む仕事
□チームで協力・相談して取り組む仕事
□自分から積極的に動く仕事
□サポートが中心の仕事
□自分で物事を決められる部分が多い仕事
□一からモノを考えたり作ったりする仕事
□文字を書いたり書類を作ったりする仕事
□パソコン操作が多い仕事
□計算したり数字をたくさん扱ったりする仕事
□毎日似た作業に取り組む仕事
□取り組む内容が毎日変わる仕事
□海外と関わる仕事
□専門知識や資格を活かせる仕事
（語学・簿記・危険物取扱・介護福祉士など…）
□地域に貢献できる仕事
□人を笑顔にする仕事
□困っている人を助ける仕事
□安全・安心を守る仕事
□伝統を守る仕事

色を塗ってみよう
■…大事、当てはまる
■…それほどこだわらない

勤務スタイルを基準に
考えてみよう！

どんな場所で働く？

勤務時間や休暇制度は？

□オフィス

□日中のみ

□街なか
□店舗

□郊外
□工場

□屋外

□夜勤のみ

□毎日同じ職場で働く

□基本的には日中だが、
時々夜勤もある

□車で通勤 □バスで通勤

□いろいろな場所に出かける

□取引先の都合に合わせて
勤務時間が変わる日もある

□徒歩で通勤

□定時で帰る日が多い

仕事中の服装は？

□シフト制で働く人が入れ替わる
□場合によっては時短勤務ができる
□場合によっては在宅勤務あり
□残業がほとんどない
□時期によって残業が続く日もある
□土曜・日曜・祝日が休み
□平日に休みがある
□年末年始・ゴールデンウィーク・
お盆が休み
□育児支援制度・介護休暇などの
制度が充実している

□制服

□作業着

□スーツ □オフィスカジュアル
□私服

ここが大事！
自分の理想に近い仕事内容や
勤務スタイルの会社を見つける
ためには、会社見学に参加して
自分の目で職場を見たり、
企業説明会で企業のかたに質問したり
して、情報を集めることが大切です。

照れるなァ
…

素朴な疑問が浮かんで…

アルバイトがきっかけで…
福祉施設でアルバイトをした際、職員の温かい
対応や施設利用者の皆さんのアットホームな雰
囲気が良いなと思い、福祉の仕事に就くことを
決めました。
（福祉職・20代・女性)
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ある日、
「建物ってどうやって建てているんだ
ろう？」という素朴な疑問を抱いたのがきっか
けで、建物の仕組みや工事の方法などを学んで
みたい！と思い、建築の道に進みました。
（建設業・30代・男性）

ビーズ細工が好きで…
私は昔からビーズ細工が大好き！細かい手作業
に没頭して過ごすことも多かったので、好きな
ことを生かせる製造の仕事に就きたいなと考
え、志望しました。
（製造業・20代・女性）

【風土】

中通り

浜通り

人口の多さは 21位！

会津

2011年の東日本大震災からの復興に向

面積の広さは３位！

とんど雪が降らない温暖なエリアです。

全国47都道府県のうち

■浜通り：太平洋に面しており、冬でもほ

約1万3,780㎢

さかんです。

全国47都道府県のうち

津藩などの豊かな歴史と伝統が息づいています。

今︑ローカルが熱い！
つまり福島がアツい！
﹁なんとなく首都圏で暮らして
みたいな﹂という漠然としたイ
メージをもとに就職先を選ぼう
としているあなた！ちょっと
待ってください︒就職後に始ま
る新生活を何年先まで思い描い
ていますか？あなたの身近なと
ころに素晴らしい街がすでに広
がっていませんか？
近年︑都会での生活に疲れた
人々が地方に移住するケースが増
えています︒また︑コロナ禍で働
き方を見直して︑リモートワーク
形式で働きながら︑住みやすい街
で暮らしたいという声も増えてい
ます︒つまり︑そうした思いを抱
く人たちにとっては福島県こそ理
想の街なんです︒
自然が豊かで︑水や空気がき
れいで︑おいしくて新鮮な食べ
物が手に入りやすく︑家賃や駐
車場代がリーズナブルで︑満員
電車に悩まされることもなく︑
のびのびと子育てもしやすい︒
さらに現在は︑新しい産業の
拠点整備が進み︑新規就農や起
業を応援する行政の制度も整う
など︑癒されるだけのローカル
ではない﹁チャレンジできる場
所﹂としての側面も成長してい
ます︒
以 上 を 踏 ま え て ス テ ッ プ ２で
は︑福島県の魅力を見ていきま
しょう︒

■会津：奥羽山脈の西側にある山がちなエリアで

【面積】

温泉が点在しており、くだものの栽培が

（2021年11月1日現在）

■中通り：阿武隈高地と奥羽山脈の間に広

約181万2,000人

す。冬は雪がたくさん積もります。仏教文化や会

福島県の
ール
プロフィ

【人口】

西から順に、会津・中通り・浜通りの３つ
の地方に分かれています。
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福島を知る

就活までの
ステップ

って
県
島
福
あれ？
も！
か
い
ゴ
実 はス

がる、経済の中心的エリアです。多彩な

けて、先端産業施設などの整備が進んで

います。
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住んで良し！働いて良し！

今、
注目したい福島県の魅力
1 豊かな自然
山・川・海といった豊かな自然がいっぱ
いの福島県。自然由来の資源を活用しなが
ら働く第一次産業（農業・林業・水産業）
と第二次産業（製造業・建設業など）の従
事者の割合は、全国平均より大きくなって
います。自然の恵みを受けたおいしい食べ
物に出会えるのもうれしいポイントです！

2 バラエティに富んだ風土
会津・中通り・浜通りの各地
方は、気候や伝統文化などそれ
ぞれ異なるバックグラウンドを
持っています。「歴史的建造物
が残る街並み」
「情報やモノが集
まる中心エリア」
「沿岸部の開放
的な雰囲気」など、あなたの興
味関心と関わりが深い街を探し
てみましょう。

アクアマリンパーク（いわき市）

3 首都圏から近い
東京駅‒郡山駅間は新幹線で約75
分の近さ。必要があればすぐに訪
問できる地理的なメリットがある
ため、福島県に工場や営業所を置
く首都圏の企業もいます。太平洋沿
岸部を走るJR常磐線は、首都圏か
ら福島県を通って宮城県まで続く在
来線で、乗り継ぎなしで首都圏と行
磐梯山と田んぼ（猪苗代町）
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福島水素エネルギー研究フィールド（浪江町）

き来することも可能です。

新技術の拠点が 続々！
浜通り地域では、新たな産業を生み出したり、新しいまちづくりに取り組んだりす
るため、
「福島イノベーションコースト構想」
という国家プロジェクトが進行していま
す。
さまざまなロボットの開発研究を行う
「福島ロボットテストフィールド」
（南相馬
市・浪江町）、世界最大級の水素製造実証拠点「福島水素エネルギー研究フィール
ド」
（浪江町）、林業の復興を目指した最先端の木材製品生産拠点施設「福島高度集
成材製造センター」
（浪江町）などが現在整備されました。浜通りは、新しい産業に
携わりたい！復興の一助になりたい！と考えている人におすすめのエリアです。

5 移住希望地として人気
福島県は、大都市を離れて地方への移住を考えている人たちの移
住先候補としての人気も高い傾向にあります。
自然の豊かさ、
自然と都
市部の近さ、生活のしやすさ、首都圏からのアクセスの良さ、新しいこと
にチャレンジできそうな雰囲気などが人気の理由として考えられます。
また、
「出身者」
と
「その都道府県を応援したい」
という人を合わせた
「関係人口」は、福島県が全国で一番多いという調査結果も出ていま
す。福島を応援してくれる人が多いのはとても心強いですね。
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JR郡山駅（郡山市）

移住セミナー参加者の
移住希望地ランキング

福島県 10 位

出典：2020年 認定NPO法人ふるさと回帰支援センター調査より

関係人口※

47 都道府県のうち
出典：ブランド総合研究所
「関係人口の意識調査2021」

福島県 1 位

1,229 万人

※関係人口とは？…各都道府県の出身者
（居住者を除く）
と、
応援者
（居住者と出身者
以外で、
その都道府県を
「応援したい」
と思っている人）
を合わせた数のことです。

ふくしまの姿
福島県の「ココがすごい！」をご紹介します。

新エネルギー等
発電所数

全国 8 位
出典：資源エネルギー庁 電力調査統計表 2020年度

風力・太陽光・地熱・
バイオマスなど約130
カ所の新エネルギー等
発電所があります。

社会体育施設数

全国７位

出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2021」

福島県は、自治体が設置した体育
館・水泳プール・運動場などのス
ポーツ施設の数が全国平均より多い
です。健康管理もバッチリ！

東北初の
ユネスコ
エコパーク
自然豊かな只見町は、自然と人間と
の共生する国際モデル地域として、
2014年に東北初のユネスコエコパー

発電電力量

全国４位
出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2021」

福島県の電気事業者が、火力・水
力・新エネルギー等の発電所で生み
出した電気の量の合計は約5,425メ
ガワット時。全国で４番目に多い！

１住宅当たりの
敷地面積

全国６位

出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2021」

広い庭付きのマ
イホーム、建て
るなら福島県！

森林の面積

全国 4 位

医療機器・部品の
医療機器生産金額

全国４位
全国トップクラス！
生産金額

出典：厚生労働省「令和元年薬事工業生産動態統計年報」

福島県内には、医療機器製造の大手
メーカーやその生産を支える中小企
業が数多く立地しています。世界
シェア約70%の内視鏡の開発や部品
製造を行う企業も！

温泉地の数

全国 4 位
出典：環境省自然環境局調べ

福島県は温泉地が136カ所もある温
泉王国です。福島市の高湯温泉は
「じゃらん人気温泉地満足度ランキ
ング2021総合部門」で全国１位に
輝きました。

温泉宿泊施設数

全国 8 位
出典：環境省自然環境局調べ

福島県の約70%は森林で、47都道府
県の中で４番目に広いです。この豊
かな森林は、林業やきのこの栽培な
どに利用されています。

福島県は観光業もさかんです。石川
町には、プロが選ぶ「日本のホテ
ル・旅館百選」で総合１位に輝いた
ことがある温泉宿も。

桐材の生産量

鯉の養殖生産量

クに登録されました。

猪苗代湖の面積

全国 4 位
天を映す鏡のように美しいとも称さ
れる猪苗代湖。郡山開拓の礎となっ
た安積疏水は、猪苗代湖から安積平
野に水を引く大事業でした。

全国 1 位

出典：福島県統計課

「データで見る福島県」令和３年３月版

会津で生産がさかんな桐材は、全国
の40%のシェアを誇ります。高級木
材として知られ、タンスや下駄など
の加工品も好評です。

全国 2 位

出典：福島県統計課
「データで見る福島県」令和３年３月版

養殖鯉は
「鯉に恋する郡山」のキャッ
チコピーでおなじみの、郡山市の名
産品です。2019年は約830トンが生産
され、鯉料理を出す店も増えています。
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就活までの
ステップ

2

福島を知る

意外と知らない！
長年暮らしていてもなかなか知る機会のない

福島ロボテスは

世界最大級！
南相馬市・浪江町に整備されたロ
ボットやドローンの開発研究・実証
実験拠点「福島ロボットテスト
フィールド」は世界最大級の規模を
誇ります。

社長輩出率

全国８位

出典：東京商工リサーチ 2021年調査より

全国６位
出典：福島県統計課
「データで見る福島県」令和３年３月版

全国４位

出典：福島県農林水産部
「福島県農林水産業の現状」令和３年７月

栄養豊かな福島県沖で育ったヒラメ
は、冬は特に脂がのり、
「常磐もの」
と呼ばれる人気ブランドとして市場
に出回っています。

新酒金賞受賞数

箱根駅伝 2021

8 回連続
日本一！

福島県は全国有数の「酒どころ」。
2013〜2021年発表の全国新酒鑑評

桃の収穫量

住民による SDGs 評価

全国２位

ヒラメの漁獲量

福島県は全国有数の米どころです。
『天のつぶ』『福、笑い』などの県
オリジナルブランド米も登場してい
ます！

他の都道府県と比べて、福島県出身
で社長に就任される方の割合が多い
ようです。真面目な県民性が評価さ
れているのかも!?

出典：福島県統計課
「データで見る福島県」令和３年３月版

会では、福島県産の日本酒の金賞受
賞数が、全国初の8回連続日本一を
達成しました。

全国５位

学法石川出身
選手が最多
2021年の箱根駅伝出場選手のうち
11人が石川町の学法石川高校卒業生
でした。福島県はスポーツもさかん
です！

農業就業人口

全国 5 位

出典：ブランド総合研究所「第3回地域版SDGs調査2021」

出典：総務省「社会生活統計指標 2021」

福島県はくだもの王国。県北地方で
は桃がさかんに栽培されています。
その影響か、全国52自治体の中で福
島市は桃の年間購入金額が１位！

「自分の住んでいる都道府県がSDGs
（持続可能な開発目標）達成のため
に積極的に取り組んでいると思うか？」
という問いに対し
「よく取り組んでいる」
と評価している県民が多いようです。

自然環境に恵まれている福島県は、
農業もさかんです。さやいんげん、
トマト、宿根かすみそう、日本梨、
アスパラガスなどの生産量は全国で
もトップクラスです。

夏秋きゅうり入荷量

浄土平天文台は

1世帯あたりの
自家用車の普及台数

全国１位

出典：福島県農林水産部
「福島県農林水産業の現状」令和３年７月

夏から秋にかけて生産される「夏秋
きゅうり」の生産量は全国トップク
ラス。東京都中央卸売市場に７〜10
月に入荷されるきゅうりの約33%は
福島県産なんです！
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米の収穫量

日本一標高が
高い天文台
一般公開されている日本の天文台の
中で、福島市の浄土平天文台は最も
標高が高い場所にあります。天文
ファンに大人気！

全国９位

出典：(一財)自動車検査登録情報協会 2021年調査より

自家用自動車の世帯あたり
の普及台数は、福島県は約
1.5台。一家に一台は当た
り前のクルマ社会です。

気になる企業の情報を調べるには︑

さまざまな観点がありますが︑まず

実家のある
XYZ 市から
通える範囲内で
働けたらいいな

業種重視派
Aさんの場合

は業種・職種・勤務地を重点的に見

事務職として
働きたい！
いろいろな業種を
見ていこう

携わりたい！
製造業の会社を中心に
どんな仕事があるか
調べてみよう

ていくと絞り込みやすいでしょう︒

もし自分が入社したら、
どんな仕事をするのかな？
同じ会社でも職種によって
仕事の内容は異なります。
「業務内容」をくわしく
チェックしよう。

百聞は一見にしかず！
見て話して検討しよう
ステップ１の自己分析を終え︑
ステップ２で福島県の未来につ
いて考える基礎ができあがった
ら︑次は個々の企業をじっくり見
ていきましょう︒
ここで覚えておきたいのが︑
﹁世の中には私たち一般消費者
が知らない優良企業がたくさん
ある﹂という点です︒
店頭で見かける商品の製造元
や︑街なかの看板︑雑誌やチラ
シといった紙媒体︑テレビＣＭや
ウェブ広告などで見たり聞いたり
したことがある企業は︑Ｂ ｔｏ Ｃ
企業︵一般消費者 向 け の 事 業 を
行う企業︶が多いです︒企業を相
手にビジネスを展開するＢ ｔｏ
Ｂ企業は一般消費者 の 間 で はあ
まり知名度はありませんが︑実は
業界内ではよく知られた大手企業
であったり︑堅実で質の高い仕事
をするキラリと光る企 業 で あ っ
たりします︒
志望先を検討する際は知名度
のみで判断するのではなく︑会
社見学などに参加して職場はど
ん な 環 境 か を 確 認 し ︑﹁ も し こ
こ で働いたらやりがいを感じら
れ そ うか？﹂など想像してみま
しょう︒また︑採用担当者の話を
聞 き︑くわしく知りたいと思っ
たことは積極的に質問してみま
しょう︒

どんな事業を行っている
今住んでいる市町村や
近隣市町村で働く？
会社かな？
県内で引っ越し？
「事業内容」をじっくり
一人暮らしか実家から通うか、
読んでみよう。

どんな事業を展開している
会社かな？「事業内容」を
じっくり読んで、自分の興味・
関心とつながりそうな
ポイントや魅力を
探してみよう。
ものづくりに

最初の１

【業種】

【職種】

社宅や寮があるか…など、
ライフスタイルをイメージ
して考えてみよう。

職種重視派
Bさんの場合

勤務地重視派
Cさんの場合

つける
企業を見
る
な
に
気
歩

【勤務地】
【業種】

3

企業を知る

就活までの
ステップ

こと
の
業
企
る
興味のあ
は…？
時
い
た
もっと知り
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気になる企業の３大要素をチェック！
１. 基本データ
企業プロフィール
●創業・設立年度

事業内容
●資本金

●沿革

どんな商品を販売したり、サービスを提供したり

●本社や支社・事業所の所在地

しているのかな？

●代表取締役
●従業員数

●売上高

●営業利益率

…など

企業理念

企業の歴史や
規模などが
分かるね！

どんな思いや使命感を持って事業を
行っているのかな？

2. 勤務条件
採用・就業条件
●給与（初任給、昇給）
●賞与（ボーナス）

福利厚生・制度

入社後の
自分をイメージ
してみよう

●教育・研修制度
（仕事に慣れるまでの間、どんな方法で
どんなことを勉強するのかな？）

●採用予定（募集する職種、
応募時に提出する書類、
選考方法…など）

●休暇制度（年次有給休暇、特別休暇など）
●各種補助制度（住宅手当、資格取得補助…など）

●勤務時間（交替制やシフト制もあるかな？）

●働きやすい職場づくりのための取り組み

●勤務地（転勤の可能性はあるかな？）

●社内イベント

●社内サークル

●その他の制度（子育て・介護支援など）

３. 社内の雰囲気
Webサイト・パンフレット

会社見学

●企業紹介のWebサイトや
パンフレットを見てみよう
●動画を公開している企業も！

実際に働いている人や職場の様子を見
ることができます。従業員から直接話を
聞ける場を設けている企業もあります。

インターンシップ

企業説明会

職場で仕事を体験させてもらえる制度です。自分
の肌で社内の雰囲気を感じ取ったり、従業員の様
子を見たりすることができます。短期間のプログラ
ムから、長期間実施する本格的なプログラムまで、
さまざまなものがあります。

採用担当者に直接話を聞
くことができます。気に
なることや分からないこと
を質問してみましょう。

次のページからワーク・ライフ・バランスの
推進に取り組む県内企業20社をご紹介！
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ここが大事！

自分の目で見
て
感じることが
大切！
企業説明会や
会社見学、
インターンシ
ップなどに
積極的に参加
しよう！

県内のさまざまな業種・エリアで活躍する企業をご紹介します。
業界研究・企業研究などの参考として活用しよう！

■代

表 代表取締役社長 相馬 克良

株式会社

立 1969年

福島キヤノン
■設

■資 本 金 8,000万円
■従業員数 1,697人

製造業
長時間労働の
毎週水曜・金曜をノー残業デーに設定
是正

平成28年度 福島県ワーク・ライフ・バランス大賞受賞

く
開
り
切
を
先端
最
の
ト
ッ
ジェ
ク
ン
イ
で
技術革新

人を育み培った
最先端のものづくりで
世界に愛される会社に

相馬 克良さん

であ る インクタンクや プリント

ジェットプリンターのキーパーツ

に愛される会社であるということ

社とは、全てのステークホルダー

私の考えるもう一つの理想の会

地域貢献事業に力を入れてきま

ヘッドの製造のほか、業務用フォ

したが、近年は市外にも活動領

ら、教育機関での出前授業など

カーは、常に品質の良い商品をオ

域を広げ、津波被災地での植林

です。福島キヤノンは創業当時か

ンタイムでお客様にお届けするこ

などにも参加しています。私たち

メーカーは自然を消費してものづ

精密な組立を高精度で行える技

術力と自社で構築する効率的な

形でそれを還元しなければなり

くりをしていますから、何らかの

ません。当社が立地するこの美

生 産システムで、 世 界のインク
ています。

渡すためにも、自然環境保護に

しい福島を次の世代に確実に手

は今後も力を入れていきたいと考

「技術力がある」というのは私

が、それを支えるのは社員一人ひ

えています。キヤノンの企業理念

なるために、自然や地域社会と

とりであり、常に進化し続ける

太い絆で結ばれた「貢献できる会

取り払い、共に働いて共に幸せに

いくことこそが企業力を向上さ

社」であり続けたいですね。

は「共生」
。民族や文化の垣根を

せることにつながり、それが福島

生産技術に向き合う人材の育成

キヤノンの特徴である高品質・低

がその鍵になります。人を育てて

の考える理想の会社のひとつです

ジェットプリンターの需要に応え

とが求められますが、当社は超

トプリンターの生産やソフトウェ

結びつくと考えています。

コスト・ 安 定 供 給という 結 果に

代表取締役社長

アの 評 価 を 行っていま す。メー

ト事業の主管工場として、インク

当社は、
キヤノンのインクジェッ

代表メッセージ

13

■所在地 福島県福島市佐倉下字二本榎２
nt
al Poi

社内研修が充実しています
南相馬市での植林活動の様子

仕事と生活が調和する
魅力ある職場環境

当社ではワークとライフのバラ

ます。

も取り組みを深めたいと考えてい

当社は「人が企業を育てる」と

成長を促し評価する
徹底した実力主義

職場環境を整えるための施策の一

入れています。社会人としての心

の考えのもと、人材育成に力を

ションにつながるとの考えから、

ンスを保つことが、高いモチベー

組んでいます。平常勤務の場合、

構えを 学ぶ 新 入 社 員 研 修に始

つとして、福利厚生の充実に取り

休日は１２５日で完全週休２日

容を学ぶ階層別研修、知識や技

まって、 役 割・ 役 職に応じた 内

種類の教育プログラムを用意

りの能力や技術レベルに応じた約

能を学ぶ専門研修など、一人ひと

制。１年に５日の連続休暇を取

日の

得できるフリーバカンス制度や、

勤続年数に応じて３日～

休暇が付与されるリフレッシュ休

のメリハリをつけることで、仕事

講料半額補助やＴＯＥＩＣの受

成長支援のため、通信研修の受

しています。また、 社 員の自 己

暇制度などもあり、「働く」
「休む」

へのモチベーション向上、私生活

験 料 全 額 補 助、 自 習 室の 設 置、

４００冊を超える社内蔵書の貸

児支援にも積極的に取り組んで

おり、育児休業は法定が１歳の

もに１００％で、男性は２０２１

分次第です。福島キヤノンの人事

成長を遂げられるかどうかは自

これらの機会を活用し、自己

出を行っています。

年度実績で 人の社員が育児休

可能。女性は取得率・復帰率と

ところ、当社では３歳まで取得が

の充実につながります。また、育

５０

１０

制度を設けています。これらの実

期間の休暇や短時間勤務などの

支援にも取り組んでおり、妊娠

業を活用しています。また、出生

心をもって切磋琢磨しながら成

け評価が得られる当社で、向上

力主義。頑張れば頑張った分だ

に応じた給与体系が取られる実

制度は年功序列ではなく、能力

長してほしいと思います。

績 が評 価され、これまでに厚 生

労働省のくるみんマーク認定を３

回受けているほか、福島県ワーク・

ライフ・バランス大賞や将来世代

応援企業賞を受賞していますが、

より良い働き方を目指し、今後
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21

ビジネスインクジェットプリンターはキーパーツの製造から組立・梱包・出荷に至るまで一貫生
産されます。業務は一人ひとりの創意工夫で常に改善を図っています
プリントヘッドの製造はチリやほこりの混入が許されないため、
クリーンルームで製造しています

■T E L 024-593-2115（内線5888）
■E-mail aww-saiyou@mail.canon
DATA

Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■技術を駆使し高精度の製品を作りたい

■新しいことを学ぶのが好き

■グローバルに活躍したい

■変化を怖れず、柔軟に対応できる

か み く ら しゅう た

システム評価第一課

上倉 周大さん

たので、 当 課に配 属されてから

入社時は基礎知識しかなかっ

▼大変なことは何ですか？

レベルの向上に取り組んでいます。

うかをチェックし、セキュリティ

アップを図って不具合がないかど

どの医 療 機 器ＯＳのバー ジョン

キヤノンで製造しているＣＴな

▼どんな仕事をしていますか？

と思いました。

自分のやりたいことを見つけたい

したが、いろいろなことに挑戦し、

やりたいのか定まっていませんで

した。当時はまだ、自分が何を

あるということに魅力を感じま

システム評価など、様々な職務が

製造だけでなく、開発や設計、

▼入社のきっかけは？

勉強して知識を深め、
様々な業務に挑戦して
信頼に応えたい

勉強しました。仕事は先輩やリー

福島市出身
県内の高校卒
入社３年目
評価はお客様の安心安
全に直結することを意

⃝

⃝

⃝

ダーに教えていただきながら覚

えるのですが、自主的に知識を

身に付けないとついていけないの

で、 時 間を 見つけて勉 強しまし

た。セキュリティリスクは日々高

まっており、それに対処するため

せん。大変ですが勉強するたび

に常に学んでいかなければなりま

に知識が深まり、知識と日頃の

業 務 がかみ合った 時は、とても
充実感を感じます。

▼仕事でうれしかったことは？

まだ経験が浅く、上長の指示

に従って行う仕事が多い中、ある

仕事を一任してもらうことができ

主体となって仕事を動かす責任

た時はうれしかったです。自分が

を感じるとともに、上長に信頼

されていると感じ、それに応える

ためにも頑張ろうと思いました。

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

当初は何もできなくて悔しい思

いをしていたのですが、先輩から

ことをして、それを少しずつ増や

「まずは小さくても自分ができる

していけばいい」と言われ、気持

分にしかできない」と言えるよう

ちが楽になりました。今後は「自

な強みをもてるよう、ＩＴや情

報についての知識をさらに深めた
いと思います。

充実の社内設備

健康支援室

社員インタビュー

識し、些細なことも妥協

せず完璧を目指します。

休日には友人とカラオケやボウリングに行ったり、ジム

で体を動かしたりしています。親友と思いっきり遊べ

ばリフレッシュして仕事にも前向きに取り組めます！

料理が 好きなので、

友人宅に行った時に

は手料理を振る舞う

こともあります。

気になるポイントをチェック！

社内の健康支援室には専属の産業医

会社の広大な敷地には、体育館・

１名と保健師２名が常勤しており、健

フィットネスルーム・シャワールーム・

康についての不安をいつでも相談する

テニスコート・グラウンド・社員食堂・

ことができます。職場と健康支援室、

売店・ATMなどがあり、誰でも気軽

人事部門が連携して社員の心身の不

調の予防・早期発見・対応に取り組

に利用できます。

んでいます。
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納涼祭は出し物や模擬店、花⽕⼤会

バランスを実現するきっかけにしてもら

などを企画し、社員やその家族、地

うため、毎週水曜・金曜をノー残業デー

域の方々など約3,000名で夏の夜を

に設定しています。また、７～９月は就

楽しみます。芋煮会は地域清掃の後

業時間前倒しを導入。始業時刻を30分、

に手作りの芋煮を味わう秋の恒例行

終業時刻を45分繰り上げ、７：45～

事。楽しみながら行う地域貢献が当

16：00勤務となります。

社の特徴です。

▼大変なことは何ですか？

装置に不具合が発生した際の

原因究明が難しく、奥が深いと

感じています。自分だけでは、な

きず、先輩にフォローしていただ

かなか真因に辿り着くことがで

きながら解決することも多いので

解きを成功させたような達成感

すが、真因を見つけた時には謎
があります。

▼仕事でうれしかったことは？

まだまだ知識不足を痛感する

ことも 多いのですが、それでも

日々の業務の中で得た経験を生

かして装置の不具合発生を減少

できた時には、自分の成長を実

感して、とてもうれしかったです。

これから装置に関する知識や技

能 を さ ら に 深 めて 経 験 を 積 み、

将来は誰からも頼られるオペレー

ターになりたいと思っています。

夕方時間を有効活用し、ワーク・ライフ・

▼入社のきっかけは？

会社見学をした際に、身近に
あるインクジェットプリンターの
インクタンクはこのように作られ
るんだと驚き、興味が湧きまし
た。仕事中に声を掛け合っている
職場の明るい雰囲気や楽しそう
生も素晴らしいと思い、入社を決

な行事の数々、充実した福利厚
意しました。
▼どんな仕事をしていますか？

インクタンクの組立からインク
注入、梱包まで行う自動機ライン
品の目視確認を行うことで品質

日々得た経験を生かし
失敗も糧にして
成長につなげています

地域貢献型イベント

ワーク・ライフ・バランスの取組

のオペレーターをしています。製

日々の業務に生かせる
福島市出身
県内の高校卒
入社３年目

保証の仕事も担っています。製品
が完成するまでは多くの工程が
ありますが、
「次工程はお客様」
と思い、常に最高品質のものを次
り組んでいます。

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

「何事も自分で考えてやってみ

ることが大事だよ。もし失敗し

ラスになって自 分の成 長につな

ても、考えて行動した経験がプ

がっていくからね」
。この言葉を

聞いてから、失敗を恐れるのでは

なく、そのプロセスを大切にしよ

うと思うようになりました。
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⃝

歩さん
よしかわ

吉川

⃝
⃝

あゆみ

インクカートリッジ製造第二課

工程に渡せるように意識して取

社員インタビュー

ように、社内検定合格
を 目 指 して 勉 強 を 頑
張っています。

キャンプが好きで、家族とよく一緒に行っています。大
自然の中で深呼吸をすると、気分がスッキリしてリラッ
クスできます。

趣味はカフェ巡り。
オリジナルメニュー

や雰 囲 気を 楽しん

でいます。

■代

表 代表取締役 池本 篤
■資 本 金 1,500万円

■従業員数 47人（2021年10月現在）

代表取締役

篤さん

生産・販売などを、国内はもち

買取りから、リサイクルパーツの

クル業者として、廃車の引取り

私たちは、総合自動車リサイ

境もあります。それが会社の強

て、新しいチャレンジができる環

やってみよう」という社風があっ

いています。会社には「とにかく

た。その時のお付き合いが今も続

一掃したかったので、
会社のイメー

「汚い」というイメージを私たちは

本当に良かったと思える素晴らし

信頼に応える、この会社で働いて

間を大切にし、経営者も社員の

「和の精神」です。一緒に働く仲

も う一つ大 切にしているのは

デザインしました。今はＳＤＧｓ

年度の福島県

い企業でありたいと考えています。

私たちは平成

で、男性の育児休業取得者もい

性の育児休業取得率は１００%

ワーク・ライフ・バランス男女共

当社が買い取った車のリサイク

ます。またクラブ活動や部署内

同参画大賞を受賞しました。女

地球を守っている、そんな意義を

古パーツ販 売 店を 訪ね、お客 様

海外に行って、飛び込みで車の中

ありませんでしたが、思い切って

私は創業の頃に、何の当ても

んか。

と、私たちと一緒に働いてみませ

り組んでいます。そんな環境のも

もに働きやすい環 境づくりに取

得強化月間の導入等、男女がと

食事会の開催、年次有給休暇取

と知り合い、取引を開始しまし

見出して仕事をしています。

ル率はほぼ１００％。私たちが

最先端の役割を担う仕事に誇り

になりましたので、社員にはその

で持続可能な開発を目指す社会

ジカラーや社屋、社用車などを

廃車という言葉から連想される

ろん世界各国で多角的に事業展

池本

みにもなっています。

私たちが地球を守る、
仲間とともに
そんな思いで働きたい
開しています。

代表メッセージ

を持ってほしかったのです。

２９

ナプロアース

立 1996年１月

株式会社
■設

自動車リサイクル業
仕事と育児の
女性の育児休業取得率100%
両立支援

平成29年度 福島県ワーク・ライフ・バランス大賞（男女共同参画大賞）

す！
で
業
ル
ク
リサイ
車
動
自
合
る、総
す
献
貢
に
地 球 環境
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販売する中古パーツは点検した上で、商品化されます
棚に並ぶ中古パーツの商品

