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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 合川精密株式会社 

 

代表者 代表取締役社長 渡辺 恒広 

住 所 秋田県北秋田市川井字松石殿

1-343 

ＴＥＬ 0186-78-4177 

ＵＲＬ http://www.aikawaseimitu.co.jp 

 

主な事業内容 

シチズン製の腕時計カレンダー印刷及び組立工程を弊社にて全量生産しております。 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

当社の親会社であるシチズン時計マニュファクチャリング株式会社の子会社でシチズン製の腕時計

のカレンダー製造を行っております。会社は４５人とあまり多くはありませんが、日夜 QCD（品質・コ

スト・納期）パフォーマンス向上を目標に活動しております。また、従業員のほとんどは北秋田市民で

通勤時間も２０分以内の方が大半を占めています。 

カレンダーの生産ですので直接お客様から見える場所に製品がありますので品質に対する要求は厳

しく、組織内のチームワークが欠かせない職場となっております。 

   

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい 

新人（１８歳）から５９歳まで幅広い従業員が在籍し仕事の問題点や課題を職場全体で対処しサポー

ト体制は万全と考えます。福利厚生面でも充実したものとなっており、また慰安旅行や各種イベントを

企画し、コミュニケーションアップにつなげております。皆さんの先輩も張り切って頑張っております。

一度見学にお越しください。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

当社はシチズン時計の部品製造に特化しておりますので、子会社の各社と情報連絡を密に行い、本社

の方針に沿った活動を推進いたします。若い人も自分の考えを提案し、また提案しやすい環境作りを目

指して企業の成長につなげていきます。 

特別な資格等はありませんが品質に対する認識や知識を高めるため、品質管理検定の取得を全子会社

で推進しております。 

事業内容 製造業（シチズン製の腕時計用カレンダー印刷、組立） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 秋田ウッド株式会社 

 

 

※社屋の写真 

 代表者 代表取締役 佐藤 清忠 

住 所 秋田県大館市白沢字松原 570 

ＴＥＬ 0186-47-2230 

ＦＡＸ 

ＵＲＬ 

0186-47-2231 

http://www.akitawood.e-const.jp/ 

 

＊主事業内容 

『AO-MWood』は、リサイクル木材とプラスチックを利用した再生木材です。木の特徴とプ

ラスチックの特徴をあわせ持ったハイブリッドなリサイクル素材です。エコな素材として

近年、さまざまな用途に使用され注目されています。（再生複合材の製造・販売） 

１ 業界全般の魅力・強み 

私たちの工場は、近隣地域その他日本国内から排出される廃木材とリサイクルプラスチ

ックを原料にした 100％リサイクル素材「AO-MWood」を生産・販売しています。天然木の

弱点を克服し、屋外の景観に木の風合いを演出できる AO-MWood は、高品質であること、資

源循環型社会に貢献する素材であることが認められ、日本全国はもとより海外へも広く出

荷されています。 

   

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

・工場内では、多能工制をとっており、各人が様々な作業に当たっている。そのた
め、若い人たちでも、どの作業にもチャレンジできる。 

 ・日本全国～海外と広く出荷している。 
 ・日本工業規格ＪＩＳ認定工場である。 
 ・国内ＮＯ．１の建材メーカーへ納品しており、品質等の面で認められている。 

皆さんと同じく若い会社です。進化し続けるために日々挑戦しています。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・明るく元気にあいさつができる人。 
 ・前向きに物事を捉え、積極的に関わることができる人。 

事業内容 製造業（木材・プラスチック再生複合材） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 秋田グルーラム株式会社 

 

代表者 代表取締役 畠山 智 

住 所 大館市花岡町字七ツ館１番地 

Tel/fax 0186-46-1100,0186-46-1105 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.akita@glulam.net 

 

＊主事業内容 

集成材製造・プレカット加工・設計・躯体工事 

1 業種（業界）全般の魅力・強み 

集成材には、従来の木材にはない「幅、厚さ、長さを自由に接着することで長大材や湾曲材を

製造することが可能。計算された強度を確保し、耐火性能にも優れている。国・県等の公共建物

にも木材の使用を推奨しており、木材の利用促進が進められている。 

 

   

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい 

大・中・小断面集成材の製造を中心に、非住宅建物の設計業務からプレカット、躯体工事に至

るまで一気通貫の請負業務を得意とする東北でも屈指の企業です。物作りに興味や関心のある

方、「ニプロハチ公ドーム」のような地域で誇れる非住宅物件の製造および建設業務に参画して

みませんか。 

ニプロハチ公ドームに、タクミアリーナなど地元を代表する公共物を含め、東北各地の多数の公

共建物を建築しており、ラミナ材（板材）が公共建物へ変貌する醍醐味を経験することである。 

 

 

事業内容 製造業（集成材製造・プレカット加工・設計・躯体工事） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 秋田工業 株式会社 

 

代表者 代表取締役 米川 勝廣 

住 所 秋田県北秋田市阿仁萱草字地蔵岱

４３ 

ＴＥＬ 0186-82-3333 

ＵＲＬ http://akita-industrial.co.jp  

＊主事業内容 

半導体製造装置、医療機器、介護福祉機器などに組み込まれる板金筐体、精密板金部品の製造 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・当社は、日本が世界に誇る半導体製造装置や介護・医療機器に必要とされる精密板金加工製品を

製作しています。 

・特にスマートフォン、人工知能（ＡＩ）、自動車の自動運転化などに必要な半導体は高性能化し

ており、それに伴い製造装置の需要はますます増えていくものと予想されています。 

・私たちは、精密板金加工を通じて世の中を豊かにする“縁の下の力持ち”であることを誇りに思

っています。 

   

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

   ・２４時間稼働可能な最新鋭のプレス機、レーザー加工機を導入し高い生産性を誇っています。 

  ・ステンレスを主体とした高精度な曲げ加工技術、ゆがみが少なく見た目が美しい溶接技術を保有

しています。 

  ・国家技能検定などの資格取得を奨励しています。 

  ・高い技術・能力を持つ人は、年齢に関係なく昇進・昇級のチャンスがある。若い人のチャレンジ

を応援しています。 

  ・地域社会に貢献しながら今後５０年先も繁盛し続ける企業をめざしています。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・地域を愛し、地域を支えていく自負のある人・新しいことに積極的でチャレンジ心あふれる人 

 ・根気よく、じっくりと物事に取り組むことができる人 ・「時は金なり」時間を意識できる人 

 ・元気よくあいさつができ、コミュニケーションを深め人との関わり合いを大切にする人 

 

事業内容 製造業（一般機械器具製造） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 石垣鐵工 株式会社 
 

 

