


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
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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・鯛島エリア

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

13

10

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」

13

1112

JR大
湊
線

下北駅
大湊駅

むつ市
川内地区

むつ市
脇野沢地区

1

5

8

2

6

3

7

4

3 4

2

川内エリア
はま

ちぢり浜エリア
あしざき

大湊・芦崎エリア 5

わきのさわ　 たいじま

脇野沢・鯛島エリア

脇野沢港

9
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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
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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！
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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）
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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）

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
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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
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高性能・高品質のコイル・トランスをお届けすることでスミダは
最新の電子機器のニーズにお応え致します。

スミダ電機株式会社青森工場

物作りに対して好奇心の強
い方で、責任感のある方を
希望します。

むつ市は、自然が豊かで観光資源が多い所です。

自然環境の良いむつ市で働きましょう。

太陽光発電など産業機器向けの高周波トラン

スやコイルを製造しています。特に、平角線の

巻線加工（円、楕円、角内径）が得意です。

業務内容 電気関係組立、巻線

雇用形態 正社員、パート社員

福利厚生 社会保険完備

諸手当・待遇 役職手当、時間外手当、通勤手当、
 皆勤手当

従業員数 94名（男20名、女74名）

平均年齢 50歳

資本金 814,300万円

売上高 50,000万円

事業内容 製造業

住所 むつ市大畑町上野97-3

TEL 0175-34-5511

FAX 0175-34-5841

E.mail hiro_honma_@jp.sumida.com

HP www.sumida.com/about/index.php?lang=jp&

 categoryld=20&parentld=70&aboutld=71&jobld=

休日・休暇 土、日曜日（会社カレンダーによる）

勤務時間 9：00～17：40

勤務地 むつ市

問い合わせ 管理Team人事部

作業風景

仕事・勤務内容

マエダ大畑店

大畑川
むつ大畑体育館

大畑中学校

こすもす幼稚園

来
さ

ま
い

大
畑

桜
ロ

ー
ド

津軽海峡

スミダ電機株式会社
青森工場

正津川小学校

すべての女性の「美」と「快適」に貢献したい。

アツギ東北株式会社むつ事業所

性別年齢を超えてコミュニ
ケーションの取れる方、色
んな変化に対応できる方。

むつ市から世界に羽ばたく製品を一緒に作っていきませんか？

創業50年を超えるストッキング生産・

販売のパイオニアです！

業務内容 ストッキングの製造

雇用形態 正社員、パート社員

初任給 高卒 142,900円

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

諸手当・待遇 通勤手当、交替制手当
 昇給：年1回、賞与：年2回（6月、12月）

従業員数 男126名、女484名

資本金 4億9,000万円

売上高 29億円/年

事業内容 ストッキングの製造

住所 むつ市下北町下北19-5

TEL 0175-22-2311

HP https://www.atsugi.co.jp

休日・休暇 土、日曜日他（年間120日）

勤務時間 8：30～17：10

勤務地 むつ市

問い合わせ 総務 横山（中途採用については応相談）

事業所 （本社）神奈川県海老名市むつ市図書館

大湊線

下北

プラザホテルむつ
下北駅前交番

青森県立田名部
高等学校

田名部中学校

作業風景

アツギ東北株式会社
むつ事業所

仕事・勤務内容
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「より安全に、より効率的に、より使い易く」を目指し製品を開発。

株式会社永木精機むつテクノセンター

「ものづくりへチャレンジし
たい、チャレンジ意欲のあ
る仲間を募集しています」

人間力の向上と人材（人財）育
成のため実践的な社員研修を
積極的に行なっています。

全国に事業所展開しています。大阪本社や九州工場など研修先での思い出もあなたの宝物となるで
しょう。自分にあった事業所配属を優遇しています。いずれはむつテクノセンターへ・・・と考えてい
るあなた、馬車のイルミネーションがお待ちしています。

当社は各省庁、電力、NTT、JR各社をはじめ、様々な

業種における企業様のもとへ安全工具、機器を提供

しています。むつテクノセンターは最新の横型複合

機（5軸）、レーザー加工機を導入し、新しいものづく

りへチャレンジする技術センターです。

業務内容 電設工事関係機器を中心に、幅広い分野の機器、工具
の開発と製造。無停電工法用活線工具、張線器、かく線
器、張力計、各種ラチェットスパナ、住宅安全機器等

雇用形態 正社員、パート

初任給 高卒 162,000円　大卒 198,000円

福利厚生 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、育児休暇、
各種レクリエーション活動

諸手当・待遇 通勤、食事、住宅、国家資格 等

従業員数 全事業所200名

事業内容 製造業

資本金 4,610万円

住所 むつ市大字田名部字赤川ノ内並木100番19

TEL 0175-31-1206

E.mail a.yamazaki@ngk-nagaki.com

HP ngk-nagaki.com/

休日・休暇 年間休日108日

勤務時間 8：30～17：30

勤務地 むつ市、六ヶ所村、大阪府など

事業所 
本社・工場/大阪府大東市太子田3丁目4番31号
・六ヶ所村工場・東京営業所・むつテクノセンター
・仙台営業所・広島営業所・関東メンテナンスセンター
・九州工場・住宅関連会社 株式会社イング
・青森センター・名古屋営業所

作業風景

社屋入口のイルミネーション

仕事・勤務内容

下北

陸奥湾

金谷沢

赤川

む
つ

は
ま

な
す

ラ
イ

ン

大
湊

線

株式会社永木精機
むつテクノ
センター

本州最北のワイナリー

有限会社サンマモルワイナリー

積極性・責任感・協調性があ
り、自ら考え行動する方。

当社は、むつ市をもっと元気にしたいという熱い思いで、地域密着型の企
業としてお客様に信頼される会社を目指しております。私たちと一緒に
地域の潜在力を呼び起こすイノベーションを起こしていきましょう！

有限会社サンマモルワイナリーは、2007年に誘致企業と
して設立し、青森県むつ市川内町に本社を置き、高品質な
ワイン用ブドウを栽培して「下北ワイン」の生産・販売を
行っている企業です。また、当社は、青森県・むつ市・地域
の大学、高校とも連携した取り組みを行い、「下北に産業
を、下北に雇用の場を」を合言葉に、最高のブドウ作りとワ
イン造りに全社員が一丸となって頑張っております。

業務内容 総務、経理、その他事務職

雇用形態 正社員

初任給 高卒 158,000円　短大・専門卒 170,000円
 大卒 190,000円　※昇給あり

福利厚生 社会保険、雇用保険、労災保険
 退職金制度（勤続年数5年以上）、従業員割引制度
 永年勤続表彰制度

諸手当・待遇 通勤手当、みなし残業手当、役職手当、家族手当

従業員数 16名

資本金 4,000万円

事業内容 製造・販売業

住所 むつ市川内町川代1番地6

TEL 0175-42-3870

FAX 0175-42-4175

E.mail shimokitawinej@dailysha.com

HP http://www.sunmamoru.com

休日・休暇 土、日曜日、
 年末年始（12/29～1/3）
 年次有給休暇、特別休暇、
 育児介護休暇

勤務時間 9：00～18：00

勤務地 むつ市川内町

問い合わせ 総務部 0175-42-3870

作業風景

工場直売所

仕事・勤務内容

川
内
川

青森県立
大湊高等学校
川内校舎

陸奥湾

むつ市役所
川内庁舎

戸沢公民館

有限会社
サンマモル
ワイナリー
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当社は青森県認定「あおもり働き方改革宣言企業」です。

日本ホワイトファーム株式会社

社員は全て未経験者です。
スタートラインは皆同じ!!
当社は貴方の挑戦を待って
います!!