廃車から中古パーツをリサイクル

金になり、リサイクルされること

クルを実現。どんな廃車でもお

をもっと多くの方々に知ってほし

いと、ＴＶコマーシャルも含めさ

販売できない素材も再資源化

当社の業務の一つ、リサイクル

まざまな広報活動をしています。

時期がありましたが、当社では

車の不法投棄が問題になった

すべての業務を通して
地球環境を守る

部門では、車の買取、解体、部材・

部品の分別、リサイクルパーツの

取り出しを行います。もう一つは

車の中古パーツとタイヤの販売を

当社はＣＭ等で「ワクワクくる

車の処理にあたってはすべて適切

行うショップも展開しています。

使っていますが、車が廃車された

に実施しており、自動車リサイク

くるリサイクル」という 表 現を

後のことを知らない方も多いと思

ル法にのっとって運営。地球環境

つまりオゾン層破壊の要因になっ

に十分な配慮がなされています。

まず、買い取った車からフロン

ているフロンガス類、爆発の恐れ

いますので、当社の仕事の流れを

ガス、 液 体、 油 類を 抜いて前 処

処理されているということです。

のあるエアバッグ類もしっかりと

ご説明します。

理します。次に使えるパーツを取

もちろん、作業にあたっては十分

り外して洗浄し、再利用できる

かどうか検品とテストをした後

オーナーから愛され、その役

な安全が確保されています。

を倉庫に保管しコンピュータで管

に包装して商品化します。これ

いるのです。そこにやりがいや面

正にリサイクルされ、活かされて

目を終えた車が、このように適

商品化されたパーツは中古品

白さがあります。

理しています。

として国内で売れるものは販売

この仕事の面白さは、たとえ

し、海外からの注文があれば輸

出します。パーツとして販売でき

ば生産部なら車の奥深さにふれ

上げた時など、 部 門によって魅

ること。営業なら大きな売上を

力が違ってきますが、 共 通した

ダーにかけた後、専門業者に販

売します。その後、鉄やアルミニ

魅 力は、すべての業 務が地 球 環

ない鉄などはプレスし、シュレッ

ざまな製品に再利用されます。

いうことでしょう。

境を守ることに貢献している、と

ウムとして再資源化され、さま

このような業務の流れで、買い

取った車はほぼ１００％のリサイ

18

車から配線を引出し、資源としてリサイクルします
取り出したパーツの状態をチェックし、一つひとつにカルテを作成
します

■所在地 福島県伊達市梁川町
やながわ工業団地63-１
■T E L 024-573-8091

DATA
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■人と違うことがしたいチャレンジャー

■リサイクルや環境に関心がある人

■周りの仲間を大切にできる人

■地域の役に立ちたいと思っている人

たが、会社見学をした時に、１

終的にどうなるか、ということ

ぱい走っていますが、その車が最

ちました。社会の中では車がいっ

「すごいな ！ 」と思って興味を持

と仕分けられていく流れを見て、

あさ の

は そ れ ま で 考 え た こ と が な く、
衝撃を受けました。
▼どんな仕事をしていますか？

商品の輸出がメインです。海外
き、商品を直接見て品質確認を

のバイヤーの方などに来社して頂
して頂いて、価格面の交渉をする
仕事を任されています。好条件
で取引が成立したり、品質の良
い商品を送り出した時は、大き

県内の高校卒
入社６年目
廃車される車には一台

海外貿易係

台の車がいくつものパーツに整然

浅野 祐雅さん
⃝

⃝

⃝

ゆう が

貿易生産課

地元の商業高校に通っていまし

▼入社のきっかけは？

「会社の顔」として、
お客様に誠実に対応
しています。

な達成感を感じます。

清掃活動をしています。会社の業務を

長が欠かせません。未来のナプロアー

通して環境の改善に貢献することに加

スをみんなで創造するために、社員

え、業務外でできる活動も全員で実

が一堂に集い、いまの課題について

う意識を自分たちの最も身近な所から

施し、地球環境をきれいにする、とい

話し合ったり、時には講演を開催して

学び合います。学びから新たな発想

高めています。

が生まれてきます。

▼仕事で大変なこと、心がけて

いることは？

商用の外国語とあわせて、身

振り手振りで意思疎通を図って

います。もちろん交渉には様々な

掛け引きがあり、厳しい場面も

代表しているんだ」という気持ち

ありますが、いつも「自分が社を

を大切にして取引しています。緊

張感を持ちながら、常にお客様

に対して誠実に対応し、ご要望

にはできる限りお応えしていきた
いです。

▼先 輩 か ら ど の よ う な 指 導 を

受けましたか？

先輩も含め、入社する時点で

車の解体のことを知っている人は

誰もいません。先輩方が全員「分

からなかった時の気持ち」を経験

していて、優しく指導してくれた

おかげで、今の自分がいます。

▼会社の魅力を教えて下さい

私たちの工場から生まれる商

品は、同じものは一つもありませ

た処理で商品を社会に送り出し

ん。また徹底的に環境に配慮し

ているので、未来に向けて、より

よい環境をともに築いていく喜び

を感じることができます。好奇

心やチャレンジ精神を持って人と

違った仕事がしたい、という方に

は向いていると思います。

会社の成長には社員一人ひとりの成

定期的に、周辺地域の全域にわたる

社内勉強会

地域清掃

社員インタビュー

一台カルテを作成。商

品化やリサイクルに回
す分析もします

必要なパーツをとり外してプレスされたボディがさらに

リサイクルされる。すごいなぁと感じます

当社の未来予想図。

浅野さんも、仲間と

一緒に大きな夢を見

ています

気になるポイントをチェック！
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▼入社のきっかけは？

会社がさまざまなボランティア
をしていて、地域の清掃活動や近
隣の小学校にクリスマスプレゼン

⃝

るのは大変です。ただミスを気に

しすぎて作業が遅くなると間に

合わなくなるので、作業の丁寧さ

とスピードのバランスに気をつけ

だと、ひいては仕事も円滑に進む

ています。また人間関係が良好

ので、社内の各部署や運送会社

会 話をしたりしてコミュニケー

の方も含め、日頃から何気ない

ションをとっています。仕事は全

部の部署がつながって成り立って

いるので、その点は大切にしてい

ます。今はまだ周りに頼る立場

にいますが、新しい方が入社した

時には「頼られる立場」になれる

よう成長していきたいです。

▼先 輩 か ら ど ん な サ ポ ー ト が

ありますか？

会社は他部署でも助け合う雰

囲気があって、一人では手に負え

ない量の発送作業が入った時は、

周りの先輩が自然と手伝ってく

れる環境があります。こちらか

もらえる、そんな雰囲気がうれ

らお願いをする前にサポートして
しいです。

ます。

るところに魅力を感じて入社を

⃝

社内イベント

中学生の職場体験

トをしたりと、地元に根付いてい

⃝

決めました。
▼どんな仕事をしていますか？

商品の梱包と発送です。まず
注 文が入ってから、 棚から 商 品
を 取り 出します。バーコードと
照合して商品を確認し、梱包し
て間違いのないように発送してい
部署なので、緊張感を持って作業

ます。売上に直結する最終的な

ら

しています。

お互いに助け合う職場
環境の中、責任ある仕
事に取り組んでいます

解してもらう大変良い機会となってい

大変好評を頂いています。

▼仕事で大変なこと、心がけて

斎藤 天空さん
そ

いることは？
運送の都合もあるので、一日分

国内生産係
さいとう

貿易生産課

▼会社の魅力を教えて下さい

人間関係がとても良い会社で

環境にあります。業界の専門的

す。分からないことを聞きやすい

な知識がなくても、入社後に先輩

に学べばやっていけると思います。
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の発送作業を時間内に終わらせ

社員インタビュー

県外の大学卒
入社２年目

います。すべての部門がつ

仕事は社員一丸でやって

する責任を感じています

ながって、最終的に発送

違う部署の職場の先輩も作業を手伝ってくれることが
あります。みんなで仲良く助け合っています

自分の 仕事を完 璧

に行いながら手伝っ

てくれる 先 輩 方 は

かっこ良いです

地元の中学生を「職場体験生」として

社員の家族も招いての「リサイクルま

受け入れ、会社の仕事を理解して頂

つり」
。重機を使った車の解体ショー

き、安全に十分に配慮しながら作業

も開催し、子供たちはその迫力に驚き

体験できる機会を設けています。これ

ながらもしっかりと見守ります。お父

まで多くの生徒に体験していただき、

さん・お母さんのふだんの仕事を理

■代

表 理事長 三瓶 英才
■従業員数 482人

しれませんが、
「福祉」は地域と、

とつとして同じものはありません。

お客様へのサービスは、どれひ

慣れた地域で安心しながら、そ

介 護 が必 要になっても、 住み

の方らしい生活を営めるようにす

も密接に関わっています。私たち

が行っている福祉サービスは大き

るためには、どうすれば一人ひと

りが笑顔になれるか、職員みん

と障がい者支援サービスの２つで

す。事業所は会津と郡山エリア

なの力を借りて考えていきます。

設立は２０００年で、今年で

２２

がい児保育、放課後等デイサービ

です。生活支援、就労支援、障

スなど様々な事業活動を通して、

役割を持って、いきいきと活躍で

言葉は「とりあえず、やってみん

きる社会をつくるために私たち

地 域の中で、 誰もが生きがいや

よいと思うことなら何だって挑戦

に何ができるかを考えていきます。

の人たち、施設や仲間のために、

と自由な想いが心愛会には根付

心愛会では、利用者と職員と

く、アットホームな 関 係 が自 然

いうビジネスライクな関係ではな

とできあがっているところが最大

高齢者介護サービスの中には、

デイサービスセンター、グループ

の特徴といえます。

りますが、その地域に必要とさ

ホームなど様々な事業形態があ

特別養護老人ホーム、訪問介護、

いています。

してみようという、大らかな精神

べ！」
。お 客 様（ 利 用 者 ）
、地域

周年を迎えます。私たちの合

障がい者支援サービスも同様

が中心で全部で カ所あります。

く分けて、高齢者介護サービス

そこに暮らす人たち、皆さんと

れるものに応えるかたちで、施設

三瓶 英才さん

「福祉」というと、どこか遠い

理事長

を拡充してきました。

やってみんべ！が
私たちの合言葉。
笑顔あふれる地域に

世界の話、と思う方もいるかも

代表メッセージ

２2

心愛会
立 2000年

社会福祉法人
■設

福祉サービス業
事業所数が多く、
多彩な働き方が可能
柔軟な働き方

令和２年度 福島県ワーク・ライフ・バランス大賞（先進的取組大賞）

です！
事
仕
む
顔を育
笑
・
せ
の幸
ん
さ
く
た
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障がい者サービス事業所「コパン」の利用者の皆さん
腰に負担をかけない介護を推進

キャリアの意向を確認するの

は ２ 年 ご と です。 高 齢 者 介 護、

も指折りの事業所数の多さです。

心愛会の強みの一つは、県内で

談職に進む道もあります。また、

談員やケアマネジャーといった相

ルを目指す道もありますし、相

障がい者支援のプロフェッショナ

その時のライフスタイルに合わせ

様々な経 験を積むことで、チー

キャリアアップに合わせて
なりたい自分を目指せる

た働き方を選択することができ

者といった組織を動かす仕事、人

事・会計・経営企画などの法人

ムリーダー、サービス提供責任

運営に関わるような仕事の道も

宅の近くにある事業所に転勤し

たい」
「 子 ども が生まれたので、

開かれています。

ます。たとえば、
「結婚を機に自

夜勤のない日勤帯の事業所で仕

福祉の仕事に向いている人は、

お 客 様、地 域、働 く 仲 間
の幸せを目指して

事がしたい」といった要望をうか

がいながら、転勤先や勤務時間

などを細かく調整しています。ま

た、高齢者介護サービスと障が

業を 展 開しているため、 希 望が

たとえば高齢者の介護を、
「お風

「人と話すことが好きな人」です。

い者支援サービスという幅広い事

あれば、 異なる 分 野へ異 動する

呂に入れる
“作業”
」
「排泄のおむ

ことも可能です。

人材育成では、一人ひとりの思

まうとおそらく長続きしません。

つを交換する
“作業”
」と捉えてし

高齢者ではなく、介護を必要と

して、将来はこんなふうになりた

い」というキャリアマップを大切

りながら仕事をするから、
“楽し

する相手がいて、その人とつなが

い描く「自分はこういう働き方を

にしています。 入 職 後は、 同じ

い”
と思えるようになります。

仕事をずっと続けていくわけでは

なく、専門職として様々な経験

方を学んでいきます。入職２ ～

客様との関わり方、仕事の進め

の土台となる考え方や技術、お

新人職員は先輩たちから支援

のか、 きっと 体 感できることで

思うということがどういうことな

の幸せ、働く仲間たちの幸せを

めします。お客様の幸せ、地域

は施設見学をすることをおすす

私たちの仕事に興味がある方

３年目は、これまでの経験を活

しょう。

をしていきます。

かして、後輩職員の指導やサポー
トを行います。
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■T E L 024-941-1182
■E-mail recruit@sin-ai.com

DATA

■所在地 福島県郡山市
緑ヶ丘東六丁目26番地２
Appe

Webサイト

仲良しのお客様と一緒に。介護支援は、ケアマネジャー、看護職員、 介護職員のミーティングのひとコマ。
「今日は天気が良いから、
お客様と一緒に散歩に行こうか！」
管理栄養士、送迎員などの力を借りて「チーム」で行います
「賛成 !!」

＼こんな人を待っています！／

■日常的に人と話すことが好きな人

■自分の暮らす地域に興味・愛着がある人

■相手のちょっとした変化に気づくことが

できる人

障がい福祉サービス事業所 コパン

入職前に一度こちらでアルバイト
をさせていただき、 職 員の利 用
者さんに対する気遣いや指導の
仕方、職場の雰囲気にふれるこ
気があふれる「コパン」に入職を

とができ、陽だまりのような空
決めました。
▼どんな仕事をしていますか？

「コパン」では障がい者がパンを

会津美里町出身
県外の大学卒
入職１年目
ニューを 一 緒に確 認。

今日販売するパンのメ

⃝

⃝

愛さん

あい

め ぐろ

目黒

サービス事業所「コパン」です。

つけたのが、心愛会の障がい福祉

事業所を探しました。そこで見

考え、自宅から通勤できる福祉

た。卒業後は地元で働きたいと

自分に向いているかもと感じまし

があり、障がい者支援の仕事は

就労継続支援Ｂ型事業所の実習

大学３年生の時に、障がい者

▼入職のきっかけは？

利用者さんが働くことの
喜びを感じられるような
支援をしています

作り、店内や町なかで販売を行っ

⃝

ています。私は利用者さんが働

くことの喜びを感じることがで

き、主体的に仕事ができるよう

にサポートをしています。

▼大変なことは何ですか？

利用者さん一人ひとりの仕事の

サポートを 行いな がら、お 店の

経営面も覚えなければいけませ

す。また「コパン」では、季節ご

んので、 今はその両立 が大 変で

とに新商品を開発・販売するの

んに喜んでもらえるか、 毎 回 試

ですが、どうすれば地域の皆さ
行錯誤を重ねています。

▼仕事でうれしかったことは？

ある日、お店で働く利用者さ

んの一人から「私も目黒さんみた

ことです。 入 職したばかりで仕

いな職員になりたい」と言われた

事が完璧にこなせているわけでは
うれしかったですね。

ないのですが、その言葉は本当に

▼先 輩 か ら ど の よ う な こ と を

学んでいますか？

先輩からは、利用者さんとの

日頃の関わり方について学んでい

弱点ではなく、
本人の強み（個性）

ます。利用者さんの持つ障がいを

と考える視点は、とても勉強に

なります。私も早く先輩のよう
になりたい！

エルダーによるサポート

資格取得支援

職員インタビュー

フィンが焼き上がるね♪

もうすぐイチジクのマ

休日はカフェ巡りをしています。会津には素敵なカフェ

がいっぱいあってうれしいです。
「コパン」のお店づく

りの参考になるかも！

「コパン」で販売中

のパン。どれも地域

の皆さんから愛され

ているものばかり

気になるポイントをチェック！

福祉系の学校を卒業していなくても、

新入職員一人に、
先輩職員（エルダー）

働きながら国家資格をめざす方の補

がついてマンツーマンで指導。業務手

助やサポート、スキルアップ支援など

順や技術・知識の習得のサポートはも

を実施。入職後に法人で実施する介

ちろん、社会人としてのマナーやルー

護職員初任者研修をテキスト代のみで

受講が可能で、介護福祉士やケアマネ

ル、疑問や、悩みごとにも相談に乗り、

無理なく仕事や職場環境に慣れていけ

ジャーの研修補助なども行っています。

るようにサポートを行っています。
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▼入職のきっかけは？

はじめから福祉に関心があっ
たわけではなく、 親 戚の勧めも
あって、介護職員基礎研修（現・
実務者研修）の資格を取得しま
した。資格を取ってはみたものの、
自分にやっていくことができるの
た。ある日、求人で「ハーモニー」

かと 悩んでいた時 期もありまし
という名を見つけ、実は音楽が
好きでバンドをやっていたのです
が、この名 前ならきっと 自 分に
合うのではと思い、面接を受けに
行きました。いま思うと安直な

ありがとうの言葉が
響き合う職場。この
仕事を選んで良かった！

場ですので、責任とやりがいがあ

たわら、後輩の指導をする立ち

ります。上司や同僚と何でも話

せる風通しの良さも魅力です！

▼大変なことは何ですか？

大変とは特に感じていないので

すが、もう少し職員がいたらいい

のにな、と感じるときがありま

す。日常の介護支援は当たり前

も、生活がもっと楽しくなるよう

にできるのですが、衣食住以外に

なイベントや行事などをもっとし

てあげたいときがあって、その時

だけ人材不足を感じます。

▼仕事でうれしかったことは？

少しベタですが、介護支援をし

てお客様から「ありがとう」の言

葉をいただいたときです。介護の

仕事をやっていく上で一番大事に

したいのは「笑顔」ですから、お

育児支援

風通しの良い職場づくり

理 由 でし た が、 その 名 の 通 り、

楽しいときは一緒に笑い
田村市出身
県内の高校卒
入職８年目

職場は笑顔のハーモニーであふれ
ていました！

名の

▼どんな仕事をしていますか？

特別養護老人ホームで
を務めています。介護支援するか

客様に喜んでいただけるのが何よ
りうれしいです。

▼先 輩 か ら ど の よ う な こ と を

学んでいますか？

新人の頃、自分の不手際で落

ち込んでいたことがあったのです

が、先輩から「介護は経験だから。

訳ない」と言葉をかけていただき

くよくよしていたらお客様に申し

ました。今でも大事にしている言
葉です。
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⃝

聡さん

⃝
⃝

さとし

特別養護老人ホーム
ハーモニーみどりヶ丘

さいとう

齊藤

１０

お客様が暮らすユニットリーダー

職員インタビュー

なってもらえるか、いろ

合う。どうすれば笑顔に
いろ考えるのが楽しい！

以前、バンドでギターを弾いていました。少し照れく

さいのですが、職場のイベントでお客様に披露するこ
ともありますよ。

介 護 の 仕事を通し

て社会人としても大

きく成長できます

職員のチャレンジを応援し合う風土が

自身のプライベートも大切にしながら

あります。法人内で、介護技術を競う

働ける職場づくりを推進しています。

コンクールをはじめ、新年会や社内イ

育児休業希望者の取得率は100％、

ベントなどを年間を通じて開催。また、

復帰率も100％です。他にも、優先

キャリアコンサルタントが法人内にお

的に有休を取得できるアニバーサリー

り、仕事やプライベートの悩みや相談

休暇（自分だけではなく、家族の記

をいつでも受け付けています。

念日などでもOK）などもあります。

■代

表 有東 哲郎

東北村田製作所

立 2017年

株式会社
■設

■従業員数 約1,300人

製造業
プライベートの充実をサポート
福利厚生の
充実

す
ま
れ
わ
携
造に
製
・
発
開
の
電池」
「
た
し
着
生活に密

池の開発から設計、製造までを

電システムなどに使われている電

当社は電動工具やバイク、蓄

心や新しいものを作り出すことを

ていける人、新しいことへの探究

には一緒に自社の価値を生み出し

きたいと考えています。そのため

いにできるよう生まれ変わってい

福島県は震災や原発事故とい

行っている会社です。電池業界は

て、他社製品との差別化を図って

う経験を乗り越えて、その経験

非常に競争が激しい世界のため、

いこうと考えています。中でも当

ますし、福島県にはそうした経

はとても大きな強みだと感じてい

験を会社の事業継続に活かして

をプラスに変えてきました。それ

具などの商品に重点をしぼって、

くれる人材がたくさんいると思っ

社の主力製品である、リチウムイ

改めて会社の基礎づくりをしてい

昨年から転勤で福島にやって来ま

てい ま す。 私 は 県 外 出 身 者 で、

した。自身にとっても福島はチャ

す。しかし、こ うした 経 営 陣の

考えだけでは会 社は発 展してい

レンジの地だと思っています。だ

からこそ、さまざまなチャレンジ

目 標を同じくして、 共に苦 難を

乗り越えながら、その先にある

を社員の皆さんと一緒に楽しんで

などに単に取り組むだけでなく、

また、環境やＳＤＧｓ、ＥＳＧ

ちしています！

たい方、東北村田製作所でお待

楽しいことにチャレンジをしてみ

いきたい、私と一緒に新しいこと、

それに付加価値をつけて、なりわ

す。

達成感を味わえたらと思っていま

きませんので、 社 員の皆さんと

こうと方針を固めているところで

オン二次電池が使われる電動工

楽しんでもらえる人とぜひ一緒に

有東 哲郎さん

仕事がしたいと思っています。

代表

私たちは
“村田らしさ”
を大切に、

苦難を乗り越えた先
にある達成感を共に
味わいましょう！

安全性と品質の良さをより深め

代表メッセージ
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村田製作所の社是
東北村田製作所の主力製品であるリチウムイオン二次電池

を世界で初めて行った会社です。

リチウムイオン二次電池の実用化

業のソニー・エバレディという、

当社の前身は、１９７６年創

世界で初めてリチウム
イオン二次電池を実用化

らないことも先輩や上司が優し

社内の雰囲気も大変良く、分か

に 活 躍でき る 環 境 が あ り ま す。

にもあるため、海外でグローバル

工場のほか、中国とシンガポール

生産拠点は郡山事業所と本宮

り精神が高品質な製品を生む

月に誕生しました。村田製作所

東北村田製作所が２０１７年９

整っており、仕事もプライベート

な どの 福 利 厚 生 や 休 暇 制 度 も

く指導してくれます。家賃補助

高い技術力と誠実なものづく

業 が 村 田 製 作 所に 引 き 継 がれ、

その後、ソニーグループの電池事

は、関西を中心に事業展開をし

を大事にしており、従業員全員

また、創業以来当社では社是

も充実させることができます。

であ り、 その一員 として誇 り を

が 部 署 ごとに１ 日 １ 回 唱 和を

ている売上高１兆円超えの企業

持って働けることは当 社の大き

行っています。これは、社是を胸

な魅力だと考えています。

当社では円筒形の缶タイプとラ

う思いや、経営陣ら含め皆が同

に留めて業務に励んでほしいとい

じ指針のもとで働く大切さをモッ

ミネートタイプのリチウムイオン

イクロ電池といわれるボタン電池

当社では、
ＣＳ（顧客満足度を
“価

トーにしているためです。さらに

二次電池を主力製品として、マ

等の製造も行っています。こうし

値の創造と提供”
と定義）と、Ｅ

や電気を貯め込む蓄電システム

た製品は、電源のバックアップユ

成長”
と定義）にも力を入れてい

Ｓ（従業員満足度を
“やりがいと

ます。お客様に価値を提供し喜

ニットや電動自転車、バイク、ヘ

に欠かせないあらゆる商品に幅

んでもらうことで従業員はやりが

ルスケア用品など、私たちの生活

広く使 用されています。 仕 事を

超える高い価値をお客様に届け

られるよう努めています。こうし

いを 感じて成 長し、常に従 来を

た積み重ねによって、高い技術力

通して自分が製造に携わった商

われているということにやりがい

を保持・継承し、高品質なもの

品が国内のみならず全世界で使

実感できると思います。

や、 社 会に貢 献していることを

づくりにつなげています。
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東北村田製作所の技術力がひと目で分かる郡山事業所のロビー。製品のほとんどが商品の内
部に埋め込まれているため、東北村田の製品を目にする機会は少ない
ガラス張りの食堂へと続く開放的な階段。社員同士の会話も弾む

■T E L 024-958-3811
■E-mail tmm-recruit@murata.com

DATA

■所在地 福島県郡山市日和田町高倉
字下杉下１-１
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■地元に貢献したい人

■目標を成し遂げる達成感を一緒に味わえる人

■チャレンジ精神があり、会社の価値を一緒に

育ててくれる人

設計部セル設計２課

保科 洋輔さん

ほ しな ようすけ

いことを覚えていくことが今はと

く違うことをしているので、新し

設 計と 言っても、 今までとは全

要な部品の設計を行っています。

ですが、容量を上げるために必

％くらいの容量を上げているの

をしています。 電 池は年 間５～

電池の中に使われる部品の設計

したが、異動があり、昨年から

今までは電池の設計をしていま

▼どんな仕事をしていますか？

社を決めました。

池」という答えにたどりつき、入

のづくりに携わりたいと考え、「電

した。一生をかけて付き合えるも

にある会社で就職先を探していま

山形県出身なので、東北地方

▼入社のきっかけは？

幅広く知識を身に付けて
誰にでも頼られる
技術者になりたい

ても楽しいです。

山形県山形市出身
県外の大学院卒
入社８年目
１つの目標に向かって、み

んなで同じ方向を向いて

⃝

⃝

⃝

▼大変なことは何ですか？

数年前、新しい電池を立ち上

げるという、会社としても一大プ

ロジェクトの設計担当に抜てきさ

れました。前例がないことなので

普段の業務ではやらないこともや

らなければならなかったり、今ま

でとは比較にならないほど多くの

人が関わるため、その調整だった

大変でした。しかし今となっては

りと、とにかく業務負担が多く

貴重な経験をさせてもらったと
感じています。

▼仕事でうれしかったことは？

自分が設計した電池が使われ

た携帯電話を母親に買ってあげ

たことがありました。母親もと

ても喜んでくれて、いまだに使っ
なります。

てくれているのを見るとうれしく

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

・ ・

“一人称で語る”
ということです。

「私たちがやりますという保険を

かけるような言い方をするのは

かっこ悪い。それなら『私がやり

ます』と言った方がかっこいい大

人になれるよ」というアドバイス

をいただき、実践するようにして
います。

健康づくりに必要なものなど、さまざ

なのも魅力です。

カフェテリアプランは、年に１度、１

豊富なメニューの中から、栄養バラン

カフェテリアプランがある

メニューが豊富な食堂

社員インタビュー

10

やりがいになっています

業務を進めていくことが

郡山市に引っ越してきてすぐ、中学から続けているテ

ニスのクラブチーム探しをしました。休日には必ずテ

ニスをして汗を流しています。

娘が大きくなったら、

家族みんなでテニス

をすることがひそか

な夢です♪

気になるポイントをチェック！

スが整ったランチを食べることができ

人につき10,000ポイントが支給され、

ます。安価な料金設定で食べたいも

プライベートを充実させるために１ポ

のを自由に選ぶことができるほか、電

イント＝１円として使える福利厚生制

子マネーで支払いができるなど、手軽

度です。トレーニングウエアといった

まな用途に使うことができます。
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before
レトロな感じに加工

した写真の before、

▼入社のきっかけは？

親が電気関係の会社で働いてい
たので、将来は同じような仕事
をしたいと思い、工業高校に進学
て学ぶ機会があり、そこで電池

しました。授業の中で電池につい
産業に興味をもつように。会社
見学の際に、充実した設備を見
て、さらに入 社したい気 持ちが
高まりました。
▼どんな仕事をしていますか？

電池を作る中で、電池素子を
巻き取るという工程があるので
改善改良を行っています。例えば

海外勤務が決まった社員に対して、ス

ソフトボールやサッカー、バドミント

タディサプリという英語学習アプリの

ンなど、数種のサークルがあり、定期

受講料の補助を行っています。スマー

的に活動を行っています。他部署との

トフォンやタブレット端末を使い、手

交流の場や、リフレッシュ、運動不足

軽に英語学習講座が受講でき、海外

の解消にもつながっています。

▼大変なことは何ですか？

設 備 改 善の 図 面 を 描いても、

１回でうまくいくことはないため、

毎回がトライアルアンドエラーの

繰り 返しです。はじめからやり

直すのは大変ですが、失敗が自

身の知 識になり、 自 分のために
りがいになっています。

なっていると思うとそれもまたや

▼仕事でうれしかったことは？

設備の改善で図面を描いて治

具を実際に作り、それを設備に

取り付けたときに生産効率が上

がったということがありました。

１日単位では変わらなくても、長

い目で見て計算してみると効率が

上 がっており、 実 績として結 果

が出たときは、会社に貢献して

いることを実感できてとてもうれ
しかったです。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

「失敗を恐れるな」という言葉

が一番印象に残っています。その

おかげでトライアルアンドエラー

を積極的にできるようになりま

勤務へのサポートを行っています。

すが、その機械のメンテナンスや

電池にはさまざまな種
いわき市出身
県内の高校卒
入社３年目

新しく取り付ける部品を、より

優しい上司や先輩、きれいな
職場など働きやすい
環境が整っています

サークル活動が盛ん

英語が手軽に学習できる

早く効率的に取り付けられるよ
うな治具を作ったり、生産効率
を上げるようにするための機械

⃝
⃝

の図面を描いたり、設備の改善

長谷川 恵汰さん

⃝

した。 電 池に興 味があって入 社

しましたが、 知らないことが圧

倒 的に多いので、 入 社 時よりも

今の方がもっと知りたいという気
持ちが増しました。
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せ がわ けい た

第２製造部生産技術課
は

をメインに担当しています。

社員インタビュー

思います。いろんな電池

類があるので奥深いと

に携わっていきたいです。

PC を触っていて、ゲームをしたり、最近は画像編集ソフ

休日は家でゆっくりしていることが多いです。家では常に
トで写真を自分で加工したりするのを楽しんでいます

after

画 像 編 集ソフトで

after！

■代

表 代表取締役 山﨑 一男
■資 本 金 3,000万円
■従業員数 163人

をはじめスマートフォン、台所用

洋食器（ナイフ・スプーン等）

を選び出します。そういう意味

組み合わせの中から最適な材料

表面の粗さは測定機器で確認

お客様に「美しい」と思っていた

モノがいたるところにあります。

だけることが、私たちの目指す

データ化することはできません。

的につくられたものだということ

真のゴールです。ですから、
開発・

できますが、 磨かれた美しさは

を知っていましたか。塗装した後

製 造の現 場では、ユーザーの声

実はこれらは素材の持ち味では

るような美しさをつくり上げてい

正 ）年で、 周年を迎えます。

光 陽 社 は、 創 業 1926（ 大

つとなります。

を聞くことも大切な仕事のひと

製造・販売している会社です。

を 対 象に、 研 磨 材 料 等を 開 発・

磨の世界では、装飾的に光らせ

聞こえるかもしれませんが、研

もしれませんが、
「きれいだな 」

ます。少し大袈裟に聞こえるか

はなく、海外にも広く知られてい

私たちは長年、この業界一筋で専

たいのか、滑りをよくするために

と思うものには、私たちのつくっ

念してきましたので、当社のロゴ

機能的に光らせたい（磨きたい）

もしれません。

た「研磨材料」が使われているか

「輝き」とは、ものづくりにお

のかなど、お客様が求める条件

マーク「ＫＯＹＯ」は国内だけで

を一つひとつお聞きし、あらゆる

す。 表 面を 磨くというと 簡 単に

９6

光陽社は光らせたいものすべて

るのです。

に「研磨材料」を使って、顔が映

なく、
「研磨材料」によって人工

があると言えるでしょう。

山﨑 一男さん

では、商品の数だけ「研磨材料」

代表取締役

品など、私たちの身のまわりに

数値で測れない
輝きをつくる仕事。
それが研磨の世界！

は、鏡のように磨き上げられた

代表メッセージ

いては仕 上げの段 階にあたりま

１５

光陽社

立 1926年

株式会社
■設

製造業
休暇取得促進 有休を最大120日まで積み立て可能

ユースエール認定

ロ集団
プ
る
え
に応
ズ
ー
ニ
研磨
あらゆる
研磨布の製造機
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nt
al Poi

