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仕事のことで困ったとき、悩んだときは、相談しよう！

岩手県商工労働観光部ものづくり自動車産業振興室
（岩手県地域産業高度化支援センター）
〒 024-0051 岩手県北上市相去町山田 2-18　北上オフィスプラザ 2F
TEL 0197-67-5922 FAX 0197-67-5925
http://www.pref.iwate.jp/monozukuri/66141/index.html
企画・製作：岩手県

お問い合わせ

岩手県の「ものづくり」産業の魅力紹介

岩手県商工労働観光部

いわてのものづくり・地域産業の現場から

挑戦者たちの物語

Make Your Dreams

就職に関する相談窓口

●ジョブカフェいわて
盛岡市菜園 1-12-18
盛岡菜園センタービル 5 階
TEL 019-621-1171

●ジョブカフェはなまき
花巻市大通り 1-3-5
花巻市ビジネスインキュベータ 1 階
TEL 0198-22-3277

●ジョブカフェさくら
北上市芳町 2-8
北上地区合同庁舎 1 階
TEL 0197-63-3533

●ジョブカフェ奥州
奥州市水沢字横町 2-1 メイプル地階
奥州パーソナル・サポート・センター内
TEL 0197-23-6331

●いわて暮らしサポートセンター
東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館8階
ふるさと回帰支援センター内
TEL 080-8871-1741（直通）
03-6273-4401（代）

●岩手県U・Iターンセンター
東京都中央区銀座5-15-1
南海東京ビル1階
いわて銀河プラザ内
TEL 03-3524-8284

●ジョブカフェ一関
一関市大町4-29
なのはなプラザ4階
TEL 0191-26-3910

●ジョブカフェ気仙
大船渡市盛町字二本枠8-6
シーパル大船渡1階
TEL 0192-21-3456

●ジョブカフェみやこ
宮古市栄町3-35
キャトル宮古5階
TEL 0193-64-3513

●ジョブカフェ久慈
久慈市川崎町13-1
久慈市勤労青少年ホーム内
TEL 0194-53-3344

●ジョブカフェいわて☆カシオペア
二戸市石切所荷渡6-3
二戸地区合同庁舎1階
TEL 0195-43-3038

●沿岸広域振興局就業支援センター
釜石市新町6-50
釜石地区合同庁舎3階
沿岸広域振興局経営企画部
産業振興課内
TEL 0193-25-2701

●遠野市雇用相談窓口
遠野市中央通り9-1
遠野市役所本庁舎1階
遠野市産業部商工労働課内
TEL 0198-62-2111

ジョブカフェ・就業支援機関

岩手県内にお住まいの方

就職や仕事に関する相談、各種セミナーの開催など

首都圏にお住まいの方
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ものづくりのDNAは受け継がれ、

は世界を驚かせてきた。
岩手の二つの世界遺産。 “Made in IWATE”

●理想郷「平泉」で育まれた技術と文化
平泉は、奥州藤原氏初代清衡が奥州 ( 東北地方 ) における政治
と行政の中心とした場所。当時は平安京 ( 現在の京都 ) に次ぐ
人口を誇った大都市であり、そこに花開いた文化も平安京に肩
を並べるものでした。当時の最高技術を結集した仏堂で、世界
中に知られる中尊寺金色堂などの建物が次々に建てられ、清衡
が理想とした「戦争のない理想郷」へと近づいていったのです。
その後も遺志を継いだ、二代基衡、三代秀衡と栄華を極めますが、
四代泰衡の時代に、源義経を匿

かくま

ったことから、その兄である源
頼朝によって攻め滅ぼされました。約 100 年にわたった奥州藤
原氏の時代は幕を降ろしましたが、育まれた技術・文化は今も
受け継がれており、岩手県の大切な「財産」となっています。

●日本一の漆産地「岩手」の上質な漆器
二戸市浄法寺で生産される「浄法寺漆」は、全国の漆生産量の
７割を占めており、岩手県は日本一の漆の産地です。県内には、
二戸市浄法寺の「浄法寺塗」や奥州藤原氏三代秀衡の名を冠し
た「秀衡塗」などの優れた漆器が存在します。その起源は、「浄
法寺塗」が奈良時代、「秀衡塗」が平安時代末期にまで遡

さかのぼ

るとさ
れており、長い歴史を誇る技術が伝承され、上質な漆器づくり
が今も行われています。
●世界中で愛用される南部鉄器
南部鉄器は、盛岡と奥州市水沢の二つの地域でその歴史を刻ん
できました。何百年もの長きにわたって培われてきた技術を引
き継ぎながら、時代ごとに移り変わるライフスタイルに対応す

●近代製鉄発祥の地「釜石」
釜石は製鉄の原料となる鉄鉱石の産地であり、その品質の高さ
でも知られていました。江戸末期は、欧米列強が大挙して日本
に迫って来ていた時代。その脅威に対抗するためには、欧米と
同等の力を持つ大型の大砲を作る必要がありました。洋式高炉
の建設に当たり抜擢されたのが洋式砲術にも詳しい大島高任。
彼は現在の釜石市甲子町大橋に建設した洋式高炉で、高炉から
溶けた鉄が流れ出す連続操業 ( 出

しゅっ

銑
せ ん

) を成功させます。大橋での
成功を受けて造られたのが、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」
の構成資産である橋野鉄鉱山です。釜石での成功、そして得ら
れたノウハウは、明治日本の産業革命の完成段階である八幡製
鉄所建設にも活かされるものとなりました。

る鉄器づくりをしてきました。若い職人たちが中心となって創
意工夫を加えることで、今までにない色、デザインの南部鉄器
が次々に生まれ、現在では、日本だけではなく、世界中に愛さ
れる鉄器へと成長を遂げました。
●岩手に根づくものづくりの精神
このように岩手には脈々と引き継がれるものづくりの技術とも
のづくりに挑戦する人々のスピリットが、ものづくり産業や地
域産業の現場には備わっています。

秀衡塗

南部鉄器橋野鉄鉱山（釜石市）

平泉

浄法寺塗

世界遺産からひも解く、岩手のものづくりの歴史。 先人が残した技術を受け継ぎ、新しい未来を切り拓く。



エリアごとのものづくり・地域産業の特色 世界に羽ばたく、岩手のものづくり

Made in IWATEが世界の道を
走っている。

未来の生活を支える半導体の
生産拠点に。

産学行政連携で、岩手のものづくりを支える。

県北

沿岸

県央

県南

伝統的工芸品の南部鉄器をはじめ、地場産

業が根づいている地域です。また、精密機器

産業の分野では高い技術を誇ります。岩手大

学や岩手県立大学などの高等教育機関が集

まっており、近年はソフトウェアや情報処理関

連の新たな産業が形成されています。

県央エリア

鋳物や漆器などの伝統的工芸技術が継承さ

れています。また、交通アクセスにも恵まれて

おり、工業の集積が進んでいます。近年は自動

車関連産業、半導体関連産業の発達やもの

づくりに必要な優れた基盤技術を持つ県内企

業が数多くあり、県内のものづくり産業全体を

牽引しています。

県南エリア

漆器や竹細工などの伝統的工芸技術が継承

されています。また、高級紳士服や婦人服の

製造といった縫製・繊維関連企業が数多く

集まり、アパレル産業も盛ん。豊かな農林水産

資源を生かした食産業に加え、電子部品産業

も発達しています。

県北エリア

岩手には自動車の組み立て工場があります。自動車には、1台につ

き2～3万点の部品が使われており、岩手においても自動車の部品

を作る企業が数多く集まっています。岩手で作られた自動車が国

内だけではなく海外に輸出され、世界でも活躍しています。

半導体は、最先端技術の結晶。携帯電話や家電製品をはじめ、自

動車の高度運転支援に必要な部品にも組み込まれるなど、私た

ちの生活には欠かせないものになっています。また、あらゆるもの

がインターネットにつながるIoTや人工知能（AI）、さらにはロボット

の普及に伴い、成長を続ける分野として注目を集めています。岩手

県には最先端の半導体と、半導体を製造する装置を作る企業が

あり、高品質の製品を作り続けています。

産業の集積をより一層進めるためには、幅広い

分野の人たちが積極的に関わり、推進していくこ

とが重要です。岩手では、企業と大学の共同研

究や、今後のものづくりを担う人材を育てる取り

組みなどが進められています。産業界、教育界、

行政が一体となって、岩手のものづくりの確固た

る土台を作り、そして、競争力を持った産業へと

育てていきます。

岩手では世界最先端の製品や部品を最新の技術で生産するものづくりが行われています。
これらを支えるのが岩手の企業の技術と優秀な人材です。

古くから鉄鋼業が盛んな地域で、金属加工業

なども発達してきました。近年では電子機器や

精密機器関連の新たな産業分野も成長して

います。また、三陸の水産資源を生かした水産

加工業など、食を支える産業が地域に根づい

ています。

沿岸エリア

ふ

岩手大学 岩手県立大学
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仕事のしやすさは、人間関係に大きく左
右されます。職場には頼れる先輩や気の
合う仲間が多く、とても居心地よく働く
ことができています。私も、後輩たちが

「この会社に入ってよかった」と思えるよ
うな職場の雰囲気づくりに貢献していき
たいと思います。

株式会社アマタケ
黄川田 大雅さん

業種や役割が違っても、ものづくりに対する思いはみな同じです。難しいからこそ挑戦する。

だから、ものづくりは、楽しい。これからの業界をリードしていく若手社員は熱意に満ちあふれています。

ヨーグルトの製造を担当しているの
で、スーパーなどで実際に購入す
るお客様を見かけると嬉しくなりま
す。食料品製造業はこれまで経験し
たことのない職種だったので、仕事
を覚えるまでは大変でした。先輩や
上司に教わりながらできることを増
やし、今はより効率的に作業を進め
るにはどうすれば良いかなどの工夫
を重ねています。今後はさらに多く
の人たちに商品を届けることを目標
にしています。