「食品」という日常必要とされるものを供給する事業のため安定性は抜群です。

明るく自由闊達な社風で、若さあふれる社員が活躍しております。

『生命（いのち）の恵み』を大切に安全で安心な国

産鶏肉を生産、製造、販売まで、品質に妥協するこ

となく、何ごとにも積極的にチャレンジし、心を込

めて「食べる喜び」をお客様へお届けしています。

業務内容 生産飼育職（農場担当）・製造技術職（工場担当）

雇用形態 正社員

初任給 高卒 161,000円、短大・専門卒 171,180円
 大卒 191,160円

福利厚生 健康保険、厚生年金、育児・介護休業、退職金・
企業年金（401K）

諸手当・待遇 資格、通勤、子供手当等
 昇給、賞与あり

従業員数 1,950名（企業全体）

平均年齢 39歳

資本金 156,000万円

売上高 510億円（2020年度）

事業内容 鶏（チキン）の肥育、加工、販売

住所 上北郡横浜町字林尻102番地100

TEL 0175-78-3934

FAX 0175-78-3960

HP http://www.nhg-seisan4.jp/

休日・休暇 週休二日制（会社カレンダーによる）
 有給休暇、特別休暇

勤務時間 8：00～17：00（部署により前後あり、
所定7時間36分/日）

勤務地 むつ市川内町、上北郡横浜町

問い合わせ 東北総務部

仕事・勤務内容

下北

赤川

陸奥湾

金谷沢

近川

日本ホワイトファーム株式会社
東北事業所

食品工場

種鶏孵卵課

む
つ
は
ま
な
す
ラ
イ
ン

大
湊
線

下北地域の緑を豊かにしていきます！

下北王子林産株式会社

現在求人はしておりませ

んが、募集の際はその都

度求人のお知らせをいた

します。

山の緑を育て、環境保全に貢献しています。山を生き生きとさせ
林業の活性化につながります。

山から伐り出されてきた間伐材やこれ

まで山へ捨てられてきた材をチップに

しています。このチップから発電所で

電気が作られます。

業務内容 木材を切削してチップを製造

雇用形態 正社員

従業員数 3名

平均年齢 40歳

資本金 900万円

事業内容 木材加工業

住所 むつ市真砂町11番1号

TEL 0175-31-1557

FAX 0175-31-1558

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市

作業風景

仕事・勤務内容

青森県立むつ工業高校

ユニバース
むつ旭町店

むつ市
ウェルネスパーク

大湊線

むつ市役所

むつ中央二郵便局

むつ運動公園

下北王子林産株式会社 下北
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たゆまぬ総意と工夫で物流フロンティアを先駆し続ける

福山通運株式会社青森むつ営業所

業務内容 路線トラック、貸切トラック、複合輸送、倉庫、
 請負集荷、貸切自動車運送事業

雇用形態 正社員（セールスドライバー）

初任給 200,000円～350,000円

福利厚生 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、
 退職金共済、退職金制度有り（勤続５年以上）

諸手当・待遇 通勤手当、配偶者手当、扶養手当、無事故手当等
 昇給、賞与

従業員数 企業全体831名

資本金 1,000万円

事業内容 一般貨物自動車運送業

住所 むつ市真砂町93番32

TEL 0175-29-2925

HP http://corp.fukutsu.co.jp

休日・休暇 週休二日制

 （シフトによる月間平均9～10日）

 ６ヶ月経過の年次有給休暇10日

勤務時間 8：00～17：30を基本として

 繰り上げ・繰り下げ有り

勤務地 むつ市

営業所風景

仕事・勤務内容

新しい福山通運を作り上げ
ていきたいという方の応募を
お待ちしています。

青森県内では、福山通運グループとして青森、八戸、弘前に続いて４店所目となります。地域における
お客様へよりきめ細やかなサービスを提供してまいります。また、当グループでは充実した福利厚生
制度が特徴。産前産後休暇や、住宅制度、資格取得費用を援助する制度など安心して働くための制
度を整えています。

東北から北陸、関東、関西にかけて路線を展開、大

手スーパーとのタイアップによる輸送形態も整え

輸送品質の向上をはかっています。むつ営業所で

は、トラックにて市内近郊の荷主様を訪問し、集荷

および配達を行います。

青森県立むつ工業高校

むつ市
ウェルネスパーク

大湊線

むつ市役所

むつ中央二郵便局

ユニバース
むつ旭町店

福山通運株式会社 下北

むつ運動公園

地域の美味しい食材の魅力を全国へお伝えするお仕事です！

株式会社PWANむつ事業所

明るく電話対応できる方。約
２週間充実した研修を行い
ますので、未経験者の方でも
安心してお仕事が可能です。

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。

当社は、福岡県に本社を構え、広告代理業、通信

販売業、コンタクトセンター関連業務などを行っ

ています。むつ事業所は2018年8月に開設。むつ

市では初めてのコンタクトセンターになります。

業務内容 むつ事業所において、コールセンターオペレーター
業務に従事していただきます。

 ・パソコンを使った電話の受信、発信業務
 ・メールの問い合わせ業務
 ・主に健康食品の注文受付や問い合わせ対応

雇用形態 正社員以外（有期雇用労働者）

初任給 雇用形態により異なりますのでお尋ねください。

福利厚生 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

諸手当・待遇 交通費 実費支給（上限あり）

従業員数 企業全体30名

資本金 1,000万円

事業内容 コールセンターオペレーター

住所 むつ市柳町1-10 まさかりプラザ2F

TEL 0175-33-2641

FAX 0175-33-2642

休日・休暇 土、日曜日、祝日
 週休二日制（毎週）
 6ヶ月経過後の年次有給休暇
 日数：10日　年間休日：120日

勤務時間 9：00～18：00

休憩時間 60分

勤務地 むつ市

問い合わせ 担当 石川 0175-33-2641

海産物などの受注や発信、
問い合わせ対応

作業風景

仕事・勤務内容

むつ市立第一
田名部小学校

田名部神社

むつパークホテル

円通寺

ホテル
ユニサイトむつ

むつ郵便局

むつ来さまい館

株式会社PWAN
むつ事業所
（まさかりプラザ2F）

田
名
部
川
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地域に根差し 確かな技術と信頼で郷土づくりに貢献する企業です。

株式会社橋本建設工業

明るく、技術や資格の取得に
積極的でやる気のある方。何
事にも興味をもちチャレンジ
精神のある方。

建設業は道路や川、そして建物と自分の仕事が地図に残るとてもやりがいのある仕事です。ICTや
機械化はすすんでいきますが、職人技という確かな技術を決して放棄しないという信念で日々作業
をしています。未経験でも興味とやる気のある方には積極的に資格取得をサポートします。

むつ市において土木・建築を中心として総合建設

業をしております。ISO9001を取得し確かな品質

はもちろんのこと、経済産業省認定 地域未来牽引

企業として地域において信頼される企業です。

業務内容 土木・建築の現場監督、土木作業員

雇用形態 正社員

初任給 高卒 160,000円（2021年実績）

福利厚生 雇用保険、社会保険加入、育児休暇

諸手当・待遇 資格、技能、通勤等手当あり
 昇格、昇給、賞与あり

従業員数 49名

資本金 2,000万円

売上高 172.9万円/2020年12月決算

事業内容 総合建設業（土木、建築、舗装、とび土工・

コンクリート、解体、水道施設、しゅんせつ）

住所 むつ市栗山町12番10号

TEL 0175-22-1104

FAX 0175-22-1180

E.mail kkhkk@hashiken-mt3.com

HP http://hashiken-hp.com/publics/index/0/

休日・休暇 4月～9月 土、日曜日（毎週）
（変形労働 10月～3月 第2・4土曜日、日曜日（毎週）
　時間制） 年次有給休暇、年末年始等季節休あり
勤務時間 4月～9月 8：30～17：30、
 10月～3月 7：00～16：00
勤務地 むつ市、下北郡
問い合わせ 営業部
その他 経験者による中途採用者の給与は応相談