綿布を金具に一つひとつ取り付けます
出荷前の製品チェック

長年の知識と技術の集積で
あらゆるニーズに応える

光陽社の製品は、大きく分ける

業用製品には、艶出し用研磨剤、

と工業用と家庭用になります。工

自動車用コンパウンド、研磨ベルト、

ピが今になって売れるということ

もあります。知識や技術の集積

こそが光陽社の品質、すなわち

強みです。

地域を輝かせるような
研磨材を求めて

研磨材料の総合メーカーとして、

時代の要求する製品・システム・技

庭用製品には、ポリマール（研磨

研磨ディスクなどがあります。家

艶出し布）
、爪磨き、クリーニング

よりも強くなることを目指してい

術・サービスを提供していくために、

ます。その実現のために「社員一人

光陽社では会社が大きくなること

研磨材料の開発は、新しく製

ひとり」がキャリアに関係なく、意

クロスなどがあり、
製品のバリエー

品をつくり出せば売れるというも

見やアイデアを自由に出し合える

ションは年々増え続けています。

タン合金が初めて世の中に出た頃、

のではありません。たとえば、チ

現場主導型の環境が整っています。

ることができる休暇制度など福利

私たちもチタン合金用の研磨材

厚生も充実しています。これらの

有休を最大１２０日まで積み立て

りませんでした。そもそもチタン

取り組みが評価され、２０１６年

また、社員を守る共済会をはじめ、

合金が何に適しているか、業界的

料を試験的に作ってみましたが、

にまだ分かっていなかったからで

度には厚生労働省のユースエール

お客様の手応えはあまりよくあ

す。しかし今では、強度と加工性

企業に認定されました。

臓のペースメー カ ーや 人工 骨 と

がおすすめ。緻密で、かつスケー

実際に知りたい方は、工場見学

ＫＯＹＯ製品のものづくりを

を兼ね添えたチタン合金は、航空

いったものに使われ、私たちの生

とができるはずです。

ルの大きい研磨の世界を知るこ

機やロケットの素材をはじめ、心

活になくてはならないものになっ

取引先のお客様の声、ユーザー

ています。ようやく研磨材料の使

い道が出てきたというわけです。

地域を輝かせるような
“ものづく

の声、社員の声を反映しながら、

り”
を進めていく。そんな仲間を

このように、製品開発のタイミ

わせではないため、 光 陽 社 が何

私たちは求めています。

ングと市場ニーズは常に隣り合

十年も前に作った研磨材料のレシ
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綿布を多数のヒダが付くように絞り込んだバフ製品。研磨する対象に合わせて生地や縫い方、
折り方が変わります
バフ研磨の試験の様子。実際に研磨してみて、光沢の具合を入念
に確認

■所在地 福島県白河市大信中新城
字塩沢１番地
■T E L 0248-46-2891

DATA
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■ものごとの本質を追求したい

■アイデア、発想力をものづくりに活かしたい

■チーム一丸で仕事をしたい

■商品開発で地域に貢献したい

るミキシングという技術を専門的
に学びました。卒業後は、地元
福島県で働きたいと考えていまし
たので、 自 分の知 識を 活かせる
技術開発・化学分野で就職先を
探しました。歴史があり、様々
な製品を扱う光陽社に魅力を感
じて、入社を決めました。
▼どんな仕事をしていますか？

自動車塗装面の研磨材料の研
究をしています。一般的にはコン
開発チームの一人です。材料を掛

パウンドと呼ばれる製品で、その

会津若松市出身
県外の大学卒
入社10年目
試作品を使ってバフ研

⃝

⃝

⃝

し おり

け合わせて、どの組み合わせが一
番性 能が出るか、実際に作って
磨いて評価しています。ユーザー
が求めている仕上がりと、自分

矢部 志織さん

や

べ

技術部

大学では、液体を混ぜ合わせ

▼入社のきっかけは？

自分が研究に携わった
製品がお店に並ぶと
うれしいですね

が良いと思ったイメージが異なる

ときは、実際にユーザーへ赴き意

見を聞いて開発に反映させていま
す。

▼大変なことは何ですか？

少量の試作品と、容量の多い

製品版の精度の誤差を埋めるの

が意外と難しいです。混ぜ合わせ

る比率は同じでも、製造工程で

試行錯誤の毎日ですが、パズル

は 使 う 機 械 は 異 な り ま すから。

を解くような面白さもあり、大

変と思ったことはありません。

▼仕事でうれしかったことは？

自分の携わった製品がお店に

並んだときです。家族にも自慢

しています。研磨というと、金属

を思い浮かべる人が多いと思いま

うに、塗装面用の研磨材料も私

すが、たとえばピアノの外装のよ

たちの製品分野です。生活の身

近な所で私たちの技術が使われ

ているのを見ると、この仕事に就

いて良かったと思います。

▼今後の目標を教えてください

当社にはたくさんの製品群が

あるので、他の分野の研磨技術

も覚えたいです。技術面だけでな

く、お客様とコミュニケーション

を図りながら、確かな品質をか

なえていきたいと考えています。

積立有給休暇制度

育児短時間勤務制度

社員インタビュー

磨。少し傾けて研磨す
るのがコツ！

週末はお気に入りのロードバイクで少し離れた公園へ

お出かけ。風を受けながら走るって気持ちいい！

冬はスノーボード三

昧。平昌、北京オリ

ンピックに出場した

鬼塚選手との一枚！

気になるポイントをチェック！

仕事と育児を両立しやすい労働環境

法律で定められた有給休暇は、付与

を実現しています。法令では社員の子

日から２年までしか繰り越すことがで

どもが３歳に達するまで適用ですが、

きずに消滅してしまうのですが、これ

光陽社では子どもが小学校を卒業す

を会社の定めによって貯金のように最

るまで時短勤務（４時間・６時間・７

大120日まで積み立てることができま

時間から選択）することができます。

す。入院、家族の介護、自己啓発など、

自由に使うことができます。
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▼入社のきっかけは？

大学を卒業後から本格的に就
活を始めたのですが、私は持病
があり、定期的に通院して体調
管 理 を する 必 要 が あ り まし た。
会社説明会の面接で、病気に理
解を示してくれ、不測の事態も
サポートする態勢が整っているこ
とから、
仕事もプライベートも「こ

おおわき はや と

こならやっていける」と思って、
光陽社を選びました。
▼どんな仕事をしていますか？

先輩社員の下で自動車用コンパ
す。
先輩に設計方針を示してもらっ

もっと研究を重ねて
チームのみんなと
KOYO製品を作りたい
技術部

るとシステムが複雑で、予測が立

てにくいところでしょうか。原料

の段 階から 複 雑な 要 素 が 絡み

合っていますので、たとえば同じ

成分の研磨材を扱っても研磨材

の粒径や焼成温度の違いなどに

よって結果が大きく異なってくる
ところが難しいですね。

▼仕事でうれしかったことは？

研究のトライアルアンドエラー

が報われたときです。自動車用

コンパウンドの場合、水と原料の

油と乳化剤を混ぜ合わせて試作

品を作るのですが、それぞれの欠

点が見事に解消されて、バランス

がうまく取れたときは本当にう
れしいです。

▼今後の目標を教えてください

ま だ 入 社し て 日 が 浅いた め、

知識の集積が足りていないと感じ

ること があります。もっと 研 究

を重ねて製品開発に活かせるよ

うにしていきたいですね。光陽社

は開発の幅も広いため、覚える

ことはたくさんあるのですが、気

出産祝い金・人間ドック受診料

社内報の発行

ウンドの開発改良に携わっていま

高 速 攪 拌 機を 使って、
長崎県出身
県外の大学卒
入社２年目

て細部を詰めたり、今後の製品開
発に向けた研究を進めています。
▼大変なことは何ですか？

大学のときは化学の基礎研究

⃝

負わずにマイペースで取り組んで

いくことができる雰囲気があるの

が魅力だと感じています。チーム
ていきたいです。

のみんなと
「ＫＯＹＯ製品」
を作っ
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⃝

大脇 隼人さん

⃝

をしていたのですが、それと比べ

社員インタビュー

水と油と研磨材を混ぜ
合わせます。

趣味はリズムゲーム。部屋の一角をゲームセンターと
同じ仕様にして練習。目指せ！ハイスコア

リズムゲームで使う

PC は自作しています

年４回、社内報を発行しています。通

本人、社員の配偶者を対象に出産祝

算231号（2021年10月現在）を数え、

い金を支給しています。第一子は３万

社員が毎回編集しています。業界のト

円、第二子は10万円、第三子は30

レンドをはじめ、社内行事、社員の結

万円、第四子は50万円の出産祝い金

婚や出産、地域貢献活動、白河市の

があります。また。人間ドックの受診

観光情報など、内容盛りだくさんです。

料はほぼ全額会社が負担します。

立 1979年
■代

表 グループ代表 小島 清一郎

に導く
長
成
を
、企業
し
決
解
みを
悩
の
者
営
経

ケーエフエスグループ
■設

■資 本 金 税理士法人ケーエフエス 230万円

サービス・金融・保険業
出勤・退勤時間を選べる
時差出勤制度を導入
柔軟な働き方

■従業員数 54人

株式会社ケーエフエス 500万円

す。社員の働く幸せ、働くこと

であり続ける」ことですが、貢献

で得られる幸せに寄与するため

当グループは、企業経営者の

を、株式会社ケーエフエスは、財

に、当グループではライフステー

するのはお客様である企業や地

務・経営コンサルティングやバッ

悩みや課題を解決に導く５社か

クオフィス支援を行っており、他

ジに合わせた柔軟な働き方を整

域社会だけではありません。共

にも東京では企業投資支援、コ

欲を育て、成長をうながす自由

えることはもちろん、挑戦への意

に働くグループの社員一人一人の

幅広く事業を展開しています。

な社内風土を醸成するなど、社

さんは、ぜひ自分が何をしたいの

しています。 入 社を 希 望する 皆

員が輝くための取り組みを実践

ての役割を私たちが果たすとい

（成功への鍵）
」の頭文字
Success
です。企業が成功する「鍵」とし

思います。就職の先の人生をど

う描くかは皆さん次第です。自

かを考え、それを求めてほしいと

した総合的な経営支援を行うこ

分がしたいことが見つからない人

う決意が込められており、税務

とで企業の皆さまの力になりたい、

皆さんが求めるものを手に入れ

は入社してから見つければいい。

られるステージを 当グループは

良企業を地域に広げていくことで、

地域経済の発展に貢献したいと

用意しています。

私たちの理念は「貢献する企業

考えています。

そして、企業経営に成功した優

会計のみならず、未来会計を通

社名であるＫＦＳは「 Key For

ワーキングスペースの運営など、

らなる専門集団です。主軸とな

小島 清一郎さん

幸せにも貢献したいと考えていま

グループ代表

務会計や税務コンサルティング等

企業成功の鍵となる
経営の課題を解決し、
内外に貢献し続ける

る税理士法人ケーエフエスは税

代表メッセージ
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磨いた「知恵」を武器に
企業の成長を支援する

当グループは、お客様である

企業が安心して成長するための

パートナーとなりたいと考えてい

ます。例えば、企業が成長する

際の大きな不安要素の一つとして

援する「知恵」を得ることができ

ます。社員にはこの「知恵」をも

とに常に「改善」を考え、決して

解決を諦めないでほしいと思って

います。

この「改善」の意識は当グルー

インサイドアウト ※の
改善でより広い貢献を

プは税務だけでなく補助金申請

員自らが考え、提案し実践する

プの経営にも生かされており、社

資金繰りがあります。当グルー

資金調達のお手伝いもいたしま

ことが社 風として定 着していま

のアドバイスや申請代行によって

す。また、総務業務を請け負う

ありますし、社内改善を考える

学びたい内容を企画することも

女子会も開催しています。労働

す。例えば研修では社員自らが

念できる環境を整えています。当

環 境については、そもそも 当 グ

バックオフィス支援を行うことで

グループは現在６００社を超え

ループでは「仕事は大切な人のた

経営者の皆さまが経営のみに専

将来には支援企業数を１、
０００

めにするもの」と考えていますの

る企業を支援していますが、近い

社に伸ばしたいと考えています。

社員の当然の権利である有休取

う、 残 業しにくい環 境の整 備や

得の重要さは上席者ほど理解し

で、プライベートを充実できるよ

業経営者の皆様となりますので、

ています。大事なのは、確保した

そのためには社員の拡充が急務

社員一人一人には礼儀正しさはも

プライベートの時間に何をするか

ですが、 当グループの顧 客は企

と正確さが求められます。しか

ということ。その時 間を 活 用し

ちろんのこと、レスポンスの早さ

しながら一番大切な資質は、
「こ

アウトの精 神で、 自 分の大 切な

人から会社や顧客、地域、日本…

て自らの内面を磨き、インサイド

とより大きなものに貢献できる

で思うことです。その気持ちが、

必要な知識を得るための勉強や

ようになってほしいと思います。

の経営者を成功させたい」と本気

税 理 士な どの資 格 取 得へのモチ

※内から外に向かって問題を解決する手法

ベーションにつながります。自己

研鑽によって得た「知識」と「経

験」が合わさって初めて企業を支
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巡回監査では企業に訪問して、税務申告のための決算状況を確認したり、経理指導を行ったりし
ます。お客様の夢や目標の実現をサポートするため、緊密なコミュニケーションが重要となります
帳簿作成や決算業務などの仕事にデータ入力は欠かせません。分
からないところは先輩社員が丁寧に指導します

■T E L 024-563-3181（グループ人事：遠藤）
■E-mail info00@kfs-ac.net

DATA

■所在地 福島県福島市栄町6-6
ユニックスビル５階
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■経営者を成功させたいと本気で思う

■常に改善を考え、解決を諦めない

■ライフステージに合わせて働き方を変えたい

■経営・税務に興味がある

景品が出る年末恒例のジャンケン大会 スポーツ大会は新入社員が企画・運営します

税理士法人ケーエフエス 所属税理士

古谷 一位さん

▼どんな仕事をしていますか？

企業を訪問して会計帳簿を確
認し、税金の申告書類を作成す
るのが仕事です。税務は法改正
も 多いので、 雑 誌や本を 読んだ
り、社内外の研修を受けたりし
て常に新しい知 識を 仕 入れるよ
うにしています。私たちは専門家

栃木県大田原市出身
県内の大学卒
入社4年目
お 客 様 とのコミュニ
ケーションが一番難し

⃝

⃝

⃝

いち い

ふる や

に魅力を感じ、入社を決めました。

をバックアップしてくれるところ

理士を目指せ、会社も資格取得

人ケーエフエスは、働きながら税

るようになりました。税理士法

感じ、税理士になりたいと考え

大変でしたが、同時に面白さも

りました。 初めての取り 組みで

時に、確定申告を行うことがあ

前職で経理の仕事をしていた

▼入社のきっかけは？

自分の努力が直接
顧客の笑顔につながる
喜びを実感できます

ですから、当然お客様よりも知

識や情報は多くなるのですが、お

客様と同じ目線で一緒に考え、問

題を解決する姿勢を大切に仕事
をしています。

▼大変なことは何ですか？

働きながら資格試験の勉強時

間 を 確 保 す るの が 大 変 でし た。

退社後はもちろん、勤務前や昼

休みなどの隙間時間も利用して

勉強を重ね、試験を突破しまし

た。ただ、税理士資格の勉強は

実 務 と リンク す る 部 分 が 多 く、

実際の仕事にも役立ちましたし、

分かるたびに面白くなっていった

ので良い面も多かったと思います。

▼仕事でうれしかったことは？

お 伝 えし た 情 報 が 役 に 立 ち、

きた時が一番うれしいです。先日

お客様の喜ぶ顔を見ることがで

も相続のご相談に来られた方が

れたのを見て、モチベーションが

『安心した』と笑顔になって帰ら
あがりました。

▼今後の目標を教えてください。

資格は取得したものの税務の

世界は奥が深く、まだまだ学ぶ

もっともっと知識を身に付け、お

べき こ と が た くさ ん あ り ま す。

客様のお役に立てる税理士にな
りたいです。

社員には全日本能率連盟の巡回監査

学びたい内容を社員自らが企画する

資格取得支援

健康経営の取り組み

社員インタビュー

く、また一番大切だと
感じています。

体を動かすのが好きなので、休日は友人とジョギング

をしてリフレッシュしています。陸上部にも所属してい

て、信夫山でも練習しています。

限界に挑戦し続ける

アスリートの本を読

んで、元気をもらっ

ています！

気になるポイントをチェック！

健康講座を開催しています。また、病

士の資格取得が義務づけられ、その

気に対する悩みや不安をスマホやパソ

ための社内勉強会なども開催していま

コンで医師や看護師に直接質問でき

す。また税理士資格を目指す社員が

るM3ペイシェント・サポート・プロ

グラムに企業登録し、社員の健康維

勉強に専心できるよう、試験前には

業務調整などを行い、取得を支援し

持をサポートしています。

ています。
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▼入社のきっかけは？

もともとは教育や人材派遣な
ど、人に関わる仕事がしたいと
考えていました。しかし大学の就
職説明会で、ケーエフエスでは確
固たる意思があればやりたいこ
とにどんどん挑戦させてもらえ
ると聞き、その自由な社風に惹
かれて入社を決めました。
▼どんな仕事をしていますか？

現在は人事労務や研修・採用
関 係の仕 事のほか、 グループの
総務課にも所属し、社内のＯＡ

容を確認することを大切にして

ので、きちんと理解できるまで内

います。意見が違った時に、どの

ようにすり合わせていくかなどは

大 変 と 感 じ る 時 も あ り ま す が、

いろいろな考えを知ることができ

て面白いし、自分もアップデート

できるとプラスに変換するように
しています。

▼仕事でうれしかったことは？

普段から、一つの問いに複数の

代案を用意したり、要求以上の

レスポンスを返したりするように

心掛けています。うまくいった時

に、 感 謝されたり 喜んでもらえ

たりすると、うれしいです。

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

「間違っていれば指摘してあげ

ライフステージに合わせた自由な働き

夏と冬に1DAY見学会を開催するほ

システムの管理も担っています。

えんどう さと み

KFSグループ 人事部

福島市働く女性応援企業認証取得

会社見学

▼大変なことは何ですか？

仕事の可能性を広げる
平田村出身
県内の大学卒
入社3年目

社内の幅広い年齢層の方と接
するので、コミュニケーション能
力が求められます。曖昧な指示

成長は自分次第。
やりたいことに
チャレンジできます

るから、思ったことは何でも言っ

て良いんだよ」という 言 葉をも

らった時には心が楽になりまし

は新しいアイデアの一つになり得

た。 未 熟な意 見も 会 社にとって

るということを知り、後輩にも

同じように伝えています。 自 分

が言ったことには責任も生じるの

で厳しい面もありますが、自由に

発言ができ、やりたいことにチャ

レンジする機会を与えてくれる今

の職場は自分に合っていると思い
ます。
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⃝
⃝

違ったという失敗も経験している

遠藤 聡美さん

⃝

を確認せずに進めたらゴールが

社員インタビュー

ため、キャリアコンサ
ルタントの資格取得を
目指しています！

友達と旅行に出かけるのが好きで、定期的に計画を立

てています。全国各地のきれいな風景や面白いものに
出合うと、仕事の疲れも吹き飛びます。

休日は自分でカクテ

ルを作ってオンライ

ン 飲み 会を 楽しん

でいます！

か、希望があれば個別対応し、会社

方を目指し、出勤・退社時間を選べ

紹介や簡単な実務体験会を行ってい

る時差出勤制度や１時間単位での有

ます。また、内定者には有償の長期

休取得、非正規社員も含めた産育・

インターンシップも行っており、入社

介護休暇取得の推奨などの取り組み

前に社内の雰囲気や仕事内容などを

を行っており、福島市の働く女性応援

知ることができます。

企業の認証も受けています。

■代

表 代表取締役 髙橋 正樹

リンペイ

立 1961年

株式会社
■設

■資 本 金 4,500万円

■従業員数 146人
（2021年10月現在）

社はイタリア製の全自動調色機

器等の卸販売を行う販売事業部、

料・化成品・電子材料・設備機

タートいたしましたが、現在は塗

と、ワークライフバランスの取れ

てきた「社員たちの明るい挨拶」

ことは先輩社員から引き継がれ

また、 弊 社が大 事にしている

を実現しています。

交通安全施設工事、塗装・防水・

た方からお褒めいただくことも

た職場で全社員に「いきいき」と

多く、こうした礼儀作法は普段か

防食各種工事等行う建設事業部、

かれ、無限に広がる色彩と様々な

ら先輩社員を見習い、自然と身

働いていただくことです。 社員

機能の可能性を軸に、快適性や

につき今に引き継がれているもの

たちの明るい挨拶は、来社され

潤いといった心の癒しに応える塗

色する製造事業部の３部門に分

料関連製品と技術を提供し、お

うになりました。 そうした多様

た塗料も数多く見受けられるよ

多く、最近は様々な機能を付加し

目的に応じて素材や色の種類も

密着しているものであり、用途や

塗料は私たちの生活にとても

ていきたいと思っております。

企業として、地元福島に貢献し

弊社は今後も福島に根差した

に積極的に取り組んでおります。

員の支援、さらに社員の健康維持

づくりとスキルアップを目指す社

きるように、働きやすい職場環境

現在は社員の満足度を向上で

だと感じています。

化するニーズに応えるため、 当

いたしております。

客さまのあらゆるニーズにお応え

お客さまが希望される「色」を調

創業当初は塗料の販売からス

ることで、安定した品質の調色

弊社は１９４６年創業、今年

代表取締役

を導入し、色の配合を数値化す

髙橋 正樹さん

周年を迎える塗料と塗装の

地域の安全安心を守り、
地域環境を美しくする
塗料と塗装の総合商社です
総合商社です。

で

代表メッセージ

７６

化学製品卸売業
仕事と育児の 育児休暇を取得しやすい
両立支援
職場環境

です！
社
商
合
の総
装
塗
と
）
キ
ン
ペ
（
料
塗
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（製造部門）調色作業を行います
「塗料・塗装のいま」を紹介するリンペイフェア

かれています。この３つの部門を

「建設」
「製造」の大きく３つに分

私たちの会社の部門は、
「販売」

地域に貢献する
塗料・塗装の総合商社

物や建物に施されている塗装な

用した道路の白線や標識、乗り

今日皆さんが通学する際に使

美しい環境づくりで
未来を拓く

頼にお応えしています。社内です

いただけば、私たちがすべてご依

よくなると思います。私たちは日

線を見ると、不思議と気持ちが

建物や道路に引かれた綺麗な白

普段の生活の中で綺麗な色の

ど、私たちの仕事は皆さんの生活

べての業務が完結するということ

常に彩りを与え、視覚を豊かに

併せもつ総合商社であることが、

が、お 客さまにとって大きな 利

するとともに、綺麗に塗装され

ることができます。

便性となり、丁寧な対応と高い

た建物や綺麗になった道路によっ

の、とても身近なところで確認す

技 術に基づいた施工で確かな信

私たちの武器です。お客さまか

頼を得ています。

て使用した人の心を穏やかにする

ら塗料や塗装に関するご相談を

「販売」では、さまざまな用途

頼を受け、私たちが安全に生活

「建設」は、官公庁などから依

彩な品揃えで販売しています。

美しい街づくりを担うことも我々

ちろん、街に豊かな彩りを与えて

設をはじめとする各種施工はも

らしを守るために、交通安全施

皆さんの安心安全で快適な暮

ことができます。

していく 上で欠かせない標 識や

の大きな役割です。

関連する副資材・機器などを多

に 応 じ た 塗 料 製 品 を 主 とし て、

カーブミラー等の交通安全施設

りを与えることや、安全安心を

「美しい環境づくりで未来を拓

守ることで、これからの未来をよ

く」という言葉にあるように、彩
行っています。

り一層美しいものに変えていける

大 型 施 設の 駐 車 場 整 備 な ど を

「製造」では、お客さまが希望

の 設 置 や、 道 路の 区 画 線 施 工、

する色の塗料を調色する作業を

ように、社員一同努めてまいりた

いと思います。

行っています。

この ３ 部 門 が 密 接に 連 携し、

皆さまの日常生活の安全を守り

ながら、生活の中に彩りを与え、

社会貢献に努めています。
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■所在地 福島県福島市方木田字谷地18-１
■T E L 024-545-3511

DATA

Webサイト
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（建設部門）公共施設の駐車場の区画線施工工事や交通安全施設の施工工事を （販売部門）販売部門では、お客さまのニーズにお応えする製品をタイムリーに
行っています
お届けしています

＼こんな人を待っています！／

■元気な挨拶ができ、礼儀のある方

■何事にもやる気を持って取り組める方

■同僚・先輩たちとコミュニケーションの取れる方

■積極的に行動できる方

建設事業本部 工事部 福島工事課
たすく

入社しました。
▼どんな仕事をしていますか？

現場での作業は、交通安全施
設工事です。メインは道路の区画
線、標識等の作業に関わっていま
督の仕 事をしています。 交 通 安

す。管理工事については、現場監
全 施 設 工 事の ほ か、 塗 装 工 事、
防水工事等を行っています。
▼仕事で大変なこと、心がけて

いることは？
現場監督は、現場の安全管理・
工程管理・品質管理はもちろん
のこと、作業員たちの体調管理

⃝

⃝

匡さん

まつもと

松本

で、 就 職 活 動 時 に 興 味 を 持 ち、

いて、いつも身近な存在だったの

幼い頃から会社の近くに住んで

▼入社のきっかけは？

安全が第一、
全員で
お客さまに喜ばれる
いい仕事を心がけています

等にも気を配らなくてはなりま

⃝

せん。 特に安 全に関しては、 自

分だけでなく関わる一人ひとりの

意識を高めながら、全員で取り

組むことが大事で、そこに気を

配っています。それと常日頃、相

手の立場に立って行動するように

えずに相手の立場で行動するこ

しています。自分のことばかり考

とが大事だと心がけています。

▼仕事で嬉しかったこと、やって

いてよかったと思うことは？

現場監督の立場で管理した工

事 が終わって、 官工事の検 査 が

無事通った時は、
「監督としての

責任を果たした。良かった」と、

安堵とともに喜びがこみ上げて

きます。またその後に「リンペイ

さんにまた工事をやってもらいた

さらにうれしいですね。建造物に

い」と言葉をかけてもらえた時は、

塗装を施し、地域の安全安心を

守り、街並みを美しくすること

に誇りをもって仕事をしています。

▼
「友達に自慢できる会社の長所」は

何ですか ?

塗料販売・塗装店として、県

内トップクラスの会社ということ

内の雰囲気がとてもよく、福利

に、誇りを持っています。また社

厚生面が充実しており、休みが

取りやすいのでプライベートが充

実しているところは自慢ですね。

会社説明会

社員教育

社員インタビュー

県内の高校卒
入社14年目
現場で工事の責任者と
して、作業員をまとめ
ます。安全第一 ！

季節は関係なく、家族や友人といつでもキャンプを楽

しみます。最高です！

キャンプ場へ向かう

相棒です。何でも積

み込んで、お世話に

なっています

気になるポイントをチェック！

外部研修や社内研修を通して、ビジ

会社説明会では工場見学や先輩社員

ネスマナーや専門知識習得等、社員の

との座談会を行います。リンペイの魅

スキル向上を図っています。 会社で

力や雰囲気を感じていただくととも

必要と定めた資格を受検する際の費

に、応募前の不安をなくしていただけ

用を会社で負担する資格取得支援制

度も充実しています。

るような説明会を心掛けております。
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▼入社のきっかけは？

進路指導の先生に「リンペイさ
んは（高校の）先輩もいるし、い
い会社だよ」と勧められて安心し
知っていたのも後押しとなって入

業務上で問題が発生し、お客さ

まがお困りでお電話をいただいた

時に、私たちは「会社の顔」とし

て最初にお話を承りますが、お客

正確に聞き取り、対応します。お

さまが何に対してお困りなのかを

客さまのこういった声は、今後の

ものも多いため、とても有難く感

「業務改善」の大きなヒントになる
じます。

▼先輩やお客様からどんな言葉

をかけられていますか？

新人の頃に「ミスをしても落ち

込まないで。次に気をつければ大

丈夫だよ」と先輩から優しく声を

掛けていただいたこと が印 象に

健康活動

女性が働きやすい職場

たことと、両親も会社のことを
社しました。
▼どんな仕事をしていますか？

電話対応と来客対応です。お
客さまは大きな会社だったり個
人でお仕事をされている方だった
りと、さまざまです。注文を受
けてメーカーに発注する業務をメ
インに行っています。発注は数字
一つ間違うと大変なので、慎重に
確認作業をしながらお客さまの

残っています。またお客さまから

「すごく助かりました。ありがと

うございます」と感謝の言葉をい

ただいた時は、
ご希望に添えてよ

毎朝のラジオ体操や週１回の血圧測

子を持つ女性社員が家庭と仕事を両

求める期日（納期）通りに商品
が入荷するように進めています。

明るくアットホームな職場で、
お客さまに日々、
明るく
丁寧に対応しています

かった！ とうれしくなります。

▼友達に自慢できる会社の長所は？

若手社員の意見を大事にして

くれるところです。 社内の雰囲

気も明るくアットホームな職場で、

周りからのサポートも 手厚いた

め、入社してから今まで大きな不

安がなく勤めることができていま
す。
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⃝
⃝

▼仕 事 で 大 変 な こ と、 心 が け て

中木 姫華さん

⃝

ひめ か

業務課

なか き

いることは？

社員インタビュー

県内の高校卒
入社４年目

「明るく元気に」をモッ

電話対応は会社の顔。
トーにしています

ダンスは生活の一部！週に３回は練習しています

お客さんに観てもら

えるのが、すごく楽

しい。 だ から頑 張

れます

立しながら長く勤められるように、法

定など、社員の健康維持に努めてい

定以上の育児休業制度の導入や復職

ます。 健康優良事業所として、社員

後のサポートに力を入れております。

の健康意識を高めるためにも社内・

昨年２月には福島市の「働く女性応援

社外の健康セミナーも実施しておりま

企業」に認証されました。

す。

まず
ア
レやっ
て
コレや
って

ら
それか
ら
それか

1

…

社会人になって
知った！ 驚いた！
Part

あんなコト・こんなコト
時間はあっという間に過ぎる！
就職し、仕事も家事も自分でするようになってから、「時間の流
れが早い！」と感じるようになりました。そのため特に仕事中は、
限られた勤務時間の中でどうすれば効率良く業務を終わらせること
ができるか、考えながら行動するようになりました。

社会人ってどんな感じ？ 働くってどんな感じ？
そんな素朴な疑問を解消するため、先輩社会人の皆さんに
「社会人生活の中で初めて知ったこと・驚いたこと」を
お聞きしました。

（事務職・20代・女性）

営業Aさん

同僚Bさん

総務Cさん

近所のタマ

いろいろな人と話す場面が多い！

先輩方のスキルがスゴすぎます！

自社スタッフ、クライアント、工事現場で作業する職人さんな

入社１年目は、仕事の仕方や流れを覚えるために先輩社員からい

ど、建設業の職場でこんなにいろいろな立場・年齢の方と話す機会

ろいろ教わるのですが、新入社員の気持ちを察して分かりやすく説

があるとは知りませんでした。初対面の方と話す際はすごく緊張す

明するコミュニケーション力や、知識の豊富さなど、「先輩ってす

るタイプなのですが、親切な方が多くホッとしています。

ごい！」と感じる場面が何度もありました。

（建設業・30代・男性）

（製造業・20代・女性）

この 道

1年

道
この

30 年

ものづくりは奥が深〜い！

メモ帳とペンは仕事の友！

「製造業は同じ手順の繰り返しだから楽だろう」と学生の頃は思っ

学生時代の私は「見聞きすれば覚えられるからメモなんかなくて

ていましたが、上を目指せば目指すほど奥が深い世界だと知りまし

も平気！」と考えていました。しかし社会人になってみると覚えな

た。ハイレベルな技術や知識の習得には数年かかりますし、作業を

ければいけないことが山のようにあり、メモを取るのがいつの間に

正確に繰り返すには高いスキルと集中力が必要です。

か習慣化。メモ帳とペンの偉大さを知りました。

（製造業・20代・女性）

（情報サービス業・20代・男性）
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お任せ

〇〇株式会社

くださ
い

ガンバ
レ
!!