株式会社おおのミルク工房
鳩 賢一さん

「ものづくりに関わりたい」「地元に貢献したい」
という思いで選んだ就職先。「自分の手がけた製
品が、世界中に供給されている」という誇りが、
仕事へのモチベーションにもなっています。社員
の意欲に応えてくれる会社なので、もっといろい
ろな経験を積んで、知識や技術を磨きたい。周り
から信頼されるリーダーになるのが、今の夢です。

株式会社デンソー岩手
小澤 咲さん

上下水道や発電所などで使う制御盤を検査する
仕事を担当しています。普段はあまり目にする
ことのない製品ですが、日常生活を安心・安全
に送るためには欠かせないものです。人の役に
立つ仕事がしたいと思い選んだ仕事なので、こ
うして日常生活を支えられることにやりがいを
感じています。これから先も多くの人の笑顔を
守るために、技術を身につけ邁進していきたい
と思っています。

東日本機電開発株式会社
藤村 麻美子さん

化粧品用のプラスチック容器をメインに製造
しているので、製品自体に親近感があります。
入社前に工場見学をした時、スタッフ全員が
真剣に作業に取り組んでいる姿を見てここで
働きたいと思いました。女性にとって化粧品
は毎日使う身近なもの。そんな大切な製品を
作っているということに大きなやりがいを感
じています。使う人の気持ちがわかるからこ
そ、キズのない高品質な製品を届けられるよ
う心がけています。

株式会社プラシーズ釜石工場
野田 遥さん

もともと地元での就職を希望して
いましたが、高校時代にこの会社
を見学して「世界を相手にしてい
るすごい会社が地元にある」こと
を知り、ワクワクしました。会社
の強みである「ここでしかできな
い特殊技術」を身につけるには、
知識と経験、そして努力が必要。
簡単にできることじゃないけど、
それがやりがいでもあります。

ゆわて吉田工業株式会社
梅澤 健介さん

私の作るデータがすべての工程の
ベースになるので、一つのミスも
ないよう気を付けています。目下
の目標は、必要な資格を着実に取
得すること。後輩もできたので、
みんなに慕われるような先輩にな
りたいです。働きやすい職場なの
で、子どもができても働き続けた
いと思っています。

株式会社東北佐竹製作所
藤井 佳子さん

もともと手を動かすのが好きだっ
たこと、地元での就職を希望して
いたことから、縫製の仕事を選び
ました。私が縫製した服がパリコ
レに登場するなど「地元にいなが
ら最先端のファッションに関わる
ことができる」という実感が、や
りがいにつながっています。結婚・
出産後も活躍している先輩がたく
さんいるのも心強いです。

株式会社二戸サントップ
岡崎 愛さん

現代の自動車は“走るコンピュー
ター”という程、多種多様なソ
フトウェアがたくさん搭載され
ています。その中で、まだこの
世にないシステムや製品を自分
たちでつくることができるのは
とても魅力的です。社員が生き
生きとやりがいを持って仕事に
あたることが良い品質の製品を
生むことに繋がると思うので、
そういう環境づくりも進めたい
です。チャレンジできる会社な
ので、とことん追求したいと思っ
ています！

アイシン・コムクルーズ株式会社
盛岡開発センター
小原 匠人さん

 自分に挑戦し続ける
自分でありたい
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県央エリア

09

県央エリアは県庁所在地である盛岡市をはじめ、広域 8 市町からなりま
す。盛岡市中心部には官公庁や企業のオフィスが集まり、その周辺は商
業エリアが広がっています。藩政時代から職人技が脈々と受け継がれ、
伝統的工芸品などの地場産業が大切に守られてきた地域でもあります。
南部鉄器は海外でも人気を集めており、より現代的で実用的な形に生ま
れ変わったアイテムも増加傾向にあります。また、雫石町は精密機器産
業、滝沢市は IT 産業、矢巾町は卸売・運送業が発達するなど、地域ご
とに特色があるほか、豊かな自然を舞台に農業、林業、畜産業なども盛
んに行われています。

県 央 エ リ ア の 産 業

盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町

情報サービス業／自動車の制御ソフトウェア
の開発

アイシン・コムクルーズ㈱　盛岡開発センター

自動車に欠かせない制御ソフトウェア
新しい利便性を生む研究開発を進めています

アイシン・コムクルーズは世界有数の自動車部品メーカー、アイシンのグルー
プ会社です。自動車の走る、止まる、曲がるという基本動作、さらにハイブリッ
ド、電気自動車、自動運転の制御などといったさまざまなソフトウェアを開発。
ものづくりの優れた技術力にソフトウェアを融合し、これからもより競争力の
ある製品を生み出していきます。

●アイシン・コムクルーズ株式会社　盛岡開発センター
　〒 020-0045　岩手県盛岡市盛岡駅西通 2-9-1　マリオス 14F
　TEL.019-604-8601　FAX.019-653-2828　URL http://www.aisin-comcruise.com/

業 種 品 目

ここを
チェック

2 年目ですが、新しいプロジェクトも任されているので、先輩方にサポー
トしてもらいながら絶対成功させたいです！

若い社員が多いので、仕事の議論をしたり夢を語り合ったりと、非常
に良い雰囲気で仕事ができる会社です。

佐藤優衣さん（2017 年入社／盛岡 1 グループ）

小原匠人さん（2009 年入社／盛岡 1 グループプロジェクトリーダー）

佐藤さん

小原さん

㈱イーアールアイ

情報通信業／無線通信機器、医療機器、
プリンターなどの組込み機器の開発

「つなぐ」技術で新しい未来を創造
世界最先端の技術を岩手から発信する

身の回りのあらゆる電子製品に搭載されている「組込みシステム」の開発を主
としたエンジニアリングプロデュースメーカー。無線事業、プリンター事業を
柱とし、組込み機器のファームウェア、ハードウェア、メカニズムの開発、さ
らにはスマホやクラウド側のアプリ開発も行っています。2013 年には「グッ
ドデザイン賞」も受賞しています。

組込み機器開発に関わる全ての要素を自社内でサポートしている
ので、多分野の開発を勉強でき、エンジニアとして成長できる機
会に恵まれています。常に進歩を続ける業界なので無限の可能性
があり、非常に楽しくやりがいを感じながら仕事をしています。

●株式会社イーアールアイ
　〒 020-0125　岩手県盛岡市上堂 3-8-44
　TEL.019-648-8566　FAX.019-648-8224　URL http://www.erii.co.jp/

菅原雄介さん（2011 年入社／技術部）業 種 品 目

ここを
チェック

電気機械器具製造業／インフラに係る制御盤な
どの設計・製造・販売・メンテナンス

●東日本機電開発株式会社
　〒 020-0401　岩手県盛岡市手代森 5-19-10
　TEL.019-675-2277　FAX.019-675-2288　URL https://kidenkaihatsu.com/

東日本機電開発㈱

暮らしを支える縁の下の力持ち
技術と信頼で地域の人の笑顔を守る

上下水道や発電所、道路の融雪を行う制御盤など、生活に必要なインフラの製
品開発やメンテナンスなどを行っています。「地域の仕事は地域の中で」という
思いから地元採用を強化。技術力の向上に努め、2000 年に JSIA 優良工場とし
て認定されました。2003 年には環境事業も設立。特殊肥料やいちごのエコ栽
培システムの商品化など、畜産や農業にもその技術を生かしています。

人の役に立つものを作りたいと思い入社しました。現在は、製
品に電気を通して正常に稼働するか検査する仕事をしていま
す。安心して日常生活を送るために必要なものを作る。そのこ
とに何よりもやりがいを感じています。

藤村麻美子さん（2013 年入社／品管部門）業 種 品 目

ここを
チェック
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プラスチック製品製造業／医療分野、自動車
分野、エネルギー分野のプラスチック加工

㈱ニュートン

社員の意欲を尊重し、チャレンジに寛容
成長できる土壌が整うプラスチック製造会社です

ニュートンは自動車分野や医療分野、エネルギー関連事業に使われるプラスチッ
ク部品をつくっています。会社創設以来、「ないものは自分で創る」という気概
を持って技術力を研

け ん

鑽
さ ん

し続けてきました。近年は生産工程の自動化にも積極的
に取り組み、さらなる高効率化も進めています。技術者としての意欲を尊重し
ており、チャレンジを許容する社風も特徴です。

●株式会社ニュートン
　〒 028-7111　岩手県八幡平市大更 2-154-19
　TEL.0195-75-2222　FAX.0195-75-2224　URL http://www.newton-ltd.co.jp/

業 種 品 目

ここを
チェック

製造 1 課の医療部門で製品の生産と測定をしています。もとも
とバイオ環境の分野に関心があるので、将来はそういった仕事
に関われるようになりたいです。チャレンジを応援してくれる
会社なので、実現できるようがんばります！

須藤瞳さん（2018 年入社／製造 1 課）

㈱小林精機

生産用機械器具製造業／精密金属部品の製造

高精度な部品を短納期で提供
卓越した技と開発力でさらなる飛躍を

医療機器や自動車部品、半導体製造装置部品など、さまざまな分野の精密金属
を製造しています。さびにくいステンレスを１ミクロン単位の高精度で切削加
工。コンピュータ制御による製造のため、均一に加工でき多彩な形状にも対応
しています。社員の技能スキル向上のために教育プログラムを取り入れている
ほか、積極的に社内外の研修へ参加するなど人材育成にも力を入れています。

機械を使って金属の切削加工を行い、部品を製造する仕事をし
ています。スピードと精度が求められるため、効率的に作業す
ることを常に考えています。高い技術を持った先輩がたくさん
いるので毎日が勉強です。

