
地元むつ市企業で働く先輩たちに、

仕事に就いたきっかけや、

どんな1日を過ごしているのか

聞いてみました！

新田翔磨さん

5p

有限会社サンマモルワイナリー

若山達也さん

8p

福山通運株式会社

須道祐美さん
（旧姓：柾谷）

11p

株式会社 熊谷建設工業

二階 瑛吉さん

6p

株式会社 永木精機

金坂 みのりさん

9p

株式会社 東京堂 文化創造事業部ヤマハ事業 むつ店

石橋 栄一さん

12p

株式会社マエダ

工藤さやかさん

7p

株式会社 PWANむつ事業所

日向翼さん

10p

株式会社橋本建設工業

鈴木朱里さん

13p

社会福祉法人青森社会福祉振興団
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地元むつ市企業で働く先輩たちに、

仕事に就いたきっかけや、

どんな1日を過ごしているのか

聞いてみました！

新田翔磨さん

5p

有限会社サンマモルワイナリー

若山達也さん

8p

福山通運株式会社

須道祐美さん
（旧姓：柾谷）

11p

株式会社 熊谷建設工業

二階瑛吉さん

6p

株式会社 永木精機

金坂みのりさん

9p

株式会社 東京堂 文化創造事業部ヤマハ事業 むつ店

石橋栄一さん

12p

株式会社マエダ

工藤 さやかさん

7p

株式会社 PWANむつ事業所

日向 翼さん

10p

株式会社橋本建設工業

鈴木 朱里さん

13p

社会福祉法人青森社会福祉振興団

むつ市出身。田名部高校卒業後

2018年有限会社サンマモルワイ

ナリー入社。

大きな醸造タンクが並ぶ工場

醸造具合をチェック

有限会社 サンマモルワイナリー

未経験でも大丈夫
学ぶ気持ちがあればどこでも自分を磨ける。

もともとモノづくりに興味があり、ワインを醸造するという特殊

な仕事を、地元で経験できることに魅力を感じました。

未経験でも大丈夫（自分が経験がなかったから）

大学進学だけが道ではない。社会に出ていろんな経験を積み、

自分を磨くこともよいのでは。学ぶ気持ちがあればどこでも自

分を磨ける！

ワインの醸造を手掛けています。

ぶどうの仕込み、発酵管理、ラベル

貼りと、季節ごとに様々な作業が

あり、化学や物理の知識も必要な

ので、1年目は工程を覚える為に必

死でノートを取りました。

 9：00 出社

  ぶどう受け入れ

  仕込み

  搾汁

 12：00 昼食

 13：00 プレス機
  洗浄
  片付け

 15：00 翌日の仕込み準備
  受け入れ

 18：00 退社 

映画、音楽鑑賞。
ジャンルは70～80年代のR＆Bや
ポップスなど、年間800時間は
聴いています。

1年を通し
醸造に合わせ
作業が変化！

企業紹介 15p
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むつ市出身。むつ工業高校電子機

械科卒業。2018年株式会社永木

精機入社、大阪本社研修を経た後

に翌年 8月よりむつテクノセン

ター勤務。

先輩たちとも和気あいあい

セッティング作業

株式会社 永木精機

得意なことを伸ばしていくのが近道
やりたいことには努力し続けること。

高校生の時から切削機械で加工するのが好きで、切削機械に関

する資格を色々取得していました。その資格を活かせる仕事だ

と思い入社しました。

苦手なことより得意なことを伸ばして、それを活かせる仕事を探

してみるといいと思います。やりたいこと、やってみたいことが

ある人はそれに向けて努力し続けることが大切だと思います。

機械オペレーター（マシニングセン

ター）。プログラム作成から材料

セッティング段取り作業。自分でプ

ログラミングした複雑な形状のも

のが短時間で機械加工できるの

