


それぞれが求める「働きたい」と、

いろいろな企業の「働いてみませんか」のマッチングを応援しています。

学生のみなさん、市外からのUターン・Iターン・Jターンを考えているみなさんへ

生まれ育った土地で・・・

一度は市外に出たけれど気心の知れたふるさとで・・・

心機一転初めての土地で・・・

むつ市は、それぞれが求める「働きたい」と、

いろいろな企業の「働いてみませんか」のマッチングを応援しています。

このガイドブックには、むつ市に本社又は事業所を置く28社の紹介と、

そこで働く先輩たち9名のインタビューを掲載しました。

みなさんが抱く、社名や外観は知っているけれど「どんなことをしている会社なの？」

「実際働いてみてどうかな？」の疑問に、

各社の「こんなことをしています！」情報や、先輩たちの「仕事内容・1日のスケジュール」

「みなさんへのメッセージ」が答えてくれます。

安心してむつ市で就職活動できるよう、本誌をお役立てください。
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むつ市の 魅力

むつ市の 魅力

自然・観光

食

祭り

宇曽利山湖

恐山エリア

むつ市の 魅力

見どころいっぱい

四季折々

海の幸・山の幸

新鮮な

観察

間近で

盛り上がる

祭囃子で

北の防人大湊 安渡館・海望館

釜臥山展望台から望む

「光のアゲハチョウ」
羽を広げた蝶に似た夜景は、

「日本夜景遺産」「日本夜景100選」に、

釜臥山から望む月は、

「日本百名月」にも認定されている。 

風間浦村

佐井村

大間町

東通村

横浜町

むつ市

安渡館は実在した海軍要港部庁舎をイメージした
明治・大正期を感じさせる観光施設で、旧海軍や海
上自衛隊グッズが購入できます。また、隣接する海
望館からは、眼下に広がる陸奥湾や芦崎湾に停泊
する自衛隊の艦艇を見渡すことができます。
●問 安渡館 ☎0175-29-3101
●交通 JR大湊駅より車約10分
　JR大湊駅よりJRバス・下北本線で約10分、「海上自衛隊
　前」下車後徒歩約5分
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田名部まつり（田名部神社例大祭）

北前船の水運で栄えた田名部に約380年以上前か
ら続く下北最大規模の夏祭り。

●期間 8月18～20日
          おしまこ流し踊り（18日）
●場所 むつ市田名部地区　
●問 下北観光案内所 ☎0175-34-9095
●交通 JR下北駅より車約10分
　むつバスターミナルより徒歩約5分
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大湊ネブタ
大湊地区で130年以上行わ
れている伝統の祭り。町内会
や職場をあげての力作ネブタ
が、囃子に合わせて練り歩く。

●期間 8月第1金・土・日曜　
●場所 むつ市大湊地区　
●問 大湊ネブタ合同運行委員会 
　☎090-2021-5417　
●交通 JR大湊駅下車すぐ
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海峡サーモン
津軽海峡の厳しい自然環境で育まれた海
峡サーモンは、プリッと締まった身と後味
に残る旨みが特徴。

●問 北彩漁業生産組合 ☎0175-34-5374

マダラ
冬場水揚げされる真鱈は白子やキモが絶
品。調理は「じゃっぱ汁」や、みそ焼きで。

●問 むつ市脇野沢地区観光協会
　（むつ市川内町商工会脇野沢支所内）
　☎0175-44-2217

クロソイ
上品な甘みと引き締まった身の食感が自
慢。焼き魚、煮魚、特に刺身はオススメ。

●問 むつ市脇野沢地区観光協会
　（むつ市川内町商工会脇野沢支所内）
　☎0175-44-2217

下北ワイン
国際ワイン審査会「ジャパン・ワイン・チャ
レンジ2014」金賞を受賞。ワイン専用ブド
ウを栽培して醸造した本格派ワイン。

●問  サンマモルワイナリー ☎0175-42-3870
●交通 JR大湊駅より車約20分　
　JR大湊駅よりJRバス・下北線で約20分、
　「サンマモルワイナリー前」下車後すぐ