一人暮らしで家事の大変さを痛感

社外から見れば新人も会社の顔

社会人になって初めて一人暮らしをしました。これまでは実家で

入社当初は分からないことだらけ。特に接客業務にはあまり自信

親がやっていた掃除・洗濯・買い物・料理などの家事をすべて私一

が持てませんでした。しかし私を一社員として接してくれるお客さ

人で行うことになり、「こんなに大変なのか」と実感。両親のすご

まとのやり取りを通じて「新人の私も会社の顔なんだ」と気付き、

さ、ありがたさをあらためて感じました。

一層強い責任感を持って業務に取り組むようになりました。
（製造業・20代・男性）

（事務職・20代・女性）

鬼
め
！
これで
も
くらえ ！
キャー

！

おにめ

グオー

だいじ？

さすけね？

ずない？

はらくっち？

！

知らない方言に「？？？」

保育園の行事は本気モード！

入社当時、先輩社員から「だいじ？」とよく声を掛けられ、「何

学生の頃は「保育士は仕事として割り切って節分行事で鬼を演じ

が大事なんだろう」と不思議に思いつつもなんとなく話を合わせて

たり豆まきをしたりしているのかな」と思っていました。しかし

いました。後日、「だいじ？」とは栃木・茨城・福島周辺の方言で

今、私が勤める園では「節分はリアルさと楽しさを追究！鬼役も豆

「大丈夫？」という意味だと知り、謎が解けました。

まき役も本気！」と知り、先生方の熱意に感動しています。

（製造業・20代・男性）

恐れ入
りま
し
て
ござい
まして
は
…

慣れない敬語に日々緊張！

スーツ着用時の重要アイテムと言えばネクタイ！私は社会人に

敬語に慣れていなかったので、入社後、人と話したり電話に出た

なってからネクタイの結び方を知りました。最初の頃は慣れないせ

りするたびに緊張し、尊敬語や謙譲語を正しく使えているかな…と

いもあり、何度チャレンジしてもカッコよく結ぶことができません

不安に感じていました。場面によって言い回しが変わる点が本当に

でした。優しい先輩が結び直してくれたこともあります。

難しい！最近ようやく身に付いてきたように思います。

（福祉職・20代・男性）
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に
そんな
ないで
緊張し

先輩みたいにカッコよく
結びたい …

ネクタイを結ぶのに四苦八苦！

（保育士・20代・女性）

（建設業・20代・女性）

■代

表 代表取締役社長 斎藤 正弘

エフコム

立 1980年

株式会社
■設

■資 本 金 ２億7,000万円
■従業員数 361名

在は、納付書や帳票などのプリン

ビスを提供しています。例えば、

トサービスにおいて、お客様から

私たちは、
「お客様と共に感動

年に郡山市に設立し、社会基盤を

データだけを預かり白紙のロー

病院では患者様に合わせた栄養

支える情報システムの構築と運用

を創造する」という経営理念のも

のノウハウや技術を蓄積してきま

ル紙にそのまま印刷できるシステ

管理を効率化したシステム運用

した。そうして創業当時から長い

には指定伝票のストックを管理す

ムを構築中で、実装された場合

に関わり、これまで以上のサービ

お付き合いのお客様に支えられ、

る必要がなくなり、作業時間と

作業コストの削減につなげること

ができます。

備えるため、新しい分野への積極

が予測されます。不測の事態に

今後は、コロナ禍によりデジタ

アフターフォローまで対応してい

的な挑戦を怠らず、お客様にとっ

治体をはじめ、学校、病院、民

ます。進化し続けるＩＣＴ環境

て価値のあるサービスを提供する

私たちの役割が大きくなること

に対応するため、当社ではシステ

ル 活 用 は ま す ま す 需 要 が 増 え、

ムエンジニア、サービスエンジニ

ため一緒に頑張ってくださる方を

間企業などで扱う情報システム

ア、セールスエンジニアが一丸と

お待ちしています。

括でカバーできるＩＣＴ総合サー

なり、お客様の情報システムを一

の開発から、運用、保守といった

管理業務では、官公庁や地方自

主な事業内容である情報資産

ました。

２０２０年には創業 周年を迎え

と、人々がより快適な生活を送れ

斎藤 正弘さん

スの提供を可能にしました。現

代表取締役社長

サポートする企業です。1980

代表メッセージ

るように、情報システムをトータル

時代に沿った
ICT総合サービスを
提供します

４０

づくり
ム
テ
ス
ICTシ
た
け
向
会に
快適な社

情報通信業
自律型人材の育成、組織力向上に
繋げる社内勉強会の開催
教育制度の
充実
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■所在地 福島県郡山市堤下町13-８
nt
al Poi

データセンターを基盤とし、お客様に安心安全の ICT
サービスを提供

■プレゼンテーション能力がある人

ハードウェアの修理も行います

トータルサポートで
お客様に寄り添う

県内には事業所が郡山市・福

島市・会津若松市の３市にあり、

各事業所に配属されたシステムエ

ンジニア、サ ービスエンジニア、

サービスを通じてお客様に感動

を届けたいという方は当社の門

を叩いてみてください。

働きやすさを重視した
教育制度と福利厚生

の企画から開発、運用、保守まで

システムエンジニアは、システム

お客さまをサポートしています。

後、各部署に配属され、一人一人

本社で２カ月間にわたる研修の

入れています。新入 社員は郡 山

との考えから、人材育成に力を

当社は「基本はいつも、人と人」

一貫して行うため、お客様と綿密

につくトレーナーから１年間しっ

セールスエンジニアが多方面から

に連 絡を 取り 合います。既 存の

かりと指導を受けます。

や悩みを探り、問題があれば迅

取引のあるお客様が抱える課題

ンジニアは、新しいお客様や既に

どにも取り組みます。セールスエ

業は時間単位での取得が可能で、

受けました。育児休業・介護休

事例のひとつとして企業訪問を

力ある職場づくり」推進に向けた

評価され、福島県・労働局の「魅

フバランスを重視した取り組みが

２０１９年度には、ワークライ

製品を基にした企画や導入のほ

速に解決する必要があり、ヒアリ

２０２０年度に育児休業を活用

か、ネットワークの設計・構築な

スエンジニアはシステム導入時の

ング能力が求められます。サービ

名の う ち ５ 名 が 男 性 と、

の原因究明や復旧作業などを行

部品の交換、修理、障害発生時

交替制勤務を導入し、社員の個々

勤務時間はフレックスタイム制や

徐々に男性にも浸透しています。

した

います。専門的な内容を相手に

の生活に応じた柔軟な働き方を

機材の設置、その後の保守・点検、

分かりやすく伝えるプレゼンテー

とし、夏季休暇と年次有給休暇

推進。毎週水曜日はノー残業デー

エンジニアと言っても、工学系

などを組み合わせて最大９連休

ション能力が必要です。

の学校を卒業していないといけな

今後も社員の働きやすさを重視

が取得可能な制度を設けました。

した取り組みに注力していきたい

ることで知識や技術を身に付け

ていく社員がほとんどです。今後

と思います。

いという訳ではなく、経験を重ね

ますます加 速する ＩＣ Ｔ 総 合
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１５

「技術力・人間力の向上」という意識のもと、日頃の社員同士の交流を大切に、
“チームエフコ
ム”としての結束力を高め、全員で一丸となってプロジェクトを進めています
常時有人監視によりお客さまの大切な機器や情報データを守りま
す

■T E L 024-922-2555
■E-mail jinji@f-com.co.jp
DATA

Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■社会の変化に合わせて成長・挑戦できる人

■仲間意識を持って相手の気持ちを考えられる人

■自分自身で積極的に行動できる人

インフラサービス部
はしもと まさ と

橋本 真人さん

で幅広い業務に取り組んでいます。

提案といったアフターフォローま

導入や構築のほか、保守・運用・

県内の学校を中心に、システムの

ネットワークＳＥとして、福島

▼どんな仕事をしていますか？

感じて、当社を志望しました。

ログラマーという 仕 事に魅 力を

ＳＥ（システムエンジニア）やプ

ま し た。 説 明 を 受 け る う ち に、

務内容を聞ける機会が多くあり

ト業務を担当していたことで、業

知り、校内のネットワークサポー

は学生時代の合同企業説明会で

持っていました。エフコムのこと

もとＩＣＴ事 業への興 味は強く

ターにあこがれていたので、もと

中学生の頃はゲームクリエイ

▼入社のきっかけは？

今もこれからも
需要が高まる
やりがいのある仕事です

実際に学校を訪問してシステムト

二本松市出身
県内の短期大学校卒
入社10年目
現場で直接お客さまと

やりとりを する の で、

⃝

⃝

⃝

ラブルの不具合に対応すること

も 多いです。 近 年は、 在 宅 勤 務

機会が増えてきたため、その環

や教育現場でのタブレット活用の
境整備も行っています。

▼大変なことは何ですか？

システムの不 具 合の解 決はス

ピード勝負です。お客様がいち

早 く 通 常 業 務に 戻 れ る よ うに、

早期復旧を目指しています。す

ぐに原因が見つからない時は気持

社には頼りになる先輩が多いの

ちが焦ることもありますが、会

で、チーム一丸となって解決方法
を見つけ出しています。

▼仕事でうれしかったことは？

仕事を通じて約６年間交流の

退職される時、感謝の手紙をい

あった、ある高校の先生が定年

ただいたことです。お客様の温か
が高まりました。

い言葉一つ一つに、モチベーション

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

「とりあえずやってみる」という

トライアル＆エラーの精神を教わ

生した時は、まずはいろいろと試

りました。システムトラブルが発

してみないことには解決の糸口が

自分で考える力が身に付きました。

見えません。先輩に相談する前に、

環境保全

健康経営推進活動

社員インタビュー

様々な人と出会えるこ
とが魅力です

仕事でパソコンと向き合う時間が長いため、休日は会

社のバイク部の仲間と出掛けて気分をリフレッシュして

います。県外まで遠出することもしばしば

冬は職場の先輩と猪

苗代でスノーボード

を楽しんでいます！

気になるポイントをチェック！

「魅力ある職場づくり」の企業の取り

会津若松市河東町に社員の憩いの場

組みの一環として、健康経営推進委

「エフコムの森」があります。芋煮会や

員会では定期的にウォーキングの実

BBQのほか、チェーンソーでの伐採

施を呼びかけています。社員の健康

や薪割り体験などのイベントを年数回

増進を目的とした社内セミナーも開催

行い、社員の家族も含めて交流を図っ

することで、社員の健康意識を高めて

ています。木と共に成長していくことを

います。

願い、新入社員が植樹しています。
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識や技術を教え合い高めていく目的

た事業に取り組んでいます。オープン

で、社内塾「エフコム塾」を定期的に

スペースの貸し出しやドローンを使っ

開催しています。ICTの知識や技術に

た実証実験などを準備中で、2022年

関するものだけではなく、社会人とし

４月から本格的に始動する予定です。

て磨きを掛ける機会を設け、トータル

▼大変なことは何ですか？

旧郡山市立上伊豆島小学校を活用し

▼入社のきっかけは？

覚えることが多岐にわたるこ

とです。エンジニアに必要な知識

と病院の専門用語のどちらも理

解しないと実際にシステムを使用

する看護師の方への説明が上手に

できません。また、 電 子カルテ

を取り扱う時は間接的に命に関

わる仕事だと意識し、手順を間

違えないように気を付けています。

▼仕事でうれしかったことは？

看護師の方から、カルテが手

書きからデータ化されたことで

仕事の負担が軽減したという声

を聞き、役に立っているんだと実

的な成長を目指しています。

学生時代の就職活動では、業
界や職種に関係なく企業を研究
していました。そのなかで、ＳＥ
という仕事に大きな将来性を感
じ、憧れを抱くようになりまし
た。地元で働ける会社を探した
ところ、合同企業説明会で当社
を知り、会社見学や面接を通し
て社内の雰囲気の良さを感じた
ことが入社のきっかけです。
▼どんな仕事をしていますか？

福島県内の病院で使われるネッ
当しています。電子カルテの管理・

感できました。パソコンの操作に

関する問い合わせに対し、解決

できた時はとても 喜んでくださ

り、説明がもっと上手くなりたい

社員が講師となり、業務に必要な知

これまでとは異なる新たな事業として、

社員研修

地域貢献

トワークシステムの保守業務を担

長いつきあいで築いた
棚倉町出身
県内の大学卒
入社３年目

運用のサポートや、お客様から頂
く要望に沿ったシステムの改修と
いった対応を行っています。最近
はコロナ禍の影響で、お客様への

未経験の業界でも
挑戦できる環境が
整っています

というやる気が湧いてきました。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

「自分にとっての常識は相手に

とっての非常識」です。病院や看

護師の方々それぞれの要望が全

く異なり、業務の進め方も様々

です。スケジュール調整やシステ

ムの提案をする時は、多角的な

視点で相手の立場を考えるよう
になりました。
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対応はリモート（遠隔）操作で

石井 愛梨さん
あい り

医療ソリューション部

いし い

の対応が中心となっています。

社員インタビュー

信 頼 関 係 を 大 切 に、
丁寧な応対を心掛けて
います

友人と県内のおしゃれなカフェを巡った時の１枚。おい

しいごはんに会話も弾み、
「明日からの仕事も頑張ろう」
と前向きな気持ちになります

実 家に帰 省した 時

は愛 犬に癒やされ

ています

■代

表 代表取締役 髙橋 晃一

アーバン設計

立 1989年

株式会社
■設

■資 本 金 1,000万円

■従業員数 40人（2021年10月現在）

測量・調査
仕事と育児の 会社が運営する保育園で子育てを
両立支援
バックアップ

！
す
で
業
ト
ルタン
サ
ン
コ
設
、建
つ
も
を
術
独自の技

上下水道、河川砂防など、社会

業として橋梁、道路、トンネル、

私たちは、建設コンサルタント

更しながら、いま造っている最中

成させるために途中で設計を変

計 監 理です。より 良いものを 完

房総半島のサーキットコースの設

て仕 事をしているのが、 千 葉 県

いエリアまで業務が及んでいます。

北関東、信越、中部地方など広

はもちろん、今や北海道、東北、

トを使った点検・診断は、県内

人 材 育 成のた めの 基 金 が あ り、

内には「売上１％投資枠」という

後押しする社風があります。社

やろう」というチャレンジャーを

私たちの会社は「新しいことを

が大変楽しいです。

もう一つの強みは、明治時代以

得などをサポートしたりしていま

その予算で研修会参加、資格取

す。また、 仕 事と 生 活のバラン

前の古い木橋の調査、測量、設

た会社は、日本全国を見渡して

の要望に応えるために、昔の「木

営しており、子育て、福利厚生

スタジオの他、保育園３園を運

社所有のカラオケボックス、貸し

スが良い環境を整えようと、会

橋」の復元が各地で進んでいます。

ような環境のもと、人生を大い

を充実させたりしています。この

に楽しみながら、私たちと一緒に

私たちは、会津若松市の鶴ヶ城、

はもちろん、全国各地からのご

取り組んでいきませんか。

「どこにもない、新しい仕事」に

いま私たちが「面白い」と感じ

依頼に応えています。

郡山市の開成山大神宮など地元

いまの時代は、外国の観光客

も数えるほどしかありません。

計です。これが出来る技術をもっ

独自に自社開発した調査ソフ

インフラの調査、測量、設計を行っ

髙橋 晃一さん

ており、その中でとりわけ建造物

代表取締役

です。そういう過程の一つひとつ

どこにもない強みと
面白さをもった、
建設コンサルタント業です

の
「点検・診断」
に強みがあります。

代表メッセージ
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赤外線調査ソフト「建視朗」で視た学校の画像
道路・標識の調査・点検

自社開発のソフトで
建造物を点検・診断

私たちが行っている業務は、社

会インフラ
（生活基盤となる設備）

の点検・診断に強みがあります。

郡山東高校などの校舎の調査を

行いました。

歴史的価値を守る技術で
全国の城から依頼

来る会社は少ないため、地元は

測量、設計」の技術。全国でも出

もう一つの強みは「木橋の調査、

撮ったりしてデータを取ることに

カメラを飲んだり、レントゲンを

もちろんのこと、全国各地から

建設業の「点検」は、病院で胃

似ています。そしてもし悪性のも

の橋などは、昭和の時代に一度コ

問合せや依頼があります。歴史

ンクリートで作り直したものを、

遺産の登録を目指す全国のお城

ならない症状なのか、３～５年の

昔の木橋に戻す必要があり、古

て調べ、それがすぐ治さなければ

中で経過を見て処置すべきものな

い資料を見ながらの作業になり

のがあったら、実際に細胞を採っ

にあたります。

ますが、往時の橋と現代の橋で

のかを判断する、それが「診断」

とりわけ皆さんがふだん通って

手探りでさまざまな問題をクリ

アしながら、原状回復を目指し

は 求 め ら れ る 強 度 が 違いま す。

ていきます。誰もやったことのな

センターなど人が多く集まり公

共性の高い建造物については、高

いことをやる、そんな醍醐味がそ

いる道路や橋、また学校や文化

の点検には高い技術が求められ

い安 全 性が求められるため、そ

験」
、ものを壊さないで調査する

当社の調査の強みは「非破壊試

いことに木橋の仕事についてはＰ

当社に行き着くため、ありがた

会社を調べていく中で最終的には

こにあります。依頼側も出来る

技術です。三次元で解析したデー

Ｒなしでも、お声がけいただいて

ます。

タで損傷の正確な位置・大きさ

歴史的に価値のある建造物か

いる状況です。

らふだんの生活に直結する現代

元赤外線調査」という技術で私た

を把握し、劣化を判定する「三次

ちは特許を取得しており、自社

クトに関われるところが私たち

のものまで、まちづくりにダイレ

けん し ろう

年に福島県知事賞を受賞して

の仕事の面白さです。

開発したソフト「建視朗」は平成

います。皆さんの身近なところで

は、 安 積 高 校、 安 積 黎 明 高 校、
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２３

会津鶴ヶ城公園内にある木橋の測量。歴史的価値を守るための作業を請け負っています
隧道（トンネル）の調査・点検。古い隧道の安全性を慎重に調査
します

■所在地 福島県郡山市大槻町
字御前東46-26
■T E L 024-961-7500

DATA
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■向上心のある人

■何事にもチャレンジする人

■和気あいあいと仕事したい人

■仕事も生活も充実させたい人

耐震設計部

ブライアン・ペレクスタさん

う際も橋脚の環境を考慮したり

認したり、また実際に補強を行

盤状況や既設橋脚の鉄筋量を確

前準備として完成図書を見て地

ています。 検 討に入る 前に、 事

どのように補強するかを検討し

確 認し、 補 強 が 必 要 な 場 合 は、

をしています。 構 造 物の強 度を

主に橋梁の耐震補強設計業務

▼どんな仕事をしていますか？

用していただきました。

社の業務内容に興味があり、採

たいと思っていて、その中でも当

した。ずっと工学の仕事に関わり

ながら、日本語をマスターしま

して県内の小学校で英語を教え

び、縁あって日本にきました。そ

アメリカの大学で土木工学を学

▼入社のきっかけは？

日本語で
「工学用語」
を
覚えながら面白い仕事に
関わっています

して、必要以上の「過大設計」に

海外の大学卒
入社１年目
まだ現場に行くことは

⃝

⃝

⃝

ならないようにトライアルアンド

エラーを繰り返しています。橋を

守る仕事にやりがいを感じます。

▼仕事で大変なこと、心がけて

いることは？

初めての仕事なので多くのこと

を学ばなくてはならないので大変

です。工学の知 識はありました

単語が日本語では全然分からな

が英語で学んだため、工学的な

くて、一から覚えるのは本当に大

変でした。
「職場はチームだ」
「自

分は一人じゃない」ということを

いつも感じながら、周りの方々と

協力して仕事をしています。

▼先 輩 か ら ど の よ う な 指 導 を

受けていますか？

分からないことがあれば先輩

たちが手伝ってくれるから安心し

ています。分からないことがあっ

たら自分から積極的に聞いて、新

しいことをたくさん学んでいます。

▼会社の長所は何ですか？

地震や災害に対応する面白い

有意義なプロジェクトなどに参加

できることです。アメリカでは地

震が少ないので貴重な経験となっ

ています。新たに経験できること

が多く、自分を成長させられる

環境があることが大きな長所だ
と思います。

員を学校に送り込む、といった取り組

貢献することを目指しています。

社内勉強会

地域清掃

社員インタビュー

少ないですが、一つひ
とつの経験が将来の大
きな財産です

一度は登ってみたかった富士山に、ついに登山。早朝

の山頂で満面の笑顔 ！

先輩からの指導。日

本語の専門用語を学

んでいます

気になるポイントをチェック！

定期的に会社周辺の清掃活動をして

日常の業務に関わる内容の研修は、

います。会社の業務を通して社会イン

フラを守るという社会貢献にとどまら

社内で随時行われています。その他、

社外で研修を受けたいという社員に

す、社員全員でゴミ拾いを行い地域

は費用面でバックアップしています。

をキレイにすることも含めて、地域に

さらに，ドローンの操作を学びたい社

みもしています。
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社内旅行。ふだんの仕事のやりとりで

その他、会社が所有するカラオケボッ

はお互い知ることのできない素顔に旅

クス、フリースペースの貸しスタジオ

先でふれることは貴重な機会と考えて

などは半額で利用できます。有休がと

います。社員みんなで楽しいひととき

りやすい職場づくりも進めており、生

を過ごすことが、明日への活力につな

活を楽しみ充実させていく環境があり

がっています。

▼仕事で大変なこと、心がけて

いることは？

日々、仕事を進める上で時間

の配分は大切です。仕事の内容

頭の切替えが大変です。仕事の

は業務ごとに一つひとつ違うため、

優先順位を考えながら、作業時

間を計算しながら業務を進めて

います。どんなことでもメモを取

り、見える所に置くことで、一つ

うに工夫しています。また上手く

の仕事に集中して取り組めるよ

できたこと、難しかったことなど

を常に振り返り、改善点を考え

体得するようにしています。

たり、一度得た知識をしっかりと

▼先輩からどんな言葉をかけられて

いますか ?

仕事を終えた時に「ありがと

う」と声をかけてもらえます。ま

日頃から社内で楽しく運動しています。

▼入社のきっかけは？

大学時代、就職活動の期間中
にアルバイトをさせて頂き、オ
フィスの明るい雰囲気や先輩方の
業務を見て働いてみたいと思って
入社を決めました。
▼どんな仕事をしていますか？

主に橋梁長寿命化という仕事
に関わっています。橋にも寿命が
あり、壊れてしまうと復旧する
ために多額の費用を要するため、
損傷が大きくなる前に予防的な
対策を行う重要な仕事です。バ
スが通る路線上や病院、避難所
に該当する施設付近の橋梁は生

べ

社内イベント

レクリエーション

活と深く関わり、住民の皆さん
の生命に関わるものなので、橋梁
の中から特に重要な橋梁をピッ
クアップする作業や、今後の損傷

生活を守り、
生活を豊かにする
仕事に大きなやりがい

だまだ未熟な部分は多く、すべ

ての仕事を上手に早く行うこと

は難しい段階なのですが、どのよ

うな時も感謝を伝えていただけ

ると、より頑張ろうという気持
ちがわいてきます。

ます。

作業を行っています。

⃝
⃝

▼自慢できる会社の長所は？

安全で快適な生活に欠かせな

砂防など、さまざまな形で生活

い橋 梁や、 災 害から 人々を 守る

を豊かにできる、やりがいのある

仕事に携われることです。
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日下部 まやさん
くさ か

設計部

の進行予想を示すデータの作成

社員インタビュー

県内の大学卒
入社１年目

断するデータ作成など、身

建造物の損傷の程度を診

にやりがいを感じます ！

近なところに役立つ業務

休日は、ドライブしておいしいケーキ屋さんを探して、気
分転換をしています

おいしいスイーツを

けつけています ！

求めてどこへでも駆

■代

表 代表取締役 石川 格子

株式会社

立 1965年

東陽電気工事
■設

■資 本 金 2,500万円
■従業員数 ６人

１９３３（昭和８）年の創業

に与えられる「ブライト５００」

年を迎えま

行っており、 信 号 機の設 置、 庁

工事だけでなく公共工事も多数

考えています。 昨 年、 会 社の敷

会社の規模を拡大していきたいと

人 材 育 成に ま す ま す 力 を 入 れ、

す。創業 100 周年に向かって、

今年４月で創業

舎の維持管理など、県南地方を

学び確かな技術を身に付けるこ

にくいことも、この施設で一から

手社員が、現場では先輩に聞き

した研修棟を建設しました。若

中心に地域に根差した企業とし

）年に、三

締 役に就 任しました。 質の高い

とができます。

弊社だけでなく地域としても、

提 案 や 施 工 は も ち ろ んのこ と、

の視点を生かし社員が幸福を感

技術者不足が大きな課題となっ

中小企業ながらも、２０２１年

用してもらっています。小規模の

るので、風邪や治療の通院に利

新たに設けました。年間３日あ

も使える「通院休暇」を昨年から

コロナ禍の中、ワクチン接種に

なげていきたいと思います。

く県南地方のさらなる発展につ

える環境を作り、自社だけでな

しながら、仕事の面白さを味わ

ます。新入社員が集い切磋琢磨

スを立ち上げる準備を進めてい

れ、今春から共同で人材育成コー

ています。他社の社員も受け入

健康経営優良法人上位５００社

ました。

じられる取り組みに力を注いでき

福利厚生や健康経営など、女性

代目となる私石川格子が代表取

２０１３（平成

地内に、実際の作業現場を再現

８9
て歩んできました。

全般を手掛けてきました。民間

に認定されるなど、大きな成果

石川 格子さん

以来、東陽電気工事は電気設備、

代表取締役

も残しています。

代表メッセージ

通信設備、消防設備の電気工事

技術を一から身に付け
仕事の面白さを感じて
楽しく働いてほしい

２５

建設業
スキルアップ 専用の研修棟を整備。
支援
資格取得支援

術 集団
技
す
灯
」を
り
か
あ
地域に「
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先輩に相談しながら仕事を行う総務部
高所作業車を使い作業することも

技術力の向上のために、各種

べるようになりました。

和８）年に先々代の石川盛蔵が

東陽電気工事は、１９３３（昭

の受講料補助など、手厚いサポー

負担や書籍代補助、外部勉強会

格取得に対して、初回の受験料

支援制度も充実しています。資

東光電気工事の白河出張所とし

トを行っています。資格取得者に

人材育成に力を注いで
県南の電気工事は「東陽」

て創 業しました。１９７４（ 昭

は毎月資格手当を給付し、意欲

員一人一人の技術力を高めること

術者の魂」を忘れることなく、社

認められる、プロフェッショナル

気工事といえば東陽電気工事」と

えています。目指すは「県南の電

的にチャレンジできる仕組みを整

）年に二代目石川亘が東陽

に力を注ぎ、確かな仕事を地道

集団です。

こ れ ま での 実 績 が 認 め ら れ、

県南地方を中心に民間工事だけ

でなく、様々な公共工事を受注

前の外灯取付工事、西郷村文化

の各種電気設備工事、新白河駅

挙げると、パナソニック白河工場

有休の取得率アップに取り組んで

新たに通院休暇を設け、同時に

きやすい環境を整備するために、

は、福利厚生の充実。社員が働

東陽電気工事のもう一つの特徴

しています。 最 近の施工実 績を

河消防署西郷分署の電気設備工

取得のほか、健康セミナー等を

れていま す。
「 ブライト ５ ０ ０」

います。また、人生１００年時

東陽電気工事の大きな特徴は、

実施しており、２０２１年は大

事など、地域に根差した仕事に

若手社員の人材育成に力を入れ

手食品メーカーに依頼し、食生

代に向けて健康経営にも力を入

ていること。その中心となるのが、

活改善の重要性を学びました。

地域に愛される１００年企業

２０２１年夏に完成した研修棟

と、実際の現場を再現した設備

ともに、仕事の楽しさを感じス

へ。プロと認められる人材育成と

テップアップできるより働きやす

を使い、先輩から技術的な指導

現 場では、なかなか確 認ができ

い環境整備を行っています。

を受けられます。それまで忙しい

です。座学の受講はもちろんのこ

取り組んでいます。

センターの太 陽 光 設 備工事、 白

より働きやすい環境整備
愛される100年企業へ

に積み上げてきました。

電気工事に社名を変更。以来、「技

和

４９

なかった作業の手順を、気軽に学
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研修棟を使い、若手は先輩から作業手順などを指導してもらいます。疑問があればすぐに確認
でき、技術を確かなものにできるので、実際の現場でも安心して作業できるようになります
公共工事では、電柱に外灯を取り付ける作業も行います。同様の
仕事に、防犯カメラ設置、防災無線の設置があります

■T E L 0248-22-6262
■E-mail toyodenkikouji.1933@iaa.itkeeper.ne.jp

DATA

■所在地 福島県西白河郡西郷村
字道南西85番地
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■電気や配線に興味がある人

■技術を身に付け磨きたい人

■人から頼られるとやりがいを覚える人

■仕事を通して地域に貢献したい人

工事部

を行っています。信号機設備工事

付けなど、多岐に渡る電気工事

ナ、エアコン、防犯カメラの取り

め、電柱の外灯、テレビ、アンテ

け、それに伴う配線工事をはじ

照明器具、配線器具の取り付

▼どんな仕事をしていますか？

就職しました。

てあった東陽電気工事に迷わず

に自分のやりたかった仕事が書い

気科に進学、卒業後は、求人票

ようになりました。高校では電

は電気工事に関わりたいと思う

電気屋さんを見て、自分も将来

た。工事現場で楽しそうに働く

仕 事の様 子を 側で眺めていまし

営んでいて、小学校の時からよく

父が水道工事を行う設備業を

▼入社のきっかけは？

現場には自分なりの
答えを見つけられる
楽しさがあります

では、交差点などの現場で安全

白河市出身
県内の高校卒
入社24年目
基礎から学べる研修棟
を活用して、若手社員

小松 孝行さん
⃝

⃝

⃝

を確保しながら、予定通り作業

が進むように現場監督とし指示

を出す仕事をしています。

▼大変なことは何ですか？

本当に好きで就いた仕事なの

たことはこれまで一度もありませ

で、仕事をしていて大変だと思っ

ん。例えば、天井裏の配線工事

うやったら美しく仕上げること

など 難しければ難しいほど、 ど

ができるかワクワクしてきます。

同業者が見た時に、うなるよう

な 出 来 映 えの 仕 事 を し たいと
常々思っています。

▼仕事でうれしかったことは？

自分の思い通りに現場が仕上

がった時が一番うれしいです。難

ると、なんとも言えない充実感

しい条件下できれいに配線が収ま

があります。現場の図面はあく

まで参 考 書のようなもの。そこ

から毎回自分なりの違った答え

を見つけていく過程が楽しいです。

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

入社間もない頃に大先輩に言

それぞれ。その中で一番のやり方

われた「作業現場の仕上げ方は人

を自分なりに探しなさい」という

言葉です。この言葉を片時も忘

れずに、仕事に励んでいます。

健康経営優良法人 認定

研修棟

社員インタビュー

こ まつ たかゆき

の達成感を積み重ねて
いきたい。

料理が趣味で、家でもいろいろな料理を作っています。

社員とその家族を招いてのバーベキューでも調理担当

として、日頃磨いた腕前を披露しました。

みんなに大好評！

ブロック肉の塩釜焼

きを振る舞いました。

気になるポイントをチェック！

2021年８月に、会社の敷地内に研修

社内に健康器具を設置したり、スポー

棟が完成しました。若手のうちに安心

ツジムや食品メーカーと連携して健康

して学べる環境が整った、未来を担う

セミナーを行ったりしています。健康

技術者のための施設です。電気工事

に関する様々な取り組みが評価され、

に関する一連の流れを教わりながら、

現場で生かせる確かな技能を身に付

健康経営優良法人2021（中小規模法

人部門）の上位500法人である「ブ

けることができます。

ライト500」に認定されました。
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▼入社のきっかけは？

私は就職活動の際「オファー
ボックス」という 就 活サイトを
使っていたのです が、 初 めてオ
ファーをもらったのが東陽電気工
事でした。コロナ禍に対応して、
オンライン選考を行っていたこと
も大きかったですね。モニター越
しでも人あたりが良いのが伝わっ
てきて、親近感が持てました。一
緒に働いたら楽しく仕事ができ
そうだと感じて志望しました。
▼どんな仕事をしていますか？