青森県県土整備部長優良工事表彰
大畑川護岸工事

国土交通省 優良安全表彰
田名部川護岸工事

仕事・勤務内容

むつ市立
むつ中学校

栗山稲荷神社

大湊バイパス

法呂神社株式会社
橋本建設工業

ニーズを超えた価値の提供による豊かな地域社会の創造を目指します

株式会社東京堂

固定観念に縛られない、柔軟
な発想力で常に新しい価値
を創出していける仲間を求め
ています。

東京一極集中から地方創生へ。ふるさとを元気にしたい！

一人一人が活躍できる、働きがいを感じる魅力ある企業を目指しています。

★経済産業省　新ダイバーシティ経営企業100選受賞（2019年度）
★厚生労働省　子育てサポート「くるみん認定」企業（2019年度）
★あおもり女性活躍推進企業
　勤務時間の柔軟な取扱い等、社員の子育てや健康づくりを応援しています。
★経済産業省「地域未来牽引企業」選定（2020年度）
★経済産業省　健康経営優良法人（2021認定）
　みんなで思いやり配慮ルール、禁煙バトンなど楽しみながら続けられる
　健康経営を推進しています。
★奨学支援プログラム「おかえり奨学金制度」参画企業

むつ市・三沢市を拠点に、ICT導入支援やオフィスリ
ニューアル等を提案する営業部、むつ市・青森市・八戸
市・秋田県鹿角市の４拠点を中心にヤマハ音楽教室を
運営しているヤマハ事業。下北文化会館の指定管理者
として、貸館業務やイベントの企画運営を行っている文
化創造事業部。ステーショナリー・ライフスタイル雑貨
などを販売している店舗事業部を経営する企業です。

業務内容 ※各事業によって業務内容が異なります。

 　雇用内容について詳しく知りたい方は、お問い合わせください。

従業員数 48名

資本金 3,000万円

事業内容 オフィス関連事業、音楽教室運営

 文化施設管理運営、文具・楽器等の店舗運営

住所 むつ市小川町1-6-1

TEL 0175-22-3241

FAX 0175-22-9575

HP http://tokyodo-hp.com/

マラソン大会参加

経済産業省 新・ダイバーシティ経営
企業100選受賞（2019年度）

東京堂ソリューションフェア2019

仕事・勤務内容

星美幼稚園

金谷公園

むつ総合病院

むつ郵便局

第二白百合保育園

代官山公園

株式会社東京堂

田名部カトリック幼稚園

田名部川
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安全と健康と豊かな小売業を実現する小売業です！

株式会社マエダ

お客様のことをNo.1に考え
ることができる方。明るく前
向きに努力できる方。

人々が生きるために必要な「食」を扱い、お子様から高齢者の方々まで、
地域の方々の生活を支えるやりがいのある仕事です。
是非スーパーマーケットで働いてみませんか？

青森県内各地で36店舗のスーパーマーケットを展

開。自社工場と小規模店舗のフォーマットを活用

し、過疎エリアにも積極的に出店。地域のお客様が

快適にお買物出来るような取組みを進めています。

業務内容 店舗運営業務全般（発注・加工・陳列・接客等）

雇用形態 正社員

初任給 高卒 159,500円　短大・専門卒 172,400円
 大卒 198,050円（2021年4月実績）

福利厚生 雇用保険、社会保険あり、育児休暇取得実績あり
 退職金（入社後3年～）等

諸手当 役職手当、通勤手当、家族手当、遠隔地手当
（引越を伴う転勤の場合）等

従業員数 1,300名（2021年10月実績、8H換算）

平均年齢 39.9歳（2021年10月実績）

資本金 3,000万円

売上高 347億5,900万円（2021年3月実績）

事業内容 小売業

住所 むつ市小川町2-4-8

TEL 0175-22-8333

FAX 0175-22-4226

E.mail Jinji@i-maeda.co.jp

HP https://www.i-maeda.co.jp/

待遇 昇給・賞与あり

休日・休暇 週休二日制（シフト制、年次有給休暇、
特別休暇等）

勤務時間 1日実働8時間（シフトによる）

勤務地 青森県内各店舗（引越を伴う異動有り）

問い合わせ 人事教育総務部

作業風景

仕事・勤務内容

星美幼稚園

金谷公園 第二白百合保育園

田名部カトリック幼稚園

むつ郵便局
田名部川

むつ総合病院

代官山公園

株式会社マエダ

「造る真心・受ける信頼」をモットーにお客様が
見えないところこそしっかりと造る総合建設業です。

株式会社熊谷建設工業

「ものづくりが好きな方」
「地域づくりに貢献したい方」
未経験でもやる気のある方に
様々なサポートで応援します。

●土木及び建築工事施工、建築士事務所、自動車整備工場（車検認定工場）、
　ガソリンスタンド（ENEOS）
●資格取得費用は全額会社が負担し、資格手当支給の上限を無くしました！
●「青森県女性技術者ネットワーク会議」に参画して、女性の活躍を応援、
　女性技術者（現場監督・重機オペレーター・作業員）の育成を推進中！

昭和18年に創業以来、総合建設業として常に新しい技

法や難しい工事に挑戦し、地域を造り続けている会社で

す。顧客満足の向上に取り組んでいますが、「顧客満足

＝社員満足」という考えから、福利厚生を重視して取り

組んでいます。平成30年に経済産業省認定「地域未来

牽引企業」に選ばれました。

業務内容 土木工事の現場監督・重機オペレーター・作業員、建築工事の現場監督・
 設計士、自動車整備士、石油販売員
 ※各業務によって雇用内容の詳細が異なりますので、詳しくはお尋ねください。

従業員数 83名（令和3年9月）
資本金 2,000万円
売上高 28億3121万円（令和3年3月末決算時）
事業内容 総合建設業、石油類販売業、自動車類整備業

大湊港港湾環境整備（効果促進）工事（通称：大平ドーム橋）
青森県県土整備部優良工事表彰

社会福祉法人桜木会
桜木園

仕事・勤務内容

当社の
取り組み

建設業は社会貢献できる、誇るべき業種です。当社では、下北地域の未来を担う人材育成・定住支援
「おかえり奨学金制度

※
」に取り組んでいます。男女問わず土木建築を目指す若い人を応援しています。

※お問合せは当社または、おかえり奨学金団体ジモッティー事務局　社会福祉法人みちのく福祉会　TEL 0175-26-2036

住所 むつ市中央一丁目5番7号
TEL 0175-22-1141
FAX 0175-23-4541
HP http://www.kumagai-kk.co.jp

むつ市役所 むつ合同庁舎

ケーズデンキむつ店
ファッションセンター
　しまむらむつ店

むつ中央二郵便局

大湊線

田
名
部
川

株式会社熊谷建設工業
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むつ下北の観光の拠点、地元のコミュニティホテル

むつ観光ホテル株式会社（むつグランドホテル）

笑顔が素敵で、元気・やる気
のある方を希望します。

お客様の笑顔が見たい！ふれあいたい！やりがいのある職場です。

ご宿泊、ご婚礼、ご宴会、各種ご会食、各種会

議、レストラン、仕出し、売店、ティラウンジ、温

泉をご利用いただいたお客様へ飲食サービス、

接客サービス、販売サービスをご提供させてい

ただいております。

業務内容 宴会サービス、フロント 他

雇用形態 正社員

初任給 145,000円

福利厚生 雇用保険、社会保険

諸手当・待遇 時間外手当等

従業員数 44名

平均年齢 51歳

資本金 9,900万円

事業内容 ホテル業

住所 むつ市田名部字下道4

TEL 0175-22-2331

FAX 0175-22-2332

E.mail info@mghotel.jp

HP www.mghotel.jp/

休日・休暇 年間78日

勤務時間 シフト制（実働7.25時間）

勤務地 むつ市むつグランドホテル

問い合わせ 0175-22-2331　澤畑

職場風景

仕事・勤務内容

むつ尻屋崎線

ひまわり幼稚園

稲荷神社

田
名
部
川

稲荷神社

むつ観光ホテル株式会社

田名部畜産
農業協同組合

共に成長し、理想的なケアを

社会福祉法人青森社会福祉振興団

人と関わることの好きな方、
お年寄りを大切にしていただ
ける方を募集しております。

当法人では初めての方でも安心していただけるよう、先輩と1対1で学んでいける教育体制を整えて
おります。さらに、スタッフに負担をかけること無く利用者の介助が出来る、ICT・IoT機器といった
介護ロボットを導入しております。そういった最新機器を使った介護を学び、さらに上の介護を目
指しませんか？

