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食の国越後特集

みらいずBOOK第5号は、「新潟で働く楽しさや可能性を中高生に伝えたい」という
思いに賛同してくださった、企業のご協力により、新潟県全域の高校1年生全員、な
らびに阿賀町・柏崎市・三条市・新発田市・聖籠町・関川村・胎内市・燕市・長岡市・
新潟市・南魚沼市・村上市・弥彦村の中学校1年生に無料でお届けしています。

取材の
裏側を

もっと
知りた

いなぁ みらいずBOOKのInstagramを見てみようぜ！

みらいずBOOK「WEB版」もあるよ
イベント情報もこちらから！

詳しい内容は みらいずBOOK 検 索

Twitterや　　 Instagramで発信中
＃みらいずBOOK で検索！
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新潟で働く大人と出会い、
自分らしい“みらい”を見つける

新潟の
どう活かす？

を



普段はなかなか出てこな
いが、「この仕事をやって
いて良かったなと感じた
瞬間」に現れる貝。

ヤリガイ

人間でいうと15歳。気になった
ことはなんでも聞いちゃう知り
たがりで、常に持っているお気
に入りのバックには、取材道具
と大好きなお菓子が入ってる。

ミチル
ミチルの友達。しばらく日本
海へ旅に出ていたが、最近
新潟へ戻りミチルと再会。

ジョー

「働いている時に大事に
していること」が詰まった
缶。仕事でたくさんの経
験をするほど、どんどん中
身が詰まっていく。

カチカン
ボクたちも

探してね！
たまに

出てくるよ

進路や将来のことで悩んだり、漠然と不安に思っている中高生に、

自分の将来を考えたり、可能性が広がるキッカケを届けたい。

家族や先生以外にも、新潟にはたくさんの生き方・働き方があることを知ってもらいたい。

そんな願いから、「みらいずworks」はみらいずBOOKを発行しています。

とは？

今、日本の社会は大きく変化しています。少子高齢化がますます進み、外国人が近くに住んでいることが当たり前

になります。AIやIoTなどの技術革新により、仕事は次々と自動化されていくでしょう。例えば、切符を切ってくれ

た駅員さんが、自動改札機に代わったように。これは世界や日本の遠い話ではなく、みなさんの暮らす新潟でも起

こる少し先の未来の話です。皆さんは、どんな未来の新潟を想像しますか？どんな自分の未来をつくりたいです

か？大きな変化を迎える社会の中では、新たなアイデアや価値を生み出せる人、いろいろな人とつながって協働

できる人、変化に応じて学び続けられる人…が求められてきます。

みらいずBOOKでは、そんな変化の中、新潟でイキイキと生きる大人たちが描かれています。大人たちの生き方

や働き方をヒントに「自分の未来をどうつくるのか」を考えてみてください。そこからあなたらしい一歩が踏み出さ

れることを願っています。
NPO法人 みらいずworks 代表理事　小見まいこ

MIRAIS BOOK vol.5

第5号の特集テーマは、新潟の中心産業である「食」、変化の中で必要となる「大人の学
び」、そして、これからの「エネルギー」という３つを設けました。新潟の可能性とこれからの
働き方を感じてみてください。

マークについて

vol.5テーマ

Uターン

一度県外で学んだり、
働いたりして、
新潟に戻ってきた人

Iターン
県外出身で、
新潟で働いている人

ずっと新潟で学び、
働いている人

特集１  新潟の「食」をどう活かす？
新潟の食をどう活かす？   km-0 niigata lab　横山 裕さん、長吉 和幸さん

FOODS made in NIIGATA  青木酒造株式会社　阿部 勉さん
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新潟の「食」の魅力を楽しく発信  愛宕商事株式会社／食イベントの企画コーディネーター　吉田 優美さん

食べることの喜びや驚きを伝える 愛宕商事株式会社／農業と食の体験インストラクター　佐藤 辰巳さん

農家や酒蔵と連携し、新しい新潟の魅力をつくる    東日本旅客鉄道株式会社／地域活性の企画担当者　丸山 貴臣さん

FEATURE 

特集2  これからの時代に必要な「大人の学び」とは？
大人も勉強している？！  これからの時代に必要な「大人の学び」とは  新潟大学創生学部 渡邊 洋子先生10
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14

15

病院内を清潔に保ち、院内感染リスクを抑える     株式会社新潟ビルサービス／医療環境管理士　山本 優さん

空調と冷蔵設備を支える 株式会社ミタカ／空調と冷蔵設備の営業マン　石塚 雅俊さん

日々技術の向上に取り組む  株式会社ミタカ／設備の配管技術者　大倉 綾都さん

FEATURE 
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32
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37