●株式会社小林精機
　〒 020-0757　岩手県滝沢市大釜風林３-21
　TEL.019-601-5744　FAX.019-691-9131　URL http://kobayashi-seiki.co.jp/

澤瀬豪さん（2015 年入社／製造部製造２課）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱ミクニ盛岡事業所

輸送用機械器具製造業／ガス立ち消え安全装置
などの製造

シェアNo１の高い技術力で夢をかたちに
製造業の原点を忘れず技術を極める

自動車関連部品をはじめ、ガスコンロや給湯器に必要なガス制御装置などを開
発・製造しています。設計や製造までを一貫して行うことにより、効率化やコ
スト削減を実現しました。車などのエンジンに空気を供給する電子制御スロッ
トルボディのシェアは世界No１。ガス立ち消え安全装置もアジアNo１のシェア
を誇り、世界屈指の技術力で自由度の高い製品を提供し続けています。

二輪車のエンジン部品の組み立てなどを担当しています。未経
験からのスタートでしたが、みんなで協力してひとつのものを
作ることや、生産目標を達成することにやりがいを感じていま
す。自ら学ぶ力も身につきました。

●株式会社ミクニ盛岡事業所
　〒 020-0698　岩手県滝沢市外山 309
　TEL.019-687-2026　FAX.019-687-4250　URL http://www.mikuni.co.jp/

藤原さくらさん（2017 年入社／生産本部滝沢工場製造第２グループ）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱東光舎　岩手工場

金属製品製造業／理美容ハサミの製造

日本最大級の理美容ハサミ専用工場
世界に誇るトップシェアブランド

1917 年に創業して以来、理美容のハサミを専門で作り続けている会社です。
年間を通して２万丁以上をヨーロッパなどの海外へ輸出。100 年を超える歴史
の中で培われた職人技が作るハサミは、世界中で愛されています。人材育成と
しては社員を海外の展示会に派遣。再研磨サービスなどを行い、自分たちの技
術に対する世界の評価を実感できる機会を設けています。

世界に誇れる仕事がしたいと思い入社しました。先輩たちは明
るく、わかりやすい指導をしてくれるのでとても働きやすい環
境です。スキルを上げて自分も「やっぱり東光舎のハサミはい
いね」と言われるものを作りたいです。

●株式会社東光舎　岩手工場
　〒 028-4211　岩手県岩手郡岩手町川口 11- ３
　TEL.0195-65-2225　FAX.0195-65-2224　URL https://www.joewell.co.jp/

田村涼也さん（2017 年入社／研磨グループ）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱アルチザネットワークス　滝沢デベロップメントセンター

通信計測器のシェアは世界No１
岩手から世界最先端の技術を発信します

携帯電話基地局の研究開発に不可欠な通信計測器。基地局の状態を評価するテ
スターの開発を基軸とする会社です。国内では docomo、NEC、富士通、海外
では Nokia が使用するなど、そのシェアは世界No１。また、2018 年に完工し
たオフィスの 1 階にはテーブルやキッチンも設置されており、月に一度、社内
懇親会を開くなどの取り組みも行っています。

●株式会社アルチザネットワークス　滝沢デベロップメントセンター
　〒 020-0611　岩手県滝沢市巣子 152-417
　TEL.019-601-3080　URL http://www.artiza.co.jp/

業 種 品 目

ここを
チェック

世界最先端の研究開発に携われるのが魅力です。1 年目から大
きなプロジェクトに参加させてもらえるので経験も積めます。
夢は世界で活躍できるスキルを身につけて、女性エンジニアの
ロールモデルになることです。

佐藤綾香さん（2018 年入社／エンジニア）

情報通信機械器具製造業／携帯電話基地局の
性能評価をするテスターの開発
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県南エリア

北上川流域は県内一の工業地帯を形成。金ケ崎町の自動車組み立て工場
を中心に関連産業がすそ野を広げ、さらに半導体関連産業も発展を続け
ています。奥州市では奥州藤原氏の時代を起源に鋳物産業が盛んに行わ
れ、その伝統は今なお地域に継承されています。農業分野では米やリン
ゴ、畜産分野では前沢牛など、品質の高い地域ブランドは全国でその存
在感を増しています。一方で世界遺産・平泉、民話の里・遠野、宮沢賢
治ゆかりの花巻など、観光業も発展しています。

県 南 エ リ ア の 産 業　

花巻市・北上市・遠野市・一関市・奥州市・西和賀町・金ケ崎町・平泉町

13

㈱アイオー精密

金属製品製造業／産業用ロボットや自動車など、
精密機械の金属加工

「グッドカンパニー大賞」でグランプリも受賞
全国トップシェアを多数抱えるエンジニア集団

産業用ロボットをはじめとするさまざまな生産設備に組み込まれる精密部品を
一貫体制で製造。受託加工業としては全国トップクラスとなる 700 台以上の工
作機械を有し、全国トップシェアを誇る部品も多数存在しています。独自の技
術力やこれまでの業績、さらに将来性を評価され、2017 年には岩手県の企業
として初めて「グッドカンパニー大賞」のグランプリを受賞しました。

私は金属部品の加工を担当しています。1/1000mm 単位で研磨
するため、正確性はもちろんこだわりを持っていますし、スピード
も意識して普段の仕事に臨んでいます。先輩がマンツーマンで教
えてくれるので、技術者としてとても成長できる職場だと思います。

●株式会社アイオー精密
　〒 025-0015　岩手県花巻市東十二丁目 17-1-1
　TEL.0198-22-4330　FAX.0198-22-4361　URL http://www.aio-precision.co.jp/

清水雄大さん（2017 年入社／本社製造 1 課）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱中央コーポレーション

金属製品製造業／橋梁や水門、陸
り っ

閘
こ う

、その他大
規模構造物の設計、製造、施工

設計・製造からメンテナンスまで
社会インフラを創造する社会貢献型の会社

橋梁や水門などの社会インフラ、公共建設物などの大規模構造物の設計から鉄
骨加工、製造、据付工事、メンテナンスまでを一貫して行っている会社です。
橋梁工事においてはその高い技術力が評価され、国や県、市などから複数の優
良工事表彰を受けています。また若手への技術教育にも積極的に取り組んでお
り、溶接技術大会の全国大会出場などの成果も収めています。

私は現在、復興工事に関わる機械設備の設計や陸
り っ

閘
こ う

設備の強度
計算などを担当しています。入社して１年、初めて自分で設計
図を書いた陸

り っ

閘
こ う

設備が陸前高田市に出来上がったのを目にした
ときは、大きな感動を覚えました。

●株式会社中央コーポレーション
　〒 025-0003　岩手県花巻市東宮野目 11- ５
　TEL.0198-26-3033　FAX.0198-26-3035　URL http://www.e-chuoh.com/

砂子田晶さん（2017 年入社／技術部設計課）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱ツガワ　花巻工場

電気機械器具製造業／医療、環境、社会インフラ、金融、エンター
テイメントなど機械装置の開発設計、組立、設置、メンテナンス

暮らしの身近にある「あれ」や「これ」
実は「ツガワでつくっている」かもしれません

国内の大手メーカーから提案を受け、医療、半導体、交通、環境など、さまざ
まな分野の多種多様な機械製品を作っています。単なる受注生産ではなく、開発・
設計から製造・物流・設置までを一貫して行えるのがツガワの強み。社名は表
に出ていないけど「実はツガワでつくっている」製品が、みなさんの身近なと
ころにもたくさんあります。

生産管理を担当していまして、部材から製品になるまでの手順
書、一般的に言えば取扱説明書のようなものを製作しています。
人命に関わるものも取り扱っているので、ミスが許されないと
いう責任感を持って仕事をしています。

●株式会社ツガワ 花巻工場
　〒 025-0303 岩手県花巻市大畑第九地割 92-4
　TEL.0198-26-1221　FAX .0198-26-1224　URL http://www.tsugawa.com/

佐々木望さん（2016 年入社／第 4 ビジネスユニット生産管理部）業 種 品 目

ここを
チェック
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リコーインダストリアルソリューションズ㈱ 花巻事業所

情報通信機械器具製造業／車載用ステレオカメラ、
プロジェクター用レンズユニットなどの製造

世界最高レベルの光学・画像認識技術で
産業界の未来を切り拓く

産業分野における新規領域の開拓を使命として誕生したリコーグループの会社で
す。 2014 年の設立以来、㈱リコーのプリンティング製品向けの光学キーデバイス
をはじめ、車載、プロジェクション、産業組込みなどの領域に高信頼性の製品を提
供し続けてまいりました。これからも、世界最高レベルの光学技術と IoT、AI、セ
ンサなどの最先端技術を融合し、産業領域で新たな社会価値を創造していきます。

企業見学した中でいちばん雰囲気がいいなと思い入社しまし
た。各種制度も充実していて、結婚や出産などを経ても女性が
働き続けやすい職場だと思います。大手メーカーのグループ会
社という安定感も魅力です。

●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
　〒 025-0394　岩手県花巻市大畑 10-109
　TEL.0198-26-4011　FAX.0198-30-2289　 URL  http://www.rins.ricoh.co.jp/

伊藤里奈さん（2011 年入社／オプトデバイス生産一グループ）業 種 品 目

ここを
チェック

岩手製鉄㈱

鉄鋼業／鋳造品・鉄器（フライパンや鍋）の製造・販売、
ロボット関連装置の設計・製作・メンテナンス

数百グラムから 10 トンまでの鋳物を製造
扱いやすい調理器具の開発にも注力しています

東北では岩手製鉄でのみ製造可能な重量 10 トンの巨大な鋳物から、数百グラ
ムの小型鋳物まで、さまざまな形状の鋳物を製造・販売しています。また、新
事業として鉄器部門もスタート。軽くて錆びにくいフライパンや鍋の製品開発
にも力を入れています。また、食堂や売店はもちろん、24 時間利用可能な浴室
も完備するなど、働きやすい環境づくりにも力を入れています。