「人ひとりひとりの心地よさ」を理念として利用者ひ

とりひとりの人権を尊重した介護に取り組んでおり、

また、介護のプロとして一流サービスができるよう

職員研修教育にも力を入れております。

業務内容 介護、看護、リハビリ

雇用形態 正社員

初任給 高卒 145,800円　専門・短大卒 150,000円
 大卒 173,000円

福利厚生 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
 退職金共済

諸手当・待遇 通勤手当、夜勤手当、住宅手当、賞与2.5ヶ月

従業員数 292名

平均年齢 44歳

資本金 5億円

事業内容 介護、看護師、理学療法士

 作業療法士、言語聴覚士

住所 むつ市十二林11-13

TEL 0175-23-1600

FAX 0175-23-1601

E.mail marumelo-recruit@michinokuso.or.jp

HP https://www.michinokuso.jp

休日・休暇 1ヶ月単位の変形労働制に基づく
勤務表による

 年間休日数106日、誕生日休暇有

勤務時間 シフトによる

勤務地 青森県むつ市、宮城県仙台市

問い合わせ 人材部　山田

介護ロボット

仕事・勤務内容

マエダストア
むつ中央店

青森県むつ警察署

ケーズデンキむつ店

むつ市役所

田名部川

社会福祉法人
青森社会福祉振興団
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下北交通は今日も地域と共に走り続けます。

下北交通株式会社

バスの運転に興味がある方、
そして人と接することが好き
な方。

当社には、大型二種免許取得を支援する「運転士育成制度」があります。
是非、免許を取得し地元企業で活躍しましょう。

当社は、「ひと」と「まち」をつなぐ安心・安全なバ

ス輸送を通じ、地元の皆さまにとって欠かせない

地域交通の担い手として信頼される企業をめざし

ています。

業務内容 運転士、整備士、事務（観光、運行管理）他

雇用形態 正社員

初任給 高卒 142,050円

福利厚生 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 他

諸手当・待遇 住宅手当、家族手当、通勤手当 他

従業員数 136名

平均年齢 56歳

資本金 9,900万円

売上高 6億2,000万円

事業内容 旅客運送業他

住所 むつ市金曲1-8-12

TEL 0175-23-3111

FAX 0175-23-4682

E.mail shimoko@sofcom.jp

HP http://www.0175.co.jp/s/

休日・休暇 年間90日

勤務時間 8：20～17：00（シフト制）

勤務地 むつ市

問い合わせ 管理部 0175-23-3111

会社風景

仕事・勤務内容

金谷公園
むつ
総合病院

青森県立
田名部高等学校

むつ市立
苫生小学校

円通寺

下北交通むつ
バスターミナル

下北交通むつ
営業所

下北の食文化アンバターの吉田ベーカリー!!

有限会社吉田ベーカリー

パンやお菓子等食べ物作
りに興味がある方、大歓迎
です。

フレッシュパワー、求めています。一緒に働きましょう！

弊社は昭和30年に創業以来65年の間、パン・お

菓子・お弁当等を製造販売している会社です。

お客様に、より良い食品を安心してお召し上がり頂

けますよう日々努力しております。

業務内容 パン、菓子製造販売

雇用形態 正社員

初任給 138,000円～

福利厚生 社会保険、厚生年金、雇用保険等

諸手当・待遇 技能手当

従業員数 20名

平均年齢 35歳

資本金 1,000万円

事業内容 製造小売業

住所 むつ市新町9-25

TEL 0175-22-1171

FAX 0175-22-1173

E.mail yoshida.bakery@tea.ocn.ne.jp

休日・休暇 週1日

勤務時間 7：00～17：00の間
 週5日7時間と1日5時間 合計40時間

勤務地 田名部地区

問い合わせ 0175-22-1171

店内商品の数々

仕事・勤務内容

金谷公園

星美幼稚園

むつ総合病院

田名部川

第二白百合保育園

代官山公園

むつ郵便局

有限会社吉田ベーカリー

田名部カトリック幼稚園
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正確で誠意をもち、信頼される会社

有限会社下北測量

故郷である下北半島への感
謝の気持ちや、育ててくれた
両親へ、測量・設計を通じて
恩返ししたいと考えている
人材。

測量・設計という仕事は、道路や橋など社会に大きな影響を与えるインフ
ラ整備において基盤となる重要な役割を担っています。建設コンサルタン
ト業では若くて元気な皆さんの力を必要としていますので、是非一緒に
地域社会の為に活躍してくださることを期待しています。

当社は、市や官公庁からの仕事を中心に、インフ

ラを整備する際の多様な測量・建物等の移転補

償、道路・河川の設計、橋梁・トンネル等の調査・

点検を通じて、地元下北の災害・防災・減災に寄

与する専門会社です。

業務内容 測量、設計コンサルタント業務

雇用形態 正社員

福利厚生 雇用保険、労災保険、社会保険、育児休業取得実績あり

諸手当・待遇 通勤手当あり、昇給・賞与あり

従業員数 約25名

平均年齢 40歳

資本金 1,000万円

売上高 2億円

事業内容 総合建設コンサルタント

住所 むつ市新町37番18号

TEL 0175-22-7740

FAX 0175-22-4688

E.mail simosok1@jomon.ne.jp

休日・休暇 日曜日、祝日（会社の定めた日）

勤務時間 8：15～17：15

勤務地 むつ市新町37番18号

問い合わせ 総務課

ドローン飛行作業

ドローン機一式

仕事・勤務内容

むつ郵便局

田名部カトリック
幼稚園

円通寺 JA十和田
おいらせむつ支店

新
田
名
部
川

有限会社下北測量

豊かな社会と原子力技術発展の共栄を目指して

原子力エンジニアリング株式会社
青森事業所

チャレンジ精神旺盛な、やる
気・元気のある人材を求め
ています。

当社は、「楽しく働こう!Have Fun!」をモットーに、豊かで充実した生活を過
ごせるように「ワーク・ライフ・バランス」を絶えず心掛けた社員の処遇改善
と様々な福利厚生に取り組んでいます。

原子力に関する研究支援業務を行っており、常に

安全最優先でお客様のご要望に的確に対応した

製品・サービスを提供しております。また、積極的

な事業展開を目指しより高品質なサービス提供

のための技術力向上を目指した研修プログラム

を導入しております。

業務内容 原子力関連機器の設計製作、施設の運転
保守

雇用形態 正社員

初任給 162,000円～

福利厚生 社会保険完備、退職金制度あり

諸手当・待遇 資格、通勤、昇給昇格・賞与あり

従業員数 562名

平均年齢 46.4歳

資本金 6,500万円

売上高 約40億円

事業内容 原子力施設の運転保守

住所 むつ市小川町一丁目16-30

TEL 0175-33-2155

FAX 0175-33-2156

E.mail mkurosawa@neco-net.co.jp

HP http://www.neco-net.co.jp

休日・休暇 週休二日制
 （年次有給休暇、夏季休暇等）

勤務時間 9：00～17：30

勤務地 青森県、茨城県、福島県

問い合わせ 青森事業所

施設の運転保守

放射線管理

仕事・勤務内容

青森事業所

本社

むつ市立第二
田名部小学校

金谷公園

むつ総合病院

星美幼稚園

第二白百合保育園

代官山公園

原子力エンジニアリング
青森事業所

むつ郵便局

田名部川
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心を動かす街づくり、人づくりに取り組むイケてる企業です！