大学コラボ企画 「薬剤師になる未来編 新潟薬科大学」 豊岡 万貴さん×水戸 滋規さん×齊藤 幹央先生

普段は聞けない先生のお話 vol.5  新潟県立海洋高等学校／非常勤講師　松本 将史先生

これぞワタシの生きる道5   自立支援カウンセラー　髙橋 和枝さん

Mirais Knock vol.03 あこがれのネイリストに会いに行く　ネイル＆アイラッシュサロン・アヴィ／ネイリスト　兼平 朋美さん

SPiRAL MYプロジェクト／OURプロジェクト活動報告

ワークシート「みらいずQuestion」

バックナンバー／みらいずworksとは

キャリア教育協力企業リスト

特集3  今の新潟の「エネルギー」どうなってるの？
新潟の「エネルギー」レポート   越後天然ガス株式会社　小出 薫さん16
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24

状況に応じて供給の指示を出す  石油資源開発株式会社／監視オペレーター　磯部 慎吾さん

天然ガスの安全な供給を実現する  株式会社ジャペックスパイプライン／パイプラインの管理人　鈴木 大成さん

太陽光発電を通して自立した地域・社会をつくりたい！  株式会社千代田エネルギー／総務課長　保科 和美さん

車に関する悩みをトータルでサポート  新津石油株式会社／課長兼ガソリンスタンド店長　野口 健太さん

自分で考え、試行錯誤できるのがたまらなく楽しい！！  株式会社バイオマスレジン南魚沼／バイオマスプラスチックの研究開発者　内田 京太さん

人々の環境に対する意識を変えていきたい  株式会社バイオマスレジン南魚沼／企画室、経理・総務担当者　櫻井 祐子さん

新エネルギーにクローズアップ！  

FEATURE 

一人ひとり異なる進路や道のりを経て、今の働き方や生き方があります。参考にしてみましょう！







新潟の「食」を身近に感じてもらえるように、ア
グリパークではバターやアイスクリームを作っ
たり、いくとぴあのイベントでは、即席の「みそ
玉」（お湯を入れると味噌汁になる）やふりかけ
を作ったり。おなじみの食べ物でも、手作りす
ることで新たな発見があります。

食にまつわるたくさんの
体験活動を開発

食×教育の
工夫

コラム

食べることの

教育機関への備品販売に始まり、医療福
祉や訪問介護、調剤薬局、保険や旅行の
代理店事業のほか、施設の指定管理も請
け負う。いくとぴあ食花や新潟市アグリ
パークの指定管理もその一環。

COMPANY愛宕商事株式会社

FOODS
made in
NIIGATA

愛宕商事株式会社
新潟市食育・花育センター勤務
【出身校】新潟市立石山中学校、新潟
県立新潟商業高等学校会計科（現総
合ビジネス科）【趣味】食べ歩き、旅行

よしだ　ゆうみ

さん（32歳）吉田 優美 愛宕商事株式会社
新潟市アグリパーク勤務
【出身校】新潟市立下山中学校、新潟
明訓高等学校、拓殖大学国際学部
【趣味】ドライブ、旅行

さとう　たつみ

佐藤 辰巳さん（29歳）

イベントではどん
なことをしたらい
いか、みんなで意
見を出し合うこと
から企画は始まる

新潟で収穫できる農産
物の展示コーナーを整
えるのも仕事のうち

アグリパークがもっと
注目してもらえるよう
にと、牛の表情を動画
に撮り、SNSにアップ

平日は幼児や小・中学生の農業体験学習を指導し、週
末は一般の来場者に畑での収穫体験やピザ・アイスク
リームなどの調理を教えています。人にものを売る営
業の仕事に興味があってこの会社に入りましたが、営
業を２年半、その後、体育館のインストラクターを経て
今の職場に。実は、大学時代に１年間、北海道で農業
研修をしていたことがあり、ここに配属された時は「運
命だ」と思いました。

食に関わる仕事の魅力は、人に喜びを与えられること。
「おいしい」とか「楽しい」とか、喜んでもらえると、自分も
楽しくなって元気をもらえます。そうすると、家に帰って
家族に元気を与えられる。もっともっと、喜びが循環し
ていくように、お客さんに楽しんでもらえる体験を考え
ていきたいです。

学生時代は陸上一本。箱根駅伝を目指して大学を選
び、陸上部へ。朝５時半に起きてまず10km走り、学校
が終わったらまた走る。そんな生活の中で得られたの
は、決してあきらめない気持ちです。仕事では失敗もあ
りますが、早く気持ちを切り替えて、楽しんでもらえる
ことをとことん考えたりしています。たとえばアグリパー
クの魅力をもっとわかりやすく伝えたいと、畑の様子や
牛の表情などの動画を撮影し、編集してSNSで発信す
ることを発案して実行しています。再生回数は５～６倍
になって手応えがありました。

