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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

ご挨拶

　この度は「ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2018」にご参加いただき、
誠にありがとうございます。
　自分の未来を考えてみた時「将来どんな仕事に就きたいか自分でもわか
らない」「そもそも岩手にどんな企業があるのか知らない」と思うことはあ
りませんか？　やりたいことが決まっていても、それを叶えられる場所で
自分に合うのはどこなのか、考えて決断するのは大変なことだと思います。
　「ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2018」では、岩手で働き、暮らし
ている大人の方達と交流することができます。それが、皆さんが将来どこ
で働き、暮らしていくのかを考える時のヒントになれば嬉しいです。

　出展者のみなさん、あまりかしこまらずに、学生のみなさんに語りかけ
てください。みなさんのリアルな言葉で、毎日の仕事や岩手の産業・魅力
を伝えていただきたいと思います。

　肩の力を抜いて、楽しく交流しましょう。
　どうぞ最後までよろしくお願いします。

ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2018　学生実行委員会一同
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

イベント概要

「ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2018」は、岩手で輝く大人とリアルな交流を
することで、これまで知らなかった“新しいいわて”を見つけるイベントです。
ものづくり・IT、食、観光など、200を超える機関が大集合！　
知りたいこと、気になることを、まるっと聞いてみましょう。

10分間のプレゼンテーションが６回
漠然とブースを回るのではなく、
しっかり伝え、しっかり聞き、し
っかり質問することができます。
出展するみなさんも学生のこと
を理解したいと思っています。
学生と社会人の垣根を取り払っ
て交流しましょう。

一切の求人活動を禁止
就活イベントではありません。若
者が地域に根ざして活躍する環
境を整えることに賛同した企業
しか出展していません。硬くなら
ずに安心して、なんでも聞いてみ
ましょう。

主役は若者
学生実行委員会が企画・運営の重
要な部分を担っています。
楽しみながら交流しましょう。

出展団体を事前に学生が取材
およそ50の企業を事前に学生が
取材し、記事を書きました。
☆が付いているのが、学生が書い
た記事です。

Point
1
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3

Point
2

Point
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タイムスケジュール

ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2018 タイムスケジュール

12：30 受付

13：00 開会宣言・プログラム説明

13：10 交流会

13：10 リサーチ・タイム
まずリサーチタイムで話を聞きたいブースを見つけましょう！

13：30
プレゼンテーション1

（全ブース）
移動（5分）

プレゼンテーションタイムで
は、各10分間プレゼンテーシ
ョンを聞いたり質問したり。こ
れを６セットくり返します。

（後半３回は学校エリアのプレ
ゼンテーションはお休み。担当
の学生も一緒にブースを回り
ましょう！）

13：45
プレゼンテーション2

（全ブース）
移動（5分）

14：00
プレゼンテーション3

（全ブース）
休憩・移動（5分）

14：20
プレゼンテーション4

（大学・学校・研究室以外）
移動（5分）

14：35
プレゼンテーション5

（大学・学校・研究室以外）
移動（5分）

14：50 プレゼンテーション6
（大学・学校・研究室以外）

15：00 投票＆確認タイム
投票＆確認タイムでは、スマホからお気に入りのブースに投票

15：20 表彰・抽選
たくさん投票されたブースの表彰や、企業からの景品が当たる抽選はこの時間

15：50 閉会挨拶

16：00 終了
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

会 場 図

出展団体とブースの並び方
出展団体はエリアごとに並んでいます。

A 沿岸エリア　 ２１ F 全県エリア ９
B 内陸北部エリア ２４ G 学校エリア ２４
C 盛岡エリア ６８ H 主催者 １
D 中央部エリア １６
E 内陸南部エリア ４２

ブースの並び方はこちら。
詳しくは挟み込んであるブース配置図を参照してください。

併催

イベント

STAGE WC

WC

WC

WC ENTER

C盛岡エリア

△

△

△

△

△

A
沿
岸
エ
リ
ア

G学校エリア

B内陸北部エリア

E内陸南部エリア

D中央部エリア

F全県エリア
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出展団体リスト（エリア別）

沿岸エリア

A- 1 有限会社栄光商会
A- 2 株式会社ジュークス
A- 3 宮城建設株式会社
A- 4 有限会社タニムラフードサービス
A- 5 株式会社佐幸本店
A- 6 久慈市
A- 7 岩泉純木家具有限会社
A- 8 岩泉乳業株式会社
A- 9 岩泉町
A-10 社会福祉法人 若竹会
A-11 東北ヒロセ電機株式会社／一関ヒロセ電機株式会社
A-12 宮古市
A-13 株式会社エフビー
A-14 釜石市
A-15 特定非営利法人 wiz
A-16 株式会社マイヤ
A-17 ゆわて吉田工業株式会社
A-18 株式会社 菊池技研コンサルタント
A-19 サンコー食品株式会社
A-20 大船渡市
A-21 陸前高田市
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

内陸北部エリア

B- 1 社会福祉法人カナンの園
B- 2 株式会社オノデラサイン
B- 3 株式会社菅文
B- 4 株式会社十文字チキンカンパニー
B- 5 株式会社フクタ
B- 6 二戸市
B- 7 ザマ・ジャパン株式会社
B- 8 株式会社岩手エッグデリカ
B- 9 株式会社ニュートン
B-10 ラピアス電機株式会社
B-11 株式会社わしの尾
B-12 八幡平市
B-13 葛巻町
B-14 株式会社いわてラボ
B-15 盛岡セイコー工業株式会社
B-16 雫石町
B-17 株式会社クーシー
B-18 東京システムズ株式会社
B-19 株式会社ミクニ盛岡事業所
B-20 株式会社フレッシュ
B-21 いわて生活協同組合
B-22 株式会社小林精機
B-23 株式会社アルチザネットワークス
B-24 滝沢市
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盛岡エリア

C- 1 アイシン・コムクルーズ株式会社　
C- 2 美和ロック株式会社
C- 3 株式会社タカヤ
C- 4 昭栄建設株式会社
C- 5 株式会社カガヤ
C- 6 川口印刷工業株式会社
C- 7 株式会社 仙北造園
C- 8 東日本機電開発株式会社
C- 9 一般社団法人 岩手県警備業協会
C-10 大和証券株式会社
C-11 株式会社 IBC 岩手放送
C-12 株式会社カワチ薬品
C-13 株式会社木津屋本店
C-14 富士ゼロックス岩手株式会社
C-15 株式会社ユニバース
C-16 株式会社ベルジョイス
C-17 株式会社いんべクリーニング
C-18 東京海上日動火災保険株式会社 盛岡支店
C-19 リコージャパン株式会社 岩手支社
C-20 岩手県北バス（岩手県北自動車株式会社）
C-21 株式会社ポーラ 岩手センター
C-22 株式会社 北日本銀行
C-23 株式会社岩手日報社
C-24 株式会社 岩手銀行
C-25 三田農林株式会社
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

盛岡エリア
C-26 盛岡ターミナルビル株式会社
C-27 株式会社 NTT 東日本 - 東北 岩手支店
C-28 東洋ワークセキュリティ株式会社
C-29 株式会社復建技術コンサルタント
C-30 株式会社吉田測量設計
C-31 株式会社エヌティーコンサルタント
C-32 英智学館株式会社
C-33 新日東鋼管株式会社
C-34 いわてグローカル人材育成推進協議会（公益財団法人岩手県国際交流協会）
C-35 盛岡市
C-36 株式会社ノーザンシステムサービス
C-37 株式会社リードコナン
C-38 株式会社アイシーエス
C-39 株式会社アイカムス・ラボ
C-40 株式会社ゴーイング・ドットコム
C-41 株式会社イーエムエス
C-42 エクナ株式会社
C-43 一般社団法人 岩手県薬剤師会 検査センター
C-44 社会福祉法人緑愛会
C-45 独立行政法人国立病院機構盛岡病院
C-46 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団
C-47 共立医科器械株式会社
C-48 株式会社トーセイメディカル
C-49 株式会社ランダルコーポレーション
C-50 岩手県立病院
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盛岡エリア
C-51 東北公営企業株式会社
C-52 岩舘電気株式会社
C-53 盛岡ガス株式会社
C-54 有限会社オーツー
C-55 株式会社水機テクノス
C-56 農事組合法人となん
C-57 株式会社岩手ファーム
C-58 株式会社ベアレン醸造所
C-59 株式会社フードアトリエ
C-60 白石食品工業株式会社
C-61 公益財団法人いわて産業振興センター（いわて産業人材奨学金返還支援制度の紹介）
C-62 公益財団法人いわて産業振興センター　支援企業紹介
C-63 公益財団法人いわて産業振興センター① ロッツ株式会社
C-64 公益財団法人いわて産業振興センター② 有限会社谷地林業
C-65 公益財団法人いわて産業振興センター③株式会社富士通研製作所 前沢工場
C-66 公益社団法人いわて産業振興センター④株式会社コーポレートインパクト
C-67 公益財団法人いわて産業振興センター⑤岩手インフォメーション・テクノロジー株式会社
C-68 公益財団法人いわて産業振興センター⑥株式会社ぴーぷる
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

中央部エリア

D- 1 株式会社薬王堂
D- 2 株式会社昭和土木設計
D- 3 株式会社南部医理科
D- 4 矢巾町
D- 5 株式会社いわちく
D- 6 特定非営利活動法人東北開墾
D- 7 社会福祉法人 悠和会 銀河の里
D- 8 株式会社コメリ
D- 9 株式会社大久保建設
D-10 志戸平温泉株式会社
D-11 花巻温泉株式会社
D-12 株式会社新鉛温泉 結びの宿 愛隣館
D-13 リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 花巻事業所
D-14 株式会社ツガワ 花巻工場
D-15 花巻市
D-16 遠野市
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内陸南部エリア

E- 1 トヨタ紡織東北株式会社
E- 2 岩手製鉄株式会社
E- 3 大森クローム工業株式会社
E- 4 谷村電気精機株式会社
E- 5 株式会社ミスズ工業 岩手工場
E- 6 株式会社多加良製作所 岩手工場
E- 7 株式会社 WING
E- 8 東芝メモリ岩手株式会社
E- 9 株式会社小田島組
E-10 ディー・ティー・ファインエレクトロニクス株式会社
E-11 千田工業株式会社
E-12 株式会社アイメタルテクノロジー
E-13 東陵総業株式会社
E-14 公認会計士 ･ 税理士 堤 研一事務所
E-15 株式会社システムベース
E-16 医療法人社団敬和会
E-17 株式会社西部開発農産
E-18 クレアクロップス株式会社
E-19 北上市
E-20 株式会社キンレイ
E-21 株式会社 妙徳
E-22 株式会社デジアイズ
E-23 工藤建設株式会社
E-24 板谷建設株式会社
E-25 株式会社フジキン
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

内陸南部エリア
E-26 株式会社及精鋳造所
E-27 吉川化成株式会社
E-28 岩手ニチレキ株式会社
E-29 株式会社サンミューロン
E-30 株式会社丸岩
E-31 EC 南部コーポレーション株式会社
E-32 株式会社ハローワーク
E-33 株式会社アイディーエス
E-34 社会福祉法人愛護会
E-35 奥州市
E-36 株式会社アロン社
E-37 株式会社平野組
E-38 有限会社かさい農産
E-39 一関市
E-40 DS・J 岩手金ケ崎校
E-41 山人 -yamado-
E-42 川嶋印刷株式会社
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全県エリア

F-1 JA いわてグループ（JA 岩手県中央会）
F-2 岩手県
F-3 岩手県商工会連合会
F-4 岩手県中小企業家同友会
F-5 岩手県漁業協同組合連合会
F-6 いわてで働こう推進協議会
F-7 岩手労働局
F-8 岩手ネットワークシステム
F-9 岩手県森林組合連合会
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

学校エリア

G- 1 i-C"t いわて
G- 2 岩手大学 NEXT STEP 工房
G- 3 岩手大学ヴィジュアルデザイン研究室
G- 4 岩手大学経済研究室
G- 5 岩手大学 COC
G- 6 国立大学法人岩手大学
G- 7 岩手大学三陸復興・地域創生推進機構
G- 8 岩手大学ものづくりエンジニアリングファクトリー「学内カンパニー」
G- 9 岩手県立大学 看護学部 基礎看護学講座
G-10 岩手県立大学 いわて創造教育プログラム
G-11 岩手県立大学ソフトウェア情報学部（経営情報システム学講座）
G-12 岩手県立大学宮古短期大学部・岩田研究室
G-13 岩手県立大学社会福祉学部
G-14 岩手県立大学盛岡短期大学部・三須田研究室
G-15 岩手県立大学総合政策学部
G-16 盛岡大学短期大学部 岩崎ゼミ
G-17 盛岡大学文学部 ①日本文学科教職研究会 ②児童教育学科
G-18 盛岡大学 栄養科学部 木村ゼミ
G-19 富士大学
G-20 富士大学 地域連携推進センター
G-21 杏林大学
G-22 一関工業高等専門学校
G-23 学校法人 岩手医科大学（附属病院 看護部）
G-24 いわてキボウスター開拓塾

主催者

H- 1 ふるさといわて創造協議会（事務局：岩手大学）
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有限会社栄光商会は、久慈市を中心にダスキン製品の訪問レンタルを行っている会社です。また
介護事業として住宅型有料老人ホーム『こはくの風　内丸』を盛岡市内丸に2015年にオープンし
ました。

訪問レンタル業務では一般家庭で約7500軒、企業・官公庁で約800軒のお客様とのご契約があ
り、社員は1日に一般家庭では、40~60軒を、企業では30~50軒のお客様を訪問してモップやマ
ットの交換などをしています。定期的にお客様のお宅に訪問するため、お客様とのコミュニケーシ
ョンを取りながらお互いに信頼関係を築いていくことができ、その中で身につく力は自分自身の成
長に繋がります。

ホームサービス部門は、各地域のダスキン製品の交換をするハーティさんたちの勉強会やミーテ
ィングのサポートをする仕事を担っています。ハーティさんとは、各地域の事業主となる主婦の方
達のことで、栄光商会では30~80歳代の幅広い年齢の方が60人ほど働いています。このように栄
光商会ではたくさんの人たちと関わりながら、たくさんの情報を得て、いろいろなことに興味を持
って働くことができます。そこから生み出されるアイディアは新しいことに挑戦する糧となります。

少人数の会社だからこそ年齢に関係なく社内の交流が盛んで、笑顔が耐えません。会社から出て
も自分の担当しているお客様との関り合いもあり、働きながら人と人との暖かいつながりが感じら
れるとてもアットホームな雰囲気が漂う会社です。

【岩手県北から研究開発型企業として技術発信を】
当社は、2009年３月に設立した社歴の若い会社です。創業以来、携帯電話のモックアッ

プ（店頭見本品）製造に始まり、携帯電話・スマートフォンの完成品組立て及び検査、電子・
電気機器組立て及びアフターサービスなど業容を拡大してきました。

しかし今後を展望すれば、現状業務だけでは雇用の維持と事業拡大は難しいと考えられ、
国や県の助成を受けながら、新しい技術開発を併せ持つ研究開発型企業への転換に取り組ん
できました。その中で「携帯型化学反応式酸素発生器」の開発に成功し、製品化しました。

更に岩手大学との共同研究開発では「低白金化を実現する燃料電池電極用ナノ Pt 触媒」の
開発に取り組み、燃料電池の低コスト化に繋がる大きな成果を出しております。

燃料電池市場は、社会的要望から大きな拡大が予測されており、当社が成長分野のコア技
術を有する事で、開発技術者を含めた雇用の創出と事業の安定化にも繋がり、関連事業の岩
手県進出も期待でき、地域の活性化や復興促進にも貢献できると考えています。

当社は、これからも時代の変化を先取りし、繊細な感性と柔軟な対応とスピードを持って、
お客様と地域社会から必要とされる企業を目指します。

＃介護　＃サービス　＃レンタル　＃訪問

☆

＃ものづくり　＃スマートフォン　＃共同研究　＃燃料電池

久慈市

久慈市

有限会社栄光商会

株式会社ジュークス

沿岸エリア

A-1

A-2
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社は昭和23年の創業以来「信頼は技術力の証し」というテーマのもと、確かな技術とハ
イレベルな仕事で、地元岩手を中心とした東北の未来を拓いてきました。現在、港湾漁港部門、
土木部門、建築部門という３部門が中心となり、半世紀にわたって築き上げてきた独自の技
術やシステムを駆使した信頼の仕事を行っています。今まで何もなかった大地に、新たに建
造物という人間作品を刻んでいく責任と誇り。それはまた建設を通じて人々の暮らしに役立
ち、社会全体の調和を目指していくことでもあります。景色を変える、人々の意識を変える、
そして歴史を変える。それが私たち宮城建設の仕事です。

建設現場ではさまざまな職種や年代の方が働いているため、全員が信頼関係で結ばれるよ
うなコミュニケーションづくりを大切にしています。部門を超えた交流も積極的に行われて
おり、若手社員に離職者がいないということも大きな特徴です。現場では女性社員も活躍し
ており、それぞれの社員が経験を積みながら状況に合わせた対応力を磨いています。また、
当社では自ら伸びようとする人を積極的に支援する体制を整えており、業務上必要となる資
格については資格取得に掛かる費用を全額会社で負担するなど、社員それぞれが自らのキャ
リアプランを考えステップアップできるようサポートしています。互いに切磋琢磨しあいな
がら、社員一人一人が常に向上心をもって業務に取り組んでいます。

有限会社タニムラフードサービスは、鶏肉を作ることを事業としており、株式会社十文字
チキンカンパニー様と連携して、主に鶏肉を作る工程の前半部分を担っています。

生鳥部、中抜部、総務部の３つの部門があり、男女問わず、幅広い年齢の方が働いています。
生鳥部では、生きている鳥を鶏肉にしていくための最初の工程を行います。生きている鳥を
機械に引っ掛け、屠殺、脱毛をします。力仕事ですが、体への負担を抑えるために、しっか
りと休憩をとりながら作業をしています。

中抜部では生鳥部で手を加えた鳥を、普段スーパーなどで目にする形にしていく工程を行
います。機械と手作業でいろいろな部位に取り分けますが、中でも砂肝やレバーを製品化し
ています。こういった作業ではナイフを使う印象が強いと思いますが、我々はナイフを使っ
ていません。そのため、手への負担が少なく、女性や高齢の方でも働けます。

ここまでの処理をしたら、残りの工程は十文字チキンカンパニー様に委ねます。
各部の管理職は、主に働いている人や製品の管理をはじめ、機械の部品交換や修理、清掃

もしています。機械を扱う上で必要な資格は入社後に取得できるため、入社するときに資格
を持っていなくても大丈夫です。

このように、ここで製品が出来上がり、販売しているという訳ではありませんが、地元の
スーパーやお祭りで自分たちが製造過程で関わった鶏肉が販売されていたり、友人から鶏肉
の注文を受けたりすると、人との繋がりを感じ、やりがいになっています。

これからも、十文字チキンカンパニー様と共に日本一を目指し、躍進してまいります。

☆ 学生が記事を執筆

☆

＃ものづくり　＃土木　＃建築　＃資格取得応援

＃農林水産・食・六次産業　＃鶏肉　＃資格取得応援

久慈市

久慈市

宮城建設株式会社

有限会社タニムラフードサービス

A-3

A-4
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日本在来の品種「ヤマブドウ」岩手産果実を活用した果汁100％ジュース「山のきぶどう」
の開発会社。1971年国内初の開発であり、同時にヤマブドウの栽培もスタートさせて現在
に至る。岩手県の豊かな自然資源として自生するヤマブドウ。先人達が生活の知恵として利
用していたヤマブドウ。この歴史を大切にし、いわての財産資源として活用していきたい。
今後はジュース、ジャムのみではなく、ヤマブドウの持つ豊かな成分を利用した食品の開発
を進めて行く計画です。

高校を卒業すると約８割の若者が市外に進学・就職している久慈市。でも、このままじゃ
いけないと久慈市内の企業が立ち上がり活動を始めています。市内企業の情報発信の強化、
久慈企業限定の就職ガイダンスの開催、定期的な情報交換など、マチを挙げて採用活動を行
っています。

また、採用後は市内企業が合同で行う Off － JT 研修であります内定者研修会・採用３カ
月研修会・採用６カ月研修会を行うことで地域内の同期を結成し、皆さんのキャリアアップ
をマチを挙げて支援しています。

実際にＫターン（久慈市（KUJI）に UJI ターン）した方は、地元久慈市だからこそかなえ
られる夢を見つけ、その自己実現を果たそうと歩き出しています。
「将来は会社の役員になって、会社だけでなく、地域でも活躍して久慈市のまちづくりを行

っていく！」そんなお金だけじゃない、人生のやりがいを一緒に感じてみませんか？
久慈市でも、「Ｋターン若者雇用拡大奨励金制度」や「新卒者雇用支援奨励金制度」を創設

し市内に就職した方へ奨励金を交付するなど、皆さんの就職・定着を支援しています。
是非この機会に、久慈市にはどんな会社があるのか、県北沿岸地域の気候や住環境と併せ

て再確認してみませんか？

＃農林水産・食・六次産業　＃ヤマブドウ　＃ジュース　＃ジャム久慈市

久慈市

株式会社 佐幸本店

久慈市

＃自治体　＃若者支援　＃Kターン　＃キャリアアップ

沿岸エリア

A-5

A-6



19

ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

1975年の設立以来、40年以上にわたって岩泉町で家具作りをし、盛岡市材木町の店舗で
販売しています。北欧のデザイナーとコラボして量産家具作りにも挑戦していますが、得意
分野はオーダー家具。お客様お一人お一人と時間をかけて相談し、そのお客様のためだけに
設計して家具を作ります。これはフルオーダーのスーツや革靴のように、本物の良さがわか
る「大人」にだけ許された世界感と言えるでしょう。工房は古く小さく、職人の高齢化も顕
著です。その一方で３年前には宮城県出身の20代（当時）が入社。また2019年春には青森
県出身の大学新卒者、2020年春には奥州市出身の専門学校新卒者が入社内定しているなど、
県内外の若手人材がこれからの会社を担います。盛岡市材木町の店舗には、今年の春に東京
のデザイン事務所から30代の若手が転職し、活躍中。これからの５年ほどで、平均年齢が一
気に下る見込みです。これまで岩手県産の木材にこだわってきましたが、今年からはもっと
絞り込んで岩泉町産の木材で家具を作り始めました。木を切る人、運ぶ人、管理する人、そ
して家具を作る人、売る人、さらに使う人。どこかに負担が偏ることなく、皆が満足できる
家具作りと、“ コスパ ” という言葉では括れない「良いもの」を世の中に広めていくことを目
指しています。

「岩泉ヨーグルト」の製造メーカー　岩泉乳業株式会社です。岩手県内で一番新しい乳業メ
ーカーで平成16年8月に設立し6次産業化を目指してきました。

自然豊かな町の豊富な地域資源、牛乳・水を最大限活用し主力商品である「岩泉ヨーグルト」
をはじめ「龍泉洞の化粧水」など様々な商品を開発・展開しています。当社の商品名のほと
んどに「岩泉」または「龍泉洞」という文字を入れており、商品が売れることにより岩泉町
の PR にもつながると考えています。

順調に進んでいた矢先、平成28年8月の台風10号豪雨で工場が全壊し、操業ができなく
なりました。休業中たくさんのお客様からいただいた「復活を待ってます」の声を励みに社
員一致団結し平成29年10月に再開しました。災害を乗越え社員の絆も深まり、新しい工場
とともに新たなスタートとなりました。

当社では毎年工場まつりの開催や、工場見学等により地元の方・県外の方とのふれあいの
機会もあります。また、毎年モンドセレクションにエントリーし、金賞の授賞式には数名で
ヨーロッパへ行くこともでき、様々な経験ができます。

今後は商品のブランド力を活かし、様々な新展開をして岩泉町を力強く引っ張る企業を目
指します。

#ものづくり　＃家具　＃工房　＃木材　＃本物の良さ

＃農林水産・食・六次産業　＃ヨーグルト　＃化粧水　
＃ブランド力

岩泉町

岩泉町

岩泉純木家具有限会社

岩泉乳業株式会社

A-7

A-8
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岩泉町は、盛岡市の東部にあり、車で約２時間掛かる場所に位置しています。西は北上高地、
東は太平洋に臨み、東西51キロメートル、南北41キロメートル、面積は992.36平方キロ
メートルで、本州の町としては随一の面積を有しています。

岩泉町の基幹産業は「農業」を中心とした一次産業と、「観光」を中心とした三次産業とな
っております。農業については、日本一の生産量を誇る「畑わさび」が特産品となっており、
観光については、日本三大鍾乳洞の一つの「龍泉洞」があります。また、町内の酪農家が生
産した生乳を使った「岩泉ヨーグルト」も特産品の一つです。

現在、岩泉町では様々な分野においての人材事業に力を入れており、今回紹介する「地域
おこし協力隊」もその取り組みの一環です。全国の農山村地域では過疎化、少子高齢化や地
域の資源を生かした産業の掘りおこしなど課題はたくさんあります。隊員のみなさんは、町
の課題をジブンゴト化して活動しています。自分の発想を思い切って描けるフィールドがあ
る岩泉町では、自分の道具、自分のイメージで大きなキャンバスに描くことができます。少
しでも興味がある方がいらっしゃれば、ぜひともブースに足を運んでいただければと思いま
す。

社会福祉法人若竹会は、障がいの子をもつ親たちの願いのもと1975年に「わかたけ学園」
を設立することで始まりました。以降、その時代と地域のニーズに応え、施設の数を増やし
ていき、現在では障がい者福祉事業所を9事業所、高齢者介護施設を12事業所運営しており、
350名を超えるスタッフが日々活躍しています。なかでも「高齢者介護施設サンホームみや
こ」は女性職員が8割を占め、女性の活躍が著しい職場でもあります。介護職・看護職ともに、
常に配置基準を超える職員数を配置できていることと、もともと育児に理解のある職場風土
であるため、産休・育休取得率はもちろん復職率も100％の「くるみんマーク認定企業」です。

また、岩手県内において、複数の福祉種別（介護・障がい・保育等）を行っている社会福
祉法人は少なく、「総合職」として入社をし実践で福祉を学び、やりがいを肌で感じキャリア
を積み成長しながら、自分にあった職種をみつけることもできます。「地域共生社会の実現」
もめざす私たちは、震災間もない時期から地域貢献活動として続けている「さろん」や「認
知症カフェ」は8年目を迎え、災害復興住宅などで暮らす住民にとって心の拠りどころにな
っています。

＃自治体　＃農業　＃観光　＃畑わさび　＃地域おこし協力隊

＃医療・介護・福祉　＃障がい者　＃高齢者　＃女性活躍

岩泉町

宮古市

岩泉町

社会福祉法人 若竹会

沿岸エリア

A-9

A-10
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

ヒロセ電機グループは業界でもトップレベルの技術力とマーケティング力を武器に、世界
最先端の製品を創り続けるコネクタ業界のリーディングカンパニーです。5万点を超える製
品ラインナップを揃え、中には「世界初」と呼ばれるようなもの、ディファクトスタンダー
ドとなったようなものも数多く含まれています。

昨今は最終製品の軽薄短小化だけでなく、高性能化、高速化にも高い技術力で対応。その
技術はスマートフォンをはじめ、情報・通信インフラや自動車、産業用機器に至るまで幅広
い分野で必要され、私たちの生活を支えています。その結果、当社製品は世界の最先端製品
にも数多く搭載され、海外売上高比率でも約70％と、その活躍の場はワールドワイドに広が
っています。

岩手県に拠点を置く東北ヒロセ電機（宮古市）、一関ヒロセ電機（一関市）はヒロセ電機グ
ループの国内主要生産拠点としての役割を担っています。東北ヒロセ電機ではスマートフォ
ン向けに代表されるマイクロコネクタ、一関ヒロセ電機では医療機器やロボットに利用され
る産業用機器向けのコネクタの生産を中心に行っています。

これらの高品質製品を安定的に供給することで、ヒロセ電機グループは今後も世界のエレ
クトロニクスの発展と地域経済に貢献していきます。

本州最東端に位置する宮古市は、北上山地より連なる緑豊かな山々と、渓谷の美しい閉伊
川、リアス海岸の壮大な景観の「森・川・海」に囲まれたまちです。平成23年の東日本大震
災、平成28年の台風10号災害からの復興・発展に向けて、市民一丸となり、誰もがいつま
でも住み続けたいまちづくりに取り組んでいます。

本年６月22日、岩手県初の定期フェリー「宮古・室蘭フェリー航路」が開設しました。北
海道と本州をつなぐ新たな「海の道」によって、物流・観光の幅が広がります。

また、今年度は外国クルーズ船「スターレジェンド」が初入港、来年度は岩手県内初とな
る、10万トン超級の外国客船「ダイヤモンド・プリンセス」が、宮古港に初寄港する予定で
す。外国人を含む多くの観光客が宮古を訪れることとなることから、インバウンドに向けて
積極的に取り組んでいます。さらに、今年10月１日から、市本庁舎、保健センター、市民交
流センターの３つの施設からなり、防災・市民サービス・賑わいの拠点となる複合施設「イ
ーストピアみやこ」がオープンしました。

これからさらに魅力的な街へと発展していく宮古市。そんな宮古市への就職に興味をお持
ちの方、宮古市の企業について知りたい方、一緒に宮古市のまちづくりをやってみたい方、
お気軽に声を掛けてください！

住めば宮古！住むなら宮古！！

＃ものづくり　＃コネクタ　＃スマートフォン　＃世界最先端　
＃電子部品

＃自治体　＃森　＃川　＃海　＃フェリー　＃インバウンド

宮古市／一関市

宮古市

東北ヒロセ電機株式会社／
一関ヒロセ電機株式会社

宮古市

A-11

A-12
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エフビーがある山田町は岩手県の沿岸、宮古市と大槌町の間にある人口約15,000人の自然豊
かな町で「牡蠣」や「松茸」など海の幸、山の幸に恵まれており、従業員は休みになると、友人
や家族と一緒に山に散策に出かけたり、水平線を眺めながら釣り竿を垂らしたりと、ひねもすのた
りのたりと過ごしています。

当社はそんな山田町で「コネクタ」という電子部品を生産しています。なかでもスマートフォン、
タブレット PC 等に使用される「マイクロコネクタ」という小さいコネクタが主力製品です。マイ
クロコネクタはスマートフォンの小型化、軽量化、高機能化等に対応するため、年々高性能化、
省スペース化が進み、技術的難易度は年々高くなっており、その要求にこたえられるよう設備投資、
人材育成に力を入れています。

特に、コネクタ部品を造るために必要な金型の加工精度は1/1,000ｍｍの領域から1/10,000ｍｍの
領域へと突入しており、当社では加工環境の変化をなるべく少なくするように機械加工工場内は
年間を通して23℃±0.3℃で管理されており、建物の基礎も振動を抑制するために京都の仏閣な
どで用いられるのと同様に砂利と砂とを積層した版築という工法を用いられて建てられています。

今回、当社の加工精度を確認していただけるように「飛び出す FB」というアイテムを持ってき
ましたので、是非ブースにお越しいただき、手に取ってその精度の確かさを確認して頂ければと
思います。

釜石市の地方版総合戦略「オープンシティ戦略」と、この戦略に基づいた市事業を紹介し
ます。

オープンシティ戦略は、当市の人口減少・少子高齢化に対する最上位計画であり、「人口が
減少しても、人口以上の地域の活力が持続し続けるまち」をめざしています。現在、市内で
チャレンジを続ける方々が、よりチャレンジしやすい環境を創っていくための企業連携やつ
ながり人口の拡大に向けて取組んでいます。また、内発的力を高めるための、市民と市外の
方の協働の推進や、人材育成制度を実践しています。今回は、下記3事業について紹介させ
ていただきます。皆さんの興味関心に併せ、当市の取組を紹介できればと思っています。

○起業家育成支援事業「釜石ローカルベンチャー推進事業」（隊員同行予定）
○高校生のキャリア構築支援事業「釜石コンパス」
○シェアリングエコノミー活用推進事業
持続可能な開発目標 SDGs を戦略に取り入れ、新たな歩みを進めている当市の取組を聞き

にいらしてください。
さらに、復興創生インターンを募集します。
企業活動とまちづくりの両輪に取り組む地元経営者のもとでインターンしたいチャレンジ

スピリッツに溢れた学生を募集します！

＃自治体　＃ひとづくり・まちづくり　＃オープンシティ　
＃チャレンジ　＃SDGs

山田町

釜石市

株式会社エフビー
＃ものづくり　#山田町　＃スマートフォン　＃コネクタ  

＃電子部品

釜石市

沿岸エリア

A-13

A-14

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

〜若手のネットワークで岩手を盛り上げる〜

NPO 法人 wiz は、東日本大震災をきっかけに岩手に戻ってきた若者を中心として2014 
年に設立しました。若者が働く場所や働き方を考えたときに、ポジティブな理由で岩手が選
択肢のひとつになるような仕掛けをしたいという想いのもと、地域おこし協力隊の採用支援、
岩手県に特化したクラウドファンディングサイト「いしわり」の運営、企業と学生をつなぐ
実践型インターンシップのコーディネートなどを行なっています。

岩手には、首都圏や都会と比べると魅力のある仕事は少ないかもしれません。しかし岩手
という地域だからこそ面白い取り組みをしている大人はたくさんいることも知ってほしいで
す。また、自分のやりたいことを実現できるチャンスや環境があると思います。

岩手で働くことの魅力を伝えながら、今後も岩手でチャレンジする若者を支援していきた
いと思います。

当社は岩手・宮城に16店舗を展開する地域密着のスーパーマーケットです。三陸直送の新
鮮な魚介類をはじめ地元食材を豊富に取り揃えています。また減塩をはじめとする健康志向
の商品に力を入れており、お客様の健康をお手伝いしています。特にも「人」にこだわった
グッドカンパニーを掲げ、人にも地域にも環境にもやさしい会社を志向し、地域のお客様の
便利で豊かな暮らしを応援する「くらし提案型スーパーマーケット」です。

私たちマイヤは「食」を通じて地域に貢献する会社です。仕事を通して「食」に関する知
識はもとより、地域のお客様の健康や豊かな食生活に貢献できます。私たちがご提案する「食」
が地域の食文化に与える影響は大きく、安全・安心・美味な商品を毎日、欠かさずにご提供
できるようにしなければなりません。それだけに大きな責任はありますが、生まれ育った地
域へ貢献するやりがいを感じられる仕事です。またひとくちにスーパーマーケットの仕事と
言っても様々な職種があり、いろんな仕事を経験できます。食品を国内はもとより、海外に
も行って調達するバイヤー、各店舗を指導するスーパーバイザー、お客様に効果的なチラシ
や販促企画を提案する営業企画、店舗を開発する開発グループ、社内のシステムを構築する
情報システム、ほかにも総務や人事など職種は多岐にわたります。様々な職種を経験するこ
とで広い視野で経営感覚を養い、成長できる環境があります。

＃ひとづくり・まちづくり  ＃若手　＃クラウドファンディング　
＃インターンシップ

＃農林水産・食・六次産業　＃スーパーマーケット　＃三陸直送　
＃地元食材　＃暮らし応援

大船渡市

大船渡市

特定非営利法人 wiz

株式会社マイヤ

A-15

A-16
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当社のルーツは化粧品容器 ( コンパクトなど ) の製造です。お得意先はシャネルや資生堂な
ど国内外有名ブランド化粧品メーカーです。特にコンパクト容器の国内シェアは約80％です。

〈豪華〉・〈綺麗〉・〈可愛い〉などの表現を追求し技術を研鑚していく中で【インモールド工法】
を1973年に世界で初めて技術開発いたしました。

プリントシールを任意の場所に貼付け、爪などで擦り、シールを剥すと絵柄が残る事を経験
した方は多数いらっしゃるかと思いますが、その原理を再現したのが【インモールド工法】です。

従来メーカーでは成形から印刷→乾燥→トップコートまで1週間以上かかっていた作業工程
を、成形と同時に全ての加飾やトップコートが完了する【インモールド工法】は世界的に評価
され、他社でも一部始めていますが、常に業界のトップランナーとして培った技術は他社の追
随を許しておりません。

当社のインモールド製品は全世界に展開されており、ポケモンウォーカーや携帯電話・スマ
ホカバーなど皆さんの身近で使用されております。

最近ではデザイン性（高意匠性）で培った技術を高機能性にも展開し、ギラツキ防止・二重
写り防止・指紋汚れ防止などを施した製品を、車載部品のセンターインフォメーションディス
プレイ（カーナビパネルなど）に提供しており、スバル社の海外向けレガシーやトヨタ社の新
型クラウンに組込まれております。

菊池技研コンサルタントは、建設コンサルタントを中心に測量や地質調査、補償コンサル
タントなどを事業とする会社です。建設コンサルタントとは、施設を「つくる」ということ
ではなく、建設する施設の計画、建設予定地の調査を通じて顧客に建設計画を提案するとい
う仕事です。菊池技研コンサルタントでは普段我々が使う道路や橋、ダムや林道、港など幅
広い種類の業務を行っています。そういった業務の特性上、災害時には真っ先に活動し現状
を把握しなければなりません。実際に本社を大船渡市におく菊池技研コンサルタントは東日
本大震災で被災した際、本社が一階天井まで浸水しながらもいち早く災害現場にかけつけ行
動をはじめたそうです。

地域との関わりには深いものがあり、地域あってこその会社であるので礼儀はもちろん、
地域の文化・風土を理解し地域に貢献してきたいとおっしゃっていました。毎年、地域の清
掃活動を実施するなど地域とのかかわりを深めています。