山内土木株式会社

明るく前向きな発想ができ
る人、それは建設的でなけれ
ば建設人として力が発揮で
きないからです。

「人の心を大事にする」という企業思想は従業員の仕事に対する熱意を育みこれま

で築き上げてきた信頼と信用の礎になっています。また、従業員が長く活躍するた

めに、働き方や健康状態を適切に管理し、働きやすく生産性の高い職場及び公私

ともに楽しく充実した環境づくりに取り組んでいます。これから、この地域社会を

発展させるため、皆さんの熱意と力が必要です。一緒に頑張りましょう！

大正14年より総合建設業を営む地域に根ざした建設企業で

す。建設業だけでなく、むつ市より指定管理事業として、むつ市

ウェルネスパーク維持管理事業の運営もしております。若者の

採用・育成に積極的で若者の雇用管理の状況などが優良な企

業として厚生労働大臣から「ユースエール認定企業」として認証

を受け、若者が働きやすい環境づくりにも取り組んでいます。

業務内容 公共事業・民間事業、工事施工現場における
管理全般、積算設計他

雇用形態 正社員

初任給 150,000～320,000円

福利厚生 社会保険（健保・厚保・雇保）、退職金共済、
確定給付企業年金、退職金制度

諸手当・待遇 職能手当、管理手当、勤続手当、家族手当他

従業員数 114名

平均年齢 44歳

資本金 3,000万円

売上高 33億円（2021年5月末）

事業内容 総合建設業、サービス業（指定管理事業）

住所 むつ市大湊新町37番12号

TEL 0175-24-2231

FAX 0175-29-2301

E.mail i-nihonyanagi@yamauchi-doboku.jp

HP http://www.yamauchi-doboku.jp

休日・休暇 1年単位の変形労働時間制

 自社就業カレンダーにもとづく

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市内

問い合わせ 0175-24-2231　二本柳・工藤

社会学習指導

まさかりレガッタ出場

仕事・勤務内容

【あおもり働き方改革推進企業】
男女問わず、すべての労働者が働きやす
い環境づくりを推進するとともに労働者
の仕事と結婚から子育ての希望の実現
を目指すために「働き方改革」に積極的
に取り組む企業を青森県が認証します。

【青森県健康経営事業所】
青森県の働き盛り世代の健康づくりを
推進するため従業員の健康管理を経営
視点から考え、戦略的に実践する「健康
経営」に取り組む事業所を青森県が認
定します。

【ユースエール認定企業】
若者の採用・育成に積極的で若者の雇
用管理の状況などが優良な中小企業を
厚生労働省が認定する制度です。

あおもり働き方改革推進企業 青森県健康経営事業所 ユースエール認定企業

むつ運動公園

むつ市大平中学校

大湊 大湊線
むつ市
ウェルネスパーク

陸奥湾

青森県
むつ警察署

山内土木株式会社
むつ中央二郵便局

安心・安全・そして感動を。

株式会社北彩屋

明るく積極的で元気のある
方。新しいことにも興味をもっ
てチャレンジできる方。

2018年4月に加工施設兼直売所を新設し、徹底した衛生管理の基、
サーモンの加工・事務作業・新商品開発等を行っております。皆さんの力
をお借りし、今以上に感動する商品をこれからもつくり届けていきます。

北彩漁業生産組合が津軽海峡沖で生簀養殖する

「海峡サーモン」の商品開発・加工・販売を行う

会社です。

業務内容 商品受注管理、電話、FAX、web注文確認対応
 納品伝票及び請求書等帳簿類作成管理
 商品、ギフト梱包発送等

雇用形態 正社員

初任給 150,000円

福利厚生 雇用保険、社会保険適用あり

諸手当・待遇 昇給、賞与あり

従業員数 20名（パート含む）

平均年齢 45歳

資本金 400万円

売上高 15,000万円（2020年度）

事業内容 製造業

住所 むつ市大畑町上野152-2

TEL 0175-31-1868

E.mail mika@kaikyou.com

HP http://www.kaikyou.com

休日・休暇 所定休日

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市大畑町

問い合わせ 株式会社北彩屋

直売所

加工場

従業員集合風景

仕事・勤務内容

大
畑
川

むつ市大畑庁舎

むつ市大畑小学校

大畑郵便局

マエダストア大畑店

稲荷神社

津軽海峡

株式会社北彩屋

むつ市大畑庁舎
大畑魚市場
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時代に必要とされ続ける法人を目指して

社会福祉法人桜木会

人の暮らしに寄り添う仕事で
す。積極性も大切ですが、時
には見守ることも必要。「思
いやり」と「誠意」を持って行
動できる方をお待ちしており
ます。

「むつ市のことは大好きだけど、仕事がないから帰って来れない。」そんな声
をよく耳にしますが、そんなことはありません。地域をもっと豊かに、もっと
便利にと、頑張っている魅力的な企業がたくさんあります。福祉の仕事の
最大の魅力は、そこに暮らす方々の笑顔や感謝をダイレクトに感じ、喜び
を分かち合えること。きっと「やりがい」を感じられるはずです。

高齢・障害・児童福祉サービスと、乳児から老人まで関

わる幅広いサービスを提供している社会福祉法人で

す。福祉の専門家として利用者様やご家族のニーズに応

え、地域の方 と々共に豊かな生活を願い、日々取り組ん

でいます。

業務内容 介護職、保育士、看護師 他

雇用形態 正社員

初任給 職種による

福利厚生 各種社会保険制度、退職金制度、資格取得
支援制度、社会福祉従事者相互保険制度、

 自動車保険団体割引制度 他

諸手当・待遇 通勤手当、住宅手当、扶養手当 他

従業員数 300名

事業内容 社会福祉事業

住所 むつ市中央二丁目13番15号

TEL 0175-31-0708

FAX 0175-31-0709

E.mail info@sakuragikai.jp

HP http://www.sakuragikai.or.jp

休日・休暇 シフト制（年間107日）

勤務時間 変形労働時間制

勤務地 むつ市内（8事業所）

問い合わせ 法人本部　総務課

2020年完成桜木園

保育園外観

2021年8月完成　グループホーム

仕事・勤務内容

むつ市役所

むつ中央二郵便局

大湊線

ファッションセンター
　しまむらむつ店

田
名
部
川

むつ合同庁舎

社会福祉法人桜木会

ケーズデンキ
むつ店

皆様の想いを紙の上で自由に表現

協同印刷工業株式会社

とにかく全力で何事も楽し
める人を探しております。

そこにある印刷物を一緒に作って行きましょう。

地域密着型の印刷会社です。

発想を形に変えること、皆様の利益に繋がる

役目をお手伝いさせて頂きます。

業務内容 印刷、出版

雇用形態 正社員、パートタイマ―

初任給 正社員 140,000円～

福利厚生 社会保険、雇用保険

従業員数 41名（パートタイマー含む）

平均年齢 45歳

資本金 1,000万円

事業内容 印刷製本、出版業

住所 むつ市金曲1丁目15番8号

TEL 0175-22-2231

FAX 0175-22-0435

休日・休暇 週休二日制（年間変形労働制）

勤務地 本社、青森営業所

問い合わせ 本社　竹内

会社風景

各種印刷物

仕事・勤務内容

青森県立田名部高等学校

下北

大
湊
線

むつ市立苫生小学校

こばと幼稚園

社会福祉法人並木福祉会
並木保育園

陸奥湾

協同印刷工業株式会社

むつ市立第三
田名部小学校
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地域に無くてはならない会社に！