人事として新卒採用を担当し
ています。就活サイトを使って学

後輩から頼られる先輩
岩手県大船渡市出身
県外の大学卒
入社１年目

生にオファーを 送ることもあれ

サポートを受けながら
何事にも挑戦して
会社に貢献したいです

地へ出かけたり、美味しいと評判

た。表紙の写真を撮影しに観光

のカフェを取材したり、現場の勉

強をしながら記事を書いたりして
います。

▼大変なことは何ですか？

仕事の優先順位を付けること

が難しいです。自分では後回しに

してもいいと思った仕事に関し、

上司から進み具合を確認される

ことが何度かありました。それ

からは、業務をいつまで終わらせ

たらいいか確認しています。周囲

だき仕事を進めています。

のみなさんにもサポートしていた

▼仕事でうれしかったことは？

実 家 が 岩 手 県の 大 船 渡 市で、

ここ西郷村とはだいぶ離れていて、

就 職に親は反 対でした。そんな

親に仕事の様子を伝えようと広

報誌の「ニュースレター」が出来

上がるたびに送っています。
「今

回も良かったね」と親から言って

もらえると、自分もちゃんと仕

事できていると自信が湧きます。

資格取得支援事業

熱中症対策

ば、オンラインで面談を行うこと
も あ り ま す。
「ニュースレタ ー」
という広報誌を作るのも大切な
仕事です。より親しみやすくした

⃝

葵さん

⃝
⃝

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

社長の「やってみなはれ」です。

新入社員は自分から動けないも

のですが、社長の一言で何事にも

挑戦する気持ちになります。
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あおい

総務部

と がし

富樫

いと、最近デザインを一新しまし

社員インタビュー

になれるよう、いつで

も 笑 顔 を 忘 れず に 頑
張っていきます！

マンガ鑑賞が趣味で、休日はマンガを読みふけってい

ます。週末に上手にリフレッシュして、週明けから新鮮
な気持ちで仕事に取り組んでいます。

大好きなマンガに

囲まれているだけで

幸せな気持ちです！

建設業の現場では、夏場に熱中症の

電気工事に従事するには、国家資格

リスクが高まります。熱中症対策とし

が必要です。社員が地元の工業高校

て社員専用の自動販売機を設置して

を訪ね、資格取得に向けた支援活動

います。また、全社員が「熱中症対策

を行っています。高校生のみなさんに、

アドバイザー」の養成講座を受講し知

識を身に付け、お互いに熱中症にか

ポイントを分かりやすく教え、質問や

疑問にも答えて、資格取得をしっかり

からないようにしています。

とサポートします。

■代

表 理事長 中山 大
■職 員 数 505人

理事長

大さん

「 地 域 医 療 と 全 人 的 医 療の 実

なりました。今後は地域におけ

りよい治療を行うことが可能に

題と考えています。

ルスケアを管理していくことが課

研修制度や資格取得の支援、子

医療・介護の現場では人材不

育て世代の職員の働き方の見直

足が叫ばれて久しいですが、当院

治療・リハビリ・在宅医療・福

しのほか、私自身もイクボス宣言

た当時、介護と医療の隙間をつ

祉の連 携と 向 上に、 職 員一丸と

ではワークシェアリングの推進、

なって努めてきました。現在は指

を行い、職員のワーク・ライフ・

ることから始まり、予防・診断・

定保険医療機関・救急指定病院

の取得などにもつながり、離職率

業を認定する「くるみんマーク」

みは、子育て支援に取り組む企

近年は、
「病院総合医」の育成

低下などの効果も現れています。

「 看 護 や 介 護の 仕 事 が 好 き 」
。

複数の疾病を抱える患者さんは

診療科ごとに診察・治療を受け

その気持ちがあれば大丈夫です。

括的に診察するチーム医療を取

したことにより、患者さんを包

性を発揮してみませんか。

仕組みが整う当院で、その専門

し、地域に必要な人材を育てる

たな診療科「総合診療科」が誕生

り入れ、情報を共有しながらよ

皆さんの持つ資格やスキルを活か

年度に新

にも取り組んでいます。これまで、

ています。

を進めています。こうした取り組

バランスの実現に向けて環境整備

１９

療科目で地域住民の健康を支え

として１９３床を有し、

の診

なぐべく施設入所者の医療に携わ

介護保険制度が確立していなかっ

１０

た、地域のための医療機関です。

開業医

践」を理念とする当院は、地域の

中山

る家庭医を増やし、地域全体のヘ

地域のための医療機関
として、他ではできない
医療サービスの提供を

数名が集まって設立し

代表メッセージ

ていましたが、平成

30

かしま病院
■資 本 金 4,500万円

養生会
立 1983年

社団医療法人
■設

医療・福祉
仕事と育児の 院内に託児所を開設。
両立支援
子育てをサポート

平成30年度 福島県ワーク・ライフ・バランス大賞（男女共同参画大賞）

す
ま
え
支
に
合的
総
を
方
の
地域
で
ま
宅
在
予防から
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看護師は、先輩職員がマンツーマンで指導する「プリセプター制度」を導入し、よりきめ細や
かな研修を行っています
「地域を診る、人生まるごと魅る」をモットーに、総合診療専門医
（家庭医療専門医）育成に力を入れています
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al Poi

複数の薬剤師が処方箋内容の確認を行っています
優しさと思いやりを大切にしています

Webサイト
■T E L 0246-58-8010
■E-mail saiyou@kashima.jp
［付帯機能］健診センター、居宅介護支援事業所、かしま病院介護医療院
［併設施設］かしま訪問看護ステーション、かしまヘルパーステーション
DATA
Appe

病棟業務に関わる取り組みを始

働きやすい環境づくりで
誰もが活躍できる病院に

めています。仕事を分担すること

「面倒見の良い病院」で
ありたい

復期リハビリテーション病棟、一

で、看護師がそれ以外の業務に

職員が働きやすい環境づくり

般病棟、地域包括ケア病棟の入

専念できるだけでなく、医療事

地域医療の充実を目指してい

院設備、付帯機能のかしま病院

故の減少や、臨床検査技師自ら

担の一環として、臨床検査技師が

介護医療院などを有し、様々な

が新たな仕事を見つけ出し提案

を進めるため、看護師の業務分

医療サービスを提供しています。

る当院では、外来診療や健診セ

また、併設施設の訪問看護ステー

するなど、様々な効果も生まれ

ンター、透析センターのほか、回

ションや通所リハビリテーション、

ています。

特に医師の定時退勤を推奨し

社会福祉法人が運営する特別養

どの資格取得を支援しているほ

そのためにも、認定看護師な

院内託児所の直営や子の看護休

境づくり が特 徴です。ほかにも

家庭の両立が図られるような環

整えるなど、男女問わず仕事と

ており、 柔 軟なシフト対 応や定

護老人ホームやデイサービスセン

か、 理 学 療 法 士 や 作 業 療 法 士、

暇の取得推進、メンタルヘルス不

ターなどと連携しながら、地域

言語聴覚士などが、地域内の専

時以降は当直に引き継ぐ体制を

門職の教育的立場を担う取り組

調者のための相談窓口の設置な

医療の充実に努めています。

みを 行っており、 各 病 院が集ま

どの取り組みが認められ、平成

年に福島県ワーク・ライフ・バ

る学会で発表を行い高い評価を

が職員自身のスキルアップを実現

入れており、こうした取り組み

るなど、 横のつながりにも 力を

専門家が施設を訪問して指導す

スしたり、リハビリテーションの

などについて介護職員にアドバイ

これからも環境整備に努めていき

きいき と 働 け る 職 場 を 目 指し、

賞しました。職員一人ひとりがい

いて、将来世代応援企業賞を受

めの将来世代応援知事同盟にお

を、令和元年には日本創生のた

ランス大賞（男女共同参画大賞）

受けています。また、 医 療 安 全

しています。

３０

たいと思います。
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■所在地 福島県いわき市鹿島町
下蔵持字中沢目22-１

＼こんな人を待っています！／

■地域の方の健康を支援したい

■やりがいがあり誇りの持てる仕事がしたい

■人が嫌がることにもチャレンジできる

■仕事と家庭、子育てを両立させたい

いていて、いわきに帰省する度に
「やりがいがあって楽しい」と聞
年までは一般企業に就職しようと

き憧れはありましたが、高校２
考えていました。でもいざ将来を
考えると、資格があればどこで
も働けるのが強みかなと思い、看
護師として地元で働くことを目
指すようになりました。
▼どんな仕事をしていますか？

日勤の場合患者さんの情報収
集からはじまり、食事介助やお
むつ交換、病室を回って血圧や体
温の測定、点滴をしたりなど多
岐にわたります。私が勤務する
のは主に急性期の患者さんを受
け入れる病棟ですが、治療やリ

いわき市出身
県内の専門学校卒
入職３年目
患者さんやご家族から
の「ありがとう」の一言

東２病棟

八巻 佳奈さん

や まき

か

な

⃝

⃝

⃝

看護部

おばが東京で看護師として働

▼入職のきっかけは？

尊敬するおばの様に
誰にでも分け隔てなく
優しくできる看護師に

ハビリを頑張って退院する方も多

く、その姿を見ることがやりがい
になっています。

▼大変なことは何ですか？

担当していた脳梗塞で入院して

いた患者さんが、目を離したすき

こうとして転倒させてしまったこ

に一人で車いすを使ってトイレに行

とがありました。それからは職員

間で声を掛け合うなど工夫したこ

とで、
次に活かすことができました。

▼仕事でうれしかったことは？

今はコロナ禍で面会を制限して

いるので、ご家族の方には患者さ

んの状況を詳しく話すよう心掛

除けるよう 接していると、ご家

けています。なるべく不安を取り

族だけでなく患者さんから直接

あり、それでまた頑張ろうと思

「ありがとう」と言われることも
えます。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

仕事は日勤、遅番、深夜勤な

どがあり、日によって勤務形態

が違うので生活リズムに慣れるま

で大変でした。そんな時「患者さ

継げれば大丈夫」と言われ、自分

んを無事に次の勤務の人に引き

の担当する時間内の仕事をしっ
が抜けた気がしました。

かりと行えばいいんだと、肩の力

院内に託児所を開設

働きやすい職場環境の整備

職員インタビュー

があるから、忙しい毎
日でも頑張れます！

休日は地元のカフェ巡りが定番。スイーツを食べてス

トレス発散した後は、最近通い始めたジムでの運動も

欠かせません

水 族 館 も 好 き で、

ゆったり泳ぐ魚たち

に癒されています

気になるポイントをチェック！

当院では、平成18年８月に県が認証

平成18年に院内託児所を開所。職種

する「仕事と生活の調和」推進企業の

を問わず産休明けから就学前まで利

認定を受けるなど、職員が仕事もプラ

用可能。開所時間内であれば勤務時

イベートもバランスよく取り組むこと

間に合わせて利用することができ、研

ができるよう、働きやすい職場環境づ

修会などでの短時間利用にも対応し

くりを続けています。※写真は令和元年

ています。

度知事同盟将来世代応援企業賞受賞時
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▼入職のきっかけは？

学生の頃父が交通事故でケガ
をして、見舞いにいった際に理学
療法士という職業があると知り
ました。私自身もスポーツをして

▼大変なことは何ですか？

患者さんとのコミュニケーショ

ンや対 応の仕 方のほか、 医 療 職

に携わる知識や技術を日々勉強

識は病院内での講習のほか、いわ

する必要があります。新しい知

き市内の病院などに勤務する理

学療法士・作業療法士が企画す

る勉強会にも参加し、互いに技
術を高め合っています。

▼仕事でうれしかったことは？

自分の勉強してきた知識や身

に付けた技術を発揮することで、

患者さんが少しずつできるように

なる過程が見えるのがやりがい

います。

いたことと、人と接する仕事が
したいと思っていたので、看護師
校に進学。就職説明会で当法人

だった母から情報を集め専門学
を知り、福島県に友人がいたこ
学をし、リハビリ室が広くスタッ

とがきっかけで実際に施設を見
フも多いので、働く環境が整って
いると思い決めました。
▼どんな仕事をしていますか？

です。効果の有無をスタッフで共

有しながら、患者さんがよりよ

い方向になるよう支援していくこ

とが、仕事のモチベーションにも
つながっています。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

言葉ではありませんが、患者

さんが治療している間の変化を

見逃さないよう、治療を行う前

るのが大事ということを、先輩

の準備やどう行っていくかを考え

全職員を対象にした医療安全研修、

福利厚生の一環としてバーベキュー、

ケガや病気などで身体に障害
などの基本的な動作の回復に向

患者さんとのやり取り
山形県山形市出身
県外の専門学校卒
入職10年目

院内研修の実施

地域のイベントにも参加

のある 人 が、 座る・立つ・ 歩く
けて行うリハビリを 支援し、 患

患者さんの体だけでなく
心にも寄り添っていける
セラピストになりたい

外部講師を招いての研修なども行って

げています。

者さん一人ひとりの状況に合わせ

ふ

職員の姿から学びました。それ

までは段取りを考えないで慌てる

こともありましたが、準備をし

てから対応することでスムーズに

治療ができるようになりました。
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航さん
せ

⃝

布施

⃝
⃝

理学療法科
わたる

リハビリテーション部

た治療を行っています。

職員インタビュー

の 中 で 感じたも のを、
実際の治療にも反映す
るようにしています

スノーボードが趣味。ここ数年はご無沙汰しています
が、猪苗代や裏磐梯によく行っていました。早く子ど
もをゲレンデデビューさせたいです！

休日は、１歳になっ

ごすことが多いです

た子どもと遊んで過

忘年会、野球大会、サークル活動な

感染対策に関する研修を年２回実施。

どを行っています。毎年夏にはいわき

ほかにも部門や委員会が主催する各

おどりに参加し、いわきの夏を盛り上

種研修や、次世代の幹部職員に対し

■代

表 代表取締役社長 長堀 慶太

株式会社

立 1974年

ソマ
■設

■資 本 金 10,000万円
■従業員数 55人

製造業
長時間労働の ノー残業デーの設定・作業効率化による
是正
残業の削減

ユースエール認定

ーカー
メ
品
飾
光る宝
と
リ
ラ
がキ
術
技
の
独自

ソマは、 東 京 に 本 社 を 置 き、

く香港、中国でも販売し、海外

ナガホリを通じて国内だけでな

用しており、若者の採用と育成

宝飾品の素材買い付け、製造、卸、

リ は 長 堀 真 珠 株 式 会 社 として

けました。２０２２年度は１名

働省からユースエール認定を受

が入社予定です。また、長年勤

に積極的な企業として、厚生労

すること」を基本理念に取り組ん

務している社員も多くいます。仕

１９６２年に設立し、「ジュエリー

できました。真珠の販売から始

事と生活の調和を図るため、残

業の極小化に取り 組んでいるこ

うとしたころ、当時の相馬市長

か ら 工 場 立 地 の 誘 致 が あ り、

帰できること、有給を取得しや

すく子育て中でも働きやすいこと

と、女性は産休・育休を経て復

が、人材の定着に結び付いている

１９７４年にソマを設立しました。

現会長の長堀守弘が戦時中、新

ようです。

当社は地元の方を積極的に採

地町に疎開し、高校時代には相

マという名前も相馬が由来です。

用することで、相馬に貢献したい

機 会は少ないですが、 人々が笑

ソマはナガホリの製造部門とし

顔になれる宝飾品を一緒に作って

当はお客様の顔を直接拝見する

製造を担っています。現在は１カ

いきましょう。

と考えています。私たち製造担

月にネックレス四千本～六千本、

クレスや指輪、イヤリングなどの

指 輪 千 五 百 本 ～二 千 本を 製 造、

て、数あるブランドの貴金属ネッ

馬市に通っていたゆかりの地。ソ

福島県は、ナガホリの創業者で

まり、宝飾品の製造に着手しよ

を通じて人々の文化生活に貢献

毎年、地元高校の新卒者を採

大槻 幸市さん

にソマの技術力を発信しています。

常務取締役工場長

販売までを一貫して行う、株式会

積極的に地元雇用を
展開し、
相馬に
深く根付かせたい

社ナガホリの子会社です。ナガホ

代表メッセージ
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■所在地 福島県相馬市柚木字一の坪86
nt
al Poi

電加工機）
、マシニングセンタ（加

工に合わせて工具を自動で交換

カーではあまり使用しない、多数

する機械）など、他の宝飾品メー

当社は、ネックレスを作る第１

に、金型や治具、消耗部品、簡

の工作機械を揃えています。さら

手先の器用さを仕事に
活かし女性も活躍

製造部、指輪などの小物を作る

単な機械などは技術開発部が独

第２製造部と、技術開発部、総

務部があります。製造業という

自に開発しており、ソマならでは

ができています。これは他社と差

のオリジナル製品を生み出すこと

別化できる当社の強みです。図

ませんが、アクセサリーづくりを

趣味に細かい手仕事を得意とす

面設計は、宝飾品メーカーの中

と男性のイメージがあるかもしれ

女半々です。配属先は適性を見

で先駆けて導入したＣＡＤ／Ｃ

る女性社員も多く、社員数は男

て判断し、専門的な知識や技術

タを使用し設計して製造するこ

ＡＭ（キャドキャム ： コンピュー

と）を活用し、生産性向上、作

は入社してから身に付けていって

宝飾品の製造は黙々と手作業

もらいます。

機械では不可能な極小宝石の石

社の特徴のひとつです。職人は、

業を融合させているところが当

な造形を可能とする機械と手作

製造に興味のある方はぜひ積極

必要ありませんので、宝飾品の

いうこともなく、特別な資格も

工業系の学校での学びが必要と

専 門 的 な 機 械 が 多いです が、

業効率向上を図っています。

留め、人の手でしか表現できない

的に応募していただきたいと思い

で行う工程もありますが、精密

ような曲線の研磨、チェーンの仕

ます。

気にとても左右されます。今後

私たちの仕事は、世の中の景

上がりの検査など、器用さと丁

す。 と ても 繊 細 な 作 業 であ り、

は、今まで以上に開発に注力し、

寧さが求められる部分を担いま

まさに「職人技」と言えるでしょ

生産性を高め、相馬に還元して

です。

働きがいのある職場を目指したい

事環境のもと、働きやすい、かつ

社員にとってはメリハリのある仕

いきたいと考えています。そして、

う。

独自の金型や機械で
ソマだけの製品を製造

当社は、多品種の宝飾品を製

造しており、ワイヤーカット（放
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一つ一つ丁寧に行われるペンダントヘッドの石留め。お客様が宝飾品を付けた時を想像しなが
ら完成を目指します。
相馬野馬追をイメージするなど相馬に根差した宝飾品を展開する
ブランド「LA SOMA」
。
「その人だけが持つ輝き」がコンセプト

■T E L 0244-36-3502
■E-mail kouichi.ootsuki@nagahori.co.jp
DATA

Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■細かいものづくりが好きな人

■宝飾品の需要の変化に敏感な人

■協調性があり、
皆と協力してものづくりができる人

■行動力がある人

宝飾品を鏡のように磨き上げる研磨作業 分からないことは気軽に聞き合うことができます

佐土原 孝之さん

いった細かい作業が好きでした。
金やプラチナといった、なかなか
見たり触ったりすることのできな
い貴金属を扱う仕事というとこ
ろに興味を持ち、入社しました。
▼どんな仕事をしていますか？

技術開発部は、このような宝
飾品を作りたいという要望に合わ
せて、
機械や工具をイチから製造・
修理したり、ＣＡＤ／ＣＡＭを用
いて設計図面を描き、工作機械
を作成したりしています。技術開

に切削加工を命令するプログラム
発部内の連携、製造部とのコミュ
ニケーションは欠かせません。
▼大変なことは何ですか？

相馬市出身
県内の高校卒
入社24年目
工場長はじめ上司や同

僚は皆気さくで、困っ

ど はら たかゆき

さ

技術開発グループ

小さい頃からプラモデル作りと

▼入社のきっかけは？

「できる方法」を考え
多様な技術開発に
挑戦し続けたい

目で見ることのできない１ミリ

⃝

⃝

⃝

以下のとても小さな数字を扱うこ

とです。
仕事に慣れない頃は、
０・１

ともありました。細かい作業と向

ミリと０・０１ミリを間違えるこ

き合う根気強さが必要です。

▼仕事でうれしかったことは？

自分が製作に携わった機械や

工具が製造現場で役に立った時

はうれしかったです。苦労しなが

ら 時 間 を 掛 けて 完 成 さ せ た 時、

製造現場から褒め言葉をもらっ

た時の達成感は忘れられません。

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

「できないではなく、どうすれ

ばできるかを考えること」という

言葉です。できないと言ったらそ

前進するために必要な方法を模

こで終わってしまうことに気付き、

索し、挑戦することを心掛ける
ようになりました。

▼今後の目標を教えてください。

私は高校卒業後からずっとソマ

で働き続けています。そこには、

できることを途中で投げ出すこと

はしたくない、こんな機械や工具

頑張ろうという強い思いがありま

を作ってほしいと求められる限り

した。今後も、できないというこ

とがないくらい、さまざまなこと

に挑戦していければと思います。

新入社員研修

安価な昼食弁当

社員インタビュー

た時には相談しやすい
社風がソマの魅力です

家族の家事が少しでも楽になればと、休日はし

ばしば料理に勤しみます。得意料理は野菜炒め

やカレー。その腕前は家族からのお墨付き

子どもにピアノの弾

き方を教えることも

あります

気になるポイントをチェック！

昼休みの楽しみはやはり昼食。ソマで

新入社員研修の一環として、親会社

は業者から仕入れた日替わり弁当を

ナガホリへの訪問や、東京の商業施

100円という安価で社員に提供してい

設にある本社直営店舗と宝飾品展示

ます。ご飯、味噌汁、おかず７～８点

即売会の見学などがあります。なかな

がセットでこの価格はお得と社員から

か見ることのできない、自分たちが製

は好評。今日の献立を想像すると、

造に関わった宝飾品が販売される様

仕事もはかどりそうです。

子を肌で感じる機会です。
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⃝

社員の健康と安全を目的に結成され

ラーパネルを設置し、2013年から「ナ

た安全衛生委員会は、コンセント周り

▼大変なことは何ですか？

決算期の１カ月間です。会社

の財務状況を把握するため、と

にかく早く資料を作成しなけれ

ばいけません。ピラミッドに例え

ると、最も重要な数字は頂上に

あるため、下から間違いなく数

字を積み上げていかないと導き出

せませんし、 他グループの担 当

者と連携を図る必要もあります。

毎回試行錯誤しながら取り組ん
でいます。

▼仕事でうれしかったことは？

決算が終わった時の達成感です。

時間を掛けてしっかりとした試算

表ができあがると頑張ったなと自

分を褒めたくなります。決算期

は総務全体が忙しい時期ですが、

みんなで協力して乗り越え、笑顔

達成感はとても大きいです。

で「お疲れ様」と言い合えた時の

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

ソマは、敷地内に約4,200枚のソー

▼入社のきっかけは？

入社当時は子どもが小さかっ
た た め、 残 業 なし、 かつ土 曜・

⃝

「メリハリをつけることが大事」
。

りに注力しています。

日曜が休みの職場を選びました。
女性社員が多いことも心強く魅
力的でした。入社２ 年目の時に
３人目の子どもを出産して育児
休暇を取得、今は仕事と子育て
を両立しながら働いています。幼
い子どもがいても働きやすい環境
が 整っているところは、 女 性に
とって大きな利点だと思います。
▼どんな仕事をしていますか？

事務全般と経理です。発注書

⃝

電話の際には目の前に
岩手県一関市出身
県外の大学卒
入社８年目

の処理、納品書の発行や、会社

や

施。心身ともに元気に働ける職場づく

全量を電力会社に売電しています。

のお金の流れを数値化して管理
がソマの宝飾品をつけてくださる

仕事と子育ての両立。
女性が働きやすい
環境が整っています

安全衛生委員会

太陽光発電事業

するなどしています。どんな方々

佐藤 早耶さん
さ

やるときはやる、休むときは休

すぎず次への糧とすること、と教

む、失敗してもマイナスに執着し

えてもらえました。定時を過ぎ
切るようにしています。

たら、また明日頑張ろうと割り
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のかなと、きらびやかな完成品

総務グループ

さ とう

を愛でながら働いています。

社員インタビュー

（えごえ）を意識して対

相手がいなくても笑声
応しています

どもと山や海などに出掛けて思い切り遊びます。子ど

休日は、小学生の男の子２人、女の子１人の３人の子
ものかわいい寝顔は、明日への活力になっています

趣味は読書。ちょっ

と 泣 けるファン タ

ジー小 説が 愛 読 書

です

ガホリ・ソマ ソーラー発電所」として

の清掃、通勤車両のタイヤ、ワイパー、

太陽光発電事業に取り組んでいます。

シートベルトの確認、風邪予防に手

月 間 発 電 量 は 平 均96,000kWhで、

洗い、うがいの励行などを月毎に実

せっこう
立 1971年
■代

表 代表取締役社長 山本 亨

小名浜吉野石膏

■設

株式会社

■資 本 金 10,000万円
■従業員数 64人

トー
ッ
モ
が
」
間を創る
住空
な
適
快
「安全で

風通しのよい職場で
より良い製品を一緒に
創っていきましょう

工場長

清水 文彦さん

％と、安定した市場を

設立されました。銅の製錬時に

㈱との合弁により 1971 年に

で、いわき市内にある小名浜製錬

必要とされてきますので、よりよ

えられるため、高付加価値を付

による新築住宅の受注縮小が考

確保しています。今後は少子化

い品 質の製 品づくりに向け、 人

私たちの命と財産を火災から守

目 に す る こ と は あ り ま せ ん が、

材として使用されており、直接

施設などさまざまな建物の内壁

ボードは、戸建てや学校、病院、

害を 起こさない・ 起こさせない

を制定し、安全ルールを守り災

は当社独自の「ご安全にルール」

と技術を学びます。安全教育で

１ 年 先 輩 社 員の指 導でしっかり

新人教育プログラムでは、約

材育成にも力を入れています。

る役割を果たす生活必需品であ

人材を育成することで、安全な

これから就職を考えている皆

工場を目指しています。

再利用するなど、循環型社会づ

さんには、ぜひ自分の意見が言

るといえます。一方で建築現場か

くりにも貢献しており、ＳＤＧｓ

に技術的なフォローや新製品の

合わせた高い品質を保つため、常

ます。

案できる、そんな人材を求めてい

出るアイデアや意見を積極的に提

実際の現場で働いているからこそ

える人であってほしいと思います。

指導を受けることができるのも

吉野石膏ブランドのスペックに

への取り組みも進めています。

ら排出されるボードを回収して

耐火性や遮音性に優れた石膏

造しています。

け、プレミアム感を高めることが

ア率は

特徴で、グループ全体の国内シェ

専務取締役

出る化学石膏を原料に、年間約

れる吉野石膏㈱のグループ会社

当社は、タイガーボードで知ら

代表メッセージ

１６００万枚の石膏ボードを製

80

製造業
高い有給休暇取得率
休暇の取得
促進

ユースエール認定
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工場のラインは機械化が進み、製造が始まるとほぼ自動で出来上がります
厳しい検査を受けたものだけが出荷され、万一不良品が出た場合
はそのロット全てを外すという徹底ぶりでクレームを防いでいます

■T E L 0246-43-2200
■E-mail zoy-s.kido@yoshino-gypsum.jp
DATA

Ap

工場内には常に20日分ほどの在庫があります
新人１人に１人の教育係が付きます

お客様のために
より良い製品作りを

オンオフのメリハリで
働きやすい環境を作る

交替の部署はシフト勤務のため

当社では発注書による見込生

土日も仕事がありますが、定時

建物の内壁材として使われる

持ち〟
。当社の製造現場では７人

になれば交替になるため残業は

産を行っているため、計画的に仕

編成の４班が３交替で勤務して

ありません。ＧＷやお盆、年末

事を進めることができます。３

いますが、機械化・省力化が進

年始にはまとまった休みも取れ

守ってくれるいわば
〝縁の下の力

んでいるため、工場のラインでは

ます。加工や事務部門は日勤の

石膏ボードは、私たちの生活を

るだけで、時間外労働の削減や

みの勤務で、会社カレンダーによ

スタートと完成部分にのみ人がい

コスト削減にもつながっています。

り ま す が 土 曜 や 日 曜 は 休 みで、

さらに有給休暇の取得率も高

残業も最小限にしています。

石膏ボードは作り方が特殊な

１年かけた教育を行います。ほ

く、上司が積極的に取得するこ

ため、しっかりしたプログラムで

とんどはＯＪＴですが、製品知

環境を作っています。交替勤務の

とで、 部 下も 休みが取りやすい

現場では、休みを取る際には融

識に関することや会社の歴史な

通しあう必要がありますが、日

どの座学研修を行うほか、主に

安全に関する外部講習にも参加

頃からコミュニケーションがよい

社風のためスムーズに取得できま

身者が多いですが、ものづくりに

興味があれば学科は問いません。

離職率が低いのが特徴です。全

す。また、新卒・中途に限らず

してもらっています。工業高校出

工場ではどこか１か所が止ま

社員の顔が見えるぐらいの距離

ると、全ての工程がストップして

しまいます。トラブル防止にチー

れ、 厚 生 労 働 省のユースエール

感は、コミュニケーションが取れ

企業に認定されています。
『働き

ムワークは不可欠で、世代を問

人ひとりが「お客様のためにより

やすく、風通しのよい職場』で、

く、こうした取り組みが評価さ

良い製品を作りたい」との思いを

て働きやすいと社員の評判も高

共有し、仕事の中で出てきた社

一緒に暮らしを支えるものづくり

づいているのも特徴です。社員一

員からのアイデアが製品づくりに

をしてみませんか。

わず意見を出し合える風土が根

も活かされています。
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■所在地 福島県いわき市常磐水野谷町
亀ノ尾85-２
oint
peal P

＼こんな人を待っています！／

■ものづくりに興味がある人

■自分の考えや意見をきちんと言える人

■責任感があって積極的な行動ができる人

■会社のルールを守りながら真面目に取り組める人

くりの仕事がしたいと思っていま

親とも相談して決めました。そ
れまで石膏ボードのことは知り
ませんでしたが、見学したことで
実際の仕事についてイメージする
ことができました。
▼どんな仕事をしていますか？