菊池技研コンサルタントには、20代30代の社員を中心に自発的にできた「若手の会」と
いうグループがあります。業界の人手不足、技術継承の問題に対して自分たちが立ち向かお
うという思いで発足したそうです。こういった勢いのある人々を中心に、自分たちの仕事を
通して地域の人を呼び、地元の活性化につなげていくことを今後の目標にしています。

＃ものづくり　＃化粧品容器　＃ブランド　＃トップランナー　
＃インモールド工法

#建設　＃コンサルタント　＃測量　＃調査　＃計画　＃設計

大船渡市

大船渡市

ゆわて吉田工業株式会社

株式会社菊池技研コンサルタント

沿岸エリア

A-17

A-18

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

サンコー食品は、水産加工を事業とした会社です。イカの加工を中心に行っており、コン
ビニやデパートさらにはディズニーランドで使用されるようなイカのフライ、天ぷら用のイ
カの加工をしています。またコストのかかる国産のイカではなく、外国産のイカを使うこと
によって少ないコストで多くの製品を生産しています。

大船渡に拠点を置いて事業を展開しているサンコー食品は、東日本大震災を経験しました。
その分地域にかける思いには強いものがあり、地域の産業をより良いものにするため、従業
員を積極的に地元から採用するなど様々な活動をしています。職場の雰囲気も温かく、従業
員全員が主体となって積極的に活動できる環境が整っています。なかでも特に、これからを
支える若い世代の力を重視しており、実際に複数の若手従業員が「自分の仕事が全国につな
がっている実感をもてた」と自信を述べています。そしてその若手社員を育てるマネージャ
ーや経営陣も個性的で熱い思いをもつメンバーばかりです。全社員が一丸となってそれぞれ
が主体的に動くといった優れた職場環境がサンコー食品の強みです。

これから取り組んでいきたいのは、瞬発力のあるつよい会社づくりです。東日本大震災で
の経験を糧に、災害などの緊急時にもいち早く対応できる強さをもち、お客様の要望に素早
く応えられる会社にしていきたいと思っています。

大船渡市は、夏は涼しく、冬はほとんど積雪が見られない、一年を通して比較的温暖で住み心地の
良いところで、恵まれた自然資源や、大船渡港などの流通基盤を活用した水産業、工業を中心に発展
してきました。

臨海部には大規模なセメント工場が立地し、豊富な石灰石を原料とする窯業を中心に、各種製造業
が地域の基幹産業として産業活動を支えております。

また、世界三大漁場の一つである三陸漁場に面した好環境のもと、豊富な魚種と全国有数の水揚げ
に支えられ、水産加工業も盛んであり、冷凍水産加工業は当市の食料品製造業の基幹を成しています。

大船渡港には、四季折々に多種多様な魚が水揚げされますが、中でも、さんまの水揚げは本州一！
「さんまと言えば大船渡」を目指し、さんまご当地グルメや、世界初のさんま焼き師認定制度など、ま
ち全体で「さんま」を PR しています。

大船渡市の求人関連活動としては、東日本大震災以降、国内外からの多くの支援を支えに、市民が
一丸となって復旧・復興に取り組んできました。人口減少に一定の歯止めをかけ、持続可能な地域づ
くりを目指し「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に取り組んでいます。皆さんの溢れる意欲とアイ
デアで、誰もが住みやすいまちを共に創りましょう。

＃食　#水産加工　＃イカ　＃大船渡市

＃自治体　＃水産業　＃工業　＃冷凍水産加工業　＃さんま

大船渡市

大船渡市

サンコー食品株式会社

大船渡市

A-19

A-20

☆
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陸前高田市は、岩手県の東南端、三陸海岸の南の玄関口として、大船渡市、住田町、一関市、宮
城県気仙沼市に接し、宮城県との県際に位置しています。

また、北上山地の南端部に位置し、氷上山などをはじめとする山地、豊かな緑や水を育む気仙川
が注ぐ広田湾、なだらかな斜面や低地が広がっています。

気候は、三陸沿岸に位置しているため、海洋の影響と地理的条件から四季を通じて比較的温暖です。
陸前高田市は、平成23年3月に発生した東日本大震災により、未曾有の被害を受けたところであり、

まさに「ゼロからのまちづくり」に取り組んでいる最中です。
「ゼロからのまちづくり」ということは、言い換えれば「何でもできるまち！」と言えます。誰もが、

これまでの知識や経験を活かし、チャレンジしたいことが実践できるまちとなるよう、東日本震災か
らの復興に全力で取り組んでいます。

また、陸前高田市では「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」を掲げており、
誰もが多様性を認め合い、個性を持つ一個人として尊重され、誰もが安心して自分らしい生き方を
実現できる社会や、男女がともに協力し合い、安心して妊娠・出産・子育てができる社会等の実現
に向けて、世界に誇れる美しい共生社会のまちへと成長できるよう取り組んでいます。

誰にでもやさしいまちであるとともに、誰もがやりたいことをチャレンジできるまちで是非活躍し
ましょう！皆さんがまちづくりの主役です。

＃自治体　＃ゼロからのまちづくり　＃何でもできる　
＃多様性　＃共生社会陸前高田市

陸前高田市

沿岸エリア

A-21
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

「共に生きる社会」。今でこそこれからの社会のキーワードのように語られることばですが、
カナンの園は46年前から、キリスト教理念としてこのことを掲げ、実現に向けて歩んできま
した。障がい児やそのご家族を支援する奥中山学園、特別支援学校の三愛学舎、働きの場と
してのカナン牧場（「カナンパン」として親しまれ、岩手の皆さんに愛されているパンを作っ
ているパン工場です！）、小さき群の里、シャローム、ウィズ、ヒソプ工房、となんカナン、
そしてグループホームや相談支援事業所などを通じて「全ての人が互いに尊重しつつ助け合
って生きていく社会」の実現をめざしています。

今、世の中は混とんとし、不安と不信と不満に溢れ、そして何よりもそれを経済活動と直
結して解決しようとする空気が満ちています。しかしこんな時代だからこそ、互いの存在そ
のものに畏敬を持ち、「共に生きる社会」を実現していくのが、ソーシャルワークそのもので、

「福祉に生きる」者の大きな役割だと思っています。
若い力、若い感性が集い、人格的な出会いを重ねる中で、人を大切にすることが自分を大

切にすることにつながることを実感し、すべての人がイキイキと活躍する社会を、カナンの
園の一員として一緒に創ってくださることを期待しています。

平成11年4月創業。二戸市に本社工場をかまえ、盛岡・一関・東京・京都の営業所が各地
の広告幕の受注を受け、全国に商品を納めています。社内一貫生産体制を確立して印刷・裁断・
縫製・発送を二戸本社工場にて行っています。「日本一の黒子企業」をモットーに元受業者様
が安心して仕事を依頼できる日本一の下請け業者になるべく日々活動しています。創業時は
看板製造業として起業。看板業界もデジタル化が進む中、岩手県内でもいち早く大型インク
ジェットプリンターを導入しました。看板業と並行し旗幕の製造も開始。旗幕の製造は開始
時よりデジタル染色である「昇華転写」の技術を導入しました。現在は、国内の昇華転写の
工場として最大の規模であり、大型インクジェットプリンター約80台を保有しています。小
ロット多品種から短納期・大量ロットの商品製作にも対応しています。自社で昇華転写機等
の企画開発まで行っています。昨年度よりＴシャツ・ユニフォーム事業をスタートし、旗幕
業界で培ったノウハウを活かし、様々な業界で幅広い商品展開を行っています。今年度は広
幅のプリンターを増台し、大きな商品を継ぎ無しの1枚で製作することができるようになり
ました。現状に満足することなく、顧客のためになるよう常に企業努力を忘れません。

＃医療・介護・福祉　＃共生社会　＃キリスト教　
＃ソーシャルワーク

＃ものづくり　＃二戸市　＃広告幕　＃Tシャツ　＃日本一

一戸町

二戸市

社会福祉法人カナンの園

株式会社 オノデラサイン

内陸北部エリア

B-1

B-2
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平成26年３月に創業100周年を迎えたいわゆる老舗企業です。大正３年に塩とタバコの
元売から始まり、時代の変化に柔軟に対応しながら、現在はホームセンター、石油製品販売、
建築資材販売、リフォーム工事、便利サービスと「住まい」に特化した企業を目指しています。

「主語はお客様」を合言葉に、社長が先頭に立ってお客様の声を聞き、社員一人ひとりが考え、
実行し、より良いサービスを目指して日々研鑽しています。

主力部門のホームセンターでは、独自の配達サービスとして１万円以上のお買い上げで無
料配達を行ない、配達のついでに商品の設置やいらなくなった梱包材の回収も行なっていま
す。また、便利サービスでは、スズメバチの駆除や除雪等、「お客様の困った」を解決するた
めにどんな要望でもお聞きしています。大手ではマネのできないきめ細かなサービスを率先
して行なうことで、信用信頼を強固なものにし、地域になくてはならない会社と言われるよ
う日々汗を流しています。

これからも地域密着でお客様の要望に誠実にお応えしていくこと、お客様のために汗を流
すこと、常にお客様に感謝の気持ちを持つことをモットーに、全社員が活き活き働いていけ
る会社を目指しています。

十文字チキンカンパニーは、鶏肉製品の生産、販売を主に行う会社です。鶏に卵を生ませて、
ヒナの誕生・飼育を経て、製品加工、出荷という一連の流れをすべて自社で手掛けています。
生まれたヒナが若鶏になるまでの約2か月間、鶏の健康を考えて毎日丁寧に管理を行ってい
ます。サラダチキンブームもあり、鶏肉への需要が高まる中、安全・安心な鶏肉を日々安定
して出荷する使命を果たすために、全員が連携して仕事をしています。今最も力を入れてい
るのがオリジナル銘柄鶏である「菜彩鶏（さいさいどり）」です。菜彩鶏は臭みが少なく鶏肉
が苦手な人でも食べやすいのが特徴です。

2016年秋より本州で初めて、農場の鶏糞をバイオマス発電に利用する取り組みを始めま
した。そのため鶏肉加工に限らず、様々な分野の人材を求めています。

地域とのつながりを感じられる機会として、3年前から毎年7月に「感謝デー」を開催し
ています。普段は商社への出荷のみですが、この日は来場してくれた方に直接販売するので、
普段顔を合わせることのない地域の方と直接交流ができる大切な場になっています。

十文字チキンカンパニーは岩手から日本一を目指しています。1番大きな久慈工場では毎
日約10万羽の鶏を処理して製品を作っていますが、まだまだ伸びて行けると思っています。
1600名の社員みんなで協力しながら、地元から全国へお肉を届けて、たくさんの人におい
しいと思ってもらえるよう仕事をしていきます。

＃地域資源・観光・暮らし　＃老舗企業　＃ホームセンター　
＃住まい　＃地域密着

＃農林水産・食・六次産業　＃鶏肉　＃製品加工　＃日本一

二戸市

二戸市

株式会社 菅文

株式会社十文字チキンカンパニー

内陸北部エリア

B-3

B-4

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

主な事業内容としてアスファルト・コンクリート用砕石や砕砂の製造、販売を行っています。
東京ドーム7個分の広さを持つ採石場で、安全に作業をするために丁寧な心遣いは欠かせませ
ん。

地域が元気である事＝会社が元気である事だと考えています。二戸が元気だとそこで働く事
に魅力を感じ、地域の活気と共に次第に会社のパワーも増していくため、率先して二戸を元気
にしていきたいと思いながら働いています。

社員として若い世代が入ってきてくれる事を嬉しく思います。働くことを通して社員の心や人
間性を育てていくことが未来への展望です。そして安全に効率的に仕事ができるよう IT を駆使
し、最先端の技術を取り入れていく事が必要であると考えます。
「人の心、山の心、石の心 大切に」という理念のもと心を大切にし、社員の人生が豊かに充実

感をもって生活できるよう働く社員のことを親身に考えています。
「人生・仕事の結果＝考え方×熱意×能力」という言葉があります。これは京セラや第二電電の

経営者である稲盛和夫さんの言葉です。考え方は＋－、熱意、能力は0〜100として、いずれか
が0だと他がどんなに高くても結果は0になってしまいます。考え方、熱意が大事であり、いく
ら能力が高くても熱意が無ければ発揮できないし、考え方によっては社会に対して悪い結果も起
こりえます。自分の将来を考えるときに、この言葉を覚えておいて参考にしてみてほしいです。

岩手県のてっぺんに位置する二戸市は、岩手県指定天然記念物に指定された「折爪岳のヒ
メボタル生息地」や続日本100名城にも認定された国指定の史跡「九戸城跡」、瀬戸内寂聴
師が名誉住職を務める「天台寺」、そして座敷わらし伝説の残る「金田一温泉郷」など自然・
歴史・文化の宝を楽しむことができます。また、日本一の生産量を誇る漆で作る浄法寺漆器
をはじめ、県内外へ出荷され多くの人に愛されている若鶏・短角牛・三元豚の食肉、りんご・
さくらんぼ・ブルーベリーなどの果物、折爪岳の伏流水で醸す地酒など、豊かな自然たちが
もたらす最高の恵みをご堪能頂けます。

こんな二戸市では、地域企業でのインターンシップを応援しています！実習中、企業まで
の交通費等を支援します。春休みは、ぜひ二戸地域にインターンシップに来てください。お
待ちしております！！

#二戸市　＃砕石　＃東京ドーム７個分　＃採石場　
＃最先端技術

＃自治体　＃九戸城跡　＃天台寺　＃金田一温泉郷　
＃浄法寺漆器　＃インターンシップ

二戸市

二戸市

株式会社 フクタ

二戸市

B-5

B-6

☆
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ザマ・ジャパン株式会社は、八幡平市にある創業66年の会社です。主に弊社の主力製品で
あるダイヤフラム式キャブレターの開発を行っています。ザマグループのダイヤフラム式キ
ャブレターは、世界シェアの52% を占めています。キャブレターとは、エンジンに燃料を供
給するための気化器と呼ばれる部品です。特にチェンソーや刈り払い機などの小型の汎用エ
ンジンに搭載するキャブレターを開発しています。弊社では設計から開発、試作までを行っ
ており、製品の量産は中国とフィリピンの工場で行っています。またザマグループの親会社は、
世界最大のチェンソーメーカーであるドイツの STIHL 社であり、英語でのメールのやり取り
やビデオ会議、海外出張など、岩手にありながら海外との関わりを多く持てるのが特徴です。

現在の従業員数は47名で、平均年齢は38歳と若手の社員が多く在籍しています。年齢や
性別に関係なく活躍できるチャンスがあり、技術系女性社員も9名おります（事業所全体で
は12名）。最近ではフレックスタイム制を導入し、さらに働きやすい環境となっています。

現在、エンジン業界ではバッテリー化がどんどん進んでいますが、汎用小型エンジンでは
まだキャブレターが主流です。しかし弊社では将来を見据え、キャブレター以外の製品の開
発にも取り組んでいます。ザマ・ジャパンはこれからの社会のニーズにも応えていけるよう
に開発を続けていきます。

コンビニエンスストアなどで手に入る味付ゆでたまご。その全国トップシェアを誇るのが（株）
岩手エッグデリカです。平成14年の創業から工場の増築を繰り返し、1日あたり13万個もの「あ
じたま・おんたま」を製造しています。八幡平市から安全・安心な商品を食卓へ届ける事をモ
ットーに、鶏卵業界のパイオニアとして新商品の開発・発展にチャレンジし続けています。

そこから、農業を観光資源として農産物や癒しを提供する（株）サラダファームが、平成
20年に分社しました。八幡平市や盛岡市内で、花や野菜類の生産から加工販売までを主な事
業として行なう他、八幡平フラワーランドやいちご摘み取り園など、観光地として賑わう施設
の運営も行なっています。「育てる」がキーワード。トマトをはじめとした農作物はもちろん、
人材育成にも注力し、若い女性社員でも主力部門を主導できるだけの研修と教育環境を揃えて
います。

また、未来の食と、地域の輪を育てることにも貢献しています。地元の子供達への農作業を
通じた食育体験。地域の祭りへの参加やビアフェスタの開催など、八幡平市の他の観光資源を
もまるごと活気づけて豊かにしようとする活動を積極的に行なっています。

これからは農業の6次産業化の事業拡大を進め、サテライトショップなどのその土地の外へ
の情報発信に注力することや、多様な観光アイテムの創出により、八幡平市へ多くの方に訪れ
てもらえるよう企業として貢献します。

＃ものづくり　＃八幡平市　＃ダイヤフラム式キャブレター　
＃世界シェア　＃海外との関わり　＃フレックスタイム制

＃農林水産・食・六次産業　＃コンビニ　＃全国トップシェア　
＃味付ゆで卵　＃八幡平市

八幡平市

八幡平市

ザマ・ジャパン株式会社

株式会社岩手エッグデリカ

内陸北部エリア

B-7

B-8

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社ニュートンは、1986年に（有）トーノ精密の西根工場として創業、2000年に分社し、
新たに（株）ニュートンとして設立いたしました。

当社では創業より精密プラスチック製品の生産を行っており、「頼りにされるもの創り集
団を目指してお客様へ満足と驚きを提供する」という事業方針のもと、現在では自動車部品、
医療部品、情報関連部品、生活部品など幅広い製品を生産しています。

当社で生産している製品は、自動車や色々な装置に組み込まれており、実際にみなさんの
目に映ることはほとんどありませんが、確実に生活の一部として使われております。

現在当社では、生産の自動化に力をいれており、そのために使用する自動機もすべて自社
内で開発しております。

当社の強みはそういった自動機を始め、金型の設計・加工、樹脂射出成形、自動組立を一
貫してすべて自社内で行っており、それにより高品質かつ、低コストな製品をお客様に提供
できております。また、活動拠点は岩手にとどまらず、フィリピン、タイとグローバルに展
開しており、お客様のニーズに合わせた製品展開をしています。今後はさらにグループ全体
での社員育成に取り組み、社員一人ひとりの成長と発想を大切にし、さらなる自動化を進め
高品質、低コスト化を進めていきます。

当社は、1959年創業の自動車部品生産・生産機械製作等のメーカーで、近年はエッセンシャ
ルオイル等のアロマ製品も製造する企業です。

1973年には主力生産拠点を現在の八幡平工場のある岩手県に移し、ロータリースイッチや AV
関連部品、小型プリンタ等の特殊機械部品を生産してきましたが、2002年度より事業を方向転
換し、生産用特殊精密機械装置の重要部品や治工具・生産設設備装置の開発設計製作への事業
転換を図り、生産用装置メーカーとして現在に至っております。

また新規事業として、2013年から岩手が巨大な自然のエネルギー生産基地であることに着目し、
この地域に満ちているエネルギーを具現化し、新たにエッセンシャルオイルの生産と、その利用
サービスを事業展開すべく、岩手県立大の支援を頂き北東北に自生するクロモジ、アオモリトド
マツ、秋田杉、南部赤松等の伐採後の枝葉の残材（未利用資源）から、天然のエッセンシャルオ
イルを自社開発蒸留装置にて抽出に成功しました。現在八幡平工場に新たに精油事業部を設けて、
東北に根ざした新規ビジネス活動（エッセンシャルオイル及び応用製品）を拡大展開しております。

このエッセンシャル事業は、地域資源を活かした循環資源利用システムを導入した業態の産業
であり、電子・機械系の産業分野にはない新分野の人材を育み、北東北地域にエッセンシャルオ
イル及び応用製品の品質管理、分析を含む新しい化学系産業分野を誕生させられると考えており
ます。

＃ものづくり　＃精密プラスチック製品　＃自社開発　
＃グローバル展開

＃ものづくり　＃自動車部品　＃生産機械　＃アロマ製品　
＃循環資源利用システム

八幡平市

八幡平市

株式会社ニュートン

ラピアス電機株式会社

B-9

B-10
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株式会社わしの尾は、日本酒の醸造・販売を事業とした会社です。「美味しい日本酒を造っ
て楽しく飲んでいただくこと」が仕事です。

日本酒の原材料は県産米で、出荷先は岩手県内のみを対象としています。この岩手以外で
販売しないというスタンスは、「岩手に来て初めて飲めるお酒」という価値を生み出していま
す。また酒蔵は観光資源として、たくさんの方が日本全国や海外から八幡平市に足を運ぶき
っかけとなっています。地域内資源循環にも取り組んでおり、ジオファーム八幡平さんのマ
ッシュルームの培土を堆肥化し、無農薬での米作りに使用しています。

これから力を入れて取り組んでいきたいことは、3つあります。1つ目は、作業の効率化です。
酒造りには熟練が必要ですが作業標準を定めることで、誰でも同じように作業をすることが
でき労働時間の削減にもなります。2つ目は、海外・県外から人を呼べる酒蔵になることで、
地元のファンを増やすことから取り組んでいます。県外にお酒は出荷しませんが情報発信に
力を入れ、岩手に注目していただきたいです。3つ目は、常温貯蔵でも美味しいお酒を造る
ことです。お酒を販売していただいている岩手県内は現代に求められている酒質を保つため
の冷蔵貯蔵ができる環境が充実しているとはいえません。同様の課題は海外に日本酒を輸出
する場合にも共通しています。地域課題を解決することがグローバルな課題解決につながる
と考え取り組んでいます。

八幡平市は、平成17年9月に旧西根町・旧松尾村・旧安代町の３町村が合併して誕生した
市です。本市では、将来像として「農（みのり）と輝（ひかり）の大地」を掲げています。「農」
とは、本市の基幹産業である農業を意味し、米やホウレンソウ、リンドウ、畜産物など他に
誇る優れた農産物をイメージしています。また、健やかで生きがいや喜びにあふれた人々が「結

（ゆい）」の精神で連携・協働していくまちの姿を意味しています。「輝」とは、萌える若葉の
緑、清らかな水と澄んだ空の青、鮮やかな紅葉の赤、純白の雪をイメージし、豊かな森林と
躍動感あふれる観光や商工業を表しています。また、本市は青森県と秋田県に隣接しており、
北東北の交流新拠点として人や物、情報が活発に行き交い、未来に向かって限りない発展を
する市の将来像を意味しています。

本市は、地熱・水力などの再生可能エネルギー資源が豊富にあり、それを活用して様々な
取組みを行っています。近年では、松川地熱発電所から提供される熱水を利用したスマート
ファームプロジェクトが開始されました。このプロジェクトは、次世代型の縦型水耕栽培を
IoT 制御システムで管理する温室ハウス内でバジルを通年で生産することで、労働軽減と高
収益を図り、新規就農者の支援を目指すものです。この取組みは、YRP 研究開発推進協会・
WSN 協議会の WSN-IoT AWARD 2018 特別賞を受賞しました。

＃日本酒　＃醸造　＃県産米　＃八幡平市　＃地域内資源循環

＃自治体　＃農　＃輝　＃北東北の交流新拠点　＃エネルギー資源

八幡平市

八幡平市

株式会社わしの尾

八幡平市

内陸北部エリア

B-11

B-12

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

北緯40度ミルクとワインとクリーンエネルギーのまち「くずまき」は、盛岡市から約70㎞、
県の北部に位置し、標高1000ｍ級の山々に囲まれた高原風土が漂う場所で、人口6229人（平
成30年９月末現在）の方が暮らしています。

町では「未来を協創する高原文化のまち」を目指すべき将来像に掲げ、「新たな発想・資源
の探求・自立への挑戦・協働から協創へ」の考えを持ち、「ひと・地域・資源」を効果的に結
びつけ、「葛巻らしい」「葛巻だから出来る」取組みに積極果敢に挑戦しています。

なかでも、出産・子育てから学校教育まで全体的な充実を図る「魅力ある子育て・教育環
境づくり」、自然・空間・ゆとりを大切にしながら若い世代が魅力を感じる「若者が住みたく
なるまちづくり」、地域資源を最大限に活かし、基幹産業である酪農や林業のほか、IT やエ
ネルギーなどの新たな分野を含めた地域産業の高付加価値化やブランド化を推進する「新た
な起業チャレンジ応援」に重点的に取組み、この町に「住みたい」「住み続けたい」と思える
環境の構築に努めています。

また、町の持つ様々な魅力を効果的に情報発信するとともに、くずまき型ＤＭＯ形成促進
事業やグリーン・ツーリズム、スポーツツーリズムなどの取組みで交流人口を拡大し、活力
と賑わいの創出を進め、「一歩先行く山村」の先駆的モデルを目指しています。

私たちは三温泉地（つなぎ温泉、高倉温泉、鶯宿温泉）の九施設（ホテル紫苑、愛真館、
ホテル大観、四季亭、ホテル森の風鶯宿、偕楽苑、加賀助、長栄館、雫石プリンスホテル）
が共同出資して立ち上げた DMC（ Destination Management Company：観光地経営会社）
です。

少子高齢化や消費形態の変化に伴い、宿泊業界は年々厳しさを増しています。観光業や宿
泊業は引っ越しの出来ない土着産業です。今後、私たち現役世代が次の世代にこの土地での
暮らしを引き継いでいく為には、これまでバラバラに競っていた各施設が手を組み、エリア
として協力していかねばなりません。その一つの形として弊社が設立されました。

弊社は主にインバウンド（外国人観光客）誘致、おんせん道草 plus（湯めぐりチケット）
の運用、独自ブランド商品の開発と販売、IT 化や AI 導入による生産性向上プロジェクトなど、
これまで各施設が手が回らなかった部分をサポートする事業を行っています。また、自治体
や宿泊業以外の地場企業とも連携し、様々な観光誘客や地域振興事業の企画・運営を行って
います。

私たちは様々な地域課題を共同体で改善していく事で地域の可能性を高め、最終的に
DMC の定義の枠に捉われない岩手版 DMC の確立を目指していきます。

＃自治体　＃ミルク　＃ワイン　＃クリーンエネルギー　＃IT

#地域資源・観光・暮らし　＃つなぎ温泉　＃高倉温泉　＃鶯宿温泉　
＃DMC ＃インバウンド

葛巻町

雫石町／盛岡市

葛巻町

株式会社いわてラボ

B-13

B-14
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セイコーホールディングスグループ（SEIKO）の国内唯一の腕時計製造拠点とし、セイコ
ーの高価格機械式時計（Grand Seiko・クレドールなど）をマイスターと呼ばれる職人が匠
の技を駆使し手作業で製造しています。

また、自動化を極限まで追求した最先端の製造ラインによるクオーツウオッチ用ムーブメ
ントの製造を行っており、数多くの製品を提供しています。

わたしたちは、世界最強のウオッチ製造企業の誇りとパイオニア精神を持って、熟練技能
と最先端技術の融合、そして恵まれた環境との調和をはかりながら、世界の人々に愛され親
しまれる製品づくりを目指していきたいと考えております。

雫石町は、総面積609㎢、人口16,753人（H30年９月末現在）の町であり、東は滝沢市・
盛岡市、西は秋田県仙北市、南は矢巾町・紫波町・西和賀町・花巻市、北は八幡平市に隣接
しています。北東北の拠点都市である盛岡市には車で約２５分の場所に位置しており、秋田
新幹線で乗り換えなしで東京まで２時間30分で到着するなど都市部とのアクセスに優れてい
ます。

町の基幹産業である農業においては米作を中心に野菜やわさびの栽培などが行われている
ほか、雫石特産地鶏の南部かしわや雫石牛の生産も行われており、豊富な食資源があります。
また四季を通して桜や登山、紅葉、スキーなど様々な楽しみ方ができるほか、10のいで湯で
はそれぞれ特徴のあるお湯を楽しむことができ、宿泊施設も充実しているのでゆっくり過ご
すことができます。ほかにも、５月〜11月までの第一日曜日にはよしゃれ通り商店街にて「元
祖しずくいし軽トラ市」が開催されているほか、「いわて雪まつり」や「雫石よしゃれ祭」な
ど各種イベントが行われます。

今回は雫石町内で働き方改革に取り組む事業所や、町と連携したプロジェクトに参画して
いる事業所など、特色のある事業所を紹介します。事業所紹介のほかにも観光や特産品など
さまざまなご質問にお答えしますので、「雫石町ってどんなところかな？」と気になった方は、
お気軽にブースにお立ち寄りください。

＃ものづくり　＃国内唯一　＃腕時計製造　＃マイスター　
＃熟練技能　＃最先端技術

#自治体　＃農業　＃豊富な食資源　＃観光　＃スキー

雫石町

雫石町

盛岡セイコー工業株式会社

雫石町

内陸北部エリア

B-15

B-16



35

ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

株式会社クーシーは、企業のホームページや EC サイトなどのウェブ制作をしています。
お客様からの問い合わせがあり、まずは打ち合わせを行い概要や要望をヒアリングします。

企画、情報設計、デザイン、システム開発、公開という流れで制作が進みます。各スタッフ
の得意なスキルを生かすことができる分業スタイルを取り入れており、そのため一人で２〜
３個の案件をかけ持つことも多いです。製作期間はおおよそ２〜３か月くらいが一般的です。

いろいろな働き方ができるよう、会社の仕組みも整備しています。各スタッフのやりたい
こと、チャレンジしたいことを尊重し、働きやすい環境づくりを目指しています。その中で
やりがいや幸せを感じ、働くことの満足度を高めることが仕事の質にもつながるのではない
かと考えています。

Web サイトを作るときは、そのサイトがどんな価値を提供できるかを考えています。
お客様とゴールを共有し一緒に作りあげていくことが大事です。化粧品の EC サイトリニ

ューアルのご依頼をいただき、サイトの売り上げが5・6倍に伸びた実績もあります。このほ
か、岩手のスキー場や専門学校、行政関連のサイトなど多種多様な Web サイトの制作実績
があります。

インターネットや Web を活用することで、売り上げやブランディングに貢献できると考
えているので、これからもたくさんの人の役に立てる Web サイトを作っていきます。

東京システムズは、ソフトウェア開発会社の節目が30年と言われている中でまもなく創立
から50年を迎える実績のある会社です。

 東京都にある本社や、愛知県、静岡県の事業所と並び岩手県にも事業所があるのは岩手県
が組み込み系の制御するソフトの開発に強いことが理由です。主な事業内容は、組み込み系
ソフトウェアや POS 流通システム、産業監視制御システムなどの開発事業です。目には見え
ないところで皆様の生活を支えるソフトウェアの開発を行っています。岩手では信号機や踏
切等の鉄道用設備を監視する産業監視系の事業が主体となっており、仕事は東京都にあるお
客様から委託されているため、岩手にいながら全国に関わる仕事ができます。

システム開発と言うと多くの方は専門的知識が必要なイメージや、男性が多い理系出身の
方々が多いと言ったようなイメージが湧きやすいと思います。しかし東京システムズは文系
と理系の比率はほぼ同じで、岩手研究開発センターには女性も多く在籍しています。教育環
境も充実しているためプログラミング未経験の方でもスキルを習得することができます。ま
た、岩手をはじめとした東北県内での雇用活動に力を入れており、説明会や転職フェアなど
にも多く参加しています。まだ岩手に事業所を構えて３年という短い期間であるからこそ、
これからの可能性に期待できる会社だと言えます。

#IT　＃ホームページ　＃ウェブ制作　＃ブランディング

#IT　＃まもなく50年　＃ソフトウェア開発　
＃女性活躍　＃教育充実

滝沢市

滝沢市

株式会社クーシー

東京システムズ株式会社

B-17

B-18

☆

☆
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当社は2023年で創立100周年を迎えます。東証一部上場のものづくり企業で国内は4拠点、海外は中
華圏・アジア圏を中心に15拠点に展開しております。

主な事業内容は四輪車・二輪車・船外機・マリンジェット・スノーモービル等 自動車用制御部品の開発・
製造とガスコンロや給湯器など生活機器の制御部品を開発・製造しています。中でもバイク用電子制御ス
ロットルボデーは世界№1、ガスコンロ用の立ち消え安全装置はアジアシェア№1です。

盛岡事業所は、滝沢市に拠点を構え46年目を迎えます。従業員は約650名で、ほとんどが地元出身者
です。

開発拠点と製造拠点が同じなので、事業所の人員は製造部門 約380名、製品の開発・生産設備設計等 
エンジニア部門180名、その他総務・経理・生産管理・品質管理などの事務部門が約90名で構成されます。

社内の雰囲気は自主性を重視し、意見を出しやすい風通しの良さがあるので自分の仕事にやりがいを見
出せます。全社で健康経営の推進や働き方改革を進めており、その成果の一つとして、女性活躍推進法に
基づく「えるぼし」の最高位に認定されました。離職率が低く、男女の勤続年数と平均年齢がほぼ一緒な
のも特徴です。

業務外では毎年、盛岡さんさ踊りへの参加や、敷地内で納涼祭を実施し、毎年多くの方が来場されます。
サークル活動やボーリング大会、クリスマスパーティーなど社内イベントも盛んで、業務内外ともに風通
しの良い社風づくりを目指しております。

株式会社フレッシュは創業40年以上続く、帽子や刺しゅう関連の商品を制作している会社
です。フレッシュ品質、フレッシュプライドで制作した帽子は大手テーマパークや警察職員、
消防職員など様々な仕事の場で活躍しています。国産の帽子を作れる会社は珍しく、県内で
は唯一。東北全体で見ても10社もありません。そのため県外からの受注が9割と、全国から
多くのご要望を頂いております。商品を製作する際にはお客様のイメージを1つずつ汲み取
って寸法スケッチに起こし、熟練した職人が素材や型を提案し、作製納品します。このよう
に一連の工程を自社一括で行うため、大小の数量に応じて商品を生産することができます。
この強みと高い技術力を生かして、オーダーメイド商品や、ファッションショーに用いられ
る作品の受注も頂いております。

また、社員のアイディアから、地元のお祭りであるチャグチャグ馬コのお土産も手がけて
います。天ボタンと言われる帽子のトップに付いている部品をアレンジしたイヤリング・ピ
アスです。チャグチャグ馬コをイメージした伝統の図柄が施してあり、たいへん人気があり
ます。このように、自社の持つ刺しゅう、縫製などの技術をベースに、帽子作製以外の新し
い分野にもチャレンジしています。

これからも、希少な技術を持つ企業が岩手にあるという特色を生かし、帽子に囚われない
事業分野の拡大を目指します。

＃ものづくり　＃自動車用制御部品　＃世界No.1 ＃滝沢市　
＃女性活躍

＃ものづくり　＃帽子　＃刺しゅう　＃オーダーメイド　
＃テーマパーク

滝沢市

滝沢市

株式会社ミクニ盛岡事業所

株式会社 フレッシュ

内陸北部エリア

B-19

B-20

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

みなさんは “ 生協 ” と聞いて、野菜やお肉、お惣菜を売っているスーパーマーケットを思
い浮かべませんか？確かに店舗数は県内に15を数え、みなさんの身近なものになっているか
もしれません。しかし店舗のほかに、宅配、葬祭、介護福祉、共済などの事業や、被災地復
興支援、子育て支援、岩手の農林漁業を守る活動など組合員さんの暮らしを豊かにする取り
組み行っている生活協同組合です。

現在、岩手県内には24万を超える組合員の方がおり、これは県内のおよそ半分の世帯が生
協に加入していることになります。だからこそ、生協は地域に寄り添いながら事業を展開す
る必要があると思っています。普段の生活で抱えている不安や悩みを改善するために、事業
の企画・計画に組合員の方に参加していただき、地域の声をより多く反映させられるように
努めています。具体的には、店舗までの無料シャトルバスや移動店舗、コミュニティ充足の
ためのサロンの開設などを行っています。特にも沿岸部ではこのような取り組みが震災復興
に一役買っています。さらには、県内市町村と「高齢者見守り協定」を結び、家族と行政の
パイプの役割も担うことで、地域や時代のニーズに最大限応えています。岩手県全域には多
くの組合員の方がおり、それだけ地域にはニーズあります。今、行っている事業や活動を更
に充実させながら、組合員の方や地域に寄り添って歩んで参りたいと思います。

医療分析装置やバルブ制御装置に使われる精密機械金属部品の切削加工業として1953年
の創業以来、高品質、低コスト、短納期をひたむきに追求して参りました。「誠実・正確・精度・
スピード」を究め、その先にあるお客様の「信頼」を追求する「新5S（総合力）」を信念に掲げ、
キラリと光るモノづくり企業をめざしています。この取組みの結果、医療機器や自動車、半
導体製造装置、食品製造装置など幅広い業界・分野の大手メーカーから信頼を得て、当社の
加工部品が様々な機器に組み込まれ、皆さんの生活を支えています。

製造業として、高品質、低コスト、短納期の原則を守ることはもちろん、小林精機にしか
できない技能を持ち、高レベルの開発力を育むことが必要不可欠です。30年以上に渡る大学
や工業技術センターとの共同研究を通して、切削加工技術の高度化や切削工具摩耗の研究を
始め、ロボットによる自動生産にも取り組んでいます。

そして受注情報や原材料の情報、製造担当者の経歴、生産設備のメンテナンス記録など品
質保証のために必要な情報が急増しています。製造業といえど、ものづくりだけ一生懸命で
は済まされない時代です。お客様の信用を得るためには、膨大に膨らむこれらの情報を効率
よく処理する IoT や AI の技術は製造業にとっても避けて通れないと判断し、メカトロニクス
技術や IT 技術を含めた総合力でものづくりに取り組んでいます。

＃宅配　＃介護福祉　＃共済　＃被災地復興支援　＃子育て支援

#ものづくり　＃精密機械金属部品　＃切削加工　＃共同研究

滝沢市

滝沢市

いわて生活協同組合

株式会社小林精機

B-21

B-22

☆
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株式会社アルチザネットワークスは、みなさんがお使いの携帯電話やスマートフォンなど
のモバイル通信技術の進歩発展に必要不可欠な「通信計測機」という製品の開発・販売を行
っているメーカーです。