現在は鋳物製造の仕事を任されていますが、将来的には全体の
プロデュースや管理をする仕事をしたいです。経験する中で、次
の工程のために必要なことがわかってきたので、それを生かして
円滑に進められるようになりたいです。

●岩手製鉄株式会社
　〒 024-0334　岩手県北上市和賀町藤根 18-14
　TEL.0197-73-5121　FAX.0197-73-5824　URL  http://www.iwateiron.co.jp/

阿部賢二さん（2017 年入社／鋳物事業部製造課技術開発係）業 種 品 目

ここを
チェック

大森クローム工業㈱　東北工場

金属製品製造業／工業用クロムめっき、磨き、
研削などの表面処理

国内最大級のめっき槽を保有
日本のものづくりを支える縁の下の力持ち

当社は、機械部品などの金属製品に、耐摩擦性や耐食性といった付加価値を与
える表面処理「工業用クロムめっき」を行っている会社です。岩手のほか東京・
埼玉にも工場を持ち、３工場が連携してお客さまの要望に応えています。県内
はもとより、全国のさまざまな業界のお客様から信頼をいただいています。ま
た技術開発室では、めっき液の開発や再資源化の研究にも取り組んでいます。

一度県外に就職しましたが、地元で働きたいと思い岩手に戻り
ました。週末に友人たちと過ごす充実した時間が、日々の仕事
へのモチベーションになっています。めっきの匠を目指しなが
ら仕事をがんばり、マイホームを建てるのが今の夢です！

●大森クローム工業株式会社　東北工場
　〒 024-0002　岩手県北上市北工業団地 76-22
　TEL.0197-66-6711　FAX.0197-66-6718　URL http://www.ohmori-cr.co.jp/

高橋一颯さん（2014 年入社／製造課第２グループ）業 種 品 目

ここを
チェック

サンエイ工業㈱

その他の事業サービス業／機械部品の精密洗浄

独自の技術で機械部品をピカピカに洗浄
再利用が可能になり、エコにも貢献しています

スマートフォンやパソコン、自動車などに使われる半導体・液晶製造装置の機
械部品の「精密洗浄」を行なっています。独自の技術とノウハウで、微粒子レ
ベルの目に見えない汚れも除去。部品の再利用が可能になることで、エコにも
貢献しています。お客さまからの評価も高く、ニーズも増加。2019 年度から
は新工場も稼働する予定です。

部品の素材や汚れの種類によって洗浄材（薬品）を変えるなど、
覚えることが多く大変ですが、部品を新品同様ピカピカにして
いくのは気持ちがいい。お客さまに喜んでいただけたとき、何
よりもやりがいを感じます。

●サンエイ工業株式会社
　〒 024-0014 岩手県北上市流通センター 21-8
　TEL.0197-68-2764　FAX.0197-68-2463　URL  https://sanei-ind.net/

小野翔斗さん（2018 年入社／生産部）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱東北佐竹製作所

生産用機械器具製造業／穀物乾燥機、籾
も み

摺
す り

機、
光選別機、選別計量機などの製造

取引先は世界約 160 ヵ国
穀類調製加工機械の世界トップメーカー

東北佐竹製作所は、穀類調製加工機械の製造を手がける（株）サタケのグループ
会社として 1968 年に操業を始め、2018 年に 50 周年を迎えました。当社では
主に米の刈り取り後に使われる乾燥機や籾

も み

摺
す り

機、光選別機などを生産しています。
「会社は人の成長とともに発展するもの」という経営理念のもと、「やる気・根気・
元気」のある皆さんとともに、今後も成長していきたいと考えています。

小さい頃からものづくりが大好きでした。現在は専門学校で学
んだ CAD の知識を生かし、加工データの制作を担当しています。
知り合いから「サタケの製品は壊れにくく長寿命」とほめられ
たときは、とてもうれしかったですね！

●株式会社東北佐竹製作所
　〒 024-0032　岩手県北上市川岸１-16- １
　TEL.0197-64-1111　FAX.0197-61-0002　URL http://tohoku-satake.co.jp/

藤井佳子さん（2015 年入社／技術部製造技術一課）業 種 品 目

ここを
チェック

日立オートモティブシステムズハイキャスト㈱

輸送用機械器具製造業／自動車用のブレーキ部
品、エンジン関連部品などの製造

世界中に高品質な製品を
主要自動車メーカー搭載部品を製造

日立グループ・自動車分野の一員として、ダイカスト（金型鋳造）の技術を用い、
オイルポンプやウォーターポンプといったエンジン関連部品、パワステ関連部
品などの自動車部品を製造・販売しています。世界に向け高品質で魅力あふれ
る製品を提供するため、高効率な生産を目指し、新技術・新工法を取り入れた
一貫生産ラインの構築にも積極的に取り組んでいます。

エンジン部品の一つであるウォーターポンプの製造を担当して
います。私の作業は製品化の最後の工程。絶対に不良品を見逃
さない、という気持ちで仕事に向き合っています。後輩にしっ
かり指導できる先輩を目指してがんばります！

●日立オートモティブシステムズハイキャスト株式会社
　〒 024-0335　岩手県北上市和賀町後藤 2-106-145
　TEL.0197-71-7211　FAX.0197-71-7220　URL http://www.hitachi-automotive-hc.co.jp/

菅原陸さん（2016 年入社／第２製造課伊藤班）業 種 品 目

ここを
チェック
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谷村電気精機㈱

業務用機械器具製造業／他社ブランド製品の
製造、またその開発から出荷までを受託

医療機器などの機械や装置を製造
開発から出荷まで一貫体制で行う会社です

谷村電気精機は 2017 年に創業 50 周年を迎えた歴史ある会社です。創業以来、
機械や装置をお客様に代わって製品を製造する仕事をなりわいとして続けてい
ます。特にこの 20 年は体外診断装置と呼ばれる医療機器の製造がひとつの軸。
開発から、部品調達、部品加工、量産や出荷に至るまで一貫した生産体制を構
築しています。

現金精算機などの情報端末機器や、血液分析装置といった医療
解析装置の設計・開発を行っています。特に医療機器などはこれ
からも不可欠で可能性にあふれた分野。使う方の役に立てる製
品を開発していきたいです。

●谷村電気精機株式会社
　〒 024-0004　岩手県北上市村崎野 21-26-18
　TEL.0197-68-2311　FAX.0197-68-2310　URL  http://www.yamura.co.jp/

橋階大輔さん（2012 年入社／開発技術部技術課）業 種 品 目

ここを
チェック

大野ゴム工業㈱　遠野工場

ゴム製品製造業／自動車補修用ゴム部品、工業
用ゴム製品の設計・製造・販売

自動車補修市場においてシェア約 80％
幅広い分野を支えるゴム製品製造メーカー

東京都港区虎ノ門に本社を構える、1941 年に創業した歴史ある会社です。自動
車補修用ゴム部品では市場シェア率 80％を誇り、産業用、家庭用、医療用など
幅広い分野に進出しています。2012 年に操業を始めた遠野工場には 79 名が在
籍。20 代・30 代の若者が数多く活躍しています。「未来に挑戦、未来を創

つ く る

造」
をスローガンに、地元採用、地域貢献を目指してものづくりを行っています。

６歳の時に始めた空手を高校卒業後も指導者として続けたいと
思い、地元の会社を選びました。現在はゴムやホースの強度試
験などを担当。暮らしに身近な場面で活用される製品づくりに
携われることを誇りに思います。

●大野ゴム工業株式会社　遠野工場
　〒 028-0502　岩手県遠野市青笹町中沢 8-1-9
　TEL.0198-63-1560　FAX.0198-63-1565　URL http://www.ohno5825.co.jp/

菊池亜美紗さん（2017 年入社／品質保証室）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱ワイ・デー・ケー　東北工場

電気機械器具製造業／半導体・液晶製造装置
などの製造

世界へ未来へつなぐモノづくり
確かな技術で豊かな社会の実現に貢献

1952 年の設立以来、産業の基盤を支える半導体・液晶製造装置や電子機器な
どの製造、開発を手がけています。設計から生産まで一貫して行うことにより
高品質な製品をスピーディーに提供。顧客から最も信頼されるパートナーを目
指しています。人材育成にも積極的で国家技能検定の資格取得をサポートする
研修のほか、インターンシップの受け入れにも力を入れています。

スマートフォンや車などに使われる半導体を作る装置の、組み
立て作業を担当しています。ミスのない丁寧な仕事を心がけて
いて、自分が組み上げた製品が完成し出荷する時には大きな達
成感とやりがいを感じます。

●株式会社ワイ・デー・ケー　東北工場
　〒 028-0541　岩手県遠野市松崎町白岩 20-35
　TEL.0198-62-6711　FAX.0198-60-2401　URL https://ydkinc.co.jp/

太田成哉さん（2014 年入社／半導体製造装置組立）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱アロン社　一関工場

電子部品・デバイス・電子回路製造業／フォトエッチング技術・
拡散接合技術などによる電子・精密部品の開発、製造、販売

社名の由来は「ALL ＝ ONE」
独自の超精密フォトエッチング技術で業界をリード

ミクロン単位で金属を薬品で溶解し、多様な形状に加工する「フォトエッチン
グ加工」をベースに、さまざまな分野に貢献している会社です。生産設備の 8
割以上を自社で開発・製作して、独自の技術を確立。また、3D 構造の超精密製
品の一貫量産化を日本で唯一確立し、多くのオンリーワン製品・ニッチトップ
シェアの製品を有する「不可能を可能にする会社」です。