代表者 代表取締役 石垣 勝康 

住 所 大館市二井田字前田野５番地２ 

Tel/fax 0186-59－8102，0186-59-8103 

ＵＲＬ http://kaidan.biz/ 

＊主事業内容 

鉄骨階段、手摺（らせん、デザイン、階段室鉄骨）、スパイラルスロープ（避難用、観覧用、駐車場） 

１ 会社の特色 

長年の経験による高い技術と磨かれた感性で３ＤＣＡＤ（コンピュータによる設計）システムを駆使

した、今まで以上に難しい形状のモノを作業合理化による高いコストパフォーマンスを活かしながら製

作し、お客様からのあらゆるご要望に全力でお応えして行きます。 

 

花善 

 

南が丘こども園 

 

市立病院 

２ 生徒さんへのメッセージ 

 《会社の目標》 

“美しい階段創り世界一”を目指し信頼のできる人間を作り、仕事を通じて社会に貢献する 

私たちは、鋼製階段・手摺の専門メーカーです。中央支柱のないらせん階段や個性的なデザ

インの手摺などに、高い技術力と手間暇を惜しまずに挑戦し続けています。 

私たちが目指しているのは、それぞれの持ち場で、ひとり一人が「階段創りのプロ」になる

こと。どんな難しい仕事にも果敢に挑戦するチャレンジ精神が自慢でもあります。日々、挫

折や失敗の連続ですが、完成したときには悩んでいたことが吹っ飛びます。街で自分たちが

手がけた階段を目にすると思わずニヤッとしちゃいます。こんな風に創り上げた階段・手摺

を“美しい”と感じてくれたらそれは私たちにとって最高の褒美となり励みにもなります。 

まだ、ちょっぴり先かもしれないけれど、何の仕事をしようかなと考えたとき少しでも思い

出してください。挫折や失敗もあるけれど、やりがいを感じられる会社であったなと。チャ

レンジし続けられる、自分で成長したなと感じることができる会社であったなと。 

それは、“美しい階段創り世界一”を目指してただ今進行中の石垣鐵工株式会社です。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

挫折や失敗をしてもチャレンジした証と思える前向きな人。美しい階段作り世界一をともに目指し、強

い意志と責任感をもって職務にあたることができる人。 

 

事業内容 製造業（鋼製階段・手摺（てすり）の専門メーカー） 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 株式会社 大館工芸社 

 

代 表 者 代表取締役 三ツ倉 和雄 

住 所 秋田県大館市釈迦内字家後

29-15 

T e l / f a x 0186-48-7700,0186-48-7711 

ＵＲＬ http://www.magewappa.co.jp 

＊主事業内容 

日本三大美林である、秋田杉を使用して郷土の工芸品「曲げわっぱ」を製造しております。 秋田杉

のお弁当で食べるご飯はおいしいですよ！ 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・大館曲げわっぱは、１９８０年国の伝統的工芸品の指定を受けた。 
 ・秋田杉工芸品として、またお弁当箱などの実用品として、特に最近はお弁当ブー

ムもあって全国的に広まっている。 
・経済産業省の海外展開の支援プロモーションイベントがほぼ毎年行われている。 

 ・海外でお弁当の習慣は少なく、木の器は珍しがられ注目を集めている。 

   

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・伝承される技を活かし、時代に合った日々の生活を彩る器として新たな商品開発
に取り組んでいる。 

・当社社員の中に５名の伝統工芸士がおり、毎日制作に励んでいる。 
 ・グッドデザイン賞２６点受賞、ロングライフデザイン賞複数受賞。 
 ・弁当は、使う形や大きさも様々で、より使いやすい物へと変化していきます。当

社は大館曲げわっぱを、世に送り続ける使命があると考えております。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・地域を支える一員になる自覚のある人財 
 ・明るく前向きで積極的にコミュニケーションを図ろうとする人財 
 ・明るく元気にあいさつが出来る人財 ・みんなで協働できる人財 
 ・地元を誇りに思い、地元を元気にしようとする人財 
  ・入社してから資格を取得しようとする意欲のある人財 

 

事業内容 製造業（曲げわっぱ製造・販売） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 株式会社 大館製作所 

 

代表者 代表取締役 中田 直文 

住 所 秋田県大館市大茂内字中瘤之木岱 

４９番地の１ 

ＴＥＬ 0186-48-3321 

ＵＲＬ http://ohdate.jp 

 

＊主事業内容 

  鉄道信号保安用品設計製作、環境機器設計製作 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・鉄道信号業界は、鉄道の安全な運行を支える上では、なくてはならないものです。
お客様の安心安全のための製品作りには、永年の技術、実績が求められ、全国的に
見ても似たような会社が少ないことが特徴です。 

  ・もう一つの主力である環境関連製品は、｢水をきれいにする｣という特徴があり、私
たちの生活を支えています。 

   

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・今年10月で創立１００周年を迎える大館市内でも歴史の長い会社です。 
  製品の設計、加工、組立といったものづくりに関する様々な技術をもった社員が働

いています。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・元気にあいさつできる人 
 ・向上心のある人 
 ・協調性のある人（協同でものごとに取り組む） 
 ・相手のことを考えられる人 

 

 

事業内容 製造業（鉄道信号機材） 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 ㈱小滝電機製作所 

 

代表者 代表取締役 伊藤春美 

住 所 大館市釈迦内字上袋 6番地６ 

ＴＥＬ ０１８６－５９－７１３１ 

ＦＡＸ ０１８６－５９－７１３２ 

ＵＲＬ http://www.otaki-elc.co.jp/ 

 

＊主事業内容 

車載用 LED 基板の生産とその工程に必要な機械装置や治工具の設計や電気制御、ロボットのプログラミ

ミング等。 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

・自動車やオートバイ用のヘッドランプや外装用標識□（ウインカー、ストップランプ、クリ

アラスランプなど）を生産している車載一次メーカーから直接受注している。取引先では、

東北で唯一の拠点となっている。今後ますますのＬＥＤ基板の需要が増えていく。 

・生産品種は 160種類以上、国内自動車メーカー全社に供給され、およそ 100車種以上の車に当社 

生産品が搭載されています。トヨタＣ－ＨＲやプリウス等、人気の新型車にも使われています。 

・年間生産数は 15年度の 800万個から、16 年度は 1,200万個となり、17年度は更に 1,500 万個と、 

毎年過去最高を更新する事を目指しています。 

   

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

・弊社は自動車やオートバイ用のヘッドランプや外装用標識灯（ウィンカー、ストップランプ、ク 

リアランスランプなど）を生産している車載一次メーカーから直接受注している会社で、取引先 

では東北で唯一の拠点となっています。 

・２年前に第２工場を増設し、従業員も現在２００名体制。中には、ベトナム研修生も昨年 

１０名、今年１０名と増やす方向。今年中に第三工場を建設する予定です。 

ものづくりに興味がある、やる気のある方、是非当社で一緒に頑張ってみませんか？ 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・明るく前向きで積極的にコミュニケーションを図ろうとする人 

・元気でやる気がある人    ・コミュニケーションが図れる方 

 