畑から食卓まで。
食の体験を届けるのが仕事

農業と食の体験インストラクター

「あきらめない気持ち」が
仕事にも生きている

喜びを循環させる。
それがやりがいに

｜JOB Category｜商社／農業と食の体験インストラクター｜JOB Category｜商社／食イベントの企画コーディネーター

ヤリガイ

MIRAIS BOOK 5

おいしいものと花がいっぱいの新潟。それをもっと知っ
てもらえるようにと開設された食育・花育センターで、
食にまつわるイベントを企画運営したり、館内の展示を
考えたりしています。高校時代、アルバイトをしていたハ
ンバーガーショップで、お子さん対象のイベントをした
時、「おもしろい」って思ったんです。「人と関わって、喜
ぶ顔が見たい」。あの気持ちが今の原点です。

うれしい顔が見たい。
それが仕事の原点

この仕事をやっていて良かったと思うのは、特に子ど
ものうれしい顔を見た時。待っている時の顔、真剣に
作っている時の横顔、できあがったときの笑顔。そん
な顔に出会える、わくわくする場をもっと作っていき
たいと思います。自分たちが楽しみながらイベントを
することが大切。考えることも準備も楽しんで、多くの
人にわくわくを通して、楽しく「食」に触れてもらいた
い、それが今の目標です。

食の「わくわく」をもっと
提供していきたいイベントは年に８回。たとえば秋の収穫祭なら、どんな

ことをするかをまず考えます。体験だったり、ゲーム
だったり。決まったら、細かいところまで詰めて、準備を
して当日は現場対応。当日いらっしゃるお客様に喜ん
でいただくためには、当日までの準備が肝心。たくさん
の方に楽しんでもらう仕掛けを考えたり、スムーズに事
が運ぶようにあらゆることを想定したり。そんな時に欠

イベント成功の鍵は
すべて準備にある

かせないのはチームワークです。イベント成功という共
通の目標に向かって、一人一人が自分の仕事をやり切
る。それも、仲間がいてこそ。中学時代、水泳部で、個人
競技ではあるものの、友だちのおかげでがんばれた、あ
の経験が思い出されます。

食イベントの企画コーディネーター
の魅力を楽しく発信新潟の「食」

その案い
いですね！

喜び 驚きや を伝える

カチカン

食べるこ
との

喜びと驚
きとは？

Uターン

76





今回のテーマは「音と音楽をめぐる科
学」。認知脳科学者の伊藤浩介先生か
ら、人が音を認知する方法や、音楽と言
語の違いについてお話を聞きました。

THEME

他の講座テーマは、
文化人類学、地理学、近世日本史など。

リベラルアーツ、面白そうだぜ～！

これからの時代に必要な

とは

リビングでテレビを見ている家族を横目に「大人は宿題も、受
験勉強も無いからいいよな～」と思っていませんか。でも、大人
になっても学びが必要なんですよ。どうしてだと思いますか？
「生涯学び続けること＝生涯学習論」が専門の新潟大学の渡
邊先生と一緒に、「大人の学び」「子どもの学び」を深掘りし、み
なさんがこれから豊かな人生を歩むヒントを見つけましょう。
また、その後に続く働く大人の紹介ページでは、企業が取り組
む研修や大人の学びのリアルについて紹介します。

成人教育学や生涯学習論が専門。人々が様々な
環境や経験、きっかけから生きることに向き合
い、社会と対峙してきたプロセスに関心を抱き、
人の「育ち」「学び」とその支援のあり方を探究し
考えていく教育学の研究に取り組んでいる。

ある時代までは、子どもはみんな「大人」になることがゴー
ルで、大人になったらそれ以上学ばなくても、それまでに
得た知識や経験で、仕事や生活を営むことができていまし
た。しかし現在は、「知識基盤社会」と言われ、一定の知識
や技術を持たないと、ＡＩやロボットに仕事を奪われてし
まうかもしれません。例えば、スマホや携帯の使い方が分
からないと仕事で困る人は、スマホ教室に通っていますよ
ね。社会が急激に変化しているので、変化についていくた
めの知識を常に取り入れる必要があります。誰もが「変化
に応じて、学ばないとやっていけなくなる時代」だからこ
そ、自分で好奇心を持って学んでいく姿勢が大切です。

大人は子どもよりも、たくさん経験を積んできています。そ
のため、新しいことも自分のこれまでの経験を使って、理
解することができます。しかしその分、経験が学びの邪魔
をすることも。自分の経験してきたことと違うことを、受け
入れづらく感じることもあります。そこで大切なのは、自分
の学びの阻害要因（邪魔をしているもの）を明らかにして、
それを取り除くよう工夫すること。大人は仕事や子育てな
ど、学ぶこと以外にやることがたくさんあります。自分自身
で、自律的に学びの姿勢や環境を整えることが求められま
す。また大人は、強制される学びではないからこそ、「学び
たい」という問題意識の強さや目標を持つことがより学習
の支えとなったり、人から評価されるためではなく、学ぶこ
と自体に楽しみを見出すことができます。

みなさんは、これまでの大人達が経験したことがないよ
うな人口減少社会を生きていくことになります。誰も経
験したことがない時代ですから、問題が起きた時にどこ
にも手がかりがなく、正解がないことがほとんど。だから
こそ、既にある知識を取り入れるだけの学び方から、知
識を自分でつくり出す学び方をしてもらいたいです。その
ためには、いつも「問い」を持つこと。問いは、YES・NOで
答えられるものではなく、WHY（なぜ）・HOW（どうやっ
て）をくり返すことができるものです。問いを持っている