ホタテ
ホタテの餌となるプランクトンが豊富な
陸奥湾産。うま味はもちろん、引き立つよ
うな甘みと貝柱の高さが特徴。

●問 川内町漁業協同組合 ☎0175-42-3210

イカ
夏も冬も旬のイカ。新鮮な刺身はもちろん
焼いて、煮て、揚げて、どんな料理でも美味。

●問 大畑町漁業協同組合 ☎0175-34-4111

大湊Sora空っ！
下北の食材にこだわり、航空自衛隊42
警で食べられている鶏のから揚げ。

●問 大湊Sora空っ！普及会事務局
　（むつ市シティプロモーション推進課内)　
　☎0175-22-1111

大湊海軍コロッケ
大湊の旧海軍部隊から誕生したといわれる
味を再現。牛脂（ヘット）で揚げ、香ばしい。

●問 大湊海軍コロッケ普及会事務局
　☎0175-31-0244

大湊海自カレー
海上自衛隊名物カレー。市内7店舗で
各部隊のこだわりカレーが味わえる。
●問 大湊海自カレー普及会事務局
　（むつ市シティプロモーション推進課内)　
　☎0175-22-1111

たなぶ

おおみなと

あんどかん かいぼうかん

やげん

おそれざん

たなぶ

のだい

かわうちおおみなと

釜臥山展望台
下北半島の最高峰、標高約878mの

「釜臥山」山頂付近の展望台。恐山、陸
奥湾、八甲田の山々、北海道と360度
の大パノラマを堪能できる。

●期間 6月上旬～11月3日
　（積雪の状況により変更）
●問 下北観光案内所 ☎0175-34-9095
●交通 JR下北駅より車約40分

かまふせやま

そらから
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338

338

279

本州最北に位置する下北半島。3つの異なる海に

囲まれた地の利から、四季折々の風光明媚な観光

スポットは数多く、豊かな山海の味覚が楽しめま

す。中心にあるむつ市は、鉄道・バス路線の交通基

点となり、豊富な商業施設、幼稚園・小・中・高校の

教育機関、総合病院をはじめとする各種医療機関

も充実しています。　　

住みたい町！

魅力がいっぱい・むつ市

地球・大地（ジオ：Geo）と公園（パーク：Park）を組み合わせた言葉、ジ

オパーク。大地・自然・生活・文化のつながりを学び、楽しむことができる

場所のことです。下北地域特有の大地と自然、そこから生まれた文化や

風習に触れ、産物を味わい、全身で体感してみませんか？地域5市町村

で構成される「下北ジオパーク」は、平成28年「日本ジオパーク」に認定

されました。

「ジオパーク」

大地・自然・人々の営みのつながりを体感！

むつ市の 魅力

体験

海望館交流室

明治・大正期を感じさせる建物

薬研エリア　　　　　　　　

下 北 ジ オ パ  ー ク

津軽海峡に注ぐ大畑川を10kｍほど
遡れば、大畑カルデラの内側に入り、
ブナやカエデなどの広葉樹と針葉樹
のヒバに覆われた薬研渓流にたどり
着く。カルデラによる盆地性気候に
よって鮮やかに色づく紅葉や、火山が
もたらした薬研温泉は、市民の憩い
の場として親しまれている。

陸奥湾の湾口部は絶えず動く海流
の出入口になっており、そのためイ
ワシやタラが集まる豊かな漁場と
なっている。海底火山の噴火による
噴出物がもととなってできた鯛島は
坂上田村麻呂と村の娘との悲恋物
語が語り継がれている。

波の力によって形成されたさまざま
な地形を観察することができ、鬼退
治の伝説も残っている。海水がた
まった穴の中に生息する様々な生き
物を観察できることから、環境教育
でも活用されている。

釜臥山や砂嘴（さし）と呼ばれる地
形の芦崎などの特有の地形により、
明治時代には海軍が設置されるな
ど、古くからの北の防衛の要となっ
ている。

下北半島で最も広い集水域をもつ川
内川があり、水の流れが作り出した
地形や、滝を上るヤマメなどを見るこ
とができる。海では、川から運ばれた
森の栄養によってホタテなどの豊か
な海産物を獲ることができる。

下北の住民に語り継がれてきた信仰の場として崇められる恐
山。第四紀の火山活動で形成されたカルデラ内では現在も噴
気活動が続いており、地球の息吹を感じることができる。

険しい谷を出入り口にもつため、長らく未開の地だった野平
高原。戦後開拓され、現在はカルデラの盆地地形を生かした
高原野菜の栽培や牛の放牧が行われている。

山地と丘陵地をつなぐ田名部平野は、下北地域の人口の約半
数の生活の場。斗南ヶ丘は、戊辰戦争に敗れた会津藩が再興
のため移り住み、斗南（となみ）藩と改めたことに由来する。