事業内容 製造業（電子部品の各種機器設計、開発） 



9 

 

 

企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 株式会社 サンテックス 

 

代表者 代表取締役 霜野武志 

住 所 大館市岩瀬字羽貫谷地２０番地 

Tel/fax 0186-54-0050,0186-54-6832 

ＵＲＬ http://san-tex.jp 

 

＊主事業内容 

・図工･美術の木工･木彫教材の製造と超軽量紙粘土の製造 

・受注代行業務 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

株式会社サンテックスは、図工・美術教材総合メーカーとして、「クラフテリオ」ブラン

ドの木彫・図工教材と超軽量紙粘土「Ｋクレイ」の生産を行っている会社です。子供たち

の成長に寄り添える仕事です。また、親子で楽しめる様々な商品も提供しています。 

徹底した清掃による環境整備活動と、経営計画書に基づいた全員参加の経営で、社員が

生き生きと活躍する小さくても存在感のある企業をめざして業務に取り組んでいます。 

   

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい 

・高品質で環境に優しい商品作りを心がけ、ISO 9001,14001 をダブル認証しました。 

・企業テーマは「子供たちの喜ぶ顔が見たくて・・・それが私たちの働きがいです。」です。

また、若手社員も生き生きと活躍できる職場を目指して取り組んでいます。 

夢で溢れた楽しい職場で一緒に働きませんか？ 

 是非一度、会社見学にいらして下さい！！お待ちしています♪ 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・明るい笑顔で、すぐに行動出来る人 

・価値観を共有出来、コミュニケーションを図れる人 

・元気で素直な人 

 

事業内容 製造業（図工･美術の教材製造・販売） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 株式会社 白崎製作所 

 

 

 

※社屋の写真 

 

代表者 白崎 將 

住 所 秋田県北秋田市綴子字前野 205-2 

Tel/fax 0186-62-2885,0186-62-2895 

ＵＲＬ http://www.shirasaki-mfg.co.jp/ 

 

＊主事業内容 

ＣＡＤ／ＣＡＭ（コンピュータによる設計）を使用した図面作成から、マシニングセン

タ－、ＮＣ旋盤、精密微細加工機を使用しての様々な製品加工、検査、梱包、出荷と一連

の業務を行います。 

ライン生産とは違い、毎日異なる製品を作ることが多い仕事です。 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

・プラスチック加工全般 ・ＣＡＤ／ＣＡＭによる設計、製作 

・電子部品や車載向け、医療向け 

など多種多様な分野へ貢献しております。高い技術力と若い力と自由な社風が自慢です。 

大手企業からの注文も多く、安定的な経営を行っております。 

 

 

※写真 

 

 

 

 

 

※写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい 

一人ひとりの個性を伸ばし、男女問わず仕事に取り組んでいける環境が整っています。

また、産休や育休の制度もあります。電子消耗副資材を日本トップメーカーより採用い

ただいております。若い力で一緒に白崎製作所で働いてみませんか!! 

３ 将来必要とする人材像、製品【サービス】の将来展望など 

相手の立場に立って考えられる人、 

改善・問題解決の意欲がある人、 自分から行動出来る人 

ちょっとした気配りが出来る人、 明るく活き活きとした人 

 

 

事業内容 製造業（プラスチック製品加工業） 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 新東北メタル株式会社 

 

代表者 代表取締役社長 平岡 久 

住 所 北秋田市綴子字上台１２１－２ 

Tel/fax  0186-62-2381, 0186-62-2387 

ＵＲＬ https://www.shintohokumetal.co.jp/ 

＊主事業内容  鉄スクラップを原料に、電気炉で溶かして鋳型に流し込むことで、鋳鋼部品を製造し

ます。当社で製造している鋳鋼部品には、超大型建機部品、大型プレス機などの産業機械部品、ドーム

形状などの建築金物、造船部品などがあります。 

１業種（業界）全般の魅力・強み 
 鋳物の歴史は、紀元前４，０００年にさかのぼります。溶けた金属を型に流し込むことで鋳

物を作るという手法は、太古から現代までその原理に変わりはない。しかし様々な技術開発が

図られており、現在も進化しつつある。素形材とも呼ばれるようになった鋳物は日常生活から

産業機械、建築物等ありとあらゆる場所で使用されており、社会を支えている。 
会社の方針は、日立建機 (株 )のグループ会社として、鋳造技術を活用した鉱山用超大型

ショベルやダンプトラックの部品製作を通して、広く社会に貢献することである。  

当社は地元、北秋田市でおよそ６０年続いている。内部欠陥が付きものであった鋳鋼

品を、現在では３Ｄ -ＣＡＤ（コンピュータによる設計）を用いた鋳造シミュレーショ

ン技術を利用して、より健全な製品生産としている。  

仕事の中身としては、方案設計、溶解、鋳込み、仕上、機械加工、検査、出荷と多種

の業務がある。これからも地域社会から日本そして世界に製品を提供していきたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜鉱山用ダンプトラック＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜超大型ショベル部品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜溶解炉からの溶鋼取出し＞ 

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい  

当社は１９５３年に鷹巣で創業した鋳物会社です。現在は、日立建機（株）のグループ会社 

の一員として、超大型のショベルやタイヤの直径が約４ｍのダンプトラック等の鋳鋼鋳物には欠

陥が出来やすく、それを防止するために凝固シミュレーション等のＩＴ技術を駆使していますが

、個々の作業員の技量がそれを支えています。また、鉄のリサイクルにも大きく役立っている会社で

す。私たちと一緒に世界に誇れる部品製造をしていきましょう。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・何事にも興味をもって、改善を楽しんでやろうという人材 

・明るく元気にあいさつができる人材 ・地元を誇りに思い、地元を大切にしようとする人材 

 ・いろいろな資格を取得し、自分の能力を高めようとする人材 

事業内容 製造業（鋳鋼部品素材製造） 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名  

 

代表者 代表取締役 虻川東雄 

住 所 大館市釈迦内字稲荷山下 19-1 

Tel/fax 0186-48-6000, 0186-45-2046 

ＵＲＬ http://www.toko-akita.co.jp/ 

＊主事業内容 

○建築、土木、プラント分野の鋼構造物製品をはじめ自動機械、精密プレス金型などの設計製作や各種

工事、保守メンテナンスまで、専門特化された１１事業部体制で全国のお客様のニーズにお応えします。 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

・建物や橋など様々な構造物を生み出し地図に残り、後世に残る仕事ができます  

・街づくりに関わり、人々の暮らしを支える仕事、道路や鉄道、ダム建設や発電所建

設など災害対策や復興支援などに携わることができ、社会の役に立てます  

・テクノロジーの進歩は、私たちの仕事も生活も大きく変え、ドローンやロボットな

ど世先端の技術に触れ、時代の変化を体感できる喜びがあります。  

 ・大きなもの、難しいものを作り上げるためには様々な経験と技術をもった人が必

要です。たくさんの人と協力して物事を成し遂げていく喜びがあります。  

 