と、友達と話をしていても、テレビを見ていても、日常のあ
らゆる経験が自分の学びに変換されていきますよ。
問いを持つためには、自分の中の「違和感」を大切にし
てください。何か新しい情報に触れた時、「なんで？どう
して？」と感じるザワつき。それが、自分なりの問いを見
つけるサインです。モヤモヤすることに向き合ってくださ
いね。そして、それを楽しんでください。変化していくこと
や、混沌とすることに前向きでいることこそが、これから
の時代を豊かに生きる、学び続ける秘訣だと思います。

大人の学びの現場を取材してきました！新潟で働く社会人がメンバーとなって活動するNiigata Liberal Arts Club
（新潟リベラルアーツクラブ）は、「教養を身につけ、深く広い思考で仕事やプライ
ベートをもっと充実させよう」というコンセプトのもと、２～３ヶ月に１度、大学の
先生を講師に招き、社会人が気軽に学べる教養講座を開催しています。

新潟大学創生学部 渡邊 洋子 教授

特集2

学校における「学び」 大人の「学び」

教える（教師）
教えられる（生徒）

学ぶ・教える
他者が学習環境を
整えるサポート

受け身 自律的な学習

中高生のうちから
自律的な学習ができたら
カッコイイな。

物事を色々な角度から
捉えるために、様々な分野に
ついて学ぶことが大切だと思う。
色々な業種の人と出会えるので、

刺激を受けている。

この講座に参加して、
幅広い世代の人が
学びたがって

いるんだなと感じた。

大学生の頃の「教養」の授業はつまらなかったけど、
大人になって経験を重ねたからか、今学ぶと面白い！

代表の渡辺秀太さん（左）と高澤陽二郎さん（右）、メンバーの小林愛実さん。

へ突撃リポート

大人も勉強している！？

大人も子どもも楽しく学べる場所がたくさんあると、豊かだと思います。この講座がその１つとなれるように、これからも活動を続けていきたいです。

大人になると自ら「学ぶ姿勢」や
「環境」を整えることが大切

大人の学び

MIRAIS BOOK 5

みなさんは、「学ぶこと」が好きですか？

世の中の変化に好奇心を持ち、
自分も変化していくための学びを

「問い」を持つと、学びを自分でつくり出せる

1110







越後天然ガスがある新潟市秋葉区は、
平成８年まで石油を採掘していて、 

「石油の里」と呼ばれていたんだって！

G
A
S

G
A
S

G
A
S

メタン主 成 分
原　　料

供給方法

供給エリア
性　　質

プロパンやブタン
天然ガス 液化石油ガス

道路の下に通されたガス管を
通して各家庭に届ける

液体の液化石油ガスを
容器に入れ、各家庭に届ける

都市 郊外
空気より軽い 空気より重い

都市ガス LPガス（プロパンガス）

やぐら

掘管

ガス層

ほりくだ

病院・大学など

オフィスビル・ホテルなど

集合住宅など

熱

熱

電力 電力

電力

電力

ガス

ガス

ガスコージェネレーション

IoT
AI

から をつくる！と熱 電力ガス

702.6%

304.3%

174.4%

主要国の一次エネルギー自給率比較（2015年）
石炭 原油 天然ガス 原子力 水力 再生可能エネルギー等

１位 ノルウェー

2位 オーストラリア

3位 カナダ

7位 アメリカ

13位 イギリス

15位 フランス

22位 ドイツ

27位 スペイン

32位 韓国

34位 日本

35位 ルクセンブルグ

92.2%

65.8%

55.9%

38.8%

28.3%

18.9%

4.0%

7.4%

表１

エネルギーってそもそも
？何

エネルギーとは、「モノを動かす力」のこと。光ったり、熱や
音を出すにも、エネルギーが必要です。私たちの身近にあ
る電気やガスなどは、石油や石炭、天然ガスなどの資源を
使いやすいようにつくり変えたもので、自然界からとれる資
源は「一次エネルギー」、変換・加工された電気や都市ガ
ス、ガソリンなどは「二次エネルギー」と呼ばれています。

新潟県では、古くから天然ガスや石油が採掘されています。天然ガスは
国内生産量の80.7％、石油は69.3%を占め、なんと生産量は全国１位！
（新潟県HP 原油・天然ガスの生産概況 H29データより）

新潟県は エネルギー大国！？一次
東新潟ガス田

岩船沖ガス田

南長岡ガス田
片貝ガス田

新潟県の
主なガス田

ガスの種類は大きく分けて２種
類。供給エリアによって種類も
供給方法も異なります。

ガスの種類と
供給の仕組み

太陽光発電や風力発電など、地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO２）の
排出量が少なく、環境への負荷が小さいエネルギーを新エネルギーと呼びます。
新潟県でも、新エネルギーを活用する取り組みが各地で行われています。