石膏ボードは素材も仕様もさ
まざまな種類があり、それによっ
私が働く部署は３交替制で夜勤

て材料の配合も異なってきます。
もあるので、ケガをしないよう安
全第一で作業することが不可欠。
日頃からコミュニケーションを取
ることで、意見を言いやすい雰囲

いわき市出身
県内の高校卒
入社７年目
社員同士の距離が近い

⃝

⃝

⃝

こうだい

すすめられて実際に見学をして、

した。担任の先生にこの会社を

菅野 晃大さん

かん の

製造課

工業 高 校 出 身なので、ものづ

▼入社のきっかけは？

日々のコミュニケー
ションが、良い製品
づくりにつながる

気を作るよう心掛けています。

ころで、進出企業第１号の当社がそこ

製造販売した吉野石膏。品質やサイ

にあった炭鉱の守り神である神社を譲

ズなどお客様の多様なニーズに応える

り受け、小名浜吉野神社として今もお

ため、当社では200種以上の製品を

祀りしています。例大祭も行われ安全

製造しています。見えない所に実は当

を祈願するなど、欠かせないものです。

社の製品が使われています。

▼大変なことは何ですか？

石 膏 ボ ー ドを 製 造 する 中で、

割れたり、はがれたりといった不

具 合 が 生 じ る こ と も あ り ま す。

指示書の基準の中でも考え方を

工夫することでより良い製品が

作れるようになるため、同じ班

のメンバーとアイデアを出し合い、

日々改良を重ねています。

▼仕事でうれしかったことは？

後 輩 を 指 導 する 立 場にな り、

教える難しさも感じていますが、

成長した姿を見ると教えたかい

があったとうれしく思います。人

と話すことが好きなので、コミュ

ニケーションを取りながらより良

い製品づくりを目指すこの仕事

が自分に合っているなと感じてい
ます。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

入社したばかりの頃は失敗す

ることも多かったですが、先輩が

「責任を取るから気にせずやれ」

も積極的に取り組むことができ

と言ってくれたおかげで、何事に

ました。これからは、 自分も 後

輩にそうしてあげたいと思ってい
ます。

1922年に国内で初めて石膏ボードを

鹿島工業団地は昔常磐炭鉱だったと

ボードの種類は200以上！

敷地内に神社がある

社員インタビュー

ので、話しやすく、働
きやすい環境です

１歳になった娘の子育てを頑張っています！休みはな

るべく子どもとの時間を取るようにしています

高校時代は野球部。

今 も 趣 味 で ソ フト

ボールを楽しんでい

ます

気になるポイントをチェック！
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▼大変なことは何ですか？

社員全員と関わるので、顔と

名前を覚えるまでが大変でした。

関わる部署のため、何でも知って

また、給与関係など生活に直接

いると 思われるので、 責 任 感を

持って仕事をしなければいけない

と 感じています。また、 製 造 業

に携わっている以上、ものづくり
と感じています。

についても勉強していかなければ

▼仕事でうれしかったことは？

社員と関わることが多いので、

いろんな人と話ができるのがいい

なと思っています。社会保険の制

度のことを何も知らなかったので、

勉強は欠かせませんが、新たな

知識を得ることで発見がたくさ

き る と 私 も う れし く 感 じ ま す。

んあり、社員の困り事が解決で

これからももっと知識を深めてい
きたいと思っています。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

今はコロナ禍で中断していますが、２

仕事上必要な危険物取扱者やフォー

年に一度社員旅行を行い、交流を深

クリフト、玉掛け技能などの資格を取

▼入社のきっかけは？

私は中途入社で、以前は製造
業のものづくり担当として工場に
勤務していました。求人票で当社
ドの全国シェア率が高く、信頼で

のことを知りましたが、石膏ボー
きる会社と思いました。福利厚
生もしっかりしているので、安心
して働けると感じた点も魅力で
した。
▼どんな仕事をしていますか？

給与計算や社会保険などを担
当しています。商業高校を卒業
前任者の退職に伴い引き継いだ

したものの事務の仕事は初めてで、

資格や経験がなくても、
いわき市出身
県内の高校卒
入社２年目

形になりますが、しっかりと教え
と通り対応できるようになりま

信頼していただける
人になれるよう、
知識を深めていきたい

会社負担で資格取得が可能

２年に一度社員旅行がある

ていただいたおかげで、今ではひ
した。また敷地内に神社がある

⃝

全ての社員と関わる仕事なの

で、
「ありがとう」と言われると

やっていてよかったなと思います。

先輩方に助けていただきながら

日々仕事をしています。一日も早

く、
「この人がいれば大丈夫」と

いう存在になりたいです！
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⃝

井筒 希実さん

⃝

た仕事も担当しています。

い づつ のぞ み

事務課

ので、例大祭の時などは関連し

社員インタビュー

先輩方がフォローして
くれるので安心です

最近ゴルフを始めました。コースデビューしたばかりで
すが、早く上達したいです！

学 生の 頃 から続け

ているクラリネット

が趣味

めています。それ以外の年にはボウリ

得する際は、会社で費用を負担してく

ング大会を実施。仕事とは違った一

れます。取得時には合格祝い金も出

面を見ることができ、貴重な時間が

て、意欲があればさまざまな資格取

過ごせます。

得に挑戦できます。

■代

表 代表取締役社長 庄司 岳洋

株式会社

立 1944年

庄司建設工業
■設

■資 本 金 １億円

■従業員数 140人

くる！
つ
を
来
る！ 未
守
を
今
域の
地

総合建設業
仕事と育児の イクボス宣言で
両立支援
より働きやすい環境を実現

業した庄司建設工業は、土木工

１９２２年に私の曾祖父が創

に臨むことが大切だと感じてい

ために！」という志を持ち、仕事

らこそ、平時も非常時も「地域の

備する仕事を請け負う我々だか

家事や子育てには取り 組むべき

こともあり、性別にかかわらず

また、私が子育てを経験した

私が社長に就任した２０１４

の力を発揮してほしいです。学校

年は、２０１１年の東日本大震

行事やボランティアといった社外

だと考えています。家事や子育

興事業を多数担当させていただ

活動への参加も応援しています。

災の爪あとが各地に大きく残っ

きました。現在は震災復興関連

当社は２０２２年で創業から

人間力を高めて、仕事面でもそ

の工事はほぼ落ち着いているもの

１００年を迎えます。当社の強

てができる人は「人間力」が高い。

の、２０１９年の台風による大

みは、「１００年の歴史の中で培っ

まったばかり。当社も各地の復

雨や２０２１年の震度５の地震

た実績、実績に基づいた信頼」で

た技術力、技術力に裏打ちされ

す。これからも信頼に応えていけ

分かりません。我々建設業者は、

災害が発生するといち早く現場

るよう、日々の研鑽に努めなが

ら、地域を愛する熱い思いを持っ

撤去といった応急復旧工事を行い、

警察や自衛隊が活動しやすいよ

た方をお待ちしています。

地域に根差して社会インフラを整

うサポートすることもあります。

に駆けつけ、啓開作業やガレキの

のように、災害はいつ発生するか

ており、復興に向けた動きが始

などで実績を重ねてきました。

事と建築工事の二本柱で誠実に

庄司 岳洋さん

ます。

代表取締役社長

仕事に取り組み、福島県の浜通

100年の歴史の中で
培った技術力・実績
そして信頼とともに

りや宮城県仙台市以南の沿岸部

代表メッセージ
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■所在地 福島県南相馬市原町区青葉町１-１
nt
al Poi

当社が施工した南相馬市立総合病院 脳卒中センター
不動産業やスポーツジムも展開

真摯な社風が生み出す
高品質な建造物

庄司建設工業は、福島県の相

双地区を中心にさまざまな工事

を行う総合建設会社です。相双

地区に住んでいる方なら一度は見

儀正しい人が多い」ともよく言わ

れます。先輩社員が外部の方と

やり取りする様子を後輩が見て

覚え、脈々と受け継がれてきた

社風と言えるかもしれません。

２０２１年４月、当社は社員

イクボス宣言で
より働きやすい職場へ

トンネル・ダム・港湾などをつく

ライフ・バランス）を応援するた

の 仕 事 と 家 庭の 調 和（ワー ク・

多 数 手 がけてお り、 道 路・ 橋・

たことがあるであろう建造物を

る「土木」と、住宅・病院・工場

め、
「イクボス宣言」を行いました。

などをつくる「建築」の２つの部

門で豊富な実績があります。仕

取りやすい職場環境の整備、社

これに伴い、育児のための休暇を

員の積極的な育児参加、長時間

事の多くは官公庁から受託した

信頼が広く認められているからこ

労働の削減などに、これまで以

公共事業で、高い技術力と厚い

そ任せていただけるのだと光栄に

上に取り組んでいます。

東日本大震災後、
「地元の復興

思っています。中でも、防波堤を

設置したり海岸を補強したりする

考える方も増えており、心強く

の力になりたい」と当社を志望す

思っています。技術職のほか、営

「海洋土木」の分野では県内有数

す。こうしたスケールが大きい仕

業職や総務などで文系の方も採

進学したものの就職は地元でと

事ができるのも当社の魅力です。

用しているので、まずは会社見学

る方が増えました。一度は県外へ

建設業というと力仕事を含む

事の多くを当社が手がけていま

ためか荒々しいイメージを持って

を通じて職場の雰囲気を感じて

の実績を誇り、相馬港の港湾工

いる方もいるかもしれませんが、

いただけたらと思います。

力です。同じ志を持った仲間とし

り上げる達成感も、建設業の魅

皆で協力して一つのものをつく

当社の社風はとても穏やか。物

タイプの社員が多いです。真面目

て共に働ける日を楽しみにしてい

静かでコツコツと仕事に打ち込む

習得し、高品質な建造物を生み

ます。

な仕事ぶりを通じて高い技術を

出すというサイクルが出来上がっ

ています。また、
社外の方から
「礼
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福島県内で２社のみが持つ起重機船を保有し、海洋土木の分野でも活躍中！起重機船とはク
レーンを搭載した大きな船で、大型資材の沖への運搬や堤防の築造工事などに使用します。
地域のインフラを支える建設業は、なくてはならない仕事です。
当社では、地元を愛する多くの社員が働いています。

■T E L 0244-22-1111
■E-mail shoji_soumu@shojicon.co.jp
DATA

Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■地元が好き。地域に貢献できる仕事がしたい

■災害からの復興に携わりたい

■ものづくりやコツコツ努力を重ねるのが好き

■高い技術力を学び、次代に伝えたい

建築設計部 建築設計課

般住宅も手がけている庄司建設
工業の面接を受けました。
▼どんな仕事をしていますか？

主に一般住宅の設計を担当して
います。施主さまと営業担当者

見ていただいて、納得のいく図面

パソコンで図面化し、施主さまに
が出来上がるまで打ち合わせを

南相馬市出身
県外の専門学校卒
入社９年目
住宅完成後の施主さまの
喜びの声がうれしい！

⃝

⃝

⃝

か すみ

な要望をうかがいます。その後、

イメージや間取りなどさまざま

の打ち合わせに同席して、外観

黒川 佳純さん

くろかわ

いと考え、大型施設だけでなく一

後、住み慣れた地元で就職した

図技術などを学びました。その

門学校に進学し、パソコンでの製

ので、高校卒業後は建築系の専

ンしたい」という夢を持っていた

子どもの頃から「住宅をデザイ

▼入社のきっかけは？

仕事も育児も一生懸命！
施主の思いを形にする
家づくりをサポート！

繰 り 返し ま す。 図 面 完 成 後 は、

工事を始める前に必要な書類を

自治体に提出する建築確認申請
を行います。
▼仕事で大変なことは？

設備や法律などの幅広い知識

要望と建築基準法を照らし合わ

が必要なことです。施主さまの

せて、どうすれば理想の住宅を

設計できるか徹底的に調べます。

新しい設 備 や 法 律の 改 正 な ど、

どんどん情報は新しくなるため、

日々の勉強が欠かせません。

▼育児との両立はできますか？

私は産休・育休を２回取得し

今５歳と２歳で、毎日元気いっぱ

て復職しました。子どもたちは

いです。育児はコントロールが難

違った大変さがありますが、育

しい場 面が多々あり、 仕 事とは

児を経験した上司が声を掛けて

は仕事の続きを同僚が一時的に引

くれたり、子どもの体調不良時

き受けてくれたりするので、仕事

と育児を両立できています。

▼今後の目標は何ですか？

施主さまの思いをできる限り

実現し、プラスアルファの提案も

できるよう、流行の照明や省エ

ネ住宅ポイント制度など新しい知

識を吸収していきたいです。

長く働ける職場環境を目指し、休暇

毎年、社員旅行を実施し、社内の親

長く働ける職場づくり

社内イベント

社員インタビュー

気持ちに寄り添った

設計を心がけています

休日は、子どもたちが思い切り走り回って遊べる公園

などに出かけて、大人も子どもも一緒にリフレッシュし

ています。

お酒が好きなので

夕食時に時々飲んで

気分転換しています

気になるポイントをチェック！

睦を図っています。2020年以降は新

制度や福利厚生を整えるとともに、ド

型コロナウイルス感染症の影響により

ローンによる測量などICT（情報通信

中止としましたが、コロナ禍が終息し

技術）を積極的に導入して仕事の効

たら再開する予定です。左の写真は、

率化を図っています。また、女性社員

2019年に社員旅行で訪れた新潟県で

の産休・育休取得率は100%で、復

記念に撮影したものです。

職後も各部署で活躍しています。
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▼入社のきっかけは？

小学６年生の時に東日本大震
災を経験し、
「自分の手で地元を
復興したい」と思ったのが、建設
業を目指したきっかけです。釣り
が好きで、港や堤防によく足を
運んでいたので、地元に根付いて
工事で活躍していた庄司建設工

いる建設会社を探し、相馬港の
業を選びました。
▼どんな仕事をしていますか？

土木工事の現場での施工管理
が私の仕事です。工期どおりに
り現場で作業の進み具合をチェッ

工事が進むよう、計画を立てた
クしたりしています。これまでは

測量作業にはドローン
南相馬市出身
県外の専門学校卒
入社３年目

▼仕事で大変なことは？

建造物の用途や地面の固さが

現 場ごとに異なるので、そうし

た 特 性に 合 う 施 工 方 法 を 選 び、

施工計画書の内容を変えなけれ

ばいけません。現場の特性や施

工方法の組み合わせは無数にあ

計画書を見るといろいろな条件

る た め 覚 え るの が 大 変 です が、

を考慮して工事が行われているこ
ろいです。

とが分かり、奥が深くておもし

▼やりがいを感じる時は？

自分が工事に携わった建造物

が地域に馴染んで、人々が利用

し ている 様 子 を 見 る と、
「大変

だったけれど造って良かった」と

やりがいを感じます。友人とドラ

地域貢献活動

会社見学

先輩社員に同行し、田んぼや畑

復興に貢献できる！
後世に残る建造物を
自分の手で！

イブに出かけた際に「この道路、

私が担当したんだよ」と話すこと
もあります。

▼今後の目標は何ですか？

今は先輩に教わりながら進め

ている現場を、自分１人で管理

できるようになるのが目標です。

徐々に１人で担当する現場が増

えているので、安全確保や作業員

の方々への気遣いなど、これまで

学んだことを生かしていきたいで

す。また、２級土木施工管理技

士の資格取得も目指します。
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が

⃝
⃝

の区画整理、道路の改良工事な

志賀 暖史さん

⃝

はるふみ

土木工事部 工事課

し

どの現場を経験しました。

社員インタビュー

などの ICT 機器が積極

的に導入されて効率化
が進んでいます！

釣りが好きなので、春～秋のシーズンは休日を利用し
て会津の桧原湖にバス釣りをしによく出かけます。湖
上から眺める磐梯山の景色も最高です！

会社の先輩と

相馬港で釣りを

楽しむことも！

会社見学やインターンシップは通年で

社屋周辺の道路で花壇整備のボラン

受け付けています。高校生の場合は

ティア活動に取り組んでいます。また、

学校を通じて申し込み、団体で行う

プロレス団体ZERO1による「いじめ

場合が多いですが、新卒・中途採用

撲滅チャリティープロレス」を福島県

にかかわらず個人での申し込みも大

内に誘致するなど、青少年の健全育

歓迎です。自分の目で見て、会社の

成や地域貢献を目的としたイベントも

雰囲気を肌で感じてください。

実施しています。

おはよ
う
随分早
いね

ね
ちょっと
…

2

若手の頃の
ヒミツの失敗談
Part

こうして解決しました！

間違って早く出勤しちゃった！
私の職場は３交替制勤務で、日によって出勤時間が変わります。
ある朝、出勤するとシーンとした雰囲気。「もしかして！」と思
い、勤務表を確認すると、予定より早い時間に出勤していました。
恥ずかしい…と思いつつ、そのまま勤務開始時間を待ちました。

初めて取り組む仕事なら、誰だって
ちょっとしたミスや失敗はあるものです。
ここでは、先輩社会人の皆さんにお聞きした
「若手時代の失敗談やその解決方法」をご紹介します。

（福祉職・20代・女性）

お客さまの
皆さまにおかれましては
お変わりなくお元気で
いらっしゃって
ございますか …
？

Aさん
（Ｃ課）

手紙の文章がうまく書けない！

Aさん
（B課）

同姓同名の別人と勘違い！

お客さま宛てに直筆で手紙を書く業務があり、若手の頃はかなり苦

電話応対時に「Aさんお願いします」と言われた際、B課のAさん

戦しました。あらたまって丁寧な言葉で書くことに慣れていなかった

だと思い込み、他の業務中で電話に出られないと伝えました。しかし

ので、「お客さまの皆さまにおかれましては…」などくどい表現を連

その後、C課にいる同姓同名のAさん宛ての電話だったことが判明。

発。先輩社員に教わりながら、書き上げることができました。

以降、氏名と部署名をセットで確認するよう気を付けています。

（福祉職・20代・女性）

大雪が降って交通渋滞で遅刻！

（事務職・20代・女性）

優先順位が分からず頭がフリーズ

大雪が降った日の朝、交通渋滞が起こるだろうと予想して早めに

複数の仕事を頼まれると、何を優先して取り組めばいいか分から

家を出たのですが、思った以上に道路が混雑し、遅刻してしまいま

ず、頭がフリーズしてしまうことがありました。現在は、コン

した。この状況ではきっとみんな遅刻かなと思いきや、私以外は全

ピュータ上で各仕事のリストを作って、締切日をアラートで知らせ

員遅刻せずに出社。「社会人ってすごい…」と痛感しました。

るよう設定するなど、優先順位を判断しやすい工夫をしています。

（サービス業・40代・男性）

（システム開発・20代・男性）
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終わ

…

…

ご確認ください。

終わら

先日の企画書を添付しますので

終わ

お世話になっております。

やっちゃ
った！

〇〇様

ない

添付：cat.jpg

!?

メールの添付ファイルを誤送信

今日中に！…できませんでした

お取引先にメールで資料を送る際、誤って別のファイルを添付し

資料を取りまとめて提出する業務を任された際、「今日中にできま

て送信してしまったことがあります。お取引先にはお詫びし、あら

す」と答えましたが実は３日ほど時間がかかる作業でした。頑張った

ためて正式な資料をお送りしました。この経験から、メールの送信

もののやはり期限は守れず、納期を延ばしてもらうことに。作業量や

ボタンを押す前に、何度も添付内容を確認する習慣がつきました。

流れを事前にイメージして納期を答えることを学びました。

（事務職・20代・女性）

に
一緒
ねっ
ろう
頑張
ふふ

！
おー

なんだ
っけ
？
…

認も ！
再確
ラク
ラク

メモ！質問！分かるまで何度も！

（技術職・30代・男性）

母に起こしてもらう生活から卒業

初めて扱う機械の操作を教わった時、すぐには覚えられず、その日

実家暮らしの私は、朝、母に起こしてもらうのが習慣化していま

の仕事の進捗が遅れてしまったことがあります。先輩社員に教わった

した。しかしある日、母が寝過ごしたことで私も寝坊し、会社に遅

ことはすぐにメモを取る！曖昧な点は何度も質問して確認する！分か

刻。「今まで母に甘えていたな。自立しなければ」と反省し、大音

らないところを分からないままにしないことが大切ですね。

量で鳴る目覚まし時計を購入しました。

（製造業・20代・女性）

（製造業・20代・女性）

はい ！

はい ！

いい
ぞ

そちらの件でしたら

落ち着いて
落ち着いて …

…

緊張してお茶をこぼしてしまった
入社して間もない頃、来社されたお客さまにお茶を出す際、緊張

最初の頃は、慣れない電話応対で失敗するのが恐く、なかなか電

して手がプルプル震え、お茶をこぼしてしまったことがあります。

話を取れずにいました。そんな時、先輩社員から「失敗は若いうち

すぐにお詫びし、お茶を淹れ直して再度お出ししました。最初は何

にたくさんしておいた方がいいんだよ」と声をかけられ、気持ちが

事も緊張はつきもの。経験を重ねて慣れていきましょう。

軽くなって少しずつ電話応対に慣れることができました。

（製造業・20代・女性）
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電話対応に尻込みしていたら…

（事務職・20代・女性）

■代

表 代表取締役 佐藤 光信
■資 本 金 5,000万円

■従業員数 25人（2021年10月現在）

佐藤 光信さん

測量設計業を通じて地域の発展

最 初 に 洪 水の 調 査 に 駆 けつけ、

害 が続けて発 生しています。 例

被災の範囲を調べたりするのが当

社の役割です。そこから災害復

るまでにはいろんな道筋がありま

測量設計の仕事は、完成に至

旧が始まります。地域の安全安

計業協会の会長として業界の地

す。それを探りながらデザインで

心を守っていることに、私たちは

位向上に尽力しました。その結

きますので、
「自分の夢をデザイ

創業当時、この仕事を県内で

果、 徐 々に その 評 価 が 高 ま り、

ンしたい」という方ならば、大き

行っている会社は数えるほどでし

事業費の中に占める「測量設計」

なやりがいを持って働けると思い

誇りを持っています。

の重要性が見直されてきた当社

年に福

賞を受賞しました。育児休業取

島県ワーク・ライフ・バランス大

ます。また当社は平成

た仕事がたくさんあります。こ

から、地域内には私たちが関わっ

得率が１００％で、関連事業所

年目を迎える会社です

の道を通れば、橋を渡れば、あ

内託児施設があるなど、働きや

みてください。

を両立させた当社に飛び込んで

ぜひやりがいと優れた職場環境

すい環境づくりを進めています。

然災害への対応」です。東日本大

また、近年特に多い仕事は「自

魅力です。

と誇れるのが測量設計の仕事の

２９

れ も こ れ も 自 分 た ちの 仕 事 だ、

今年

の歴史があります。

た。先代は永年、福島県測量設

という仕事です。

最初に行われるのが「測量設計」

え ば 河 川 が 氾 濫し た と な れ ば、

震災以降、台風や地震による被

代表取締役会長

に貢献してきました。道路・水路・

私たちは昭和 年に創業以来、

代表メッセージ

河川などの工事が始まるときに

３０

地域の生活基盤をつくり、
守っていく、そんな夢を
デザインしてみませんか
６６

株式会社

立 1955年11月

日本精測
■設

建設コンサルタント事業
仕事と育児の 事業所内に保育園を整備
両立支援
し、子育てをバックアップ

平成29年度 福島県ワーク・ライフ・バランス大賞

！
す
で
社
会
量設 計
測
る
守
、
支え
を
盤
基
会
地域の社
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設計図面をパソコンで管理
設計を担った会津若松市内の堰堤

地域の社会基盤を築く
第一段階を担う喜び

私たちの「測量設計」の仕事は、

ることはありません。地域のイン

フラ
（社会基盤）
整備や防災といっ

た、まちづくりに密接に関わって

いく仕事です。近年は地元の若者

たちは、会津を愛する若い人が

の人口減少が続いていますが、私

地元に残れるような「会津の魅力

たとえば「新しくバイパス道路を

で「道路をこう通した方がいい」

上げたＮＰＯ法人で進め、桜の

を守る活動」を、自分たちで立ち

つくる」という時に、まず図面上

と検討して、それを元に測量を

植樹による花見の名所づくりな

して、路線を設計して次の工事へ

つなぐという流れです。つまり私

「測量設計」はベテラン社員か

どを行い、若者の定住を願ってい

ら若手社員への技術継承が非常

ます。

工業者に引き渡すという、
「構造

に大 事です。 若い人たちの力 が

量設計までを請け負い、工事施

物をつくる第一段階」を担ってい

必要です。当社は長年の経験に

たちは調査・計画の段階から測

がいのある仕事です。

ます。それは非常に重要でやり

基づいた確かな技術を持っていま

大切な地域の財産でもあります。

すが、それはなくしてはいけない、

地元の身近なところでは、例

えば東山ダムは測量のほか、施

私たちは今日まで培った技術を

工管理までを担当しました。磐

越自動車の会津若松インターチェ

次の世代に引き継いで社会基盤

続けたいと考えています。地元に

を守り、地域の安全安心を支え

貢献したいという志を持った若い

工事用道路設計等を担当しまし

た。これらをはじめ、ふだん地

人ならば、会社は必要な資格の

ンジ周辺では、測量・用地測量・

元で何気なく通っている道路や橋

惜しみません。

取得、経費援助などサポートを

「地域の安全安心やインフラ整

た防雪柵など雪国ならではの設

備も手がけ、地域の暮らしの役

備に関心がある」
「将来、自分の

などの多くを手がけています。ま

じながら業務を行っています。

います。

に、私たちは地域の未来を見て

い」そんな夢を持った人材の育成

仕 事でま ちを デザインしてみた

に立っているという喜びを日々感

若い力による技術の継承が

地域の未来を守る

私たちの仕事は決してなくな
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測量作業。正確な数値を計測し、設計部門に引き継ぎます
現場の測量作業では、ドローンも大活躍します。その操作技術は
欠かせません

■所在地 福島県会津若松市山鹿町１-10
■T E L 0242-26-3269

DATA
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■地域の暮らしを支えたいと思っている人

■地図に残り、記憶に残る仕事をしたい人

■技術的なことに関心がある人

■地元を愛し、地元で暮らしたい人

むらかみ ゆきひさ

ほとんど建設関係の職場に就き
ましたが、自分は重機を使う仕
事よりも、測量の分野に興味が
あり、こちらを志望しました。
▼どんな仕事をしていますか？

作 業 としては 現 地で器 械 を
使って測量する仕 事になります

取り、次の工程へと引き渡す、い

の実作業はさまざまなデータを

力を得ながら進めています。測量

ない仕事なので、周りの方々の協

事があります。自分一人ではでき

測量に至るまでのさまざまな仕

界の確認に立ち会って頂いたりと、

何回も連絡を取り合ったり、境

者の 方 と 話し 合 う こ と も 多 く、

が、用地測量の仕事では、地権

村上 幸久さん
県外の専門学校卒
入社11年目
現場に出かける前、仕

同士の笑顔が広がる時間をともに過

所にしようと、桜の植樹を進めていま

ごすことが、明日への活力につながり

す。地元で暮らす人々の憩いの場所と

ます。今後も社員の意見を聞きなが

して、あらゆる世代にとって、そして

ら、さまざまな旅行先を検討していき

これからの会津を担う次世代にとって

ます。

も、心の拠り所となることを願ってい

▼仕事で大変なこと、心がけて

いることは？

施工する場所には、その土地

の所 有 者 がいます。そこに道 路

を作ったりするために測量業務

をするので、事前の挨拶とか、地

域で回覧板を回してもらったり、

そういったことを丁寧に行います。

地元の人とのトラブルがあると、

それ以降の仕事が上手くいかな

くなることがありますから。

▼先 輩 か ら ど の よ う な 指 導 を

受けましたか？

まず挨拶をしっかりするよう

に教わりました。
「おはようござ

します」までを丁寧にできること

います」に始まり、
「お先に失礼

が大切で、仕事そのものはその次

場仕事ですから、単純に道具を

にあると学びました。それと現

忘れることがあります。私たち

にとって道具は本当に大切です。

「事前に道具をチェック」
「現場の

撤収時には忘れ物をしない」と厳
しく指導されました。

▼仕事の魅力を教えてください

あ る 程 度 経 験 年 数 を 重ねて、

奥が見えてきたら視野が広がって

いきます。仕事の本当の面白さ

はそこから先にあります。今ま

さに、広がった視野で仕事の楽し
さを実感しています。

桜の植樹

社員旅行

⃝

⃝

⃝

課長
測量部

工業高校の土木科の同級生は

▼入社のきっかけは？

「測量」は奥の深い
仕事。日々、地域密着
で働いています。

わば起点となる大事な仕事です。

西軍が大砲を撃った小田山を桜の名

社員の親睦を深める社員旅行。社員

社員インタビュー

事道具をチェックしな
がら車に積み込んで出
発。忘れ物は厳禁です

いまは家族と一緒に過ごす時間が宝物です

家族揃って公園でお花

見。みんな仲良し、笑

顔が広がる家族です

気になるポイントをチェック！

ます。
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▼入社のきっかけは？

職業訓練校で建築物の設計を
するＣＡＤの技術を学んで、いま
の職に就いています。
▼どんな仕事をしていますか？

道 路や、 雪 国ならではのもの
だと防雪柵などの設計補助をし
ています。 図 面の作 成は地 元に
役に立つ仕事だと日々実感してい
ます。会津は広いので、山の中か
ら市街地まで、幅広い範囲の仕
事をしています。 他には基 本 的
な数量計算なども補助的に行っ
ています。

ち合わせて作業しないと、先に進

いきます。さまざまな知識を持

みません。確認作業が一番大切で、

数値に間違いがあっては大変なの

確認は常日頃、慎重に行っていま

で、次の工程へ引き継ぐために、
す。

▼先輩からどんな言葉をかけられて

いますか？

新人の頃、仕事の
「ホウレンソウ

（報告・連絡・相談）をしっかり

やるように」と繰り返し言われま

した。それができないと、私が何

方はどう指導していいか分かりま

で困っているかが伝わらず、先輩

せんから。
「ホウレンソウ」は仕

事の基 本です。また作 業の中で

失敗した時は、ただ「ダメだよ」

と言われるのではなく、しっかり

指導してもらえる環境があるの

と間違いの理由や正解への筋道を
がありがたいです。

▼会社の魅力を教えてください

出来上がった仕事の現場を見

ることができる楽しさがありま

君が携わった現場だぞ」と教わる

預けて安心して働ける環境があります。

▼仕事で大変なこと、心がけて

関わった仕事の
現場を訪ねて、
やりがいを実感。

社内研修

働きやすい職場づくり

いることは？
新しいものをつくる仕事なので、
作成する前に現場を見て、測量

⃝

担当の方が測った数値の中で、距

しょうじょう

す。上司と車で同行して「ここは

と、仕事が地元に直結している

上げてきます。また、家庭で急

と 実 感できて、 うれしさ がこみ

用ができた時などに休みが取り
やすいのも魅力ですね。
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技師
設計部

⃝

庄條 こずえさん

⃝

離や高さなどを見て図面化して

社員インタビュー

県内の職業訓練校卒
入社３年目

先輩方からしっかり仕

事を教わって、もっと
任されるようになりた
いと思います

図面を元に、上司から部下へと技術指導。高い技術の
次世代への継承が課題です

ツーリングが趣味。

場探訪」も好きです
仕事で関わった「現

平成30年、日本創生のための将来世

会社で定期購読している業界誌など

代応援知事同盟から「将来世代応援企

を社員が閲覧し、研鑽を重ねていま

業賞」を受賞。休みがとりやすい環境

す。仕事には各種資格が必要なため、

をつくり、社員は仕事と生活のバランス

社員に対しては、研修参加を推進した

がとれた毎日を過ごしています。また関

り、学校で学んでもらったりと、さま

連事業所内に保育園があり、子どもを

ざまなサポートをしています。

■代

表 代表取締役 鈴木 正一

です！
」
屋
面
「法
、
る
創
で
を真心
全
安
と
境
環

株式会社

立 1978年

第一緑化工業
■設

■資 本 金 2,250万円

■従業員数 21人（2021年10月現在）

土木工事業
有給休暇を取りやすい職場環境を
実現
休暇取得促進

平成22年度 福島県ワーク・ライフ・バランス大賞（男女共同参画大賞）・ユースエール認定

ん
のりめ

危険を伴う作業です。まず安全

会社に業務停止期間が生まれる

またひとたび事故が起こると

も皆さんにはなじみがないでしょ

全にやっているか、危険なことを

きな影響が及びます。従って「安

やっていないか、危険な中でも、

ので、 働く人、 会 社の双 方に大

法面の整備は、土砂崩れがお

きちんと斜面でロープ着用する

う。法面とは道路脇などの傾斜

きないように十分な施工を行い、

など、ルールに則って実施してい

るか」などをチェックしながら作

復工事や、年月の経過によって劣

化した法面の維持・補修工事な

備維持することで道路や山の斜

当社は生活や産業の基盤を整

上げましょう、という姿勢が社

どおりに完成度の高い工事を仕

困った時はお互い助け合って工期

力 し 合って 成 り 立ってい ま す。

私たちの仕事は、みんなが協

業を進めています。

面を守り、地域の安全を守る役

力会社の方々とタッグを組んで工

工管理（工事の監督業）で、協

す。当社の社員の主な仕事は施

する」ことをモットーにしていま

ましょう。

ぜひ、当社で私たちと一緒に働き

やっていける人です。そんな方は

協 調 性 があって周りのみんなと

当社の求める人材は、元気と

風となっています。

事を進めています。斜面ですので

私たちは「安全はすべてに優先

割を日々担っています。

を行っています。

ど、県内各地でさまざまな工事

また災害などで壊れた法面の修

面のことです。

る「法面屋」です。法面といって

のりめん

私たちは、主に公共事業であ

鈴木 正一さん

が確保されなければ、働く人を

代表取締役

る 道 路 や 山の 斜 面の 防 災 工 事、

法面工事で道路や山の
斜面を整備し、地域の安全
安心を守っています！

守れません。

代表メッセージ

緑化工事、維持管理に携わってい

のりめん
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モルタル（セメントを含んだ建築素材）の吹付工事
特殊機械によるアンカー部分取付