ＴＯＫＯドーム 

 

農業用ドローン 

 

南極で活躍する社員 

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい  
・日本の大規模な建設工事の他、大館ニプロハチ公ドームや秋田市体育館等デザイ

ンが特徴的な構造物の建設に携わり、技術と総合力を生かした仕事をしています  
 ・南極にある日本の観測基地へ納入されている「ＴＯＫＯドーム」とはじめ、話題の｢

農業用ドローン｣や｢タイヤ試験機｣など自社製品を世界に向けて発信しています。  
 ・常に新しいものづくりにチャレンジし、社員一人ひとりが機会や建築などの免許

や資格取得に努力し、アイデアを出し、協力しながら仕事に取り組んでいます。 
３その他（将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 
・活動的な人、挑戦意欲のある人、南極に行きたい人  

 ・アイデアが豊富で、物事を深く追求し、探究心のある人  
 ・明るく素直で、誰とでも協力して、物事に取り組める人  
 《必要資格》  
 ・建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事等建設に関する資格  
 ・ＣＡＤ設計や機械加工、構造物の取組などの技能士やクレーンなどの免許  
 ・ソフトウェア設計やプログラマ、セキュリティなど情報処理に関する資格  
 《将来の展望》  
 ・災害から身を守るシェルターや多目的防水ドローンなど新製品を次々に開発中です。 

 ・ロボットなど最先端のテクノロジーに取り組むテクノパーク構想があります。  

事業内容 製造業（鋼構造物、建築鉄骨設計製作、産業用機械、プレス金型の設計製作） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 ニプロ株式会社大館工場 

 

代表者 常務取締役大館工場長  

小林 京悦 

住 所 大館市二井田字羽貫谷地８番地７ 

Tel/fax 0186-49-5111/ 0186-46-3944 

ＵＲＬ http://www.nipro.co.jp/  

 

＊主事業内容 

医療機器および医薬品の製造 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

メイン製品の人工腎臓（ダイアライザー）は、国内トップシェアで世界シェアは第２位です。

ニプロは世界の５３ヶ国に進出していますが、この大館工場は医療機器製造の中核工場として位

置づけられています。命に直結する製品製造のため大変責任のある、仕事それが会社の魅力です。 

     

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい  

品質は、生命にかかわる製品にとって絶対的な使命です。ニプロでは開発段階から、製造出 

荷、アフターフォローまでの総合的な品質保証システムを構築し、万全を期しています 

各工場は、原材料の受け入れから最終出荷に至る全工程において、GMP（製造管理、品質管理の

基準）に基づく厳格な製造管理を実施しております。 

   当社は世界規模で事業展開ができ、ユーザー目線での物作りを心がけているところが魅力です 

また、地域に根ざす企業を目指して歩んできました。これからもより良い品質をこの大館の地 

から世界へ発進するために、取り組んでまいります。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・明るく元気な人      ・ポジティブな人      ・積極的な人 

 ・いろんな人とコミュニケーションがとれる人 

 

 

事業内容 製造業（医療機器および医薬品の製造） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 ニューロング技研 株式会社 

 

代 表 者 代表取締役  近藤 清吉 

住 所 北秋田市上杉字金沢１０１番地５３ 

Tel/fax 0186-78-3100, 0186-78-2861 

Ｕ Ｒ Ｌ （本社）http://www.newlong.com/ 

 

＊主事業内容 

・印刷機・整袋機等の生産工程で、送り出しや巻き取りに利用されるエアーシャフトの設計・製造 

・印刷機の判胴に、安定したインキを転移させるための、セラミック・アニロックスロールの製造 

１業種（業界）全般の魅力・強み 

毎日の生活に欠かせない、食料・飲料品や生活雑貨等をパッケージする包装機械、そして 

関連した製袋・印刷機器等の製造・販売を行っております。こうしたニューロング製機械は、

各メーカーの工場に直接納められておりますので、一般には直接目に触れることがなく、陰の

立て役者的存在です。   

   

２会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい 

国内に２０数カ所の販売サービス網と、３カ所の製造工場をグループ会社として有し,さらに 

海外の１０数カ所にも販売と製造の現地法人を展開しており、国内外のお客様のニーズに合わ

せた提案ができる体制を敷いております。 

 ・経営概念「信なくして人育たず」 

 ・社会的責任「社会的に信頼を得てこそ、勝者となり継続し得る。」 

 ・海外からの留学生を、日本の大学や研究機関に受け入れるために援助する財団を１９９０年

に独自に創設し、継続展開中。また、国内外のスポーツイベントにも協賛し、選手の育成に

も尽力しています。 

ものづくりが好きで、製造関係の仕事に興味がある人！ぜひ、我が社に入社して、社員一丸となり、 

モノを作り上げるという達成感、それを成し遂げるという充実感を一緒に共感しませんか？ 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

何事にも興味をもち、広い視野と知識を有してチャレンジすれば、必ず道が開かれます。物 

作りが好きで、やる気のある皆さんを歓迎致します。 

事業内容 製造業（生産用機械器具製造） 
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企 業 博 覧 会 Ｐ Ｒ シ ー ト 

 

会社名 比内時計工業株式会社  

 

代表者 代表取締役  林 茂 

住 所 大館市比内町新館字野開６９－３ 

Tel/fax 0186-55-1313,0186-55-1220 

ＵＲＬ http://www.htkgp.co.jp/ 

 

＊主事業内容 

・補助照明装置製造    ・ペルチェ式クーラーの製造   ・パーツフィーダーの製造 

・機械加工、治工具製作  ・自動省力化装置の製造  ・医療機器の製造  ・時計組立 

１ 業主（業界）全般の魅力・強み 

製造業は「ものづくり」の仕事、ものを作る楽しみが得られます。 

 ・資格やスキルが身につく。スキルを持っていなくても経験がなくても携わることができる「

ゼロ」から始められる仕事です。 

 ・私たちの生活になくてはならない職業です。 

 

   

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい 

・会社の名前は「比内時計」ですが、時計の組立だけでなく他にもたくさんの製品を製造しています。 

・自社製品は設計→加工→組立→販売と一貫生産し、それができる人材と設備が備わっています。 

・環境に配慮した生産活動を行い、エコ 21活動を推進しており、CO2削減に取り組んでいます。 

・年中空調管理されており、優れた環境の下、集中して作業に取り組めます。 

・資格取得を奨励し、費用は会社全面バックアップ！取得後の手当制度もあります。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・積極的にコミュニケーションを図ろうとする人財 

・技術を身につけ、資格取得し向上しようとする意欲のある人財 

・明るく元気にあいさつができる。 

・何か失敗しても、次に活かし、前に進んでいける人財 

事業内容 製造業（時計製造で培った技術を活かした、産業用精密機器の設計・加工・組立） 

《 照明装置 》 《 ペルチェ式クーラー 》 《 パーツフィーダー 》 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 二ツ井パネル 株式会社 