で、手作業だと何倍も時間がかかっ

てしまうと考えるとやりがいを感じ

ます。

 8：00 出社・マシン暖気運転

 8：20 ラジオ体操

 8：30 ミーティング

 8：40 業務開始

 12：00 昼食

 12：45 昼礼

 13：00 業務開始

 17：30 終礼

 18：00 退社

アウトドア・スポーツ。
高校でやっていたゴルフ
の打ちっ放しには今でも時々。
あとはカラオケも。

企業紹介 15p

技術向上して、
もっと複雑な加工を
手がけたい！

6



むつ市出身。2019年入社。前職の

接客スキルを活かし、コンタクトセ

ンターのオペレーターとしてクラ

イアント対応を行なっています。よ

り良い対応を目指し奮闘中！

研修や先輩のフォロー体制が
整っているので安心。

休憩室でのおしゃべりが楽しい

株式会社 PWAN むつ事業所

残業もなく、週休二日制なので
子育てしながらでも無理なく働けます。

友人が働いていたのですが、仕事内容やお休みが土日祝な

ど、子育てをしながらでも無理なく働ける環境、職場も和やかで

研修も充実していることがとても魅力的に感じました。

初めてのオペレーター業務でも、研修や先輩のフォロー体制が

整っているので安心。コミュニケーション能力や言葉遣いのスキ

ルアップもできます。残業もなく、お休みも週休二日制なので予

定が立てやすくプライベートも充実しています。

むつ事業所での仕事は主に海産物

などの受注や発信、問い合わせ対

応のオペレーター業務です。営業ノ

ルマなども一切なく、冷暖房が完

備された快適な室内でのデスク

ワークになります。私たちと一緒に

むつ市から全国へ、より良いサービ

スを提供していきましょう。

 9：00 出社

  朝礼

 10：00 業務

 12：00 昼休み

 13：00 業務

 15：00 休憩

 16：00 業務

 18：00 退社

公園で思いっきり子どもたちと
遊びます。
絵が好きなので水彩画を描く
ことも。

企業紹介 17p

こまめに
休憩できます！

ランチタイムは
休憩室で。
近くにコンビニも
あって便利♪

残業がないのも
魅力です！

むつ市出身。むつ工業高校電子機

械科卒業。2018年株式会社永木

精機入社、大阪本社研修を経た後

に翌年 8月よりむつテクノセン

ター勤務。

先輩たちとも和気あいあい

セッティング作業

株式会社 永木精機

得意なことを伸ばしていくのが近道
やりたいことには努力し続けること。

高校生の時から切削機械で加工するのが好きで、切削機械に関

する資格を色々取得していました。その資格を活かせる仕事だ

と思い入社しました。

苦手なことより得意なことを伸ばして、それを活かせる仕事を探

してみるといいと思います。やりたいこと、やってみたいことが

ある人はそれに向けて努力し続けることが大切だと思います。

機械オペレーター（マシニングセン

ター）。プログラム作成から材料

セッティング段取り作業。自分でプ

ログラミングした複雑な形状のも

のが短時間で機械加工できるの

で、手作業だと何倍も時間がかかっ

てしまうと考えるとやりがいを感じ

ます。

 8：00 出社・マシン暖気運転

 8：20 ラジオ体操

 8：30 ミーティング

 8：40 業務開始

 12：00 昼食

 12：45 昼礼

 13：00 業務開始

 17：30 終礼

 18：00 退社

アウトドア・スポーツ。
高校でやっていたゴルフ
の打ちっ放しには今でも時々。
あとはカラオケも。

企業紹介 15p

技術向上して、
もっと複雑な加工を
手がけたい！
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むつ市出身。2019年高校卒業後、