●問 下北ジオパーク推進協議会（むつ市企画政策部ジオパーク推進課内）
　☎0175-22-1111

9
なかのさわ

下北丘陵の陸奥湾側には海成段丘が続いており、近川から中
野沢の陸奥湾沿いには海食崖でその地層が現れている。

イルカウォッチングコース

野生のカマイルカに会いに行こう！

下北ジオパーク 検索

釜臥山

恐山

地形・地質に特徴のある18エリアのうち、むつ市には

９つのエリアがあります。各エリアにはジオサイトや

自然・文化サイトといった見所があります。

春から初夏にかけて陸奥湾を回遊するカマ

イルカを至近距離で観察。遭遇率90%！

●問 むつ市脇野沢流通センター

   （シィライン（株）脇野沢営業所） ☎0175-44-2233

●期間 5月上旬～6月下旬　

●所要時間 約60分

●料金 大人お一人様1,830円、小学生お一人様910円

※天候・満員・貸切等により、乗船出来ない場合有り

仏ヶ浦港

むつ市
大畑地区
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脇野沢港
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されました。

「ジオパーク」

大地・自然・人々の営みのつながりを体感！

むつ市の 魅力

体験

海望館交流室

明治・大正期を感じさせる建物

薬研エリア　　　　　　　　

下 北 ジ オ パ  ー ク

津軽海峡に注ぐ大畑川を10kｍほど
遡れば、大畑カルデラの内側に入り、
ブナやカエデなどの広葉樹と針葉樹
のヒバに覆われた薬研渓流にたどり
着く。カルデラによる盆地性気候に
よって鮮やかに色づく紅葉や、火山が
もたらした薬研温泉は、市民の憩い
の場として親しまれている。

陸奥湾の湾口部は絶えず動く海流
の出入口になっており、そのためイ
ワシやタラが集まる豊かな漁場と
なっている。海底火山の噴火による
噴出物がもととなってできた鯛島は
坂上田村麻呂と村の娘との悲恋物
語が語り継がれている。

波の力によって形成されたさまざま
な地形を観察することができ、鬼退
治の伝説も残っている。海水がた
まった穴の中に生息する様々な生き
物を観察できることから、環境教育
でも活用されている。

釜臥山や砂嘴（さし）と呼ばれる地
形の芦崎などの特有の地形により、
明治時代には海軍が設置されるな
ど、古くからの北の防衛の要となっ
ている。

下北半島で最も広い集水域をもつ川
内川があり、水の流れが作り出した
地形や、滝を上るヤマメなどを見るこ
とができる。海では、川から運ばれた
森の栄養によってホタテなどの豊か
な海産物を獲ることができる。

下北の住民に語り継がれてきた信仰の場として崇められる恐
山。第四紀の火山活動で形成されたカルデラ内では現在も噴
気活動が続いており、地球の息吹を感じることができる。

険しい谷を出入り口にもつため、長らく未開の地だった野平
高原。戦後開拓され、現在はカルデラの盆地地形を生かした
高原野菜の栽培や牛の放牧が行われている。

山地と丘陵地をつなぐ田名部平野は、下北地域の人口の約半
数の生活の場。斗南ヶ丘は、戊辰戦争に敗れた会津藩が再興
のため移り住み、斗南（となみ）藩と改めたことに由来する。

●問 下北ジオパーク推進協議会（むつ市企画政策部ジオパーク推進課内）
　☎0175-22-1111

9
なかのさわ

下北丘陵の陸奥湾側には海成段丘が続いており、近川から中
野沢の陸奥湾沿いには海食崖でその地層が現れている。

イルカウォッチングコース

野生のカマイルカに会いに行こう！

下北ジオパーク 検索

釜臥山

恐山

地形・地質に特徴のある18エリアのうち、むつ市には

９つのエリアがあります。各エリアにはジオサイトや

自然・文化サイトといった見所があります。

春から初夏にかけて陸奥湾を回遊するカマ

イルカを至近距離で観察。遭遇率90%！

●問 むつ市脇野沢流通センター

   （シィライン（株）脇野沢営業所） ☎0175-44-2233

●期間 5月上旬～6月下旬　

●所要時間 約60分

●料金 大人お一人様1,830円、小学生お一人様910円

※天候・満員・貸切等により、乗船出来ない場合有り

仏ヶ浦港

むつ市
大畑地区
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田名部平野エリア

野平エリア

中野沢エリア

むつ市観光遊覧船「夢の平成号」
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わきのさわ　 たいじま

脇野沢・鯛島エリア

脇野沢港
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