 

代 表 者 代表取締役 鈴木 稔 

住 所 秋田県北秋田市川井字横吞沢５－

１３０ 

Tel /fax 0186-78-2132,0186-78-4755 

Ｕ Ｒ Ｌ http://futapa.jp/ 

 

＊主事業内容 

皆さんが住む住宅の構造になる部分を作ることでお家づくりのお手伝いをしています。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・木材の加工を高次化することで、原料を最大限に生かし会社として発展していく。 

・秋田の木材産業とかかわりを持ちながら、国内外に展開しかかわりをもっていく。 

 

   

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・加工機械による、製造、量産 

 ・若い人々で、活気ある物造りです。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

  自分の気持ちを信じる事 

  気持ちを信じ行動する事  

  行動した後に、今が変わると言う事を怖がらない事 

  行動する事で、よりよい明日を信じる事、 

そのために今日何かを工夫する事。 

そんな人がたくさん増えれば、会社や北秋田市・秋田県のみならず 

良い未来があると思います。 

 

事業内容 製造業（木材・木製品） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 ボルタージャパン 株式会社  

 

代表者 代表取締役 駒田 忠嗣 

住 所 秋田県北秋田市綴子字古関８３ 

ＴＥＬ 0186-67-6015 

ＵＲＬ http://www.volter.jp/ 

 

※主事業内容 

利用されずにいた間伐材を、発電用の木質チップへと活用。木質チップを燃料に電気と熱を供給しま

す。地域全体で安心・安全なエネルギーを使うことができるように周辺機器の開発や設計も行います。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・地元の森林資源を活かし、エネルギーの地産地消を目指す。   

・小型バイオマス発電機の特性を活かし、分散設置を進める。  

・熱電併給装置として熱エネルギーの有効利用を図る。 

・バイオマス産業を軸とした地方創生や林業の振興に貢献したい。 

 

 

 

 

 

 

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・北秋田ブランドとして全国に発信する。 

 ・地域貢献活動に積極的に取り組む。 

 ・資格取得助成金制度あり。 

 ・若手従業員のアイデアを採用する環境。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・明るく前向きで積極的にコミュニケーションを図ろうとする人材。 

 ・みんなで協働出来る人材 

 ・資格を取得し向上しようとする人材 

 ・お客様の気持ちを大事にする人材 

 ・地域を支える一員になる自覚のある人材 

 

事業内容 製造業（バイオマスエネルギープラント並びに周辺機器の開発、設計） 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 大館桂工業株式会社 

 
本社 入居ビル（大館ビル） 

代表者 代表取締役 中田 直文 

住 所 大館市御成町３丁目７番１７号 

Tel/fax 0186-49-1331, 0186-49-1912 

ＵＲＬ http://ohdate-katura.com/ 

＊主事業内容 

公共のインフラ建設・維持・保守、施設水道、電気、住まい、道路交通、鉄道など 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

・地域に密着した営業体制のため地域での工業受注が多くあり仕事を通じて、地域貢献ができる 

・現場を通して多くの人と関わり、協力して作り上げる達成感と喜びを感じることができる。 

経営方針は、“個別の技術を生かし、地域に必須でかつ感謝される集団を目指す”です。 

当社の特徴、強みは公共のインフラを造り、守っていることです。民間も含めて電気、水道など人が生

きていく上で重要なものに関わっており、その意味においては、「なくてはならない仕事」であり、「な

くならない仕事」であると考えます。地域になくてはならない会社になりたいと思っております。 

   

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい  

・当社は、建設業には珍しく、１０を超える部署があり、現場だけでなく、営業、企画、設

計、事務など様々な仕事があります。 

・新入社員研修はもちろん、入社後のサポート体制も充実しており、気軽に相談できるオー

プンな職場環境です。 

・様々な福利厚生の充実、女性が出産育児を安心して行える制度があり、家庭を持っても働

きやすい職場です。現場でも女性現場監督が第一線で活躍しています。 

これからどう生きるかということを考える際（就職、進学）に地元を意識し、地元・地域の為に働き

たいと思っていただければ幸いです。当社は皆さんと共に地域に貢献していきたいと考えています。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・何事に対しても積極的で前向きである人財。 

・チームの一員として互いに協力し合い、責任をもって仕事をやり遂げることができる人財 

 

 

事業内容 建設業（電気、管、水道施設、電気通信、建築、土木 ほか） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 一般社団法人 北秋田建設業協会 

 

代 表 者 会 長 北林 一成（秋田土建） 

住 所 北秋田市綴子字柳中１８ 

T e l / f a x 0186-62-2680,0186-63-1116 

Ｕ Ｒ Ｌ http://akiken-ch.jp/association/k

itaakita 

 

＊主事業内容 

 土木建築事業（土木工事・舗装工事・海洋工事・鋼、プレストレストコンクリート橋工事・鋼構造物

工事・法面工事・造園工事・上、下水道施設工事・建築工事・解体工事等）、不動産事業、運送事業、

その他事業 

１ 建設業の魅力・強み 

 土木技術者は英語では Civil Engineer（シビル エンジニア）と言います。直訳すると市民の技術者

とか住民の技術者となり呼び名からして非常に公共性の高い技術者で有、仕事であるといえます。    

 施工している工事の殆どが不特定多数の人たちが生活のため、仕事のため、遊びのため等に使用する

施設を造っています。 

また、近年多発している自然災害発生時には、地元の地の利を活かし、持ち前の行動力をもって、迅

速に対応できる社内体制を確立し、安全・安心に生活できる環境作りに貢献しております。 

                                                                          

                 

２ 会員会社固有の魅力・強み・働きがい 

 会員の各社は、～人と美しい自然の調和～ をコンセプトに、人間と自然が調和した、豊かな生活

環境を構築する企業として、積極的な社員教育や担い手の育成、新技術の導入等を図り、地域社会の

信頼に応えるよう活動しております。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・なにより「ものづくり」が好きで、チャレンジ精神溢れる方。 

 ・思いやりがあり、人のために役立ちたい、大切な人を守りたい思いが少しでもある方 

 ・思っているほど、みんなが言うほど、悪くない職場です待っていますよ。 

 

事業内容 建設業 

鷹巣大館道路・空港 ICで ICT活用工事見学 

二井田真中 IC・舗装工事見学 防災伝達訓練 HTB締付体験 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 有限会社 サンワホーム 

 

代 表 者 代表取締役 三輪 良雄 

住 所 秋田県北秋田市米内沢字大野岱１４

０－２ 

Tel/fax 0186-72-4267,0186-72-4279 

Ｕ Ｒ Ｌ http://sanwa-home.sakura.ne.jp/ou

tline/ 

 