有限会社カワシタ電業

夢や目標の実現に向けて頑
張れる、明るく元気な人材を
求めています。新たな取り組
みにチャレンジしながらさら
なる飛躍を目指して一緒に
頑張りましょう！

お客様の生活を支える、また少しでも地域社会に貢献できる会社でありた
いと思っています。仕事を通して一緒に青森のむつの未来を担いましょう！

お客様に日常生活の中でなくてはならない電気を、安

全に、安心して使える明るい生活を提供したいと思って

います。加えてISO9001：2015/ISO14001：2015を取

得し、環境にも気を配っています。他にも2016年9月に

認定された下北ジオパークの協力・協賛もしています。

業務内容 各種電気工事【公共（防衛省、青森県、むつ市）、
 民間、オール電化、ルーフヒーター、ロードヒーター、

エアコン、テレビ共聴、ソーラー】、家庭用電化製品の
販売、土木工事

雇用形態 正社員

初任給 高卒 155,000円～

福利厚生 各種保険（健康・厚生年金、雇用、労災）、退職金制度

諸手当・待遇 通勤手当、役付手当、資格手当、家族手当
 昇給：年1回（業績による）、賞与：年2回（業績による）

従業員数 13名

平均年齢 48歳

資本金 2,000万円

売上高 1億8,559万円（2020年度）

事業内容 電気工事

住所 むつ市中央二丁目21-1

TEL 0175-29-5611

FAX 0175-29-5612

E.mail kawaden@r66.7-dj.com

HP www.kawa-den.co.jp

休日・休暇 日曜日、祝日、第1・3土曜日又
は第2・4土曜日

 夏季休暇、年末年始休暇（当社
カレンダーによる）、有給休暇、
慶弔休暇、特別休暇等

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市各工事現場（下北郡内）

問い合わせ 総務部

朝顔支柱建て

高所作業

仕事・勤務内容

★健康経営優良法人認定

★青森県健康経営事業所認定

★むつ市すこやかサポート事業所認定

むつ運動公園

青森県立むつ工業高校

ユニバースむつ旭町店

むつ中央二郵便局

ゆきのこ保育園

青森県むつ警察署

有限会社カワシタ電業

大湊線

これからの社会を支える責任のある仕事です。

社会福祉法人三恵会

明るく思いやりのある方。
前向きで積極性のある方。

社会から必要とされる大事な仕事です。いろいろな経験をした多くの方 と々心の通ったふれあいが
あり、そこからたくさんの発想が生まれる職場です。必ず、みなさんの夢につながる職場です。

1984年、むつ市大畑町に社会福祉法人三恵会を設立、

現在は6施設で老人福祉介護事業の運営を行っていま

す。ご利用者が、居心地の良い生活を送れるように明る

い雰囲気作りに努め、皆様から信頼され愛される施設

を目指しています。

業務内容 介護士（正社員、準職員）
 老人介護施設のご利用者様に対する介護業務全般

雇用形態 正社員、準職員（3年勤務後、正社員に登用）

初任給 高卒 142,000円～ 147,000円

福利厚生 社会保険制度（厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険）
 退職金制度、資格取得制度、親睦会行事 等

諸手当・待遇 通勤手当、業務手当、資格手当、時間外手当
 介護職員処遇改善手当、夜勤手当

従業員数 87名

平均年齢 47歳

資本金 4億8,000万円

売上高 4億9,300万円（2020年度末）

事業内容 老人福祉介護事業

住所 青森県むつ市大畑町大赤川29-4

TEL 0175-34-3297

FAX 0175-34-3495

E.mail sankeikai@poppy.ocn.ne.jp

HP sankeikai-aomori.com

休日・休暇 週休二日制（シフト制）

勤務時間 8時間（7：30～　8：30～
 9：00～　夜勤16：15～）

勤務地 ・むつ市大畑町大赤川29-4

 ・むつ市大畑町観音堂25-1

 ・むつ市大畑町庚申堂23-1

問い合わせ 0175-34-3297 田中、久野

介護風景

仕事・勤務内容

むつ市大畑庁舎
赤川地区公民館

むつ市下北自然の家

小赤川 は
ま
な
す
ラ
イ
ン

ちぢり浜

津軽海峡

社会福祉法人三恵会

赤川台

25



「優れた技術力」と「多彩な人材」

株式会社大湊精電社

素直で何事も前向きに物事
を考える方。積極性がある方
将来性を考慮し選考活動を
行っています。

地域ナンバーワンの技術者集団を目指し、努力しています。
また、社員の福利厚生の充実を進めています。

海上自衛隊艦船の造修で培った技術を社会
的インフラにも拡大。地域に貢献、下北№1
企業を目指しています。

業務内容 海上自衛隊艦艇の修理及びライフライン
施設の保守整備

雇用形態 正社員

初任給 146,000円～

福利厚生 雇用保険、健康保険、厚生年金、労災、財形
育児休暇取得実績あり

諸手当・待遇 技能手当、役付手当、扶養手当
 昇給、賞与あり

従業員数 154名

平均年齢 48歳

資本金 3,000万円

売上高 14億5,000万円（令和２年度）

事業内容 その他のサービス業

住所 むつ市大湊新町8番5号

TEL 0175-24-1181

FAX 0175-24-1192

E.mail info@oominato-sd.co.jp

HP http://www.oominato-sd.co.jp

休日・休暇 土、日曜日、祝日
 年末年始（12/29～1/3）
 6カ月経過後の年次有給休暇10日

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市

問い合わせ 総務部  総務資材課

作業風景

仕事・勤務内容

青森県立
むつ工業高等学校

大湊

陸奥湾

大湊線

むつ中央二郵便局

下北

株式会社大湊精電社

目指すは「そうだ。大信に聞いてみよう！」

大信産業有限会社

多様性を求める業務内容です
ので、チームワークを大切に
しながら、チャレンジ精神を
持った人材を求めています。

近くに居ると気づけない、まだまだ気づけていない地元の魅力を発見しながらお仕事するのは、や
りがいがありますよ！地元に残る人はもちろん、そうでない人も、色々な形で新しい時代のむつ市を
是非作って行って欲しいです。

主に建物総合管理業（清掃、設備点検、施設警備等）や

ハウスクリーニング、平成30年からは奥薬研レストハウ

スの指定管理者をやらせて頂いております。

時代のニーズに対応しながら皆様のお役に立てること

を懸命に考え実行して参ります。

業務内容 清掃、設備管理その他必要に応じて

雇用形態 正社員、パートタイマー、アルバイト

初任給 正社員 150,000円～

福利厚生 社会保険、雇用保険あり

諸手当・待遇 業務に関わる資格手当2,000円～

従業員数 40名（パートタイマー含む）

平均年齢 46歳

資本金 700万円

事業内容 サービス業

住所 むつ市大畑町本町80番地94

TEL 0175-34-6083

FAX 0175-45-3837

E.mail info@ohata-daishin.co.jp

HP http://ohata-daishin.co.jp/

休日・休暇 隔週2日程度

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 むつ市、下北郡内

問い合わせ 0175-34-6083　畑中

仕事・勤務内容

大畑中央公園

大畑川

マエダストア大畑店

津軽海峡

こすもす幼稚園

むつ市立大畑小学校大畑郵便局
むつ市大畑庁舎

大信産業有限会社

むつ市立
正津川小学校
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あなたも地域の「安全・安心」に貢献しませんか。

青森綜合警備保障株式会社むつ営業所

協調性・積極性・コミュニ
ケーション能力のある人を
求めています。

警備の仕事は、地域で暮らす人々の「安全・安心」に直接関係があり大変やりがいのある仕事
です。
私たちと共に大切な人たちを守りませんか。

当社では各種セキュリティサービスのご提供を通じ地
域の「安全・安心」に貢献しております。テレビCMでお
なじみのホームセキュリティをはじめ、警備センサーを
利用した機械警備、施設における常駐警備など、犯罪の
抑制、未然防止を地域密着で行っております。

業務内容 機械警備業務、常駐警備業務、現金輸送業務、
臨時交通誘導・雑踏警備業務、防犯・防災機器
等販売業務

雇用形態 正社員

初任給 143,200円

福利厚生 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、
慶弔見舞金制度、退職金制度（勤続3年以上）