小売業店へ就職。その後、事務職

への転職を希望し、同年7月、福山

通運株式会社青森むつ営業所へ

入社。

仕事を一つ一つ確実に覚え、スムーズに
業務が回るよう奮闘中！

明るく電話対応

福山通運株式会社

情報のアンテナはできるだけたくさん張り
キャッチしたらすぐ行動すること。

地元企業への就職先を探していた時に、青森むつ営業所が開設さ

れることを知り、入社試験を受けました。希望していた事務職で採

用が決まり、青森支店での研修を経てむつ営業所に勤務中です。

欲しい情報のアンテナは、たくさん張っておくことが大事だと思

います。テレビ、新聞、インターネット、人が集まる場所、自分は

理髪店での会話からも教えられました。そして情報を得たら早

めに行動することです。

荷物の配達状況に関する電話対

応。ドライバーの実働を支える事

務処理、コンピュータ入力や営業

など。事務職でも取れる資格取得

支援制度や、共済など福利厚生制

度も充実していて、安心して働くこ

とができます。

 7：00 出社・到着の荷卸

 8：10 電報の確認・
  集荷業務の連絡

 8：30 ドライバー出発時の点呼

  事務業務開始
  ※電話受付・運賃見積

 11：30 休憩・昼食

 13：00 業務再開

 18：00 集荷した荷の発送

  データ処理後退社

高校では「自動車部」に所属して
いたので、時間があればドライブに。
紅葉時期の脇野沢や大畑は最高。

企業紹介 17p

（場合によってお客様に
　直接訪問する事も）

8



むつ市出身。2019年高校卒業後、

小売業店へ就職。その後、事務職

への転職を希望し、同年7月、福山

通運株式会社青森むつ営業所へ

入社。

仕事を一つ一つ確実に覚え、スムーズに
業務が回るよう奮闘中！

明るく電話対応

福山通運株式会社

情報のアンテナはできるだけたくさん張り
キャッチしたらすぐ行動すること。

地元企業への就職先を探していた時に、青森むつ営業所が開設さ

れることを知り、入社試験を受けました。希望していた事務職で採

用が決まり、青森支店での研修を経てむつ営業所に勤務中です。

欲しい情報のアンテナは、たくさん張っておくことが大事だと思

います。テレビ、新聞、インターネット、人が集まる場所、自分は

理髪店での会話からも教えられました。そして情報を得たら早

めに行動することです。

荷物の配達状況に関する電話対

応。ドライバーの実働を支える事

務処理、コンピュータ入力や営業

など。事務職でも取れる資格取得

支援制度や、共済など福利厚生制

度も充実していて、安心して働くこ

とができます。

 7：00 出社・到着の荷卸

 8：10 電報の確認・
  集荷業務の連絡

 8：30 ドライバー出発時の点呼

  事務業務開始
  ※電話受付・運賃見積

 11：30 休憩・昼食

 13：00 業務再開

 18：00 集荷した荷の発送

  データ処理後退社

高校では「自動車部」に所属して
いたので、時間があればドライブに。
紅葉時期の脇野沢や大畑は最高。

企業紹介 17p

（場合によってお客様に
　直接訪問する事も）

むつ市脇野沢出身。大湊高校卒業

後、名古屋の専門学校で2年間ピ

アノの調律を学ぶ。卒業後、名古屋

で就職。その後東京で就職する

が、2017年4月、結婚を契機にＵ

ターン。
イベントの企画相談

ピアノの調律

株式会社 東京堂 文化創造事業部 ヤマハ事業 むつ店

Ｕターンして出産・子育てを経験してみて、
やっぱり故郷が良いなと感じています。

子供のころから通っていたヤマハ音楽教室のご縁で2017年6月

に東京堂に就職。むつ市にもこんな企業・働く場所があったん

だ！と思いました。2018年に長男が誕生。共働きで子育て中！

家族はもちろん、友人や知人がたくさんいる故郷は安心して子

育てができる環境。1時間単位で取得できる有給休暇や、「みん

なで思いやり配慮ルール」があり、ライフスタイルに合わせた働

き方ができる会社です。

音楽教室・英語教室のレッスンスケ

ジュール管理や生徒募集活動、発

表会やフェアの企画運営。ピアノ調

律師の経験を活かし、中古ピアノの

修理や買取査定を行っています。

社員の約8割が女性。子育ての先輩

も多く、子供が病気になった時など

サポートしてくれます。気兼ねなく

休めるとても良い職場です。

 9：00 デスクワーク

  チラシ作成

 12：00 昼食

 13：00 中古ピアノ買取査定

  体験レッスン

  発表会やフェアの準備

 16：30 退社

子供と一緒に過ごす時間が多い。
近所の公園に出かけて遊んだり。
あとは、テレビドラマが大好きで、
一日中でも見ていられます。

企業紹介 18p

同僚たちと子育ての
話などしながら
ワイワイ楽しく。
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むつ市出身。土木、重機に興味が

