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ロボットが農作業する日もそう遠くない？
！

ウォーターセル株式会社 長井 啓友さん

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、
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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、
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自分の歩んできた道をふりかえってみると、
人との出会いが大きな力を与えてくれました。
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NIIGATA リアル！

先を照らしてくれる人、
大丈夫だよって背中を押してくれる人、
夢や悩みを分かち合ってくれる人…。
人との関わりで

11

キミは知ってた？ 未来を左右するかもしれない新潟のリアルな話題

悩んだり、
しんどい時もあるけれど、
でもやっぱり、
人との出会いが人生を豊かに、
楽しくしてくれました。
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ニイガタリアル TOPICS
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水泳で人の可能性を広げる

14

新潟が誇る天然資源を採取し、安全に届ける 株式会社東邦アーステック／ヨウ素製造設備の運転管理者 樋口 和将さん

みらいず BOOK は、
中高生が新潟で生き、
働く人と出会う本です。
失敗を乗り越えて力強く歩んでいる人、
自分の夢を叶えた人、
誰かのために一生懸命働く人…。
新潟で活躍する身近な人たちの生き方、
働き方、
歩んできた物語がつまっています。
この本に登場する人や仕事との
出会いが中高生のみなさんにとって、
自分を見つめたり、
「みらい」
を考えるヒントにな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

第4号より、特集テーマを設けました。IT、
リアルな課題、ものづくり技術、という３つの視点で

vol.4テーマ

「社会の変化」や仕事への「こだわり」、
「面白さ」を感じてみてください。

マークについて

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！

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

てね！
し
探
も
ボクたち

ミチル

I ターン

県外出身で、
新潟で働いている人

たまに
出てくるよ

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。

カチカン

ヤリガイ

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。

ずっと新潟で学び、
働いている人

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。

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。
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キャリア教育協力企業リスト

新潟県立佐渡中等教育学校／教諭 宮崎 芳史 先生
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IT による仕事の変化
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AIとIoTによって職業や経済の仕組みも変化
今、IoT も進んでいます。Internet of Things（モノのイ

今後 10〜20 年で人間の仕事の 49％が自動化される可能性が高いと
予測されています。みなさんが働く頃、仕事はどう変わっているのでしょうか。
「AI＝人工知能」が専門の長岡技術科学大学の湯川先生に、
IT = 情報技術やAIの進化に加え、これからの仕事の変化について聞きます。
また、新潟県の主要産業である農業に絞り、

AI とは、
Ａrtiﬁcial Intelligence の略で人工知能のことを

ンターネット）の略で、様々なモノをインターネットで接続して

それに、「これをやってみたい」「もっと社会をこうしたい」と

操作することを意味します。数年前より、
アメリカの Uber
（ウー

いう志や自発性は AI にはないものです。

バー）という会社が注目をあびています。一般の人が自分の

そこで、学校の授業でも「自分で問題を見つけて、考える」

車を使って、客を有料で送迎するサービスをしています。ス

ことが大切です。部活動なども指示された通りにやるだけでなく、

マホでドライバーの位置を確認し、自分の近くにいる人にアク

自分たちで作戦を考えてやってみて、課題やよかったところをふ

セスして送迎してもらうんです。すごい勢いで従来のタクシー

りかえって、次の目標や作戦を練るということを意識してやると

に取って替わっているんですよ。他にも、部屋を貸す人と部

良いですよ。学外にもそういう力を育めるところはたくさんある

屋を借りる人のマッチングサービス「Airbnb（エアビーアンド

ので、関心のあることにはチャレンジしてみてはどうでしょう。

み始めています。これからどんどん社会構造や経済の仕組み

IT による仕事の変化を具体的に紹介します。

言います。人工知能とは、人間の脳が行っている知的な作業

が聞いても理解できるような言語能力や表現力も大切です。

利用者が必要なときに利用するシェアリング・エコノミーが進

その後に続く働く大人の紹介ページでは「IT にクローズアップ」と題し、

AIは、自分で理解・推論・学習して手順を構築

コンピュータに正しい指示をするためには、論理的に考え誰

IoT や AI の進展によって、
サービス
（製品・設備など）
を共有し、

「IT による農業の変化」を感じてみてください。

感じながら、これからの仕事の未来を考えてみましょう。

い未来に、みんなの部下がコンピュータになるかもしれません。

ビー）
」の登場により、
空き部屋をシェアする民泊が進みました。

農業の作業管理をする「アグリノート」を開発した長井啓友さんを取材。

仕事のあり方が大きく変化する時代。技術がもたらす可能性を

による仕事の変化

は変わっていくでしょうね。

PROFILE

長岡技術科学大学
湯川高志 先生

ペッパー

自発性が求められる

AIが専門。企業の評判を分
析するマ ー ケティングシス
テムなど、インターネットに
ある様々な 情 報をコン
ピュータで自動処理して、有
用 な 情 報を取り出すシステ
ムを開発・研究している。

手順が明確な仕事は、人間の代わりに AI がやることにな
るでしょうね。コンピュータは、ものを覚えて、手順通りにや
ることは超得意ですし、AI は覚えたことを自分で組合せて答
えを出すことができます。これからは、答えがわかりきってい

をコンピュータがするのですが、人間の言語を理解したり、論

ることを正しく覚えていることに価値はなくなります。
コンピューターが手順を
構築して、人間の脳のよう
な知的作業をします

今までは、コンピュータにどうやって仕事をさせるか人間が
手順を与えるプログラミングをしていました。一方 AI は、情
報を与えてあげると、
コンピュータが自分で「理解」
「推論」
「学

Pepper

自分で問題を見つけて、考えることや

長岡技術科学大学
情報・経営システム工学 教授

理的な推論をしたり、経験から学習したりすることができます。

感情をもったパーソナルロボット

その分、問題を自分で発見して、必要な知識や情報を集め

大学の事務局やインフォメーションセ
ンターで事務スタッフの代わりに案内
をするPepper。

てきて、考えて、問題を解決すること。一人の力では限界が
あるので、他の人と協働する力も必要になりますよ。遠くな

習」したりして、手順を構築していくんですよ。

ビックデータにアクセス。人間の処理能力を超える
例えば、みんなの 身 近にあるスマホ。iPhone ならば、

長岡技術科学大学

「Siri」がそうです。「Ｈey Siri 清水の舞台の高さを教えて」
と iPhone に向かって話すと、音声を認識して、インターネッ

「ＴＨＥ世界大学ランキング 日本版」にて国公私立 435 大学中で

トから検索して必要な情報やサイトを取り出して提示してくれ

17 位、工科系大学では東京工業大学に次いで２位にランクイン！

ます。その時に必要になってくるのがビックデータ
（巨大で様々

学部４年時の４ヶ月間企業・研究所等での実務訓練を導入するなど、

な種類・形式のデータ）です。AI は、瞬時にビックデータに
アクセスして、必要な情報を探して取り出します。その速さ
は人間の処理する力を超えているんです。

2

独自の人材育成を進めていることが評価されたんだよ。
様々なモノをインターネット
で接続して操作します

3
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による仕事の変化

アグリノートを導入して４年目の
農事組合法人せせらぎ 金子和広さん

｜JOB Category｜ 医療・福祉／保育士
今まで勘でやっていた仕事がデータで数値化されることにより、
ＰＤＣＡサイクルを回し
やすくなったという。作業は地図を見ながらその都度現場で入力。農作業を振り返り、改
善する時間が増え、高品質で値段の高い１等米の比率があがってきているのだそうだ。
※PDCAサイクルとは、計画
（Plan）
、実行
（Do）
、評価
（Check）
、改善
（Action）
を繰り
返して仕事の成果を高めていく考え方。
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子どもの笑顔を
引き出す

成長に寄り添い背中を押す保育士

COMPANY

新光町保育園

ために
子どもの
で
取り組ん
全力で
！
ね
いるんだ

新潟を拠点に富山・長野で石油・
ガス・保 険を取り扱う総合商社
「和田グループ」
の一般財団法人
和田徳伝会が運営。2017年9月
現在、
131名の幼児が在籍。

子ど
お昼寝時 もたちの
間
準備や事 や降園後は、
務処理の
時間。

高校卒業後、製造業を経て、
２０歳
で就農した金子さん。今では
「趣味も
特技も仕事も農業！」
と断言するほど
農業に情熱を注いでいる。パソコン
画面を２台使ってデータ整理や来年
の農作業の作戦を立てている。

IT技術で新潟県の主要産業
である農業は、どう変わるのか。

いしい さき

石井 咲 さん（27歳）
保育士

ITの力で農業の課題を解決

農作業の自動化、効率化が進み、農業が変わる

農家の困りごとを IT の力で解決したいと生まれた農業 IT

これから農業はどんどん変わっていきます。ドローンや人

（Information Technology の略、情報技術）がアグリノート

工衛星で撮影した写真から作物の生育状況の情報をアグリ

です。高齢化により、農地を手放す農家が増加。代わりに耕作

ノートが集めて、農業機械と連動させる IoT の開発が進んで

することになった農家は、農地があちこちに増えていき、どこ

います。他にも、ドローンで農薬や肥料の散布、資材の配達

にどのくらいの量の肥料や農薬をまいたか、記録付けや管理が

など、人がやっていた作業を機械がやるようになります。従

大変という課題を抱えています。そこでアグリノートは、農家が

来は「きつい」
「汚い」というイメージの強かった農業ですが、

作業した内容を登録して、農地の管理や作業経過をすぐに確認、

これからは自動化、大規模化していくので、儲かる仕事にな

集計できるようにして、農作業を管理しやすくしています。

るかもしれませんよ。

いう農家の行動を把握。過去の記録や作業予定などからアグリ
ノートが作業内容を判定し、自動入力する機能も追加しました。
農家の行動情報が蓄積されれば、ゆくゆくはアグリノートか
ら農作業の最適な指示を出せるようになります。過去のノウ
ハウや経験、勘を見える化することで、新しく農家になった
人でも、ある程度の品質の作物ができるようになります。

4

【出身校】新潟市立小須戸中学校、新
潟県立五泉高等学校、新潟中央短期
大学幼児教育科
【趣味】音楽鑑賞

保育園の先生が
大好きで保育士に

中学生の頃から、夢は
「ITで起業したい」
今の夢は、新潟の農業ITを
海外展開することです
PROFILE

ウォーターセル株式会社
代表取締役

長井 啓友さん（37歳）
エンジニア・IT プロデューサー
【出身校】新潟市立小須戸中
学校、長岡工業高等専門学校
電子制御工学科、新潟大学
工学部情報工学科

経験します。
お遊戯会の合奏発表で出

苦手なので、
フェルトで手袋シアターを

だしを失敗。子どもたちに、満足のいく

作ったのもその一つ。最近では、
もう一

結果を残してあげられなかった。自信

度、
年長組の担任をしてみたいと思うよ

▶今は3歳児のクラスを担当しています。

をなくして、
やめた方がいいのかとも考

うになりました。
今なら、
もう少しできる
かもしれない、
そう思えるからです。

保育士を目指したのは、
子どもの頃、
大

えました。そんな時、園長先生から「初

好きな先生がいたから。
親が共働きだっ

めてなんだからうまくいくことばかりじ

たので、
毎日保育園に行っていましたが、

ゃない。あなたならできるから」と言わ

当然行きたくない日もあった。
そんな時、

れて、
踏ん張ることが

好きな先生が出てきてくれると大丈夫だ

できたんです。

と思えて。
また中学の職場体験で行った
保育園では、
子どもたちと関われること

「忙しい時期は作業内容を入力するのも大変」というさらな
る課題に対して、GPS 機能を使ってどこで何をしているかと

File No_35

ふむふむ

ロボットが農作業する日もそう遠くない？
！

見える化で次の世代にノウハウや勘を引き継ぐ

による仕事の変化

が単純に楽しかった。
その時に、
思いを
再確認して、
この道を選びました。

園長の言葉で
挫折を乗り越えて

カチカン

コラム

ITにクローズアップ
ITを取り入れ、
登降園管理がらくらくに

人を見て学ぶ
もう一度、挑戦！

新光町保育園では、玄関にipadを
置き、送ってきた保護者がチェック

▶その後、
また年長に戻って経験を積み

を入れる仕組みに。これにより、園

ましたが、
自分はまだまだと思うことば

児の出欠の集計作業が軽減されま

かり。先輩を見ていると、
子どもの注意
を引くのにもいろいろ工夫をしている。

成長が
▶就職してすぐに0歳児を担当。

わざと小さな声で言ってみたり、
印象的

目に見えて分かり、
必要とされているん

な一言を投げてみたり。
以前の私は、
わ

だとやりがいを感じました。
「保育士は

からないことがあったらすぐ質問してい

天職」とまで思っていたんですが、5年

たんですが、
今は、
先輩を見て自分なり

目、初めて年長を担当した時に挫折を

に考え、
実行するようになりました。
絵が

した。今後も日誌や成長記録にも利
用を広げていく予定です。
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｜JOB Category｜ 建設 ／公共施設の企画コーディネーター