当社の持つエッチング技術と拡散接合技術によって、初めて可
能となる積層 3D 製品があります。幅広い分野のものづくりを
支える縁の下の力持ちとして、独自性のある製品を供給できて
いることに日々誇りを感じながら仕事をしています。

●株式会社アロン社　一関工場
　〒 021-0822　岩手県一関市東台 14-46
　TEL.0191-23-0331　FAX.0191-23-0254　URL http://www.alone.co.jp/

佐々木昭俊さん（2000 年入社／技術リーダー）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱長島製作所

金属製品製造業／自動車部品などの製造

磨き上げた技術で高精度な製品を提供
男女ともに働きやすい環境づくりを

自動車関連からビジネス機器まで、さまざまな業種の部品を作る金属加工メー
カー。品質を均一に保ち大量に製造するための金型づくりや研究開発も行って
いるため、試作品や少量単位の製品でも柔軟に対応できます。また、女性が働
きやすい職場づくりにも意欲的で「いわて女性活躍認定企業等（ステップ２）」
や「いわて子育てにやさしい企業等」の認定も受けています。

主に自動車部品のプレス加工を担当しています。未経験で入社し
ましたが先輩に指導していただいて、任せてもらえる仕事も増え
てきました。今は質の高い製品づくりを心がけて、会社に貢献し
ていくことが目標です。

●株式会社長島製作所
　〒 021-0822　岩手県一関市東台 14-34
　TEL.0191-23-3850　FAX.0191-23-3851　URL https://www.nagashima-mfg.com/

千葉龍成さん（2015 年入社／自動車プレス製造課）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱相澤鐡工所　岩手工場

生産用機械器具製造業／シャーリング、プレス
ブレーキの製造

「スリーＡ」マークは信頼のあかし
国内外から評価されるプレス機器トップメーカー

プレス機械の一種である、金属板を切断する「シャーリング」、金属板を曲げる
「プレスブレーキ」を専門で製造。シャーリングにおける国内シェアは 50％を
超え、国内外のトップメーカーから「スリーＡ」マークの製品として厚い信頼
を寄せられています。創業は 1923 年、岩手工場の設立から 50 年。埼玉に本社、
岩手に工場、名古屋・大阪・広島に営業所を構えています。

シャーリング、プレスブレーキの検査のほか、機械の試運転や、
現地に出向いての改修工事などを担当しています。入社当時か
らの夢は工場長。先輩方のような、困ったときに部下を助けら
れるような上司を目指しています。

●株式会社相澤鐡工所　岩手工場
　〒 029-4205　岩手県奥州市前沢南陣場 8-4
　TEL.0197-56-3181　FAX.0197-56-3183　URL http://www.aaa-aizawa.co.jp/

阿部澪さん（2013 年入社／営業部品質保証課）業 種 品 目

ここを
チェック
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㈱アイディーエス

情報サービス業／ソフトウェアの開発・販売、コンピュー
タシステムの運用・サポート、技術者の派遣など

岩手を拠点に、全国の名だたる会社を
システムで支える技術集団

販売管理や在庫管理、会計など、会社の経営を支える基幹業務システムの開発
を手がけています。奥州市を拠点にしながら、首都圏など全国でビジネスを展開。
みんなが知っている大きな会社をはじめ、いろいろな会社と取引をしています。
また、結婚や子育て、介護など、暮らしが変化しても働き続けられる職場づく
りにも取り組んでいて「辞める人が少ない」のも自慢です。

東京のソフトウェア会社で働いていましたが、結婚をきっかけ
に U ターンしました。通勤が楽で子育てもしやすい岩手で暮ら
しながら、首都圏の大きなマーケットで挑戦できるのが魅力。
アットホームな社風も、自分に合っているなと思っています。

●株式会社アイディーエス
　〒 023-0801 岩手県奥州市水沢横町 94
　TEL.0197-25-7001　FAX.0197-25-7010　URL https://www.ids-soft.co.jp/

小野寺康友さん（2014 年入社／ソリューション事業部）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱及富

金属製品製造業／南部鉄器の開発・製造・販売

伝統の技と最新技術を融合
使いやすく時代に合う南部鉄器を提案

1848 年に創業した及富は、南部鉄器の伝統職人技術をベースにしながら、3D
デジタル技術を融合し、新たな鉄瓶の研究開発にも力を入れています。従来で
は不可能だった複雑な幾何学デザイン製品の短納期化、高品質化、低コスト化
を実現。伝統に縛られず、自由で時代に合った新たな南部鉄器の可能性を常に
提案し続けています。

南部鉄器の造形、鋳造をメインに行っています。長い歴史に裏
打ちされた技術をもとに、新しい発想のチャレンジもどんどん
できる環境なので、丁寧かつスピーディーに、時代に合う南部
鉄器の形を追求していきたいと思います。

●株式会社及富
　〒 023-0105　岩手県奥州市水沢羽田町宝生 57
　TEL.0197-25-8511　FAX.0197-25-8513　URL http://oitomi.jp/

大川寛樹さん（2017 年入社／砂型造形・鋳造職人）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱サンアイ精機

生産用機械器具製造業／マグネットチャックを
はじめとする装置や器具の製造

主力製品のマグネットチャックは国内シェア 2 位
ILC 関連の研究開発にも力を入れています

90％以上が自社製品であるサンアイ精機は、自社で開発し、製造し、販売する
ものづくりメーカーです。主力製品は国内 2 位のシェアを誇るマグネットチャッ
ク。磁力で鋼材や超硬材を完全固定できるこの装置があることで加工の効率と
精度を一気に向上させることができ、トヨタ自動車やオムロンといった大企業
でも使われています。また、近年は ILC 関連の開発にも力を入れています。

金属加工を担当しています。製品の採用が決まったときは、その
評価に対してこの上ない喜びを味わえます。より限界を突き詰め
てシェア 1 位を目指し、加工のすべてができるようになれるよう、
ものづくりに励みたいです。

●株式会社サンアイ精機
　〒 023-1131　岩手県奥州市江刺愛宕字金谷 127-1
　TEL.0197-35-5518　FAX. 0197-35-5527　URL http://www.sunai.sk/

藤原元希さん（2014 年入社／マシニングセンター）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱フジキン　東北工場

生産用機械器具製造業／半導体製造装置
ユニットの製造

人気ドラマの撮影協力もしているバルブメーカー
東北工場はガスシステムの製造拠点です

フジキンは国内シェア 80% の宇宙開発用バルブをはじめとする特殊バルブ機
器・装置メーカーで、ドラマ「下町ロケット」の撮影にも協力。東北工場はフ
ジキン初の「ガスシステム専用工場」として、バルブを組み立てガス供給装置
ユニットを製造しています。「人財（社員）は宝」という考えのもと、教育など
の制度が充実。創業から 88 年間、一度もリストラをしていないのも誇りです。

高校時代に学んだ機械工作がきっかけで、ものづくりに関わり
たいとフジキンに就職しました。現在はユニットの組み立てや
管理業務に携わっています。東北工場は平均年齢が 27 歳と若
く、ベトナム人実習生を含め仲がいいのも魅力です。

●株式会社フジキン　東北工場
　〒 023-1101　岩手県奥州市江刺岩谷堂字袖山 11-31
　TEL.0197-35-8701　FAX.0197-35-8704　URL https://www.fujikin.co.jp/

小原楓雅さん（2017 年入社／製造組立部門）業 種 品 目

ここを
チェック

㈲ベルモデル

金属製品製造業／鋳造用金型・木型、鋳造品の
製作（アルミ鋳物・FCD・FC・BC 他）

職人技と最新技術の融合
新たにレアメタル分野にも挑戦

南部鉄器などの伝統的工芸品から工業機械部品まで、さまざまなものづくりを
支える「型」や、その型を使った鋳造品を手がけています。長年積み重ねてき
た知識・経験と最先端の技術を融合させ、設計から製品化まで一貫して行える
のが強み。また、大手の会社とタッグを組んだり、スマートフォンやパソコン
に使われるレアメタル分野に参入するなど、新たな挑戦もしています。

高校で学んだ設計やデザインの知識を「地元で」活かしたいと
思い入社。コンピュータを使って平面の図面を３D 化し、加工
データ作成を主に担当しています。もっとスキルを磨き真のプ
ロフェッショナルになることが今の目標です。

●有限会社ベルモデル
　〒 023-0832 岩手県奥州市水沢羽田町谷木 37-1
　TEL.0197-28-1101　FAX.0197-26-4529　URL http://www.bellmodel.jp/

千田一輝さん（2007 年入社／金型課）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱デンソー岩手

電子部品・デバイス・電子回路製造業

自動車の進化を支える半導体ウエハの主力工場
岩手で生まれた製品が、世界で活躍しています

世界トップのシェアを誇る自動車部品メーカー「㈱デンソー」の子会社で、車の
環境技術や安全性能の高度化に欠かせない半導体ウエハ、半導体センサを製造。
2019 年には車の電動化を担う半導体デバイスの製造も開始予定です。国家資格
の取得支援など人材育成に力を入れているほか、休暇制度も充実。環境活動や
岩手のアスリートのスポンサーになるなどの地域貢献にも取り組んでいます。

入社前は「ウエハって何？」って思っていました（笑）。でも今
は、世界で活躍する製品をつくっていることに誇りを持ってい
ます。教育制度がしっかりしていて国家資格も取得可能。「挑戦
したい」気持ちに応えてくれる職場だと思います。

●株式会社デンソー岩手
　〒 029-4593　岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山 4-2
　TEL.0197-44-5311　FAX.0197-44-2556　URL http://www.denso-iwate.co.jp/