ありむ つ工 業 高 校 を 卒 業 後 、

2018年株式会社橋本建設工業に

入社。現在、現場監督目指して2級

土木施工管理試験の勉強中！

ミーティングの様子

提出書類制作中

株式会社 橋本建設工業

携わった現場が完成し地図に残っていく
様子にやりがいを感じます。

高校在学中に進路指導部の先生に勧められ、アルバイトをさせ

てもらいました。そして面接で社長の温かい人柄に触れ、私も社員

としてこの会社で働きたいという気持ちで入社しました。

不安なことなどたくさん出てくると思いますが、先輩たちがしっ

かりバックアップしてくれるので、新しいことにも勇気を出して

一歩踏み込んで挑戦してみてください。

現場での作業状況の写真撮影、市

役所に提出する書類などを作成し

ています。まだまだ先輩方のお手伝

いしながら自身勉強中ですが、携

わった現場が完成し地図に残って

いく様子にやりがいを感じます。

 7：00 出社

  社用車で各現場へ

 8：00 作業開始

 10：00 休憩

 12：00 昼食

 13：00 作業開始

 15：00 休憩

 18：00 現場から会社へ

  ミーティング後退社

体を鍛えています！
高校では剣道を、今は筋トレが
趣味に。地元の友人たちに会うこ
ともリフレッシュに。

企業紹介 18p

飲み物で
一息入れます。

資格試験の勉強！！
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むつ市出身。むつ工業高校、岩手

県立産業技術短期大学校を卒業

と同時に入社。2019年2月、2級建

築施工管理技士の資格を取得。現

在2級建築士の資格取得に向けて

猛勉強中。
今日も安全第一で頑張りましょう

現場が好き！

株式会社 熊谷建設工業

現場の作業員さんたちから信頼を得て
完成したときの達成感がたまらない！

工業高校時代に配管や建築設計への興味が湧き、進学して本

格的に建築を学びました。地元むつ市で就職できる企業を探

し、卒業後入社しました。

学校で学んできたことが通用しないのが現場。でも、建築が好

きという気持ちと、完成した時の喜びを感じられれば大丈夫！

県内の女性建設技術者も増え、働きやすい現場環境へ整備され

てきています。経験を積み、仕事もプライベートも充実させ、人

生を楽しみましょう！

建設現場での作業監督です。作業

員を迎える準備から、進捗状況の

記録撮影、現場を巡回して安全確

認、職長会議（大工・鉄筋・土木・設

備・電気などの職長との会議）での

細かな作業打合せなど。

 7：10 出社　現場で作業員を

迎える準備

 8：00 ラジオ体操 朝礼

 8：30 現場作業

 10：30 現場巡回

 12：00 昼食

 13：00 作業の打合せ

 13：30 現場作業

 17：00 報告書等作成

 18：00 帰宅

アーティストのコンサートに行っ
たり、友だちとランチをしたり・・。
結婚したばかりなのでもちろん
家事も！

企業紹介 19p

進捗状況を記録！

手作りお弁当！

資格試験の勉強！！

むつ市出身。土木、重機に興味が

ありむ つ工 業 高 校 を 卒 業 後 、

2018年株式会社橋本建設工業に

入社。現在、現場監督目指して2級

土木施工管理試験の勉強中！

ミーティングの様子

提出書類制作中

株式会社 橋本建設工業

携わった現場が完成し地図に残っていく
様子にやりがいを感じます。

高校在学中に進路指導部の先生に勧められ、アルバイトをさせ

てもらいました。そして面接で社長の温かい人柄に触れ、私も社員

としてこの会社で働きたいという気持ちで入社しました。

不安なことなどたくさん出てくると思いますが、先輩たちがしっ

かりバックアップしてくれるので、新しいことにも勇気を出して

一歩踏み込んで挑戦してみてください。

現場での作業状況の写真撮影、市

役所に提出する書類などを作成し

ています。まだまだ先輩方のお手伝

いしながら自身勉強中ですが、携

わった現場が完成し地図に残って

いく様子にやりがいを感じます。

 7：00 出社

  社用車で各現場へ

 8：00 作業開始

 10：00 休憩

 12：00 昼食

 13：00 作業開始

 15：00 休憩

 18：00 現場から会社へ

  ミーティング後退社

体を鍛えています！
高校では剣道を、今は筋トレが
趣味に。地元の友人たちに会うこ
ともリフレッシュに。

企業紹介 18p

飲み物で
一息入れます。

資格試験の勉強！！
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むつ市出身。2010年、田名部高校

定時制に入学。1年生の時にパート

として入社。2014年3月社員登用。

現在は日配・グロサリーチーフとし