＊主事業内容 

・「くらし×仕事」体験できます。今よりも「幸せ」になるための家づくりを提案します。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・人間生活の基礎をなす衣食住の３要素の一つ｢住｣を提供する企業 

 ・ものづくりの技術を身に付け、地域貢献する仕事 

 

 

 

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・若手社員を採用し、大工職の技術を身に付ける 

 ・新築の他、地域の空き家利用を手掛ける 

 ・資格取得支援、研修等へ参加推奨 

 ・今あるものに価値をプラスして、より良い家にするリノベーションも行っています。

リノベーション住宅は住む人はもちろん近隣にも優しい設計で反響も呼んでいます。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・あいさつができる人財 

 ・仕事に対して意欲のある人財 

 ・やりがいを見いだせる人財 

 ・建築に興味がある人  

 ・仲間といっしょに会社をつくっていこうとする協調性のある人 

事業内容 建設業（一般住宅建築・リフォーム） 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 農業組合法人坊沢営農組合 

 

代 表 者 代表理事 長崎 克彦 

住 所 秋田県北秋田市坊沢字天道２

番地 

Ｔ Ｅ Ｌ 0186-62-9182，0186-84-8733 

Ｕ Ｒ Ｌ http://bozawa.com/ 

 

＊主事業内容 

私たちは北秋田市坊沢を拠点に活動する、坊沢営農組合です。農業を通じて地域の明日を拓くべく、

営農事業、とうふの製造、お弁当・お惣菜の製造販売など、さまざまな取組みを行っています。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・後継者不足と言われる地方企業ですが、一粒の種と水と太陽の恵みを受けて安全で美味しい

農産物を生産するのはとても楽しいことです。そして農産物の生産は、人類が生きている間

は不滅の仕事ですので、安定的な経営で発展しているわが組合に遊びに来てください。 

 

  

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・私たちはとうふを製造販売していますが、材料となる大豆の品質がとても大切です。私たち

のとうふは、自社で生産した大豆しか使用せず、外国で作っているもののように｢遺伝子組み

換え大豆｣とか｢農薬を多く使った大豆｣などは一切使用しておりません。皆さんから高い評価

をいただいており、美味しいとうふの出荷は順調に伸びつつあります。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・大自然の営みや物事の成り立ちに興味がもてる多感な子どもたちが大好きです。私自身、小

学校６年生の時電源コードの巻き取りがだめになった掃除機を一人で分解して修理しました

このように色々なことに興味をもった暮らしができる大人になってもらいたいです。 

事業内容 農業（農産物生産・製造・販売） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 山一林業  株式会社  

 

代 表 者 代表取締役 松橋 誠 

住 所 秋田県北秋田市阿仁水無字上岱１２９番

地１ 

Ｔ Ｅ Ｌ 0186-82-2315 

Ｆ Ａ Ｘ 0186-82-3181 

 

＊主事業内容 

造林・保育・素材生産 

１ 会社の全般の魅力・強み 

スギ苗等の育成や植栽・保育（下刈・除伐・間伐）皆伐といったほとんどの森林を

育てるための事業を行っています。 

 建設業も事業量は少ないですが、県、市の事業を行っており、やりがいのある仕事

です。 

  
 

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 今は、林業は機械化の時代。 

昔とは違い、高性能機械を操りかつ、自然を相手にできる仕事です。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 我が社も高性能機械プロセッサ・フォワーダ等 10 台を所有し 30 代、40 代を中心に

雨、風、雪に負けず頑張っています。 

 

 

 
 

事業内容 林業 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 秋田県信用組合（鷹巣支店） 

  

         【鷹巣支店】 

代表者 理事長 北林 貞男 

住 所 秋田県北秋田市住吉町２番１０号 

Tel/Fax 0186-62-1480, 0186-62-1483 

ＵＲＬ http://www.akita-kenshin.jp/ 

 

＊主事業内容 

預金の受入れ、資金の貸出（事業性融資、個人ローン等）、内国為替(資金の移動等)、手形・小切手

の発行などを行います。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・公共性が高く社会的責任がある仕事 

・地域経済の活性化に繋がる仕事 

・人や企業を助け、その将来を支える仕事 

  

 

      店内概観 

 

       店内概観 

 

 お取引先企業による物産販売会 

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

・創立７０周年を迎える歴史ある企業 

 ・秋田県の地域経済の活性化を目指し、地域に密着した事業を展開 

 ・地域行事に積極的に参加している 

 ・新しい取組に積極的に取り組んでいる 

 ・地方創生に対する取組が評価され、国（内閣府 地方創生担当大臣）より、２年連

続で表彰を受けた企業 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・秋田県を元気にしたいと思っている方 ・まじめで明るい方 

 ・向上心が強い方   ・人と接することが好きな方 

事業内容 金融業 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 エコシステム秋田株式会社 

 

代表者 代表取締役 吉田隆 

住 所 大館市花岡町堤沢４２番地 

Tel/fax 0186-46-1436,0186-46-3628 

ＵＲＬ https://www.dowa-eco.co.jp/EAK/ 

 

＊主事業内容 

【廃棄物処理業】 

廃棄物の適正な処理を通じ、廃棄物の減容・無害化を行い、環境リスクの低減に貢献しています。 

1 業主（業界）全般の魅力・強み 

創業 130 年の歴史を持ち小坂鉱山・花岡鉱山の経営を行った DOWA グループの中で、廃棄物処理

を中心とした環境事業に取り組んでいます。高い技術力と信用性が認められ、秋田県初の優良産廃

処理業者に認定されています。地球を元気に（環境に貢献）できる、私たちの生活には欠かすこと

のできない仕事で、やりがいが感じられます。特に、大型施設をチームで動かし、スケールの大き

な仕事に取り組むことができます。 

   

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい 

全国有数の廃棄物処理技術があり、秋田県北部の環境・リサイクル事業をけん引しており、県で

初の「優良産廃処理業者」に認定された。廃棄物処理を通じ「地球を守る仕事」に一緒に取り組む

仲間を募集しています。 

若手従業員でも活躍できる職場です。ワークバランスを推進しており、みんな明るく仲の良く

働いています。社会的意義の高い仕事をしたいという意欲がある方は、是非ご応募下さい。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・積極的に仕事を覚え、成長する意欲のある人材 

・対人関係をしっかり築き、柔軟にコミュニケーションが取れる人 

・前向きに、粘り強く仕事に取組を続けられる人 

 

事業内容 リサイクル業（廃棄物処理） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 北秋田市民病院 

 

代表者 病院院長 神谷 彰 

住 所 秋田県北秋田市下杉字上清水沢１

６－２９ 

Tel/fax 0186-62-7001,0186-78-9500 

ＵＲＬ http://www.kitaakita-hp.jp/ 

 