諸手当・待遇 通勤手当 最高24,000円（規定による）
 昇給、賞与あり

従業員数 会社全体740名（むつ営業所：53名）2021.9末現在

平均年齢 40.2歳

資本金 3,000万円

事業内容 警備業（その他のサービス業）

休日・休暇 休日/年間105日、
 休暇/有給休暇〈入社時5日・
 6ヶ月経過後5日 最大20日〉
 特別休暇、傷病休暇、その他に育児休業、
 介護休業、産前産後休業
勤務時間 9：00～18：00　17：30～9：00
 9：00～9：00
 ※勤務場所により異なります。
勤務地 むつ市（青森県内転勤の可能性あり）
問い合わせ むつ営業所　総務課

警備時の制服

仕事・勤務内容

住所 むつ市大曲三丁目9番6号

TEL 0175-22-5901

FAX 0175-23-3642

E.mail ozaki-t@a-alsok.jp

HP https://www.a-alsok.jp

下北

大
湊

線

陸奥湾

赤川

青森県立田名部
高等学校

むつ市立第三
田名部小学校

青森綜合警備保障
株式会社 むつ営業所
青森綜合警備保障
株式会社 むつ営業所

南部せんべいの製造・販売をしております。

有限会社八戸屋

ものづくりが大好きで、積極
的で色々なことに興味がもて
る人材を求めています。

2018年度 第59回全国推奨観光土産品審査会
 菓子部門「特別審査優秀賞」受賞

2016年度 第57回全国推奨観光土産品審査会
 菓子部門「日本専門店会連盟理事長賞」受賞

2007年度 第48回全国推奨観光土産品審査会　菓子部門「日本専門店会連盟理事長賞」受賞

私たちは毎日工場で、お客様の「おいしい～」を思い浮かべながら仕事に励んでいます。
みなさんも弊社の一員として、一緒に南部せんべいを作りませんか。

創業95年余り、南部せんべいの専門店と

して厳選した原料を使用して製造に専念

いたしております。（1923年1月創業）

業務内容 製造、販売

初任給 140,000円

従業員数 24名

平均年齢 46歳

資本金 500万円

事業内容 食品製造、販売

住所 むつ市新町47-3

TEL 0175-22-3324

FAX 0175-22-3327

E.mail sales@hachinoheya.co.jp

HP http://www.hachinoheya.co.jp

休日・休暇 土、日曜日（繁忙時期は土曜出勤あり）

勤務時間 8：00～17：00

勤務地 青森県内

問い合わせ 0175-22-3324

製造風景

商品例

仕事・勤務内容

むつ郵便局

田名部カトリック
幼稚園

田
名
部
川

円通寺 JA十和田
おいらせむつ支店

有限会社八戸屋
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AndroidアプリiPhoneアプリ

新卒 ターンターン ターン

お役立ち情報

青森暮らしサポートセンター
（移住、就職相談）

首都圏における、青森県への移住に関す

る総合相談窓口です。移住・交流及び就

職相談の２名体制で個別に相談対応を

行い、必要な情報をきめ細かに提供して

います。電話やメール、オンラインでのご

相談も受け付けておりますので、お気軽

にお問い合わせください。

〒100-0006

東京都千代田区有楽町2-10-1

東京交通会館8階
（NPO法人ふるさと回帰支援センター内）

TEL 03-6273-4820（直通）　

FAX 03-6273-4821

TEL 090-6342-6194

（移住・交流相談員）

E-mail : aomori@furusatokaiki.net

ジョブカフェあおもり
サテライトスポットむつ

若年者の能力向上をはじめ、就職促進や

職場定着等を目的として、各種イベント･

セミナーや求人情報の提供等、就職に関

連したサービスを１ヵ所でまとめて受け

られる就職支援のワンストップサービス

センターです。15歳以上45歳未満の若

年者の方を対象に、仕事に関する相談

や情報収集、セミナー等のサービスを提

供しています。是非お越しください。

〒035-8686 むつ市中央一丁目8-1

むつ市役所内（税務課むかい）

開館時間　月～金曜 9:00～17:00

休館日　土・日・祝・年末年始

TEL 0175-22-1146

あおもりUIJターン
就職支援センター
（就職相談、無料職業紹介）

「あおもりUIJターン就職支援センター」
（青森県東京事務所内）では、UIJターン
希望の方に青森県内での就職に関する
情報提供・個別相談・無料職業紹介を
行っています。メールやZoomでの相談
も受け付けていますので、お気軽にご相
談ください。

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-3
都道府県会館7階（青森県東京事務所内）
TEL 03-3238-9990　
E-mail : a-careercenter@pref.aomori.lg.jp
相談時間　10:00～17:00（平日のみ）
※相談員が不在の場合がありますので、事前
にご連絡くださいますようお願いいたします。