て活躍中。

連絡や売り場チェック

事務仕事

株式会社 マエダ

お客様からの「ありがとう」のお声がけは、
とても嬉しいしやりがいを感じます。

2010年9月、学生時代にパートとして入社しました。当時の店

長から言われた「がんばれば社員になれるぞ！」という言葉を

信じてがんばっていました。その半年後、東日本大震災のとき

に、小売業の大切さを肌で感じました。その時に社員になりた

いと意思を明確にしました。

小売業は正直簡単なお仕事ではありません。天候・気温やメディ

ア情報などで売れる商品は一気に変わりますし、一般企業がお

休みの時ほど忙しいです。そんな忙しい中でも、お客様から「あ

りがとう」とお声がけいただいたときは、とても嬉しいしやりが

いを感じます。

部門チーフとして売場管理、従業員

の指導教育、お客様の目を引く売

場作りに力を入れています。今まで

の経験を生かし、これからもお客様

のために日々努力していきます。

 7：00 出社、前日の売上確認
  部門ミーティング
  入荷商品の仕分け、
  品出し

 8：00 全体朝礼
  開店前の売場チェック

 9：00 開店
  商品補充、レジ応援

 11：00 商品発注業務

 12：00 昼休憩

 14：00 商品補充、事務作業など

 16：00 翌日の準備、
  業務の引継ぎ

 17：00 退社

ドライブが趣味！
最近、メダカを飼い始めた。
昔、学校で熱帯魚を飼っていて、
飽きずに眺めていた。
メダカも可愛いですよ。

企業紹介 19p

12



むつ市出身。2015年高校卒業

後、元々興味があった介護職につ

く。現在ケアマネージャー（介護

支援専門員）の資格取得を目指し

て勉強中！

育児休暇や、子育てに配慮した勤務時間
などとても働きやすい職場です。

利用者さんの情報・状態確認

社会福祉法人 青森社会福祉振興団

利用者さんの笑顔を見ると
この仕事について良かったと思います。

幼稚園の時にボランティアで介護施設に行く機会があり、利用

者さんと折り紙をしたり、歌を歌ったりしました。その時のゆっ

たりとした雰囲気、利用者さんの笑顔を思い出し、私もこのよう

なところで働きたいと思いました。

分からない事等は先輩方が優しく教えてくれますので、私のような

未経験者でも安心です。資格を取得することもできますので、新

しいことに挑戦したい方にはおすすめです。

介護を必要とする方に対し、排泄介

助、入浴介助、食事介助といった日

常生活で必要な援助をします。利

用者さんから「ありがとう」という

言葉を頂いたり、「幸せ」という言葉

を聞くと、この仕事について良かっ

たと感じます。

 11：30 出社 パソコンで引き
つぎ内容や利用者さん
の情報・状態確認

 12：00 食事介助

 13：00 排泄介助

 14：00 おやつ・水分補給

 17：00 夕食介助

 18：00 就寝準備、排泄介助

 21：00 退社

休みの日は、2歳になる子どもと
疲れるまで思いっきり遊びます！

ハードル競技で鍛えたので
体力には自信あり！

企業紹介 20p

むつ市出身。2010年、田名部高校

定時制に入学。1年生の時にパート

として入社。2014年3月社員登用。

現在は日配・グロサリーチーフとし

て活躍中。

連絡や売り場チェック

事務仕事

株式会社 マエダ

お客様からの「ありがとう」のお声がけは、
とても嬉しいしやりがいを感じます。

2010年9月、学生時代にパートとして入社しました。当時の店

長から言われた「がんばれば社員になれるぞ！」という言葉を

信じてがんばっていました。その半年後、東日本大震災のとき

に、小売業の大切さを肌で感じました。その時に社員になりた

いと意思を明確にしました。

小売業は正直簡単なお仕事ではありません。天候・気温やメディ

ア情報などで売れる商品は一気に変わりますし、一般企業がお

休みの時ほど忙しいです。そんな忙しい中でも、お客様から「あ

りがとう」とお声がけいただいたときは、とても嬉しいしやりが

いを感じます。

部門チーフとして売場管理、従業員

の指導教育、お客様の目を引く売

場作りに力を入れています。今まで

の経験を生かし、これからもお客様

のために日々努力していきます。

 7：00 出社、前日の売上確認
  部門ミーティング
  入荷商品の仕分け、
  品出し

 8：00 全体朝礼
  開店前の売場チェック

 9：00 開店
  商品補充、レジ応援

 11：00 商品発注業務

 12：00 昼休憩

 14：00 商品補充、事務作業など

 16：00 翌日の準備、
  業務の引継ぎ

 17：00 退社

ドライブが趣味！
最近、メダカを飼い始めた。
昔、学校で熱帯魚を飼っていて、
飽きずに眺めていた。
メダカも可愛いですよ。

企業紹介 19p

13