暮らしのさまざまな
シーンを守る独自の技術

た。その他にも法面工事に関し

ては、私たちはさまざまな独自

の施工技術をもっています。

れます。インフラ整備の時に、土

地山掘削・盛り土などで形成さ

度も危険度もありますが、社会

も高所の作業となります。難易

作業、私たち法面屋は平場より

普通の建設会社は主に平場の

砂崩れを防止し、安全に通行で

は大きなものがあります。

の安全安心を守っているやりがい

法 面 は 道 路 建 設 な ど に 伴い、

奥の水源地域などで土砂崩れが

まざまな資格を取らないと仕事

この業種は、業務に関わるさ

みんなで成果を喜び合い、
分かち合う社風です

きるように工事します。また山

あると川が濁ってしまうので、そ

れを防止する法面工事は、下流

域の住民の生活を守っています。

すが、災害現場には私たち「法面

になりません。資格を取るに当

また最近では自然災害が多いで

屋」がいち早く駆けつけて、斜面

ます。合格すれば報奨金も、毎

崩壊を防ぎます。私たちの仕事

月の給与に反映する資格手当も

たって費 用は会 社 負 担で、 どん

代表的な工法の例をご紹介す

支給されます。さらに仕事の成

は地域のさまざまなシーンに寄り

ると、グラウンドアンカー（写真・

果に応じて、全社員に報奨金を

どん受験することを推奨してい

右上）と呼ばれる施工で、地山

そい、守ることが使命です。

や構造物を安定化させる工事が

上がった工事だから、良かったと

支給してもいます。みんなで出来

きは全員で喜び合いましょう、と

あります。

その中で、モルタル（セメント

いう社風の会社です。働く上での

メリハリを非常に大事にしてます。

法面を補修・補強する工程（写真・

右下）がありますが、このモル

有給休暇をとるように、子育て

それは休日も同じです。しっかり

を含んだ建築素材）を吹き付け、

タル素材が劣化した際、以前は

世 代ならば、 子 供に何かあった

それを剥がして、産業廃棄物と

して処 理した後に、また新たに

私たちは社員全員で一緒に、仕事

らすぐ休むように勧めています。

も生活も良くなる未来を目指し

さないで傷んだ箇所の上に補強

するという非常にエコロジカルな

ています。

工事していましたが、近年では壊

工法をとることが多くなりまし
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法面のグラウンドアンカー工事が完成。これで下の道路の安全通行が保たれます
機械による地山掘削工事。余計な土砂を取り除いた上で本格的な
作業に取りかかります

■所在地 福島県会津若松市町北町
大字上荒久田字宮下19-２
■T E L 0242-22-5100

DATA
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Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■元気がある人

■周りの人との協調性がある人

■失敗を恐れない人

■仕事と生活のメリハリをつけたい人

かわさき かず し

社で働いていました。地元の会津
若松市に帰ってきたいと思い、当

質管理」
、安全に工事をしている

理」
、良いものができたかの「品

期日までに出来るかの「工程管

出 来ているかの「 出 来 方 管 理 」
、

みたいなものです。工事が正しく

はプロデューサーやディレクター

簡単に言うと、監督業、あるい

主に「土木施工の管理」です。

▼どんな仕事をしていますか？

こに強い縁を感じて入社しました。

ました。大変驚きましたが、そ

り、一緒に仕事をしたことがあり

職で偶然、仕事上の繋がりがあ

面接会場で座っていた現社長が前

社の社員募集に応募をした際に、

川崎 和史さん
⃝

⃝

⃝

部長
工事部

以前、郡山市の測量設計の会

▼入社のきっかけは？

土木工事の
総合プロデューサーを
安全第一で務めています

かの「安全管理」
。これらを総称

して「施工管理」といいます。こ

れらが社員の主な仕事です。

▼仕 事 で 大 変 な こ と、 心 が け て

いることは？

「安全第一」を心がけています。

通常通り道路が使われている状

況の中で工事を行うこともあり

ますので、 車や通 行 人、もちろ

ながら 進めるのは大 変です。そ

ん作業者も含めて安全を確保し

れも含めて総合的に監督していま
す。

▼先 輩 か ら ど の よ う な 指 導 を

受けましたか？

「失敗を怖がるな」とよく言わ

れました。
「失敗してもいい、作

り直してもいいから、良いものを

造れ」
「最後は俺がいるから」と、

安心させてもらいながら育てられ

てきました。そんな風にして頂い

伝えていこうと思います。

たことを、これから 後 輩たちに

▼会社の魅力を教えてください

頑 張ったら 頑 張っただけ、 人

事面でも待遇面でも評価される

スタイルの会社です。頑張ってい

う会社の姿勢があります。後は

る人がその分 評 価される、とい

風通しがよく、社員同士が遠慮

なく意見を出し合える環境をみ

んなで作ってきたのは自慢です。

社内勉強会

社内旅行

社員インタビュー

県内の高校卒
入社16年目
車で工事現場へ。今日
も安全第一で現場をま
とめ上げます

社員同士で、お互い遠慮なく意見を出し合い、協議を

進めます。上下関係は関係なく、一人ひとりの意見を尊

重しながらのコミュニケーションを大切にしています。

の追っかけをしていま
休日は、
子供のサッカー

す。可愛い盛りです！

気になるポイントをチェック！

社員のみんなが楽しみにしている社内

種苗会社の育苗農場を見学。会社側

旅行。それぞれの社員が忙しい工事

からの説明を受け「法面の緑化」に関

現場を抱えていますが、何とか日程を

わる学びを得て業務に反映しようと、

調整して参加し、みんなで楽しんでい

参加者は真剣に学び合っています。

ます。ふだんなかなか社員が揃わな

いので、貴重で愉快なひとときです。
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▼入社のきっかけは？

前職は会計事務所の事務職を
していて、職業安定所で当社の募
集を見たら事務職を募集してい
入社しました。

たので、経験が活かせると思って

▼どんな仕事をしていますか？

会社の総務と経理に関わるこ
とはすべて携わっています。工事
に関わる登録や報告書、請求書
などの公的書類を作ったり、毎
月の外部への支払い、社員の給与
の計算、社会保険関係の手続き
など、さまざまな業務を並行し
て行っています。

課長

く段取りを大切にしています。提

した書類を見てもらい指摘して頂

出期日よりも早めに書類を作っ

て渡すことを心がけています。

それと工事の現場に出かける

社員がほとんどなので、家から

現場に行ってまっすぐ自宅に帰る

社員もいます。なかなか直接会っ

て話せないことも多いので、手続

き上必要なことについては電話で
聞いたりします。

▼社員からどんな言葉をかけられて

いますか ?

ずっと現場に出ていた社員が久

しぶりに出社した時に声をかけ

ると、
「あれ、ちょっと日に焼け

たんじゃない ?」などと気づいた

ことを 話してくれる、そんな 他

愛もない日頃のコミュニケーショ

ういった書類が必要なんじゃない

高校生の職場体験

休みやすい環境づくり

▼仕 事 で 大 変 な こ と、 心 が け て

いることは？

コミュニケーションを
大切に、総務と経理を
確実に進めます

ンが楽しいですね。デスクに「こ

ですか ?」などとメモを上げてお

くと「ありがとね」と言われたり

するのもうれしいですね。

▼会社の魅力を教えてください

子供が熱を出した時などは「早

実現しています。

書類を作る時は、確認作業で

⃝
⃝

認しますが、周りの人にも作成

裕子さん

⃝

く行ってあげてください」と声を

かけられて、その後も 社 長や同

僚から「医者に行ってどうだった

の ?」などと心配してもらえる。

子育てしていると、そんな働き続

けられる環境がうれしいです。
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ゆう こ

事務部

つばき

椿

す。もちろん自分でも一言一句確

社員インタビュー

県内の高校卒
入社22年目

もらう時は、直接丁寧

社員に書類を提出して

に説明します。
「期日ま

でに出して下さいね！」

事務部は最初に電話に出る「会社の顔」
。明るく丁寧
な対応を心がけています。

音楽フェスなどに家

族みんなで出かける

のが大好きです！

有給休暇が取りやすい環境があるた

地元高校生を作業現場に案内し、業

め、日頃忙しい工事の合間をぬって、

家族で楽しい時間を過ごせるひととき

務の説明をしています。地元の未来を

担う高校生に建設業に興味をもっても

が確実にあります。休みをとりやすい

らい、地域を支える力になってほしい、

環境づくりで、社員の生活の幸せを

という願いを持って丁寧に説明します。

■代

表 代表取締役社長 髙橋 正法
■資 本 金 3,250万円
■従業員数 70人

タ専門大学である会津大学ＯＢ

シンクは、日本初のコンピュー

をはじめ、ノー残業デー、計画的

具体的には、労働時間の削減

めており、社内外の様々な研修に

れました。また、新型コロナの感

事業所を拠点に、会津大学発ベ

染防止対策として在宅勤務をい

参加しています。これらの取組が

一つ目は、様々なソフトウェア開

ち早く導 入。このほか、毎 年 社

認められ、厚生労働省より「ユー

発。二つ目は、
ネットワークやサー

ンチャ ー の リ ー ディング カンパ

バーなどを構築するＩＴインフラ

員満足度調査を行い、匿名で意

スエール認定」企業として表彰さ

の整備。三つ目は、お客様のシス

洗い出し、可能な限り社員の声に

見を投稿してもらって、改善点を

当社の事業の柱は３つあります。

テム 運 用をお 手 伝いする 運 用・

た技術力を持ったエンジニアが多

の開発実績をベースに、日々生ま

らの国興し」
。地域トップクラス

私たちのスローガンは「地域か

応えています。

代 前 半と 若く、 自 由でアット

く在籍しています。平均年齢は

名いる社員の中には、優れ

保守業務を行っています。

ニーとして成長し続けています。

力を備えた技術者の育成にも努

髙橋 正法さん

な有給取得を実践。また、人間

代表取締役社長

が１９９５年に立ち上げました。

「地域からの国興し」
社員が生き生きと働き
ITに新たな価値を

現在は、会津若松の本社と東京

代表メッセージ

７０

組んでいます。

就業環境の整備に積極的に取り

が 生 き 生 き と 活 躍でき る よ う、

業 務を 行っています。 若 手 社 員

気兼ねなく話せる雰囲気の中で

ホームな社風で、上司と部下が

拓してまいります。

貢献できるビジネスチャンスを開

クは、これからも 地 域の発 展に

となり機敏に対応していく。シン

と人間力を兼ね備えた社員が一丸

れる新しいＩＴ技術に、技術力

３０

シンク

立 1998年

株式会社
■設

ソフトウェア開発
残業時間削減、
有給休暇取得推進
働きやすい
職場

ユースエール認定
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味しいかといった具合に、利用す

る方に合わせてデータを取得で

きます。

「のまっせ」は、社員から出た

地域を豊かにする
目に見えるＩｏＴ

シンクが本社を置く会津若松

サービス化されようとしています。

このように、目に見えるカタチで

アイデアが商品化され、間もなく

ＩｏＴを活用するモデルを増やし

市が進める施策の一つに
「スーパー

想は、住民とＩＣＴ（情報通信

ていこうとしています。

シティ」構想があります。この構

技 術 ） 関 連の 事 業 者 が 協 力し、

情熱を卓越した技術へ
若手社員をスキルアップ

世 界 最 先 端の日 本 型スーパーシ

ティを実現しようというもの。全

国３０００社の地域企業がエン

トリーする中でも、シンクは特色

ある取り組みを行うＩｏＴ（様々

交流も盛ん。会津地域を中心に

シンクには多くの会 津 大 出 身

福島県内の出身者は、８割近く

者が在籍しており、大学からイン

東京事業所は外資系企業と業

を占め、地域のために卓越した

なものがインターネットとつなが

務を行うこともあり、社員は最

ターン生を受け入れるなど技術

先端の技術にも対応しています。

技術でよりよいソフトウェアやシ

揮しようとしています。

それでも、シンクが目指すのは、

業務に取り組んでいます。

ステムを届けるこだわりを持ち、

ること）企業として存在感を発

実といったことばかりではなく、

クラウド上のプラットホームの充

「地域のために役立ちたい」
、「ビ

「最新のＩＴ技術を身につけたい」
。

お客様の目に見える事業を行い、

入社する動機は人それぞれでも、

ジネスモデルを大きく育てたい」
、

その一つが自社で開発した製品

地域社会へ貢献していくこと。

「のまっせ」
。この商品は、ドリン

な 技 術 を 持つ先 輩 か らの 指 導、

仕事への情熱があればスキルアッ

社内外の様々な研修への参加。シ

クサーバーをインターネットに接

とが可能です。このサービスを利

ンクは「地域からの国興し」を実

整っています。豊富な経験と確か

用すれば、小売店であれば売れ

プしていける 環 境 がシンクには

筋のお酒の仕入れ、造り酒屋で

現すべく、 若手 社 員の人材育 成

続させることで、提供したお酒

あれば新しい日本酒の開発、消

に大いに力を注いでいます。

のデータをクラウドに蓄積するこ

費者であればどういうお酒が美
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地域貢献の一環として、子どもたち向けのプログラミング体験を実施。子どもたちにプログラ
ミングの楽しさを感じてもらえるよう、社員が分かりやすく指導しています
プロジェクトマネージャーを中心に、プロジェクトごとにメンバー
を組み、様々な業務を進めています

■T E L 0242-37-0123
■E-mail saiyo@sync.co.jp

DATA

■所在地 福島県会津若松市
インター西105番地
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■会津若松から世界を変えていきたい人

■地域社会の活性化に貢献していきたい人

■コンピュータのエンジニアとして仕事したい人

■常に新しいコンピュータ技術を追いかけたい人

ITを活用した日本酒サーバー
「のまっせ」 地域のイベントに出店して「のまっせ」を PR

ソフトウェアソリューション事業部
ソフトウェアソリューショングループ

卒業したらプログラマーになりた
いと思うようになり、 就職活動
り合いから会津若松市にあるシン

に取り 組みました。その際、 知
クの情報を聞き、エントリー。他
地域の会社からも内定をいただ
きましたが、学んだ知識を地元
の会津で発揮したいと思い、入社
を決めました。
▼どんな仕事をしていますか？

お客様からの「ウェブサイトを
システムを構築したい」といった

つくりたい」
「業務を効率化する
要望を、カタチにする仕事をして

鍋谷 美智子さん
会津若松市出身
県外の大学卒
入社４年目
日々できることが増え
ています。過去の仕事

⃝

⃝

⃝

こ

ち

み

なべ や

を持ったのがシステム開発です。

について学べる大学に進み、興味

ありました。好きなコンピュータ

小さい頃からパソコンが身近に

▼入社のきっかけは？

分からないことは
先輩方に聞きながら
ステップアップできます

います。でき上がるまでは、ひた

すらプログラムを組んでいます。

▼大変なことは何ですか？

入社当初は、大学で学んだ単

語 や 専 門 用 語 も 仕 事 と な る と、

どう使えばいいか分かりませんで

りますが、まずはインターネット

した。今でも分からないことがあ

で調べるようにしています。それ

質問しています。話しかけやすい

でも 分からない時は、 先 輩 方に

先輩ばかりなので、日頃から気
軽に相談しています。

▼仕事でうれしかったことは？

お客様に納品した際、
「ありが

とうございました」と言ってもら

えると、頑張ってよかったと感じ

ます。また、仕事はプロジェクト

今 年 か ら プ ロ ジェ ク ト マ ネ ー

ごとにメンバーが決まるのですが、

ジャーとして指示を出す機会が

増えてきました。できることが

増えてくると「次はこれをやって

みよう」と、挑戦する意欲も湧い

てより仕事が楽しくなります。

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

「サボるくらいの余裕があった

方がいい」です。効率よく仕事に

取 り 組 むの が 大 事 という こ と。

先輩に相談するなどして、一人で

抱え込まないようにしています。

「ユースエール認定」企業

社内外研修会

社員インタビュー

を見直すと、自分の成
長を実感できます。

気の向くままドライブするのが趣味で、時間を見つけ

ては遠くまで出かけてリフレッシュしています。先日は、

石川県までドライブ旅行をしてきました。

叩いています。ライ
バンドを組みドラムを

ブも開催しています！

気になるポイントをチェック！

講師を招いた社内研修会のほか、社

社内外の研修に積極的に参加し、ス

外研修やオンライン研修で多様なカテ

キルアップできる環境を整備。また、

ゴリ（テクニカルスキル・ヒューマン

業務の効率化を図り、労働時間の削

スキル等）から、学びたい研修を希

減やノー残業デー、計画的な有給休

望して受講できます。新入社員から幹

部候補まで、それぞれがスキルアップ

暇の取得などを実践。これらの取組が

評価され、
厚生労働省より「ユースエー

を図ることができます。

ル認定」企業として表彰されました。
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参加できます。バーベキューやボウリ

度です。基本的な知識・技能を習得

ング、芋煮会などが開催され、仕事

するものから、高度なレベルが求めら

を離れて楽しいひと時を過ごし、コ

れるものまで。幅広い資格があるの

ミュニケーションを図ることができま

で、各自のスキルに合わせてステップ

す。毎年何が企画されるか、社員も

アップしながら挑戦できます。

楽しみにしているようです。

▼大変なことは何ですか？

ソフトウェア業界は、技術の流

行り、廃りが激しく、常に勉強

しなければいけない点です。それ

て入 社したのは自 分であり、 好

でも、エンジニアの仕事をしたく

きな仕事をしているので、もっと

経験を積んで、会津地域に貢献

できるようになりたいです。

▼仕事でうれしかったことは？

仕事を通じて技術力が身に付

き、自分の成長を実感できた時

がうれしいです。 有 給 休 暇も 取

りやすいので、仕事もプライベー

取得すると、報奨金が支給される制

▼入社のきっかけは？

高校３年の時に、会津大学の
広報の方が母校で開催してくだ
さった 説 明 会に参 加して、コン
会津大学に興味を持ち進学しま

ピュータ専門の公立大学である
した。とても充実した学生時代
り、好きなＩＴ系の仕事をした

を過ごすことができたこともあ
いと思ったのと、学んだものを会
津に還元したい思いが重なり、会
津でプログラマーになると決意し、
シンクに入社しました。
▼どんな仕事をしていますか？

トもどちらも充実させて、楽し

く働くことができています。

▼先輩に言われて心に残る言葉は

何ですか？

先輩から仕事を依頼された時、

知識のない分野だったので「でき

ないかもしれません」と伝えまし

た。その時「技術者は、できない、

分からないは、許されないよ。お

金もらったらプロなんだよ」と言

われました。この時、 仕 事は何

社員会が企画するレクリエーションに

会社が推奨する情報処理等の資格を

ウェブアプリケーションの開発

どんな仕事に対しても
課題を持って取り組み
成長につなげています

レクリエーション

資格取得報奨金制度

やリニューアル、テストな どを

目標とする先輩がいる
神奈川県大和市出身
県内の大学卒
入社２年目

行っています。まだ入社２年目な
ので、テストなどの仕事も多いで
すが、どんな仕事に対しても自

こ ばやし りょう す け

ソフトウェアソリューション事業部
サービスソリューショングループ

分なりの課題を持って取り組む

⃝

としてもできるように努力する

ことが求められるのだと悟りま

した。仕事に対する姿勢が変わ

り、どんな仕事もプロ意識を持っ

て向き合うようになりました。
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⃝

小林 稜典さん

⃝

ようにしています。

社員インタビュー

ので、モチベーション
を持って仕事に打ち込
んでいます。

冬場以外はバイクで通勤しています。休日になると、

会津の豊かな自然を感じに山へツーリングに出かけ、
温泉や道の駅などを巡っています。

週１で サウナへ！

職場のサウナ仲間

とともにストレス

解消。

立 1956年
■代

表 理事長 小林 利典

会津商工信用組合
■設

■出 資 金 16億8,600万円

対応を心がけることで、より親

ながりがより深まると感じてい

身なお付き合いをさせていただい

信用組合は、相互扶助を理念

組合員の出資により活動してお

ております。起業支援も積極的

ます。直接お話をうかがうから

り、組合員の利益を第一に考え、

に行っており、 専 門 家の支 援 が

とした中小企業や小規模事業者、

組合員の発展に貢献するととも

会津若松市を中心に 店舗を構

約 ２ 万 ９ ０ ０ ０ 人 を 数 え ま す。

信用組合」で、現在の組合員数は

らない金融機関」として質の高い

支援で、
「会津地域になくてはな

お客様に寄り添った伴走型の

性化にも貢献しています。

業前から支援することで地域活

に、社会貢献事業にも取り組ん

市町村を

受けられる創業塾を開催し、起
当組合は会津地域

でいるのが特徴です。

関係機関につなぐなどの丁寧な

小林 利典さん

こそいただけるご相談については、

理事長

地域の生活者がお互いに支え合

お客様に寄り添った
お付き合いが、
地域型
金融機関としての使命

う協同組合組織の金融機関です。

代表メッセージ

営業エリアに活動している「地域

１７

り、中小企業や個人事業主など

え、
〝商工〟信用組合とあるとお

めにも、職員が安心して働ける

こと が、 私たちの使 命。そのた

金融サービスを提供し続けていく

の顔が見えるきめ細かい営業活

客様の所に足を運び、一人ひとり

中でも、当組合はできるだけお

動が主流となっている企業が多い

コロナ禍で非対面型の営業活

いと思います。

職員一丸となって努力していきた

型金融機関となりうるよう、役

うし、お客様第一主義の地域密着

対する貢献」という経営理念を全

顧客に対する貢献、地域社会に

職場を作ることで、
「組合員など

動を続けることで、お客様とのつ

す。

を中心にお取引いただいておりま

１３

関
融機
金
型
着
域密
る地
え
見
が
の顔
り
と
ひ
人
一

金融業
仕事と育児の
産休・育休の取得率100%
両立支援

■従業員数 160人

ユースエール認定
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分からないことがあっても相談しやすい雰囲気が特徴
サークル活動も盛んです

お客様とのコミュニケー
ションが大事な仕事

厳しさの中にもアットホームな

働きやすい環境で
自分自身が成長できる

す。定期的な異動はありますが、

地域信用組合である当組合で

会津エリア限定のため基本的に

雰囲気がある職場で、160 名

のマナーがしっかりできるか、コ

自宅から通うことが可能で、安

の職員のほとんどは会津出身で

ミュニケーションが上手く取れる

が不可欠のため、社会人として

かが大事と考えており、入職後

心して長く働けます。令和元年

は、お客様との接点を持つこと

は、マナー研修をしっかりと行っ

定を受けた当組合は、働き方改

に厚生労働省のユースエール認

革にも 取り 組んでいます。 仕 事

そしてまずは窓口を担当して、

営業店舗の顔としてお客様をお

は業務時間内でしっかりと終わら

てから各店舗に配属となります。

迎えするカウンター業務を担い、

た り す る こ と ができ る よ う に、

り、自己啓発のための時間を作っ

職員間で協力しあっています。産

せ、家族と過ごす時間を取った

金 集 計、 伝 票チェックな ど、 金

休・育休の取得率は１００％で、

窓口にいらしたお客様の入出金

融機関としての仕事やお客様と

や振込み、各種届出の受付や現

の話し方、商品知識などについて

子育て中は自宅から近い店舗に

接訪問して、毎日の売上金や定

します。失敗を恐れずにチャレン

採用時はその人の人柄を重視

も対応しています。

配属するなど、様々な働き方に

学びます。
しょうがい

その後 渉 外担当になった場合

期積金を集金したり、融資や資

自分の考えを発信できる人と一緒

ジできる人、自ら行動できる人、

は、先輩職員と一緒にお客様を直

産運用などのコンサルティングな

に仕事がしたいと考えています。

どを行うようになります。ノルマ

はありませんが、個人ごとに目

すので、 積 極 的に参 加して仕 事

の雰囲気を感じたり、先輩職員

インターンシップも実施していま

仕 事をしています。 職 種に限ら

白さを体験してみてください。

に話を聞いたりしてこの仕事の面

標を設定し、それを達成できる

ず、お客様から相談を受けられ

よう他の職員とも協力しながら

る職員になれるような教育に力
を入れています。
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ここ数年は新規採用が続き、平均年齢が30代前半という支店もあります
会津若松市役所近くにある本店営業部は、店舗や企業も多い神
明通りにもほど近い場所に立地しています

■T E L 0242-22-6565
■E-mail jinji@aizushinkumi.co.jp

DATA

■所在地 福島県会津若松市
中央一丁目１-30
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■人と話すことが好き

■金融を通して地元を元気にしたい人

■親身になって相談に乗ることができる

■自分の考えを発言できる人

お ぐ ら りょう が

習っていて、将来は数字を扱う仕

は人対人のお付き合いが大事な

信頼関係が不可欠で、最終的に

ていきます。ご相談いただくには

どのコンサルティングまでを行っ

始め、徐々に融資や資産運用な

や定期積金を集金することから

輩と一緒に訪問して毎日の売上金

の所を訪問しています。初めは先

渉外担当として、毎日お客様

▼どんな仕事をしていますか？

魅力を感じて決めました。

づいた金融機関である当組合に

の就職を目指す中で、地元に根

業高校に進み、地元の金融機関へ

より専門的な知識を学ぶため商

事に就きたいと思っていました。

小椋 凌河さん
会津若松市出身
県内の高校卒
入組２年目
どういう伝え方をしたら
お客様が魅力を感じるか

⃝

⃝

⃝

営業推進係
本店営業部

子 ど もの 頃から そろ ばんを

▼入組のきっかけは？

自分の立てた目標を
達成し、さらに上を
目指していきたい

のかなと思っています。

安全で安心な街づくりのため、防犯ボ

平成13年から、介護施設などをボラ

ランティア組織「あいづしんくみ見廻

ンティアで訪問し、職員が歌や物まね

り隊」を結成。日常の渉外業務の中

などの特技を披露する活動を行ってい

で声掛けやオレオレ詐欺等への注意

る「あいづしんくみ芸能部」
。部員は

喚起などを行い、地域の安全を見守っ

仕事と芸を両立させながら、楽しく活

ています。

動しています。

▼大変なことは何ですか？

最初の頃は端末操作を間違え

ともありました。でも実際に操

たり、電話の応対で緊張するこ

作したり電話もたくさん取るこ

とで慣れましたし、 失 敗したこ
も減ってきました。

とをその都度メモすることでミス

渉外担当になってからは、新し

えるのが大変ですね。自分なり

い商品やキャンペーンについて覚

に話し方を考えてお客様に魅力
ため難しいと感じます。

を伝えるのも、まだ経験が浅い

▼仕事でうれしかったことは？

お客様に感謝されることが一番

です。小さなことでも「ありがと

う」と言っていただけると励みに

なります。人と話すことが好き

なのでこの仕事が楽しいですし、

今ではお客様に顔と名前を覚え

可愛がっていただいています。

ていただき、 孫や息 子のよ うに

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

本店の部長から言われた「一つ

聞かれたら三つ答えられるように

すること」です。お客様に聞かれ

たことだけではなく、 話の中か

ら出た情報をいかに仕事に結びつ

けるかが大事で、日々勉強です。

ボランティア活動

あいづしんくみ見廻り隊

職員インタビュー

を考え、
いただいたアドバ

イスはすぐに試してみます

幼稚園から続けているサッカー。今は社会人チームに

入り、土日はサッカー三昧です。職場以外の人とも話

ができるのが楽しいです！

ラーメンの 食べ 歩

きが趣味。
“朝ラー”

することも。

気になるポイントをチェック！
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み

⃝

⃝

⃝

毎年９月の会津まつりに合わせ「あい

づしんくみ藩公祭市」を本店駐車場で

湯温泉めぐり同好会のサークルがあり

開催。お取引をいただく事業所にご

ます。店舗や年代を超えた交流がで

協力いただき、伝統工芸品や名産品

きると人気で、盛んに活動が行われて

等を販売しています。近年は5,000人

います。

を超える来場者で賑わっています。

▼大変なことは何ですか？

私の手違いからお客様に何度

も 窓 口 に 来 て 頂 く こ と に な り、

不愉快な思いをさせたことがあ

りました。お客様は私たちは何

でも知っていると思っているので、

幅広い知識が必要だと感じまし

た。当組合を信頼してご来店頂

いているので、それに応えられる

ような知識を自分で学んでいかな

いとダメだなと感じました。

▼仕事でうれしかったことは？

あるお客様の相続の手続きを

をお返しした時に「やってもらえ

した際、全ての処理を終え書類

たのが佐藤さんでよかった」との

言 葉をいただいた 上に、 感 謝の

手 紙もいただきました。そのこ

とはとても印象に残っています。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

以前 勤 務していた店 舗でミス

頃から一度も転ばないで育ってき

が続いた時、支店長から「小さい

てはいないでしょ。社会人も一緒

進んでいけば大丈夫だよ」と言わ

当組合にはサッカー、バドミントン、

ツーリング、野球、ゴルフ、卓球、秘

▼入組のきっかけは？

短大の授業で社会性や地域性
について学び、もっと地域社会に
ついて学びたいと大学に編入。論
文を書く課程で身近な地域社会
について興味がわき、地元での就
職 を 考 え る よ う にな り まし た。
金融や経済についての知識はあり
ませんでしたが、働きながら 地
域の人たちと関わりが持てると
感じ、この仕事を選びました。
▼どんな仕事をしていますか？

窓口で入出金や両替業務のほ
ど幅広い業務を担当しています。

か、相続手続きや融資の申込な

佐藤 麻実さん
ま

仕事は固いイメージが
会津若松市出身
県外の大学卒
入組６年目

お客様は定期的にご来店される

何かあっても先輩が
支えてくれる。だから
挑戦することが大事

独自イベントの開催

サークル活動

個人事業主のほか、個人のお客様
も多く、何かあった時に相談され
る人になりたいと思っているので、
何気ない会話を挟むことで距離感

営業推進係
さ とう

本店営業部

で、転んでも自分で起き上がって

れました。失敗するのが悪いので

悪いのだと気づかされた一言で、

はなく、そこから学ばないことが

今でも支えになっています。
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が近くなれるよう心掛けています。

職員インタビュー

ありましたが、実際は

家庭的で地域の方との
距離が近いと感じます

小学生からバドミントンをやっていて、職場のサークル

にも入っています。さまざまな年代の方とプレーでき
充実しています！

フェスに参戦！今年
ライブが好きで毎年

は行けるといいな～

■代

表 理事長 橋本 希義

白梅

立 1976年

学校法人
■設

■従業員数 151人

ます！
け
続
み
を育
ち
た
も
咲く子ど
未来に花

教育関連
誕生日休暇などの充実した休暇制度
休暇の取得
促進

ユースエール認定

年を迎えた学校法人です。認定

当法人は、今年で創立１０７

ど、働きやすさを追求するとと

の充実や余裕のある人員配置な

てる人材の育成に力を入れていま

欲を汲み取れるような感覚をも

針）を取り入れて、自身の目標

料で自由に利用できる交流スペー

す。こうした取り組みが認めら

保園」のほか、土日も子どもの預

ス「アイアイプラス」に加え、子

れ、２０２０年度は厚生労働省

を 行い、 子 どもたちの感 性や意

どもクラブ３園を運営しています。

のユースエール認定を受けること

の明確化や理念に向けての実践

「みつけたね じぶんいろ」
のスロー

ができました。今後も自分自身

かりを行う企業主導型保育所「ア

ガンのもと、一人ひとり違う子ど

が納得できる教育・保育を実践

近年は社会情勢が目まぐるし

もたちの、一つ一つ違う素晴らし

く変化し、教育や子育ての仕方

していきたいと思っています。

夢をもてる、楽しいテーマパーク

も変わりつつあります。しかし、

子どもも職員も保護者も誰もが

し、みんながハッピーになること

経験をすることの大切さを共に

のびのびと遊んでもらい、体験や

事やイベントを設け、広い園庭で

子どもたちへはさまざまな行

していけたらと思っています。

よい子育ての支援サービスを提供

ら、今後も地域に根ざしたより

せん。 時 代のニーズに応えなが

という幼稚園の根本は変わりま

“ 子 ども が楽しめること が一番 ”