おかえり奨学金制度
ジモッティー

地元就職に意欲ある人材を迎えよう

と将来的に参画企業への就職を希望

する高校生の大学等への進学時また

は、大学等に在学中の学生に企業と

事業連携する金融機関の教育ローン

(反復利用型)を借入れ頂き、その後返

済実績と同額を一定の条件に基づい

て給付する制度です。

本奨学金制度は、在学期間中に各企

業オリジナルの育成プログラムに参

加すれば利息返済分を、卒業後に対

象企業に就職すれば給与とは別に勤

続年数に応じた元金及び利息返済分

を企業側が負担し、奨学金利用者側

は、ローン利用年数分を働けば実質

負担が無くなるという制度です。

興味のある方は事務局（幹事社）社会
福祉法人みちのく福祉会へ応募ご請

求ください。

参画企業

社会福祉法人　みちのく福祉会
（幹事社）　

山内土木 株式会社

株式会社 東京堂　　

協同印刷工業 株式会社

株式会社 熊谷建設工業

税理士 石川大輔事務所

畠山善光税理士事務所

有限会社 眞心堂

株式会社 木村鉄工所

有限会社 千葉塗装

学校法人 星美学園

【お問合せ先】

社会福祉法人みちのく福祉会

TEL 0175-26-2036　

FAX 0175-26-2955

青森県公式就活アプリ

「シューカツアオモリ」

地元企業の情報や就職関連のイベント、

助成制度のお知らせなど県内就職に役

立つ情報をお届けします。

●就活イベントカレンダー

　県や市町村などが主催する就活イベン
トなどをお知らせ

●企業情報

　仕事の内容やどんな人材を求めている
かなどの企業の声をお届け

●クーポン

　県内外の飲食店などのお得なクーポン
をお届け

【お問合せ先】

青森県商工労働部　労政・能力開発課　

産業人財確保支援グループ　

TEL 017-734-9398

（平日8：30～17：00）　

FAX 017-734-8117

E-mail : 
roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

地元で就職を考えている方へ

地元で就職を考えている方へ

地元で就職を考えている方へ

U I Jターンを考えている方へ

U I Jターンを考えている方へ

どんなアプリ？

機能は？
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青森県UIJターン還流促進
交通費助成金

県内での就職活動やインターンシップ参

加のためにかかった交通費を助成します。

《対　象》

　県外にお住まいの方
《助成額》

　①開催場所までの交通費の2分の1に
　相当する額（上限17,000円）

　②宿泊費の2分の1に相当する額
　（上限5,000円）
　※県内に実家のない方のみ対象
　助成回数：1人につき1回限り。
　※内容は令和3年度時点のものです。

【お問合せ先】

青森県商工労働部　労政・能力開発課　

産業人財確保支援グループ　

TEL 017-734-9398（平日8:30～17:00）

FAX 017-734-8117

E-mail : roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

子育て支援センター

子育て支援センターは、子育て中の親子

が気軽に遊べる場や子ども・親同士が自

由に交流できる場を提供しています。　

また、育児相談や子育て情報の提供、講

座や講習会なども実施しています。

子育て応援メールむつ
配信サービス

むつ市では、子育て支援の一環とし

て、あらかじめメールアドレスを登録し

ていただいた方の携帯電話やパソコ

ンに、乳幼児健診の日程、イベントな

ど子育てに関連した情報を電子メール

でお知らせする「子育て応援メールむ

つ」を実施しています。

配信内容　

①健診・保健
　妊婦さんやお子さんの健診などの

日程情報

②イベント・講座
　キッズパークなどで行われる、子ど

ものイベントや子育てに関する講
座等の開催情報

③子育て家庭に役立つ情報
　子育て支援に関する各種制度や手

続きに関するお知らせなど

【お問合せ先】

むつ市子どもみらい部　子育て支援課

TEL 0175-22-1111（内線3720）

ムチュ☆らんど
（むつ市キッズパーク）

「ムチュ☆らんど」は、子どもの健やか

な育成を支援する屋内遊技場施設で

す。館内は子ども達がいっぱい体を動

かして遊べるクライミングウオールと

ボールプール等がある「動のスペース」

と乳幼児も安心して過ごせる図書、飲

食コーナーや授乳、おむつが交換でき

る乳幼児コーナーのある「静のスペー

ス」に分かれています。ぜひ遊びにきて

ください。

〒035-0072

むつ市金谷一丁目1-11

TEL 0175-23-6305（直通）

開館時間　9：30～16：30

休館日　毎週火曜日（休日の場合は

翌日）12月29日から1月3日

令和３年度むつ市移住支援金

むつ市への移住・就業で最大100万円支

給します！（世帯100万円、単身60万円）

次の①②③全てに該当する方が支援の

対象となります。

① 東京23区の在住者又は通勤者

 ・ 住民票を移す直前の１０年間のうち、
通算５年以上、東京23区内に在住し、
又は東京圏のうち条件不利地域以外
の地域に在住し東京23区内に通勤

（雇用者としての通勤の場合にあって
は、雇用保険の被保険者としての通勤
に限る。以下同じ。）していたこと。

 ・ 住民票を移す直前に、連続して1年以
上、東京23区内に在住し、又は東京圏
のうち条件不利地域以外の地域に在
住し東京23区内に通勤していたこと

（ただし、東京23区内への通勤期間につ
いては、住民票を移す3か月前までを当
該1年の起算点とすることができる。）。

② むつ市への移住者

③ 対象者に関する要件「就業（一般）、

就業（専門人材）、テレワーク、関係

人口、起業」のうち、いずれかの要件

を満たす者

　※１ 東京圏 
　　東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

　※２ 条件不利地域　
　　青森県HPにてご案内しております。
　　【「あおもり移住支援事業」で検索】

　※その他の条件の詳細については別
　　途お問い合わせください。

【お問合せ先】

むつ市経済部　産業雇用政策課

TEL 0175-22-1111（内線2652）

FAX 0175-22-1373

E-mail : mt-sangyo@city.mutsu.lg.jp 開設場所（施設名／連絡先／開所時間）

大平保育園地域子育て支援センター

むつ市大平町39-6　

TEL 0175-24-5117

10:00～15：00

柳町ひまわり保育園子育て支援センター

むつ市柳町1-9-13　

TEL 0175-23-1970

10：00～15：00

大畑中央保育園子育て支援センター

むつ市大畑町中島4-6

TEL 0175-34-5100

10：00～15：00

U I Jターンを考えている方へ

暮らしについて（子育て支援）

U I Jターンを考えている方へ

暮らしについて（子育て支援）

暮らしについて（子育て支援）

AndroidアプリiPhoneアプリ

新卒 ターンターン ターン

お役立ち情報

青森暮らしサポートセンター
（移住、就職相談）

首都圏における、青森県への移住に関す

る総合相談窓口です。移住・交流及び就

職相談の２名体制で個別に相談対応を

行い、必要な情報をきめ細かに提供して

います。電話やメール、オンラインでのご

相談も受け付けておりますので、お気軽

にお問い合わせください。

〒100-0006

東京都千代田区有楽町2-10-1

東京交通会館8階
（NPO法人ふるさと回帰支援センター内）

TEL 03-6273-4820（直通）　

FAX 03-6273-4821

TEL 090-6342-6194

（移住・交流相談員）

E-mail : aomori@furusatokaiki.net

ジョブカフェあおもり
サテライトスポットむつ

若年者の能力向上をはじめ、就職促進や

職場定着等を目的として、各種イベント･

セミナーや求人情報の提供等、就職に関

連したサービスを１ヵ所でまとめて受け

られる就職支援のワンストップサービス

センターです。15歳以上45歳未満の若

年者の方を対象に、仕事に関する相談

や情報収集、セミナー等のサービスを提

供しています。是非お越しください。

〒035-8686 むつ市中央一丁目8-1

むつ市役所内（税務課むかい）

開館時間　月～金曜 9:00～17:00

休館日　土・日・祝・年末年始

TEL 0175-22-1146

あおもりUIJターン
就職支援センター
（就職相談、無料職業紹介）

「あおもりUIJターン就職支援センター」
（青森県東京事務所内）では、UIJターン
希望の方に青森県内での就職に関する
情報提供・個別相談・無料職業紹介を
行っています。メールやZoomでの相談
も受け付けていますので、お気軽にご相
談ください。

〒102-0093
東京都千代田区平河町2-6-3
都道府県会館7階（青森県東京事務所内）
TEL 03-3238-9990　
E-mail : a-careercenter@pref.aomori.lg.jp
相談時間　10:00～17:00（平日のみ）
※相談員が不在の場合がありますので、事前
にご連絡くださいますようお願いいたします。

おかえり奨学金制度
ジモッティー

地元就職に意欲ある人材を迎えよう

と将来的に参画企業への就職を希望

する高校生の大学等への進学時また

は、大学等に在学中の学生に企業と

事業連携する金融機関の教育ローン

(反復利用型)を借入れ頂き、その後返

済実績と同額を一定の条件に基づい

て給付する制度です。

本奨学金制度は、在学期間中に各企

業オリジナルの育成プログラムに参

加すれば利息返済分を、卒業後に対

象企業に就職すれば給与とは別に勤

続年数に応じた元金及び利息返済分

を企業側が負担し、奨学金利用者側

は、ローン利用年数分を働けば実質

負担が無くなるという制度です。

興味のある方は事務局（幹事社）社会
福祉法人みちのく福祉会へ応募ご請

求ください。

参画企業

社会福祉法人　みちのく福祉会
（幹事社）　

山内土木 株式会社

株式会社 東京堂　　

協同印刷工業 株式会社

株式会社 熊谷建設工業

税理士 石川大輔事務所

畠山善光税理士事務所

有限会社 眞心堂

株式会社 木村鉄工所

有限会社 千葉塗装

学校法人 星美学園

【お問合せ先】

社会福祉法人みちのく福祉会

TEL 0175-26-2036　

FAX 0175-26-2955

青森県公式就活アプリ

「シューカツアオモリ」

地元企業の情報や就職関連のイベント、

助成制度のお知らせなど県内就職に役

立つ情報をお届けします。

●就活イベントカレンダー

　県や市町村などが主催する就活イベン
トなどをお知らせ

●企業情報

　仕事の内容やどんな人材を求めている
かなどの企業の声をお届け

●クーポン

　県内外の飲食店などのお得なクーポン
をお届け

【お問合せ先】

青森県商工労働部　労政・能力開発課　

産業人財確保支援グループ　

TEL 017-734-9398

（平日8：30～17：00）　

FAX 017-734-8117

E-mail : 
roseinoryoku@pref.aomori.lg.jp

地元で就職を考えている方へ

地元で就職を考えている方へ

地元で就職を考えている方へ

U I Jターンを考えている方へ

U I Jターンを考えている方へ

どんなアプリ？

機能は？