笑顔

COMPANY

たくさんの
が
あふれる公園や施設に

グリーン産業株式会社
造 園・緑 地 工 事 などの 緑 化 事
業、のり面工事など防災に関わ
る事業、公共施設を管理運営す
る指定管理事業の３つの事業を
柱に取り組む。

による仕事の変化

公共施設の管理運営事業を計画・サポートする企画コーディネーター

による仕事の変化

MIRAIS BOOK 4 FEATURE 1

安全に、正確に、
決められた期間で仕上げる

て知ったよ。
のり面って初め
守って
道路の安全を
ね。
くれているんだ

危険がないように斜面を保護する のり面工事の現場監督

運営している
民間の会社が
るんだね。
公共施設があ
Uターン

File No_37

File No_36
なかむら けいた

ほんま ゆうこ

本間 優子 さん（34歳）

中村 渓太 さん（28歳）

グリーン産業株式会社
運営事業部 企画グループ

グリーン産業株式会社
防災事業部 土木施工管理技士

【出身校】新潟市立山潟中学校、
新 潟県 立 新 潟南 高等 学 校、青
山学院大学文学部英米文学科
【趣味】音楽鑑賞・楽器演奏

県、市町村の公園や
レクリエーション施設を
指定を受けて管理運営
▶指定管理者事業は、県や市町村から
指定を受けて、公園・体育施設・レクリ

【出身校】長岡市立栖吉中学 校、
新 潟県 立長岡工 業高等学 校、長
岡技術科学大学建設工学課程
【趣味】スノーボード

を見つけたらその解決法を社内で話し

もあります。調整力を活かして、バラン

合うなど、
各施設の業務をサポートしま

スを取りながら事業を進めています。

す。
燕市交通公園では
「つばめ桜まつり」

営を行います。私は、公募された施設の
管理運営指定を当社が受けられるよう
に、企画・立案し事業計画書を作成し、
役所の人や選定をする人たちの前でプ

成果が見える仕事。
完成したときに達成感

の企画やチラシづくりを担うことも。以

震災復興工事を見て

資格試験に挑戦し、

土木の仕事に興味

大きな仕事をしたい

ヤリガイ ▶中越地震で自宅が全壊。町内の道路

▶山間を走る道路の脇などで、崩れた

の復興工事を間近に見て
「安全に暮ら

め方など分からないことは、
すぐに先輩

したが、
公共施設に関わることで新潟を

り落石があると危険な斜面を砂とセメ

せるための仕事がしたい」
と土木に興

に聞くようにしています。
自己判断で間

元気にできると思い転職しました。

ントを練ってつくるモルタル等で保護

味を持つように。会社説明会でのり面

違ってもやり直しがきかないので責任

するのが「のり面工事」です。現場監督

工 事の様 子を映 像で見て「かっこい

は重大。
規模も請負金額もより大きい仕

の仕事は実際に作業をするのではな

い！」
と思ったのと、新潟で仕事がした

事を担当できるように、
１級土木施工管

く、人員の手配をしたり工程を決めた

いという希望があり入社。最初の仕事

理技士の資格試験に挑戦しています。

り、決められた期間を守って正確な工

は東日本大震災で被害を受けた仙台

いろんな意見を
まとめるときに部活での
調整役の経験が活きる

社内での会議風景。管理運営の企画・立案や課題
検討、事業ふりかえりなど、チームで話し合います。

高度な提案をするため
カチカン

情報をインプットしスキルアップ

市での 工 事でした。この 仕 事 に就く

レゼンテーション
（提案説明）
します。無

▶ 中・高 校では 吹 奏 楽 部 、大 学では

▶行政の財政状況が厳しくなる中で、
今

きっかけも最初の仕事も震災の復興工

事、
施設の管理運営が始まったら、
施設

オーケストラで、大人数で一つの音楽

ある施設をどのように維持していくか、

事でした。

で働く現場担当者の声を活かし、課題

を作り上げる楽しさと難しさを経験。
ま

創意工夫がますます求められます。
新し

た高校・大学とも副部長として上と下の

い制度ができて、
カフェなどの収益施設

意見を聞いて調整する役割でした。仕

を公園の中に建てて収入を得ることも

事でも多くの人とコミュニケーション

可能に。新潟でこの制度が採用される

ドローンで空撮したのり面工事の一例。

をとり、
まとめていかなくてはなりませ

か分かりませんが、
その準備をしておく

事がされるように現場を管理します。成

管理運営を共同で行っている新潟市のいくとぴあ食
花にて。カメラで良い点や改善点を撮影して検討材
料として会社に持ち帰ります。

▶仕事を始めて４年。現場で工事の進

前は東京で求人広告の営業をしていま

エーション施設など公共施設の管理運

6

｜JOB Category｜ 建設／のり面工事の現場監督

うけおい

コラム

ITにクローズアップ
ドローンが工事現場で大活躍
完成した工事現場や目では見えな
い箇所の状 況確認の際に、ドロー
ンで撮影をします。

ん。
いくとぴあ食花など大きな施設では

必要があります。
自分の得意な公園分

果が目に見えるし、自分の計画どおり

他社とチームを組んで運営したり、
地域

野だけでなく幅広く情報を得て、
地域に

に工事が進み完成したときに達成感が

の方々とイベント企画で連携すること

愛される施設にしていきたいです。

あります。

黒板とチョークは必需品。必ず作業内容を書いた黒
板と一緒に現場を撮影します。

7

日々のいのちとくらしをつなぐ総合スーパーの店長

イオンリテール株式会社

タさんも
サン
時の して…！？
の
あ もしか

お客さまを原点に、平和を追求
し、人間を尊重し、地域社会に貢
献するという基 本理 念を持つ。
新潟県内では23店舗を展開。

これが
店長

による仕事の変化

地域のライフラインとして

COMPANY

による仕事の変化

こだわ
りの

今日も明日も

ち
こ
見！
ち
発
を
あ動き回る店長

MIRAIS BOOK 4 FEATURE 1

陳列だ
！

MIRAIS BOOK 4 FEATURE 1

｜JOB Category｜ 総合スーパー／店舗運営責任者

◀▷ DRINK CORNER
手前に空きがないように、前に詰め
て陳列。特に目立たせたいものは、正
面を少し斜めにしてお客さまの目に
留まりやすいようにする工夫も。
COACHING ◁▶
「品出し」をしているスタッフにコツを伝
授。早井店長の店では、どこにどんな商
品があるか、まずスタッフが 熟知できる
よう、どんな商品も品出しを行う。
◀▷ BACK YARD

Iターン

肉を切ったり、魚をさばいたり、寿司
を巻いたり。
「どんな仕事なのか、何が
大変なのか、自分でやってみないとス
タッフに指示もできませんから」。

File No_38

はやい ふみと

早井 史人 さん（44歳）

EVENTS ◁▶

イオンリテール株式会社
イオン中条店店長

ジャンケン大会など独自のイベントを企
画して実 行。ハロウィーンにはドラキュ
ラ、クリスマスにはサンタになって店舗に
立つ。
「 店長、がんばってるねえ」。なじみ
のお客さまから声をかけられることも。

【出身校】千葉県 鎌ヶ谷市立 第四中
学校、千葉県立国府台高等学校、新
潟大学人文学部行動科学課程
【趣味】ランニング、筋トレ

「何でもやる」。
それが店長という仕事

8

お客さまの目で
店を見る

パスタ売り場にトングや
チーズおろしなどを置く。
パスタを作るお客さまの
目線に立った陳列の工夫。

コラム

に行ったら「買いたい物がなかった」

業。その後、転勤した茨城県の笠間店

形にしていかなくてはなりません。私な

は許されない。365日、いつも100%を

では店舗の破損がひどく2週間の休業。

りにたどり着いたのは、お客さまにお

提供するのが使命だと思っています。

地域に根ざして
「日々のくらし」を支え

店のファンになってもらうこと。食材の

る総合スーパーは、いうならば命をつ

食べ方を提案したり、試食を通して魅

なぐ仕事のはず。
ライフラインであるこ

力に気づいてもらったり、イベントでサ

小売業界では、パソコン

とを実感してからは「毎日、同じように

ンタクロースになったり。最近、お客さ

やスマホで商品を取引す

あり続けること」の大切さが身にしみ、

まに、レジを担当している若いスタッ

▶店長になって2年目。売り場に立つだ

▶会社の吸収合併により、イオンの看

けでなく、アルバイトの面接にお金の

板を掲げるようになって、私自身の意

毎日、同じように

管理といったマネジメント、駐車場の

識も変わりました。
「 お客さま第一主

あり続ける

ゴミ拾いに草 刈り、時には調 理 場に

義」を常に考えるようになったんです。

ヤリガイ

入って魚をさばき、寿司も巻く。とにか

それはお客さまの立場で売り場を見る

▶その大切さを知った

同時に「だれのために仕事をしている

フのことを褒めてもらいました。
「気持

く何でもやります。この仕事に就いた

ということ。たとえば、お店ではスタッ

のが、東日本大震災の時でした。当時、

のか」がはっきりしました。それは私に

ちのいい対応で、家 族みんなが 彼の

のは大学時代のアルバイトがきっかけ

フを生鮮や農産など部門に分けてい

在籍していた高崎店では停電して休

とってのやりがいにつながっています。

ファンなんです」と。それが、自分のこ

でした。バーカウンターに立って働い

ますが、お客さまにとっては関係ない。

ているうちに、人見知りだったはずの

店員はだれでも同じです。だから商品

自分が初対面の人とも楽しく話せるよ

を棚に並べる時は、農産物担当でも鮮

うになった。接客業っていいなと思っ

魚の品出しをするなど、どこに何があ

▶ボタン一つで商品が買え、届けても

たんです。入社してからは主に農産物

るか を 全 員に把 握してもらっていま

らえる時代、実際の店舗としては「わざ

のコーナーを担当しながら、新潟県内

す。特売日も同様。イオンでは毎週火

わざ足を運んでもらうにはどうすれば

や関東の店舗を回ってきました。

曜市を行っていますが、翌日の水曜日

いいのか」を考え、それを目に見える

ネット時代だからこそ
人と人のつながりを

ITにクローズアップ
ネット店舗がより身近に

る「eコマース」が盛んで
す。イオンでも「イオンネットスー
パー」という名前で展開。食品をは
じめ日用品や医 薬品を、店舗から
その日のうちに届けています。

とのようにうれしく誇らしかった。一人
一人が人としてお客さまとつながり、
ファンを増やす。そんな店をいつも目
指したいと思っています。

ーの
身近なスーパ
ね！
る
わ
変
が
方
見

取材当時は、イオン笹口店での勤務でした。
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業務効率アップに貢献。

｜JOB Category｜ 製造／システムエンジニア

仲間の役に立つ

による仕事の変化

システムをつくりたい！

ITの力で仕事と会社を進化させるシステムエンジニア

リアル

COMPANY

な新潟

株式会社サカタ製作所

が見え

てきた

建築物の金属屋根、ソーラーパ
ネル取付金具部品・架台などの
設 計、開発、製 造、販 売、施 工指
導までを一貫しててがける製造
会 社。ＩＴの積極的な 活用にも
力を入れている。

よ！

MIRAIS BOOK 4

Uターン

るITで
どんどん進歩す
プする
ッ
ア
を
会社の信用
だ！
ん
る
き
で
も
こと
File No_39

あおやぎ たけし

青柳 剛志 さん（32歳）
株式会社サカタ製作所
総務部ＩＴシステム課
【出身校】長岡市立小国中学校、
新 潟県 立柏 崎高等 学 校、山形
大学工学部情報科学科
【趣味】スキー

会社の業務を裏側から支える
社内SE（システムエンジニア）
▶当社は建物の屋根用金具やソーラー
パネルの取付金具などを製造・販売し
ています。
ITを活用して業務のムダをな

れるものをじっくり作り上げたいと考え

使ってこそのITなので仲間との意見交

るようになり、
今の仕事を選びました。

換は重要です。今の課題は製品がいつ
どのように作られ、どこに納品された

高校時代、
パソコンマニアとの出会いが
ITに興味を持つきっかけに

かが簡単にわかるしくみ作り。もし不
良 品 が見つかっても、どこに問 題 が
あったのか正確に調べられるので会社

特集２

NIIGATA REAL
ニイガタリアル
キミは知ってた？
未来を左右するかもしれない
新潟のリアルな話題
みらいずBOOKではこれまでイキイキと活躍している
社会人を紹介してきたけど、将来の自分を考える上で、