弊社の主力製品である「通信計測機」は、4G（LTE）や5G などの次世代通信規格に対応
した携帯電話基地局の研究開発の際に通信負荷試験・評価を行うテスト装置で、基地局の限
界性能を測定するテスターとしては、世界シェア No.1を誇っております。

2018年2月には、岩手県滝沢市の岩手県立大学に隣接する滝沢市 IPU イノベーションパ
ークに、ソフトウェア開発拠点である「滝沢デベロップメントセンター（通称 :TDC）」を竣
工いたしました。TDC では、これを機に U ターンした盛岡市出身のセンター長、岩手・東
北にゆかりのある熱きメンバー達が「積極的に地元の方々との交流を深め、TDC で生まれた
技術や製品を世界に展開する！！」という目標のもと、製品開発に力を注いでおります。

また、TDC は IT 分野の地元密着企業として産学官連携にも注力するとともに、地元の抱
える課題解決への取り組みとして地元での人材採用および人材育成をさらに促進させます。
地元出身者が活躍し、新たなイノベーションを創出できる場とすることを目指し、今後も地
元のみならず社会全体、情報化社会に貢献していきます。

滝沢市は、市の北西に秀峰岩手山を臨み、盛岡市の西北部に隣接した人口約５万５千人の
市です。広大な酪農地域や都市近郊農業と併せて、ICT 産業をはじめとした第３次産業が展
開するなど、都市機能と雄大な自然とが豊かに交じりあっています。また、市内には国県な
どの研究機関のほか、岩手県立大学や盛岡大といった高等教育機関が立地し、研究・学園地
域としての色合いを深めています。

こうした高等教育機関や研究機関の集積を活かし、現在では、デジタルコンテンツ産業関
連を中心とした ICT に関わる人材育成や、新産業創出に向けた取り組みを、滝沢市 IPU イノ
ベーションセンターを核として積極的に取り組んでいるほか、地域に根差した研究学園都市、
ICT 関連産業の拠点化（滝沢市 IPU イノベーションパーク）を目指し、地域と連携した取り
組みも進めています。

そんな滝沢市では、将来像として「誰もが幸福を実感できる活力に満ちた地域」を掲げ、
市民の幸福感を育む環境づくりを積極的に推進しています。経済産業の分野だけでなく、健
康福祉・都市基盤の分野など様々な担当部門が「幸福を実感できる活力に満ちた地域」の実
現に向け日々仕事を行っています。興味のある方、ぜひ滝沢市にいらしてください。

滝沢市は、幸せを育む社会の実現に貢献するため、学び、実践し、対話し、協調し、誇り
を持って挑戦します。

＃IT　＃5G　＃通信計測機　＃世界シェアNo.1　＃滝沢市

＃自治体　＃酪農　＃都市近郊農業　＃ICT産業　
＃研究・学園地域

滝沢市

滝沢市

株式会社アルチザネットワークス

滝沢市

内陸北部エリア

B-23

B-24
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

【こんな会社です！】
弊社は2007年に設立し、達増岩手県知事就任後、第1号の誘致企業として、同年10月マ

リオスに盛岡開発センターを開設しました。トヨタグループ傘下の総合自動車部品メーカー
「アイシングループ」が製造販売する、オートマチックトランスミッションやブレーキ、パワ
ースライドドア、自動駐車システムなど、世界シェアトップクラスの製品の制御ソフトウェ
ア開発をおこなっています。次世代向けの先行開発から、量産開発まで幅広く手がけており、
岩手にいながら世界中のカーメーカー向けの開発ができる会社です。

社内研修は数多くご用意していますが、その他に社員自らが企画提案する自己研鑽制度も
設け、通常の有給休暇に加えて年間80時間を付与し、頑張る社員を応援しています。
【岩手県出身社員のコメント】

盛岡開発センターは、BBQ や登山、マラソン等、業務外の活動も活発な、平均年齢30歳
の活気あふれる職場です。入社後数年は愛知で働き、その後こちらに戻ってきました。会社も、
出身地域で働きたいという意思を尊重した人事配置をしてくれるため、当センターはほとん
どが東北出身者です。ソフトウェア開発というと、黙々とパソコンに向かう姿を想像しがち
ですが、当社の業務スタイルは、ちょっと違います。詳しくはブースでお話したいと思います。
自分の技術で広く世の中に貢献できる、やりがいのある仕事ですよ！

【カギを中心とした総合セキュリティーカンパニー　美和ロック株式会社】
当社は、皆様の生活に欠かすことのできない、『カギ（錠前）』を作っているメーカーです！
お手持ちのカギをご覧になってみてください。「MIWA」と刻印されていないでしょうか？
戸建住宅やマンションだけでなく、学校や商業施設など、見渡すと身近に美和ロックの製品がある
ことに気付かれると思います。
当社製品は国内のみならず、世界50カ国に流通しており、非常に多くの方々にご利用頂いております。
防犯性と操作性を高い次元で両立させた高性能シリンダーの開発をはじめ、IT 技術を駆使した次世
代セキュリティシステムの開発など、オンリーワン製品を次々と生み出しています。
美和＝『美しい人の和・輪』の会社で、社名が示すように「美しい人の和」を大切にする社風を大
切にしています。
主な事業は以下３つです。

セキュリティ事業 … 錠前を中心とした基幹事業
ＳＤ事業 …………… リフォーム施工・メンテナンス等のサービス代行事業
サイン事業 ………… ビル・ランドマーク等の看板事業

『高品質な製品とサービスを提供し、皆様が安全で安心な社会生活を送れるように貢献したい』とい
う企業理念のもと、ロックのリーディング・カンパニーとして貢献して参ります。

＃ものづくり　＃トヨタグループ　＃制御ソフトウェア開発　
＃自己研鑽制度

#ものづくり　＃カギ　＃MIWA ＃セキュリティー

盛岡市

盛岡市

アイシン・コムクルーズ株式会社

美和ロック株式会社

盛岡エリア

C-1

C-2
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創業89年を迎えたタカヤを支えているのは、建築・環境建設事業で培った経験と技術。そ
して、豊かな生活環境を創造する B to C 事業 ( 住宅・リノベーション・不動産流通 ) です。

多様な取り組みによる相乗効果が実を結び、2017年には「労働環境をデザインする工場
建設ブランド “ ファクトリア ”」がグッドデザイン賞を受賞しました。

主力事業である “ 企画・設計施工・アフターメンテナンスまでの一貫対応可能な技術力 ”
が強みの「建築事業」と “ 震災以降、災害復旧工事に尽力し、近年はドローンや IT 活用によ
る仕事の効率化 ” に取り組む「土木事業」。今後もこの二本柱を中心に、地域の基盤となるイ
ンフラの整備・住みやすい地域づくりに貢献していきます。

さらに、社員の暮らしに寄り添う取り組みも積極的に行っています。資格支援制度や持家
制度といった充実した福利厚生、健康優良法人や女性活躍認定企業へ選出された実績など、
働きやすい職場環境も魅力の１つです。

私たちは、これからも “ 建設 ” を通して、人々の心豊かな暮らしを支え続けます。限界な
きビジネスフィールドに挑む私たちと共に、100年企業のその先を目指しましょう。ようこそ、
総合建設業「株式会社タカヤ」です。

昭栄建設は土木・建築工事や設計、施工、管理、不動産売買など多くの業務を担っています。
また、雫石でわさび田の施工をしていたことがきっかけで、わさびの栽培も行なっていました。
震災後は内陸部だけでなく北は、久慈市から南は大船渡市までの沿岸部での三陸道路の工事
にも力を入れてきました。沿岸部で働く社員は現地に泊まり込みでの作業となるので社員の
負担が減るように会社でサポートにも細かい配慮を怠りません。

仕事の現場付近では、自分の足で現地を歩いて現地の方に話を聞いて回り、地域の人の希
望を対応処理し貢献します。今までには保育園の砂場の補充や、公園の車止め塗装塗り替え、
住民に工事についての新聞を作成して配布したり、学校等に防犯器具としてさすまたを寄贈
したこともあります。このように、たとえ建設業に関係ないことでも進んで社会の地域貢献に
取り組んでおります

社員が活き活きワクワクできる職場を目指し、同じ部署通しの縦のつながりだけでなく他
部署との横のつながりも大切にしています。昭栄建設ではマラソン大会や川下り、登山など
社員同士が交流し絆を深める行事も多く行っています。最近では土木、建築ともに女性の人
気も上昇しており、女性技術工務社員も増えてきています。新しいことに挑戦し続け、会社と
して成長しつつも社員が人生の計画が立てられるような安定感のある職場を目指しています。

＃建築　＃土木　＃住宅　＃リノベーション　＃デザイン　
＃女性活躍

＃土木　＃建築　＃設計・施工・管理　＃不動産

盛岡市

盛岡市

株式会社タカヤ

昭栄建設株式会社

盛岡エリア

C-3

C-4

☆

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社は建物の骨組となる鉄骨の設計・製造・施工を行っております。一本一本が特注品で
ある鉄の柱、梁を自社工場で組み立て、溶接、塗装して製品をつくり、その鉄骨を工事現場
にて建てるまでが私たちの仕事です。建築鉄骨業界では東北地域 No.1の製作加工量を誇り
ます。

関東圏の物件が8割を占め、GINZA SIX、豊洲市場、東京ミッドタウン日比谷など著名な
商業施設や、超高層ビルの鉄骨製造を手掛けております。岩手ではクロステラスやモスビル
など、皆様の身近な建物にカガヤの鉄骨が使われています。岩手に根ざした生活を送りなが
ら県内外の著名な物件に携わる事ができ、人々の豊かな暮らしに貢献できることが当社の魅
力です。

充実した社員教育を行っております。当社の新卒採用は学科不問ですが、設計、製造、工事、
品質管理などの職種を募集しております。理系・文系問わないのは社員教育で一からしっか
りと育て上げることができるから。3年で1人前になれるようサポートしており、必要に応じ
て資格取得の支援も行っております。

目指すのはファーストコールカンパニー。お客様に一番にお声掛けいただくために、品質
管理、原価管理、工程管理、安全管理を徹底し、感動させる製品づくりを行っております。

当社は、「情報のクロスメディア化」に対応したフルデジタルの生産ラインを確立していま
す。「情報のクロスメディア化」を視野に入れつつ多様化するニーズに最適な対応をするため、
印刷メディアの企画提案や製品化にとどまらずデジタルメディアの企画・制作やインターネ
ットコンテンツ、モバイルコンテンツ事業など、ニューメディア関連のソフトサービスを幅
広く提供。印刷業務全般を一括受注し、顧客の課題解決などの業務支援に役立つ印刷物、メ
ディアサービスを提供する総合型ビジネスを展開しています。

さらに、自社メディアとして北東北の生活情報誌『rakra( ラ・クラ )』、東北道の駅公式マ
ガジン『おでかけ・みちこ』を発行し、「道の駅」日刊 web マガジン「まいにち・みちこ」
を運営しています。

また、メディア・ユニバーサル・デザインディレクターの認定資格やプライバシーマーク、
FSC 森林認証制度などの認証を取得し、「人にやさしい、環境にやさしい」企業として、地
域の活性化に貢献しています。

＃ものづくり　＃鉄骨　＃特注品　＃超高層ビル　＃資格取得支援

＃ものづくり　＃情報のクロスメディア化　
＃インターネットコンテンツ　＃一括受注

盛岡市

盛岡市

株式会社カガヤ

川口印刷工業株式会社

C-5

C-6
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20世紀はものの豊かさの時代、21世紀は心の豊かさの時代と言われております。私達仙
北造園は、仕事を通じて豊かな心を育む会社を目指して、個人の庭園、住宅周りの外構、公
共の緑化空間の設計施工をしている会社です。

そして樹木や草花のメンテナンスを通して、住んでいる地域が花と緑で潤いのある美しい
町となることに寄与しており、社員全員で花と緑の関わりを続けております。

毎年新卒採用を続けており、スタッフは若い社員が中心ですが、社員皆で花と緑に囲まれ
た生活の中で「豊かな心」を育んでおります。弊社では自然と向き合いながら働くことに喜
びを共感できる仲間を応募しております。将来の美しい盛岡の創造を社員と一緒に考え、美
しいふるさとの創造に寄与することを目指しております。

東日本機電開発株式会社は、主に制御システムに関することを事業とし、機電事業と環境事
業の２つを展開しています。

機電事業では、安全で適切な電力を供給するために必要不可欠な機器の開発から設計・製造
までを行い、それらの機器は上・下水道、農・漁業、ビル空調や電力設備、交通機関やレジャ
ー施設など、多くの場所で使用されています。岩手県はもちろん、隣県をはじめ、全国各地に
納入され、平成12年には優れた品質保証体制と優秀な製造技術を有する工場を認定する「JSIA
優良工場認定制度」の認定を受けました。

環境事業では、平成15年の設立から多くの環境問題の解決に努め、水質保全やゴミ処理、
畜産や農業など、幅広い面で地域の活性化のために取り組んでいます。他にも作物を干ばつや
冷害に強くし、連作障害から守るイグナール２号という肥料を販売したり、岩手県農業研究セ
ンター様と共同でいちご高設栽培システムの開発を行ったりしています。  日常生活では、電
気や水道などは当たり前のように機能しているため、自分たちの仕事が普段役に立っていると
感じることは少ないですが、東日本大震災のとき沿岸地域の復旧に貢献したことで、自分たち
の仕事は多くの人の生活を支えている仕事なのだと誇りに思うことができました。これからも、
自分たちの子どもや孫、その先の世代まで変わらずに地域に根差し、環境維持に努めると共に、
暮らす人が幸せだと感じられるように、地域の中で誇りを持って仕事を続けていきたいです。

＃環境　＃豊かな心　＃庭園　＃緑化空間　＃樹木

＃ものづくり　＃機電事業　＃環境事業　＃制御システム　
＃いちご栽培

盛岡市

盛岡市

株式会社 仙北造園

東日本機電開発株式会社

盛岡エリア

C-7

C-8

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当協会は、警備員等の資質の向上を図ることにより、警備業務の実施の適正を確保すると
共に、警備業の健全な発展及び地域住民の自主防犯意識の向上に関する事業を行うことによ
り、社会公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする団体です。

このため、会員である警備業者に対して、警備業務の適正化に関する指導、助言や研修、
警備員等に対しては、警備業法に基づく研修や委託事業、教育訓練等の教育事業を実施して
おり、このほか、岩手県や岩手県警察本部等が行う地域安全、防災、大規模災害発生時の警戒、
事故防止活動等に対する協力及び支援活動を行っています。

警備業務には、施設を警戒する施設警備、道路工事現場等で車両・歩行者等の安全を確保
する交通誘導警備、イベント会場での雑踏事故を防止する雑踏警備、現金輸送等の貴重品運
搬警備、人の身体等の安全を確保する身辺警備等がありますが、当協会では一定の資格取得
が必要な警備員指導教育責任者や、警備員の資格取得希望者に対する研修や現任研修等を定
期的に実施し、警備員等の資質の向上を図っています。

当協会としては、今後とも警備業が生活安全産業として岩手県民の安全安心のための使命
を果たせるよう、活動に取り組んでいきたいと思っております。

日本全国160の店舗網による強力な国内基盤を有する総合証券グループです。個人や法人
のお客様を対象とする証券ビジネスと大和ネクスト銀行との独自の証銀連携ビジネスを行っ
ています。業界トップのクオリティと地域に根ざしたきめの細かいコンサルティングサービ
スを提供しています。
「人生100年時代」の到来や「デジタル・トランスフォーメーション」の進展など、当社

グループを取り巻く環境の劇的な変化が想定されるなか、この変化をチャンスと捉え、当社
グループの強みを活かした「クオリティ No.1」の付加価値の高いソリューションの提供と、

「ハイブリッド型総合証券グループ」としての新たな価値の提供を基本方針とし「未来を創る、
金融・資本市場のパイオニア」を目指していきます。

多様な働き方を実現するための制度整備と並行して、時間管理や年休取得、健康管理など、
男女を問わず社員の意識改革を推進しています。さらに、効率的な働き方で生まれた時間を

「自らの成長」につなげられるよう、多岐に渡る教育研修体制を整備しています。これらの取
組みが、業績向上といった好循環をつくり出していることが評価され、経済産業省と東京証
券取引所より4年連続で ｢なでしこ銘柄｣ および ｢健康経営銘柄｣ に選定されました。

＃地域資源・観光・暮らし　＃警備業務　＃安全　＃秩序の維持

#地域資源・観光・暮らし　＃総合証券　＃金融・資本市場　
＃なでしこ銘柄　＃健康経営

盛岡市

盛岡市

一般社団法人 岩手県警備業協会

大和証券株式会社

C-9

C-10
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昭和28年に開局した IBC 岩手放送は、岩手県内で最も早く誕生した県内唯一のテレビ・
ラジオ兼営の民間放送局です。常に県民に寄り添う放送を心がけ、「地元密着」の視点で数々
の放送・番組制作に携わってきました。IBC 岩手放送の企業理念は「地域の情報・課題を発
掘・発信し、総合メディア産業として岩手とそこに暮らす人々に貢献する」。そして、今、常
に忘れないのは「東日本大震災の被災者・被災地に寄り添い、その復興を支える」ことです。
仕事は単営局に比べ多彩で、あなたの才能を伸ばす機会がより多いとも言えます。仕事は番
組制作や報道のほか、どんな番組を放送するかを調整し宣伝を行う編成、コンサートやイベ
ントを企画運営する事業、スポンサーや広告会社との橋渡し・交渉役を担う営業、会社経営・
組織の様々な管理を行う総務・経理、番組制作・放送に関わる機器、カメラ、システムに携
わる技術などなど。テレビ・ラジオの仕事の機会が一度に得られる「チーム IBC」の一員として、
自分の可能性を試してみませんか？少ない人数でよりよい仕事をするために、一人一人の創
意工夫が求められます。やりたいと思い立ったら何でも提案してみましょう！実現の可能性
大です！私たちは常に新しい発想を持ち、柔軟かつ前向きに仕事に取り組んでいます。のび
のびとした会社で、一緒に岩手を応援する仕事をしてみませんか！

【特徴1】
達成感のスケールが大きい！ドラッグストアの既成概念を超えた「メガ・ドラッグストア」

のマネジメントをする仕事です。
【特徴2】

あなたのアイディアで1憶、2憶と売上が積みあがっていきます。業界平均の倍以上の売上
をたたき出すお客様の心理と行動を徹底的に分析した独自の店舗戦略あり。

【特徴3】
アルバイトの延長線上ではありません！
深い知識を身に付けて、地域のお客様の健康問題をすべて解決するスペシャリストを目指

して頂きます。
【特徴4】

あなたの生活スタイルに合わせた職種コースを選択できます。様々な地域で成長経験をす
るのも良し、生まれ育った街に恩返しをするのも良し、自分に合ったステージで生き生き働
いてください。

【特徴5】
4ヶ月分のボーナス支給！！（2017年実績）

＃地域資源・観光・暮らし　＃テレビ　＃ラジオ　＃地元密着　
＃総合メディア産業

＃地域資源・観光・暮らし　＃ドラッグストア　＃健康

盛岡市

盛岡市

株式会社 IBC 岩手放送

株式会社カワチ薬品

盛岡エリア

C-11

C-12
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

◆会社概要
創業380年の老舗企業です。
現在は「オフィス用品の総合商社」として、県内を中心とした官公庁・自治体、学校、民間
企業や各種団体、および個人のお客様に向けて、事務用品、事務 IT 機器（コピー機、パソコ
ン等）、オフィス家具、印刷用紙といった取扱商品を軸に、選定・導入からアフターサービス
までのトータルサポートを提供しております。
利用者目線に立った販売とサービスを心掛けて、お客様の課題と要望、トレンドを交えたシ
ゴト場を提案しております。
◆会社・仕事・人の特徴

【地域に密着した会社】【お客様と一緒に考え、喜びを共有できる仕事】【周囲との協調性を大
切にしている職場】といった特徴のある会社です。
◆ありたい未来
来たる創業400年に向け、感謝と誠意を忘れず、地域の皆様に親しまれ、お役に立てる存在
であり続けたいと思います。
◆社員交流
職場を離れても、同じ趣味を持った者同士で、フットサルやリレーマラソン、BBQ などの社
員交流を行っております。（任意参加）
◆人材育成
営業研修・カスタマーエンジニア研修といった集合研修、職場での実務訓練（OJT）を通して、
スキルアップできます。

富士ゼロックス岩手は『価値あるコミュニケーションを提供する会社』です。
「紙の情報を複写する」というビジネスからの進化を図り、お客様がより効果的、効率的に

価値創造するためのコミュニケーションを支援する企業として、ソリューション＆サービス
を提供しています。身近な例を挙げますと大学にある複合機の出力サービス提供、コンビニ
エンスストアで見かけるマルチコピー機から、アニメのブロマイドやクジを発行するなど、
企業や学校など業種を問わず、様々なサービスを提供しております。

富士ゼロックス岩手の価値あるコミュニケーションの提供は、紙文書の出力サービスだけ
ではありません。例えば久慈の医療に貢献した事例では、在宅療養サービスが重視される近年、
医療や看護、調剤、介護、福祉など異なる職種間、施設間の連携がより必要となっています。
そのため、同意書に賛同頂いた住民の診療記録や調剤履歴などの情報を電子化し、共有する
ことにより各施設が相互に情報を閲覧し、地域住民へサービスの質の向上へつながるご支援
を行っています。

また、富士ゼロックス岩手の事務所は社員同士のコミュニケーションも取りやすいように
フリーアドレスとなっており、東北ニューオフィス推進賞と東北経済産業局長賞を受賞して
います。これからも富士ゼロックス岩手は地域の様々なお客様に『価値あるコミュニケーシ
ョン』を提供していきます。

＃地域資源・観光・暮らし　＃老舗企業　＃オフィス用品　
＃総合商社

#コミュニケーション　＃ソリューション　＃サービス　
＃フリーアドレス

盛岡市

盛岡市

株式会社木津屋本店

富士ゼロックス岩手株式会社

C-13

C-14

☆
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当社は北東北に地域密着のスーパーマーケットを58店舗展開しております。
「Customers, our priority( 私たちは　いつでもどこでも　顧客最優先 )」をメインコンセ

プトに、地域の「食」を支えるライフラインであるという使命感を持ち、地域のみなさまに
とって、最も重要な店であり続けることを目指します。

実際の業務は、青果、食肉、水産、惣菜、日配、グローサリー、ベーカリーなど店舗各部
門において売場管理、商品管理、在庫数値管理、接客対応等の販売の基本を経験することか
ら始まります。販売の基本をしっかり勉強し、お客様にとって心地のよい買物の場を、効率
よくつくれるような力を身につけていきます。店舗という第一線の業務に従事した後、その
経験、能力、適性等に応じて、将来的には会社全体または各部門全体のマネジメントを担っ
ていくことを期待しています。本部での業務は、バイヤー、スーパーバイザー、店舗運営、
店舗開発、レイアウト企画設計、情報システム、販売促進、計画管理、経理、総務、人事、
教育などがあります。
「小売業」「スーパーマーケット」に、皆さんはどのようなイメージを持ちますか？普段の

買い物やアルバイトだけでは分からない部分もあると思います。皆さんの知らない仕事内容
を知ってもらい、新たな魅力の発見に繋がればと思います。

株式会社ベルジョイスは、岩手県を中心にスーパーマーケットを展開する企業です。ライ
フラインである食料品を、地域のお客さまに届ける仕事に誇りを持っています。普段多くの
方が利用するスーパーですが、私たちはただ商品を陳列するだけでなく、どうしたら美味し
そうに見えるか、選んでもらえるかなどを頭を使って考える仕事なのです。また売り場で直
接お客さまの声を聞くことができるため、工夫もしやすいです。そして、ものが売れる瞬間
が目に見えて分かるため、売れた瞬間のやりがいは大きく感じます。ビッグハウスでは1物3
価という強みがあり、お客さまがたくさん買ったときの思いもよらぬ安さというものを目指
しております。

地域との関わりとして、ベルジョイスカップちびっ子健康マラソン大会の主催や、料理教室、
近隣の小学校の職場見学などにも積極的に貢献しており、地域のお客さまや子供とスーパー
マーケット以外の場で触れ合う場も多いです。

これからは、お客さまのライフラインとなるスーパーマーケットを通じて、お客さまの暮
らしをより豊かにできるように地元である岩手でお店を更に展開していきたいと考えており
ます。スーパーマーケットはなくてはならないものなので分野関係なく、食に興味がある方
はぜひ一緒にお仕事しましょう！

＃農林水産・食・六次産業　＃スーパーマーケット　
＃ライフライン　＃心地よい買物

＃地域資源・観光・暮らし　＃スーパーマーケット　
＃ライフライン

盛岡市

盛岡市

株式会社ユニバース

株式会社ベルジョイス

盛岡エリア

C-15

C-16

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

大正７年に印部西洋洗濯所として創業。平成30年5月には創業100年を迎えました。現在
では地元岩手でクリーニング業を中心に【衣・食・住・健康】といった生活関連のサービス
業を展開しています。ホテルリネンサプライヤー事業、ダスキンやコメダ珈琲店などのフラ
ンチャイズビジネス、障害者雇用促進事業、女性専用フィットネス事業など、地域の皆様が
より豊かで快適な暮らしを送って頂くために、さらなる変化と成長を続けて行きます。

会社の特徴としては穏やかな雰囲気が特徴で、受付からお渡しまで多くの女性スタッフが
活躍しています。現在は会社の IT 化を推進しており、若いスタッフに積極的に様々なプロジ
ェクトへ関与してもらっています。

創業以来、100年に渡って地域と共に歩んできたからこそ、地域とこれからを担う若者に
貢献していくことが使命だと思っています。次の100年に向けてクリーニングのほかに生活
関連の事業を通じて、盛岡に住んでいる人が豊かに暮らして行ける、住みたいと思う場づく
りを進めていきたいと考えています。

東京海上日動は1879年の創業以来、保険という仕組みを通じて様々な事故や災害等から
地域社会をお守りし、日本各地の地域経済とともに成長してきました。保険は万一の事故や
災害に備えてお互いに助け合うという人類が生み出した素晴らしい知恵・仕組みです。「損害
保険会社」である弊社は、①保険商品を販売してくださる代理店さんに対して、経営や事務
をサポートすること②万が一、事故に遭われたお客様に保険金をお支払すること、この2つ
を主な仕事としています。

6月の大阪府北部での大きな地震、また7月の西日本を中心とした台風をはじめとし各地に
大きな被害が生じましたが、現在弊社の社員と保険販売代理店さんが一刻も早く保険金をお
届けするべく、一丸となって取り組んでおります。

岩手県では1945年に盛岡営業所 ( 現盛岡支店 ) が開設され、今年で74年目となりました。
弊社は日本全国で事業を展開しており、各地域の経済の発展をなくして弊社の成長もありま
せん。そこで盛岡支店でも地元企業を対象とした経営セミナーの開催、地元のお祭りである「さ
んさ踊り」や「北上芸能祭り」等への参加、そして東北の魅力を伝えるべく、東京で行われる「東
北の食文化や観光地を紹介するイベント」を昨年度から開催し、地域の活性化にも貢献して
おります。愛着のある地元で働きながら地域社会をお守りしたいと考えている方に興味を持
っていただけたら幸いです。

#地域資源・観光・暮らし　＃生活関連サービス　＃女性活躍　
＃創業100年

#地域資源・観光・暮らし　＃保険　＃安心　＃災害　＃地域経済　
＃リーディングカンパニー　＃地方創生　＃働き方改革

盛岡市

盛岡市

株式会社いんべクリーニング

東京海上日動火災保険株式会社 盛岡支店

C-17

C-18

☆
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主な製品として複合機、パソコン、エアコン、プロジェクターなどのオフィス機器を扱っ
ています。リコー製品を中心とした商品・サービスの提供を通じて、お客様の経営課題の解
決や企業価値の向上に貢献しています。オフィスにとどまらず、さまざまな業種におけるお
客様の現場や地域社会まで価値提供領域を広げ、お客様に最適なソリューションを提供して
います。
【社員のコメント】営業のお仕事をしていると、地域の方々とお話しする機会が多くありま

す。製品のことはもちろん、日常生活のことをお話することもあり、お客様とのあたたかい
つながりを感じます。

多様化、高度化、グローバル化と激変する市場環境の中、お客様のその先のお客様からお
客様に期待されていることに応えるために、お客様の経営課題をともに解決するそして、新
しい価値をともに創り出すことのできるパートナーを目指しています。オフィスに関する困
りごとはリコージャパンに頼れば大丈夫と信頼していただけるよう、日々のお仕事と真摯に
向き合っています。

リコージャパンは社員の生活をサポートしてくれる会社です。福利厚生が手厚く、お休み
もしっかりいただけます。社員一人ひとりが能力を発揮していきいきと働ける、安全かつ快
適な職場環境づくりに取り組みます。

◆公共交通機関として、地域の人々の足を支える誇り
人口減少、高齢化社会が進む地方にとって、バスという公共交通機関はなくてはならない

存在です。私たち岩手県北バスは、地域の人々の足を支え続け、365日走り続けています。
当社は岩手の三陸沿岸に営業拠点があります。東日本大震災の際は、生活の復興にはバスが
必要だという思いから、いち早くバスの運行を行ないました。地域の人々に必要とされてい
るという誇りを持って、仕事に取り組んでいます。

◆チームワークから生まれるチャレンジする力
バス会社って、古くて堅いイメージがありませんか。それは岩手県北バスにおいては、大

きな誤解です。宅配企業とのプロジェクトから生まれた日本初の貨客混載「ひとモノバス」
の開発、インバウンドのお客さまのための数々の新しい路線つくりと、次々と新しいことへ
チャレンジしています。これを支えているのはチームワーク。運転士、バスガイド、整備士、
営業、スタッフ。さまざまな職種の人が協力しあって、はじめてバスのビジネスは成立します。
そして、このチームワークから生まれるのが、新しいことへチャレンジしていく力です。

＃オフィス機器　＃ソリューション　＃営業　＃新しい価値

＃地域資源・観光・暮らし　＃公共交通機関　＃ひとモノバス　
＃インバウンド

盛岡市

盛岡市

リコージャパン株式会社 岩手支社

岩手県北バス（岩手県北自動車株式会社）

盛岡エリア

C-19

C-20

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

株式会社ポーラは、ポーラ・オルビスグループの主力となる化粧品メーカーです。創業し
てから今年で89年目を迎えており、日本で2番目に歴史のある会社です。社内で研究から販
売まで一貫して行い、創業当時から多くの女性たちが美しさと自信を持てるようにサポートし
てきました。

また、ポーラにはビューティーディレクターという個人事業主というビジネスパートナーも
います。このビューティーディレクターは、初心者の方や主婦の方でも教育支援を受け、ス
テップアップしていくとサロンを運営していくことができ、岩手でもすでに３０店舗以上あり
ます。社内でもサクセスロードを設けるなど、ビューティーディレクターが次のステップへの
指標を持って働くことのできるようなキャリアプランもあります。

自分の中で大切なものを一番に考え、働きやすい時間や環境で働くことができるのもこの
働き方の魅力です。ポーラに来るお客様はイベントで出会ったサロンのスタッフに会いにきて
くださる方も多いので、担当するお客様だけでなく地域のお客様との繋がりも大切にしてい
ます。ビューティーディレクターは専任性で責任を持って最後までお客様をサポートしていく
ため、ポーラの社員はビューティーディレクターと連携しながら間接的にサポートします。

これからもポーラの商品だけでなく、ビューティーディレクターという働き方を岩手のみな
さんにも認知してもらい、世界中の女性の美しさに貢献していきます。

北日本銀行は、岩手県を中心とする東北広域に店舗ネットワークを有し、「地域でいちばん
頼りになる銀行」を目指し、お客様のニーズに寄り添い、より満足度の高い金融サービスの
提供に努めております。

当行の経営理念「地域密着」、「健全経営」は銀行の存在意義そのものを表しており、地域
にとって大きな公共的、社会的役割を担っていることを自覚し、責任ある企業として信頼に
応えていくことを宣言したものです。「人間尊重」は、企業において最も重要な経営資源は「人
財」であると考える当行の姿勢を示しております。仕事の過程でお互いを尊重し、働きやすい、
充実した組織作りを心掛け、行員一人ひとりが夢と誇りを分かち合い、成長していくことを
目指しております。

当行では、コミュニケーションワード「笑顔のリレー」を合言葉に、お客様に笑顔で接し、
お客様のそばでいつでもご相談にのれる行員となり、お客様の心を笑顔にしていく存在とな
るために、役職員が一丸となって取り組んでいます。

金融を取り巻く環境は日々変化していきます。技術の革新や新しい事業を創っていくには
若い行員の新鮮な感性が必要不可欠です。多様な考え方、働き方を受け入れ活かしていくこ
とで、これからも地域とともに歩んで参ります。

#化粧品　＃ビューティーディレクター　＃サロン　＃女性活躍

#地域資源・観光・暮らし　＃金融サービス　＃地域密着　
＃健全経営　＃人間尊重　＃笑顔のリレー

盛岡市

盛岡市

株式会社ポーラ 岩手センター

株式会社 北日本銀行

C-21

C-22

☆
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☆

岩手日報社は、皆さんご存知の通り新聞報道を事業としている会社です。県内の16支社局
のネットワークを駆使した地域密着型の取材で、岩手県での絶大なシェアを誇る岩手日報の発
行はもちろん、イベントの企画・宣伝、チケット販売など広告、営業や岩手に根差した書籍や
写真集の販売なども行っており、新聞報道にとどまらない多岐にわたる活動をしています。

岩手に密着し、迅速かつ正確な取材を続ける岩手日報だからこそ、多くの県民の方々に手
に取ってもらえているのだと言えます。また、取材だけでなく日報駅伝や盛岡市内一周継走
の開催、地域に寄り添った文化・スポーツ事業の展開、カルチャー教室の開催など多方面に
わたって地域と深くかかわっています。こういった地域との関わり合いの深さが岩手日報の
長所であり、岩手の新聞として長く愛されている理由です。

これから力を入れていきたいのは、若い世代が新聞にふれる機会を増やすことです。新聞
に対する高齢者のニーズが高まる一方で、若年層のニーズは落ち込んでしまっています。そ
うした問題に向けて、岩手日報は新聞を使った教育活動 (NIE ＝ Newspaper In Education)
などにも力を入れながら活動しています。日々起こる出来事、イベントだけでなく東北が経
験した東日本大震災などを伝えていくうえで、新聞という媒体の持つ価値を若い世代に伝え
たいと考えています。

【地域とともに】
岩手銀行は、岩手県のリーディングバンクとして、昭和7年の設立以来、「地域社会の発展に

貢献する」「健全経営に徹する」の２つの経営理念をもとに、永きに亘って地域の皆さまととも
に地域に密着した金融機関として歩んできました。

【地域に幅広く関われる仕事】
銀行の仕事の魅力は、地域のお客さまの悩みに寄り添い、解決に向け、金融面でのお手伝い

のみならず、課題解決に向けた情報提供や解決策の提案など、幅広くお客さまのお役に立てる
ことにあります。また、企業間の繋がりの創出や岩手の魅力を県外・海外に発信する取り組みな
ど新しいことにも積極的に挑戦しており、銀行で携わることができる仕事の幅は広がっています。

【いわてをより良くするために】
地域社会の永続的発展に貢献するため、社会貢献活動にも力を入れております。被災企業の

再建支援や次世代経営者の育成、再生可能エネルギーの普及や植樹活動の支援、金融教育など
の幅広い活動を通じて、地域の豊かな「くらし・しぜん・こころ」の実現を目指しています。

【働きやすい環境】
行内ではワークライフバランスの充実に取り組んでおり、働きやすい環境が整備されています。

特に女性が長く活躍し続けるための環境づくりは、厚生労働省から認定を受けるなど高い評価
を得ています。

＃新聞　＃報道　＃地域密着　＃文化　＃スポーツ

#地域資源・観光・暮らし　＃リーディングカンパニー　＃金融　
＃社会貢献　＃ワークライフバランス

盛岡市

盛岡市

株式会社岩手日報社

株式会社 岩手銀行

盛岡エリア

C-23

C-24
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☆

ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

三田農林株式会社は、創業明治33年と118年の歴史がある会社です。盛岡市に本社を置き、
社員は20名です。森林経営、果物栽培、酪農、不動産賃貸業を行っています。

創業者の三田義正は、農林牧畜業を通じて岩手を豊かにしたいとの理念がありました。弊
社は理念に則り、森林から木材、農場からりんごや梨、牧場から牛乳とアイスを作り、緑や
食べ物の恵みを長い間皆様に提供してきました。また環境に対する取り組みも進め、二酸化
炭素の排出権を森林から取得しました。この排出権を販売し、さまざまな企業の二酸化炭素
を削減しています。

不動産賃貸業では、主に盛岡で30棟の貸家、160室のアパートやマンション、さらにス
ーパーやコンビニエンスストアなども建築・賃貸し、住まいや買い物の場を提供しています。
近年ではクロステラス盛岡などの大型商業施設を建築して運営しています。また、建物には
積極的に木材を使い、心地よい空間や人が集える場所の構築まで幅を広げています。これら
の取り組みは人口が減少する地方をつなぎとめることになります。

このように、地方で自然と街を活用して事業を行っていることが弊社の大きな特徴です。
自然との関わり方を長年の経験で知っており、また、対極にある街との関わりも深いのです。
農林牧畜業と街づくりは必ず文化や豊かさを生み出します。この両面から地方を活性化させ
ることが弊社の目標であり事業です。