＊主事業内容 

当院は「北秋田市民病院」として生まれ変わってから、地域の皆様の健康を守る基幹病院として総合

的な医療はもちろん、患者様中心の温かみのある医療、看護の提供に努めています。又、健康福祉活動

や訪問看護ステーションの併設など切れ目のないサービスも提供しています。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・病院では医師や看護師、薬剤師、診療放射線技師など、専門技術を持つ人たちが働いていま

す。それぞれが持つ技術を持ち合わせ、患者さんの命と健康を守るという目的のために働く

やりがいのある業界です。 

   

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

・北秋田市と上小阿仁村の医療の中心となる総合病院です。北欧の杜公園の隣に位置し、自然

豊かな癒やしの環境に囲まれていることが特徴です。職員の数はおよそ２９０人です。病院

の近くには大館能代空港があり、東京から有名な先生が応援にいらっしゃることもあります

「心ある医療の提供」「最新の医療を実践」「信頼の医療を確立」「効率的医療を確立」と

いう４つの基本理念を掲げ、職員全員が地域住民の皆さんの命を守るために働いています 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・人に興味をもつ。 ・思いやりの気持ちをもつ。 ・誠実である。 

・国家資格を取得する。・いろいろな人（＝立場や年齢など）と話せること 

《必要な資格》 ・医師・歯科医師・看護師・助産師・薬剤師 

・診療放射線技師・臨床検査技師・作業療法士・理学療法士 

・言語聴覚士・管理栄養士・臨床工学技士・社会福祉士 

・精神保健福祉士・歯科衛生士など 

事業内容 医療 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 株式会社 伊徳 
 

代表者 代表取締役社長 塚本 徹 

住 所 大館市清水 4丁目 4－15 

Tel/fax 0186-49-2254, 0186-49-7302 

ＵＲＬ http://www.itoku.co.jp/ 

＊主事業内容 

食品スーパーマーケット 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

当社は「お客様にご不自由をかけるな」の社是のもと、地域密着型スーパーマーケットとして「食」

の豊かさをお客様に感じていただけるような店舗づくりを目指しております。地域の暮らしを軸に展開

する「暮らし提案」でメニュー提案や楽しいお買いものを実感いただき、地域に必要とされることで我々

も成長できる「共存共栄」が実現できると考えます。社員一人一人が自ら考え行動を起こせるよう「逆

ピラミッド型組織」を志向し、皆が主役で活躍できる会社を目指しております。 

   

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい  

日々の暮らし、ハレの日、食のイベントなど、｢暮らし提案｣で細やかな地域対応ができま

す。また、自分の個性・感性を仕事で発揮できる場であり、任せられるやりがいを感じられ

る場でもあります。 

・自分の得意分野を伸ばす努力が出来る      ・時代や環境の変化に対応できる 

・自ら主体的に行動できる                   ・感謝の心でコミュニケーションが取れる 

当社は皆さんの個性を仕事で発揮できるように努めております。食を通して人と人とのつながりを大

切にし、コミュニケーションをとることが好きな方、自主的に行動し、積極的にチャレンジできる方、

何より地元で頑張りたい方、ぜひ伊徳へお越しください。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・地元（秋田）が好き 

 ・人と関わることが好き 

 ・食が好き 

  （上記３つが基本と考えます） 

 ・特段資格は必要ありません。（推奨：運転免許・ＰＣ操作） 

 

事業内容 小売業【総合スーパーマーケット（食品、衣料品、フードサービス、デリカセンター） 
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企業説明会ＰＲシート 

会社名 あいしてあきた 

 

代 表 者 代表取締役社長 鳥潟 功 

住 所 秋田県大館市御成町２丁目９－２ 

Ｔ Ｅ Ｌ 0186-45-0210 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.facebook.com/aishitexakita 

＊主事業内容 

比内地鶏にきりたんぽ、とんぶり、じゅんさい、曲げわっぱ…秋田には素晴らしいも

のが沢山あります。秋田の特産品・名産品・工芸品などを秋田の魅力と共にお届けしま

す。 少しでも多くの方に秋田の魅力がお伝えできたらと思っております！！インターネ

ット上のみのバーチャルショップです。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・当社は、インターネット通販事業に係わり、地域で最も古い企業です。地域の農産物

をはじめ、その加工品や伝統工芸品を全国にお届けしています。また、ホームページ

の作成をはじめ、デザインなどで地域の企業の支援なども行っております。 

  

 

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

・仕事を通して地域活動を支援したり、人脈を広げたり、また、出会いを通して幅広く

学ぶ機会があり、自身を成長させることができる職場です。生産者の商品をブラッシ

ュアップし、高付加価値化し、商品を作成。お客様の「これがあったらいいね」を商

品化する。企業から廃棄されている物を婦ランディングしてオリジナル商品の開発、

学校での学びが無駄にならない仕事、子育て世代に優しい明るい職場です。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・地域活動に参加できる人  ・想像力、妄想力豊かな人 

・自己研鑽のために積極的に学ぼうとする人 

 ・同僚とコミュニケーションを取り、積極的に参加できる人 

 ・国語、理科、社会科、英語、数学が好きな人 

・アイデアを出すのが、得意な人 

 

 

事業内容 サービス業（インターネット販売） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 ㈱ｼﾞｪｲｴｲ大館･北秋田葬祭ｾﾝﾀｰ 

 

（虹のホールたかのす） 

代表者 代表取締役社長 斉藤 一志 

住 所 北秋田市綴子字田中大道下 154 

Tel/fax 0186-62-9997, 0186-62-9954 

ＵＲＬ http://ja-sousai-kitaakita.net/ 

 

＊主事業内容 

葬儀や法要会場での業務全般、葬儀に関する仕事を把握のため葬儀依頼から葬儀終了までの業務

や葬儀会場に於いてお客様の案内接遇(おもてなし)業務や会食時の配膳及び後片付けに従事して

頂きます。 

１ 業種（業界）全般の魅力・強み 

「地域に地域に根ざした葬祭事業を基本に、より適正でより感動を与える葬祭サービスをお客様に

提供すること」を経営方針とし,①顧客第一 ②全員参加 ③創意工夫改善を経営理念として、地

域の皆様に信用信頼される会社を目指しています。この仕事の魅力は、「様々な人と寄り添える」

「感謝の言葉を受け取ることができる」「チームで仕事をして達成感が得られる」ことです。 

葬儀以外にも、カルチャー教室や様々な活動を通じて地域と繋がっております。また、社員教育

等にも力を入れて、社員同士親睦を深めるため社員研修旅行や接遇研修なども開催しています。 

 

(虹のﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ) 

 

(ｲﾍﾞﾝﾄ/人形供養祭) 

 

(避難訓練) 

２ 会社（法人）固有の魅力・強み・働きがい  

葬儀というあまり明るいイメージの会社ではありませんが、社員皆とても明るく、笑いがおこる

職場です。切磋琢磨して常に仕事に対してはプロとしての自覚をもって取り組んでいます。 

自分の為・地域の為・会社の為になれるよう一緒に頑張っていきましょう。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