学んでいます。職員へは休暇制度

に日々邁進しています。

のような居心地の良い園を目指

い輝きを大切にしています。また

イアイキッズクラブ」
、誰でも無

え

員が心掛けるべき信条や行動指

橋本 希義さん

もに、クレド（ 企 業 全 体の従 業

理事長

子ども園である「こどもの森」
、

職員も子どももみんな
がハッピーになれる園
を目指しています

「榎の木」
、
「北会津こどもの村幼

代表メッセージ

89

nt
al Poi

広い園庭で子どもたちはのびのびと遊ぶことができます
画材などが豊富に揃うアトリエ

も上がっており、ステップアップ

のためキャリアパス研修の受講率

触れることは子どもの豊かな心

だと考えています。とりわけ木に

なものに触れさせることが大事

味関心があるうちに、さまざま

子 どもたちにはいろいろな興

き下げるほか、家賃補助制度を

どもを預かる場合、保育料を引

た企業型保育園では、職員の子

る福利厚生施設として立ち上げ

ます。また 法 人 内で運 営してい

もって働ける体制が整備されてい

できる環境や目標ややりがいを

を育むのに良いとされ、園庭には

設けるなど、経済面での支援も

子どもたちが心から
楽しめる環境を整備

安全性を確保した木登りができ

休 暇 制 度 も 充 実 さ せてお り、

行っています。

入社した初年度から有給休暇を

木の温もり溢れる造りになってい

るオリジナル遊具のほか、園舎も

ます。また子どもたちの想像力

支給しています。また産休育休

得できる誕生日休暇、半日休や

の取得はもちろん、誕生日の前

勤務中に私用外出ができる時間

を育むために造形の講師を招い

本の伝統文化や歴史に触れる機

休暇も設けています。さらにパソ

後２週間で好きな日に休みを取

会をつくろうと、だんごさしな

コンを一人一台支給し、ＩＣＴ化

るアトリエを設けているほか、日

どの伝統行事や白虎・娘子隊剣

を進めて業務の効率化を目指し

て子どもたちが創作に没頭でき

舞、年長組を対象に茶道も実施

てい ま す。 産 休 育 休 も 取 得 率

100％と なってお り、 出 産 後

講師を招いての英語教育や、園

内の畑を使い野菜栽培を通じた

子育ての経験は、保育の現場で

も復職する職員がほとんどです。

しています。さらに外国人の英語

食育など多彩な活動を行ってい

ることで、職員には業務中に事

用し、余裕のある人員配置をす

毎年三人程度の新規職員を採

保育の質の向上につながる

職員の働きやすさの充実が

だからこそ輝ける場所があるは

つけてみませんか。きっとあなた

ある白梅で
“自分だけの色”
を見

このようなさまざまな特色の

ことが保育の質の向上につなが

職員の働きやすい環境を整える

も必ず生きてくると思いますし、

ます。

務処理やオンライン研修の受講な

ずです。

ると思っています。

ども実施してもらっています。そ

90

園オリジナルの木登りができる遊具「冒険の丘」
。枝の細い太いなど、実際に触れて感じること
が子どもたちの貴重な経験になるといいます
業務の効率化や残業削減のため、職員には一人一台パソコンが支
給されています。チャットで３園共通で伝達を行ったりシフト等も
確認したりできるようになっています

■T E L 0242-22-3463
■E-mail siraume@gamma.ocn.ne.jp

DATA

■所在地 福島県会津若松市一箕町
大字亀賀字北柳原42-１
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■子どもが好きな人

■わくわくした気持ちで前に進める人

■優しい気持ちでみんなと仕事ができる人

■新しい気持ちで興味に向かって打ち込める人

年長グループリーダー

と一緒に話し 合いな がら 保 育を

きたいかを広い目をもって、担任

もたちにどういう育ちをさせてい

を捉えて、今何が必要か、子ど

担任のフォローや学年としての姿

長は２クラス編成のため、クラス

プリーダーを担当しています。年

今年から年長クラスのグルー

▼どんな仕事をしていますか？

したことも決め手です。

を大切にしている園の方針に共感

いう 考えや、 子 ども 自 身の思い

長所を見つけて伸ばしていこうと

ました。また 個 性に寄り 添って

のびと遊べるところに魅力を感じ

園庭が広く、子どもたちがのび

機にＵターンをしました。白梅は

都心で働いていましたが結婚を

▼入職のきっかけは？

子どもの成長を
間近で感じられる
魅力ある仕事です

行っています。クラスによっても

喜多方市出身
県外の大学卒
入職９年目
リーダーを任されたの
で、今後は後輩の育成

峯岸 智未さん
⃝

⃝

⃝

子どもたちの姿が変わってくるの

で、話を聞きながらアドバイスす
ることもあります。

▼大変なことは何ですか？

行事の方向性を決めるときは

悩んだり考えたりすることが多

いです。さらに近年はコロナ禍と

いうことで今まで通りに行 事を

行えず、さらに話し合う機会が
増えました。

▼仕事でうれしかったことは？

子どもたちとの関わりの中で、

私たちが教えたことができるよ

うになった姿を見ると成長を感

護者から
“園でこういうことをし

じてうれしくなります。また保

てくれて助かった”
、
“先生のおか

げです”
といった感謝の言葉をか

けてもらったときにやりがいを感
じます。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

保育士として働き始めた頃に、

生のところにいける子もいれば、

「子どもたちの中には自分から先

引っ込み思案やおとなしい性格で

ら、
みんなのことを見てあげてね」

いきたくてもいけない子もいるか

と先輩に言われました。そこから

意識することができました。

いろいろな子に目を向けるように

有給休暇とは別に、自分の誕生日の

イメージを膨らませて具現化していく

休暇制度・イベント

アトリエの設置

職員インタビュー

みねぎし とも み

にも力を入れていきた
いです

福島市の名物・円盤餃子を食べてから、餃子作りにハ

マっています。お店の味を再現するのは難しいですが、

友達と餃子パーティーをするなどして楽しんでいます。

野菜多めでヘルシー

に、油も多めにして

焼き、皮をパリッと

させるのがこだわり

です♪

気になるポイントをチェック！

力が今後必要になってくるという考え

前後２週間で好きな日に休みを取得

から、子どもたちのためのアトリエが

できる誕生日休暇があります。また昨

設けられています。造形の先生がいる

年はマッサージ師の方が来て、職員

ときは好きなだけ創作に没頭すること

全員の足と腕のマッサージを無料で

ができます。

施術してもらいました。

91

▼入職のきっかけは？

自分が子どもの頃に通っていた
こともあり、 保 育 士になったら

⃝

とと伝わらないことがあります。

その子が理解するにはどう伝え

たら良いのか、言葉かけの難しさ

を感じますが、一人ひとりに寄り

添いながら、その子にとってベス

トな対応をしていけたらと思って
います。

▼仕事でうれしかったことは？

去年担当していた子どもの保

護者が「子どもがたくさんしゃべ

れるようになりました」などと話

しかけてくれたり、まだ 話すこ

とができなかった子 どもたちが

大きくなって「先生！」と言って

駆け寄ってきてくれたりするとき
に喜びを感じます。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか？

入職してすぐ、慣れない仕事で

いっぱいいっぱいになっていたと

きに、主任の先生から「悩んでる

ことある？」と声をかけてもらっ

新人なのでなかなか自分からは

たのが一番印象に残っています。

を目指しています。

白梅で働きたいと思っていました。
たくさん詰まっています。そして、

ここには先生との楽しい思い出が
子どもの私から見た先生は、いつ
もキラキラしていました。自分も
そんな子どもたちの記憶に残る
ような先生になりたいと思い入

⃝

職しました。
▼どんな仕事をしていますか？

午前中は１号認定の年小クラ
定の年小クラスの担任として勤

親身になってサポート
してくれる先生が
たくさんいます

ICT化の推進

想像力を育む遊具

スの補助として、午後は２ 号認

⃝

こんな遊びを取り入れ
湯川村出身
県内の短大卒
入職２年目

務しています。業 務は子どもた

な

ちの保育全般を担っています。

渡部 花南さん
か

▼大変なことは何ですか？

２人の子に同じことを話して

年小補助

わたなべ

弱音を吐けずにいたときに声を

かけてもらい、話を聞いてもらえ

て心がスッキリしました。
「何で

も力になるから何かあったらいつ

た、その言葉にとても救われまし

でも言ってね」と声をかけてくれ
た。
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も理解度が違うため、伝わるこ

職員インタビュー

てみたいという提案も
受け入れてくれます

運転は苦手意識がありますが、ドライブが好きで、休

みの日はカフェめぐりをしています。カフェのおしゃれ
な空間がお気に入りです。

カフェ好きな同期の

おすすめを聞いて行

くことが多いです

園舎は木の温もりあふれる造りとなっ

職員１人ひとりにパソコンを支給して

ており、園庭には安全性を確保した

園オリジナルの木の遊具を設置してい

ICT化を進めています。業務の合間に

事務処理やオンラインの研修を受講し

ます。子どもたちの想像力を豊かにし、

たり、法人内の情報伝達を行ったりし

自然あふれる環境で保育をしています。

ています。法人全体で業務の効率化

■代

表 代表取締役 住田 利明

田島工場

立 1953年

株式会社住田光学ガラス
■設

■資 本 金 4,934万円

■従業員数 385人（田島工場295人）

「既成の概念にとらわれない自

かった新たな付加価値を持つもの、

場は、その製造の大半を担うメイ

また、南会津町にある田島工

とし、社員一人一人が自らの意思

年

ラスを国産化するために設立さ

え、当時輸入に頼っていた光学ガ

レンズを地球に例えると、ゴルフ

画期的な製品を生み出す発明家、

研究者、わずかなヒントを頼りに

以上も一つの製品開発に没頭する

ています。 社 員の中には、

ン工場であり、約３００人が働い

か ら 数 え る と、 も う す ぐ 創 業

など、様々なスキルを持つ社員た

くしようとするレンズ加工技術者

ボールほどの誤差をさらに小さ

製造している光学ガラスは、紫

ど、２００種類を超えます。様々

機能 性ガラスや非球 面レンズな

見えない光を可視光に変換する

ニワトリです。 自 由な 社 風から

いばみ、考え行動する放し飼いの

トの「ナゼ太郎」は、自ら餌をつ

そんな弊社を象徴するマスコッ

ちがいます。

な特性を持つ光ファイバーをもと

生まれる卓越した発想力、実行

出す。私たち住田光学ガラスは、

力を基本に画期的な製品を生み

るための内視鏡なども開発・製

光とガラスの専門家集団です。

査照明装置、血管内部を観察す

造しており、それまで世の中にな

に、半導体露光装置に用いる検

つ広帯域ガラスをはじめ、目には

外から赤外まで高い透過率を持

１００年を迎えます。

れました。前身の住田光学工業

埼玉県さいたま市に本社を構

で仕事に取り組む企業です。

自在に しなやかに」を企業理念

世界初の技術を応用した製品等

渡部 洋己さん

由な発想」
。
「失敗を恐れずチャレ

光とガラスの専門家が
自由な発想で挑戦し
画期的な製品を届ける

を数多く生み出しています。

代表メッセージ

ンジする精神」
。弊社は「自由に

技術顧問

20

す！
出
み
生
連製品を
学関
光
る
創
を
来
新たな未

製造業
ワークライフ
女性の育休取得率100%
バランスの実現
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nt
al Poi

身近な製品の要に
住田の光学ガラス

「光学ガラス」と聞いても、あ

し躍進を続けています。

バー、駅のホームドアのセンサー

用のレンズ、 内 視 鏡の 光ファイ

ませんが、各種カメラや光通信

ます。住田光学ガラスの前身と

が、会社の確固たる理念にあり

み出し続けてきたもう一つの理由

いつの時代も画期的な製品を生

世の中にないもの
常に次の新しいもの

など、実は私たちの暮らしの身

なる 住 田 光 学工 業を、1924

まりイメージが湧かないかもしれ

近なところで、さまざまな製品

（大正 ）年に創業した住田利八

住田光学ガラスは、
１９５３
（昭

迎えようとしていますが、利八の

それから間もなく 100 年を

の口癖は「人と同じ道を行くな」
。

和 ）年の創業以来、数少ない光

使われています。

の要となる部分に住田の製品が

13

おける製品づくりに取り組んでき

長年にわたり光とガラスの世界に

学関連機器の専門メーカーとして、

う」
「未来は創るもの」という想

ており、
「他社が断る仕事をしよ

精神は現在も脈々と受け継がれ

「常に次の新しいもの」
。新しいこ

目指すのは「世の中にないもの」

とや面白いことにチャレンジでき

いを変わらずに大切にしています。

採算や効率よりも新たな技術に

る環境であり、それを後押しす

ました。国内外から注目される高

対する強いこだわりを持ち、研究

主要製品の製造拠点として現

る社風が魅力の会社です。

く、ヨーロッパやアメリカをはじ

在 300 人近くが勤務する田島

以上に広がり売上シェアを拡大し

田部原工場は、2020（令和２）

周年を迎え、設備の

年に開設

周年へ向け

内視鏡用光ファイバー製品の生産

資に伴い必要となる特殊レンズや

ることなく、通信関連の設備投

新型コロナの影響を大きく受け

ら、未来を創る世界の光学関連

の無限の可能性を追い求めなが

に自由に自在にしなやかに、技術

は、光とガラスのきらめきのよう

て歩んでいます。住田光学ガラス

充実を図りながら

が順調に伸び、前々期にはリーマ

60

50

機器の製造に貢献していきます。

向にあります。

ており、その比率は年々増加傾

め東南アジアなど、世界

カ国

販売先はいまや国内だけでな

開発に力を注いでいるからこそ。

い技術力の理由は、次代を見据え

28

ンショック以降最高の売上を記録
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30

デジタルカメラのガラス材料を製造しているところ。原料を高温で溶かし、長時間かけてゆっ
くりと冷やしていきます。目視で出来具合を確認し、ちょうどいい大きさにカットします
光ファイバーを束ねて画像を送るイメージガイドに異常がないか、
顕微鏡でその端面を拡大して入念に確認を行います

■T E L 0241-62-2626
■E-mail soumu@sumita-opt.co.jp

DATA

■所在地 福島県南会津郡南会津町
田島字田部原174-1
Appe

Webサイト

＼こんな人を待っています！／

■世の中の人が驚く製品を開発したい人

■お客様の要望を形にしたい人

■みんなの役に立つとうれしい人

■一つのことをとことん極めたい人

住田光学ガラスのマスコット
「ナゼ太郎」 キズがないかなど、レンズ表面を検査します

ズ、 駅のホームドアなど、 自 分
の身近なところで住田光学ガラ
スの製品が使われていることを聞
いて驚いたことです。会社見学で
事業内容を知れば知るほど、地
元の南会津町で人々の暮らしを
支える多くの製品をつくり続けて
いる、そんな企業姿勢に魅力を
感じ入社を決めました。
▼どんな仕事をしていますか？

総務の仕事は多岐に渡ります
が、私は、会社見学やインターン
シップの対 応など 採 用 活 動に伴
う業務全般をはじめ、勤怠管理
どの業 務も 担 当しています。ま

や社員研修、就業環境の整備な
た、総務は日頃から目上の方や
他部署の方々とも関わる機会が

南会津町出身
県外の大学卒
入社４年目
日頃から上司や他部署

とのスムーズなコミュ

総務課

デジタルカメラや顕微鏡のレン

▼入社のきっかけは？

仕事は幅広いですが
みんなの役に立てる
実感を持てます

多いので、 円 滑 なコミュニケー

有紗さん

あり さ

ほし

⃝

⃝

⃝

星

ションを大切にして仕事をしてい
ます。

▼大変なことは何ですか？

総務の仕事は幅が広く、覚え

ること が多いのが大 変です。ま

た、イレギュラーな依頼が入って

くることもあるので、スケジュー

ル通り進まないことも多いです。

そんな時には、臨機応変に対応

できるよう意識し、自分一人で処

理 し き れ な くな る 前 に 周 り の

方々に助けてもらいながら仕事を
進めています。

▼仕事でうれしかったことは？

従業員の働きやすい環境をつ

くるのが、総務の仕事の一つです。

製造の方々の手が回らない場所

を 掃 除 する こ と が あ り ま す が、

みなさんから感謝してもらえる

とうれしいものです。並行してい

り、自分の成長を感じられた時

ろいろな業務を行えるようにな
もうれしいですね。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか ？

「もっと自信を持って大丈夫だ

よ」です。経験年数がまだ長くな

いので、普段は上司に相談して仕

事を進めていますが、そんな自分
じられました。

でも少しずつ成長できていると感

女性の育休取得率100％

イベント（むつみ会ボウリング）

社員インタビュー

ニケーションを心掛け
ています。

休日は、子どもと公園へ出かけたり、近所を散歩した
りしています。南会津町は少し足を延ばせば、緑の中
でリフレッシュできる自然豊かな町です。

趣味は旅行。

沖縄の青い海は、

一生の思い出です！

気になるポイントをチェック！

親睦会の活動の一環として、ボウリン

毎年、女性の育児休業取得者がおり、

グ大会などの各種イベントを定期的に

これまでの取得率・復帰率ともに

開催しています。部署や世代の垣根を

100％で働きやすい職場環境です。過

越えて、従業員同士が交流を図る絶

去には、男性が育児休暇を取得した

はずみその後の仕事も進めやすくなる

好の機会となっており、自然と会話も

実績もあります。

ようです。
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▼入社のきっかけは？

短大の時に住田光学ガラスの
工場見学に来て、初めて光ファイ
バーに触れ、ガラスを原料に作ら
れるとの説明を受けました。ガ
ラスと言うとコップや窓ガラスな
ど固いものをイメージしますが、
曲げても折れない不思議な光ファ
イバーに興味がわきました。どん
な製品に使われているのかと思う
将来性を感じ、この会社を志望

と同時に、光ファイバーに大きな
したのがきっかけです。
▼どんな仕事をしていますか？

失敗を恐れずに
様々な経験を積み
上達できる仕事です
ファイバー製造部 LG課 設計

ガイドなど、様々な種類があり

ます。お客様の要望に合わせて、

形状、サイズなどをクリアしなが

ら、製品として形になるよう一か

ら図面を起こしています。

▼大変なことは何ですか？

後工程で問題なく製造できる

よ う 図 面 を 作 成 す る こ とです。

問題があると、急に修正作業が

発生して担当する作業者の負担

となったり、 全 体の進 行に影 響

を与えたりすることがあります。

場 合によっては、 納 期 が遅れお

客様に迷惑をかけてしまうので、

常に細心の注意を払い図面化し
ています。

▼仕事でうれしかったことは？

自分が作成した図面をもとに

業 者 か ら 感 謝し ても ら え る と、

スムーズに製 品が完 成して、 作

その仕事を頑張ってよかったと思
います。

▼先輩に言われた心に残る言葉は

何ですか ？

部活動

クリーンアップ作戦

光ファイバーを多数束ねて造る

自分が設計した製品が
伊達市出身
県内の短期大学卒
入社８年目

「ライトガイド」という製品を設

みずぐち あつ し

計しています。ライトガイドは、
主に工場のラインで製品に傷がな
いかなど検査で使用されるもので
す。ライトガイドと言っても、ラ

⃝

「失敗を恐れるな」です。いく

ら注意を払っていても、少なから

ずミスは起こるものです。その後

バーできること、ミスを経験に変

の素 早い対 処によってミスをカ

えて 業 務 に 精 通 でき る こ と を、

先輩から教えてもらいました。
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⃝

水口 惇志さん

⃝

インライトガイド、リングライト

社員インタビュー

使われている現場を見

る度にやりがいを感じ
ます！

野球部に所属。春から秋のシーズンは、週末に練習や
試合などがあります。高校時代に打ち込んだ野球に、
チームメイトと楽しみながら参加しています。

なる冬は雪合戦部に

野球がシーズンオフと

参加しています！

地域住民とのコミュニケーションを図

野球部、ソフトボール部、会津地方

り、環境保全の意識を高めることを目

ならではの雪合戦部など、部活動が

的に、年に一度会社周辺のゴミ拾い

活発です。誰でも気軽に冬を楽しめる

を実施しています。毎回多くの社員が

ようにと創部された雪合戦部は、女性

参加し、日頃お世話になっている地域

も多く在籍し、東日本大会で好成績

への感謝を込めて、クリーンアップに

を収める強豪チームとしてその名を轟

取り組んでいます。

かせています。

登録・ご利用

「ふるさと福島就職情報センター」は 無料

福島県 への 就職活動を応援します！

就職相談や職業紹介などの個別サポートや、福島県内の企業情報、就職に役立つ
イベント・セミナー情報の提供など、専門スタッフが親身に対応します。お気軽にご利用ください。

就職関係機関、企業など様々な分野とリンクし、
あなたの就職に役立つ情報をご提供します。
■ 主なサポートメニュー

就職相談

あなたの可能性を引き出し、目標とする
職業との出会いをサポートします！
すべてのサービスを無料でご利用いただけます。

各種情報の提供

専任のキャリアカウンセラーがあなたの

企業情報

イベント情報

セミナー情報

就職・転職・再就職に向けた相談に応対

就職情報は鮮度が一番。福島県企業の

軽にご利用ください。まずはお電話でご

職活動に役立つ情報を常に新しく豊富

します。ひとりで考え込んだりせず、お気

情報や、関連施設・セミナー情報など就

予約ください。

にご提供できます。

応募書類アドバイス・面接練習
履歴書、職務経歴書などの書き方や、面

就職後も
サポート
いたします！

接練習など、経験豊富なスタッフが効果

的な就職活動への細やかなアドバイス

を行います。

イベント・セミナー
『業界研究セミナー』や『マッチング面談

会』など、企業と出会えるイベントを企

画・実施します。またその情報を求職者

や求人を募集している企業に発信しま
す。

定着支援・フォローアップ
あなたの仕事を応援します！職場での人間関係な
ど、仕事を続ける上での悩みにも、カウンセラーが
お応えします。

ふるさと福島就職情報センター
東京窓口・相談部門

ぐ

「福が満開、福しま暮らし情報センター」
（福島県版ハローワーク）

千代田線［日比谷駅］

月〜土曜日 10:00〜19:00
※祝日、年末年始は除く

TEL.024-525-0047
FAX.024-533-4115

その 他

コラッセふくしま有料駐車場
▷30分まで無料、以降30分毎100円
（共通駐車サービス券が使用可能）

福島フォーラム
福島第四小
1

MAXふくしま

ポリテクセンター福島

コラッセふくしま
東邦銀行
西福島支店
イトーヨーカドー
福島店

13

JR

福島駅

有楽町駅（京橋口・中央口銀座側）
より徒歩1分
有楽町駅（D8）
または銀座一丁目駅（2）
より徒歩1分
銀座駅（C9）
より徒歩3分
日比谷駅（D8）
より徒歩5分

利 用 時 間・お 問 合 せ

ヨークタウン
野田
福島製作所

︵東口︶

中央通り

〒960-8053
福島県福島市三河南町1-20
コラッセふくしま2階

︵西口︶

JR山手線・京浜東北線 ･････････
有楽町線 ････････････････････
丸ノ内線・銀座線・日比谷線 ････
千代田線・都営三田線 ･････････

和光

銀座線［銀座駅］

マロニエ
ゲート

目駅﹈

アクセス

座駅］

﹇銀座一丁
有楽町線

fturn-soudan@pref.fukushima.lg.jp

丸ノ
内線
［銀

ソニー
ビル

（D8番出口）

ビックカメラ
別館
︵2番出口︶

外堀通り

︵C9出口︶

FAX.03-6269-9885

有楽町 有楽町
マリオン イトシア
﹇銀座駅﹈
日比谷線

TEL.03-3214-9009

（中央口）

東京国際
フォーラム

道路
高速

火〜日曜日 10:00〜18:00
※祝日、お盆期間、年末年始は除く

の内

ビックカメラ
JR有楽町駅

東京交通会館

所在地

東京會舘

］
谷駅

帝国劇場 通り
仲
丸

﹇日比谷駅﹈
日比谷線

利 用 時 間・お 問 合 せ

日比
線［
三田

﹈
町駅
楽
﹇有
線
楽町
有

〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階
ふるさと回帰支援センター内

都営

「ジョブカフェふくしま」

曽根田

所在地

福島窓口

あづま陸橋

公 式 ツイッター

97

ふる
さ
Uタ と福 島
ー
に
就 職 ンして
した
い

F

活動
ば
就職
めれ
始
ら
何 か のかな？
良い

ターン

ふくしま で 働 こう！

福 島で

復 興に
貢 献し
たい

福島県へのUターン・Iターン・Jターンの総称を「Fターン」
と呼んでいます。

「ふるさと福島就職情報センター」は、
「福島ではたらく・暮らす」
ことを検討して
いる皆さまへ様々な情報をお届けして、皆さまのFターン就職を応援します。

福島県への

F

ターン に向けて、こんなサポートがあります。

大学1・2年生

大学3・4年生
就職活動も本格化！
でも何から手をつけたらいいのか
分からない

大学生活で色々な事に
チャレンジできる時！

そんな君には

そんな君には

●就職支援窓口に登録して、福島県の企業情
報やイベント・セミナーなど就職に役立つ情
報を手に入れて就職活動のス
タートダッシュを切ろう！

F

●就職支援窓口に登録して、自己分析や面接
対策を始めよう！
●ふくしま就職ガイダンスに参加して、一押し
企業を見つけよう！

ターン

ウェブサイトもご活用ください！
「スマートフォン」からも
最新の情報を閲覧できます！

https://www.f-turn.jp/
Fターン
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次頁
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コラム

福島県次世代育成支援企業
認証制度について
県では、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の取れた働き方や女
性活躍推進に積極的に取り組んでいる企業を「福島県次世代育成支援企業」
として認証をしています。
現在、
認証企業は延べ 825 社です。（令和3年10月29日現在）
県のホームページで認証企業を紹介していますので、ぜひご覧ください。
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大学等を卒業した後に福島県内の企業で働く方の

奨学金 の 返還を

福島県が支援します!!

最大

支援条件

153万円

対象となる産業分野の

県内事業所に５年間就業し、
福島県に定住すること

※４年制大学の場合

ふくしま応援！
「ベコ太郎」

返還支援の流れ
大学等に在学中

応募・認定

就職活動

※大学３・４年生時に応募

県内の支援対象
産業分野に

就職＋
県内に定住

５年経過

奨学金の返済を

県が支援
（補助金交付）

よくある質問

Q１.福島県出身（在住）
でなくても応募できますか？

A1.応募可能です。学生枠の場合、福島県内で働きたい方なら出身地や応募時点の居住地は問いません。

Q2.応募すれば必ず補助金をもらえるのですか？

A2.まず、応募書類による審査を経て、交付対象者の認定を受ける必要があります。さらに大学等を卒業後、
福島県内に就業かつ定住し、
５年経過したときに、補助金の交付申請が可能となります。

問い合わせ先

福島県 商工労働部 雇用労政課

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
koyourousei@pref.fukushima.lg.jp
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奨学金を
返しながら就業

☎ 024-521-7290

福島県 奨学金返還支援

検索

福島県委託

「ふくしまの大学生等県内定着促進事業」

Academia Consortium Fukushima

「あ、それが聞きたかったんです！」が聞ける！250名以上のキャリアサポーターから話が聞ける！

キャリアサポーター制度を
活用しよう !!
就職活動を

間近に控え
た方
進路選択に
迷っている
方

先輩社会人たちの就活体験談を聞きたい！

まずは気軽
に
利用してみ
よう！

具体的な仕事内容が知りたい！やりがいって何？
社会人ってどんな生活をしているの？
仕事の話、会社の話、業界の話・・・リアルな話が聞ける！
キャリアサポーター制度って？
福島県内の民間企業から推薦された若手社員が「キャリアサポーター」と
して、学生のみなさんのさまざまなキャリア形成にかかわる相談役となり、

ご推薦をいただい
ている全キャリア
サポーターの一覧
はコチラ！

就職活動や進路選択にかかわる情報提供やアドバイスを行ってくれるもの
です。現在、さまざまな業界・会社から 250 名を超えるキャリアサポーター
の方が、みなさんのサポート役として活躍してくれています！

利用しなくち
ゃ
もったいない
！

キャリアサポーターを訪問した“先輩たちの声”
理系4年
◆面談実施回数：1社
◆利用時期：3年の冬

文系4年
◆面談実施回数：6社
◆利用時期：3年の秋

文系4年
◆面談実施回数：3社
◆利用時期：3年の秋

就活の際に納得してこの会社を受

企業のことを知るとても良い機会

社会人の方と、１対１で話ができ

けようと思い、この制度を利用し

だったと感じています。最初は個

る機会はなかなかないので、とて

ました。そのおかげもあって無事

別面談という形式に緊張しました

も貴重な経験ができました。

に内定をいただくことができまし

が、回数を重ねるうちにその緊張

キャリアサポーター制度を利用し

た。まだ新しい制度なので知名度

感になれることができました。そ

ないのは、とてももったいないと

は低いかもしれませんが、素晴ら

して、就職先を選ぶうえでの参考

思います！

しい企業がたくさんあると思うの

になりました。

で、是非たくさんの方に利用して

キャリアサポーター制度が、今後

もらいたいです。

広まることを願っています。
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キャリアサポーター制度の活用例
個別訪問型
話を聞いてみたいキャリアサポーターを訪問し、１時間
程度じっくり直接話を聞くことができます。
アポイントや日程調整は担当者が行いますので、学生の
みなさんはキャリアサポーターを訪問するだけ！

交流会参加型
大学が企画・開催する「学生とキャリアサポーターとの交流会」などに参加し、大勢のキャ
リアサポーターから話を聞くことができます。堅苦しくなく、気軽に参加いただけるイベ

その他、
キャリアガイダンスや
ミニイベントも
随時開催！

ントです！
右の写真のような大規模なイ
ベントをこれまで年１〜２回
開催してきましたが、現在は
オンラインや小規模での開催
もしています。

Q
A

Q &A

皆さんから寄せられた質問にお答えします。

キャリアサポーター制度と
OB・OG訪問との違いは何ですか？
「キャリアサポーター」は出身大学の先輩とは

限らず、様々なキャリアの方がいます。学生の

皆さんにとっては、OB・OG がいない事業所（企業）
などの若手社員からも、さまざまな話を聞いたり相談が
できる窓口が増えたことになります！

Q
A

誰でも利用できる制度ですか？
アカデミア・コンソーシアムふくしま（ACF）
の会員校（福島県内の大学・大学院・短大・工

業高等専門学校・テクノアカデミー）の学生であれば誰
でも利用できます！

就職活動が始まった大学 3 年生や 4 年生のためだけの制
度ではありません。堅苦しいものではないので、1・2 年

Q
A

キャリアサポーター制度についての
問い合わせや相談はどこでできますか？
下の QR コードより各大学の担当者（担当部門）
をご確認ください！

キャリアサポーター制度に
関する問い合わせ先

生も気軽に利用してくださいね！

就職が不安！やりたいことが分からない！
ノウハウやアドバイスが欲しい！納得のいく就活がしたい！
不安や遠慮はまったく不要！すべてのキミのための制度を活用して、成長しよう！

ACF キャリアサポーター制度
運営事務局
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【TEL】024-504-2889
【MAIL】cocplus@adb.fukushima-u.ac.jp

若者の採用･育成に積極的で雇用管理の優良な
“ユースエール認定企業”を知っていますか？
あなたはどんな企業で働きたいですか？
長く働ける！

ワークライフ
バランスを
大切にしてくれる！

子育て
しやすい！

若者の
育成に熱心！

その希望にこたえるのが、ユースエール認定企業です!!
「ユースエール認定企業」とは、
「若者雇用促進法」に基づき、若者の採用・育成
に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良であると厚生労働大臣が認定
した企業です。

＜認定基準の一部＞

＜認定マーク＞

●直近三事業年度の、新卒者などの離職率が20％以下
●前事業年度の、正社員の月平均の所定外労働時間が20時間以下
かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員がゼロ
●前事業年度の、正社員の有給休暇の、年平均の取得日数が年10日以上
または、年平均取得率※70％以上 ※付与日数に占める取得日数の平均
●直近三事業年度の、対象労働者の育児休業の取得が
男性１名以上、または、女性75％以上 など

Q

「ユースエール認定企業」
を調べるにはどのような方法がありますか？

A ｢若者雇用促進総合サイト｣ があります！

厚生労働省が運営する「若者雇用促進総合サイト」
は、
全国のユースエール認定企業をはじめとした、
さま
ざまな企業の情報を検索できる総合サイトです。
個別企業ごとに企業概要、
雇用管理の状況、
企業からの
メッセージなどの企業情報や採用情報が閲覧できるほか、就職活動の始め方・進め方等の就職相談窓口の
検索も行うことができます。

若者雇用促進総合サイト

検索

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
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ふくしま WORK ナビが
Webでも読める

ジブンらしく輝ける

就職 のヒント

20社！
｢知らなかった！」が見えてくる！
ふくしま就職をナビゲート！

ふくしまWORKナビ

「ふくしまWORKナビ」WEBサイト2022年3月オープン
本誌登場企業のWeb限定コンテンツや
企業動画、就職ガイダンスの見逃し配信なども充実！

https://www.fwork-navi.com/

あなたの笑顔が輝く未来をめざして！
FUKUSHIMA WORK NAVI

ナビ

ふくしま

福島県商工労働部雇用労政課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2 番 16 号
TEL 024-521-7290 FAX 024-521-7931