盛岡ターミナルビル株式会社は、岩手の玄関口である盛岡駅で、駅ビル事業とホテル事業
を展開しています。駅ビル事業であるフェザンは、昨年のリニューアル改装を経て、より最
高のお出迎えをすることができるようになりました。フェザン本館には北東北初出店のショ
ップもあり、地元の方にも色を与えられます。おでんせ館は「南部モダン」な雰囲気で岩手
や東北の特産が棚に並びます。各フロアには2〜4名のフロアマネージャーがおり、ショッ
プごとの施策や相談など日々のコミュニケーションを大切にしています。またリニューアル
と同時にオフィスをフリーデスクすることで、横や縦のつながりを高める工夫もしています。
さらに、学生とプロジェクトを組み新商品の開発をしたり、盛岡市動物公園とコラボレーシ
ョンしたりと、地域とのつながりも強くあります。

メトロポリタンをはじめ県内外で行われているホテル事業では、「一流の技・五感・笑顔・
おもてなし」で一日の疲れを癒します。ホテル NEW WING のスカイバンケットからは岩手
山の雄大さと北上川のせせらぎと盛岡市内を堪能することができる最高のロケーションとな
っています。これからは、沿岸部の企業とのコラボを企画し、食のメトロを築いていきたい
と考えています。

私たちは「地域を元気に、幸せに！」を合言葉に、岩手の玄関口で働いている誇りと責任
をもち、地域のリーダー企業の一員として岩手・盛岡をもっと盛り上げてまいります。

#ものづくり　＃森林経営　＃果物栽培　＃酪農　＃不動産賃貸　
＃クロステラス盛岡

#フェザン　＃ニューウィング　＃新商品開発　＃地域を元気に

盛岡市

盛岡市

三田農林株式会社

盛岡ターミナルビル株式会社
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通信のリーディングカンパニーである NTT 東日本は、すべての通信サービスの根幹となる
固定ネットワークをつくり・支えるだけでなく、社会のあらゆるプレイヤーとつながることで、

「新しい価値」をうみだし、「新しい時代」へ世の中を導くため日々奮闘しています。
通信と聞いて電話やインターネットを想像すると思いますが、実は信号、コンビニの POS

レジ、ATM やクレジットカード、LTE や Wi-Fi といった無線サービスも、実は固定ネット
ワークによって支えられているのです。

東日本エリア全域に張り巡らされた「光ファイバー」の長さは、なんと地球18周分（72
万 km）！今後やってくる IoT の時代にも、固定ネットワークはすべてのサービスの根幹と
なります。

NTT 東日本がタッグを組む協業パートナーは実に500社以上。通信業界はもちろん、金融、
建設、不動産、医療、教育、農業、エンターテイメント…ありとあらゆる業界のプレイヤー
とつながることで、思いもよらない新たなアイデアが日々生み出されています。

また NTT 東日本岩手支店では、地域貢献活動にも積極的に取り組み、毎年社員の募金によ
り地域の福祉施設へ福祉車両等を贈呈、環境クリーン作戦や盛岡さんさ踊り・みやこ秋まつ
り等地域のイベントにも積極的に参加しています。

岩手県内に盛岡・北上・一関・久慈・宮古・釜石の６営業所（地元就職、大歓迎！）、全国36
営業所を展開している東北トップクラスの警備会社です。将来の上場を目指し、安定と成長を
両立した経営を行っています。

企業テーマのキーワードは２つ！「安心」と「快適」
警備サービス・建物サービス・防犯システム販売の事業を組み合わせ、地域に安心と快適な

サービスを提供しています。「身近な場所で地域のニーズに応える」セキュリティサービスは、
単なる警備からホスピタリティサービスへと進化しています。多くの人との触れ合いを大切にし
ながら、相手の気持ちを尊重するサービス精神が大切です。新しいサービスを創る楽しさ＝ア
イディアの世界とも言えます。地域のニーズを知り、自分でできることを考える、創意工夫のや
りがいのある仕事です。

当社が求めるスキルは２つ！
「誠実さ」・・コツコツタイプ（大歓迎！）「サービス精神」・・人のために何かをしたい、サポ

ートすることが好き（大歓迎！）
地域の皆様との信頼関係を築き上げることも大切な仕事です。
今の時代、「安心」「安全」は当たり前のことではなく、我々が作り上げていくことが大切で

す。「水と安心はタダ」の時代から、地域の安全は地域で守る時代。だからこそ地域密着型とし
て、地域のニーズに寄り添い、応える。そんなセキュリティが必要不可欠です。私達と一緒にサ
ービス新時代を創造しましょう。

#IT  ＃通信サービス　＃固定ネットワーク　＃光ファイバー

#警備　＃安心　＃快適　＃セキュリティサービス

盛岡市

盛岡市

株式会社ＮＴＴ東日本 - 東北 岩手支店

東洋ワークセキュリティ株式会社

盛岡エリア
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☆

ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

復建技術コンサルタントは、仙台に本社がある建設コンサルタント会社です。北は北海道
から南は熊本に事業所を構え、盛岡は北東北の拠点となっております。事業の多くは行政が
進めるインフラ整備で、主に道路や橋梁の設計・補修、測量・地質調査・環境調査等を行っ
ています。

現在、岩手県では内陸と沿岸部をつなぐ「くしの歯道」が求められており、救命救急のア
クセス道の新設に取り組んでいます。このような道路やトンネル工事の際には環境面、特に
自然環境に配慮しています。環境変化に敏感な動植物への影響をできる限りゼロに近づける
ため、事業前に環境アセスメントを行い、生態系のバランスを保つ努力をしています。

東日本大震災や豪雨災害では、災害直後から行政と連携しながら調査・設計を行い、復興
のためにこれまで培ってきた技術力をもって貢献してまいりました。

今後も地域のホームドクターを目指し、より地域に根ざした事業に取り組み、防災や安全・
安心な地域づくりに尽力してまいります。

生まれ育った岩手や東北にいながら、後世に残る大きな仕事ができる会社、それが私たち
復建技術コンサルタントです。これほどのやりがいは、他では経験することができないもの
だと思います。

「汗を流し、知恵を出し」を合言葉に、信用できる技術集団を目指して、資質の向上を目指
しております。

近年では、i-construction にも力を入れており、UAV、3D スキャナ、3次元 CAD を用
いて生産性の向上を図り、最新テクノロジーも積極的に取り組んでいます。

　　　
１年制専門学校（測量学科）へ通い測量を学び、知識・資格を取得できる支援制度もござ

います。

今まで土木を勉強していない学生でも、土木に興味をお持ちの方は是非当社へお問い合せ
下さい。

＃建設コンサルタント　＃インフラ整備　＃復興への貢献　
＃地域のホームドクター

＃ひとづくり・まちづくり　＃技術集団　＃最新テクノロジー　
＃資格取得支援

盛岡市

盛岡市

株式会社 復建技術コンサルタント

株式会社吉田測量設計
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建設関連業（総合建設コンサルタント）として、昭和59年9月28日の設立創業から、30
年以上にわたり「すべての人々が 心豊かに 優しく 楽しく “ いきいき ” と生きられる社会づ
くりを目指す」を理念にインフラ整備の最上流部である、測量・調査・計画・土木設計・補
償費算定業務・地質調査と言った事業を行っております。昨今ではドローンや3D スキャナ
ーと言った新技術も業務に取り入れ、国土交通省の奨める ICT 土工や ICT 舗装工と言った業
務の一翼を担い、日々技術力向上に努めております。

当社は若手社員の育成と社員のスキルアップを積極的に支援し、熟練技術を必要とされる
業界の中で、当社は若手が活躍できる環境整備も行っています。

また、より良い職場環境作り目指す為、全社を上げて良い企業文化をつくり、社員の生き
がいと家族の幸せの向上を図るため、社員自ら組織改革『道』を企画・立案し、環境改善に
取り組んでいます。その取り組みの一つとして、毎月の行っている研修時には「報連相のお
ひたし」等、月間目標決め取り組んでいます。いま当社は新たな歴史づくりの『道』を整備
しています。 

今後も当社では、県民のみなさまが安全で安心な、ごく普通の生活ができるよう陰で支え
続けることを使命とし、日々精進して参ります。

当社は現在、岩手県をはじめ、東北5県で小中高校生を対象とした個別指導塾を61校、運
営しています。

また、５年前からは、地方自治体の教育委員会と連携した学習支援事業を通して、東北地
区の生徒の学力の向上に貢献しています。

学ぶ力を育むことは、生徒が将来にわたって生きるための力の土台作りであることは言う
までもありません。

豊かな自然に恵まれた岩手は、人的な面でも多くの文化人、政治家、スポーツ選手など輩
出しています。個人的ですが、芥川賞作家の若竹千佐子さん、MLB の大谷翔平選手等の活躍
を楽しませていただいています。

温厚篤実でありながらも、先取の気質を合わせ持つ岩手人の気風は、先の東日本大震災の
復興でも十二分に発揮されていると思います。当社は、一関、水沢、江刺、北上、水沢、遠
野、大船渡の７エリアで教室を運営していますが、今後、教育のさらなる機会提供を目指して、
教室を展開する予定です。教育の要は人材です。教育に対して、思いや熱意を持つ方を歓迎
しています。

私達は、これからも学習指導を通して、物事をよく考え、自らの力でそれを果敢に実行する、
自由闊達で溌剌とした人材の育成に多少なりと寄与してまいります。

＃建設コンサルタント　＃測量　＃調査　＃計画　＃設計　
＃新技術

#ひとづくり・まちづくり　＃個別指導塾　＃学習支援事業　
＃人材育成

盛岡市

盛岡市

株式会社エヌティーコンサルタント

英智学館株式会社

盛岡エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社の自慢の一つに『社員の強い個性』があります。ここまで個性豊かな人間がよくぞ集
まったものだと、取引先の方から言われることもしばしばです。時には個人商店のようだと
揶揄されることもありますが、それでも社員全員が一つの目標に向かっていることは確かで
す。しかしながら当社は、特異な個性を持った人を求めているわけではありません。当社が
求めるのは、自分の考えをしっかりと言うことができ、他人の意見にもしっかりと耳を傾け
られる人です。特別な能力や得意技や芸を持っていなくてもいいのです。

当社は、水道管などの配管資材、圃場整備のための農業土木資材、ビル・家庭用の空調設備、
ユニットバスやトイレなど水回り中心の住宅設備、工事に必要な機械工具など、暮らしに欠
かせない水と空気に関わる商品を、多岐に渡って取り扱う商社です。それらの商品をどこか
ら仕入れ、どんな用途で、どんな工事が必要かなどを約10,000にも及ぶアイテムについて、
まずは覚えることから仕事は始まります。これをやりがいと感じるかどうかは受け止め方次
第ですが・・・。

また、営業担当は長期間同じ顧客を担当することも多く、じっくりと時間をかけて顧客と
の信頼関係を構築していく事が基本です。自身の魅力度アップに必要なチャンスがたくさん
あります。当社と仕事に興味を持たれたあなたを、心からお待ちしております。

【トビタテ！留学 JAPAN 地域人材コース】
岩手と海外をつなぐさまざまな経験を通じ、グローバルな視野で地域の活性化に貢献した

い！そんな意欲ある学生のチャレンジを産学官一体で応援します。
実践活動を主とした海外留学と岩手県内企業でのインターンシップを組み合わせた留学プ

ログラムにあなたも挑戦してみませんか？
本年度、本留学プログラムに採択された学生５名（岩手大学3名・岩手医科大学１名・一

関工業高等専門学校１名）は、県内でのインターンシップ終了後、8月中旬から順次海外に
飛び立ち、自分のテーマに沿った海外留学に取り組んでいます。

#ひとづくり・まちづくり　＃水　＃空気　＃商社

#ひとづくり・まちづくり　＃トビタテ！　＃留学　＃産官学一体　
＃インターンシップ

盛岡市

盛岡市

新日東鋼管株式会社

いわてグローカル人材育成推進協議会
（公益財団法人岩手県国際交流協会）
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盛岡市は、歴史と伝統に育まれた城下町として発展を遂げてきました。秀峰「岩手山」を
望む市内には、「北上川」、「雫石川」、「中津川」の清流が流れ、秋には遥か太平洋より「鮭」が
遡上する自然豊かな街です。その一方で、岩手県の県都として多くの都市機能の集積が進み、
高速交通の充実や、秋田県内や宮古方面への横軸連携の結節点として、北東北の交流拠点の
役割を担ってきました。

そんな盛岡を代表する食文化が「わんこそば」、「盛岡冷麺」、「盛岡じゃじゃ麺」の三大麺です。
さらに盛岡市は中華麺の購入金額が日本一であり、ニッポンめんサミットにおいては麺にこ
だわり、麺でもてなす麺の街「麺都もりおか」を宣言しています。

豊かな自然とおいしい麺を堪能でき、都市機能が充実しているここ県都盛岡で、働き暮ら
すことを選択してみませんか。

本日、盛岡市ブースでは、盛岡で輝く様々な企業のご紹介や「フルタイムワーキングママ
の1日」のお話を通して、みなさんに盛岡で働くことの素晴らしさ、どうして盛岡で暮らし
て欲しいのかを考えてもらいたいと思っています。

公務員試験や盛岡市役所での仕事の話はいたしませんが、将来を考えるきっかけに出来る
よう、笑顔とまごころでお待ちしています！

ノーザンシステムサービスは、主にソフトウェアの開発をしている企業です。業務の幅は
広く、ウェブのアプリケーションの開発から、企業や国の研究機関・官公庁のソフト開発ま
で行っています。企業理念の一部でもある「新たな価値の創造」と「必要とされ、信頼され
る企業」にむけて、分野を限らず周りがやっていないようなことにも挑戦し続けています。
職場は、明るく和気あいあいとした自分のアイデアを実行しやすい職場で、私服での業務推
奨など、社員の声をくみ取りながら働きやすい職場づくりに努めています。

業務上東京からの注文が多いのですが、地域とのつながりは深いものがあります。2001
年の創業時から地元の畜産業者や新聞社・病院など様々な人々とネットワークを作りあげ、
業務に関するサポートを行っています。サポートを続けていくことでつながりをさらに深め
よりよい関係を作っています。

今後も、過去の経験や実績にとらわれることなく、世の中のニーズや現在の課題、さらに
は自分たちが興味をもつこと、まだだれもやったことのない分野にも積極的に挑戦を続けて
いき、常に進化を続けられる会社にしていきたいと思っています。

社員一人ひとりが活発に活動し、新しいことに挑戦し続けていく姿がノーザンシステムサ
ービスの特徴です。

＃自治体　＃県都　＃盛岡暮らし　＃ワーキングママ

#IT  #ソフトウェア開発　＃アプリケーション開発　＃アイデア

盛岡市

盛岡市

盛岡市

株式会社ノーザンシステムサービス

盛岡エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

リードコナンは、全国の約26％の自治体で使われているシステム「税務 LAN」を開発して
いる会社です。税務 LAN は、地方自治体での確定申告受付・課税資料取込や、紙資料のデー
タ化によるイメージ管理等により、適正な住民税課税をサポートする役目を担っています。

業務はさらに、教育機関向けシステム構築の他、IT 関連機器の販売保守・システム提案、
Web 制作など多岐に渡ります。
「税務 LAN」の開発は岩手県内の自治体の声より生まれ、現在もお客様のニーズに耳を傾け

る姿勢を大切にしています。
パソコン教室を開き地域の方々の交流の場を設けるなど人との関わりを大切にした取り組

みや、地域密着型のサービスも広く行っています。
大企業志向になりがちな昨今ですが、地方の中小企業だからこそ自分のやりたいことがで

き、自分の意見が言える環境があり、また地域にあったサービスを提供できるというメリット
があります。

当社ではさらに国内に自社システムを展開し、将来的には地元に残りたいが全国規模の大
きな仕事がしたいという方の希望を叶えられる企業でありたいと考えています。
「人を大切にする会社」を目指し研修体制や福利厚生を充実させており、若手の定着率は90

％以上、育児休暇からの職場復帰率も100％です。
社員旅行や行事を通し社内交流を図るなど、社員がのびのびと働きやすい環境を整える取

り組みをしています。

アイシーエスは、1966年の創立以来、地域における情報化社会の構築に貢献してきました。
情報システムのコンサルティングから開発・運用まで、お客さまをシステムインテグレータ
ーとしてトータルにサポートしています。自治体向けソリューションや医療機関向けソリュ
ーションなど、様々な分野をサポートしております。アイシーエスのサービスは意外と身近
なところに使われており、皆さまの生活に役立っています。

30年以上「盛岡さんさ踊り」に毎年参加しており、それには社員の家族も参加できるので
より楽しめます。また部活の種類もたくさんあり、好きな趣味を見つける社員が多く、活動
が活発です。同じ趣味の仲間をみつけ、交流を深めることができます。年代が様々な社員同
士でコミュニケーションをとることで、チームでの仕事がしやすくなります。また日々のコ
ミュニケーションを大切にすることによって、お客様が相談しやすくなる環境に繋がってい
ます。

これからも品質の良い製品の開発とサービスを提供し、お客さまとの固い信頼関係を有す
る企業を目指していきます。更に深化していく社会でありますが、技術の研鑽に努め、先見
性を持って新しい分野にも積極的に挑戦していきます。

＃IT ＃税務LAN ＃システム提案　＃Web制作　
＃定着率90%以上

＃IT  ＃自治体　＃医療機関　＃トータルサポート

盛岡市

盛岡市

株式会社リードコナン

株式会社アイシーエス

C-37

C-38

☆

☆
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これまで日本の製造業は地域の中小企業が支えて参りました。しかしグローバルな時代と
なった今、その役割は低賃金で豊富な労働力をもつ海外にシフトしています。これからの地
域の製造業は大手企業の下請けではなく、自分たちの手で高付加価値の事業を生み出してい
くことが必須との時代になってきております。

一方これからの日本や世界は、少子高齢化社会、長寿命化社会、医師・看護師不足、医療
や健康に関する課題等が山積みになっています。これに対して当社は、独自の小型・精密の
アクチュエータの技術をコアにして、新たな価値ある医療機器やライフサイエンス機器を提
案することで、高品質の医療と健康を安価に提供することを目指します。

地域が自立するためには、独自の技術や製品をもつ自立した企業が必要であり、そのため
にはひとりひとりの自立が必須であります。アイカムス・ラボは、会社から巣立って独立で
きるための技術、人脈、人間力をもつ人材を生み出していきます。そして、そのベンチャー
企業同士が連携することで地域産業を活性化させる、ライフサイエンスクラスターによる地
域イノベーションの実現を目指します。

ゴーイングドットコムでは、ソフトウェアを扱った事業を展開しています。お客様の要望
に応えるためサポートをしたり、自社製品アプリの開発をしたり、大学との共同研究にも取
り組んでいます。中でも、岩手大学との共同研究によって開発したのが、観光防災アプリケ
ーションの「くじゃる」です。くじゃるは、岩手県の久慈地域に特化した観光情報を提供し
楽しんでもらいながら、万が一災害が起こった際に地域の方々を津波から安全な高台へ避難
するサポートを行います。また「SmartAttack」は企業さんの作業をサポートするアプリケ
ーションで、作業報告書が自動生成されます。これは東日本大震災の時に地震保険の査定に
役立てられました。

様々なソフトウェア開発を行っている中で、地域を支え、人々を助けるものが生まれてい
ることは、岩手県にとってとても力強いことです。また、働く上で社員の声をとても大切に
しています。自社製品を作る中で社員みんながオリジナルにやりたいことができる環境が整
えられています。

ゴーイングドットコムでは、学生に対して職場体験やインターンシップの受け入れをして
います。学生のうちに企業に触れることは、働くことのイメージが湧きやすくなったり、IT
をもっと身近なものとして捉えてもらえたり、という利点が多くあります。このようなこと
をきっかけに、岩手の学生から未来のプログラマーが出てきてくれたらうれしいです。

#ものづくり　＃アクチュエータ　＃医療機器　
＃ライフサイエンス　＃ベンチャー企業

#IT  ＃ソフトウェア　＃アプリ開発　＃共同研究　
＃インターンシップ

盛岡市

盛岡市

株式会社アイカムス・ラボ

株式会社ゴーイング・ドットコム

盛岡エリア

C-39

C-40

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

イーエムエスは、電子機器に組み込まれるシステムのソフトウェア開発を主な事業とする会
社です。特にイーエムエスが力を入れているのは、車に搭載する組み込みシステムのソフトウ
ェア開発で、今後更なる需要の拡大が見込まれる分野です。

イーエムエスは、社員教育を通じて次世代育成を充実させており、新人社員研修や社内外の
研修に積極的に参加させて、高い技術力を持ったプロフェッショナルの育成を目指しています。
福利厚生面では様々な費用（職場単位での懇親会費用等）の補助、社員の健康管理、頻繁な
カウンセリングによってメンタルケアも充実させています。またインターンシップも積極的に
受け入れており、学校では学ぶことのできない実践的な手法を丁寧に学ぶことができます。

その一方で、イーエムエスでは地域との関わり合いにも力を入れており、社員有志による地
域のリレーマラソンへも参加しています。盛岡を拠点として、仙台、東京、更にグループ会社
がある新潟、長岡で事業を展開していますが、各々の拠点で地域に密着しながら、社会貢献、
そして地域の発展に貢献しています。

今後も自動車産業に関わる組み込みソフトウェアの開発を更に進め、実現が目前に迫ってい
る自動運転の分野においても技術力を高めていくことを目指しています。イーエムエスは充実
した次世代教育と地域に根差した高い技術力で、未来を見据えた事業を展開している会社です。

エクナ株式会社は、盛岡で創業以来46年間、地元密着型企業として、地方自治体及び民間
企業への ICT 活用を提案して参りました。

その活動のなかで、ソフトウェア開発・ネットワーク構築・システム提案・IT 機器の販売
や保守メンテナンスを行い、県内外3000社以上とのお取引を頂いております。

当社では教育に力を入れており、メーカーでの研修、セクションごとの現場研修、外部の
講師を招いた社内講習会、新商品の学習会など、さまざまな研修・教育の機会を設けています。
また、資格取得への補助制度も用意しています。知識や技術は入社してからいくらでも学べ
ます。更に先輩社員の指導のもとで経験を積むことで応用力を身につける事ができます。

更に「働き方改革」の実現に向けて、長時間労働の削減を推進しています。具体的にはコ
ンピュータの稼働時間を定期的に監査する仕組みを運用しております。加えて、サービス残
業を禁止する為にタイムカードの退勤時間と、パソコンの電源オフの時間に差違がある場合
には、必ず乖離申請を行う様にルールを定めており、全従業員が働きやすい職場づくりを目
指しています。

#IT  ＃ソフトウェア　＃組み込みシステム　＃インターンシップ

#IT  ＃ソフトウェア開発　＃ネットワーク構築　＃システム提案　
＃資格取得支援

盛岡市

盛岡市

株式会社イーエムエス

エクナ株式会社

C-41

C-42
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当検査センターは、昭和48年に岩手県の公衆衛生検査機関として岩手県薬剤師会により開
設された分析機関です。

業務は時代の変化とともに、公害問題から環境問題へと変わり、分析対象の多様化と、か
つての1/1000以下と低濃度の分析結果、合わせて信頼性が求められる状況にあります。

当センターでは県民の安全・安心のため、平成23年に発生した東日本大震災による福島第
一原子力発電所事故で生じた放射性セシウムの測定を、同年6月から開始し現在に至ってお
ります。

我々の分析業務の対象は、「身の回り」全てが対象であり、食品、飲料水、環境、室内環境、
医薬品等を初めとし、多岐に渡ります。

技術者は高度な分析装置を駆使し、「精度」良い分析結果を速やかに、依頼者に提供するだ
けでなく、問題解決の為のアドバイスを行う事もあります。

そのため、幅広い知識と経験が技術者に求められ、依頼者に満足してもらうため、技術者
は日々の研鑽に努めております。

時代の変化に伴って変化する諸問題の解決に全力を尽くし、「安全安心な暮らしのために 
人に寄りそう検査を」をキャッチフレーズに県民の安全・安心な暮らしを守り地域社会から
必要とされ、信頼される分析機関を目指しています。

サンタウン松園は、全国で高齢者施設を運営する「湖山医療福祉グループ」の岩手で最初
の施設として平成27年に開設しました。盛岡市北松園に位置し、岩手山を一望できる見晴ら
しの良い高台にあり、ゆったりとした空間に、充実した設備を備え、お客様にゆっくりとお
過ごしいただける環境を整えています。館内は環境に優しいオール電化となっており、地中
熱エネルギーを利用した空調設備を完備し、フレッシュな空気が循環しています。

特養はユニット型の居室が110室、ショートステイ居室が10室、デイサービスの定員は
35名で、「自らが受けたいと思う、医療と福祉の創造」を理念に、職員が一丸となりお客様
おひとりおひとりに寄り添ったケアを提供しています。お食事は管理栄養士がすべてのお客
様と面談し、状態や嗜好に配慮した献立をつくり、調理師が心をこめて調理し提供しています。
また本格的な運動をゲーム感覚で楽しめるデジタルミラーやパワーリハの機器を導入し個々
に合った機能訓練をサポートしています。

各フロアにある広いスペースは、地域コミュニティーの活動の場としての活用や、避難場所、
防災拠点としての役割も担っています。

http://sryokuaikai.com/facility/11

#地域資源・観光・暮らし　＃分析機関　＃環境問題　＃安全・安心

#医療・介護・福祉　＃高齢者　＃寄り添ったケア　＃機能訓練

盛岡市

盛岡市

一般社団法人 岩手県薬剤師会 検査センター

社会福祉法人緑愛会

盛岡エリア

C-43

C-44
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

【病院概要】所在地：盛岡市青山、病床数：260床（現在4病棟203床運用）、看護師数：109名、
主な診療科：呼吸器科・リウマチ科・整形外科・神経内科

【病院の特徴】『生命を尊重し、地域の人々に安心・信頼される医療を提供します』を理念として、
呼吸器疾患・整形外科疾患を中心に地域医療の一翼を担っている病院です。高度急性期医療
を終えた患者さんの在宅復帰支援、障害者の療養、終末期の医療等、地域に信頼される医療
を提供するために職員一丸となって取り組んでいます。

【看護の特徴】整形外科・呼吸器内科を中心とした急性期看護、神経難病の患者さんを主とし
た慢性期看護、整形外科領域の周手術期看護を学ぶ事が出来ます。看護師は、倫理的な思考
の下、患者さんの持てる力を最大限に引き出し、その力が発揮できる看護を提供しています。
又、退院後もその人らしく、地域で生活できるように細やかな支援をしています。

【看護師教育】国立病院機構は『Acty ナース（看護職員能力開発プログラム）』に沿って、看
護実践能力の向上とキャリア形成を支援しており、盛岡病院でも、キャリアラダーに沿った
院内研修の企画と、院外研修の受講支援を積極的に行っています。

【新たな取り組み】2019年4月から、重症心身障害者病棟の開棟と小児診療（アレルギーを
主とする）を開始します。それに伴い、名称を『国立病院機構盛岡医療センター』と改め、
更に地域の皆さまに寄り添った医療の提供に取り組んで参ります。

岩手県内全域にわたり、福祉分野の施設運営や、県から委託された事業を行っており、知
的、養護、救護、デイ（通所）など、様々な福祉領域を網羅しています。採用としては、岩
手県内全域を異動する「総合職」と、県内限られたエリア内を異動する「一般職」に分かれ
ているため、自分に合った働き方ができます。社会福祉を学んできた職員もたくさんいますが、
資格不問で募集しています。

お仕事内容は「利用者さんの『生活』の支援」なので、学んできたことは必ず生活のどこ
かで役に立ちますし、いろんな立場のスタッフがいた方が事業団全体としても広い視野を持
つことができ、利用者さんも楽しくコミュニケーションができます。運営している施設は入
所施設がほとんどです。入所ということは利用者さんがその地域で生活しているという事。
地域の一員であるという意識が大切です。また、岩手県社会福祉事業団が主催で社会福祉の
研修を開催しています。県内のさまざまな施設と一緒に研修を行うことで、県内福祉施設と
しての知識の底上げをはかっています。

岩手県社会福祉事業団は、岩手県全域にわたって施設がある大きな組織です。よって、岩
手県の社会福祉を代表してリードできるような、利用者さん1人1人の人生に寄り添った質
の良いケアをすることが理想だと考えています。学生のみなさんには、まずは福祉に興味を
持ってもらいたいですし、将来福祉をお仕事としてくれたら尚更嬉しいです。

#医療・介護・福祉　＃呼吸器疾患　＃整形外科疾患　
＃地域医療　＃Actyナース

#医療・介護・福祉　＃生活支援　＃入所施設　＃研修　＃ケア

盛岡市

盛岡市

独立行政法人国立病院機構盛岡病院
（2019年3月より【独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター】へ名称変更）

社会福祉法人 岩手県社会福祉事業団

C-45

C-46

☆
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〜地域と共に歩む　　理想的な医療支援に取り組んでいます〜
【私たちの役割】「あらゆる人々の健康を願い、明日の充実した医療の奉仕」との熱い想いを
込め、1953年（昭和28年）に創立して以来、私たち共立医科器械は創業以来変わることの
ない真心と人々の健康を願い、各種医療施設から、調剤薬局、福祉施設、在宅まで、全ての
医療現場をカバーするユニットとシステムを有する、地域に密着した医療機器総合商社とし
て、岩手県を始めとした北東北地区の医療機関・研修施設・福祉施設等から評価と信頼をい
ただいております。今後も共立ならではのトータルシステム＆ソリューションをフルに発揮
し、新しい時代の地域医療の発展に努めていきます。信頼に応える喜び、品質で応える誇り
を持って、私たちはこれからも日々挑戦を続けてまいります。

【採用情報】当社は、あなたの “ 元気 ” を求めています。「元気であること」は、周りの多く
の人に影響を与えます。あなたの同僚、上司、そしてお客様・・・。あなたと接する多くの方々
が、あなたの「元気」に触れることで、さらに元気になっていきます。私たちは「明るく素
直で元気な人」を求めています。

【共立医科器械の “ キラリ ” ここが強い！】
・地元の得意先様から頼られ、信頼され、絆を大事にする地元に根差した会社です。
・66年間、創業精神を維持しながらも新しいことのチャレンジし、人々の健康を願い充実し
た医療と科学への奉仕を目指しています。
・仕事の先に患者さんがいることを意識し、日々の営業活動に活かしています。

【事業内容】
岩手県を中心に病院向け高度管理医療機器および管理医療機器の販売、賃貸と症例ごとの

最適な製品の選択、組み合わせなどの提案といった適正使用支援を行っています。

【企業 PR】
当社は1989年に創業し、岩手県を主とした地域医療に貢献することに邁進してまいりま

した。その中で多くの医療機関、医師をはじめとする医療現場、医療機器メーカーの皆様か
ら信頼を頂き、現在に至っております。単に医療機器、材料の販売を行うのではなく医療技
術情報、医療器械システムの提案などの提供に注力しております。この事業を通して地域医
療の安定した供給のお手伝いをさせて頂くとともに、社員の皆様に種々の資格の取得を奨励
することによる人材育成を積極推進することで、地域の皆様が住みやすい環境を作り出して
いくことを目指します。

＃医療・介護・福祉　＃医療機器総合商社　＃地域医療

＃医療・介護・福祉　#医療機器　＃医療技術情報　
＃医療器械システム

盛岡市

盛岡市

共立医科器械株式会社

株式会社トーセイメディカル

盛岡エリア

C-47

C-48
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社は医療機関・施設等で使用するベッドや家具・車いすを企画から手掛け、製造までを「お
客様の立場に立って考える」をモットーに躍進してきました。またレンタル卸の仕組みを、同業
他社に先駆けて始めたリーディングカンパニーです。

当社の製品は、医療や介護の現場で実際に使用される方、またその方を取り巻く医療・介護従
事者、ご家族の方を生活の質（QOL）の向上を目指し産み出されています。私達のものづくりの
強みは「お客様の声を形にすること」。お客様のニーズをいち早くキャッチし形にしていく作業は、
開発者だけでなく日々お客様と向き合っている営業マンも関わることができることです。現在ベ
ッドや車いすの開発だけではなく、将来の日本の超高齢社会を見据え、「高齢者向けのトレーニ
ングマシーン」の開発や、AI・ロボットなど先進技術に配慮した福祉用具の開発を進めております。

【これから会社選びをされる皆様へ】
社員に仕事のやりがいについてアンケートをとりますと、「利用者様は勿論、ご家族にも『あ

りがとう』『助かったよ』と感謝の言葉をいただける」と答えが返ってきます。社風も風通しの
良さがあり、年齢男女問わず和気あいあい意見交換も盛んです。若手社員も色々な業務にチャレ
ンジでき、会社の運営に参加するチャンスがあります。

初めて聞く会社名かもしれませんが、こんな会社もあるのか！と目から鱗と感じていただける
と思います。

岩手県立病院は、「県下にあまねく医療の均てんを」を基本理念として、県民の安全・安心
を守るため、岩手県内に20の病院と6の地域診療センターを設置しています。この設置数は
都道府県立病院としては全国で最も多く、広い岩手県内のどこにいても平等に医療が受けら
れるように、という思いが込められており、昭和25年の発足から現在に至るまで、岩手県の
各地域における医療を守る重要な役割を果たしています。

岩手県立病院は、県内にある9つの二次保健医療圏の中でそれぞれ中核的な役割を担い、
救急医療、高度・専門医療、慢性期医療、回復期医療、精神医療など県民の皆様へ幅広い医
療を提供しています。それだけに病院には医師や看護師・助産師をはじめ、薬剤師、診療放
射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床心理士、
医療社会事業士、視能訓練士など数多くの専門職が働いており、それぞれの専門職がひとつ
のチームとなって、それぞれの専門領域で自分の力を発揮することで県民の命を守っていく、
とても重要でやりがいのある仕事がここにはあります。

また、新人の職員からプロフェッショナル、ジェネラリストまで幅広く対応した研修制度
や育児を必要とする職員のために様々な休暇制度や勤務形態を設け、子育てと仕事の両立が
図られるような充実した育児支援制度を整備し、安心して仕事が続けられる職場環境づくり
に取り組んでいます。

＃ものづくり　＃医療・介護　＃ベッド　＃車いす　＃開発　
＃先進技術

＃医療・介護・福祉　＃幅広い医療　＃県民の安全・安心　
＃地域医療

盛岡市

盛岡市

株式会社ランダルコーポレーション

岩手県立病院（２０病院６地域診療センター）

C-49

C-50
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東北公営企業株式会社は、1980年に創業を開始して以来、水のトータル環境事業（浄水・
下水・河川・産業廃棄物収集運搬）を展開し、県内各市町村の公共下水道終末処理場の維持
管理を始めとした、各種公共施設の維持管理を行っております。

当社の事業形態は元請業務と派遣業務に分けられ、元請業務は全て岩手県内であり、派遣
業務は主に南関東、関東地域（千葉・栃木・群馬）です。元請業務の顧客のほぼ100％は国、県、
市町村の官公庁であり、また派遣業務においても、派遣先企業の顧客も100％が官公庁です。
さらに元請・派遣業務とも同一現場において10年、20年と継続して受注しており、経営の
安定度は非常に高いです。

経営理念として「人が健康で衛生的な生活を営むために私たちは自然との調和を大切にし
豊かな社会づくりに貢献いたします。」により事業展開をして参りました。そして「清流あり
て、わが社あり！」を信条として躍進しております。安心できる水の湛えは「確かな技術力」
で皆様にお応えしていきます。美しい河川を守ることが我々の使命です。

♪岩手の光 岩舘電気〜みんなの幸せ 岩舘電気♪の CM ソングは長く地元 TV に流れ、岩手
県民であれば必ず耳に残っている会社です。弊社は創業73年を超える実績と、高い技術力に
基づいた数多くの工事実績があり、岩手県内では最大規模の電気工事業者です。

官公庁工事を多く請け負っていますが、病院・大型ビルから一般家庭の小さな工事まで、幅
広く取り扱っています。

現在68名の従業員のうち、20代が18名と全体の26% と比率が高く、近年会社の若返りと
将来的ビジョンから、新卒、U ターン、I ターンを含め積極的に若手を採用しています。またそ
の育成のため仕事上不可欠な教育制度（各種外部講習）や資格取得のための費用などは原則全
額会社負担とし、会社が全面的サポートの体制をとっています。

また岩手県宮古市にも営業所があり、2011年3月11日の東日本大震災と大規模津波発生後
の沿岸各所でのインフラ整備にも大きく貢献してきた会社です。代表的な工事実績として「岩
手県立山田病院新築工事」「岩泉町小本小中学校新築工事」「東京大学大槌海洋センター新築工
事」などが挙げられます。また現在、矢巾町の「岩手医科大学新築工事」にも参画し、岩手県
内最大規模の電気設備工事にも携わっています。

自分の仕事が長く後世に残り、多くの県民に愛されるまちづくりや地域社会の発展に寄与し、
安心・安全・快適な暮らしを創造する会社、岩舘電気で共に未来づくりにチャレンジしませんか？

＃環境・エネルギー　＃水　＃環境事業　＃美しい河川を守る

＃電気設備工事　＃資格取得支援　＃インフラ整備

盛岡市

盛岡市

東北公営企業株式会社

岩舘電気株式会社

盛岡エリア

C-51

C-52
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

盛岡ガス株式会社は、1930年の創立から現在にいたるまで、環境に優しい「都市ガス」の
供給を通じて、地域の皆さまと共に発展し、歩んできました。現在約５万戸のお客さまに都市
ガスをお届けしています。

ガスというと多くの方は危険なイメージがあると思いますが、実は正しく使えば安全でその
ための活動も欠かさず行っております。事故が起きそうな時に対処、または不測の事態が最小
限におさまるように常に責任感を持ち、気を配りながら仕事をするのが私たちの役目です。