小澤咲さん（2014 年入社／ウエハ製造部）業 種 品 目

ここを
チェック
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世界遺産の橋野鉄鉱山がある釜石市と周辺部は、長い歴史をもつ鉄鋼業
や金属加工業の発展が特徴のエリアです。三陸沖は世界三大漁場の一つ
に数えられ、ワカメやカキ、ホタテの養殖業、鮭の定置網やサンマ漁、
マグロなどの遠洋漁業などに加え、海の幸を生かした水産加工業や銘菓
などの食品製造業なども主要産業の一角を担っています。山間部は畜産
業や酪農が盛んで、岩泉町は日本短角種発祥の地としても知られます。
景観美を誇る三陸ジオパークを軸に連携して、沿岸全体としてエリアの
観光振興にも取り組んでいます。

沿 岸 エ リ ア の 産 業　

沿岸エリア
宮古市・大船渡市・陸前高田市・釜石市・住田町・大槌町・山田町・岩泉町・田野畑村

㈱アマタケ

食料品製造業／鶏の生産・処理・加工、鶏肉製品の
開発・販売など

話題の「サラダチキン」を開発！
生産から販売までを手がけるチキンの総合メーカー

鶏の生産から処理・加工、販売までを一貫して行うチキンの総合メーカー。近
年では鶏のコラーゲンを使った化粧品販売も手がけています。安心・安全にこ
だわり、鶏の飼育では抗生物質、合成抗菌剤を使わずに育てています。また、
農場・工場ともに連休をとれるようにしたり、ゆっくり休める休憩室や社員食
堂を設け、社員の働きやすい職場環境づくりにもひと手間加えています。

商品の仕分けや箱詰め作業を担当しています。高校のとき野球
部で、会社に社会人野球チームがあることもこの会社を選んだ
理由のひとつでした。土・日の２連休には、先輩や仲間ととも
に野球を楽しんでいます！

●株式会社アマタケ
　〒 022-0003　岩手県大船渡市盛町字二本枠５
　TEL0192-26-5205　FAX0192-27-6234　URL http://www.amatake.co.jp/

黄川田大雅さん（2016 年入社／製造部製品課）業 種 品 目

ここを
チェック

さいとう製菓㈱

食料品製造業／「かもめの玉子」をはじめとす
る洋菓子・和菓子の製造・販売

2017 年には「かもめテラス」がオープン
岩手の銘菓「かもめの玉子」を製造

「かもめの玉子」をはじめとする、洋菓子・和菓子を製造・販売する会社です。
約 240 名いる従業員のうち、女性が約７割を占めています。2017 年 11 月には、
お菓子の販売だけでなく、イートインスペースや体験コーナー、見学コーナー
を備えた総本店「かもめテラス」が完成。地域の人たちが集う、やすらぎの場
となることを願っています。

事務の仕事のほか、「かもめの玉子」を製造する工場見学のご案
内を担当しています。「かもめの玉子」は、小さい頃からよく食
べていたお菓子。昔からなじみのある、地域に愛されてきたお
菓子に携わる仕事をしていることに誇りを感じています。

●さいとう製菓株式会社
　〒 022-0007　岩手県大船渡市赤崎町字宮野 5-1
　TEL0192-26-2222　FAX0192-26-3150　URL https://www.saitoseika.co.jp/

坂本優希さん（2014 年入社／総務部）業 種 品 目

ここを
チェック

サンコー食品㈱

食料品製造業／イカなどの加工品製造・販売

地元の若い人材を積極的に採用
水産加工業の面白さを伝えたい

イカを主力とする水産加工会社です。食べやすいように輪切りや一口大にカッ
トしたものを製品化し、東京や大阪の百貨店、コンビニエンスストア、学校給
食などに供給。常に安心・安全な製品を届けるため、徹底した品質管理と効率
的な工程管理を行っています。また、インターンシップの受け入れなどを実施
して大船渡およびその周辺エリアの雇用促進にも力を入れています。

イカを 80 度ほどのお湯に通して加熱処理をする仕事を担当し
ています。明るい人が多くて作業しやすい環境ですし、決めら
れた数を終わらせることで得られる達成感があります。将来は
工場長になることを目標にしています。

●サンコー食品株式会社
　〒 022-0002　岩手県大船渡市大船渡町字下船渡 104
　TEL.0192-25-1188　FAX.0192-27-8170　URL https://sankoufoods.co.jp/

平雄介さん（2016 年入社／生産管理）業 種 品 目

ここを
チェック
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ゆわて吉田工業㈱

プラスチック製品製造業／情報通信機器関連部
品、車載機器関連部品の製造

他では真似できない、高いレベルの技術が武器
世界の大企業からも注目を集めています

プラスチックの成形と加飾（プリントなど）を同時に行う「インモールド技術」で、
業界に革新をもたらした「吉田テクノワークス」のグループ会社。スマートフォ
ンやカーナビのパネルなどを生産しています。ガラスとプラスチックを一体成
形する「ガラスインサート成形」など、他ではなかなか真似できない特殊技術に、
大企業も注目。世界各地から視察に来ています。

0.01mm にこだわる緻密なものづくりには職人的な技と経験が
必要。大変だけど「ここにしかできない技術」に誇りを持って
います。社員を大事にする社風も魅力。震災時にも全面的にサ
ポートしてもらい、心強かったです。

●ゆわて吉田工業株式会社
　〒 022-0006　岩手県大船渡市立根町字立根山 1-32
　TEL.0192-27-1454　FAX.0192-27-2605　URL http://www.yoshida-tw.co.jp/

梅澤健介さん（2011 年入社／成形グループ）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱エイワ

非鉄金属製造業／ FRP（繊維強化プラスチック）
などの成形加工

国内唯一のコバリオン製造拠点
次世代の新金属で釜石の未来をひらく

FRP（繊維強化プラスチック）部門と建築工事部門、金属事業部門からなり、
国内唯一のコバリオン製造拠点でもあります。コバリオンは金属アレルギーの
原因となるニッケルを使わずに製造するため、アクセサリーや医療用の材料と
して多く使われています。コバリオン製造で培った技術を用いた小ロットの試
作品にも対応し、新製品開発などさまざまな仕事に携わることができます。

日本唯一のコバリオン製造拠点という点に魅力を感じて入社
し、今は金属を溶かす溶解作業を担当しています。効率よく作
業することを日々の目標としていて、将来的には大学で博士号
をとり会社に貢献したいと思っています。

●株式会社エイワ
　〒 026-0001　岩手県釜石市大字平田３-61-24
　TEL.0193-26-6880　FAX.0193-26-5660　URL http://www.eiwa-heartmake.com/

佐々木公亮さん（2018 年入社／金属事業部）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱釜石電機製作所

金属製品製造業／モーター・ポンプなどの
メンテナンス

メンテナンスから生まれる技術革新
2018 年「はばたく中小企業 300 社」に選定

1949 年に創業して以来、電動機や発電機、変圧器のメンテナンスなどを主力
とした高い溶射技術を誇る会社です。酸化チタンの溶射を研究し開発した「高
性能光触媒プレート」が高く評価され、2007 年には酸化チタンコーティング
技術の特許を取得。生産性の向上や多様な人材活用など、さまざまな分野で活
躍しているとして「はばたく中小企業 300 社」にも選ばれました。

旋盤による機械加工などを主に担当しています。新しいことに
チャレンジできる会社なので自分の技術の幅も広がり、やりが
いも感じます。機械加工は危険もありますが、事故のないよう
丁寧に仕上げることを心がけています。

●株式会社釜石電機製作所
　〒 026-0055　岩手県釜石市甲子町９-171-4
　TEL.0193-21-1751　FAX.0193-21-1752　URL https://www.e-kamaden.co.jp/

高橋壮年さん（2008 年入社／メンテナンス部門）業 種 品 目

ここを
チェック

産業振興㈱　釜石事業所

鉄鋼業／自動車のボルト、
タイヤ部品の鉄線材の製造

自動車部品の元となる鉄線材を製造
技術力とネットワークで社会に貢献します

本社は 1937 年、釜石事業所は 1951 年に設立しました。釜石では自動車のボ
ルトやタイヤ部品の元となる鉄線材の製造を軸に事業を展開。大型車両、天井
クレーンなど、現場で必要とされる国家資格の免許取得も積極的に行っていま
す。長年鉄づくりを支え続けた技術力、全国にある拠点間のネットワークを生
かし、鉄鋼業のさまざまな場面で社会貢献をしていきます。

私の仕事は、線材にキズがないか検査をすることです。同僚の
先輩方とは一回り以上も年が離れていますが、和気あいあいと
楽しく仕事ができています。どんなに難しい材料でも不良品を
出さず、クレームゼロを目指していきます。

●産業振興株式会社 釜石事業所
　〒 026-0031　岩手県釜石市鈴子町 23-15
　TEL.0193-22-2211　FAX.0193-22-0034　URL https://www.sangyoshinko.co.jp/

小林海嵩さん（2016 年入社／線材課）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱プラシーズ　釜石工場

プラスチック製品製造業／
化粧品用容器などの製造

短時間勤務など働きやすい環境で
女性に身近な化粧品容器を製造

国内大手化粧品メーカーの化粧品用プラスチック容器をメインに製造する会社
です。ブランドイメージに合わせたデザインを生み出すとともに、耐久性や機
能性に優れた高品質な製品を提供。プラスチックが持つ可能性を追求した技術
革新を図り、使う人の気持ちを考えて一つひとつ丁寧に仕上げています。また、
製造に携わる従業員が働きやすい環境づくりにも努めています。

手作業でのパーツの組み立てや機械を使ったラベル印刷、検査、
箱詰めなどの仕事を担当しています。女性にとって身近なもの
を作ることにやりがいを感じていて、将来的には新商品の開発
にも携わりたいと思っています。