＃バイオマス　＃海洋エネルギー　＃風力発電　＃地中熱利用　＃太陽光発電　＃地熱発電
＃小水力発電　＃雪冷熱利用　＃スマートグリッド　#電気自動車（EV）　#メガソーラー　

（新潟県HP 産業振興課新エネルギー資源開発室より）

（経済産業省 資源エネルギー庁「2018-日本が抱えているエネルギー問題」より）

新潟県の新エネルギーの取り組み

越後天然ガスはエネルギーを無駄なく使うことに着目し、
新潟市秋葉区で新たな仕組み作りを始めています。
スマートコミュニティとは、一定規模のエリア内でエネルギーを有
効活用する仕組みです。そこで活躍するのが、「ガスコージェネ
レーション」。これはガスを燃料にして、電気を発電し、発電時に
出る排熱も再利用する設備です。排熱を捨てず、エネルギーを使
う地域で発電するので、エネルギーを無駄なく利用できます。さら
にモノのインターネット（IoT）や人口知能（AI）も使いながら、地域
のエネルギー使用量をデータで管理し、分析する機能も。発電量
を調整し、効率よく供給することができます。

越後天然ガスが目指す、
新エネルギーを活用した未来

お話を聞きました！

くわしくは、
24・25ページを
CHECK!

豊かな新潟を支えてきたエネルギー資源を見つめ、
これからのエネルギーのあり方を考える

特に生産量の多い、天然ガスについて詳しく見ていきましょう。天然ガスは、深さ約 4,000m～
6,000mの地層と地層の間にあると言われています（左図）。採掘されたガスは、地上の施設で
成分や濃度を調整し、それぞれの工場・各家庭へと運ばれていきます。天然ガスは、燃焼時
に温室効果ガスの１つである二酸化炭素（CO2）の発生が少ないのが特徴です。 越後天然ガス株式会社

都市ガスの供給／販売を中心
に、ガス機器の設置工事なども
行う「ガス屋さん」。 2018年10月
に新潟市と協定を結び、持続可
能な低炭素まちづくりに取り組
む。小学5・6年生を対象に火の
歴史や環境エネルギーを伝える
出張授業も行う。

ENERGY
SAVING

国際エネルギー機関（IEA）の調査によると、日本は世界の主要国と比べ、石油や天然ガス
などのエネルギー資源が少ない国です（表１参照）。そんなエネルギー資源が少ない日本で
すが、実は新潟県はエネルギー資源大国。エネルギー資源の産出は、古くから新潟県の産
業を支えてきました。今回は、新たなエネルギー供給のあり方を模索している「越後天然ガ
ス株式会社」の小出社長と一緒に新潟のエネルギーの未来について考えてみましょう。

調べてみよう！

協力

街全体でエネルギーを無駄なく発電・活用する仕
組みづくりが始まっているんだね！災害が起きた
時には、太陽光発電等とも連動しながらガスコー
ジェネレーションが自立的に動くことでエネル

ギーをいち早く供給できるんだって。

エネルギーの未来を考えた時、どんな行動が取れるかな？他にも一緒に考えてみよう。

お風呂の湯船には、必ずフタをする　　　おいだきするガス・電力の節約！

調理中は鍋底から火がはみ出さないようにする　　　ガスの節約！

使わない電気製品のコンセントを抜く　　　待機時消費電力（※）の節約！
※電源が切れていても、電子機器がいつでも使えるように消費している電気。

今から始められる、 エネ行動！省

【出身校】五泉市立五泉中学校、新潟県立新津
高等学校、専修大学経営学部 情報管理学科
大学卒業後、関東のガス会社で10年勤務し、
祖父のガス会社を継ぐ。

越後天然ガス株式会社  社長
PROFILE

さん小出  薫

中高生の頃は夢を持っていませんでした。
でも今の夢は、地域を活性化させ社員を幸せにすることです！

考えてみよう！

新潟の「エネルギー」レポート
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CHECK！

日本列島の
地震速報が

いち早く入り
ます。

ます。１人ひとり違う人間である
70人の部員をまとめるために、
常に相手の立場に立ってコミュ
ニケーションをとりました。相手
の立場に立つということは、自分
だったらどうか？と考えること。
今でも仕事内容を後輩に伝える
時には、「言葉だけだと分かりにくいな」と思えば、図を
書いてあげたり、文章を作成して渡したり。私は興味が
出たことは質問をするので、後輩から質問をもらえるよ
うな教え方を意識しています。
今年の６月に本社でパトロール路線の危険箇所を報
告するという大役を任せられ、自分で１から調査の計
画をつくり、実行し、まとめまでやり遂げたことは大き
な自信になりました。それ以上に、分かるまで教えてく
れた上司、最後まで手伝ってくれた後輩のありがたみ
を感じる機会に。野球で培った相手を気遣う視点を活
かし、職場のチームワークを高めていきたいです。