また、環境問題にも真剣に取り組んでおり、ガスを使うことで無理のない節電ができると考
えています。

会社内は、先輩後輩や他の課の人とも仲が良く、明るい雰囲気の職場ですが、メリハリもし
っかりしています。

本社のクッキングスタジオでは、一般のお客さまが最新のガスコンロ、オーブンで楽しく料
理ができる料理教室も毎月開催しており、地域のお客さまと交流する機会もあります。今後は
更にお客さまを増やしていくことと、新たなサービスを展開していけたらと考えています。

お客さまの快適なくらしをサポートするという私たちの仕事が、そのまま地域貢献に繋がり
ます。これからもお客さまの信頼を大切にしながら、お客さまの安心・安全・快適なくらしを
支えていきます。

オーツーは、空調機器を通じて家庭に快適な暮らしを与える企業です。空調機器の販売をし
ている地域密着の企業。そんなオーツーの魅力は３つあります。

１つ目は、仕事内容です。オーツーは空調機器を直接人々に売るのでは無く、家を作る工務店
に空調設備を売る企業。俗に言う BtoB という事業に含まれます。空調設備と言っても、光熱費
や家の内装デザインなど家に与える影響はとても大きく、覚えることが多く高い専門性が得られ
ます。新入社員も「毎年新しいことを覚えて、仕事に活かせるのが楽しい」と語っていました。

２つ目は、地域に密着していることです。寒くて暑い岩手だからこそ、生活に密着する取り組
みをしています。空調機器は多くの種類がありますが、その大半は人口の多い関東向けに作られ
ていました。東北の寒い地域でも快適に過ごせるようにと、オーツー独自に O2ECO-DRIVE と
いう東北仕様の空調設備を開発しました。

３つ目は、働き方です。基本的に建築関係は激務で、オーツーもその１つでした。しかし、そ
れを改善する努力を続けた結果、残業時間平均１５時間（昨年度）など働き方改革を達成してき
ました。

オーツーという社名は、OnlyOne の頭文字が由来です。従業員12名の小さな会社ですが、
今後、自社ブランドをもっと広めたいと思っています。オーツーは空調機器で環境問題や地域に
貢献し、将来誰もが知る企業になるのかもしれないと取材スタッフは思いました。

＃環境・エネルギー　＃都市ガス　＃地域貢献　＃安心・安全・快適

＃環境・エネルギー　＃空調機器　＃地域密着　＃Only One

盛岡市

盛岡市

盛岡ガス株式会社

有限会社オーツー

C-53

C-54

☆

☆
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【はじめに】ー生活の基盤である上水道。蛇口をひねれば低廉・清浄な水が豊富に使えます。
当たり前のことが当たり前であり続けられるよう生活環境の充実・整備に貢献するのが水機
テクノスの社会的使命です。

【事業内容】浄水場では、水処理施設を使って浄化処理を行い、安全でおいしい水を造ります。
水処理施設は、経年劣化するので定期点検や改修等のメンテナンスが必要となり、当社が施
設のリプレースや修繕等を行います。また、水処理施設の運転維持管理業務も同様です。浄
水場に技術員を常駐させ、施設が正常に稼働していることを確認し、万一異常が発見されれ
ば適切な処理を行い、1年365日休むことなく清澄な水を地域の皆様に供給し続けます。

【岩手地域との関わり】盛岡市内に営業所を開設して、早や14年が経過しました。また県内
3カ所の浄水場、並びに1カ所の産業廃棄物処理施設の運転維持管理業務を請負っています。
働く社員も地元出身者を採用し、地域の皆様との絆も徐々に深めつつあります。

【未来への展望】2018年3月、アセットマネジメントの国際規格である ISO55001の認証を
取得しました。自治体が保有する水処理施設（アセット）は老朽化が進み、施設の機能保持
や長寿命化が喫緊の課題です。当社にあっては、客先の立場に立って問題解決に立ち向かい
ながら信頼を獲得し、末永く水処理事業を通じて世の中に寄与していきます。

盛岡市都南地域の農家約900戸で設立した集落営農組織です。米・小麦・大豆を中心に農
作物の栽培に取り組んでいます。また、カゴメとの加工用トマトの契約栽培にも取り組んで
います。また地域の農業を支えるために、農家の困りごとのお手伝いもしています。あわせ
て新規就農を目指す人々へのお手伝いも行っています。

平成24年からは地元製麺業者と米粉めんの取り組みを行っており、田植え・稲刈りイベン
トの共同実施や新商品の共同開発も実施しています。

＃上水道　＃生活環境　＃浄水場　＃アセットマネジメント

#農林水産・食・六次産業　＃農家900戸　＃営農組織　
＃新規就農　＃新商品開発

盛岡市

盛岡市

株式会社水機テクノス

農事組合法人 となん

盛岡エリア

C-55

C-56
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

岩手ファームは、盛岡市の下田地区に東京ドーム17個分の農場を展開しています。おいし
いたまごを食卓へ届けるためには、鶏が住みよい空間で育つことが大切です。そのため農場
の周りは、自然豊かな環境が整えられています。

おいしいたまごができるまでの道のりは、ヒヨコを育てるところからスタートします。ヒ
ヨコは生まれてからおよそ130日で、たまごを産むことができる鶏へと成長します。鶏が産
んだたまごは、コンベアで移動され、洗浄、乾燥、サイズ別に分けられ、出荷へと進んでい
きます。包装などを含めた、出荷までのすべての作業を岩手ファームで行っています。

平成18年度からは、農場の周辺地域の農家と協力して循環型農業の取り組みを行っていま
す。農家が生産する飼料米を鶏のエサにし、鶏糞を肥料として農家へ提供することで、互い
の生産に関与し合い経済効果も生まれます。飼料米を作ってもらうことで、地域の水田の消
滅を防ぐことにも繋がります。

たまごは、良質なたんぱく質を手軽に摂ることができる食材です。今後は安心安全で高品
質なたまごを作り続け、全国で1番の農場を目指していきたいと考えています。岩手ファー
ムでの仕事は、生き物に接する仕事です。自分たちの姿勢は生き物に伝わり、愛情をかけると、
素直に愛が返ってきます。そんな魅力たっぷりの働き方を、たくさんの人に知ってもらいた
いです。

今年で15周年。世界的に注目されているクラフトビール市場において、日本では他にない
地域に根差したビールを目指して取り組んでいる会社です。生産量は全国4位（2018年東京
商工リサーチ調べ）、世界に伝えたい日本のブルワリー2015年、2018年で日本一を受賞し
ています。現在、雫石町に第2工場を建設中で、来年より缶ビールの製造も開始します。こ
れを機に全国へ、世界へと販路を広げていく計画です。

クラフトビールは、未だビール市場の1-2％程度を占めるほどの小さなマーケットですが、
米国では15％近くの市場を占めており、将来性の豊かな市場です。そのような中ベアレンは
独自の戦略で市場を開拓しています。その第一に掲げているのが地域密着です。本年は既に
20か所近くの県内各地でイベントを開催し、雫石町と野田村とは連携協定も締結しています。
売り上げの6割以上は、地元岩手県内での消費です。人口減少が危ぶまれるこれからの時代、
地域を元気に、岩手から魅力を全世界に発信していける会社を目指しています。

雫石工場建設にあたっては、地元の農家とホップ生産にチャレンジし、街中に作ったマイ
クロブルワリーでは地元の果実などの原料から個性あふれる新製品を作り出し、地元の可能
性を広げていっています。

岩手を元気に、そしてその魅力を全国へ、世界へ発信していく会社、それがベアレンです。

#農林水産・食・六次産業　＃卵　＃東京ドーム17個分　
＃循環型農業　＃高品質

＃農林水産・食・六次産業　＃クラフトビール　＃地域密着　
＃ホップ生産

盛岡市

盛岡市

株式会社岩手ファーム

株式会社ベアレン醸造所

C-57

C-58

☆
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私たちは2014年「コミュニティカフェ　ワラクション」を盛岡市青山でオープン。2018
年「（株）フードアトリエ」と法人化し「今日がより愛おしく想える　出会い　つながり　を

『いただきます』から創ります」という理念を元に、宅配 BENTO、ケータリング、ホットミ
ールなど、これらをコミュニケーションツールと考え、盛岡市内を中心にお届けしております。

私たちには宅配（デリバリー）に必要なものが実はありません。それは「メニュー」です。
デリバリー事業とコミュニケーションは相反するものですが、お客様は一人一人違います。
私たちはお客様の要望を聞いてからメニューを皆で考えます。昔から家庭では家族を思って
食事を作っていました。今日は遠足だから。今日は大事な日だから。今日は風邪気味だから
…その様に私たちも食事を通じてお客様と会話をしたい。コミュニティ豊かな食事の環境を
お客様と創りたいと考えております。

私たちが食事を届ける環境は様々です。企業の会議や研修、企業・大学説明会。また懇親
会や結婚式、イベント、映画ロケ、コンサート、保育園や部活の大会、個人のお誕生日など。
食べることに豊かな日本ですが、食べる環境については豊かとはいえません。

得意分野を担当しながら世代を超えチームで感情豊かな仕事創りに取り組んでいます。

東北の皆様の食卓においしいパンをお届けして70年。自社ブランドのパンの製造から卸し、
ベーカリーなどを手掛けております。

当社が創業以来大切にしているのは「東北に拠点を置くパン工場で、東北のみなさまのた
めにパンを作る」ということ。地域・風土を生かした食材の使用や特産品とのコラボなど、
発想力と想像力を持った商品開発を行っています。加えて主食はお米、パンはあまり食べない、
という方の食習慣に一石を投じるような事業展開を邁進しています。

元来、食事は楽しい時間です。そのひとときを守るため、食の安全は100％でなければな
りません。直接パン製造に携わる生産部門は安全・衛生面のほか、お客様の笑顔をつくるパ
ン作りを、営業職はお得意様や消費者の方の声に常に耳を傾け、みなさまに喜ばれる商品展
開を行っています。パンメーカーは「おいしい」「ふわふわしている」「やわらかい」など感
性で考える部分と、どうしたらもっと売れるのか、喜んでもらえるかなど理性で考える部分
が必要です。広い視野で地域社会が求めるパンを創造する力があるのも、長年東北の地で、
東北のみなさまのためにパンを提供してきた当社の強みと自負しています。

飽食の時代とされている今、主食にはパン、米、麺類などさまざまな選択肢があります。
パンを主食にすることは食文化を変えることを意味します。そのチャレンジ精神を忘れず、
企業としての弛まない姿勢を貫いて参ります。

#農林水産・食・六次産業　＃宅配BENTO ＃ケータリング　
＃コミュニケーション

＃ものづくり　＃パン　＃ベーカリー　＃商品開発

盛岡市

盛岡市

株式会社フードアトリエ

白石食品工業株式会社

盛岡エリア

C-59

C-60



69

ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

「いわて」で暮らし「いわて」で働こうと考えている学生の奨学金返還を支援する「いわて産
業人材奨学金返還支援制度」を紹介します。岩手県では将来のものづくり産業を担うリーダ
ーとなる人材の確保・定着を促進するため、学生が大学等を卒業後、又は既卒者が U・I タ
ーンし、県内企業に一定期間就業した場合に奨学金の返還支援を行います。対象となるのは、
①〜⑤に当てはまる学生になります。
①日本学生支援機構から奨学金を借りている学生
②理系（理工学部・農学部）の学生

（上記以外の学部生でも条件によっては OK!　例：独学で勉強し、基本情報処理試験に合格。等）
③就職活動を行う学年、就職活動を来年に控えた学年の学生
④卒業後、岩手県内ものづくり企業に就業を考えている学生

「自動車」、「半導体」、「医療・福祉機器」、「航空機」、「ロボット」、「加速器」、「環境・エネルギー」、
「ソフトウェア開発」の関連分野（当該分野の製品の部品等を製造しているものを含みます。）
が対象業種になります。
⑤卒業後、岩手県内への居住を考えている学生
自分は対象になるのかな？自分の内定先企業も対象になるのかな？等、わからないことがあ
ったらお気軽にブースへお越しください！

いわて産業振興センターは、岩手県内の中小企業者を対象に、新たな産業の創出及び企業
の振興を図るための総合的支援を行っており、中小企業からのご相談にワンストップでの支
援を行っている公的機関です。

今年度当センターでは「平成30年度 東日本大震災被災地域中小企業・小規模事業者人材
確保・定着等支援事業」を東北経済産業局から受託し、岩手県内中小企業の「人材確保・定着」
に向けた事業に取り組んでいます。具体的には、岩手県内の中小企業の将来像や経営課題を
ふまえ、企業の成長・発展に資する真に必要な人材像を明確化するとともに、その人材の確保・
定着までを一貫的に支援することを目的とし、岩手県内の中小企業と必要な人材が適切にマ
ッチングできる環境を構築しております。
「ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2018」では、中小企業の「ミッション」や「事業内容」、

「職場環境」のほか、「求めている人材像」、「企業の強み」、「先輩社員のインタビュー」等求
人情報では伝えられない情報を学生の皆さんへ発信いたします。
「ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2018」終了後も岩手県内中小企業の魅力を発信し続

けてまいりますので、学生の皆様からのご質問・お問合せ等をお待ちしております。

#奨学金返還支援制度　＃いわて　＃暮らし　＃働く

＃公的機関　＃中小企業支援　＃人材確保

盛岡市

盛岡市

公益財団法人いわて産業振興センター
（いわて産業人材奨学金返還支援制度の紹介）

公益財団法人いわて産業振興センター　
（支援企業紹介）
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当社は、東日本大震災の災害支援活動を通じ、被災地陸前高田の健康を守るために、2011
年7月に薬局を開設したところから始まりました。会社の理念を「せっかく助かった命を健
康に保ち、一人でも多くの雇用を産み出す」と掲げ、2012年5月には復興特区第1号として
訪問リハビリテーション事業を立ち上げ地域の在宅医療介護を推進してきました。

2016年6月には、陸前高田市から指定管理を受け、玉乃湯の運営に乗り出し、赤字体制を
黒字転換し地域のコミュニティー形成に役立てています。

2017年2月には、中小機構主催の「ジャパンベンチャーアワード」を岩手県の歴史上初め
て受賞し、同年4月に日本で初めてリハビリ特化型デイサービスとフィットネスを一体化し
た事業「Reborn」を運営開始し、陸前高田の中心市街地の再生に貢献しています。

2018年には、訪問リハビリステーション事業を大船渡市にも拡大し、陸前高田市と一緒
に日本初産業リハビリテーションの事業化も推進しています。被災地域から日本の健康・医
療介護ビジネスモデルを創り上げるという大命題を掲げ、医療介護業界に新しい風を起こし
ています。今年度は新たに薬局の開設、東京への進出、学童保育事業や農業への参入の準備
も行っています。

子供も大人も高齢者も身体障害者も海外から来た方も、みんなが笑って暮らせるまちづく
りを実現するための事業を、皆さんと一緒に展開していきます。

「地域に必要とされる企業」を目標に、木炭の製造と販売、育造林業、素材生産業、木材チ
ップ製造といった、当地域の宝である豊富な森林の活用と整備を通じた事業と、地域の快適
な生活環境創出のインフラ整備事業の二つを軸にした事業を展開しています。

当社の出発点である木炭関連事業は、日本が独自に改良してきた千年の技を継承し、品質
と生産量日本一の木炭作りを目標に日々自己研鑽に努めています。先頃はその成果が評価さ
れ、平成30年度農林水産祭において、内閣総理大臣賞を受賞いたしました。名実ともに、岩
手木炭を代表する会社であります。また、素材生産と育造林・チップ製造事業では、地域の
宝である、森林の環境整備と木材の活用を積極的に進め、地域と一体になって持続可能な地
域づくりに取り組んでいます。建設事業部では、快適な住環境を整えるインフラ整備に参画し、
かつ能動的に関わりを創り出しています。特にも地域の「困った」を素早く解決し対応して
います。

社是である「地域と共に」を実践することで、地域の方々のみならずより多くの方々に豊
かさと、快適さを提供する、無くてはならない企業！として日々邁進しているところです。

今回は、サスティナブルな森づくりと地域づくりを目指す、若い情熱（エネルギー）を求
めています。チャレンジする力と自らの可能性を表現することが出来る場所が当社であると
自負しています。仕事を通じて新たな時代を作り上げましょう。

＃医療・介護・福祉　＃陸前高田市　＃大船渡市　＃玉乃湯　
＃ジャパンベンチャーアワード

#農林水産・食・六次産業　＃森林の活用・整備　
＃インフラ整備事業　＃内閣総理大臣賞

大船渡市

久慈市

公益財団法人いわて産業振興センター
① ロッツ株式会社

公益財団法人いわて産業振興センター
② 有限会社谷地林業

盛岡エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社は1973年の創業とともに岩手県前沢町（現奥州市前沢）に工場を設立しました。そ
の後1981年に株式会社化し、1985年に前沢町本杉（現本杉工業団地）に新工場を設立し現
在に至っています。

さまざまな分野で使用されているプラスチック製品の中で、主に産業用機械の部品や自動
車用アンテナの部品、温度計の外装、文具等のプラスチック部品を製作しています。そして
これらのプラスチック部品を作る成形事業と、成形に使用する金型を製作する金型事業の
２つの柱があります。金型製作では1つの部品に対して1つの金型を製作するため、同じ事
の繰り返しではなく、常に新規に設計からスタートして新しいものを作り出します。また、
0.001mm の精度が要求される技術力が問われる仕事です。世の中に出る前の開発中の製品
を作る仕事が多く、完成品を町中で見かけたときの嬉しさは格別なものです。

成形の仕事は、社内に数百種類ある部品の中から注文に応じてプラスチック部品を一度に
数百個から数万個を製作する仕事で、日々世の中に製品を送り出しています。ここでは品質
の安定化や製造を自動化する技術が問われます。

その他、展示会への出展やオリジナルマスコットの製作、3D プリンタの活用、資格取得
制度等自社技術の開発に取り組んでいます。小さな会社のため自分の考えを伝えやすく、や
る気を活かした仕事をすることが出来る会社です。

名刺の入力から、官公庁のデータベース搭載データ作成まで、様々なアナログコンテンツ
を、高い技術力で高品質に電子化する、デジタルデータの「モノづくり」企業です。大量の
紙のスキャン、非破壊での書籍のスキャン、Word、InDesigin、HTML、XML データ作成、
データ解析等、デジタルデータの作成、出力に関するどのようなことでも対応が可能です。

より早くビジネスの成功を導くため、弊社のビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）
を活用いただく事により企業はより重要なプロジェクト経営資源を移行させることが出来る
ようになります。これまで実現できなかった業務改善や、新たな付加価値を創出するソリュ
ーションへの展開、また従来コストセンターであった業務プロセスにおいて利益を創造する
機能への転換が可能となります。

弊社では1000名を超える SOHO（在宅ワーカー）が、BPO 業務をサポートします。デー
タ入力以外にも、登録者のスキルに準拠した様々な業務が可能です。登録者は、当社独自の
トライアルを実施することで、業務の精度を高めると共に、平常的にスキルアップを行って
います。これからの取り組みにより、短納期への対応、高品質なデータクオリティの維持を
実現する企業です。

＃ものづくり　＃プラスチック部品　＃成形事業　
＃金型事業　＃資格取得支援

＃IT  ＃高品質に電子化　＃デジタルデータのモノづくり　
＃SOHO

奥州市

大槌町

公益財団法人いわて産業振興センター
③株式会社富士通研製作所 前沢工場

公益社団法人いわて産業振興センター
④株式会社コーポレートインパクト

C-65
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弊社は平成18年3月に設立され、もうすぐ満13年を迎える企業です。岩手県立大学向か
いにある滝沢市 IPU 第2イノベーションセンターに本社がありまして、山形県米沢市にも開
発室があります。社員数は現在27名、保育業界と小売流通業界の製品を開発しており、業種・
業務に強いシステム専門集団です。

今回は本社滝沢で開発及び販売されている、保育業務支援システム「おが〜るシステム」
をご紹介します。「保育業務支援システム」って皆さんご存知ですか？保育士不足が問題とな
っている昨今、保育士の事務作業を軽減するため、子ども子育て分野における ICT 導入が今、
注目を集めています。弊社製品である「おが〜るシステム」は、保育士の負担となっている
保育日誌などの事務作業の軽減を図り、より子供たちと過ごす時間を大切にしてもらいたい
という願いが込められたシステムです。

保育業務支援システムを開発及び販売しているのは、東北で唯一弊社だけであり、平成26
年4月バージョン1の開発完了後、今や日本全国302施設へ導入されています。

岩手から全国へ向けて豊かで便利な社会を作り、人とコンピュータの架け橋として社会に
貢献するべく、日々改良が加えられている保育業務支援システム「おが〜るシステム」をぜ
ひ見にいらしてください。

【困っている人、地域をサポートしたい！】
スマートフォンアプリ開発、システムの開発、Web サイト構築などを主とし、「お客様の悩

みを解決すること」を目的に様々なサービスを展開しております。
・公共交通利用促進のためのスマートフォンアプリ
・自治体や大学と共同で行う健康づくり事業
・地域を盛り上げるゆるキャラデザイン
これらもそのうちの1つで、毎年各大学との共同研究開発を行いながら最先端の技術開発に

携わり、同時に遠野市様や滝沢市様など県内各自治体との課題解決型の事業も多数あります。
また、岩手県内には2つの事業所を開設しており、東京本社を通じて関東圏の仕事をリモー

トで行うこともあり、必要に応じて本格的な知識取得 / 経験のための研修も連携して行ってい
ます。加えて、毎年働き方改革に取り組み、岩手の事業所での平均月残業時間は30h 以下、U・
I ターンでの就業者への奨学金返還支援を行う岩手県の取り組みにも参加し、寄付も行わせて
いただきました。

お陰様で平成元年の設立から30周年となり、岩手県での地域課題解決事業もあと数年で、
10年の節目を迎えようとしています。これからも、一人でも多く、一つでも多くの地域をサポ
ートすべく、一致団結して進んでいきます！

＃IT  ＃滝沢市　＃保育業界　＃小売流通業界　＃製品開発　
＃おが〜るシステム

＃IT  ＃アプリ開発　＃システム開発　＃Webサイト構築　
＃共同研究開発

滝沢市

滝沢市

公益財団法人いわて産業振興センター
⑤岩手インフォメーション・テクノロジー株式会社

公益財団法人いわて産業振興センター
⑥株式会社ぴーぷる

盛岡エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

【お客様に喜んで戴ける店を作ろう】
薬王堂は、岩手県紫波郡矢巾町を本社とした、東北各地域に展開しているドラッグストア

です。東北エリアに265店舗 (2018年11月現在 ) 展開しており、医薬品・化粧品をはじめ
とした高い専門性と、食料品や日用品・衣料品などの生活必需品を取り揃えて、より低価格
で提供する「何でも揃う便利な店舗」です。

薬王堂の特徴は、小商圏バラエティ型コンビニエンス・ドラッグストアという独自の店舗
モデルを構築し、人口7,000人程度の小商圏でも成立する店舗展開を行っております。

東北地方は「少子高齢化」「人口減少」という大きな課題に直面しており、健康へのニー
ズがますます高くなっています。そのなかで当社は岩手県を中心とした東北エリアに特化し、
地域の皆さまの「美」と「健康」と「豊かな暮らし」の実現に貢献することを使命として活
動しております。

2014年10月1日に岩手県内の小売業として初の東証1部上場、2016年5月には厚生労働
省から女性の活躍が優れている企業に送られる「えるぼし」で最上級の3ッ星に認定をいた
だきました。

昭和土木設計は建設コンサルタントという、主に建設工事の前段階である、土質の調査や
構造物の設計といった業務を行っている会社です。さらに完成後の点検や調査にも力を入れ
ており、責任を持った維持管理を徹底しています。

地域の構造物の設計に携わる仕事は、地域に住む方々の安全を守る仕事だと言えます。川
の氾濫を防いだり、丈夫で安心な橋を建設したりというように、昭和土木設計で働くことは
岩手県を守ることにつながっています。さらに台風や地震などの災害時には、地域を支える
ための力になることができます。建設は市町村や県、国と連携しながら実施していきます。
たくさんの人と関わりあいながら設計した構造物が完成し、目に見えるものとしてわたした
ちが住む岩手に残るというのは、誇り高く嬉しいことです。

これから力を入れて取り組んでいきたいことは人材確保、人材育成です。地方で育った人
が地方で活躍できるような場であるために、会社として魅力の向上を目指しています。その
魅力のひとつとして昭和土木設計では「3次元完成形可視化モデル」に先進的に取り組んで
います。これは今まで平面であった設計図面を、立体で表現することでよりわかりやすくし
たものです。こうした最先端の技術を岩手で活用できるようにしながら、働く人が思う存分、
力を発揮できる環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。

＃医療・介護・福祉　＃ドラッグストア　＃小商圏　
＃バラエティ型　＃女性活躍

＃建設コンサルタント　＃調査　＃設計　＃岩手県を守る　
＃最先端技術

矢巾町

矢巾町

株式会社 薬王堂

株式会社 昭和土木設計

中央部エリア

D-1

D-2

☆
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南部医理科は、病院など医療機関に、医療用製品を販売する商社です。本社は岩手県。支
店は仙台、秋田、弘前、八戸、郡山、山形にあります。

当社は県内エリアの医療機関に医療用製品を販売しています。取扱分野は注射針から大型
のレントゲン機器まで多岐に及び、約1,200メーカーの製品の中からお客様のニーズに合わ
せた商品提案をしています。医療機器は、いまや検査や処置になくてはならない存在です。
そのため南部医理科では販売した製品は、責任を持って定期メンテナンスや修理を行い、現
場スタッフはもちろん、患者様にも安心していただける環境を支えています。

中でも営業職は、基本的に既存のお客様を中心としたルートセールスです。医療は人の命
を預かる分野のため、いかに現場スタッフの方から信頼を得られるかが重要です。信頼関係
を築くため、南部医理科では日ごろの地道な納品、定期アフターフォローを徹底して行って
います。

急患が入ったり、機器にトラブルが発生した際は、休日でも病院に駆けつけ対応します。（※
後日代休を取り調整します）人の命に関わるため、責任が重く、けしてラクな仕事ではあり
ません。しかし、医療の最前線に立つ医療スタッフの力になれること、なにより自分たちの
仕事が患者様を助ける一端を担ったとき、大きなやりがいを感じます。

“ ちょうどいい ” is 矢巾町。
岩手県矢巾町（やはばちょう）は、ちょうど県の中央部に位置しており、広大な面積の岩

手県の中でも、2番目に小さいまちでありながら、人口密度が岩手県で第１位！と魅力がい
っぱいにギュッと詰まった町です。また盛岡市南部に隣接し、さまざまな街へアクセスしや
すいのも特徴です。まちからまちだけではなく、町の中でも目的地まで時間がかからないの
も矢巾町ならでは。そんな県内随一のコンパクトタウンなのです。

矢巾町には、宮沢賢治が愛した「南昌山」がそびえ、麓には自然を感じられる滝があり、
田園風景も広がっています。そして平安風景の残る国指定史跡の「徳丹城（とくたんじょう）」
もあり、自然の風景と歴史の文化が混ざり合った風光明媚な町になっています。

平成30年3月にはスマート IC も開通しました。そして平成31年には県の医療の最先端で
ある岩手医科大学が移転予定です。これから高度医療の中核を担い、さらには県防災センタ
ーもあるため県内でも災害発生時の拠点となり、重要な役割を果たす町になっていきます。

皆さんぜひ一度矢巾町へいらしてください。自然、利便性、医療福祉となんでも “ ちょう
どいい街 ”。ここにはずっと心地よく暮らせる “ やはばらいふ ” があります。

#医療・介護・福祉　＃医療用製品　＃商社　＃商品提案

＃自治体　＃ちょうどいい　＃人口密度第１位　＃コンパクトタウン

矢巾町

矢巾町

株式会社 南部医理科

矢巾町

中央部エリア

D-3

D-4
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

いわちくは、主に岩手の生産者の皆様から出荷いただいた肉牛や肉豚の処理、食肉加工と、
その肉を利用したハム・ソーセージなどの食肉加工食品や味付け製品を製造し、販売をして
います。取扱頭数は、肉牛が年間約１万７千頭、肉豚は約30万頭で、県内唯一の「産地食肉
センター」であり食肉の総合企業です。

牛肉加工については、香港、シンガポール、アメリカを中心に世界11ヵ国、地域への輸出
認定を取得しています。東北唯一の対米輸出認定施設として、厳しい衛生基準をクリアする
事で、世界への窓口として岩手の牛肉の美味しさを世界に発信し続けています。

豚肉については、岩手の生産基盤の拡大に合わせ、2020年4月には新しい豚処理加工施設
が完成します。より高いレベルの衛生基準に対応した施設から、安全で安心な食肉を安定的
に消費者の皆様の元へお届けできるようになると共に、牛肉輸出同様、岩手の豚肉の販路拡
大も図る事ができるようになります。同時に、人材確保や人材育成にも取組んでいかなけれ
ばなりません。2020年は新たな加工施設の完成と共に、いわちくがステップアップする節
目の年となります。

県内唯一の産地食肉センターとして、生産者の皆様から出荷頂いた肉牛、肉豚をおいしい
食肉として消費者の皆様へお届けする事、「生産者と消費者を安心で結ぶかけはし」として成
長していきたいと考えています。

＃農林水産・食・六次産業　＃食肉加工食品　＃産地食肉センター　
＃世界への窓口紫波町

株式会社いわちくD-5

みなさんは毎日たべる食べ物を、誰が作っているか知っていますか？日本国内の農家・漁
師は約200万人。人口比にすると1.5%。しかもその平均年齢は68.5歳。急速に高齢化が進
んでおり、若者の離農も深刻です。スーパーやレストランではわからない、生産現場のリアル。
しかし現場に行くと、自然と対話し、命をかけて食べ物を育てている生産者の姿に魅了され
ます。私たちはこうした生産者と都会の消費者が結びつく機会を創造することで、生産者と
消費者双方の課題を解決します。

私たち NPO 法人東北開墾は、2013年7月に「東北食べる通信」を創刊しました。東北6
県を走り回り、魅力あふれる生産者を毎月一人、特集。情報誌を制作し、これと生産者が育
てた自慢の逸品を、セットにして全国の読者へお届けしています。日本初の「食べ物付き情
報誌」です。これが話題になり、いまでは全国36箇所で、同様の「食べる通信」が地域を
愛する様々な編集部によって創刊されています。さらに今年は台湾でも4つの「食べる通信」
が誕生しました。

NPO 法人東北開墾では、現在インターンや学生ボランティアの募集を行っています。農家・
漁師の現場に入り、その現場を体験するほか、web や SNS での発信を行うこと、また「東
北食べる通信」の制作や運営に関わる活動です。国境を超えて広がる「食べる通信」の輪に
加わり、ともに生産現場からリアルを発信しませんか？

#農林水産・食・六次産業　＃生産者　＃都会の消費者　
＃東北食べる通信花巻市

特定非営利活動法人 東北開墾D-6



76

私たちの使命は、「世の中の暮らしを豊かに変える」こと。その実現に向け、ホームセンタ
ー事業の枠を越えて、お客様の立場に立った商品開発や、インターネット、農業、リフォー
ムなど多彩な事業に挑戦しています。また今後は業界ダントツの店舗数を活かし、社会イン
フラとしての使命を担っていくことも大きな役割です。このように常に挑戦し続ける当社だ
からこそ、入社後にチャレンジできるフィールドは現在もなお拡大中です。年齢や社歴に関
係なく、若いうちから挑戦できる環境と、充実したキャリアサポート制度も用意。それらを
活用しながら幅広いキャリアを積み、将来は一つの事業を担うスペシャリストとして活躍し
ていただきます。

■ホームセンター事業／全国46都道府県に1,187店舗を展開
■インターネット事業／複数のインターネット通販サイトを運営
■リフォーム事業／リフォームのご提案、関連商品の販売・施工・アフターサービス
■カード事業／決済手段が選べる各種クレジットカードの提供
■ホームファッション事業／ホームファッション商品の開発、コーディネートのご提案
■農業事業／生産から販売、農業金融まで農家様をトータルサポート

開設当初の銀河の里は、認知症のケア施設としてスタートしました。かつての日本の農家
の大家族をイメージし、様々な運命を抱えた人のエネルギーと地域の特色を最大限生かして
未来志向の福祉に取り組んできました。また福祉施設でありながら、「ケア」することは禁止
で、「人と人がつながる通路」と言って、利用者とスタッフが共にチャレンジしています。

地域貢献を目指すにあたっては、農業や農産、食品加工まで、多様な取り組みを行ってい
ます。障がい者の就労支援として行っている農業は、日本の農業が衰退しているなか、地域
の耕作放棄地を請け負うなど新たな担い手になるだけでなく、地域の伝統を受け継いでいく
大切な役割も果たしています。農業事業では、自家農園で収穫したものを加工し販売までを
行い、シードルは某全国紙のお取り寄せグランプリにて準グランプリを獲得するまでに至っ
ています。

新たな取り組みとしては、ブドウの生産やワイナリーの建設を建設すること、高齢農家の
支援等を今後の展望としています。またライブハウスの建設や医療法人の立ち上げなども考
えており、多方面からの協力も今後、取り入れていこうとしています。

答えを求める現代の波の中で常に問いかけ、新たなステージを作り上げようとしています。

＃地域資源・観光・暮らし　＃ホームセンター　＃インターネット　
＃農業　＃リフォーム

＃医療・介護・福祉　＃農業　＃食品加工　＃シードル

花巻市ほか

花巻市

株式会社コメリ

社会福祉法人 悠和会 銀河の里

中央部エリア

D-8

D-7

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

大久保建設では、土木工事、建築工事、橋梁補修工事、給排水設備工事を主とした事業を
行なっております。その中でも橋梁補修工事は、高い技術力が岩手県にも認められ、7年連
続で岩手県優良工事表彰を受賞されました。普段皆さんが渡る橋は造られた後、何度も補修
することで守り続けられているのです。年間に20から30の橋を補修することで、皆さんが
安全に橋を渡ることができています。給排水設備工事では、次々壊れてしまう水道管の工事
など、建設業は見えないところでも皆さんの生活を支えています。

会社内は年齢関係なく明るく、仕事をしやすいためのムードづくりや、オンとオフの切り
替えをはっきりしています。社員の構成は30代以下と60歳以上の割合が高く、同世代同士
であったり、逆に年齢差のあるおじいちゃんと孫のような関係が、分からないことなども聞
きやすい雰囲気になっているようです。また自社企画イベント開催や地域のイベントへの参
加により、気軽に相談できるような環境づくりをはじめ、施設の窓拭きや草刈りや掃除など
のボランティア活動も行なっており地域とのふれあいを大切にしています。

何よりも「地元の方に頼りにされたい！」「地域の方にもっと必要とされる会社になりた
い！」という思い。そして、「地元の方のふるさとを守っていきたい！という想いを全力で後
押ししていこう！」と全面協力体制で取り組んでいるとの事です。実は作業服がオシャレな
ところも魅力ですよ！

＃土木　＃建築　＃橋梁　＃優良工事　＃作業服がおしゃれ花巻市

株式会社大久保建設D-9

宿泊業である弊社の最大の目標は「お客様に元気になっていただく」ことです。「湯の杜ホ
テル志戸平は」ファミリー層のお客様を中心に、様々なエンターテイメントをお客様に提供
しています。夏はウォータースライダーを備えたプールで、冬は露天で雪見風呂も楽しめま
す。また一年中「わくワク劇場」というイベントを開催し、地元の祭りなどの迫力をお客様
に伝えています。人気のバイキングでは年に四回変わるフェアで様々なメニューを楽しめる
ほか、オープンキッチンで出来立ての料理をお腹一杯召し上がっていただけます。一方「游
泉志だて」では個室露天風呂や個室ダイニングといった、プライベートな空間を重視してい
ます。志だて大浴場の他に客室には全て露天風呂が備え付けられており、豊沢川沿いの景色
を独り占めすることができます。また個室ダイニングではお客様専用の空間の中で、会話を
楽しみながらゆったり食事をとることができます。志だてはワンランク上の施設とサービス
で、心ゆくまでリラックスしていただけます。

事業では宿泊の他に婚礼・法要も実施しており、地域のお客様の人生に関わるイベントの
お手伝いもしています。また日帰り温泉で地元のお客様に、日々やすらぎを提供しています。
施設に頼るばかりでなく人対人のサービスを重視し、お客様も従業員も満足できる会社を目
指しております。

＃地域資源・観光・暮らし　＃エンターテインメント　＃プール　
＃わくワク劇場　＃日帰り温泉花巻市

志戸平温泉株式会社D-10

☆
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全国的にも有名な花巻温泉郷にて、『お客様の声』を改善に活かした経営を行っている温泉
旅館です。今年創業58年を迎える当館は、お客様に対して温かみのある接客を心がけ、より
心のこもったサービスを通じて、「想い出創りの場と時間」を味わっていただける事を目指し
ています。またお客様からの声は必ず社長まで届く仕組みを取り入れ、至らない点はすぐに
改善し反映する事で、常にお客様に満足していただけるよう日々精進してきました。その結果、

「じゃらん net 売れた宿ランキング」の岩手県部門で12年連続1位獲得を始め、数々の表彰
をいただき、接客・サービスに対して高い評価や口コミをいただけるまでになりました。

自社のサービス拡大だけでなく地域貢献を考え、花巻温泉郷の旅館5館で一緒に、地域の
野菜を朝食で食べてもらう事を目的とした「はなまき朝ごはんプロジェクト」という取り組
み等で、今後も岩手の魅力を伝えていきたいと考えています。