くし、効率の良い作業環境の整備が私

▶高校1年のときにパソコンマニアの

の信用にもつながります。ITはどんど

の仕事です。お客様の注文から販売後

同級生に出会いました。彼はパソコン

ん進歩しています。これからも攻めの

みんなに知ってもらいたい新潟のリアルな話題を紹介するよ。

の入金状況まで重要な情報を記録する

を自作するだけではなく、
ゲームまで手

ITを追求していきたいと思っています。

将来、仕事をするみんなにとって、こうした話題は

基幹システムが会社の様々な業務を支

作りして楽しんでいました。IT知識があ

えています。私は社内SEとしてこのシス

れば作りたいプログラムを自分で組み

テムを管理しています。大学卒業後はシ

上げられることを知り、
システムエンジ

ITにクローズアップ

ステム開発専門の会社に就職し、多く

ニアという仕事に憧れを抱きました。

効率アップにつながるツール

コラム

一つのシステムに集中して本当に喜ば

コミュニケーションが
大事な仕事。ITで会社の
信用を高めたい

い？

題だ

話
んな

〜ど

ヘェ

の企業のシステムを作っていましたが、

ヤリガイ

課題になるかな？それともチャンスになるかな？

出荷品の情報をパソコン入力するた
びに出荷場とデスクを何度も行き来
していましたがタブレット端末を活
用し、
その場で入力可能に。
ITツールで作業効率をUP。

▶他部署の同僚から
「ありがとう」
と言
われたときにやりがいを感じます。同
2台のパソコンを駆使して作業にあたります。作業中に他
部署から「ヘルプ！」の携帯が鳴れば、即対応します。

10

僚の悩みをITで解決できないか常に

端末の
タブレット 導する
指
使い方を ん
青柳さ

新しいシステムを考えています。人が
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｜JOB Category｜ サービス／水泳インストラクター

NIIGATA REAL
ニイガタリアル TOPICS
TOPIC１

県外の人が住んでみたい？

２

新潟県への移住相談件数が全国で

位に！

首都圏に住んでいる人が地方に引っ越すといったUIター
ン
（移住）が近年ブーム。新潟県もそうした県外の人から
の移住を積極的に受け入れています。2016年度には、
新潟の相談件数は全国２位（13246件）
となりました。
引用：総務省 平成28年度における移住相談に関する調査結果 2017.7.7

に
新潟のどこ
県外の人は
か
の
る
い
て
魅力を感じ
！
気になるね

TOPIC３

2018年は、
明治改元の1868年から数えて150年の年。
明治
期
（1868〜1912）
44年間に創業した企業に関する調査が
発表され、
新潟県の
「明治創業企業数」
は、
東京都・大阪府・
愛知県の大都市圏に続いて全国4位
（856社）
という結果に。
引用：東京商工リサーチ 全国「明治創業企業」調査 2017.9.22

な業種が
とくにどん
ろう？
だ
の
多い
から、
米どころだ
菓づくり？
米
か
と
酒づくり

子どもたちの「一生懸命」を支える水泳インストラクター

「国家戦略特区」ってなに？
「食」で未来のまちを創造する新潟市

国と自治体、企業がひとつになって大きなプロジェクトに
取り組むシステム
「国家戦略特区」。全国で10の地域が
指定されているなかで、新潟市も2014年からスタート。
こ
れまで農業でしか利用できない土地にレストランを開設
できるようになる
「農家レストランの特例」
など、食の豊か
さを活かした大規模な農業改革が進められています。
引用：新潟市 新潟国家戦略特区

File No_40
COMPANY

たかやま まりこ

高山 真理子 さん（28歳）

株式会社アクアシガータ
新潟市内に５カ所のスイミングス
クールのほか、
サッカースクール、
フィットネスクラブを展開。水泳
や運動を通して、
健康な心と身体
を育むことを大切にしている。

アクシーMAKI
水泳インストラクター
【出身校】長岡市立中之島中学校、新
潟県立分水高等学校、新潟経営大学
経営情報学部競技スポーツマネジメ
ント学科
【趣味】映画・音楽鑑賞、ドライブ

人口減少数、

２

新潟県は全国で

位…！
？

1896年までは人口が日本一だった新潟県。
人口の変化を
調べた調査によると、
新潟県は20年連続で人口が減り続
けていて、
2017年時点の減少数は１万9140人で北海道
に次いで全国２位となりました。
進学や就職で若い人が県
外に出ていき、
戻っていないのが大きな要因のようです。

スポーツをする側から
サポートする立場へ

ではトレーナー部に属して各部の大会

れたり、
無理しないでと気遣ってくれた

にも同行、
選手を見えないところ

り。この仕事が決まった時「学んできた

赤ちゃんから小学生までのスイミング

でフォローしました。

ことが生かせるね」と喜んでくれた母。

指導のほか、産後のママのフィットネ
スも担当しています。私自身、小学校で
はバスケ、中高ではテニスと、ずっとス

それが一番のやりがい

ポーツをしてきたのですが、ケガをき
チラシづくりも
仕事です！

社会の変化に合わせて、新潟の企業もそれぞれの分野で課題と向き合っているよ。
どんな課題があるか、それに対してどんなチャレンジをしているか見てみよう。

むのも反対を押し切ってだったと祖母
から聞きました。
一生懸命生きる。
母の
姿から感じたこと、
支えられた感謝を、
仕事を通して、子どもたちや周りの人

いて時に手を差し伸べる、いわば支え

たちに伝え続けたいと思っています。

「泳げない」と毎日泣いていた子が、最
水に親しむための
楽しいアイテム♪

若い時から心臓を患っていて、私を産

スイミング指導も、子どもたちの隣に
る仕事。忘れられないのは短期講習で

引用：総務省 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（平成29
年1月1 日現在）2017.7.5

なんで若い
人は
新潟に戻っ
て
来ないんだ
ろう？

「できた！」を共有できる。

後の５日目、12.5m泳いで私のところ
まで来た時。本人も泣いていたけれど、

かっけにサポートする側へ。大学では

私も泣きました。一生懸命がんばる姿

正しい体の使い方などを学ぶスポーツ

は、人にも勇気をくれる。
「できた！」そ

マネジメントを専攻し、サークル活動

の喜びを共有できることが、この仕事
の最大の魅力です。

12

人の

可能性を広げる

ヤリガ
イ

ご長寿企業 がいっぱい！

水泳で

TOPIC２

TOPIC４

2018年は明治から150年。新潟県は

MIRAIS BOOK 4

一緒に泳
ごう
ぜ〜

コラム

課題と
REALな
ャレンジ
NEWなチ

お年寄りの方が、
体を動かす機会をつくる
高齢化社会の今、シニアに向け
た運 動プログラムが 課 題です。
現在は泳げない方でも楽しく体

支えながら、私自身も支えられて

を動かせるように、懐かしい曲を

働き始めてまもなく、母と祖母を相次

しゃべりに来ている」と言う方も

いで亡くし、
体調を崩して休みがちだっ

いますが、それでも十分。家から

たんですが、先輩や同僚に本当に助け
られました。
クラスの様子を報告してく

かけたり、脳トレを入れたり。
「お

出て体を動かすきっかけを提供
していきたいですね。

13

｜JOB Category｜ 製造／ヨウ素製造設備の運転管理者

NIIGATA リアル！

MIRAIS BOOK 4

｜JOB Category｜ 製造／天然ガス設備の運転管理者

MIRAIS BOOK 4

新潟が誇る天然資源を
採取し、安全に届ける

源って
新潟の天然資
？
何だろう

ヨウ素製造設備の
運転管理者
Uターン

天然ガス設備を
中央管制室から監視

として班の業務をまとめる役割を担っ
ています。業務に必要な資格を取得し

当社には水溶性天然ガスを採取するた

内容を確認したりします。
それから家族

ながらリーダーとしての能力を高め、
ま

めの基地が33箇所あり、パイプライン

を支えているという思いが、
自分を頑張

とめ役として良い環境を作っていきた

でお客様にお届けしています。不具合

らせる原動力になっています。実は、気

いと思います。

が発生した場合は、現地に向かった係

付いていないだけで責任感は誰にでも

員と連絡をとって、作業の指示をする

あると思います。学校に通うことだって

のが仕事です。ガスは暮らしを支える

責任感を持っているからこそできるこ

大切なライフラインですから、途切れる

と。仕事も同じことの積み重ねですが、

ことなく安定してお届けするために3交

それを続けることでみんなの仕事とつ

替制で24時間365日監視します。

ながり、次のプロセスに進めるのだと
思います。

File No_41

モニターで圧力や流量、液面の高さなどをリアルタイ
ムにチェックする。異常があれば無線で係員に連絡！

コミュニケーションを大切にし

ひぐち かずまさ

COMPANY

樋口 和将 さん（30歳）

仕事をしやすい環境をつくる

株式会社東邦アーステック

株式会社東邦アーステック
エネルギー事業本部生産部
製造グループ製造１チーム

入社８年目に、生産設備を１週間全停

地下50 0 〜10 0 0メートルにあ
るかん水（太古の海水）から「水
溶性天然ガス」を採取し販売。さ
らに「ヨウ素」を製造し輸出して
いる。

止させて行う年次点検の計画・実施を
任されました。計画書を自分がメイン
で作り、最終的に事故なく計画通りに

仕事、そして
家族を支える責任感が
3年目の大失敗で学んだ

保守、点検が仕事です

連携の大切さ

地下500〜1000メートルにある、かん

会社訪問時に施設を見学し、
「 地下水

水（太古の海水）から「水溶性天然ガ

から天然ガスとヨウ素を採るなんてス

ス」を採取し「ヨウ素」を製造していま

ゴイ！」と感心したのが入社のきっか

学生時代にサッカー部の部長を任され
責 任 感が 芽 生えたことは、仕 事に役
立っています。中央管理室から外で作
海外に輸出する製品ヨウ素を積み込む。
難しいフォークリフトも完ペキに操る！

す。特に「ヨウ素」は、医薬品やＸ線造

けです。いまは製造設備のしくみを知

影剤、液晶ディスプレイの偏光フィル

り配管１本１本の役割を覚え、知識を

ムなど医薬や工業のさまざまな分野

身につけて仕事に臨んでいます。

で活用されています。この貴重なヨウ

入社３年目で大失敗をしてしまいまし

素を造るために、設備を常に監視し、

た。ポンプを起動する際は圧力の変化

保守、点検を行っています。異常や不

に注意を払わなくてはいけないのに、

小学生の頃から化学の

具合を発見したら状況を確認し、調整

急な操 作でポンプにひびが入ってし

実験が好きでした。 カチカン

したり改善したりします。

まったのです。限られた時間内に復旧

「なんでだろう？」
と興味を持ち、分析し

しなければならない状況で非常にあ

て解明することは仕事にも必要だと思

たふたしていて、チーム員に手伝って

います。例えば、難しかった作業がなぜ

もらいながら予備のポンプに交換して

か楽になったという話を聞いて、
「良

仕事の未来につながります

かった」で済ませるのではなく、楽に

た先輩社員に心から感謝しました。そ

なった理由を検証することで、
より効率

して社員同士の連携の大切さを学び

的で確実な改善策を見出せます。
これ

ました。

からも製造グループの一員として、
自分
の化学の知識を生かして何ができるか
を考え実践していきたいと思います。

全ての設備を把握できていないとでき

課題と
REALな
レンジ
ャ
NEWなチ

新潟の貴重な
天然資源を知ってほしい
新潟地域の地下には広範囲に水
こうしょう

溶性天然ガス鉱床が存在し、
ヨウ
素は千葉県に次ぐ豊富な産出量

ない仕 事ですし、社員や工 事 会 社の

です。
より長く安定した資源開発

方々とコミュニケーションをうまくとっ

を目指すと同時に、新潟産の天然

ていくことも重要でした。現在、副班長

資源の存在を伝えたいです。

10
1

「なんでだろう？」という興味は

作業を完了しました。手伝ってくださっ

かん水1 に溶け込んでいるヨウ素成分は40mg。
これを分離・濃縮し、結晶化し、精製した製品
ヨウ素。密度は4.93g/cm3でずっしりと重い。
かん水（写真左）製品ヨウ素（写真右）

業する係員に指示を出して仕事を進め

実施でき、達成感がありました。
これは

コラム

新
潟
市
民
の
約 人に 人
が
東邦アーステ
ックの
天然ガスを使
ってるんだって

ヨウ素製造設備の運転管理、

自分を前に進ませてくれる

ヤリガ
イ

【出身校】阿賀野市立水原中学校、新
潟県立新発田高等学校、山形大学大
学院有機デバイス工学専攻
【趣味】映画鑑賞、釣り

14

る際、
ミスがあったら自分の責任だとい
う思いで細心の注意を払ったり仕事の

File No_42
わたなべ ゆうき

渡辺 祐輝 さん（31歳）
株式会社東邦アーステック
エネルギー事業本部生産部
生産グループ生産チーム
【出身校】西川町立西川中学校（現新潟
市立西川中学校）、新潟県立巻工業高
等学校（現新潟県立巻総合高等学校）
【趣味】釣り、遊び全般、好 物はそぼろ
ごはん