天然ガスが安定してお客様に
供給されているか監視する仕事

石油資源開発株式会社 長岡事業所
供給部供給管理グループ
【出身校】村上市立神納中学校、
新潟県立中条工業高等学校 電気科
【趣味】バスケットボール・子どもと遊ぶこと

いそべ    しんご

磯部 慎吾さん（31歳）

石油・天然ガス開発の技術（地下の
構造の調査や井戸の採掘など）を
活かして、地下から高温の蒸気や
熱水を取り出して発電を行う地熱
発電の可能性を追求しています。

再生可能エネルギーである
地熱発電の研究開発！

株式会社ジャペックスパイプライン
管理部長岡管理所
【出身校】長岡市立旭岡中学校、新潟
県立新潟県央工業高等学校 機械加
工科　材料技術コース
【趣味】旅行、野球、ペットのリクガメと
遊ぶこと

鈴木 大成さん（21歳）
すずき  たいせい

国内外で石油や天然ガスの探
鉱（地質調査・埋蔵量の確認）
→開発・生産（生産するための
井戸や処理施設の建設・運営）
→販売（都市ガス事業者や火力
発電所へ）に取り組んでいる。

COMPANY
石油資源開発株式会社

石油資源開発（株）のパイプラ
イン管理専門会社。パイプライ
ンの巡回パトロール、施設の保
守点検、パイプライン移設工事
等を受託している。

COMPANY
株式会社
ジャペックスパイプライン

TE
AM
！

｜JOB Category｜エネルギー・石油鉱業／監視オペレーター

天然ガス
　

採掘 生産鉱場

天然ガス
都市ガス事業者

各家庭へ

監視センター

バルブ
ステーション

地下パイプライン 地下パイプライン

パトロール
調査

どこを掘れば
いいかな

水石油

先輩・後輩の2人体制で♪

ガス検知器
ガスが漏れていないか
数値で確認。

鉄管探知機
地下に埋まる管の場
所を調査する機械。
工事業者の方にパイプ
ラインの場所を伝える
ために役立てます。

｜JOB Category｜エネルギー・技術サービス／パイプラインの管理人

当社は石油や天然ガスなどのエネルギー資源を探し、採
掘、生産、そして輸送・供給まで一貫して行う会社です。
そのなかで私はガスを安定してお客様に届けるための統
括管理を担当しています。ガスの品質（発熱量、圧力、温
度など）を点検し、異常があれば現場スタッフに指示を出
します。チームは3人一組。供給状況を監視する人・仮眠
を取る人をローテーションでまわしながら、 24時間体
制でお客様の要望に合わせたガスを送り続けています。

ガスの通り道「パイプライン」を徹底管理

おおむ

天然ガスをお客様に供給するためのパイプライン上を
パトロールしています。ガスを運ぶパイプラインは地下
１～２mに埋まっているのですが、概ね10㎞地点ごとに
「バルブステーション」という緊急時にガスを止めるた
めの建物を設置しており、２人体制で週２回チェックし
ています。パイプラインを通るガスは指定の圧力を保つ
必要があるのですが、圧力が変動したり異常があると監
視センターから連絡があれば、夜中でも駆けつけて対
応します。また、パイプライン沿線で工事が行われる際
には、パイプラインが傷つかないように他社の工事に立
会い、事故や危険を未然に防ぐことも仕事です。

相手の立場に立つことで、
職場のチーム力を高める

過去に、お客様に送るガスの品質を間違えそうになっ
たことがありました。上司のフォローで事なきを得まし
たが、改めて会社の信頼に関わる重要な部署にいるこ
とを実感しました。私の仕事は一歩間違えればお客様

守るべきものを守るために、常に先を見て行動

ヤリガイ

にご迷惑がかかります。現在は起きた原因を分析し、
一つひとつ確認して作業を進めるなど、再発防止に努
めています。それはプライベートでも変わりません。結
婚前は新しい趣味に次 と々投資して、自分の成長につ
ながるからと多くのお金を使っていました。しかし結婚
するとお給料は自分一人のお金ではなくなります。仕
事も家庭も守るべきものを把握したことで、先を見す
えた行動ができるようになりました。

入社３年目となり後輩もできました。思えば、高校時代
に野球部のキャプテンをつとめた経験が今に活きてい

ここに注目！エネルギー

パイプラインの管理人

天然ガスの安全な
供給を実現する

縁の下の力持ち

コラム

状況
監視オペレーター

に応じて供給の
指示を出す司令塔

私たちの
生活を3

65日

守ってく
れている

んだね！

中
は
こ
ん
な
と
こ
ろ！

中は
こ
ん
な
と
こ
ろ
！

カチカン

後輩たちと一
緒に！
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みらいずQuestion これまでのあゆみ振り返りシート

特集１「新潟の食をどう活かす？」特集２「これからの時代に必要な大人の学びとは？」
特集３「今の新潟のエネルギーどうなってるの？」の中から、最も興味があるものを選んで、
新しく知ったこと、興味を持ったことを書き出し、そこに注目した理由を書き出そう。