また旅館でも IT 化を行い、効率化を図っています。受付や会計を機械を活用することで、
その分お客様の写真撮影などのサービス・接客をより手厚く行う事ができます。チェックイ
ン時タブレットを使用する事や、お食事の追加注文時スマホを使用する事により、情報共有
がスピードアップし、作業時間の短縮につながっています。これからも「お子様からお年を
召した方までお楽しみいただける」宿つくりに邁進していきます。

花巻温泉株式会社は、1927年に「花巻に東北の宝塚を・・・」という、金田一国士が執念
を燃やした一大事業としてスタートし、以来多くのお客様に愛され、昨年90周年を迎えるこ
とができました。創業時からの経営理念である「お客様本位で、新設・丁寧」をモットーに築
き上げたサービスの質は、ニーズの多様化に対応する力があります。

働く社員の年齢層は幅広く、古き良き伝統を継承してきたエキスパート社員と、新しいこと
を取り入れ、更なる進化・改革を目指す若手社員が一丸となり、切磋琢磨しながら成長し合う
職場環境となっています。

弊社では、インバウンド（訪日外国人観光客）の集客、ブライダル事業に力を入れており、
特にもインバウンドに関しては、代表取締役社長の安藤が花巻空港国際チャーター便歓迎実行
委員長を務め、花巻市に多くの外国人観光客に訪れるよう誘客活動を展開し、地域活性化に繋
げようと奮闘しております。

時代はまさに混沌としており、少子高齢化、人口減少、グローバル化等の変化にいち早く対
応することが求められ、弊社では「GROWING2020」という2020年までの中期経営計画を
立て、「改善・改革を更に強く、迅速に」をテーマに全社員が一丸となって奮闘しております。

弊社は間もなく創業100周年を迎えます。集大成の100年、生まれ変わる100年を目指し、
様々な戦略的計画を敢行する大変活気のある企業です。

＃地域資源・観光・暮らし　＃お客様の声　＃地域貢献　＃IT化

＃地域資源・観光・暮らし　＃90周年　＃インバウンド　
＃ブライダル

花巻市

花巻市

株式会社 新鉛温泉 結びの宿 愛隣館

花巻温泉株式会社

中央部エリア

D-12

D-11
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

【" 光の創造 ” でお客様とインターフェースする】
花巻事業所は、旧社名リコー光学株式会社として1973年の創業以来、激動の経済と経営

環境の中で、数多くの変化に対応しながら発展してきました。そして、2014年新会社の設
立とともに組織変更し現在の組織形態となり、「世界のお客様に喜ばれる価値を提供しつづけ
る」という理念を掲げ、光学技術産業分野において、新しい技術を「創造」しつづけています。

特に花巻で生産しているプロジェクタ用投射レンズは世界シェア No,1です。世界最小の
車載用ステレオカメラにおいても生産の主力工場として機能しています。

【理工系学部で学んだ知識を活かせる仕事です！】
「光」の可能性を現実のものにするのが、花巻事業所の誇る最先端の技術。
「精密成形」「光学素子加工」「薄膜」「マイクロプロセス」という、4つのコア技術が複合、

その技術をさらに生かす「光学設計と生産技術」が、総合力としての価値を高めています。 
具体的には…

特殊光学デバイス：微細加工による光の屈折・回折・偏光制御技術に対応
レンズ：設計力を背景に、高精度、広範囲に対応
ミラー：時代の先端をいくコーティング技術　の3分野です。

＃ものづくり　＃光の創造　＃光学技術産業　＃世界シェアNo.1　
＃車載事業　＃プロジェクタ花巻市

リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 
花巻事業所D-13

皆さんの身の周りでよく見かけたり、利用したりする交通、社会インフラ、医療、金融、
自販機、半導体、エンターテインメント機器等の設計開発から板金部品製造、部材調達、塗装、
完成品組立、物流、アフターサービスまでの一貫生産を岩手県内の花巻、北上、二戸の工場
を中心に行っている EMS 企業です。その他、全国41か所の協力工場で生産を行っています。

企画・開発から原材料調達、生産、物流、アフターサービスまで一貫して自社で行い低コスト、
高品質、短納期、長変動生産対応、3R を実現させるのがツガワのモノづくりトータルソリュ
ーションです。

モノづくりのあらゆるニーズをグローバルな視野でお応えする、F－EDMS という新たな
事業モデルの可能性に挑戦し、日本のモノづくり創生に大きく寄与する会社としての志を高
く持ち、100年企業を目指して前進し続けます。

＃ものづくり　＃企画・開発　＃調達・生産・物流　
＃モノづくりトータルソリューション花巻市

株式会社ツガワ 花巻工場D-14
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【ホップの里からビールの里へ】
〜地域資源を活用した地域創生！〜
柳田國男の名著『遠野物語』の舞台として知られる遠野市。民話のふるさととして、「語り

部」によって多くの昔話が今に語り継がれています。なつかしい口調で語られる昔話は、変
化の激しい現代社会の中で、わずかに残された日本の習俗と文化と言えます。

周囲を山々に囲まれ、どことなく異世界観すら漂わせる遠野市は、地域づくりの面でも独
自性際立つ取り組みが展開されており、ビールの里構想もその一つに掲げられます。

冷涼な気候に恵まれた遠野市は、ビールの原料となるホップの栽培に適しています。しか
しながら、遠野産ホップの生産量は減少し続けています。

そこで遠野市では「ビールの里構想」を掲げ、市内の農家やレストラン、JA や岩手銀行と
ホップの生産拡大に取り組んでいます。さらに、キリングループや農林中央金庫が、ビール
の里構想の核となる農業生産法人支援を表明し、新規就農者の獲得や交流人口の増加に貢献
するとともに、国産ホップの生産拡大やブランド価値の向上、地域活性化などにつなげてい
く計画です。

地域資源であるホップを活かした地域創生のチャレンジが、大勢の人々の手によってスタ
ートしました。

【あなたも巻き込まれてみませんか？】
岩手県のほぼ真ん中にある花巻市。「花巻」、「大

おおはさま
迫」、「石

い し ど り や
鳥谷」、「東

と う わ
和」４つのエリアには

地域に根付く伝統芸能や美味しい食べ物、そこでしか見られない美しい風景があります。登
山やスキーを楽しめるスポット、温泉も魅力です。

花巻市では、そんな花巻の魅力を「まきまき花巻」というウェブサイトで発信しています。
ガイドブックには載っていないようなディープな場所や、そこで暮らす人を、様々な目線で
市民ライターが記事にしています。市民ライターは、花巻に縁のある方をはじめ、地元の高
校生、花巻市地域おこし協力隊などなど。花巻で暮らしているひと、旅行で訪れるひと、故
郷花巻から離れて暮らすひと…。そんなすべてのひとに、知ってもらいたいことが沢山詰ま
っています。
「まきまき花巻」には、花巻市とつながる人を増やしていきたいという想いから、人を巻き

込んでいくという意味が込められています。ここ最近では、大迫のぶどう作りに巻き込まれ
ている大学生が続出しているというウワサも…。

花巻の人たちの仕事や暮らし、大切に受け継がれてきたもの。一度行ってみれば、ひとと
場所は自分とつながります。そこでお会いしたひとがまた新しい出会いを教えてくれたなら、
巻き巻きとまるでカタツムリのように輪が広がっていくことでしょう。

きっとあなたも、いつのまにか巻き込まれているはず？

＃自治体　＃ホップ　＃ビールの里　＃遠野物語

＃自治体　＃まきまき花巻　＃伝統芸能　＃地域おこし協力隊

遠野市

花巻市

遠野市

花巻市

中央部エリア

D-16

D-15
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

私たちはトヨタ紡織グループ（世界26カ国、100拠点、従業員約4万7,000名）の一員で
あり、トヨタ自動車東日本 ( 株 ) にて生産される C－HR、アクア、シエンタ、カローラフィ
ールダー、カローラアクシオの自動車内外装部品（シート、ドアトリム、フェンダーライナー、
エンジンアンダーカバー）を生産しています。

今年2月に創立6１周年を迎えた当社は、岩手県北上市に本社を置き、岩手県2工場、宮城
県1工場にて生産、東北発世界ブランドの製品づくりを通してグローバルに活躍できる人材
を育成、社員のやりがいや自己実現を支えるため、基礎から体系的に教育を実施しています。

また元気にイキイキと働いていただくため、労使で社内イベント（ボウリング大会、納涼祭、
秋まつり、BBQ、ソフトボール大会、クリスマス会、旅行　など）を実施したり、職場環境
の向上や福利厚生制度の充実を図っています。自社所有の保養所（安比高原スキー場）に加
え、宿泊やレジャー、飲食店等が会員価格で利用できる福利厚生サービスにも加入しています。
内定した時点から利用可能です！

【若手社員も新分野に挑戦できる】
鋳物事業部門は、少量多品種生産という難しい課題に挑戦し、日々研究開発を行っています。

10トンクラスの大型鋳物を生産できるのは東北では当社のみ。さらにエンジニアリング事業部
門は、北東北初のロボットシステムインテグレーターの技術を習得しながら事業を進めています。
一緒に新分野に挑戦して下さる方、岩手で研究開発をしたい方を求めています。

【岩手から海外に発信】
今年度より本格的に始動した「鉄器プロジェクト」南部鉄器のふるさと岩手から、より軽く、

錆ない鉄製の調理器具を開発して世界に通用するブランドを目指しています。商品のデザイン
から販売まで、すべて社内で行っています。ぜひ、ブランド作りのお手伝いをして頂けませんか！

【転勤なし】
創業以来70年に渡り、地元・岩手で安定した経営を行ってきました。工場も事業所も岩手の

みですので、転勤することはありません。
【専門分野外の方も技術者に】

入社してからの充実した研修で、技術者に必要なさまざまな知識・技術・資格を習得できます。
さらに、外部の研修に参加する費用はすべて会社が全額負担します。「ものづくり」がしてみた
い方を歓迎します。

【女性が働きやすい】
育児休業取得率100％。子育てをしながら活躍している社員が沢山います。お子様が急に熱を

出した・・・そのような緊急事態が発生しても社員同士が助け合えるアットホームな職場です。

＃ものづくり　＃自動車内外装部品　＃東北発世界ブランド　
＃グローバル

#ものづくり　＃鋳造部品　＃ロボット関連装置　
＃鉄器プロジェクト　＃デザイン　＃女性活躍

北上市

北上市

トヨタ紡織東北株式会社

岩手製鉄株式会社

内陸南部エリア

E-1

E-2

☆
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大森クローム工業株式会社は、工業用のクロムめっきを事業とする会社です。めっきは、部
品に対して熱に強い、摩耗しにくいといった付加価値をつけたり、見た目を良くしたりといっ
た効果をもたらす技術です。大森クローム工業では何か製品を作っているわけではなく、製品
を作るための機械を構成する部品にめっきを施しています。例えば車には多くの部品が必要で
すが、その部品を作るための機械の部品を作っているのです。そのため自分たちがめっきを施
しているものが何に使われ、最終的に何が出来上がったのか分からないこともあります。

このような事業であるため、日常生活で自分の仕事が役に立っていると感じられることは多
くはありません。しかし普段の生活で目にする商品のほとんどに、自分たちがめっきを施した
ものが関係しています。例えばペットボトルを作る機械の部品にめっきをしないと機械の寿命
が短くなってしまうため、ペットボトルを用いた商品の価格が高騰してしまいます。こう考え
ると日常生活に自分たちの仕事が少なからず役立っていると感じられ、やりがいに繋がります。

本社は東京にありますが、岩手での採用を多くしたり地元の小・中学生に対して社会科見学
を実施するなど、地域との繋がりも大切にしています。裏方の仕事ではありますが、今まで続
けてこられたという自信と、日本で必要不可欠な存在であるという誇りを持って、伝統を大切
にしながら新しいことに挑戦していきたいと考えています。

我が社は、「創意あふれる豊な技術力を基に、明るい社会生活に貢献できる製品を造りだし、
夢に、未来に、弛みなく挑戦する｣ を会社の経営理念とし、お客様と一緒に ｢設計・開発｣
段階から関わり、ものづくりの入り口から製品検査・出荷までを担っております。

例えば医療機関で使われている ｢血液分析装置｣ や ｢DNA 核酸抽出装置｣ などの医療分
析機器や、精算機などの情報端末機器といった多種多様な電気機器の製造を請け負い、製造
に掛かるコストの削減、開発から製造そして出荷迄の一貫した物づくりでお客様の要求にも
対応しております。

またこれまで培ってきたノウハウを活かした細やかな検討・提案を行い、常にお客様の ｢
声｣ を聴きながら一緒に製品を作り上げていく良きパートナーを目指しています。

近頃では当社で製造出荷した製品が同じ地域の病院や店舗などに設置され、それらを実際
に使っているお客様の姿を目にするにつけ、私達も社会に貢献できる製品を作っているんだ
ということを改めて実感する機会が多くなっています。

本社は北上にあり、転勤はありません。従業員は235名で、男性157名、女性78名の人
員構成です。入社後は先輩社員の指導のもと、1つ1つ業務をマスターし、スキルを上げてい
きます。

＃ものづくり　＃クロムめっき　＃部品を作る機械の部品　
＃目に見えない活躍

＃ものづくり　＃医療分析機器　＃情報端末機器　
＃一貫したものづくり

北上市

北上市

大森クローム工業株式会社

谷村電気精機株式会社

E-3

E-4

内陸南部エリア

☆
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社は、長野県諏訪市に本社がある「精密部品メーカー」で、岩手県北上市に工場があります。
腕時計部品の製造から始まり、米粒よりも「極小」で「精密」かつ「薄物」部品の製造を

得意としています。
現在は、腕時計はじめ、自動車、医療、情報・産業機器向け金属部品の金型設計・製作から生産、

COF 実装における設計から生産、世界的権威のある学術雑誌 Nature に掲載の論文にも多数
登場する「iPRECIO®」の開発を行っています。

本年においては若者の採用・教育に積極的な企業に送られる「ユースエール」や子育てサ
ポート企業に送られる「くるみん」の認定を受けました。仕事と家庭・プライベートを両立
して働ける制度があることが特徴です。

また、「個人の成長が会社の成長」という経営理念にのっとり、内定者教育や職場外研修、
資格取得を支援する制度があり、個人の成長を会社全体でサポートしています。

その他にもフレックスタイム制／フレックス休暇の導入、” さん ” コミュニケーションで働
きやすい環境を整えています。

「たくさんの良いモノを世の中に加えていきたい」その想いから設立して60年以上になる
金型メーカーです。株式会社多加良製作所は、本社を東京に構え、岩手県北上市に金型の製
造工場があります。
「金型」とは作りたい製品の形を鉄材に型取り、そこにプラスチックや金属などの材料を流

し込んだり圧力を加えたりして、モノを大量に生み出す道具です。金型はモノづくりには欠
かすことのできない道具として広く世の中に貢献しています。

当社が手掛ける金型は超精密金型に分類され、部品を0.001ｍｍの精度で作りあげます。そ
のため、スマートフォン、半導体、自動車、家電、文房具などの様々な分野で使われており、
皆さんが日常で使っているものも当社の金型からできたモノかもしれません。また当社で扱
う金型は、そのほとんどが新製品・研究開発品用の金型になります。新しいモノを作りあげ
ることは難しいこともありますが、まだ世の中に出ていないモノに触れられる面白さがあり
ます。そして、新しい技術で夢を形にしていくことが当社の使命です！！

そんな当社は「仲良く愉快に」というカラーがあらわしているように、先輩社員や後輩社
員の垣根をこえて話しやすい雰囲気があります。仕事でわからないことも聞きやすく、自分
の意見を言い合える環境です。また春には新入社員歓迎会、夏には納涼祭、年末には温泉で
1泊2日の忘年会など、楽しいイベントが多数あります！！！！

#ものづくり　＃精密部品　＃ユースエール　＃くるみん　
＃仕事と家庭・プライベートの両立

＃ものづくり　＃金型　＃超精密金型　＃北上

北上市

北上市

株式会社ミスズ工業 岩手工場

株式会社 多加良製作所

E-5

E-6
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株式会社 WING は、1999年創業以来、樹脂製品製造を核として、半導体・液晶製造装置分
野をはじめ、医療機器・自動車・光学・一次産業である農業・漁業関連と多岐にわたり樹脂加
工を事業としてまいりました。工場内では最先端加工機で製作される高難易度部品と人間が持
つ知恵と繊細なものづくり能力を融合させ、求められる最高の製品を提供しています。手加工
作業には接着・曲げ・溶接加工があり、業界ではトップクラスの製造技術を誇ります。

また若手でも活躍できる場が数多くあり、入社2年で環境管理グループのリーダーになって
いる社員もいます。製造知識が無くても、入社後に行われる研修や実務で知識・技術を習得し
ていただきます。一人ひとりのスキルに合わせて製造するものを変えるので、無理なく作業でき、
技術の向上を実感できるのも魅力です。

WING は未来の発展を想像し成長しようとする想像力と技術の向上を目指し、新技術を生み
出そうとする想像力を「ものづくり」の源と捉え、強い意志と創作力で製品製造に励み地域社
会に貢献する企業を目指します。

岩手は今、自動車・半導体・ILC など、最先端技術を必要とする産業が集積してきています。
私たちはこれらの成長分野が必要とする要求を常に提供できる企業となることで、岩手から全
国へはばたきたいと考えます。

2017年12月には、全国2.148社（岩手県46社）のうちの1社として、経済産業省より「地
域未来牽引企業」に選定されました。

東芝メモリ岩手株式会社は、フラッシュメモリ世界シェア第２位の東芝メモリ株式会社の
四日市工場に次ぐ製造拠点として2017年12月に設立した会社です。2018年7月から製造
棟の建設を開始しており、2019年に製造設備の導入立上げ、2020年に製品出荷を行なう予
定です。

フラッシュメモリは、エンタープライズ用サーバやデータセンター向けを中心に今後も需
要の拡大が見込まれています。弊社では、将来の需要拡大に継続的に対応するために、3次
元フラッシュメモリ「BiCS FLASH™」を生産していきます。
「BiCS FLASH™」の製造には幅広い知識・技術が必要ですが、技術者の中には入社するま

で半導体に触れたことのない方も多く、学生時代の専攻には拘らず、新しい技術へのチャレ
ンジに果敢に立ち向かう人、情熱にあふれる人を求めています。自らの考えや意思を発信でき、
世界 No.1を目指すモノづくりに挑戦したいあなた。私たちと一緒に、北上の地から、岩手
の知を結集し、東北の力を示して、最先端の土俵で世界と戦いませんか。

＃ものづくり　＃樹脂加工　＃高難易度部品　
＃トップクラスの製造技術　＃地域未来牽引企業

＃ものづくり　＃フラッシュメモリ　＃最先端　＃世界シェア第2位

北上市

北上市

株式会社 WING

東芝メモリ岩手株式会社

E-7

E-8

内陸南部エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

株式会社小田島組は、県内全域で土木工事を行っています。東日本大震災をはじめとした自
然災害の復旧・復興工事や、民間の工事などで幅広く活動し、国や県から表彰を受け高い評価
を頂いています。

小田島組は1985年に設立され、従業員数は104名、売上高はここ10年で４倍になり、急成
長を続けている会社です。近年、採用活動が盛んで社員の半数以上が10代、20代と若く、社
員教育に力をいれています。2017年には厚生労働省ユースエール（若者育成）認定企業に２年
連続で認定されました。多くの人を採用し育てることで社会へ貢献することを目指しています。
「スコップとパソコンを使える社員」をモットーに様々なことに取り組んでいます。環境整備

が土台となり仕事をやりやすくする環境を整え、役職にあった研修で多くのことを学び、IT や
クラウドサービスの導入により仕事の効率化を進めています。社員同士コミュニケーションをと
れる場を強制的に設け、チームワークも大切にしています。顧客満足度だけでなく社員満足度
の向上も成長し続けている秘訣だと思います。

また年に４回、県内全域で地域貢献活動も行っています。この取り組みが評価され北上市か
ら感謝状を３年連続受賞しました。

これからも小田島組はお客様や社員、地域住民の方から信頼される関係を築き、岩手県
NO.1の土木建設会社を目指します。

◆未来を映す。技術を写す。　“ ディー・ティー・ファインエレクトロニクス　（DTF）”
IT= デジタル = 半導体デバイス。半導体デバイスをつくるうえで、欠かせないのがフォト

マスク。当社は、半導体製造のキーパーツである「フォトマスク」を通じて、人々の暮らし
と産業の未来を創造します。
◆ D（大日本印刷）＋ T（東芝メモリ）＝ Global Brand

DTF は、半導体用フォトマスク製造の量産化技術を誇る大日本印刷と、微細化技術で世界
の半導体業界をリードする東芝メモリとの共同出資企業です。両社の融合により、技術開発
から量産・販売まで、フォトマスクの一貫生産体制を確立し、無限の可能性を秘めた世界の
半導体業界を牽引できる企業として躍進しています。高精度な半導体製造には欠かせない、
微細化技術と量産技術の融合から生まれる世界 No.1ブランドです。
◆ D（大日本印刷）＋ T（東芝メモリ）＝∞

DTF は、人と設備と材料に先行投資し常に世界に先駆け最先端のフォトマスクを開発・供
給しています。

開発・製造拠点は、神奈川県　川崎工場（本社）、岩手県　北上工場にあり、それぞれ相互
補完体制を保持しつつ、最先端のクリーンルーム・製造ラインを整備・構築し、次世代フォ
トマスク製品の開発・量産化を実践しています。

＃ものづくり　＃土木工事　＃若者育成　＃スコップとパソコン

＃ものづくり　＃大日本印刷　＃東芝メモリ　＃半導体　
＃フォトマスク

北上市

北上市

株式会社小田島組

ディー・ティー・ファインエレクトロニクス株式会社

E-9
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地域を少しでも良くしたいと思っている皆様を建設工事でお手伝いする。これは弊社が地元
で建設業を営む上で常に大切にしていることです。

1946年（昭和21年）、岩手県北上市にセメント瓦の製造・販売業として創業して2018年で
73年目。お客様の要望と時代の流れに応えながら、工場や商業施設などの建築工事、道路や水
路などの土木工事、そしてお客様オリジナルの家を作る住宅工事を中心に、北上市の総合建設
業として地元に貢献できるよう社員一同、日々励んでいます。「働きがいがあって、元気でやさ
しく、誠実で品格のある会社」を理想として、 ISO9001を基に品質管理を行い、社員教育や資
格取得を積極的に奨励し、新しい知見を常に取り入れながらお客様のニーズにお応えできるよ
うに努めております。

創業者の想いである「社員は家族」を体現するよう、社員同士の懇親を目的とした研修旅行
や家族ぐるみの交流イベントも毎年行い、家族のようにみんなで支えあい助け合っています。

社会貢献活動（CSR）も積極的に行い、特に交通安全には力を入れ全社員でコンクールに応
募して目標達成を目指しております。この他、「エコアクション21」の認証や「いわて地球環
境にやさしい事業所」への認定など環境にやさしい取り組みも行い、建設工事以外にも地域社
会へ貢献できるように努めております。

お客様、地域そしてそれに関わる全ての方と共に、創業100年を目指してこれからも邁進し
て参ります。

〜輸送の「運ぶ」を支える会社〜
当社は、いすゞ系列の自動車部品メーカーとして、トラックおよび建設機械用の鋳造部品を

生産しています。国内に3工場、海外に1工場の生産拠点を有し、北上工場ではシリンダーブ
ロック、シリンダーヘッド、フライホイール、ブレーキドラム等の鋳造部品を生産しています。

自動化された生産ラインと熟練の技を活かし、製品開発から生産・加工・組立まで自社で一
貫生産を行っており、出荷された製品は、いすゞ自動車様をはじめとした車両メーカー、建設
機械メーカーに納入され様々な輸送機械で使われています。これまでの経験と実績を基に新し
い事業分野（産業ロボット等）にも参入し、鋳造部品メーカーの「リーディングカンパニー」
となれるように取り組んでいます。

日々の生産活動では、「安全第一」をスローガンに、事故・怪我の発生を未然に防ぐ地道な
安全対策を行うとともに、生産過程で発生した大量の鋳物砂を自社の砂処理施設で回収および
再生利用を行っています。限りある資源の有効利用と廃棄物の排出抑制を通じて、人と環境に
配慮した「ものづくり」を行っています。
「鋳物を究めて、社会に貢献する」を企業理念として、取引先や地域社会から信頼される存

在になることを使命と考えて、豊かな社会造りに貢献できるように邁進して参ります。

＃ものづくり　＃総合建設業　＃ISO9001　＃社員は家族　
＃社会貢献活動　＃創業73年目

＃ものづくり　＃いすゞ　＃鋳造部品　＃自動車部品

北上市

北上市

千田工業株式会社

株式会社アイメタルテクノロジー
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内陸南部エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社は1981年3月にビルメンテナンス会社として釜石市で発足し、北上市、滝沢市に拠
点をおいております。各拠点にて、ホテル業、建設業、土木業、人材派遣業、警備業の事業
展開をしています。

北上市での展開が目覚しく、トヨタ自動車東日本の工場構内にて業務を直接受注し、保全
作業、清掃業務の仕事で業務展開をしております。

関連業務で建設業の分野ではトヨタホームの施工も手掛けており、県内外にて住宅の新築
工事を請け負っております。

一般土木工事業の分野では、北上市、金ヶ崎町等を中心に業務を展開しております。
当社は柔軟性と行動力で業務の幅を拡げ、業務間をコラボレーションしながら人材の育成

に重点を置いています。
また、配属先での他の分野に興味があったり、マッチングが取れないようであれば展開し

ている他の分野で活躍してもらう事も可能です。それにより、個人の特性を生かしながら地
域の発展に貢献し、必要とされる企業を目指しています。

開業34年目を迎えた当事務所は、「 Your Success is Our Mission（みなさまの成功が我々
の使命です）」を経営理念とし、地元岩手の中小企業の経営課題に対して財務面から見た専門
家（公認会計士、税理士、中小企業診断士）としてのアドバイス業務を行っております。企
業がその経営理念・目標を達成し、広く社会に貢献し続けることを願い、経営者にわかりや
すい財務報告を行うとともに、今後の経営課題に対しての方向性をともに考えていくことが
大切だと考えています。月次の会計処理・決算業務はもちろん、事業計画や税務対策、事業
の承継対策、社員研修など様々な業務支援を行うことで、クライアント企業の財務体質の強
化と継続性を目指します。

スタッフ11名は、資格取得などそれぞれの目標に向かって積極的に行動しており、仕事・
地域・家庭・趣味などのバランスを保ちながら業務に向かい、楽しくやりがいのある職場環
境を作っています。毎年、秋の研修旅行（本年は東京はとバスツアーなど）はお互いのコミ
ュニケーションを深め、知識と見聞を広め、体験を通じて各地の価値を感じて、その後の業
務に生かしています。来年には、税理士法人化を計画しており、個人事務所から法人組織化
したコンサルティングオフィスを目めざし、人財の確保と定着に力を注いでいます。

＃ひとづくり・まちづくり　＃ビルメンテナンス　＃警備　
＃ホテル　＃建設

＃ひとづくり・まちづくり　＃中小企業の経営課題　＃財務報告　
＃法人化

北上市

北上市

東陵総業株式会社

公認会計士 ･ 税理士　堤 研一事務所

E-13

E-14
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【地域密着型のシステムインテグレーター】
当社は、創業当時からデータセンターを持ち、300社以上にネットワークでのサービスを

提供してきた強みを生かし、クラウドサービスの拡大に力を入れております。
また、システムインテグレーターとしてお客様のニーズにあった情報システム開発を、企

画から設計・開発、運用まで一貫して担っております。近年は、ロボットプログラミング体
験教室などを開催し、AI やロボットにも力を入れています。

【明るく、楽しく】【全員主役、全員脇役】
社内の円滑な人間関係が、お客様とのコミュニケーションにも繋がるとの考えから、｢明る

く、楽しく｣ ｢全員主役、全員脇役｣ をモットーに日々の業務を進め、一人ひとりの個性に即
した教育システムでスキルアップを図っております。また、わからない事は先輩が詳しく教
えてくれる、聞きやすい環境の中で OJT をすすめています。
「社員教育」「福利厚生」の充実を図り、働きやすい環境づくりに努めており、女性社員の

育児休業取得、復職率は100％を継続中です。「残業ゼロ」活動も功を奏し、昨年度の１人
当たり１ケ月の平均残業時間は7.8時間。今年度はこれを下回る見込みです。

仕事とプライベートをきちんと切り分け、メリハリのはる仕事を心がけ、品質向上につな
げています。

昭和61年、法人の前身であるかなざわ内科の開設当初より在宅医療を先駆け、現在も力を
入れて取り組んでいます。在宅医療を通して、患者様や、患者様を介護するご家族様が様々な
負担を抱えていることを知り、その負担を少しでも軽減できるよう、各種医療・介護サービス
を総合的に提供する在宅ケアシステムを構築してきました。患者様やご利用者様が、必要な時
に必要なサービスが受けられるよう、24時間365日体制で利用者様ひとりひとりに寄り添い、
在宅生活継続の支援だけでなく、在宅復帰に向けたサービス提供にも力を入れています。

また、職員が安心して長く働くことができるように福利厚生の充実にも力を入れています。
事業所内託児所の設置や子の看護休暇、介護休暇、有給休暇の取得促進等、それぞれのライ
フステージに合った、家庭と仕事が両立しやすく働きやすい職場環境を整えています。無資格
の方でも介護福祉士国家資格の取得支援制度や、外部研修参加支援制度等、職員のスキルア
ップを支援する制度も充実しています。

医療や介護が必要な状態になってもいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる
よう、ご利用者様、ご家族様の想いを尊重し、その想いを実現できるよう、地域の声に耳を傾
けながら心のこもったサービスの推進と質の向上を目指しています。現在北上市・遠野市内８
拠点に22の事業所、約620名の職員で、更なる地域社会への貢献に努めてまいります。

＃IT ＃地域密着型　＃システムインテグレーター　＃AI　
＃ロボット　＃女性活躍

＃医療・介護・福祉　＃在宅医療　＃ケアシステム

北上市

北上市

株式会社システムベース

医療法人社団敬和会
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社は、本州最大級の約840ヘクタールの農地において、米、大豆、小麦、蕎麦の米穀作
物を中心に、野菜類、肥育牛（黒毛和牛）の生産と加工も含めた複合経営を行っています。
農作業ができなくなり耕作者がいなくなった農地や、耕作放棄地等の耕作依頼を受け、規模
を拡大してきました。米穀作物は、播種〜乾燥調製（製品）まで機械化一貫体系で生産して
います。昨年、自社直営店（焼肉店）をオープンし、安心・安全はもちろん、おいしさと楽
しさをお客様にお届けし喜んでいただける、そんな企業を目指しています。

クレアクロップス株式会社は、5年前に創業した農業法人としては新しい会社です。農業
を生業として家族経営でやってきた歴史は、初代がこの地に入植して70年。現在は4代目が

「農業を家業から企業へ」という志のもと、ただ生産するだけの農業ではない農業のカタチを
目指して作物と向き合っています。

自社のこだわりは収穫した農産物の届け方です。育てているのが「レタス」「人参」「小ネギ」
「水菜」などの作物です。いつもスーパーマーケットに並んでいる決して珍しくない農産物で
すが、これらを生産している農家さんが岩手県南部には少ないのです。そもそも少ないのに
これらを２〜６ヶ月間連続で出荷し続けられる農家さんが、ほとんどいないことに気が付き
ました。これを私たちが提供できるようになれば、もっとお客様に喜んでもらい元気になっ
ていただけると思いました。

今では届ける先の要望によって大きさや形、量、出荷時期などを事前に相談し、要望に応
じて生産を行っています。それによって、食べる人、使う人（お客様）が価格や品質に不便
なく食事が楽しめる環境をデザインすることができます。食のスタートである農業者である
私たちが、おせっかいなくらいに食べる人のことまで考えて育てた農産物は、このような形
で畑から食卓までつながっています。

＃農林水産・食・六次産業　＃本州最大級　＃840ヘクタール　
＃耕作放棄地

＃農林水産・食・六次産業　＃農業法人　＃農産物の届け方　
＃レタス・人参

北上市

北上市

株式会社西部開発農産

クレアクロップス株式会社

E-17

E-18



90

北上市は北上平野のほぼ中央に位置し、北上川と和賀川が合流する肥よくな大地に田園地
帯が広がる、自然豊かで美しいまちです。古くから交通の要衝としても栄え、東北の十字路
として交通の利便性にも注目されてきました。

そんな北上市をつくる市役所ですが、その仕事内容は多岐にわたっております。市民生活
に直結している各種手続きや相談窓口業務から、税金、教育、福祉、まちづくり、商工業・
農業等の産業振興などなど…。たとえば、現在北上市では東芝メモリの新工場を建設中ですが、
その誘致を行っていたのも市役所の職員です。自分の努力がこんなに大きく目に見えるかた
ちで返ってくるところには、本当に魅力とやりがいを感じます。

また同時に、働いている職員にもいろんな職種の者がおります。市役所と聞くと、事務仕
事ばかりと思われがちですが、事務職だけではなく、社会福祉、土木、保健師、保育士・幼
稚園教諭など、様々な職種があります。そして事務職でも、窓口や税金の計算など事務っぽ
い仕事から、お祭りやマラソン大会の運営など事務っぽくない仕事まで、たくさんあります。
そんな、全く畑違いの仕事を間近で見ることができるところも、市役所の魅力のひとつです。

人が産まれてから安らかなるときまで、必ずどこかでお世話になる市役所。誰かの人生の
役に立つことができるこの仕事を、私たちは誇りに思っています。

キンレイは、撚線機を製造する企業です。撚線機とは電線を作るための機械のことで、キ
ンレイでは自動車製造に必要な太くて強い電線を製造する機械と、医療用の細くて精密な電
線を製造する機械の2種類を主に生産しています。生産体制は７つの部門からできており、
顧客との相談から開発設計、生産、発送、アフターサービスまでを行う自社一貫体制で、取
引先は国内が50％、国外が50％と海外での取引も多く様々な経験を積むことができます。
また、必要な資格取得には全額会社負担するなど人材育成の面でも充実しています。自社一
貫生産によるフットワークの軽さと充実した職場環境、人材育成がキンレイの強みです。

海外とのかかわりが多いキンレイですが、地元との交流もしっかりと行っています。地元
の中学校、高校と連携して工場見学を受け入れています。もちろん相談があれば地元以外や
県外でも見学ができます。

これからも海外への進出をすすめて、撚線機のシェア No. １を目指します。またそのため
にもお客様とのつながりを大事にし、お客様からのどんなに小さな依頼でも誠心誠意応え、
一つでも困ったことを減らす。そうすることでお客様との信頼をさらに強いものにしていき
たいと思います。

＃自治体　＃交通の要衝　＃北上平野のほぼ中央　＃様々な職種

＃ものづくり　＃電線を作る機械を製造　＃資格取得支援　
＃海外進出

北上市

奥州市

北上市

株式会社キンレイ
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

【真空機器の老舗メーカー】
株式会社妙徳は、1951年東京都大田区に精密機械部品化工業として設立し、1972年には

エジェクタ式真空発生器と真空吸着パッドの販売を開始しました。1984年には岩手県江刺
市（現：奥州市）の江刺中核工業団地にいち早く工場を建設し、メーカーとしての基盤を確
立しています。ものづくりの自動化や産業用ロボットに不可欠な製品の製造・販売を行って
おり、小さな電子部品、重くて大きな鉄板、表面が丸い玉子やすかすかの即席めんなど、ど
んなものでも吸着・搬送できる技術は国内外で高く評価されています。

【開発志向の会社】
10年前に、開発部門の主な機能を岩手工場に移したことで、製造現場と連携した開発を行

えるようになりました。開発部門の魅力は、市場ニーズを踏まえながらも自分のアイデアを
製品に生かせることです。現在の開発テーマは多岐に渡っており、2018年からは材料研究
ラボを稼動させ、今まで以上にお客様のニーズに沿った製品開発を行っています。

【社内の雰囲気】
５日連続で有給休暇を取得できるリフレッシュ休暇制度の利用を推奨しています。前後の

土日と合わせて最大９日間となる休暇を利用して、海外旅行や自己研鑽を行う社員もいます。
2018年10月からはフレックスタイム制を導入し、さらに働きやすい会社を目指します。

「一緒に設計しませんか」
岩手から世界へ。これが私たちデジアイズです。
具体的に何をしている会社かと言うとわかりやすいところでは・・・
会計のときにコンビニやスーパーなどで目にする POS レジの『システム開発』や『製造』も
私たちの仕事のひとつです！

【デジアイズの魅力】
1 　トータルプロダクション　
デジアイズでは、企画・設計〜システム開発〜製造・組立〜出荷までの全工程を行っています。
さらには、それぞれの間にある品質管理や生産管理、生産技術、出荷管理などなど、会社内の
職種は多岐にわたります。やってみたい仕事があれば、チャレンジできるチャンスはすぐそこ
にあります。
2 　安定の業界がお客様
製品が納品される先は、生活必需品である「食品業界」、今やなくてはならい「物流業界」が
メインです。私たちが「考え」「作った」製品で、お客様の業務をサポートし、さらには発展
させていくことが可能です。
他にもまだまだ魅力はありますので、ぜひ当社のブースにお越しください。お待ちしています！

#ものづくり　＃真空機器　＃老舗　＃開発志向　＃材料研究ラボ

＃ものづくり　＃POSレジ　＃トータルプロダクション　
＃岩手から世界へ　＃残業ゼロ活動

奥州市

奥州市

株式会社 妙徳

株式会社 デジアイズ

E-21

E-22



92

【Constructing our Future】 < 私たちの未来を建設する >・・・これは工藤建設の経営理
念です。

地元密着の建設会社が、広い視野を持ち、地域が必要とする仕事に対応して、地域を振興
しながら地域の未来を守っていく。これが地元地域を再生させるポイントだと考えています。