天然ガス設備の
運転管理者
15

新潟の魚食を支える競り人

MIRAIS BOOK 4

家を建てる
を受け継ぎ、
喜び 引き渡す

File No_44
きよの けんたろう

清野 賢太郎さん（37歳）
山津水産株式会社
鮮魚2部特種課
（主に貝類の卸売を担当）
【出身校】新 潟市立小 新中学 校、
日本文理高等学 校、新 潟大学経
済学部経済学科
【趣 味】ゲーム・漫 画「北 斗の 拳」
「はじめの一歩」

家づくりの未来を見据える大工
COMPANY

COMPANY

アサヒアレックス
ホールディングス

山津水産株式会社

創業時から高気密・高断熱にこだ
わり、注文住宅をつくり続けて36
年。新築はもちろんリフォーム、
不動産、介護までお客様の暮らし
をトータルにサポートしている。

File No_43
うえだ しんじ

せ

新潟市中央卸売市場で水産物全
般を卸売販売。冷蔵・冷凍・配送
を独自の流通システムで行い、
新
鮮で良質な水産物の安定供給に
取り組む。

があるんだね
や活気
、勢い
は
も
情 大切なんだって。
市場 、義理人
は
りに
競

ダイナミック

｜JOB Category｜ 商社／水産物の競り人

に市 場 を 動 かす

｜JOB Category｜ 建設／大工

NIIGATA リアル！

MIRAIS BOOK 4

上田 慎司 さん（23歳）
アサヒアレックス
ホールディングス株式会社
アサヒデプト主任
【出身校】新潟市立白根第一中学校、
新潟県立新潟工業高等学校
【趣味】サーフィン、キャンプ

今度は、逃げない。
「先」を見る大工として

を
仕事道具
!
CHECK

カチカン

新潟の相場がここで決まる

並べ方をチームで相談します。朝5時に

かったことも。扱う品物の量や価格が

毎日たくさんの生鮮品が取引される新

ベルが鳴ると競りの開始。新人の頃は

大きいので、1日で100万円の損になる

校では全国大会を目指していましたが、

潟市中央卸売市場。
山津水産はその中

緊張して口が回りませんでしたが、聞き

こともあります。失敗しても次でなんと

２年の時に辞めてしまったんです。今思

で魚介類を扱う卸売業者として、
競り・

間違いを防ぐためにも威勢良く声を張

かする。楽観的でゲームが好きな自分

えば、
目先の楽しみしか見えていなくて、

相対で仲卸業者らに販売しています。

ります。下げ競り方式で、買い手が欲し

にこの仕事は合っていますね。競りには

い値段まで下げた瞬間に声がかかりま

「自分自身を売る」
という気持ちでのぞ

す。一品が競り落とされる時間はわず

みます。魚の少ない時期に分けてくれ

か10秒ほど。早い者勝ちで一瞬たりと

た荷主さん、売れない時に買ってくれた

も気を抜けません。魚を高く売りたい側

仲卸さんに
「清野だから」
と言ってもら

と安く買いたい側、双方納得いくその

えると嬉しいですね。

小学校からずっとサッカーをしていて、
地
区選抜に選ばれたこともありました。高

自社の職人集団に属し
技術を磨き、継承する
のみ

大工になって5年半。
柱を立て、
骨組みを
組んで、
床や壁、
天井を張り、
木の家をつ
くっています。
高校では将来、
土木関係の

のこぎり

さしがね

かんな

年、優秀な後輩が入ってきます。大工の

まなかったのは、
単純に
「大工がカッコイ

は「こうやったほうがいいぞ」と教えて

技術だけでなく、
やりがいや楽しさを伝

イ」
と思ったから。
入社して2年経った時、

くれた。アサヒデプトができて、親方の

えたい。仲間と互いに高め合い、責任を

社内に職人のチーム
「asahiDEPT
（アサ

元を離れる時に、初めて褒めてもらっ

持って家づくりに向き合い続けたいです。

ヒデプト）
」
ができました。
現在ここに所属

たんです。床を張っていたら「俺がやる

し、
日々家づくりの技術を磨いています。

より早く進むな」と。今以上に、まだま
という気持ちで送り出してくれたのか
なと。この言葉は今の支えになってい
ます。大工という仕事は、お客さんが目

ました。仕事に厳しく、仕上がりや進め

の前で喜んでくれるのがいい。家を引

方が悪いと雰囲気で分かるので、緊張

き渡す時には「ありがとう」と泣く方も
いる。そんな瞬間に立ち会うと、自分

16

課題と
REALな
ャレンジ
NEWなチ

永く住み続けられる
家をつくりたい
持続可能な社会を目指し、
耐震・耐
火性が高く100年持ち、
消費エネル
ギー以上のエネルギーを発電する
高性能な住宅を提案しています。

場の適正な値段で、いかに素早く売り
さばくかが腕の見せどころです。

小売 （スーパー・飲食店）

トラブルが
起きないように、
競りでのやりとりは
全て録音。

消費者
私たち競り人の仕事は国内外から品
物を取り寄せ、競りを仕切ること。経験
や資格が必要で、天候や水揚げ情報の
収集、質を見極める目も必要です。私
に販売を任せてくれた全国各地の出
荷団体から、深夜のうちに新鮮な魚介

コラム

課題と
REALな
レンジ
ャ
チ
NEWな

おさかなマイスターとして
魚食の魅力を伝える

帽子につけるバッチが
競り人の証。

急速に進む魚離れ対策に、魚の

「清野なら売ってくれる」

業を小学校や保育園で実施中。

知識や美味しさを伝える出前授

「清野から買いたい」
と言ってもらえること

ヤリガ
イ

最初の2年は、社外の親方に預けられ

コラム

競り

売買 参加者

の少ない親方だったけど、休憩の時に

仲卸

鉄骨の大きな建築物や道路の世界へ進

新潟市中央卸売市場
卸売

らは逃げたくない。
アサヒデプトには毎

背中を押してくれた親方の存在

漁師 （出荷団体）

り、
今夢中で取り組んでいるこの仕事か

感を持って毎日必死で頑張った。口数

家を建てる喜びを伝え、

あいたい

ほんとカッコ悪かった。
そんな後悔があ

仕事に就きたいと思って土木科を選択。

だだったはずなのですが、
「がんばれ」

せ

も嬉しいし「次ももっと頑張ろう」と強

類が運び込まれます。午前3時には出

スーパーのチラシの計画に合わせよう

く思います。

社して、品質をチェック。競りの順番や

とした日に海が大荒れで魚が獲れな

17

れ
流
の
事

1日の

MIRAIS BOOK 4

仕

とことん

お客様目線

壁 などに傷 をつけ てい な いか
チェックしてもらために、お客様
に立会いしていただけるよう丁
寧にお願いします。

で届ける

心を込めた作業と指導を行う配送品質トレーナー

お客様のご自宅へ
お宅へ入る前に、身だしなみCHECK！
靴下は綺麗なものに履き替えます。

前日に荷物を積み込んだ
トラックに乗り込み、出発！

COMPANY

株式会社ミトク

大野 拓也 さん（29歳）

メーカーやスーパー、
通販会社な
どから預かった商品をお客様の
家に届ける運 送会社。商品の組
み立てや設置、
セッティングから
説明まで行う。

株式会社ミトク
家具・家電配送、配送品質トレーナー
【出身校】新 潟市立両川中学 校、
新潟県立新潟向陽高等学校
【趣味】ボクシング
好きなことは、話すこと・
人を楽しませること

お客様の「喜び」の近くに。
幸せな様子に触れる瞬間が
1番のやりがい
私たちドライバーは、商品を物流セン
ターからトラックでお客 様の家に運

﹂
は
荷主と
運んでね
様まで
をお客
ー等の
﹁荷物
メーカ
︑
いする
とお願
ね！
ことだ
お店の

ヤリガイ

息子が 使っていたキャラ
クターの 袋 を、道 具 入れ
にしています。お客様との
会話のキッカケに。

物流サービス
には
「ホウレンソウ
＝報（報告）
・
連（連絡）
・相（相談）」
が大事！

File No_45
おおの たくや

夢中になったボクシング。

ジョー

High
School

翌日運ぶ荷物の準備
伝票と配達先を確認して、最後に運ぶ荷
物から順に、パズルのように積み込みま
す。間違いのないよう、仲間と声を掛け
合いながら作業します。

洞察力を、今も大切に

の指導にあたりました。十人十色の後

ち直ることができました。
今もあの時の

年齢もお住まいもバラバラなお客様の

輩に対し、どう伝えるか悩みながら教

ことを忘れないし、自分も後輩の様子

もとへ的確に配送を行い、分かりやす

えたことは、1人ひとりの状態をくみ取

をきちんと見て、寄り添えるトレーナー

く説明をするためには、よく観察し、お

り、向き合う経験として今の仕事に活

になりたいと思っています。

客様の立場に立ってお話しすることが

かされています。

必要です。またトレーナーとしては、ド

家電製品などは使用できるようにセッ

ライバー１人ひとりの心に響くような

どん底だった自分を

ティングします。お客様に使い方を説

配送員全国ランキングのトップ20に

言葉で声をかけることを意識していま

救ってくれた、先輩の言葉

明し、理解を得るのも仕事。商品を受

入賞し、現在はその腕を認められて配

す。高校時代に先輩の影響でボクシン

入社して半年ほどたった頃、報告もれ

け取って「新しいものが届いた！」と喜

送の品質トレーナーとして各営業所の

グに夢中になり、引退してからも後輩

の失敗を繰り返してしまい、落ち込み、

ぶ、お客様の幸せな様子に触れられた

ドライバーに同行しながら、より良い

とき、
やりがいを感じます。

配送方法やお客様との接し方などを

は
質の腕
配送品
評価！
で
ック項目
毎日チェ
。
す
で
日々努力

精神的にどん底状態になったことがあ
俺だった
ら
こう運ぶ
よ！

ります。その時、当時トレーナーだった
先輩が、
「ボクシングの敵陣で滅多打ち

コラム

課題と
REALな
レンジ
ャ
NEWなチ

1人ひとりに届ける
新たな仕組みづくり
新潟でも自力で買い物に行けな
いお年寄りの方を中心に、通信
販 売 の 利 用 が 年々伸び ていま
す。1人ひとりのお手元にきちん

にされているような状態かもしれない

と商品が届くよう、ドライバーの

する仕事です。お客様に不快な思いを

けれど、大野君の右足には勇気、左足

人手不足や長時間労働の問題に

させないのはもちろん、荷主様の信用

にはやさしさ、心には思いやりがあって

を損なわないように、ドライバーが腕

足腰が強い。自分のスタイルでやれば

を磨くサポートをしています。

いい」と言ってくださり、そのお陰で立

ビスは荷主様の代わりにお客様と接

家電量販店から
荷物を回収して
帰ることも。

後輩達に向き合う中で磨かれた

び、組み立て、ご希望の場所に配置し、

提案・アドバイスしています。物流サー

MIRAIS BOOK 4

とある
日の様
子を
のぞい
てみよ
う！

｜JOB Category｜ 運送・サービス／家電の配送員・品質トレーナー

NIIGATA リアル！

向き合う仕組みづくりを模索し
ています。

ロウソク

トラ ッ ク 荷
湿 気で荷 物が
くなった
にく
り
滑
を
台 の床
撒き、
って
削
を
ら、ロウソク
も撒
で
。
す
ま
滑 りを 良くし
いので注 意。
きすぎは危な

ロープ

わず に 、３階
クレ ーン を 使
で 荷 物を 運
ープ
ロ
の
までこ
ます。
あり
が
んだこと

ねこ

積み込 む 際
大 きな荷 物 を
具 。テコの力
に 活 躍 する道
どの重 いもの
で 、冷 蔵 庫 な
げます。
も一人で持ち上

毛布

る 布も
商品を 保 護す
。
分けています

使い

長靴

で、靴下を
雨の日は長靴
に。
濡らさないよう
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MIRAIS BOOK 4

｜JOB Category｜ 製造／金属加工機械のオペレーター

Manufacturing

MIRAIS BOOK 4

特集3

of

新潟県には、たくさんの

村上

Murakami

航空機部品
木製品

あることを知っていますか?