１．今までの、楽しかったことや嬉しかったことを、起こった年齢のところに、嬉しかった度合にあわせて点を打ち、エピソードを書き込もう
２．今までの、辛かったことや苦しかったことを、起こった年齢のところに、辛かった度合にあわせて点を打ち、エピソードを書き込もう
３．最後に全ての点をつなげよう

人生チャートを見ながら、今の自分につながっているな、影響が大きいなと思うことを書き出そう

各特集コラム、特集１「食×○○の工夫」、特集２「大人の学びを深堀り！」、特集３「ここに注目！
エネルギー」からコラムを選び、気になること、関連して調べてみたいことを書き出そう。

載っていた大人の生き方・働き方、やりがい、価値観で　　　　　　と思った言葉や内容はなんですか。

Q.3

Q.1

Q.2

と思った理由は？

特集　１・２・３　（最も興味を持てたものを○で囲む）
新しく知ったこと、興味を持ったこと

注目した理由

さんの

と思った理由は？

さんの

コラムタイトル 「　　　　　　　　　　　　　　」

気になること、関連して調べてみたいこと

コラムタイトル 「　　　　　　　　　　　　　　　」

気になること、関連して調べてみたいこと

0

今（　　）歳

人生チャートを書いてみよう1

今につながる体験BEST32

これまでのワークを通して見えてきた、将来を考える上で大切にしたいことは？3

1

選んだ理由や、そこから学んだこと

2

選んだ理由や、そこから学んだこと

3

選んだ理由や、そこから学んだこと

自分の将来ありたい姿のヒントは、今までの
自分の経験や大切にしてきたことの中に眠っ
ているよ。これからの将来を選択していく上で
大切にしたいことを探ってみよう！

氏名

年 組 番

年 月 日日付

3534



先生だけでなく、企業に勤めている
人、大学生などがごちゃまぜになっ
て教育に関係するテーマについて
学んでいます。時には中学生、高
校生が参加することも。

先生の学びを応援 
“みらいずカレッジ”
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vol.5

【掲載企業】
三幸製菓株式会社（製造／食品）
新潟綜合警備保障株式会社（サービス／警備）
金井度量衡株式会社（商社／機械）
ナミックス株式会社（製造／化学）
菊水酒造株式会社（製造／食品）
株式会社アークベル（サービス／冠婚葬祭）
NST（マスコミ／放送）
株式会社博進堂（製造／印刷）

【掲載企業】
株式会社スノーピーク（製造）
株式会社玉川堂（製造）
株式会社廣瀬（建設）
株式会社ハードオフコーポレーション（販売・その他（リユース））
総合リハビリテーションセンター・みどり病院（医療・福祉）
新潟県労働金庫（金融）
株式会社新潟日報社（マスコミ）
税理士法人石田経理事務所（サービス）
防衛省自衛隊新潟地方協力本部（その他）

【掲載企業】
株式会社市民調剤薬局（医療・福祉）
東北電力株式会社 新潟支店（電力）
株式会社新潟クボタ（販売／農業機械）
麒麟山酒造株式会社（製造／食品）
株式会社福田組（建設／総合建築）
島津印刷株式会社（製造／印刷）
グローカルマーケティング株式会社（サービス／マーケティング支援）
株式会社バウハウス（サービス／清掃）

「みらいずBOOK」をつくっている、みらいずworksとは？
「自分から　自分らしく　みんなとともに　社会をつくる人を育てる」をミッションに
掲げる、教育支援団体です。新潟県内の中学生・高校生が、「やりたいこと」「でき
ること」「求められていること」を見つめ、自分の未来を切り拓いていくサポート
をしたいと活動しています。

中高生が身近な課題を見つけ、それ
を探究しながら、解決策やアイデアを
形にする授業です。自分の得意なこと
が見つかったり、視野が広がり、地域
の魅力を再発見する機会になります。

地域を自分たちの手でより良くする
ためのアイデアを高校生が考え、
それを発表・実行します。地域の
人や、その道のプロにアドバイスを
もらいながら活動していきます。

地域課題解決型
キャリア教育

高校生の地域活動を
サポート

中高生のチャ
レンジを

応援している
んだね

中高生が学校外の時間を利用して、
様々な学校・学年の仲間と一緒に、
自分や地域のみらいを考え、行動
し、探究していくプロジェクトを行っ
ています。

中高生みらい探究ラボ
SPiRAL

進路を考えるワークや職業インタビューなど、
みらいず BOOK をさらに活用できる方法をまと
めた活用ガイドも用意しました。専用ワークシー
トもホームページでダウンロードができますの
で、ぜひご覧ください！

「もっと知りたい」という中高生のために、みら
いず BOOK の紙面では載せきれなかった、企
業の情報や取材の裏側を楽しく紹介していきま
す！週１回程度のペースで投稿をしています。
ぜひフォローしてみてください。