●株式会社プラシーズ　釜石工場
　〒 026-0055　岩手県釜石市甲子町 10-159-2
　TEL.0193-23-1271　FAX.0193-23-1272　URL http://www.pluseeds.co.jp/

野田遥さん（2015 年入社／仕上係）業 種 品 目

ここを
チェック

㈱壮関　岩手大槌工場

食料品製造業／素材菓子の製造

素材を生かしたユニークな商品開発
食を通じて笑顔あふれる社会づくりを

1996 年に初めて茎わかめを菓子として販売し、「素材菓子」というカテゴリを
確立させた栃木県が本社の食品加工メーカー。以来、茎わかめは主力商品とし
て根強い人気を誇っています。東日本大震災以降は復興支援の一環として、茎
わかめの産地でもある大槌町に工場を新設。消費者はもちろん、従業員やその
家族もみんなが笑顔になれる企業を目指し、日々成長を続けています。

入社前に工場見学をした際、とても明るい雰囲気だったのでぜ
ひここで働きたいと思い志望しました。現在は味付けされた茎
わかめを個包装して、箱詰めする仕事をしています。地元食材
を使った商品開発をするのが目標です。

●株式会社壮関　岩手大槌工場
　〒 028-1105　岩手県上閉伊郡大槌町安渡２-45- ３
　TEL.0193-27-8303　URL https://www.sokan.jp/

佐々木韻妃さん（2016 年入社／ピロ包装担当）業 種 品 目

ここを
チェック
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㈱エフビー　岩泉工場

電子部品・デバイス・電子回路製造業／電子機器な
どのコネクター、およびコネクター関連部品の製造

あらゆる電子機器に欠かせないコネクターを
一貫生産。全世界に供給しています

スマホや車、家電、医療機器など、さまざまな電子機器に欠かせないコネクター
（USB などの接続端子）を自社で一貫生産しています。岩泉工場では、コネクター
生産に必要な金型などを製造。国家資格（技能士）取得サポートや専門学校へ
の修学制度など人材育成にも力を入れ、高品質で低単価なコネクターを世界中
に供給しています。

入社時は機械を触るのも初めてでしたが、先輩の丁寧な指導の
もと技術を習得。２年目には宮古高等技術専門校に通わせても
らい、専門知識を学びました。「やる気」を引き出す育成制度で、
モチベーションも上がります。

●株式会社エフビー　岩泉工場
　〒 027-0421　岩手県下閉伊郡岩泉町小本字南中野 286-2
　TEL.0194-28-3400　FAX.0194-28-3401　URL https://iwate-fb.jp/

早野大生さん（2016 年入社／岩泉工場）業 種 品 目

ここを
チェック

岩泉乳業㈱

食料品製造業／ヨーグルトなど乳製品の製造・
販売、化粧品の販売

「岩泉ヨーグルト」などの乳製品を製造
ていねいなものづくりで、全国的人気に

岩泉町産の牛乳を使って、「岩泉ヨーグルト」を中心とした乳製品を製造してい
ます。低温長時間発酵で、通常の３〜４倍の時間をかけて作るヨーグルトは全
国的にも人気。1 日 10 トンの製造量のうち半分は県外に出荷されています。ま
た、岩泉町の「龍泉洞の水」を使った無添加スキンケア製品も販売。こちらも
高く評価されています。

入社時は製造部門でしたが、人事異動で経理事務に。通販の注
文受付、見学対応など社外の方々と接する機会も多く、楽しい
です。「いい製品を作っているね」「おいしかった」という声を
いただくと、誇らしい気持ちになります。

●岩泉乳業株式会社
　〒 027-0502 岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字和乙茂 8-1
　TEL.0194-22-3800　FAX.0194-22-3900　URL https://iwaizumilk.co.jp/

佐藤優太さん（2015 年入社／管理課）業 種 品 目

ここを
チェック

県北エリア

恵まれた自然資源を生かして、内陸部では農業、林業、畜産業が広く行
われ、中でも鶏肉や雑穀、木炭は国内有数の生産地となっています。また、
アパレル産業も盛んで、縫製・繊維関連企業が集積し、世界的なブラン
ドの製品を生産していることでも知られています。二戸市浄法寺町は全
国一の漆の里として知られ、伝統工芸の浄法寺塗が受け継がれています。
北三陸の漁業は郷土色豊かで、水産加工業も発達。久慈市の「北限の海女」
や洋野町の「南部もぐり」など、地域の独自性が際立つ文化が継承され
ています。

県 北 エ リ ア の 産 業　

久慈市・二戸市・普代村・軽米町・野田村・九戸村・洋野町・一戸町



26 27

北日本造船㈱　久慈工場

輸送用機械器具製造業／ケミカルタンカーな
どの建造

船舶建造の要である溶接技術を高め
世界の海へ高品質な船を送り出す

ケミカルタンカーの建造を主力とする日本でも有数の造船会社。ケミカルタン
カーはタンクの内部に錆びにくいステンレス鋼を使用することで、酸性の強い
科学薬品や油など多種多様な荷物を運ぶことができます。入社後の３か月間は
横浜で新人研修に参加し、造船業について学ぶとともに必要な資格を取得。未
経験でも安心・安全に働ける環境づくりに力を入れています。

●北日本造船株式会社　久慈工場
　〒 028-0001　岩手県久慈市夏井町閉伊口 8-74-15
　TEL.0194-52-8851　FAX.0194-52-8488　URL http://www.kitanihonship.co.jp/

業 種 品 目

ここを
チェック

未経験でしたが入社後の研修で溶接の資格を取得しました。そ
の後も先輩から指導していただき、現在は鉄をバーナーで炙

あ ぶ

っ
て曲げ加工をする作業を担当しています。今後はもっと仕事の
幅を広げていきたいと思っています。

奥寺航大さん（2015 年入社／製造管理）

㈱ジュークス

電子部品・デバイス・電子回路製造業／
スマートフォンなどの組立・検査

柔軟な対応とスピードを持って
顧客や地域から必要とされる会社へ

スマートフォンをはじめとする電子機器製品の組み立てや検査、太陽光発電シ
ステムの販売などを行う会社です。2009 年創業の若い会社ながら、有害物質
の排出がほぼないという燃料電池関連の技術開発を展開。地域経済への影響が
大きく成長性が見込まれるとして「地域未来牽引企業」に認定されています。
社内外の研修にも積極的に取り組み、人材育成にも力を注いでいます。

●株式会社ジュークス
　〒 028-0041　岩手県久慈市長内町 32-18-2
　TEL.0194-61-1977　FAX.0194-61-1978　URL http://jukes-k.co.jp/

業 種 品 目

ここを
チェック

燃料電池に関わる技術開発や製造現場の管理などを担当してい
ます。資材の配置や製造スタッフへの指導を行い、スムーズに
製品を出荷できると大きな達成感が得られます。日々、昨日の
自分を超えるという気持ちで取り組んでいます。

高田北斗さん（2015 年入社／製造部）

岩手モリヤ㈱

繊維工業／高級婦人服の縫製

国家検定「洋裁技能士」が多数在籍
働きながら資格取得でスキルアップを

高級婦人服のジャケットやウールコートなどを主に扱う縫製工場。生地試験か
ら縫製、まとめ工程までを一貫生産するため、効率的で安定した品質を保つこ
とができます。高い縫製技術のほか、アイロンで生地を立体的に仕上げて着心
地の良さを追求するなど独自工程も確立。海外の有名ブランドからも多くの信
頼を得ています。また、技術継承のため地元採用にも力を入れています。

未経験でしたが、先輩が教えてくれるので不安はありませんでし
た。やりがいある仕事なので長く続けたいです。

専門学校で工場の映像を見て、ぜひ働きたいと思い東京から I ター
ンしました。技術を身につけて会社に貢献したいです。

●岩手モリヤ株式会社
　〒 028-0001　岩手県久慈市夏井町大崎 13-3-3
　TEL.0194-53-5327　FAX.0194-52-3034　URL https://www.ginga.or.jp/iwatemoriya/

中村遥奈さん（2012 年入社／ CAD 担当パターン作製）

小山誓子さん（2017 年入社／ CAD 担当パターン作製）業 種 品 目

ここを
チェック

中村さん

小山さん

㈱十文字チキンカンパニー

食料品製造業／生産農場の運営、鶏肉製品の製
造・販売、バイオマス発電事業など

安全・安心でおいしい鶏肉を食卓へ
そのシェアは県内トップ、国内５位を誇ります

岩手県県北地域を拠点に、約 160 か所の農場で年間 5000 万羽のひよこを育て、
お肉に加工しています。安全・安心でおいしい鶏肉を届けるため、約 1600 名
の従業員が、飼育、製品製造、品質管理、設備のメンテナンスまで一貫して行い、
その製品は東日本全域に供給。生産規模は県内トップ、国内でも第５位のシェ
アを誇ります。

●株式会社十文字チキンカンパニー
　〒 028-6103　岩手県二戸市石切所字火行塚 25
　TEL.0195-23-3377　FAX.0195-22-4366　URL http://www.chicken.co.jp/

業 種 品 目

ここを
チェック

鶏舎のある農場を回り、より元気で大きな鶏を育てるための飼
育指導をしています。アドバイスが結果につながり、農場の方々
と喜び合うことが、一番のやりがい。担当農場の成績をもっと
よくして「日本一」にするのが今の夢です。

永田悠介さん（2013 年入社／生産担当）

㈱二戸サントップ

繊維工業／高級紳士服、婦人服の縫製

世界の最先端ファッションを支える
「MADE IN JAPAN」品質を、二戸から

高級紳士服をメインに製造。「パリコレ」などに出展する有名ブランドの服も数
多く手がけ、海外からも評価の高い「MADE IN JAPAN」品質を実現する工場と
して、順調に業績を伸ばしています。また、岩手の高校や専門学校とのコラボ
イベント「北いわて学生デザインファッションショー」に参加するなど、地元
との連携にも積極的に取り組んでいます。