依頼された
工
加
に
確
正
金属部品を

ひき

有限会社長谷川挽物製作所

術
技
る
す
進化

金属材料や各種樹脂を切削工具を用いて切っ
たり削ったりし、所定の形状・寸法の部品に加
工。取扱部品は医療機器部品、航空部品、アク
セサリーなど幅広い。時代に合わせた新材料
の製品にも取り組んでいる。

る
に応え続け

ー
工オペレータ
加
属
金
る
に挑み続け
ミクロの世界

い！
カッコい
作して
械を操
この機
！
んだね
つくる
部品を

「ものづくり」の会社が

Niigata

COMPANY

聖籠町・胎内

Seiro/Tainai

佐渡

化学

Sado

新潟・阿賀野・新発田

ゴム
電気・電子部品

県内全域
All Niigata

Niigata/Agano/Shibata

化学製品

Sanjo/Tsubame

太陽光発電

金属製品 p.21
アウトドア用品

米菓・米加工品

清酒

加茂

桐箪笥

Mitsuke

ニット
柏崎・長岡

繊維製品

Kashiwazaki/Nagaoka

米菓・米加工品 p.24
上越・妙高・糸魚川

工作機械

五泉

繊維製品

小さくても、なくて

栃尾

はならない部品をつくる

Tochio

ニット
繊維製品
魚沼

Joetsu/Myoko/Itoigawa

精密機械

Uonuma

化学製品

織物

工作機械

半導体集積回路

【出身校】加茂市立葵中学校、新潟県
立加茂農林高等学校、
新潟コンピュー
タ専門学校
【趣味】
ショッピング、
カラオケ

ニット

小千谷
Ojiya

有限会社長谷川挽物製作所
ＮＣ加工プログラミング、
ＮＣ加工オペレーター

Gosen

Kamo

木工製品
見附

よこやま ひろき

横山 大樹 さん（27歳）

三条・燕

p.22

File No_46

水産練り製品

で
内だけ
の
新潟県
な種類
に様々
な
ん
こ
⁉
くりが
ものづ

ヤリガイ

の部品は身近なものに使われていて、

許さないものづくり

依頼された部品やパーツを、金属工作

表からは見えないけれど、
それがないと

仕上げる部品は非常に高い精度が要

機械のNC加工によって製作していま

動かない。
担当している部品を使ったバ

求され、例えば0.005㎜のズレがあると

す。
NC加工とは、
機械に取り付けられた

イクのカタログがお客さんから送られて

商 品にならない。材 質や扱う機 械に

刃物の動く位置を、数字やアルファベッ

きたことがあり、
「ここに使われているん

よってプログラミングの条件が変わる

Minamiuonuma/Tokamachi

トを組み合わせた座標値を入力してコ

だ」
と分かってうれしかったですね。

ので、チームでのデータ収集や経験が

電気・電子部品

ントロールし、
金属を設計図通りの形に

織物

加工することです。
この座標値情報をつ

南魚沼・十日町

自動車部品

くるのがNC加工プログラミングです。

バイトで身につけた
コミュニケーション力が役立つ
何か形のあるものを作り出す仕事がし
たいと思い、入社しました。専門学校で

引用：新潟県産業労働観光部商業・地場産業振興課 発行「にいがたモノ・クリエイト」を参考に作成

学んだプログラミングとNC加工のプ

地域の気候風土を活かした工芸品や食品、産業の歴史や技術を引き継いだ地場産業が発達してい

ログラミングは全く違ったので、
ゼロか

ます。経済産業大臣指定の「伝統的工芸品」の数は、現在16品目にのぼり、京都府・東京都に次

らのスタート。必要な知識を入社して

いで全国で第３位の多さです。他にも、時代のニーズに合わせた発想力と技術力で、世界から認
められたトップクラスのシェアを誇る会社がたくさんあります。「新潟のすごい技術」特集で
は、コラムにて、ものづくり会社のすごい技術や導入されたばかりの新技術を紹介しています。
また、働く人の思いからも、新潟のものづくり会社の誇りや技術力を感じてみてください。

20

0.005ｍｍの誤差も

一から学び 直しました。金 属 加 工は
どんなに小さくても重要な部品。依頼された形状
にするためにプログラミングし、正確に作る。

チームで一つの工程を仕上げたり、次
の工程の人たちに引き継いだりするの

重要です。お客さんのどんな要望にも
応えるために、さらに知識や技術を身
につけ成長していきたいですね。
コラム

この技術をCHECK!
進化する材料加工をチームで研究
新しい材料が開発されるなかで、
機械だけでなく技術者の進歩も
重要。
どの刃を使って削るのか、
ど
うプログラミングするかは材料に
よって違い、加工する人によって
も異なります。加工データを収集

一つの部品を完成させるまでにいくつ

でコミュニケーション力が大切です。高

し、情報交換しながら技術の向上

か工程があり、私は金属材料からネジ

校時代にしていた接客のバイトが思わ

に役立てます。

やナットなどを作る工程を担当。
これら

ぬところで活きていると感じています。

21
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3

新潟のすごい

技術

｜JOB Category｜ 製造／キッチン・アウトドア用品の開発者

ク
ワ
ク
ワ

する商品を
デザイン！

COMPANY

株式会社新越ワークス
飲食店や一般家 庭で 使われるざるや
かご等のキッチン用品、グリルやテント
などのアウトドア用品、ペレットストー
ブなどを製造。使う人の立場に立ち、高
品質で安価な製品にこだわっている。

MIRAIS BOOK 4

｜JOB Category｜ 製造／キッチン・アウトドア用品の設計者

を持つ
任
責
で
ま
のに最後
も
る
く
つ
が
自分

用
通
界
世

する

に

たい
り
く
つ
を
品
商
演出する

たい
い
ら
も
て
っ
ドを知
ン
ラ
ブ
の
ち
者
私た
る開発担当
ワクを形にす

魅力を
アウトドアの
設計担当者

ク
キッチンのワ

File No_48
やまぎし こうたろう

山岸 光太郎 さん（22歳）
株式会社 新越ワークス
ユニフレーム事業部 企画設計担当
【出身校】燕市立吉田中学校、新潟県
立新潟工業高等学校機械科
【趣味】キャンプ、登山、アニメ、漫画

File No_47
たかむら みさき

髙村 美咲 さん（26歳）
ものづくりに関わりたくて

株式会社新越ワークス
スリースノー事業部
【出身校】新潟市立巻東中学校、開志
学園高等学 校デザインフィールド、
長岡造 形大学美 術・工芸学 科 彫 刻
コース
【趣味】映画鑑賞、旅行、ドライブ

とがあり、
その後、漠然と
「ものをつくる
うるし

絵を描くのが好きで
企画デザインの世界へ
家庭向けキッチン用品の開発をしてい
ます。営業担当者から
「こんな商品がほ
しい」
という要望を聞いてスケッチを描
き、
３D CADというソフトで商品の図
面を作り、工場スタッフとの打ち合わせ
を重ねて製造へと導きます。小さな頃

学びましたが「普段から使うものをつく

「こんな商品があるといいな」
と自分で
考え、
ゼロからつくったのがパーティー
用のステンレス製ピック
（ようじ）
でした
が、
これが全然売れなかった。その時、
学んだのは
「自分がつくりたいだけでは
ダメなんだ」
ということ。誰に対してどん
な価格帯で売るのか、いわゆるマーケ
ティングを考えなくてはいけないと知
りました。ただ、
その後同じ商品を目の
使う人の気持ちになり、
デザインだけでなく
角度や長さ、持ちやすさなどを
考えるのも重要です。

から絵を描くのが好きで、小学校の時
にはコンクールで最優秀賞を取ったこ

22

れば、試作をしたり、
イベントに行った

めの道を見つけることができるんです。

り、
なんでもやります。
でも、
自分にとって

前で「素敵」
と言って買ってもらった時

アウトドア商品の企画から設計、試作、

はこれがいい。
企画設計した商品がちゃ

は、本当にうれしかったですね。

テスト、
そして量産にこぎつけるまでの

んと組み立てられるのかどうか、
失敗が

ヤリガイ

2017年に発売された
キャンプ用かまど。最
近はアウトドアブーム
から海外でも高く評価
されています。

流れをつくる仕事をしています。子ども

起こりにくいかどうかなど、確認できる

作り手から使い手へ

の頃からプラモデルや図工が好きで、

からです。
「責任をもって最後までやりた

今の夢は
「これはユニフレームだ」
と思っ

「ワクワク」は伝わる

ものづくりに関わりたいと工業高校に

い」
。
そう思ったのは、
ある失敗があった

てもらえるような商品をつくることです。

進みました。卒業後、入社した機械製作

からです。仕事を始めた頃、
よく確認し

ロゴがなくても品質やデザイン、使い勝

お客さんにほめてもらえたことで、
はじ

なかったばかりに、
まったく使えないサ

手で分かってもらいたい。
名前でなく
「ら

めてワクワクは伝わっていると感じまし

イズ違いの部品をつくってしまった。
そ

しさ」
にこだわりたいと思っています。

た。
「マーケティングも自分が『おもしろ

れ以来、試作をおろそかにしないこと、

い』
と思う気持ちも大切にしよう」
と、
自

そして自らラインに入り一番初めに組み

信を持つことができました。開発は常

立てることを、
自分に課しています。

りたい」
と思い、
この会社を選びました。

一つの商品に失敗と喜び

際に製造現場を体験することで、
そのた

機械科へ。そしてこの会社へ

仕事につきたい」
と、大学は美術・工芸
の彫刻コースへ。漆などの伝統工芸も

すが、製造ラインに入って組み立てもす

に制約や条件がありますが、お客さん
の気持ちをしっかりと理解し、
ワクワク
する気持ちを忘れずに、使うのが楽しく
なる
「ワクワクする商品」にこだわりつ
くっていきたいです。私たちの商品は全
国的にはまだ知名度は低いですが、私
が生んだデザインで新しいお客さんを
増やし、
自社ブランドを有名にするのが
今の夢ですね。

ヤリガイ

の会社が倒産してしまい、ハローワー
クに通う中で「ユニフレーム」
という文
字に引かれて今の会社に。高校時代、
山
岳部に入っていて、
このアウトドアブラ
ンドを知っていました。

失敗から学んだ

コラム

この技術をCHECK!
3Dプリンター
商品の試作に使っています。導入

ロゴがなくても分かる。

する前、試作は他社に依頼してい

そんな商品をつくる

たり、金型も必要でした。導入後

製造ラインに入ることでもう一つ、
メリッ

は時間も費用も大幅に抑えること
ができました。

トがあります。
それは不要な部品や工程
が分かること。
それらを省くことで結果、
製造にかかる費用を抑えることができ

「一つ一つをおろそかにしない」

ます。
ユニフレームというブランドのこだ

部署は企画、設計と名前がついていま

わりは、
いい商品を安く提供すること。
実
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3

新潟のすごい

技術

世界初

MIRAIS BOOK 4

｜JOB Category｜ 製造／米菓の製品開発者

が違う？

COMPANY

越後製菓株式会社
お餅や米菓、米飯等の製造・販売を行う。原材
料には厳選したものだけを使用し、保存料、合
成着色料は一切使用しない。創業以来、安心し
て食べられる食品づくりにこだわっている。

の美味しさを

ei ?

senb

okak

i?

の
00種類
現在約2 ています！
造し
製
を
菓
米

「おせんべい」と「おかき」
おせんべいは
「うるち米」
という私たちが普段ごはんとして食べているお米から作られます。

い
生み出したわいを、とことん探究する開発者

一方、
おかきやあられの原料は
「もち米」
。
日本各地のお米は800種以上もあり、
実に個性的です。
同じ品種、
同じ産地でも、
田んぼや年度によって味や性質が変わります。
常に品質が一定で
美味しい米菓を作るためには、
最適なお米の組み合わせや製法の微調整がカギとなります。

たな味
食の安全と新

おせん
べいを
つくる
工場
を
のぞ
いてみ
よう！

Uターン

File No_49

袋詰めや梱包

なかやま ふとし

中山 太 さん（31歳）
丸型成形

越後製菓株式会社 製品開発部
【出身校】新潟市立上山中学校、東京
学館新潟高校、新潟大学 教育人間科
学部理科教育専修、東京大学大学院
新 領 域 創 成 科 学 研 究 科メディカル
ゲノム専攻
【趣味】旅行、株式投資、仮想通貨

生地をおせんべいの丸型に成形。
時間をかけてじっくり乾燥させると
いい焼き具合に。

自分たちで作ることがあります。製造

大学1年生を過ごした後、高校時代に

練っているところ

機械を自社で作ることで、他社には真

ドラマの影響で 憧れた獣医にやっぱ

おせんべいやおかきなど米菓の商品

似できない商品を生み出すことができ

りなりたいと、休学して勉強し、別の大

蒸しあがった米。
ほんのり甘い香りが漂います。

開発をしています。新しい商品のレシ

ます。鉄板の切断や溶接をここで覚え

学の獣医学部を受験し直しました。結

ピを一から研究したり、売れ筋商品の

るとは思いませんでした。
さらにはパッ

局、合格出来なかったので諦めて2年

シリーズとして違う味を考えたりもし

ケージデザインもします。
できることは

生から元の大学へ戻りましたが、それ

ます。開発室には米や調味料などがた

何でも自分たちでやる。だから携わっ

から「人と違う」ことを恐れなくなり、

くさん。自分で調味、試 食を行い甘さ

た商品には強い想い入れがあります。

自分の興味を追求していくように。そ

米菓の生地は気温や湿度に影響されやすいので、天候の変化
には生産ラインにいる熟練スタッフの感覚が頼りです。品質は
安定しているか、作業や原材料に無駄や不具合がないか、現場
にはよく足を運んで生産スタッフの声を聞きすぐ対応します。