みらいずBOOK活用ガイドもチェック！

キャリア教育協力企業リスト

キャリア教育協力企業リストMAP

みらいずBOOK vol.5 の協力企業の一覧です。
職場体験や職業講話の対応状況についても調べることができます。
〇＝受入可　△＝条件により受入可。ご相談ください　×＝受入不可

業種／会社名 事業内容／連絡先 職業講話体験実績職場体験

製造・食品1

VOL.1
2014年5月発行

【掲載企業】
一般財団法人和田徳伝会（医療・福祉）
グリーン産業株式会社（建設）
イオンリテール株式会社（総合スーパー）
株式会社サカタ製作所（製造）
株式会社アクアシガータ（サービス）
株式会社東邦アーステック（製造）
アサヒアレックスホールディングス株式会社（建設）
山津水産株式会社（商社）
株式会社ミトク（運送サービス業）
有限会社長谷川挽物製作所（製造）
株式会社新越ワークス（製造）
越後製菓株式会社（製造）
くびき野森林組合・いわふね森林組合（林業 )

VOL.4
2018年1月発行

VOL.２
2015年4月発行

VOL.３
2017年3月発行

Instagramはじめました！

サポート1 サポート2 サポート４

バックナンバー紹介

P.4-5

雪国魚沼の清酒「鶴齢・雪男」の製造、販売
南魚沼市塩沢 1214   ☎025-782-0012
http://www.kakurei.co.jp

商社2
P.6-7

新潟の総合商社として多角的事業を展開し、皆様の豊かさと地域の発展を目指しています
新潟市中央区東堀通一番町 494 番地 3  ☎025-228-4888
https://www.atagosyoji.co.jp

サービス・鉄道3
P.8-9

鉄道事業、生活サービス事業、IT・Suica事業等の連携による豊かなライフスタイルの実現
新潟市中央区花園 1丁目 1番 1  ☎050-2016-1600（お問合せセンター）
http://www.jrniigata.co.jp

サービス・清掃4
P.12-13

清掃、環境衛生、設備運転、建物営繕、警備・防災、ビル保全に関わるサービスを提供
新潟市中央区上大川前通 9番町 1268 番地 2  ☎025-228-3477
http://niigata-bs.co.jp

建設・設備5
P.14-15

冷凍技術で食の世界を変える！施工とメンテナンスを一貫体制で担う総合建設業！
柏崎市両田尻515番地   ☎0257-23-7971
http://mitaka.info

エネルギー・天然ガス6
P.16-17

新潟市秋葉区、江南区（一部）・五泉市での都市ガスの供給・販売に加え、太陽
光発電所の運営・管理を行う。
新潟市秋葉区新津 4516   ☎0250-24-2171　https://www.echiten-gas.co.jp

エネルギー・石油鉱業
7
P.18 石油資源開発株式会社 長岡事業所

国内外における、石油・天然ガスの探鉱、開発、生産、輸送、販売事業など
長岡市東蔵王二丁目 2番 83 号  ☎0258-31-1401
https://www.japex.co.jp

エネルギー・技術サービス
8
P.19 株式会社ジャペックスパイプライン

エネルギーの安定供給を使命とするパイプライン管理のすべてを業務とする会社
長岡市東蔵王 2丁目 2番 83号  ☎0258-31-1456
http://www.japex-jpl.co.jp

エネルギー・太陽光発電9
P.20

太陽光から次世代エネルギー開発
新潟市中央区下所島 2-17-3   ☎025-284-1210
http://www.chiyoda-energy.com

エネルギー・自動車10
P.21 新津石油株式会社

石油・自動車のトータルサービスを提供！新潟に笑顔とエネルギーを届ける丸新グループ
新潟市東区船江町 1-29-3   ☎025-271-3939
http://www.marushin-group.co.jp

製造・プラスチック11
P.22-23

主にお米から作ったバイオマスプラスチック樹脂の製造と企画、新素材の研究開発
南魚沼市寺尾1300   ☎025-775-7155
http://www.biomass-resin.com

@miraisbook
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Edited by

食の国越後特集

みらいずBOOK第5号は、「新潟で働く楽しさや可能性を中高生に伝えたい」という
思いに賛同してくださった、企業のご協力により、新潟県全域の高校1年生全員、な
らびに阿賀町・柏崎市・三条市・新発田市・聖籠町・関川村・胎内市・燕市・長岡市・
新潟市・南魚沼市・村上市・弥彦村の中学校1年生に無料でお届けしています。

取材の
裏側を

もっと
知りた

いなぁ みらいずBOOKのInstagramを見てみようぜ！

みらいずBOOK「WEB版」もあるよ
イベント情報もこちらから！

詳しい内容は みらいずBOOK 検 索

Twitterや　　 Instagramで発信中
＃みらいずBOOK で検索！

05
9

新潟で働く大人と出会い、
自分らしい“みらい”を見つける

新潟の
どう活かす？

を
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