土木事業は、町の暮らしに欠かせない橋や道路など社会の基盤を支える建設物の新設及び
維持管理に不可欠な事業です。厳しい環境をより暮らしやすくする、私たちの町の環境を整
備することで、皆様が当たり前に安心して暮らせる社会や暮らしがいつまでも続くよう業務
を遂行することが使命です。未来型の土木工事業を目指し、常に課題を意識し進むべき方向
性を模索しながらも、困難なテーマに積極的に挑戦し続けます。これらを実現させるために
工藤建設では、ICT 施工の推進、従業員のキャリア形成の取組、自社オリジナルソフトウェ
アによる業務の迅速化などを実施しています。

建設業の社会的責任として、社内の創エネ・省エネは基より、自然エネルギー利用技術の
研究開発も行っております。その成果としては、東北初のパッシブハウス認定住宅の建築や
環境大臣表彰受賞など多くの実績・表彰をいただいております。
「地域に寄り添い、地域と共に成長することで、人と自然の調和した豊かな地域社会が実現

することを信じて・・・」

板谷建設は、総合建設業を事業とする会社です。全体の65% が土木工事、35% が建築です。
土木工事では、水路や田んぼ、橋をはじめとした数多くの工事や舗装を手掛けます。建築と
しては、学校や役所、高速道路を対象とする公共工事に加えて、要望に応じて個人宅のリフ
ォームも行います。

2011年の東日本大震災の時には、沿岸に支店が無いながらも率先して復旧工事に取り組
みました。震災の復旧工事は今も続いており、現在は陸前高田で工事を行っています。こう
した自然災害に対して力を貸すことができるのは、重要な地域貢献であると思います。

冬場は地域の除雪作業にも取り組みます。除雪作業は朝早くに実施することがほとんどで
あり大変です。リスクのある作業かもしれませんが、それでも地域を大切に思う気持ちから、
毎年続けて行っています。

今後の展望としては、地元に根差した会社であることが理想です。地元の人を雇用して、
社員がこの会社で働いていてよかったと思える会社でありたいです。社員の働き方に対する
希望に寄り添って、それを1人1人叶えてあげられるのは、中小企業の強みだと思います。

働くにあたって、大手や中小といった企業の大きさや、都会や田舎といった企業の場所に
よっていくつもの働き方があります。イメージだけで選ぶのではなくしっかり吟味して、自
分に合う働き方を選んでもらいたいと思っています。

#ものづくり　＃建設会社　＃未来型の土木工事業　＃地元密着

＃ものづくり　＃総合建設業　＃建築　＃地元に根ざす

奥州市

奥州市

工藤建設株式会社

板谷建設株式会社

E-23
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内陸南部エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

その部品が無ければ、ロケットは飛ばない〜下町ロケットモデル企業〜
【一緒に、ロケットのキーデバイス：バルブシステムを開発・製造しませんか！】
ながれ（流体）制御機器、装置のトップランナー。世界トップ技術、全産業でダントツシェア。

88年間一度も社員のリストラ無し。社員は人財宝。資格取得制度、社会人 Dr. 制度有。事業
内容は、宇宙開発（ロケット他 )・半導体製造・エネルギー・医薬食品、他全産業でのながれ（流
体）制御機器、装置を開発、設計、製造、販売、サービスしており、弊社バルブが大きな実績、
大きな貢献をしております。宇宙開発80％、半導体業界70％と独占シェア固持。

鋳造関連会社が約70社と多い鋳物の街、奥州市水沢羽田町で大正5年より鉄瓶製造を開始。
現在は南部鉄器から産業機械用鋳鉄部品まで幅広く生産できる強みを持ち、受け継いできた
技術を受け継ぐと共に、新しい技術の研究開発にも力を入れています。近隣にある奥州市鋳
物技術交流センターでは実験設備や分析機器などを利用でき、さらには岩手大学鋳造技術研
究センター水沢サテライトも併設され技術相談がすぐにできるなど、環境にも恵まれていま
す。当社の製品は鋳鉄素材として様々な産業で生かされ、縁の下の力持ちとして日本の産業
を支えています。

また、産業機械用部品の他に伝統工芸品である南部鉄器の製造も並行して行う中、伝統技
術と先端技術の良い所を取り入れ、独自に進化を遂げた新しい南部鉄器の開発に挑戦してい
ます。展示会や学会、研究会など自社の取り組みや商品を発信する場も多く、同業他社そし
て他業種との交流ができる機会があります。

日本の産業全体の高齢化が進む中、若い人材を育てることにも尽力しており、学歴や専門
知識が無くてもやる気と勤勉さがあれば学び、活躍できる機会があります。地方の中小企業
なので、まだまだ改善できる点は多く残されており、やる気とアイデアで誰もが主役になれ
る会社です。

＃ものづくり　＃ロケット　＃バルブシステム　＃トップランナー

＃ものづくり　＃鋳造　＃南部鉄器　＃産業機械用鋳鉄部品

奥州市

奥州市

株式会社フジキン

株式会社及精鋳造所
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吉川化成株式会社は、1950年に大阪で創業を開始し、今年で68年目を迎えるプラスチッ
ク部品の製造、販売メーカーです。資本金は1億8,000万円です。本社は大阪で国内工場は
岩手、静岡、奈良、大阪、大分にあります。海外はタイとマレーシアに海外法人があります。
今回ご紹介させて頂く岩手の東北工場は平成元年に奥州市江刺に現工場を竣工し、現在はオ
プトカンパニーの主力工場として OA 機器関連や車載関連の各種光学部品の成形加工と蒸着
加工を主に生産しております。身近にあるブラスチック部品ですが、私たちの工場で生産さ
れる光学部品はミクロンレベルの精度を要求され、また蒸着加工においては反射光を抑える
反射防止膜や逆に反射させるミラー部品、半分だけ透過させるハーフミラーなど、様々なニ
ーズに応えております。特にプラスチック製光学部品に施した蒸着膜の信頼性の高さは車載
関連メーカーから高く評価されており、近年では国内はもとより海外からも沢山のお客様に
ご来社者を頂いています。年々海外への光学部品の輸出も増加傾向となっており、今後は自
動車における自動運転に向けて各種センサーやレーダー、車載カメラ等の光学部品の受注拡
大を計り、安心で安全な車社会への貢献と地域の発展を目指して参ります。

経営理念「種を播き、水をやり、花を咲かせて実らせる」
たゆみない努力の積み重ねによって絶えず新しい仕事を創造していきます。
岩手ニチレキは、「道」創りを通して社会に貢献するため、
●優れた機能とコストを満足する道路舗装材料ならびに工法の提供
●国民の共有資産である「道」をいつも見守る高度なコンサルティング
●顧客から信頼される施工技術
これらを完全に一体化し、株主をはじめ幅広い顧客の皆様から信頼される「道」創りにな

くてはならない収益性に優れた企業であり続けるとともに、社員一人ひとりが能力を発揮で
き、働きがいのあることを経営理念としております。

ニチレキグループの企業文化そのものである「種播き精神」と経営理念をあわせて企業理
念と位置づけております。

岩手ニチレキは、ニチレキグループで自社開発、自社研究して誕生したアスファルト材料
や舗装工法、コンサルタント技術を駆使して、岩手県内のあらゆる道路の舗装工事をしてい
ます。

＃ものづくり　＃プラスチック部品　＃光学部品　＃蒸着膜

＃ものづくり　＃道　＃アスファルト　＃コンサルティング

奥州市

奥州市

吉川化成株式会社 東北工場

岩手ニチレキ株式会社

E-27
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

当社は昭和26年（1951年）東京都品川区にて創業以来、産業用スイッチや表示灯など産
業機器製品の、開発・製造・販売など一貫したサービスを通じて日本のものづくりに貢献し
てまいりました。また多様化するお客様のニーズに対して、産業用スイッチ・表示灯等のパ
イオニアとして、小型化、多色・高輝度化・省配線化にいち早く対応しており、照光式押し
ボタンスイッチなどでは世界でも有数のラインアップを揃えて、電力・鉄道等のインフラ事業、
国や自治体等の公共機関や公共設備、放送設備等の通信機器、医療や分析機器・娯楽機器な
ど多様なお客様に採用いただいております。

岩手工場は、昭和45年（1970年）県南の前沢町（現奥州市）にて稼働し、「より良い製品を、
より早くお客様へお届けする」をモットーに、当社の全製品の受注、生産、出荷及びこれら
に関連する購買、品質保証などの各部門を岩手工場に集結させ一貫体制で高品質、短納期の
ものづくりを実現しております。

まもなく創業70周年となりますが、100年企業を目指してグローバルな展開を図り、創業
以来のスピリット「お客様第一主義」をスローガンに、スピーディーなサービス、お客様の
製品の高付加価値アップに貢献し、お客様に信頼され、社外の関係先とともに成長することで、
希望と誇りを持てる企業を目指しております。

1948年 ( 昭和23年 )10月に、製材業として設立した当社は、現在
【『安全・安心』な未来をつくり、社会を『笑顔』でつなぐ】
という企業理念のもと、住宅産業の中で木造住宅の骨組であるプレカット加工の工場とし

て、社員数50名以上の企業となりました。
当社の規模ならではの特徴を生かしつつ、「安全で安心な住まいづくりに貢献する」を基幹

として品質を確かなものにすることは勿論のこと、誠実・丁寧・俊敏に行動し、誰からも信
頼される企業を目指して日々励んでおります。

2016年 ( 平成28年 ) 末に既存設備を更新し、2017年 ( 平成29年 ) には新事業の展開を
図っています。

今後は、木造住宅プレカット加工の枠を超え、新たな可能性に挑戦していきます。

＃ものづくり　＃産業用スイッチ　＃表示灯　＃パイオニア

＃ものづくり　＃製材業　＃プレカット加工　＃木造住宅

奥州市

奥州市

株式会社サンミューロン

株式会社丸岩

E-29

E-30



96

1962年（昭和37年）、創業者が砂利採取業をはじめたのが当社のスタートです。昨年創
業55周年を迎えました。以来土木、建築、住宅、不動産、運送、リサイクル業務と業容を多
岐に展開しております。特に建設機械やトラックを使って道路を作ったり、大規模な宅地造
成をすること、それを自社で施工することには自信があります。

震災直後、18棟の仮設住宅の造成と建築の仕事を担当しました。その後も毎年沿岸の復興
工事に従事しております。地元の皆様と親しくさせていただき、そのおかげで住宅新築工事
や造成工事、外構工事等もお世話いただいております。当社の企業理念は、「お客様のご要望
に適格にお応えするために社員の力を結集し、価値のある優れた品質を提供する」です。建
設業を通して良い仕事をし、お客様から感謝され、必要とされる企業となることで、地域社
会へ貢献したいと思っております。

EC 南部コーポレーション株式会社
代表取締役　　菅　原　　正　聡

当社は平成元年、大船渡市において青果市場で取り扱う野菜の加工からスタートしました
が、東日本大震災を転機に拠点を奥州市に集約し、原料調達から加工、流通まで一貫した生
産体制を図り、供給エリアは東北6県及び新潟県まで伸ばし、消費者に新鮮野菜を提供して
まいりました。カット野菜は廃棄物の軽減や必要量のみ調達できること等により、その利便
性から業務用から学校給食・介護用など、様々な分野からの需要があり、調理時間の短縮や
価格の安定、また、家庭内の調理では難しい味覚を提供していく等のニーズに対応していく
ことで、利用意識が高まってきています。そのような中、安心 ･ 安全を提供するため、独自
のノウハウで菌数を低くする洗浄方法を用いると共に、徹底した品質管理の下、おいしさと
安全安心にこだわり、さらには、カット野菜の加工工程で発生する残渣 ( 野菜の切りくず )
を堆肥に資源化することで、｢循環型原料調達 製品生産システム」を事業の柱にすることを
目標とし、食の安全とおいしさに加え、環境にやさしく、ムダのない生産形態の確立を目指
しております。

業務体制については、現場管理者がしっかりと指導する体制となっており、特にも衛生管
理については、座学や現場実習において徹底指導を行います。また、スキルアップとして各
種資格取得のサポート体制も整えており、希望者は積極的に講習会などへ参加することがで
きます。

＃ひとづくり・まちづくり　＃宅地造成　＃復興工事

＃農林水産・食・六次産業　＃カット野菜　＃食の安全　
＃おいしさ

奥州市

奥州市

ＥＣ南部コーポレーション株式会社

株式会社ハローワーク
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

アイディーエスは、奥州市水沢区に本社を置き、全国数百社各地のお客様のシステム構築
などの業務を行っております。自社開発パッケージである貸入金・貸付金管理システムは日
本で1、2位を争うほどの実績と信頼があります。さらに、企業の経営の効率化を図るための
ソフトウェアパッケージである GRANDIT は、メーカーのビジネスパートナーとして販売や
その企業に合わせたシステムの構築から導入・保守サービスまで手掛けています。積み重ね
てきた豊富な経験と業務知識を生かした提案、システム構築が私たちの強みです。

IT は東京のイメージが強いですが、岩手にいても東京の仕事ができます。そして、岩手の
小さな会社でも全国を相手に仕事をしていることに私たちはとても誇りを持っています。東
北をもっと認めてほしい！地元を知ってもらいたい！という思いや、地元の人が帰ってくる
ことができるように、これからもこの奥州市水沢を本社としていきたいです。また、東京へ
の転勤も多いため、岩手と行き来しながら、東京と岩手の楽しさを味わいながら仕事をする
ことも魅力です。

これからも、地元をもっと知ってもらうための PR 活動を通して知名度を上げつつ、常に
お客様、従業員、そして社会と共に幸せな未来を見つめ、変化を受け入れ、進化し続けてい
きます。

社会福祉法人愛護会は、岩手県南にある奥州市・金ケ崎町を中心に子ども、障がいをもつ方、
高齢者へ福祉サービスを提供する事業所です。
「たった1人しかない自分をたった一度しかない人生を本当に生かさなかったら人間生まれた

甲斐がないじゃないか」（路傍の石 - 山本有三）の一節を信条に、利用者の皆様の豊かな暮らし
と職員が生き生き働ける環境を目指しています。

保育園を主とした子どものための福祉サービス、障害を持つ方の住まいや、働く場、生きが
いの場、相談の場を提供する福祉サービス、地域密着型特別養護老人ホームを主とした高齢者
のための福祉サービスと多様な福祉事業を提供しています。

また、近年には、奥州市・金ケ崎町において制度のすき間で困っている方、支援を必要として
いる方への公益的な取り組みにも力を入れております。

職員は、女性が300名、男性が100名勤務しており、育児休暇、介護休暇の取得率が100％
であることや、リフレッシュ休暇の取得を積極的に勧めており、働きやすさ、休みが多いことも
魅力です。

さらに、「人を育てる」を心がけ、定期的な個別面談、職場内外における研修や、法人独自に
働き方セミナーの開催、職員互助会や、労働組合によるスポーツや芸術活動へのサポートなど多
様な面で若手職員を応援し、仕事もプライベートも生きがいをもち輝けるように支援しています。

#IT  ＃システム構築　＃奥州市水沢　＃GRANDIT

＃医療・介護・福祉　＃子ども　＃障がいをもつ方　＃高齢者　
＃女性活躍

奥州市

奥州市

株式会社アイディーエス

社会福祉法人 愛護会

E-33

E-34



98

奥州市は、岩手県の内陸南部に位置し、奥羽山脈と北上山地に囲まれた緑あふれるまちで、
きれいな水と肥沃な大地に育まれ、日本最高峰のブランド牛「前沢牛」、最高級品として取引
される「江刺りんご」、海外でもその技術が認められる伝統の「南部鉄器」など、農業、商業、
工業のバランスが取れた非常に良いまちです。

そんな中、奥州市ではスポーツがホットな話題となっています！
毎年５月には、東北唯一の春の主要フルマラソンで、「全国ランニング大会100撰」にも

選ばれた『いわて奥州きらめきマラソン』を開催しています。
また、胆沢ダム直下に、水量が安定し関係者から高い評価を得るカヌー競技場があります。

昨年からはジャパンカップも開催され、東京オリンピックの合宿地としても注目されていま
す。週末には『カヌー教室』を開催し、多くの子どもや女性の参加がありました。

さらに、今シーズン、大リーグエンゼルスで活躍した大谷翔平選手は奥州市出身です！ふ
るさとからの熱い応援メッセージを届けるため、背番号17にちなんだ毎月17日を『大谷デー』
として、職員が大谷選手のレプリカＴシャツを着用して執務にあたっています。

みなさんと一緒に、奥州市をますます盛り上げていきたいと思います。みなさんのご来場
をお待ちしています！

「ALONE」の語源は、ALL ＝ ONE
一切他の力を借りずに独力で開発に取り組み、常に技術の先端を担うことを目標に事業活

動をしています。フォトエッチングと精密拡散接合の技術を駆使して、従来工法では不可能
であった金属製積層3次元構造の精密加工を実現しています。エンジニアの夢を現実にする
独自技術で社会へ貢献している会社です。

東京都港区に本社と岩手県南の一関市に２拠点の工場を展開し、いわての地から全国へ製
品供給をしております。

お取引先様のほとんどが大手メーカーで、当社のオンリーワン技術の製品を高くご評価い
ただいています。独自のものづくり技術を評価され、経済産業大臣より2008年「元気なモ
ノ作り中小企業300社」にも表彰されました。

お客様の夢を現実に、独自技術で未来をひらく、アロン社にご期待下さい。

＃ひとづくり・まちづくり　＃前沢牛　＃江刺りんご　
＃南部鉄器　＃大谷デー

＃ものづくり　＃ALL=ONE　＃金属製積層3次元構造　
＃精密加工　＃エンジニアの夢を現実に

奥州市

一関市

奥州市

株式会社アロン社

E-35

E-36

内陸南部エリア
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☆

☆

ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

平野組は、岩手県一関市に本社を置く総合建設業の会社です。事業内容は建築工事・土木
工事全般で、合材プラントも保有しており、舗装工事や地滑り工事も得意としています。工
事をするにあたっては地元住民との交流も多く、まさに地域に根ざした仕事内容であると言
えます。仕事全てが身近に関わることが多いので、日々の生活の中で自分たちの仕事に誇り
を持つことができます。また、生活に身近だからこそ工事を行う際は地域の方々とたくさん
話して、より利用しやすいように希望を叶えることを理想としています。

また、今年で第5回目となった平野組杯 U-10少年サッカーをはじめ、ボランティア活動
や多くの地域貢献活動を行い続け、地域との関わりを大切にしています。

職場内は年齢に関係なく全員が仲良くわきあいあいとしています。最近では女性の社員も
増えてきており、年齢や性別に関係なく気兼ねなく話すことができます。ベテランの先輩方
からのアドバイスもたくさんもらうことができるので若手でも緊張し過ぎず、生き生きと働
くことができる職場です。学生時代に学んできたことだけではなく実際に現場に出て学ぶこ
とが多いため、机の上だけでは分からないようなこともたくさんあります。現場で学んだこ
とをどんどん吸収し、自分が関わっているものが出来上がっていく達成感をぜひ味わって欲
しいです。

かさい農産では、東京オリンピックの食品の基準にもなっている ”GLOBAL G.A.P”、日本
版の ”JGAP” に岩手で初めて認証され、素晴らしい農業の取り組み方で葉物から根菜まで年
間15品目の野菜を出荷しています。また、そのほかにも “ ごぼう茶 ” や “ 野菜パウダー ” な
どの商品も加工販売しています。野菜生産、加工を支えているのが女性や障がい者、超強力
人材と頼られる高齢者の方々です。自由や対応が効く農業は子育て世代の女性や高齢者の方
に優しく、加工は地域の障害者就労支援を担っています。また、月に2回開かれる産直は野
菜を売るだけでなく、お茶を出したり郷土料理を振舞ったりするなどして地域の方の居場所
づくりの役割も兼ねています。さらに、第一次産業である農業は近年、後継者不足が深刻化
しており、維持・継続が危ぶまれていますが、かさい農産では独立のための研修もおこなっ
ており、既に5人の新規就農者を輩出しています。

そこには、人間らしく自信をもって生きる、古き良き日本人らしい働き方があると感じて
います。単に作って出荷するのではなく、出荷するまでのストーリーに価値がると考えてい
ます。見たり嗅いだり味わったり触ったり、いろいろな価値観から生まれるアイデアを実現
して、これからも価値としてお届けしたいと思っています。

農業のようで農業ではない、これから私たち日本が求めているものが、ここ川崎町にあり
ます。

#ものづくり　＃総合建設業　＃地域に根ざす　
＃平野組杯U-10少年サッカー

＃農林水産・食・六次産業　＃GLOBAL G.A.P ＃JGAP ＃ごぼう茶　
＃新規就農者

一関市

一関市

株式会社平野組

有限会社かさい農産

E-37

E-38
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一関市は、岩手県の南端、南は宮城県、西は秋田県と接し、盛岡市と仙台市の中間地
点、東北地方のほぼ中央に位置し、東西は約63km、南北は約46km あります。総面積は
1,256.42k㎡、人口は117,814人（Ｈ30.10.1現在）で、面積・人口とも岩手県で２番目です。

市の西側には栗駒山や須川温泉、東側には室根山や北上高地など豊かな自然、厳美渓や猊
鼻渓といった名所があり、世界文化遺産「平泉」の関連遺産である骨寺村荘園遺跡、国の指
定重要無形文化財である室根神社特別大祭、大東大原水かけ祭りや藤沢野焼祭など地域の特
色ある祭りもあります。
「もち食文化」の発信地として全国ご当地もちサミット、一関・平泉バルーンフェスティバ

ルや地ビールフェスティバルといったイベントでは全国から多くのお客様をお迎えしていま
す。

市民が主体となり、ILC（国際リニアコライダー）を基軸としたまちづくり、資源・エネル
ギー循環型のまちづくり、明るい未来につながる持続可能なまちづくりを柱として、新たな
時代への堅固な第一歩となるまちづくりを進めています。

ドローンスクールジャパン岩手金ケ崎校は、ドローン操縦士を養成するための学校です。
ドローンは近年さまざまな分野で利用され、今後もその用途の拡大が期待されています。

大きな自然災害が発生した時は、被害把握や復旧に向けた各種調査でドローンの活用が目立
ちました。地上からは近づけない危険箇所も、上空からの撮影によって状況が早期にわかり、
安全対策や復興計画に大きな役割を担いました。

当スクールでは趣味の空撮用から産業用まで、ドローンを操縦される方の目的に応じた、
技能と知識を習得する事ができる実践的なカリキュラムをご用意しています。ドローンに全
く触れたことのない方向けの「フライトコース」では、円移動や四角移動等、ドローン操縦
士に必要な25種類の技能が２日間で習得できます。また、「ビジネスコース」では８の字旋
回や赤外線カメラ撮影等、産業用ドローン操縦士に必要な20種類の技能が２日間で習得でき
るコースとなっています。そして、「スマート農業コース」では農薬散布のオペレーターとし
て専門的な知識、操縦方法を身につけることができ、一般社団法人農林水産航空協会「産業
用マルチオペレーター技能認定証」を取得することができます。

＃自治体　＃東北地方の中央　＃世界文化遺産　＃平泉　
＃バルーンフェスティバル

＃ひとづくり・まちづくり　＃ドローンスクール　＃フライトコース　
＃ビジネスコース　＃スマート農業コース

一関市

金ケ崎町

一関市

DS・J 岩手金ケ崎校

E-39

E-40

内陸南部エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

西和賀の大自然に囲まれた清流小鬼瀬川の川縁に寄り添うように、社長自らが建設前にテ
ントを張り、大自然を最大限に堪能できるよう設計したヒーリングリゾート山人。北東北の
へそに位置する西和賀はアクセスに優れ、旅の道中や拠点にも最高なポイント。日常を忘れ
させる落ち着いたお部屋からはリスや川魚など西和賀の自然を楽しめるほか、天然源泉かけ
流しの客室露天風呂と貸し切り露天 “ 湯場一寸 ” は長旅の疲れを癒します。「ここでしか味わ
えないものをご提供するため」スタッフ自らが山の達人となり山に入り、山菜やきのこを収
穫することも。地域ならではの食材をふんだんに使った料理は、決して他では味わうことが
できません。また、狩猟の免許を取得しているスタッフも数名おり、自ら狩猟したジビエ料
理がいつかは楽しめそうです。

お客様にご記入いただくアンケート用紙にはご意見、ご感想がびっしりと詰まっており、
毎日お客様の感動と感謝をダイレクトに受け取ることができます。あえて真っ白にしている
アンケート用紙に想いを詰め込んでいただけるのは、スタッフのパフォーマンスが素晴らし
い証。「山人のこころがけ」はスタッフが常にお客様の目線になって考えるためのクレド。こ
れを基にスタッフ自らが思い、考え、行動するのは、スタッフ自身が山人の一員としてのプ
ライドを持ち山人のファンになっている証拠です。今日も山人は多くのファンによって支え
られ、そして成長していきます。

川嶋印刷は印刷業を主な事業とした会社です。高い印刷技術を駆使した高品位印刷から展
示会などで使用されるディスプレイの作成、さらにはイベント・展示会の企画やブース設営
のコーディネートなど単なる印刷業にはとどまらない様々な活動をしています。顧客との相
談、製品の発案から生産、管理そして発送まで全てを自社一貫で行っているため、顧客の要
望にいち早く答えることができ、それに伴う製品仕様の変更にも迅速に対応できます。

事業だけでなく地域とのかかわりにおいても川嶋印刷にはただならぬ思いがあります。地
域の交通安全指導を行ったり地域のお祭りに積極的に参加したりと自発的に地域とのかかわ
りをもっています。川嶋印刷の掲げる『愛行』の精神で、地域への感謝を行動で示しています。

これからは、変化していく情報伝達のサポートをしていきたいと思います。現代における
情報伝達は新聞やポスターなどの紙媒体から、ネットやテレビなどの電子媒体のものまで多
くのものがあります。印刷による情報伝達で終わるのではなく、世の中に合わせて自分たち
もやり方を変えてサポートしていきます。

印刷業にとどまらない「ものづくり」を楽しむ職場が川嶋印刷にはあります。ものづくり
が好きな方、様々な経験を積みたい方などぜひ川嶋印刷をご覧になってください。

＃観光　＃西和賀町　＃ヒーリングリゾート　＃天然源泉掛け流し　
＃地域の食材

＃ものづくり　＃高品位印刷　＃ディスプレイ　＃愛行

西和賀町

平泉町

株式会社 山人 -yamado-

川嶋印刷株式会社

E-41

E-42

☆

☆
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JA とは、相互扶助（互いに助け合う）の精神のもとに農家の営農と生活を守り高め、より
よい社会を築くことを目的に組織された農業協同組合です。

この目的のために、農業生産に必要な肥料や農薬などの資材を共同で購入したり、米や野
菜などの農産物を共同で販売したりしています。JA の組合員である農業者は、消費者でもあ
ることから、日常的な生活物資の提供も行っています。また、貯金・貸出などの信用事業や、
生命・建物・自動車等の共済事業、高齢者福祉事業、健康管理事業、旅行事業など幅広い事
業を展開しています。

岩手県内には、7つの JA（JA 新いわて、JA いわて中央、JA いわて花巻、JA 岩手ふるさと、
JA 江刺、JA おおふなと、JA いわて平泉）があり、各地域をエリアとして事業を展開してお
り、県内すべての地域を網羅した組織となっています。また県域の組織が5つ（JA 岩手県中
央会、JA 岩手県信連、JA 岩手県厚生連、JA 全農いわて、JA 共済連岩手）あり、各地域の
JA と共に JA いわてグループを構成しています。

岩手県の農業を支える組織として、農業をやりたい、農業に興味がある、農業について知
りたい、将来農業を支援したい方を全力でサポートします！

岩手県では現在、東日本大震災津波や平成28年台風第10号災害からの復興、人口減少問題
への対応など、様々な課題に立ち向かっています。

岩手県職員の仕事は、文化・スポーツ振興、国際交流の推進、若者・女性活躍支援、農林水
産振興、観光振興、医療・子育て環境の充実、インフラ整備など、非常に多岐に渡っています。
幅広くキャリアを積む中で多くの経験や知識を得、人脈を築き、自分自身が成長できることも
岩手県職員の魅力の一つです。

また、世界に開かれた岩手の象徴ともなる「ラグビーワールドカップ2019™」の釜石開催や、
日本各地や世界とつながり、新しい三陸の創造につなげる「三陸防災復興プロジェクト2019」
の開催、国際リニアコライダー（ILC）の実現に向けた取組など、ビッグイベントやビッグプ
ロジェクトを市町村や企業、大学、多くの関係者の方々と、固いスクラムを組んで進めています。

さらに、平成30年度においては、2019〜2028年度を対象とした県の今後の10年を見据
えた計画（次期総合計画）の策定にも取り組んでおり、大きな視点での岩手づくりを進めてい
ます。

重要な課題や様々な取組の一つひとつに真摯に向き合い、最善の策を導き出すことが岩手県
職員の仕事であり、大きなやりがいです。

より良い岩手をつくるために、「次の一手」を一緒に考えていきませんか。

＃農林水産・食・六次産業　＃相互扶助　＃農業者　
＃幅広い事業展開

＃自治体　＃様々な課題に立ち向かう　＃ラグビーワールドカップ2019　
＃三陸防災復興プロジェクト　＃次の一手

県域

岩手県

JA いわてグループ

岩手県

全県エリア

F-1

F-2
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

私ども商工会は、岩手県内の中小・小規模の会社の経営支援を行うことを目的に、法律に
基づき設立された「特別認可法人」であり、岩手県内に２５か所、全国に約1,650が設立さ
れています。

商工会の役割は、中小・小規模企業の経営に関する悩みを聞いて、課題解決のための様々
な支援を行い、各企業の経営が少しでも向上するためにその企業をサポートすることです。
具体的には、企業の事業計画書の策定等の経営支援、策定した事業計画に基づいた補助金な
どの申請支援、企業の円滑な資金繰りを目的とした金融機関の融資制度の活用支援、また、
企業の会計管理に関する支援などを行っております。

特に力を入れているのは、企業の事業計画策定支援です。近年、企業が経営力を維持また
は向上するためには、経営の「道しるべ」である事業計画書がなくてはならない時代となり
ました。そのため、県内各地にある商工会の職員は、日々の現場で企業の経営者と接しながら、
また、年数回開催される職員研修の機会に、事業計画書策定のノウハウを磨いております。

商工会は、「地域の商工業者から必要とされる組織」・「地域や行政から必要とされる組織」、
「挑戦し、自立した組織」を目指し、国・県・市町村と連携し活動を展開しています。

岩手県中小企業家同友会は、1991年に発足、「よい会社・よい経営者・よい経営環境」の
3つの目的の実現を目ざして岩手県内を対象に活動しています。現在は盛岡をはじめ、滝沢・
雫石・八幡平、紫波・花巻、久慈・二戸、奥州・一関、陸前高田・大船渡・遠野・釜石6つ
の地域に支部地区がつくられており、岩手県内約400社の中小企業が加盟する経営者団体で
す。中小企業の繁栄とそこで働く人々の幸せを願い、地域社会の発展のために様々な活動を
しています。2010年に閣議決定された『中小企業憲章』の冒頭には「中小企業は経済を牽
引する力であり、社会の主役である」と謳われています。中小企業は岩手県内企業の99.8％
を占め、雇用者数の80％を支えています。中小企業家同友会は、活力溢れ持続可能な地域社
会を築くために、企業の経営解決と人材育成、地域づくりに取り組んでいます。同友会事務
局は「よい会社をつくろう」「よい経営者になろう」「経営環境を改善しよう」という3つの
目的を掲げ活動し、「成長しよう」とされている経営者をサポートするのが、事務局の仕事で
す。私たち事務局員は中小企業の果たす歴史的・社会的役割を自覚し。地域と共に繁栄する
同友会運動を目指しています。

＃中小・小規模企業　＃経営支援　＃事業計画策定支援

＃ひとづくり・まちづくり　＃400社の中小企業　＃経営者団体　
＃地域社会

盛岡市

盛岡市

岩手県商工会連合会

岩手県中小企業家同友会

F-3

F-4
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〜岩手の水産業発展に向けて！〜
平成23年3月11日の東日本大震災から約８年。壊滅的な被害を受けた本県沿岸域では国

等の多くの支援を受け、現在では漁業関連施設等も概ね復旧し、意欲ある漁業者・漁業関係
者の地道な取組みの下に、震災前の状態までに戻りつつあるところです。

本県沿岸には、ワカメ等の海藻類のほか、ホタテガイ・カキといった貝類等の養殖を行う
養殖業、サケ・ブリなどを漁獲する定置網漁業、そしてイカ・サンマ等を漁獲する漁船漁業
など様々な漁業が営まれています。

県漁連は、この魅力ある本県漁業の更なる発展に向け積極的に取り組んでいます！

「いわてで働こう推進協議会」（会長：岩手県知事 達増拓也）は、若者や女性の県内就業を
促進するため、平成28年２月に岩手県内の経済団体、産業団体、教育機関、金融機関、労働
組合、行政機関など関係団体が集結して発足し、現在29の機関が参画しています。
「岩手で働く」をサポートする「岩手の仕事・就職情報サイト『シゴトバクラシバいわて』」

による情報発信や、「岩手の仕事」「岩手で働くこと」をテーマとした総合イベント「いわて
とワタシゴト展」の開催をはじめ、地域の産業を支える人材が岩手で活躍できる環境づくり
のため、関係機関が連携して、さまざまな事業を展開しています。

全国的に人材確保が難しい雇用情勢にありますが、「いわてで働こう推進協議会」は、これ
からも、岩手で働くみなさんが生きがいを感じながら暮らす、希望に満ちあふれた岩手を実
現するために、
◆新卒者等の県内就職の促進（地元に帰ろう）　◆Ｕ・Ｉターンの促進（地元に帰ろう）
◆県内企業の認知度の向上（地元を知ろう）　◆起業・創業支援の強化　◆働き方改革の推進
◆処遇改善の推進　◆職場定着の推進
に取り組み、「岩手に住みたい」、「岩手で働きたい」、「岩手に帰りたい」という若い方々等の
思いにオール岩手で応えていきます。

＃農林水産・食・六次産業　＃ワカメ　＃魅力ある漁業　＃発展

＃ひとづくり・まちづくり　＃シゴトバクラシバいわて　
＃いわてとワタシゴト展　＃オール岩手

盛岡市

岩手県

岩手県漁業協同組合連合会

いわてで働こう推進協議会

F-5

F-6

全県エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

岩手労働局は、厚生労働省（国）の岩手県における「総合的な労働行政機関」です。
働く人のための、仕事の確保（職業安定行政）、労働環境の整備（労働基準行政）、職業能

力の向上（職業能力開発行政）、雇用機会の均等確保（雇用均等行政）など、「働く」という
ことに関連する様々な行政分野において、人々が健康で安心して働き、多様な個性や能力を
発揮できる職場をつくるとともに、働く人々やその家族が豊かでゆとりある生活を送れるよ
う、地域のニーズにあった適切なサービスの提供ときめ細かな行政運営を展開しています。
〜岩手労働局の組織〜 

■労働局（総務部、雇用環境・均等室、労働基準部、職業安定部）
■労働基準監督署（県内に７か所）　■ハローワーク（県内12か所（出張所含む））　

〜ブース出展（兼併設イベント）の内容〜 
■『聴いて視て体験！知っ得介護』〜介護職員のリアルトークと VR による職場見学〜 
今話題のバーチャルリアリティ（VR）体験＆車いす体験や、介護現場で活躍する職員から

のリアルトークで、介護の現場を『聴いて・視て』知っていただくチャンスです！
この機会にぜひお立ち寄りください！

（※本事業は、岩手労働局委託事業「平成30年度若年層を中心とした求職開拓事業」としてキャリア
バンク株式会社が運営します。）

〜地域の大学を中心とした産学官連携組織〜
岩手ネットワークシステム（INS）は、岩手大学の教員が中心となって、岩手県内外の大

学、企業、および岩手県や市町村といった行政が連携した個人参加型の産学官の交流組織で
す。平成4年に発足してから、岩手大学の産学官連携部門（現：三陸復興・地域創生推進機構）
の支援組織として活動してきました。公開講演会＆交流会や産学官連携フォーラムなどの各
種事業をとおして、交流の輪が県外にまで広がっています。個人参加の人と情報の「アメー
バ的な交流の場」を提供して各種の産学官連携事業を推進してきました。INS の目に見える
実績づくりは45の研究会が担っています。この研究会活動が基となって地元企業との共同研
究や研究開発型プロジェクトを実施し、大学発のベンチャーも誕生しています。今後も「地
域の大学を中心とした個人参加型の産学官の交流の場」を大切にしながら、地域社会の発展
に寄与していきます。

INS では、「大学は地域と結びつくことで社会のニーズを知り研究テーマや地域振興のシー
ズが見つけられ、企業は大学と結びつくことで技術水準を高めることができる。ここに行政
が加わり、それぞれがフリーな立場で意見を出し合えばきっとよいことがある。」と信じて活
動しています。産学官連携に興味のある方は、毎年5月の最終土曜日に開催される「INS 総
会＆交流会」に参加してみてください。

＃自治体　＃厚生労働省　＃働く人のため　＃適切なサービス提供　
＃きめ細やかな行政運営

＃地域の大学　＃産学官連携組織　＃個人参加型　＃交流組織　
＃アメーバ的な交流

岩手県

盛岡市

岩手労働局

岩手ネットワークシステム（INS）
〜地域の大学を中心とした産学官連携組織〜

F-7

F-8
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森林は、私たちの生活を豊かにするかけがえのない環境資源です。岩手県は、本州におい
ての森林面積が１番多く、県土の77％が森林であり、全国的にも林業木材産業が発達してい
ます。その中で、地域の森林組合は、木を植え、大事に育てることで森林の持つ公益的機能
を高め、成長した樹木は伐採・販売を通じて、山林所有者及び地域経済への大きな貢献をし
ています。