コラム

カチカン

誰も食べたことのないものをつくりたい！

や辛さ、歯ごたえや口どけなど最適な

の後は研究に没頭し、東京の大学院で

2005年より発売開始の大ヒット商品

うに、世の中にまだ無いものをいつか

組み合わせを探ります。商品の成分調

人工的につくったDNAを薬の開発に

「ふんわり名人-きなこ餅」。私が入社し

作りたい。逆に、世界一かたいおせん

査や品質管理、賞味期限の設 定も開

活かす研究をしました。そのまま研究

た時にはすでに大人気でした。当時輸

べいとか。今まで誰もやっていないこ

発の仕事の一部です。

者になるのもいいなと思ったのです

入米だった原料を、国産米に切り替え

とや、
ダメと言われてきたことにあえて

が、自分が関わった商品が全国の店頭

る時に試作から関わっています。その

挑戦していきたいです。

に並ぶ、ものづくりの仕事に魅力を感

名の 通りふ わっとした口当たりです

じ、今の会社へ。現在は、興味を持った

が、本当はもっと柔らかくできる。でも

食材の生産者を直接訪ねたり、株や仮

トラックで運んだり手で持つ時に崩れ

想通貨などを通じて経済の動きを勉

ちゃうという壁があるのです。米菓と

強したりと、日々行動しながら開発の

いえば、
「バリッ！」
と音をたてて噛みく

ヒントを探しています。

だくかたいイメージをくつがえしたよ

ツナギを着て作業中。
鉄板を磨いてます！

なんでも
作るんだ
ね！
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生産スタッフと相談中

新しいものを生み出せる

この引き出しに調味料や
スパイスがぎっしり！

機械
だけじ
ゃなく
人の
手で
美味
しさが
保た
れてい
るんだ
ね

人と違うことをやるから、
新しい商品を製造する工場の機械も

レシピや機械も自分でつくる！

「焼きたて」
「 揚げたて」が一番美味し
い！鮮度にこだわり、出来立てを各店
舗に直送する商品もあります。開封し
たら一度に食べきれて、満足感も得ら
れる量も調節。

この技術をCHECK!
火ではなく、圧力で食品を
変化させる？！
「高圧処理」
食品に1000気圧以上の「圧力」
をかけて、加工する技術です。食
品の風味や栄養価を損なわない、
「熱」に代わる新しい食品加工の
方法として20年以上前から研究・
開発に取り組んでいます。

名人
ふんわり
きなこ餅

上質な昆布を使った米菓をつくりたい！と、
試行錯誤しました。
思い入れのある商品の１つです。
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MIRAIS BOOK 4

山を守り、豊かな自然を未来へつなぐ

01

02

くびき野森林組合・梨本雅子さん

山をもっと知りたい

地元の自然を感じて暮らしたい
き

20代前半、スキー場で働いていました

越え受け継がれたものです。木を伐るこ

村上で生まれ、父から釣りや山菜採りな

が、閉鎖となってしまいました。でも、

とは、
「命を絶つ」こと。四季を通して

ど自然の中で体を動かし遊ぶ楽しさを教

プロを目指すぐらいスキーが好きだった

雨や雪、風などに耐えてきた木々に対し

えてもらい育ちました。高校卒業後、地

ので、なんとか続けたい。そこで、選

て敬意を持ち、傷つけず、十分に生か

元を離れてしまう同級生が多かったけれ

んだのが林業でした。スキーにも必要

すことを考えて一本一本を伐っています。

ど、村上の自然の中で暮らしたい気持ち

き

な地形や雪上での知識も学ぶことがで

き返らせる林業ってかっこいい！

う気持ちが私を林業に導きました。
き

自然を守る職人がいるからこそ今

木を伐るだけじゃない、

の生活があると思うと感謝の気持

世代を繋ぐ林業

安全確認O

K！

体験で思い通りに木を倒せた時に面白さ

仕事では、木の伐り方など自分なりに

職場で唯一の女性です。難しい重機の操

を感じました。もっと大きい木を伐れるよ

考え工夫することができます。答えは

作技術の習得も粘り強く取り組みました。

うになりたいと思い、林業を選びました。

一つではない、常にチャレンジできる

き

女性ならではの気配りなどが評価され、

ちでいっぱいになります。

めます。体力的な差から、男性よりは時

私が憧れる、新潟の林業の現場を

間がかかってしまうこともあるけれど、負

取材しました。

けず嫌いな性格と一人前に仕事ができる

カッコいい先輩たちの背中を
追いかけ続けたい
現在20歳、職場では最年少です。一番
近い先輩は30代と年が離れていますが、

人間になるという決意で、地道に頑張っ

いつも気にかけてくれて、仲間として大

仕事を辞めようと思ったこともありました

高校3年生の夏に、
WOOD JOB!森の仕事体験に参加。
林業の魅力にハマる。全国高校生マイプロジェクト東北
大会では、
林業をテーマに発表をした。

最初に、木を倒す方向を確認。周囲を見
き

渡し安全を確認してから伐ります。一歩

間違えれば大事故につながる危険な作
き

業。基本を忘れずに伐り倒します。
き

林業は木を育て、木を伐り、森を守る

丸太を荷台に積み運搬する機械、
フォワーダ。
まるで巨大クレーンゲームのよう！自分の手の
ようになめらかに操る。

が、
「好きなことは続けた方が良い」とい
う夫の言葉もあり、今の仕事を続けてい

答えは１つじゃない、

ます。学校で林業のお話しをする機会も

仕事です。山に木を植えてから、伐採

山の測 量を記 録する
ノート。基本忠実に！こ
まめに記録することが
大切です。見て学んだ
ことも記しています。

き

す。私たちが今伐っているのは祖父や曽
祖父の世代が植えた木であり、世代を

なしもと まさこ

梨本雅子 さん（38歳）
くびき野森林組合
森林整備技術員

【出身校】栃木県立宇都宮中央女
子高等学校、東北芸術工科大学
デザイン工学部 環境デザイン学科
【趣味】山登り、山スキー

き

の先輩も、重機の扱い方、木の伐り方
など得意分野をもっていて憧れの存在で

一本の木をきれいに伐り倒すことがで

を学び成長し続けている姿がカッコい

きた、うっそうとした森に光が差し込

い。体力的にきついこともありますが、

む風景に変ったなど仕事の成果がすぐ

何よりも尊敬できる先輩と仕事ができる

見えるのは、林業ならではの魅力です。

ことが林業を続けていきたい理由です。

木は綺麗な水、
空気を作る

！
ことが好き
体を動かす
自然が好きな人、体を動かす
に興味をもった人は「新潟県
林 業 労 働 力 確 保 支 援 セン

重機の扱いで一番尊敬している現場リーダー（右）

間伐

自然が好
き！

ことが好きな人、林業の仕事

ー
リーダ

2 育てる

！

Iターン

切にしてもらっている実感があります。ど

林業のしごとは私たちの
「暮らし」に不可欠

ボクも
大好き

木材生産のための植林や手入れ、木材の
伐採・搬出などの森林整備を行う。村上・
朝日・神林地区が管轄。
そんなに見つめ
られると照れる
…

自分を一人前と言わず、常に新しいこと

き

いて、子どもたちに伝えていきたいです。

COMPANY

いわふね森林組合

す。40〜50代の先輩方でも、今なお、

常にチャレンジ！

増えました。今後も森や木の大切さにつ

するまでには何十年もの月日が必要で

き

環境が自分を成長させてくれます。

てくることができました。一児の母となり、

東北芸術工科大学 デザイン工学部
コミュニティデザイン学科1年
【出身校】新潟市立大形中学校、
新潟県立新発田商業高等学校

【出身校】村上市立村上第一中学
校、新潟県立村上桜ケ丘高等学校
森林環境系列
【趣味】フットサル、バイク

学校の勉強は一つの答えがあるけど、

11年経った今では、現場の責任者も務

Interviewer
本間真生 ほんま まさき

いわふね森林組合
森林整備技術員

で迷いましたが、高校3年生の夏、林業

頑張りぬく

ました。山のことをもっと知りたいとい

さいとう たくま

齋藤拓真 さん（20歳）

が強かったです。就職は造園業か林業か

女性だって出来ると信じて

き、体力もつくので一石二鳥だと思い

人間の力で荒れた森林を美しく生

いわふね森林組合・齋藤拓真さん

ボクたち
の生活と
森って
繋がって
いるんだ
ね

1 植える

森林の循環

き

3 伐る

伐採された木材は、家
づくりや家具、紙などの
材料として活用される

ター」HPをチェック！
！
COMPANY

新潟

林業

くびき野森林組合
木材生産のための植林や手入れ、
木材の伐採・搬出などの森林整備
を行う。上越・妙高地区が管轄。
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Become
a social worker
MIRAIS BOOK 4

JOB Category

JOB
JOB Category
Category

社会福祉／ソーシャルワーカー

School Teacher
Vol.4

教育／中学校教諭

MIRAIS BOOK 4

学校法人新潟青陵学園

新潟青陵大学

看護、社会福祉、心理などを学ぶこと
ができる２学部３学科からなる私立
大学。福祉心理学部社会福祉学科で
はソーシャルワーク、福祉ケア、
こど
も発達サポートの３コースに分かれ
各専門分野を学ぶことができる。

「ソーシャルワーカー」
になる未来編

新潟青陵大学

病気やけが、高齢や障がいなどを抱える人とその家族に
対し、悩み相談に乗り、医師などの専門家と協力をしな
がら生活課題の解決をするお手伝いが仕事。医療、福
祉、企業、行政、学校など幅広い分野で活躍しています

学んだことは実際の現場でどう役立っているんだろう？
学生×卒業生×先生によるトークセッション
卒業生

先生
おぎはら あや

くまくら ゆう

荻原 礼 さん

熊倉 侑 さん

看護福祉心理学部 福祉心理学科
心理カウンセリングコース ４年

はなざわかよ

【2014年卒】

河渡病院 ソーシャルワーカー
社会福祉士、精神保健福祉士
（看護福祉心理学部福祉心理学科）

ソーシャルワーカーをめざそうと思ったきっかけ

花澤佳代 先生

福祉心理学部社会福祉学科 准教授
精神保健福祉士

ソーシャルワーカーは社会の変化とともに
変化し続ける仕事

３年次の実習で、
精神障がいの方と出会ったのがきかっ

支援の対象になるのは障がい者など特定の人だけでは

けです。
実習先である施設の利用者の方から
「障がい者への

ありません。
生活課題の改善の相談に乗ることが仕事なの

差別・偏見をなくしたい」
と相談され、
その方を呼び講演会を

で、
誰もが支援の対象です。
例えば、
生活支援制度を知って

大学で企画しました。
障がい者の方が感じている思いを直

いて自分で申請できる人はいいのですが、
できなければ支

接聞き、
役に立ちたいと思うようになりました。

援します。高齢者支援が注目されがちですが、最近は子ど

私は高校生の時に見たTV番組です。
病院で働くソーシャ
ルワーカーの様子が紹介され、
そこで初めて知り興味を持
ちました。
もともと人と接するのが好きでしたし、人生の一
部に携われる仕事と知って素敵だなと思いました。

大学で学んでいること、
実際の現場で役立ったもの

地域の魅力を発信する
仕事がしたい！
と旅行会社へ就職

宮崎先生の人生チャート

ソーシャルワーカーは生活課題の
解決を支援するコーディネーター

センパイは進学先でどんなことを学んでいるんだろう、

学生

NOW!