●株式会社二戸サントップ
　〒 028-5711　岩手県二戸市金田一字上平 108
　TEL.0195-27-2211　FAX.0195-27-2213　URL http://suntop.co.jp/7.html
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有名ブランドの服は複雑なデザインが多いけれど、いろんな素
材やディテールに挑戦できて楽しい。雑誌などで、私が縫製し
た服を着たモデルさんがパリコレのランウェイを歩いているの
を見ると、うれしくてやりがいを感じます。

岡崎愛さん（2015 年入社／裁縫、パンツ生産担当）

日本一フード㈱

食料品製造業／焼鳥の製造

鮮度と衛生管理に徹底的にこだわった
安心・安全でおいしい焼鳥を提供

「あったか家族のお手伝い」という日本一グループ共通の経営理念のもと、安心
で安全な焼鳥を製造しています。工場の周辺には多くの原料処理工場があり、
その日のうちに処理された原料を使用することで新鮮な焼鳥を提供。製造工場
内では衛生管理と温度管理を徹底しており、非常にクリーンな環境で作業が行
われています。
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●日本一フード株式会社
　〒 028-6102　岩手県二戸市下斗米字上野平 67-23
　TEL.0195-22-5600　FAX.0195-22-1360　URL https://www.nihonichi.jp/

お客様に食べてもらうときのことを常にイメージしながら、お
いしそうな形に仕上げるよう意識しています。串に肉を刺す仕
事のほかに、班長としての管理業務も行っています。指導する
のは難しさもありますが、やりがいも感じています。

高沢武大さん（2009 年入社／製造部）

左から、金田一翼さん、高沢武大さん、
吉田大貴さん



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　伊藤里奈さん

株式会社十文字チキンカンパニー
永田悠介さん

地元でスポーツやいろいろな活
動があって、仕事もしながらそう
いった活動もできたらと思い地元
の企業を選びました。

株式会社ワイ・デー・ケー
東北工場
太田成哉さん

今、小学校低学年にラグビーを
教えるコーチをやっています。試
合などで教えたことがちゃんとで
きていると、やっぱりこっちもうれし
いですし、意外なプレーをやって
くれると、こっちもテンションが上
がってきます。

株式会社サンアイ精機
藤原元希さん

地元の花巻から世界をまたに
かけて活躍している企業だと
知り入社を決めました。さまざ
まな機械を扱って会社にもっ
と貢献していきたいと思います
し、趣味のアウトドアをめいっ
ぱい楽しんでプライベートも充
実させていきたいと思います。

株式会社アルチザネットワークス
滝沢デベロップメントセンター
佐藤綾香さん

株式会社アイオー精密
清水雄大さん

自然環境豊かな岩手で、世界最
先端の技術に携われることに魅
力を感じたため入社しました。

地元の企業に就職する魅力
ものづくりの第一線で活躍するみなさんに、岩手で働く魅力について聞きました。

入る前は製造業というイメージが
ものづくりする工程しかないよう
なイメージだったのですが、入っ
てみるといろいろな担当があって
自分の特性を活かして仕事がで
きるなと思いました。それから、勤
務先が地元なので、家族にも友
達にも毎日会えるところもいいとこ
ろだなと思います。

学生時代にやっていた研究内容
がバイオマス関係だったので、地
元の企業で環境にいいバイオマ
ス発電を行う予定があるというの
を説明会で聞いた時に「ここしか
ない！」と思い決めました。海や川
や山、全てそろっている岩手なの
で、家族と一緒に堪能して休日を
過ごしたいと思います。
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㈱岩手芝浦電子

家電や自動車などに使われる温度センサ
世界トップシェアを誇る装置の製造拠点です

「サーミスタ温度センサ」の開発・製造に特化した会社です。この装置は温度を
感知して信号を送り、それに応じた機能を作動させる役割を担い、家電製品や
自動車に使用されます。岩手芝浦電子の製品は-50℃から1000℃まで測定可能。
世界で高く評価されています。現代の生活に温度センサは不可欠。世界トップ
シェアを誇る装置の製造拠点となっています。
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●株式会社岩手芝浦電子
　〒 028-5313　岩手県二戸郡一戸町鳥越字野月道ノ下 17
　TEL.0195-33-2981　FAX. 0195-33-2071　URL https://www.iwate-shibaura.co.jp/

高校までを二戸で過ごしたのですが、地元で世界を舞台に活躍
する会社があることを正直知りませんでした。大学までは文系
でしたが、製造の現場で働きたいという希望をくみ取っていた
だき、今は開発に携わっています。

平正紀さん（2015 年入社／センサ課開発係）

電子部品・デバイス・電子回路製造業／家電製品や自動車
などに使用する「サーミスタ温度センサ」などの開発・製造

㈱岩本電機

電気機械器具製造業／ワイヤーハーネスの製造

暮らしを支えるワイヤーハーネス
磨き続けた技術で安心と幸せを提供

電子機器が正常に作動するよう、電力や信号を伝えるワイヤーハーネスを製造
しています。製造品目はスマートフォン用の極小ハーネスから電源用ケーブル
までと幅広く、研究開発などの少量単位にも対応。時代とともに多様化、複雑
化するニーズに応えるべく、日々技術を磨いています。女性が多い職場なので、
産休や育休の取得など働きやすい環境も整えています。

生産管理システムの受注入力や資材管理、出荷作業などを担当
しています。社内は女性が多くて活気がある雰囲気。研修など
でスキルアップを目指し、自分の仕事だけでなく周りの人の仕
事にも気を配れるようになりたいです。

●株式会社岩本電機
　〒 028-7901　岩手県九戸郡洋野町種市 13-41-25
　TEL.0194-65-3930　FAX.0194-65-3899　URL http://www.iwamotodenki.co.jp/

山崎実穂さん（2017 年入社／生産管理課）業 種 品 目
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㈱おおのミルク工房

食料品製造業／乳製品の製造

本当に美味しい牛乳を飲んでほしい
地元との強い信頼関係が大きな強み

「地域の子どもたちに美味しい乳製品を」と、久慈地域で酪農を営む有志たちが
出資して設立した工房。地元酪農家との強い信頼関係があるため、安定して原
料を確保できることが強みです。東日本大震災の時には影響を受けながらも酪
農家と協力して製造を続け、より多くの人へ乳製品を届けることができました。
製造のほか、ご当地ソフトクリームの商品開発などにも携わっています。

●株式会社おおのミルク工房
　〒 028-8802　岩手県九戸郡洋野町大野 58-12-32
　TEL.0194-77-4301　FAX.0194-77-4305　URL https://www.yumemilk.com/

業 種 品 目

ここを
チェック

ヨーグルトの製造を担当しています。未経験での入社だったの
で、はじめはわからないことだらけ。先輩たちに一から教えて
もらいました。スーパーなどで自分が携わった商品を手にした
お客様を見ると嬉しくなります。

鳩賢一さん（2017 年入社／製造作業員）



医療

居住環境

盛岡⇔東京 新幹線で最短2時間10分
花巻⇔大阪 飛行機で1時間20分
花巻⇔札幌 飛行機で1時間
花巻⇔名古屋 飛行機で1時間10分
花巻⇔福岡 飛行機で1時間50分

子育て・教育施設

安全・安心

岩手県 全国第46位
■ 交通事故発生件数（人口10万人当たり）

■ 通勤・通学平均時間

岩手県 全国第45位
■ 刑法犯・窃盗犯認知件数（人口千人当たり）

交通

食

出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2018」

岩手県61分 
東京都94分

■ 食料自給率（カロリーベース・生産額ベース）

岩手県404㎡ 全国第3位
東京都140㎡ 全国第46位

岩手県4,168円 東京都8,620円

■ 住宅の敷地面積（１住宅あたり）

■ 民営賃貸住宅の家賃（1か月3.3㎡あたり）

出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2018」

■ 県立病院の数 ■ 国内主要都市への移動時間

出典：「図説 いわて統計白書2018～いわてが分かるこの一冊～」

岩手県20施設

全国第1位

岩手県 全国第5位
出典：農林水産省「平成28年度(概算値)、平成27年度(確定値)の都道府県別食料自給率」

■ 保育所等数

岩手県666.4所

全国第9位

■ 中学校数

岩手県477.0校

全国第6位
■ 小学校数

岩手県540.4校

全国第6位

■ 高等学校数

岩手県212.3校

全国第3位

働きやすい！

暮らしやすい！

岩手の平均通
勤時間は、

東京よりも33
分も

短くなっていま
す!

広い敷地での
びのび生活！ 犯罪や交通事

故の

発生が格段に
低い！

遠隔医療やド
クターヘリも導

入され、

広い県土をカ
バーしています

。 主要都市への

アクセスも良
好！

広い県土と変
化に

富んだ気候を
生かし、

様々な農産物
を生産してい

ます。

保育所・学校数
が多く、

子育てしやす
い環境が整っ

ています。

パパも育児に
協力的！

■ イクメン都道府県ランキング

出典：総務省統計局「平成28年度社会生活基本調査」
（6歳未満の子供がいる夫の家事関連の時間が長かった都道府県）

岩手県1時間39分 

全国第4位

出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2018」（各対象年齢の10万人あたりの保育所・学校数） 出典：総務省統計局 「平成28年度社会生活基本調査」

■ 離職率の低さ

岩手県4.1％

全国第1位
出典：総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2018」

ここではデータから読み取った
岩手をご紹介します。

プライベートも大満足!
岩手の暮らしやすさ、
働きやすさ
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