岩手県の森林資源の魅力は、なんといっても木の種類の多さです。針葉樹のスギ、アカマ
ツ、カラマツにはじまり、広葉樹に至ってはナラ、クリ、クルミ、セン、ケヤキ、サクラ等々
と多種多様です。そのため、他県にはまねのできない特徴を出すことができ、県産材で素敵
な家を建てることも可能です。

私たち岩手県森林組合連合会は、森林資源を賢く使い、林業を活かすために、様々な関係
団体等と連携をしながら、いわての魅力を高める仕事をしています。

＜先輩の声＞ 木材部　田屋 吉英 さん（Ｈ28採用〜３年目）丸太販売管理業務担当
私の部署では、広葉樹・針葉樹の丸太を幅広く扱っております。丸太は、同じ樹種でも一

本一本の特徴が異なるため難しさがあり、そこが木の面白さでもあります。先輩方から日々
指導をいただき努力しております。

＃農林水産・食・六次産業　＃環境資源　＃森林資源を賢く使い　
＃林業を活かす　＃いわての魅力を高める盛岡市

岩手県森林組合連合会F-9

全県エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

我々団体は平成29年６月に発足した研究団体です。県内特別支援学校教員有志、県内技術
者有志、岩手大学教育学部・理工学部教員有志、岩手大学教育学部所属学生により構成され
ています。障害のある子どもたちの QOL 向上を目指し、ICT を活用した支援活動を行って
います。

障害のある子どもたちの QOL の向上のためには、個々の障害状況や生活状況に応じた支
援が必要です。近年のテクノロジーの発展によっていっそうの期待が高まっており、学校教
育における導入についての気運が高まっています。しかし、この活用に関しては、支援者の
知識技能に拠るところが大きいというのが現状です。本県においても、特別支援学校におけ
るタブレット PC の導入が進められているものの、タブレット PC の活用を含めた ICT の活
用が個々の教員に委ねられている状況です。そこで、我々は、調査研究、学習会、研修会を
実施し、ICT 活用についての知識技能を参加者と共に学び、支援に活かしています。

今年度においては、県外より講師を招いての学習会、保護者を対象とした研修会を企画・
実施しました。研修会では我々メンバーが講師となり、タブレット PC の活用についての情
報を、保護者を含む参加者と共有することができました。今後も地域の課題を解決すべく、
支援活動に取り組んで参ります。

我々の活動に興味をもたれた方は、ご一報ください。一緒に活動しましょう！

岩手大学 NEXT STEP 工房は、岩手大学の地域に関わる研究や活動プロジェクトの活性化
を目指して今年度、設置された地域活動／研究支援のプラットフォームです。これまで岩大
生は、個別に地域に関わる活動に取り組んでいましたが、継続的な活動の難しさや、各グル
ープへの情報発信の困難さなどの問題もありました。

地域活動／研究支援のプラットフォーム「NEXT STEP 工房」は、
①大学で行われている様々な地域活動・研究に関する情報
②新しい地域団体や地域プロジェクトを立ち上げやすい環境
③長期的な地域活動を継続させやすい環境（担い手・活動費など）
を学生に提供しながら、地域に関わる学生たちが相互に交流でき、刺激を与えあえる環境

づくりを目指しています。
具体的には、登録学生に対して、地域づくり関連の情報を提供する定期的なメールの配信、

新規の地域団体／地域プロジェクトが生まれるきっかけづくりを目的としたワークショップ
を開催しています。

更には学生グループに活動費を手当てする公募型の活動プログラムにも取り組んでいます。
現在は18グループが採択され、県内各地域で多様な活動を行っていますので、地域活動に興
味のある学生、学生と共に地域で活動を行ってみたい方は是非お立ち寄りください。

＃障害のある子どもたち　＃QOL　＃ICT活用　＃学校教育

＃地域に関わるプロジェクト　＃活動支援　＃プラットフォーム　
＃学生の相互交流

盛岡市

盛岡市

i-C”t いわて

岩手大学 NEXT STEP 工房

学校エリア

G-1

G-2
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岩手大学 人文社会科学部 芸術文化専修プログラムの「ヴィジュアルデザイン（VD）研究室」
では、色と形に関わる基礎造形から、広く、デザインやアート、そして「サブカルチャー」（視
覚文化）についての制作研究を行っています。

研究室で取り組んでいる造形領域としては、イラストレーション、漫画、グラフィック、
広告デザイン、映像、アニメーション、Web デザイン、メディアアート、ゲーム、フィギュア、
コスプレなどがあり、多様に展開しています。そのなかで、研究室に所属している学生は各
自が自分自身の興味・関心を掘り下げることで制作研究を展開しています。各自の自己表現
の部分は大事にしながらも、地域貢献に向かう仕組みを構築しており、例えば、岩手大学の

「地域課題解決プログラム」では、学外の社会人の方々と連携し、地域のために役立つコンテ
ンツづくりを考える取り組みも行っています。個人制作にとどめず、地域のためのプロジェ
クトを進めていくことで企画力のある人材を育成することがねらいです。

近年の事例には、「遠野萌えキャラプロジェクト」において萌えキャラの制作をして集客や
グッズ展開に活かしたり、岩手のスキー場を PR するために『雪原戦隊アスタリスク』とい
う漫画を描いて Web 発信したり、盛岡市の公共施設の維持管理問題を解説する漫画『盛岡
アセットマネジメント』を描いて盛岡市の成人式にて新成人全員に配付されたりなどがあり
ます。

岩手大学人文社会科学部で経済学を専攻する教員と学生が、被災した沿岸での地域づくり
の一助となることを目指して、岩手三陸沿岸で水産問題・水産振興に取り組んでいます。

現在の活動フィールドは主として釜石市、久慈市、宮古市になります。
釜石市では漁村に入り養殖業と漁村コミュニティの持続可能性問題に取り組んでいます。

漁家との継続的な関係を大切にしながら、聞き取り調査、時には手伝い、そして報告会を行
うなどして取り組んでいます。また、漁協女性部とは水産物利用や魚食普及、海山交流の活
動などを共に行っています。

久慈市では、水産物の活用、地域メニューの開発を目指して昨年から活動を開始したとこ
ろです。現在はどんこ（エゾアイナメ）の活用に取り組み、久慈市の冬の市ではすり身から
かまぼこを作成し、「どんこドッグ」なるメニューを試験的に冬の市で提供しました。

＃芸術文化専修プログラム　＃色と形　＃デザイン  ＃アート　
＃サブカルチャー　＃地域貢献

＃人文社会科学部　＃経済学　＃三陸沿岸　＃水産問題　
＃水産振興

盛岡市

盛岡市

岩手大学ヴィジュアルデザイン研究室

岩手大学経済研究室

G-3

G-4

学校エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

岩手大学は宮沢賢治がイーハトーブと名づけた大地に根ざす高等教育機関として、郷土に
愛着や誇りを持ち、地域の伝統文化を理解・尊重し国際的な視野を持って主体的に行動・発
信できる、岩手の復興と発展を担うグローカルな人材を育成します。

地域志向教育プログラムは、新入生全員が現地を訪れる「震災復興に関する学修」からス
タートし、地域の課題を発見・解決する力を鍛える PBL 型授業や深い教養と専門を学び身に
つけることができる授業、現地や現場を体験するフィールドワークやインターンシップが組
み込まれた授業など多彩な科目を用意しています。

また、深い教養と専門に根ざし、グローカルな視野から自らの将来を設計できる力を養う
キャリア教育プログラムは、多彩なゲスト講師を招いて実施する授業「キャリアを考える」
や多様なインターンシップ、県内事業所見学バスツアー、さらにはこれらと連携したキャリ
アガイダンスなど、充実したメニューを用意しています。

これら地域志向教育プログラムとキャリア教育プログラムで学んだ学生からは、すでに地
域興しのボランティア・サークルや「いわてキボウスター開拓塾」に参加する学生が生まれ
つつあります。本ブースでは岩手大学がＣＯＣ、ＣＯＣ＋で取り組んでいる教育プログラム
を紹介します。

岩手県内の高等教育機関として、『岩手の “ 大地 ” と “ ひと ” と共に』を校是に、地域の皆
様と一緒に歩んできた岩手大学は、2019年に70周年を迎えます。

教育分野では、地域に根ざしたローカルな視点に加え、グローバルな視点も兼ね備えた人
材の育成を目指しています。

県内の様々な産業・社会活動を発信し合う本日のイベントである「ふるさと発見！大交流
会 in Iwate」や地域リーダー（起業家・事業者）を講座に招き、一緒に地域・経営課題を考え、
現場感覚重視で学ぶ超実践型授業「起業家人材養成講座　いわてキボウスター開拓塾」など
の取組を行う「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）ふるさといわて創造
プロジェクト」を推進すると同時に、学生・教職員の海外派遣や留学生の受入を拡大するこ
とで、国際的な観点からものごとを考える感覚を持ち、地域社会の持続的発展に寄与する人
材の育成を進めています。

2016年度には、教育学部を教員養成に特化し、工学部を「理工学部」に改組するとともに、
教育大学院を設置しました。また翌2017年度は大学院修士課程と博士前期課程の研究科を
統合し、総合科学研究科（修士課程）を設置し、自然科学、人文科学、社会科学等の専門知
識に基づきながら、文理の枠を超えた幅広い視野を持って新たな価値を創造し、持続可能な
社会の実現に向けて地域社会や地球規模の課題解決に貢献する人材を育成しています。

＃ひとづくり・まちづくり　＃地域　＃グローカルな人材　
＃震災復興に関する学修　＃キャリアを考える

＃70周年　＃地域に根ざす　＃ローカルな視点　＃グローバルな視点　
＃新たな価値の創造

盛岡市

盛岡市

岩手大学ＣＯＣ

国立大学法人岩手大学

G-5

G-6
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岩手大学三陸復興・地域創生推進機構は、①東日本大震災からの復興支援、②人口減少下
にある岩手県のまち・ひと・しごとの創生や地域創生人材育成の推進に取り組んでいます。

実践領域である三陸復興部門、地域創生部門、生涯学習部門では、①被災地のニーズに沿
った復興支援活動、②地（知）の拠点としての教育研究成果や知的資産の地域への普及・還元、
③岩手大学が有する知的資産を用いた地域における生涯学習の推進を図っています。

さらに、教育研究領域であるものづくり技術教育研究部門、三陸水産教育研究部門、地域
防災教育研究部門、平泉文化教育研究部門の４つの部門では、岩手県における地域特性を活
かした専門領域の教育・研究を推進しています。

特に岩手大学の強みである産学官連携分野では、三陸復興・地域創生推進機構は、民間企
業や県内自治体等と岩手大学を結ぶ窓口として、産学連携の推進、金融機関を含む産学官民
金ネットワークの構築、学内研究シーズと地域のニーズとのマッチングなどを行っています。

また、相互友好協定締結自治体との実践的な活動として、３市（釜石市、盛岡市、久慈市）
から市職員を共同研究員として受け入れ、震災復興から産学官連携による様々な地域創生の
取組を推進しています。

このような取り組みは、日経グローカル誌が行っている「全国の大学地域貢献度ランキング」
において、昨年度全国748大学中11位になりました。

学内カンパニー活動は、H21年度から H25年度までの5年間にわたる教育改善プログラム
として文科省から予算措置され、H26年度から岩手大学の自主運営事業として継続されてい
る教育改善プログラムです。H30年度は4つのポイントに着目して進めます。

・ベンチャー立ち上げにも繋がりうる実践的な取り組み
・事業性に富み、地域性、社会貢献性が高い取り組み
・地域企業等との連携によるものづくり、製品開発
・先端理工学、地域創生特別プログラムの活動をベースとしたものづくり、コトづくり
学内カンパニーには責任者 ( 教職員、学生）、社員（院生、学生）、インターン生 ( 学生）がおり、

上位の人は部下に対してプロジェクト組織の運営、監督、教育を行います。この過程で学生
は技術だけではなく、教育することやされることの中で目標を達成することを身に付けます。
平成21年から始まった学内カンパニー活動は学内外から高い評価をいただき、岩手県の内外
を問わず他大学や行政機関などからの見学、紹介依頼を多くいただいています。これからも
一層の充実をはかり、社会人力豊かな学生の輩出に務めていきます。

＜本年度の活動成果の例＞　・岩手大学 学習支援システム（ｱｲｱｼｽﾀﾝﾄ）のスマートフォン
版のリリース・防災告知システムの盛岡市 防災の日の実演・ウニ染めハンカチの展示販売（ひ
ろの町水産会館）・スピードスケートブレード研磨システムの開発など

＃復興支援　＃まち・ひと・しごとの創生　＃地域創生人材育成　
＃共同研究員

＃ベンチャー　＃社会貢献　＃地域企業との連携　＃防災　
＃まちづくり

盛岡市

盛岡市

岩手大学三陸復興・地域創生推進機構

岩手大学ものづくりエンジニアリングファクトリー
「学内カンパニー」

G-7

G-8
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

岩手県立大学看護学部基礎看護学講座では、模擬患者を活用した教育を行っています。大
学近隣の自治会や、新聞等で公募した北は二戸市から南は北上市までのボランティアの方々
に、模擬患者としてご協力いただいています。模擬患者さんにはシナリオに基づいて入院患
者役を演じていただき、学生は看護師役としてお話をしたり必要な看護援助を行います。

この模擬患者演習は、1,2年生の基礎看護学実習前の演習や、４年生の学びの統括となる
科目で取り入れています。１年生は、高齢者にもきちんと伝わる話し方や対人援助職にふさ
わしい身だしなみについて気付かされ、卒業前の学生にとっては、修得してきた技術を再確
認し現場で働く準備をすることができたり、１,2年生のときにも関わった模擬患者さんに成
長した姿を評価していただくなどにより、自信や満足感を感じて学びを終了できることが多
いです。模擬患者さんも、社会貢献と考えたり役割への達成感を感じて、生き生きと学生に
コメントをしてくださるなど、学生、模擬患者さんの双方にとって良い機会になっているこ
とがうかがえます。

私たち岩手県立大学は「地域に開かれた大学」として、地域社会との交流を通し地域課題
の解決に取り組んでいます。地域の皆さんを模擬患者さんとしてお招きし学生教育に関わっ
ていただく中で、ニーズを把握しながら岩手県の保健医療に関する課題に応えていければと
考えています。

〜地域の未来を考え、行動する学生を育てる〜　
岩手県立大学は「未来を切り拓く力を高める教育」と「未来創造に資する地域貢献」を推進し、

「いわて創造人材の育成と地域の未来創造に貢献する大学」を目指しています。
そこで、４つの学部（看護学部、社会福祉学部、ソフトウェア情報学部、総合政策学部）

で主専攻として学ぶ専門領域を活かしながら、「地域」をテーマに学部横断的に学ぶ副専攻「い
わて創造教育プログラム」を開設し、地域が求める４つの力「いわてを知り、理解する力（情
報収集力、理解力）」「いわてを説明する力（発信力）」「いわてをつなぐ力（コミュニケーシ
ョン力、組織力、実践力）」「いわての未来を創造する力（課題解決力、企画力、行動力、創
造力）」を養成することを目指した地域志向教育を展開しています。

この副専攻の全課程を修了した学生には、副専攻を修了し地域が求める能力を修得したこ
とを証明する認定証と「いわて創造人材」の称号を与え、学生が自信を持って岩手県に定着
できるよう、また、地域の企業等からも一定の評価を受けられるよう取り組んでいます。

＃医療・介護・福祉　＃模擬患者　＃看護学実習　＃対人援助職

＃地域の未来を切り拓く力　＃未来創造に資する地域貢献　
＃いわて創造人材

滝沢市

滝沢市

岩手県立大学 看護学部 基礎看護学講座

岩手県立大学 いわて創造教育プログラム

G-9

G-10
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岩手県立大学ソフトウェア情報学部経営情報システム学講座では，企業や自治体等の経営
活動を支援する情報システムについて研究を行っています。大交流会では，地域のデジタル
アーカイブ活動に関する研究の発表を行います。

近年，地域の歴史や文化の継承に対する意識が全国で高まり，デジタルアーカイブを活用
した文化資源の保護に関する活動が広まっている。岩手県花巻市では地域の歴史や文化を後
世へ残すことを目的に，郷土史研究団体が地域住民を対象とした聞き書きの収集を実施して
いる．聞き書きとは話者の話を話し言葉の形式を活かしつつ書き起した文章である。収集さ
れた聞き書きはデジタルアーカイブ上で公開されているが，既に100人を超える話者の聞き
書きを収集・公開しているため，その分類・整理の手法が課題になっている。

聞き書きは話者ごとに示される内容が大きく異なっているため，一般的なデジタルアーカ
イブの分類手法では十分に整理することが困難である。そこで，聞き書きが地域に関する出
来事等に言及している点に着目し，聞き書きに含まれる地域の特性を用いて収集された聞き
書きを分類・整理する手法を提案する。同時に，聞き書き同士の関連についても明確化する
ことで，これまで示すことができなかった地域像についても発見できるようになると考えら
れる。

これらについて，聞き書き収集のプロセスから実験結果を報告します。

岩手県立大学宮古短期大学部は、経営情報学科の1学科で構成されています。平成2年
（1990）に三陸沿岸地域の宮古市に「岩手県立宮古短期大学」として開学し、平成９年（1997）
「岩手県立大学」に統合されました。岩田研究室は、平成６年度（1994）から平成30年度
（2018）現在まで150に及ぶ地域経営を中心とした研究で卒業論文を作成してきました。本
年度も、10名の学生が地域経営に関する卒業論文を作成中です。

卒業論文のテーマをながめてみると、25年の間にその時々の社会情勢の影響を受けて変化
してきていることがわかります。もちろん卒論の中には、地域経営に関係していないテーマ
もありますが、その年代の学生がどのようなテーマに関心があったのかわかります。唯一変
化のないテーマは、「三陸鉄道」です。このテーマは、何度も学生が卒業論文のテーマとして
とりあげて、研究してきており、関心が高いことがわかります。また、東日本大震災以降の
卒業論文のテーマとしては、復興活動や復興後の地域づくりをとりあげて研究する学生がみ
られます。

今回、展示する岩田研究室在籍学生10名の卒業論文のテーマも、学生自身が生まれ育った
地域を取り上げたテーマが多くみられます。卒業論文の提出締切は来年１月末なので、まだ
まだ製作途中ですが、学生がこのようなテーマを選択して研究していることは、宮古短期大
学部が地域づくりを考える学生を養成している証だと思います。

#地域資源・観光・暮らし　＃地域のデジタルアーカイブ　
＃聞き書き　＃文化資源保護

＃経営情報学科　＃地域経営　＃三陸鉄道　＃卒業論文

滝沢市

宮古市

岩手県立大学 ソフトウェア情報学部
経営情報システム学講座

岩手県立大学宮古短期大学部・岩田研究室

G-11

G-12
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

〜日本（地域）・海外でアクティブに福祉を学ぶ〜

社会福祉学部は「社会福祉学科」と「人間福祉学科」の２学科で、５つの教育系（福祉政
策・コミュニティ福祉・臨床福祉・生涯発達支援・福祉心理）からなる教育研究体制となっ
ています。社会福祉というと高齢者の介護や障がい者の支援などがよくマスコミなどで取り
上げられています。福祉は人びとが抱える種々の生活問題に対して社会支援を行うのですが、
高度化・多様化する問題を解決するために福祉の専門領域だけでなく法学、経済などの社会
科学分野をはじめ、福祉情報、福祉機器、住環境といった情報・工学・心理領域など幅広い
研究分野と繋げて取り組んでいく必要があります。

また、国際化・グローバル化する現代社会においては、グローバルな取り組みをローカル
な実践の中に取り入れる教育が求められています。本学部では、国内における福祉実習に加
えて、海外における福祉研修プログラムを用意しています。

当日は、本学部の概要とともに、これまで積み上げてきた教育の実践等の中から、国内で
の福祉実習や、ニュージーランドでの福祉研修をピックアップして、「学生」が紹介します。

今回は、岩手県立大学盛岡短期大学部の教員がおこなっている研究の一部として、（1）八
幡平市浅沢地区で漆器生産（浄法寺塗・安比塗）をおこなっていた農家の社会学的研究の紹介、

（2）「漆室」の保存についての紹介、（3）この地区をめぐる研究機関・デザイナー・民藝運
動家らの知的交流を紹介します。
（1）日本農村社会学の確立にあたって重要な位置をしめたのが、有賀喜左衛門（あるがき

ざえもん）の昭和10年代におこなわれた岩手県八幡平市石神集落の大屋齋藤家を対象とした
大家族制度・名子制度の調査です。私たちは現在、その史料を整理・分析しています。その
一部を紹介します。
（2）この調査の過程で、浅沢地区の岩屋集落に漆室が残っていることを知りました。これ

は県内で唯一、おそらくは東北でも唯一の建物です。その3D 技術による利活用を試み、漆
器業関連文化遺産による地域振興の試みを進展させようとしています。
（3）調査の過程で、この浄法寺塗が、昭和恐慌当時柳宗悦ら民藝運動家から着目され、積

雪地方農村経済調査所（山形県新庄市）と共同で農村更生運動の材料となったことを知りま
した。さらに興味深いのは、その指導員として、ル・コルビジュエの共同作業者である工芸
デザイナーのシャルロット・ペリアン女史がフランスから来日し、数年間にわたり東北地方
を指導に訪れたことです。こうした当時の知的交流について紹介します。

＃社会福祉学科　＃人間福祉学科　＃社会支援　＃幅広い研究分野

＃八幡平市浅沢地区の社会学的研究　＃漆器産業関連文化遺産　
＃農村　＃浄法寺塗・安比塗

滝沢市

滝沢市

岩手県立大学社会福祉学部

岩手県立大学盛岡短期大学部・三須田研究室

G-13
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「いわてのごほうび羊羹」を売り出そう！：
学生広報グループ ｢もちもち和羊羹プロジェクト｣ は、岩手県立大学総合政策学部3年生

の必修科目キャリア・デザインⅡからスピン・アウトした学生自主活動です。学生のアイデ
ィアで生まれた商品企画「いわてのごほうび羊羹」＝もちもち和羊羹を商品全体の企画から
包材、そして、販売戦略に至るまで全て学生が主体となり取り組んできました。具体的には、
① SNS 班、②ツール班、③販売班に分かれ、一つの商品を協力して販売まで行いました。「あ
りそうでなかった新食感」をテーマに打合せを何度も重ね、「もちもち和羊羹」を手に取った
お客様に、“ 食べた瞬間広がる WA（和）の甘さ “、” 贅沢なひととき ” を共に味わってほし
いという願いをこめています。学生たちの活動を中心に回進堂、駅ビルフェザン、総合政策
学部が力を合わせました。
「FES″AN × STUDENTS　スマイルチャージいわてプロジェクト」は、盛岡駅ビル フェ

ザンがすすめる学生との協働プロジェクトで、本学では『南部せんべい くまが来る実』、『か
もめの玉子　ばなちょ』、『銀河堂バーガー』に続く新商品第４弾の開発プロジェクトです。

岩崎ゼミでは、身の回りの自然や地域の人々に関わり合いながら ’ いのち ’ について感じ、
考え、学ぶということをねらいとしています。岩崎ゼミの活動の一つとして、『身近な自然物
を使った木工活動』は、参加する子どもたちに、木の実や枝、木片を使って作る楽しさを味
わいながら「自然のものってすてきだなぁって」思ったり、木工活動をきっかけに公園や近
くの山に行った時に自然のものを身近に感じたり親しみをもったりしてもらえたらと思い活
動しています。この活動は、県内の幼稚園や保育園の園児、滝沢地域の小学生、大槌の仮設
住宅の子どもたちや年配の方々と一緒に思い思いに作って楽しんでいただいています。今、
様々なところで自然環境の問題が起きています。子どもたちには、大人が残したこうした問
題よりも、子どもたち自身が自然とかかわる楽しさや愛しさを感じ大切に思う出会いから始
めてほしいと考えています。子どもたちが自分たちのために自然とうまく付き合っていける
社会づくりを考えて行ってほしいと望みます。今回は、これらの木工活動の様子を紹介しな
がら小さな自然に触れてもらえたらと思っています。ちなみに木工で使う材料は、身近な自
然の中で拾ってきた木の実、庭の剪定された枝、台風で倒れた木や被災地の流木、おもちゃ
木工所の廃材や廃品の板切れ等です。

＃キャリア・デザインⅡ ＃学生自主活動　＃商品企画　
＃企業と学生の協働プロジェクト

＃幼稚園・保育園児　＃小学生　＃仮設住宅の子どもたち

滝沢市

滝沢市

岩手県立大学総合政策学部「スマイルチャージいわてプロジェクト 
Fes"an×students」・学生広報グループ ｢もちもち和羊羹プロジェクト｣

盛岡大学短期大学部 岩崎ゼミ 
『身近な自然物を使った木工活動』

G-15

G-16

学校エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

①教職研究会は、「国語科教員になりたい。」という仲間が集まり、教員となる目標を実現
させるべく活動しています。

主な活動として、教育時事に関する討論や、勉強会、模擬授業を行っています。特に模擬
授業においては、教師役は課題を見つけて、よりよい授業づくりに繋げることができますし、
生徒役は、教師役の授業から自身の授業づくりの参考にすることができます。一年生から模
擬授業に参加することで、早いうちから教職へのモチベーションをあげることができます。

教職課程の講座もありますが、学年の域を超えての意見交換や、50分という実際の教育現
場と同じ時間で模擬授業ができるのは教職研究会だけです。教員を志望している方、興味が
ある方、ぜひ盛岡大学の教職研究会の話を聞きにきてみませんか。共に夢の実現に向けて、
一歩ずつ歩んでいきましょう。お待ちしております。

②児童教育学科では、以下の4つをディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
としています。

• 幅広い専門的教養　• 教育・保育基礎力　• 教育・保育実践力　• 対人関係能力
この４つを実現するために、学んだ教育の理論を実践に活用し、実践によって得られた結

果をフィードバックして理論を充実させるという理論と実践のサイクルを重視したカリキュ
ラムを設定しています。今回は盛岡市松園地区の子育て支援事業の一つである「松ぼっくり
の会」に学生がボランティアとして参加する中で、実践→記録→省察のサイクルを経験し、
実際の記録法を習得することを目的とした演習の様子を紹介します。

厚生労働省の平成28年「国民健康・栄養調査」では「糖尿病が強く疑われる者」は約
1,000 万人と推計され、平成９年以降増加し、また「糖尿病の可能性を否定できない者」も
約1,000 万人と推計されております。

このような現状のなか、食事療法は糖尿病の治療に於いて、運動療法とともにもっとも重
要とされております。しかしながら、その内容を理解し長期にわたり継続することは、毎日
のことでもあり、なかなか簡単に実行できるものではありません。

盛岡大学栄養科学部・木村ゼミでは、この糖尿病の食事療法をサポートするための様々な
活動を行っております。主だった活動としては、糖尿病専門医のもとで、糖尿病の患者さん
を対象とした糖尿病教室の開催があります（2018年度3回の開催）。また、日本糖尿病協会
が主催する、全国の栄養士・管理栄養士を目指す学生を対象とし、未来の糖尿病療養指導の
一端を担う人材育成を目標とした「チャレンジ！糖尿病いきいきレシピコンテスト」にも応
募しております（優秀賞を受賞）。

この度の「ふるさと発見！大交流会 in Iwate 2018」におきましては、糖尿病教室開催の
模様や優秀賞を受賞しました糖尿病食のレシピ等をご紹介いたします。

＃国語科教員　＃模擬授業　＃松ぼっくりの会　＃子育て支援事業

＃食事療法　＃糖尿病　＃レシピコンテスト

滝沢市

滝沢市

盛岡大学文学部 
①日本文学科教職研究会 ②児童教育学科

盛岡大学 栄養科学部 木村ゼミ

G-17

G-18
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〜新ステージの地域貢献〜

富士大学は「地域貢献」を大学の使命と位置付け、地域の経済・経営人材の育成、生涯学
習機会の提供、まちづくり支援などを行ってきました。そのために、行政・企業・金融等と
連携協定を結び、昨年からは「地域創生論」等の公開講座を開講し、地域住民と共に学ぶ機
会を設けました。更に、地域貢献チャネルの多様化と自治体等との連携強化のために、地域
連携の中心組織である「地域連携推進センター」や地域経済文化研究の中心的組織で、生涯
学習支援も担当する「地域経済文化研究所」の他、次のように組織の新設・強化等を図るこ
とにより、地域貢献の新しいステージに入っています。

①「異文化交流センター」：単なる国際交流に留まらず、留学生等と地域住民との異文化交
流を推進する。

②「スポーツ振興アカデミー」：大学の有するスポーツ資源を活用して、地域スポーツの活
性化、地域住民の健康増進、岩手のスポーツの競技力の向上を図る。

③大学院改革：地域や環境に関する授業科目を新設し、循環型地域経済社会形成に資する
研究を自治体とともに進めていく。

〜地域の新しい社会構築を担うリーダーを育成！〜

富士大学は自治体としっかり手を結び、次の時代を切り拓く人材を育成するプログラムを
スタートしました！「地域定住人材育成プログラム」は、故郷に愛着を持ち、地域振興に意
欲的な人材を受け入れ、経済・経営・法律を学修するほか地域に関するフィールドワークを
行い、様々な課題の解決に必要な幅広い知識と実践力を身につけます。将来、自治体や商工
会議所、公社、金融機関、JA、森林組合等に就職し活躍するよう、キャリア教育も万全の体
制をとっています。
「地域・高大連携協定校特別試験」を受験、合格した皆さんは、自治体や地元企業からの経

済的援助を受けて、４年間学ぶことができます。

＃大学　＃地域貢献　＃経済　＃経営　＃異文化交流　
＃スポーツ振興

＃大学　＃花巻　＃フィールドワーク　＃キャリア教育

花巻市

花巻市

富士大学

富士大学 地域連携推進センター

G-19

G-20

学校エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

【東京にいながら岩手を学ぶ】

杏林大学が進めている「地域交流」は、総合大学としての特徴を活かして（医学部、保健学部、
総合政策学部、外国語学部）健康・福祉、地域活性化、防災など様々な分野で行っています。
COC 事業（地域を志向する人材の育成）を継続させつつ、COC+ 事業（地方創生の中心と
なる「ひと」の集積を目指す事業）を推進していく中で、本学は岩手大学を中心とし、岩手
県内への「ひと」の集積を推進しています。

杏林大学は東京都内に所在する大学ですが、この事業を協働していることから、正課授業
の中で「岩手県」の地域課題を取り上げ、東京にいながらも岩手を学ぶ機会を設けています。
この活動によって本学へ進学後のＵターンや、岩手県を支える魅力的な人材の育成に尽力し
ております。

大学での学びは座学だけではありません。地域におけるボランティアやクラブ活動、ゼミ
活動で得る経験や知識は、岩手県に就職した後でも十分に発揮できるはずです。『岩手県』を
一緒に学び、再発見して、感じてもらいたいと思います。杏林大学では地域で活躍する学生
を精一杯応援します。東京で学ぶことは将来の自分にとって必ずプラスとなるはずです！

高等専門学校（高専）の特長は５年（本科卒業）あるいは７年（専攻科修了）の早期一貫
の技術者教育にあります。１学年から学年が上がるにしたがって徐々に専門科目を増やして
いく教育手法をとっているので、５〜７学年で無理なく世界レベルの高度な専門知識を習得
することができます。16歳から始める豊富な実験実習により、工学系のセンスが身につきま
す。また、課題解決型授業や研究を通して、自主的に考える力や創造力を身につけることが
できます。

就職に関しては、毎年数十倍という高い求人倍率を誇っています。進学に関しては、本校
の専攻科または大学３年次に進むことができます。特に大学３年次の編入学は大変メリット
があります。卒業生、修了生の多くは企業の実践的技術者として活躍していますが、中には
社長・工場長などの管理者や大学・高専・研究機関の研究者として活躍している人もたくさ
んいます。

平成29年度入学生より学科を改組し、これまでの４学科体制から１学科４系７分野の教育
体制としました。学科名は「未来創造工学科」です。専門を決めずに入学し、第２学年進級時に、

「機械・知能系」「電気・電子系」「情報・ソフトウェア系」「化学・バイオ系」の４つの系の
中から専門分野を選ぶことができます。

＃東京にいながら岩手を学ぶ　＃地域交流　＃Uターン

＃早期一貫教育　＃高度な技術者教育　＃豊富な実験実習

東京都

一関市

杏林大学

一関工業高等専門学校

G-21

G-22
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岩手医科大学附属病院は、岩手県唯一の特定機能病院（高度の医療を提供する能力を有す
ると国に認められた病院）です。

その中で、看護部は「やさしさと思いやりの心・倫理観をもって質の高い看護を提供する」
という理念のもと、地域に根ざした医療を提供しています。

看護師はチーム医療のコアメンバーとして、その専門性はもちろんですが、豊かな人間力
を磨きながら、日々働いています。新人看護職員においては、安心して第１歩を踏み出せる
ように、年齢の近い先輩職員が基本的な看護の指導やメンタル面のサポートを行う制度を設
けています。

プライベートも、一人ひとりがイキイキとした毎日を送れる環境作りをバックアップし、
たくさんの看護師が仕事のオンとオフを上手に切り替え、色々な楽しみを見つけてプライベ
ートを充実させ、仕事への活力に繋げています。

また、看護師の多くは女性であり、結婚・出産・子育てとライフイベントの中で、仕事と
育児を両立させ、専門職としてキャリアアップしなければなりません。看護部では、育児や
復帰の不安を解消するためリーママトーキングカフェを企画し、仕事と育児の両立を支援し
ています。

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+ 事業）の一環として2016年秋から
スタートした『いわてキボウスター開拓塾』は、岩手を変える地域リーダーと学生が週末を
使って、コラボレーションしながらアントレプレナーシップを学ぶ、半年間の超実践型週末
スクールです。

現在約20数名の5期生が受講中ですが、今までの4期で65名が卒塾し、実際に会社を立
ち上げたり、地域リーダーが作ったベンチャーに就職したり、マイプロジェクトを始めたり、
それぞれの分野、場所で活躍を始めています。

でも参加している学生の皆が起業を目指している訳ではありません。スタッフとしてサポ
ート役に回ったり、大企業や自治体の中で企画の仕事をしたり、「ベンチャー＝新しいことを
始める」をする、または応援するなど、方法は様々です。

少しでも気になる学生は先ず卒塾生やスタッフの話をぜひ聞いてみてください。大学や学
部、学年の垣根を飛び越えての参加を期待しています！

＃医療・介護・福祉　＃特定機能病院　＃豊かな人間力　
＃女性活躍

＃岩手を変える　＃地域リーダー　＃超実践型週末スクール　
＃アントレプレナーシップ

盛岡市

盛岡市

学校法人 岩手医科大学（附属病院 看護部）

いわてキボウスター開拓塾

G-23

G-24

学校エリア
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

ふるさといわて創造協議会は、岩手大学を中心に県内外の 8 高等教育機関、21 自治体、8
経済産業団体が参加し、文部科学省の「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」
の採択を受けて、ふるさといわて創造プロジェクトを実施しています。

プロジェクトでは、参加高等教育機関において①いわてを知り、理解する力、②いわてを
説明する力、③いわてをつなぐ力、④いわての未来を創造する力、の４つの能力を備えた人
材＝「いわて創造人材」を育成するとともに、自治体や経済産業団体と連携して、学生の地
域定着に向けた取組として、「ふるさと発見！大交流会 in Iwate」や様々なインターンシップ、
企業見学会、国内外の学生と一緒に地域から世界を考える「陸前高田グローバルキャンパス」
の活動などを実施しております。また、新たな仕事にチャレンジできる学生を創出するため
の取組として「いわてキボウスター開拓塾」を開催しているほか、企業の皆様に大学の研究
者や研究設備を知っていただく取り組み、企業との共同研究による新たなビジネスを生む取
り組みなどを実施しています。

このような活動を通じて、岩手県内への学生の就職率のアップや新たなビジネスに挑戦す
る若者など、地方創生の中核となる若者の育成・輩出に努めています。

＃ひとづくり・まちづくり　＃いわて創造人材　＃学生の地域定着　
＃インターンシップ　＃いわてキボウスター開拓塾岩手県

ふるさといわて創造協議会（事務局：岩手大学）

主催者

H-1
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併催イベント

①共同研究員が語る市職員のシゴト
②市職員と語ろう！ふれあいトーク！ 
主催：岩手大学三陸復興・地域創生推進機構 
場所：アリーナ棟２階　A会議室

主催：岩手労働局 
場所：アリーナ棟1階　アリーナ内

主催：ふるさといわて創造協議会　地域定着WG 
場所：会議棟２階　第10会議室

主催：岩手県商工労働観光部商工企画室
場所：会議棟２階　第９会議室

市職員のシゴトっていろいろある
〜約10年の経験から伝えられること〜

聴いて視て体験！ 知っ得介護
〜介護職員のリアルトークと VR による職場見学〜

インターンシップフォーラム
「インターンシップで見つけよう！」

現役ゲームクリエイターが語る、
北東北と最新デジタルエンタメ技術
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ふるさと発見！　大交流会 in Iwate 2018

主催：公益財団法人ふるさといわて定住財団 
場所：会議棟１階　第３、４、５会議室

いわて就職面接会Ⅳ　（13：00－16：30）
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