大学時代
ヤップ島へいく

もの貧困問題も深刻で、
社会の変化とともに支援内容も変
わっていきます。知識と技術も重要ですが、
マニュアル通り
の支援ではない、人を大切に思う気持ちも大切。研修を受
けるなど就職後も学び続けることが求められます。

これからめざす中高生の皆さんへ

小４で野球
を始める

みやざきよしふみ

Uターン

生を
んな人
は、ど
生
？
な
先
か
宮崎
きたの
歩んで

宮崎芳史 さん（32歳）
新潟県立佐渡中等教育学校 教諭
【出身校】新発田市立本丸中学校 、
新潟明訓高等学校、早稲田大学
人間科学部人間環境科学科
【趣味】夏フェス、シュノーケル、
スキー、旅、まちあるき

高校３年生
社会科教員を目指し
受験勉強に打ち込む

28歳
高校教員
（社会科）になる

新入社員
１年目

普段は聞けない

Vol. 4

先生のお話

高校
１年生

佐渡中等教育学校の宮崎芳史先生から、
これまでの人生を振り返ったお話をじっくりお聞きしました。

「めげない、折れない、くじけない」
挫折がくれた自信

「本当の豊かさって何だろう？」
という問いが、
自分を突き動か
す原動力となっています。
大 学 時 代 、授 業で 出
会った仲間と「それぞ
れのカラーを活かして
環 境 問 題 に 取り組 も
う！」とつくったサーク
ル「ecolor」

甲子園に行きたくて明訓高校の野球部へ。
でも入学して渡さ
れた背番号は、新入部員40人中、35番目でした。満足に練習に
も参加させてもらえず、初めて味わった挫折。
でも監督の「自分
が本気で向き合ってることに、
自信を持て」
という言葉にハッと
して。本気でやるって決めて、誰よりも練習しました。
そうした
ら、１回だけAチームに入れてもらえたことがあって。
「自分は
成長できるんだ」
「自分の人生は自分の力で変えれるんだ」
って
実感を持てたことが、
その後のすべての土台になっています。

「出会い」を刺激に！

み
への取り組
企業の環境
タビュー
ン
イ
の
て
につい
ました
記事も作り

生徒と共に地域に飛び出す先生に

大学卒業後、旅行会社に就職しましたが、気配りや段取り

高校教員になった今、
生徒と一緒に地域の魅力を探り、
発信す

ができず１年目は本当に何度も叱られ続けました。
「これまで

る活動をしています。
佐渡の海を舞台にした音楽フェスなどのプロ

の人生は何だったんだ」
と思うくらい落ち込み、辛い毎日。
でも

ジェクトを生徒が企画・運営しました。
大切にしているのは、
ワクワ

成長する、結果を出すことでしか、
自信は取り戻せないんだな

ク楽しむ心と
「教育は感化」
という考え方。
人間は、
近くにいる人に

「精神保健福祉援助演習」
という科目での事例検討が印

ソーシャルワーカーは大変な仕事ですが、
人の役に立て

と気づき、必死に働きました。退職前、最後の添乗では、お世話

影響
（感化）
されます。
生徒に本気になってもらいたいなら、
言葉で

象に残っています。
精神障がいのある60歳の患者さんが30

るというやりがいも大きい仕事です。
人と接するのが好きな

になった高校の生徒さん達がサプライズで「栄光の架橋」を熱

はなく、
まずは自分が本気になる。
そして、
本気の人に出会わせる。

年ほど施設にいても病気が快復せず、退所できないのだ

人や相手を思いやる気持ちを持った人にこそめざしてほし

唱してくれて。
その時に改めて
「本当にいい仕事をしてきたな、

これからも営業で鍛えた段取り力やフットワークを活かし、
佐渡島

が、
ソーシャルワーカーとしてどのような支援ができるのか

いですね。
一緒に働く仲間になってもらえたら嬉しいです。

また次も頑張ろう」
と心から思うことができました。

内外の多様な人と生徒を出会わせながら、
「生きる・働くとは」
「豊

など、相談場面の事例を学生だけで話し合って発表しまし

ソーシャルワーカーは人生を楽しむことを応援する仕事で

た。
先生から不足している視点や考え方を教えてもらうと、

あり、
幸せになるお手伝いができる明るく前向きに取り組める

専門的な知識や見方を学んでいる実感がありました。

仕事です。
私たちと一緒に幸せになるお手伝いをしませんか？

大学での
「相談援助技術」
の演習は就職してから役に立ち

助の基礎的なものは現場へ出て大切だと気づきました。
医
療機関で働くなかでは、
大学で学んだ成年後見制度などさ

「豊かさとは何か」という問い
大学４年生の時に、
ミクロネシアのヤップ島に２週間ほど滞
在しました。ヤップ島は、
日本より経済的な発展は遅れている

ました。相談員として面談をする機会はとても多いのです
が、
例えば大学で習った
「バイステックの７原則」
など対人援

日本を飛び出し手にした、

かさとは」
という問いに向き合う機会をつくっていきたいです。
プロジェク
トを
企画した
生徒たち
と

心がワ
クワク
するも
それを のを探して
、
全力で
楽しも
う！

けれど、
そこに住む人たちはお互いを尊敬し合い、いつも笑

大学で学んだ
ことの
大切さは、現場
に出て
実感しました。

顔。皆が“幸せに生きる知恵”を持っていたんです。帰国して、
日
本に「経済的に発展している東京が良いところで、地方には何
もない」
という風潮があるなと思いました。
ヤップ島でもらった

まざまな知識も生きています。
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アプリで
リアル
情報を伝 タイムに
えます！

JOB Category

Mirais Knock
Vol.2

あこがれの仕事編

MIRAIS BOOK 4

Vol.02

あこがれのプログラマーに
会いに行く！
ー」のことを
「プログラマ
みたい！！
もっと知って

梧月くんがあこがれの仕事「プログラマー」に会いに、
新潟市中央区のフラー株式会社 畠山創太さんを訪ねました。
オフィスの見学とインタビューで見えてきたプログラマーのリアルを伝えます。

かねこ あつき

金子梧月です！

（新潟商業高校情報処理科2年）

梧月くんがプログラマーに興味を持ったきっかけは？

生徒会・商業クラブ に所
属しています。最近は国家
資格、基本情報技術者試
験の勉強をしています！

会社へ
式
株
フラー s GO !
Letʼ

中学2年生のときに、当時ネットで活躍していた人がプログラマーに

なったことがきっかけで興味を持ちました。何気なくやってるゲームか

ら、家電製品、
スーパーのレジと至るところに
「プログラム」が利用され
ていることを知り、将来は自分の作った
「プログラム」
で多くの人の役に
立ちたいと思うようになりました。

Mirais CROSS TALKING
よろしくお願いします！

どんなアイデアもカタチにできる

畠山さん

フラー株式会社

主にアプリの分析や開発などスマホビジネス
に関 する事 業を行っている。本 社 は千 葉 。
2017年1月に新潟拠点を開設。2016年12月
には、新潟創業アワードで優秀賞を受賞。

〒950-0917
新潟市中央区天神1-1 PLAKA3 2階
梧月くん

こんにちは
！

畠山さん

生活を便利にするサービスって、い
ろんな役割の人が関わっているんで
すよ。デザインする人とか、宣伝する
人とか。その中でプログラマーのメ
リットは、何かアイデアを思いついた
ら自分で形にして世の中に出すとこ
ろまでできるってところだと思いま
す。
プロデューサーとかだったら思い
ついても別の人に頼まなければいけ
ない。
でも、自分でできるってのが良
いですよね。
楽しいし。
最近どんなものを作りましたか？

ドを書きました。僕は越後線で通勤
しているんですけど、越後線ってすぐ
止まるんですよね。だからＰＣを開い
ているときにポチポチってすると”平
常運行”とかって出るっていう(笑)
いままでのプログラマーの印象と真
いままでは要望を
梧月くん 逆で驚きました。
受けてそのとおりに作るという受け
身のイメージだったけど、
自分で考え
たものを自分でつくるというプログ
ラマーもいるんですね。
フラーではみんな自立していて、
自分
畠山さん たちでこういうのやろうよって言って
動き出すプロジェクトもありますね。

アプリ開発

長岡花火
公式アプリ

僕らみたいなウェブプログラマーは
実力主義なところがあって、能力さ
畠山さん
え高ければ学歴なんて関係ないよ。
だがらどっちでもいいと思う。
まあ、
高校で就職するにしても進学するに
しても、やり直しはききます。就職した
らずっとその会社にいなければいけ
ないって思っている中高生って多い
と思うんだけどそんなことはなくて、
就職して、違うなって思ったら大学に
行けばいいし、大学に行って違うなっ
て思ったら大学を辞めて就職すれば
いい。
よそに行ってもやっていける能
力さえあればどこに行っても大丈夫
だと思いますよ。
就職したらずっとそこで働くのが一
やり直せ
梧月くん 般的だと思っていました。
るって聞いて、進路を考える上でとて
も楽になりました。

「リモートワーク」
ってなに？？
リモートワークにもいろいろ種類が
あると思うんですけど、僕の場合に
畠山さん
は基本的に新潟のオフィスで千葉本
社の人とテレビ電話やインターネッ
トを使って遠隔で働いています。
プロ

私が一番好きな道具

ありますよ。実は今実家で暮らしてい
て夕飯が早いんですよね。だから早
畠山さん
く帰って夕飯食べた後に時間がある
のでちょっと仕事をするみたいな感
じですね。お母さんが作った飯食っ
て、
よし、やるかみたいな(笑)一応、
コアタイムっていうのがあって10時
から15時までは会社にいてねってい
うルールはあります。僕は17時頃に
帰ってますね。基本的にはコアタイム
以外はいつどこで働いてもいいよっ
ていう話ですね。成果さえあげてい
れば。
今までコアタイムとか知らなかった
し、
ネットワークが発達した今だから
梧月くん
こそ家にいながらそれぞれの生活に
合わせて仕事ができるというのは魅
力的に感じました。
僕が知っているある会社は、エンジ
ニアはだいたい昼に出勤し
てくるん
畠山さん
ですよ(笑) 価値を生みさえすれば
いいっていう意味で平等な業界だと
思います。僕はそういうところがいい
なあと思います。

痛いです(笑)プログラマーという職業のイ

メージががらりと変わりました。パワーアッ
プしてまたフラーに訪れるという目標がで

畠山創太さん

プログラマーはこのプログラミング言語を用
いてコンピュータに命令を与えることでサー
ビスやアプリを開発している。畠山さんは2つ
に分かれている特殊な形のキーボードを使っ
ている。
自由に配置を設定できるそう。

梧月くん

畠山さん

一緒に働きたい人ってどんな人です
か？
「情熱を持っている人」
だなあ。
情熱か〜！

具体的には？
梧月くん

畠山さん

梧月くん

どうしてもこういうアプリを作りたい
んだっていう人が入ってきたらその
人の為に働いてもいいかなって思い
ます。
また、情熱さえあれば頑張って
勉強するでしょ？そしたら能力は後
からついてきます。
自分で作ってみた
んですけど、
どうでしょうか！ってくら
いの情熱が欲しいですね。でたらめ
でもいいから(笑)
資格やスキルではなく、
なによりやる
気が一番大事なんですね！僕も高校
生のうちにあったらいいなと思うソフ
トやアプリを自分で作ってみます！
！

緊張しましたが楽しい時間でした。パワーアップ

あこがれていた仕事の人から貴重なお話

を聞けて終始にやけてしまいました。頬が

はたけやま そうた
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梧月くん

きました！何か作ってみようと思います。

プログラマー
長岡高等専門学校卒業
後、首都大学東京に編
入。大学卒業後、2014
年新卒でサイバーエー
ジェントに入社。2015年
フラー株式会社新潟拠
点チーフエンジニア。

自宅での仕事はないんですか？

こんな人と一緒に働きたい！
！

お話を終えて

梧月くん

最近だと、
ＪＲの越後線がちゃんと運
行しているかどうかを調べるコマン

グラマーはどこでも仕事ができます。
ただ、
コミュニケーションをとるのが
対面よりも大変ですかね。

高校を卒業したら、
就職と
進学どっちのほうががいい？？

フラーが開発した長岡花火の公式アプリ。
イベントアプリとしては珍しく年中情報を提
供することが特徴的。大会時はチケット販
売、観覧席情報、当日の道路の混雑情報な
どを簡単・手軽に知ることができる。

「あこがれの仕事」
に
出会ってみたい
中高生を募集します！

畠山さん

しなくてもまたフラーを訪れてください。

も
これから
梧月君、 ラマーを
グ
ロ
素敵なプ 張ってね！
頑
目指して

将来目指している職業があり、実際にその仕事についている社会人と会って話してみたいという中高生を
募集しています。希望する中高生の皆さんはみらいずBOOK編集部（みらいずworks)宛てに
「氏名・学校
名・学年・住所・電話番号・あこがれの仕事・なりたいと思った理由」
を書いてお送りください。

※職業によっては希望に添えないこともあります。
応募いただいた内容から選考の上、
決定させていただきます。
あらかじめご了解ください。

Mail：info@miraisworks.com ／ Tel&FAX：025-211-8383
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The MY WAY
Vol.4
MIRAIS BOOK 4

JOB Category

パッケージクラフト作家

これぞ 第4 回
ワタシの
生きる道

コラボレーション企業

企業や団体とも

「パッケージクラフト」
を
日本文化として世界へ広めたい！

株式会社 明治様

「こうさくハウス」

コラボレーション
パッケージクラフトの創作活動を、子供から
大人まで楽しめるものとして企業や団体と

新潟県上越市生まれの高橋さんは、捨ててしまう食品の空き箱
を使ったアート「パッケージクラフト」の生みの親。上越市を拠
点に全国で個展を開催し、食品メーカーとのコラボや、パッ

●パッケージクラフト開発
●作り方説明の作成
●3D映像の作成

もコラボレーションして開発／提案していま

●店頭用ポップの作成

す。パッケージクラフトの可能性は無限大！

●リーフレットの作成

ケージクラフトの楽しさを伝えるワークショップにも力を入れて
います。学生時代の趣味からはじまり、諦めずに続けてきた事

｜パッケージクラフト作家｜

で今の道にたどり着いた高橋さんの生き方を聞いてきました。
一般社団法人日本パッケージクラフト協会 代表理事
たかはし かずま

高橋 和真さん（44 歳）
【出身校】上越教育大学学校教育学部附属中学校、新潟県
立高田高等学校、東北芸術工科大学デザイン工学部生産
デザイン学科、東北芸術工科大学大学院芸術工学研究科
【趣味】紙工作、読書

cut line▶

アトリエの棚に
ズラリと並ぶ
精巧なクラフト

COMPANY

一般社団法人日本パッケージクラフト協会
空き箱を利用し工作するパッケージクラフトを子供から大人まで楽し
める活動として社会に発信し、
ものづくりや資源の再利用に貢献する
ことを目的に活動。
全国でワークショップや展示会を開催している。

www.packagecraft.org

好きなことを選んで生きる

です。デザイナーが苦労して作り上げたイラストや文字を隠し

fold line▶

父の影響で高校生の頃まで部活動の傍ら、折り紙をしていま

「人との縁」のおかげで仕事が生まれる

なく、もらった仕事を面白がること、楽しもうと工夫すること

パッケージクラフトの作品を展示会で発表したことがきっかけ

を心掛けています。どこで何がつながるかわからない、だか

で青森の作家から美術館で個展をやらないかという紹介をさ

らこそ人とのご縁は大事にしたいですね。

した。当時からものを作ることが好きだったんです。進路を

てしまうのはもったいないと感じて。空き箱のデザインをその

考えたときも、そのまま何かをつくることができる美術系大学

まま面白く活かすということを考えてつくるようになりました。

に進学を決めました。そこでパッケージデザインの製作工程

大学卒業後、会社に就職するのではなく制作活動に打ち込み

にワークショップをやってくれと言われたんです。これまで自

を知る機会があり、空き箱のデザインを活かした作品が出来

ました。この道を選んで食べていけるだろうかという不安も

分で作品をつくるだけだったので、他の人に教えて楽しんで

今後は他の作家の方たちと一緒に展示会をやったり、パッケー

ないかということを考え始めました。従来の空き箱工作は上

当時ありましたが、自分が社会人として続けられることは何

もらうということは考えていませんでした。その時はたくさん

ジで遊ぶという文化を広めること、パッケージクラフトを「折り

かと考えたら、これしかできないとも感じていました。

準備をして上手くいき、嬉しかったですね。それ以降も人の

紙」のような日本の文化の一つにしていきたいと考えています。

から紙を貼ったり、色を塗ったりしてデザインを隠していたん

パッケージクラフトって？
空箱工作とは違い、市販の商品パッケージに印

文字の「T」を
ロボットの耳に！

刷されたキレイな色や模様、デザインを最大限
に活かし新たな命を吹き込むのがパッケージク
ラフト。作り手の思いの詰まったデザインを生

れました。個展をすることに不安は無かったのですが、同時

紹介で各地で展示会やワークショップを開催することができま

まずは、子どもたちの夏休み工作の定番として、パッケージク

した。活動をするうちに、食品メーカーやイベント会社など

ラフトを広めたいですね。最近は海外でもワークショップを行

企業からも仕事をもらえるようになりました。好きな事を仕

うようになり、世界にも発信したいと思っています。目先のこ

事にしてきましたが、希望とは違う依頼がきても断るのでは

とだけにとらわれず大きな夢をもって続けていきたいです。

ベトナムで開催された
もったいないワークショップ

国内外各地で
ワークショップを開催

食品メーカーとの仕事でベトナムでも
ワークショップを開催。創作活動の楽し
さは言葉の壁を越えて伝わりました。

かすために、
３つのルールを設けています。
1 1パッケージ1作品
2 パッケージは出来るだけ使い切ること
3 文字は読み取れるように心がけること

の
レート
チョコ ージが
ケ
パッ
変 身！
クマ に

箱のデザインを生かして
生まれたロボット！

ボディは開閉でき、
成 分 表も見ること
ができます

パッケージクラフトを全国、世界へ

毎月新潟市のショッピングモール
でもワークショップを行っています。

で
ゃうもの
捨てち
が
作
い 品
にすご
こんな
！
んだね
できる

このページは新潟県労働金庫様
との協力で制作しました。
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みらいずQuestion
Q.1

日付

年

月

日

年

組

番

氏名

載っていた大人の生き方・働き方、やりがい、価値観が

これまでのあゆみ振り返りシート
1

と思った言葉や内容はなんですか。

自分の将来のありたい姿は、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。
これからも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！

人生チャートを書いてみよう

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、
辛かった度合で点を打ち、
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

さんの

さんの

と思った理由は？

Q.2

特集１「ＩＴによる仕事の変化」Ｐ２〜４を読んで、
自分の生活や将来の仕事に関連しそうだなと
思ったことは？また、
その理由を書き出そう

自分の生活や将来の仕事に関連しそうだと思ったこと

Q.3

0

と思った理由は？

2

今（

今につながる体験BEST3

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

その理由

特集１「ITにクローズアップ」、特集２「REALな課題とNEWなチャレンジ」、特集３「この技術をCHECK！」
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。

3

1

2

3

選んだ理由や、
そこから学んだこと

選んだ理由や、
そこから学んだこと

選んだ理由や、
そこから学んだこと

4

自分への一問一答
人生チャートやこれまでの体験も思い返しながら、
一問一答に答えよう

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

34

」

コラムタイトル「

）歳

」

好きなこと

楽しかったこと、感謝していること

つらかったこと

影響を受けたこと

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？

気になること、関連して調べてみたいこと
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キャリア教育協力企業リスト

バックナンバー紹介
VOL.1
2014年5月発行

業種／会社名

1

VOL.２
2015年4月発行
【掲載企業】

【掲載企業】

株式会社スノーピーク（製造／アウトドア用品）

三幸製菓株式会社（製造／食品）

2

株式会社玉川堂（製造／鎚起銅器）

新潟綜合警備保障株式会社（サービス／警備）

株式会社廣瀬（建設／土木建築）

金井度量衡株式会社（商社／機械）

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））

ナミックス株式会社（製造／化学）

総合リハビリテーションセンター・みどり病院（医療・福祉）

菊水酒造株式会社（製造／食品）

新潟県労働金庫（金融）

株式会社アークベル（サービス／冠婚葬祭）

株式会社新潟日報社（マスコミ／新聞）

NST（マスコミ／放送）

税理士法人石田経理事務所（サービス／会計）

株式会社博進堂（製造／印刷）

3
4

防衛省自衛隊新潟地方協力本部（その他）

VOL.３
2017年3月発行

みらいずBOOK
活用ガイドもチェック！

【掲載企業】
株式会社市民調剤薬局（医療・福祉）

進路を考えるワークや職業インタビューな

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）

ど、みらいず BOOK をさらに活用できる方

麒麟山酒造株式会社（製造／食品）

法をまとめた活用ガイドもご用意しました。

株式会社福田組（建設／総合建築）

専用ワークシートもホームページでダウン

島津印刷株式会社（製造／印刷）

ロードができますので、ぜひご覧ください！

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）

5
6
7

9

「みらいずBOOK」をつくっている、
みらいずworksとは？

を
チャレンジ
中高生の るんだね
い
応援して

11

「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。

1

サポート

サポート

2

サポート

3

10

12
13

４

サポート

SPiRALへの参加者
随時募集中！
最新情報は
＠SPiRAL̲2017
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事業内容／連絡先

医療・福祉

一般財団法人

和田徳伝会

建設

緑あふれる美しい環境を次代へ伝えていくことを、私たちの使命としています。

総合スーパー

イオンリテール
株式会社

製造

お客さまの暮らしを総合的にサポートし新たなワクワクを提供する総合小売業「イオン」。
※ご要望の際は、各店舗にお問い合わせください。http://www.aeonretail.jp/

人々の安心・安全な生活を支える「屋根の下の力持ち」。屋根金具メーカーです。
長岡市与板町本与板 45 ☎0258-41-5266 http://sakata-s.co.jp/

サービス

未来を担う子供達の心身の健全育成支援と、成人の健康増進業＆生きがいづくり支援業。

アクシースイミング

新潟市西区寺尾 10-2 ☎025-269-2555 http://www.2555.co.jp

製造

新潟の地下に埋蔵する太古の海水「かん水」から水溶性天然ガスとヨウ素を生産しています。
黒埼事業所

建設

新潟市西区黒鳥 1450 ☎025-377-7131 http://www.tohoearthtech.co.jp

性能×デザイン×保証で愛着が湧く家づくり。新築、リノベーション、介護・環境事業等。
新潟市中央区美咲町 1-9-48 ☎025-285-1112 https://www.asahi-alex.co.jp/

商社

山津水産

運送サービス業

新鮮で良質な水産物を安定供給し、食生活の新しい明日を拓きます。
新潟市江南区茗荷谷 711 新潟市中央卸売市場中央棟３Ｆ ☎025-257-6600 http://yamatsu-suisan.com/

家電家具配送（家具設置・家具組立）・家具工事（エアコン・照明・ウオシュレット・その他）。
村上市山辺里 164 ☎0254-52-2308 http://www.mitoku.org

製造

各種発電施設・半導体製造・医療機器関連の金属部品加工の請け負い加工業です。
燕市小関 681-18 ☎0256-63-8622 http://www.hasehiki.co.jp

業務用厨房用品や家庭用キッチンツール、アウトドア用品、
環境に配慮した木質ペレットストーブの製造。

製造

燕市小関 670 ☎0256−63−5854 http://www.shin-works.co.jp/

製造

あられ・おせんべい・お餅・鏡餅・ごはん 安心で安全な食品を未来へ繋ぐ。
長岡市呉服町 1-4-5 ☎0258-32-2358 http://www.echigoseika.co.jp/

林業

くびき野森林組合
林業

いわふね森林組合

組合員様の山林を主体に健全な山づくりを目指して間伐等の森林整備。
上越市青野 2741 ☎025-520-6200

地域の森林所有者の山を守り、育てる仕事。
村上市羽黒町 2-38 ☎0254-52-1593

5

10 6

大学生と一緒につくる高校の授業。
大学生が進路選択のきっかけや壁
をどう乗り越えたかなどについて紙
芝居を使ってプレゼンした後、高校
生と語り合います。
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職場体験やインターンシップの
事前事後学習

中高生みらい探究ラボ
SPiRAL

中高生が身近な課題を見つけ、それ
を探求しながら、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。

職場体験やインターンシップに行く
前に、質問してみたいことや自分
が学びたいことを話し合う事前学
習や事後に体験をふりかえる授業
を運営しています。

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。

職業講話

新潟市中央区礎町通三ノ町 2128 ☎025-223-6685 http://www.wada-gr.co.jp/

発 行 人 ：小見まいこ
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集 ：本間莉恵、山本一輝、角野仁美

デザイン ：山賀慶太、加藤歩美（Pデザイン研究所）
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地域課題解決型
キャリア教育

体験実績

豊かな愛情をもって、子ども一人一人を大切にした保護者や地域に愛される保育園を運営。

1

みらいずトーク

職場体験

新潟市中央区神道寺 2-2-10 ☎025-242-2711 http://www.green-s.co.jp/

8

株式会社バウハウス（サービス／清掃）

みらいず BOOK vol.4 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

ライタ ー ：伊藤亜弥、横尾文子、堀川愛理
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8

協

東区

vol.4

印

力 ：河合祥希、本間真生、荒井美雪
刷 ：島津印刷株式会社

第４号／平成３０年１月30日発行

発行：特定非営利活動法人みらいずworks

〒950-2044新潟県新潟市西区坂井砂山2-18-2
TEL&FAX

025-211-8383

MAIL：info@miraisworks.com

http://www.miraisworks.com/
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みらいずBOOK第4号は、
「 新潟で働く楽しさや

新 潟で 働く大人と出会い、

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、新潟県内

自分らしい“みらい”を見つける

の高校生、ならびに新潟市・新発田市・胎内市・
村上市・関川村・阿賀町・弥彦村・三条市・燕市・
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長岡市の中学生に無料でお届けしています。
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もあるよ
みらいずBOOK「WEB版」
イベント情報もこちらから！
詳しい内容は みらいずBOOK
Twitter でも発信中
＃みらいずBOOK で検索！
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