必要とする人材は「コミュニケーションのとれる人」。 

そのために学生時たくさん楽しんで、たくさん人と出会って、たくさんいろいろな体験を・

・その積み重ねが、宝になります。 

事業内容 サービス業（葬儀接遇及びその他関連業務） 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 北 秋 田 市 保 育 士 会      

（代表 綴子保育園） 

 

代表者 会長 大川 るり子 

住 所 秋田県北秋田市綴子大堤２６－１ 

ＴＥＬ ０１８６－６２－０７８６ 

ＦＡＸ ０１８６－６２－０７８６ 

 

＊主事業内容  

  ・働くお父さん、お母さんの乳幼児を日中預かり、保育をしています。 

１業種（業界）全般の魅力・強み 
 ・子どもたちの笑顔に癒やされ、保育士も笑顔になり、子ども達からたくさんの元気をもら

いながら働くことができます。 

   

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・保育士の魅力は、まず子どもたちと一緒に達成感を感じることができること。そして、 

子どもたちの日々の成長を一番近くで見ることができます。 

・子どもを第一に考え、すべての子どもたちが、幸せになることを願いながら、みんな楽し

く笑い声が響いている職場です。  

・また、歌やいろいろな行事などを通して四季を感じられることも魅力の一つです。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・子供が好きなこと、健康な心と体であること。 

・物事をポジティブにとらえ、職場の人や保護者とのかかわりを大切にできる人。 

 ・工作や絵を描くことなどが多いので、美術系の好きな人も向いています。 

 ・保育の質の向上に向けて専門性を高めようと努力する人。 

 ・男性保育士も活躍中です。 

 ・必要な資格は保育士、幼稚園教諭です。 

 

 

事業内容 サービス業（保育） 
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企業博覧会ＰＲシート 

会社名 

社会福祉法人 

北秋田市社会福祉協議会 

ケアタウンたかのす 

 

代 表 者 会長 髙坂 祐司 

住 所 秋田県北秋田市脇神字南陣場岱 10番

地 

Tel,fax 0186-60-1203,0186-62-5160 

U R L http://kitaakita-shakyo.or.jp 

主事業内容 

個人の生活を重視した個別ケアを行い、家庭の延長線上とした日常生活が送れるよう介護サ

ービスを提供します。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・高齢化社会においてはますます必要とされる業界です。・人と関わる対人援助になります。 

・御利用者の在宅での生活を支え、自立した生活が送れるよう支援していきます。 

 

  

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

・社会福祉協議会は、通称｢社協｣（しゃきょう）と呼ばれ｢ふれあいネットワーク｣をキャッチ

フレーズに掲げ、地域福祉を推進する中核として位置付けられている団体です。地域住民やボ

ランティア、保健・医療・福祉等の関係者、行政機関と協力しながら誰しもが安心して暮らす

ことができる福祉のまちづくりを推進していきます。 

・地域福祉に加え介護保険法に基づく介護保険サービスや児童館等を運営し、幅広い事 

業展開で地域を支えています。 

・少子・高齢化社会の進行とともに、地域社会を取り巻く環境が大きく変化する中で 

社会福祉協議会の果たすべき役割は、ますます重要になっています。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・人はいつかは老います。何らかの障害を抱えることもあります。そういった状況でも一人一

人の望む生活を相手の立場に立って寄り添い、よき理解者として支えていきます。 

・介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士など働きながら国家資格や公的資格を取得し、専

門職としてのスキルアップやキャリアアップをしやすい職場です。 

 

事業内容 サービス業（福祉） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 株式会社 北鹿新聞社 

 

代表者 代表取締役社長 田中 厚 

住 所 秋田県大館市字長倉７９ 

Tel/fax 0186-43-5922,0186-43-3065 

ＵＲＬ http://www.hokuroku.co.jp/ 

 

＊主事業内容 

北鹿地方で人々が築いてきたその力を将来へつなげ、豊かな自然を生かした地域づくり、

風土に根ざした文化振興へ貢献することが北鹿新聞の使命です。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・情報を人々に伝える仕事 

 ・仕事を通じたくさんの人々に会える（時には有名人も）  

 ・記者をはじめ、様々な仕事に携わる人たちが協力して新聞を作る。その

一体感と達成感  

  

 

 

 

 

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・大館北秋田、鹿角地域を販売エリアとし、大新聞にはない地域密着、ロ

ーカルに徹した紙面づくりを行っている。社員のほとんどが、地元で生

まれ育ち、地域とともに歩み、地域に寄り添って仕事をしている。  

・「働くパパママ応援企業」。子育てしながら働く女性多数  

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・地域愛あふれる人たちと地域の情報を発信していきたい  

 ・編集記者は、４年制大学卒業程度   

 

 

事業内容 サービス業（新聞、印刷） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 有限会社 トリトンハウス 

 

代表者 代表取締役 鳥潟 功 

住 所 秋田県大館市御成町２丁目９－２ 

ＴＥＬ 0186-45-0210 

ＵＲＬ http://www.toriton.co.jp/ 

 

＊主事業内容 

地域活性化企業、保険事業、ICT事業、PC事業、派遣事業、起業支援事業、飲食事業を行っております。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・当社は、保険事業部・コンピュータ事業部・人材派遣事業部・アグリ事業部・飲食事
業部の５つの事業体から構成され、個人の個性を活かし、それぞれの部門で活躍でき
ます。｢出来ないを出来るに変える｣とても楽しい職場です。 

グルメ・美味しい･旨い 保険 

パソコン・コンピュータ・ハー

ドウエア 

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・仕事を通して地域活動を支援したり、人脈を広げたり、また、出会いを通して幅広く
学ぶ機会があり、自信を成長させることが出来る職場です。自分がこうなりたい姿を
会社がバックアップしてともに成長する職場です。それぞれの生活に合わせた勤務が
出来る。人材派遣は、技術やコミュニケーション能力が求められるが、その分、大手
企業に配属されることで地元企業に所属しながら、大きなプロジェクトの一員として
東京などで勤務できます。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

 ・地域活動に参加できる人   ・自己研鑽のために積極的に学ぼうとする人 
 ・同僚とコミュニケーションを取り、積極的に参加できる人 
 ・自分の技術を都会で活かし、挑戦しようとする人 
 ・プログラムやネットワークセキュリティなどのシステムエンジニアを目指す人 

 ・ＷＥＢデザインやプログラムに興味がある人 

 

事業内容 サービス業（保険・コンピュータ） 
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企業博覧会ＰＲシート 

 

会社名 株式会社 ワールドプラン社 

 

代表者 代表取締役 安達 久公 

住 所 秋田県大館市根下戸新町５番１２

５号 

Tel/fax 0186-42-6719,0186-42-6985 

ＵＲＬ http://www.wp-honest.com/ 

 

＊主事業内容 

当社ではお客様の輝きの瞬間を撮影させていただいております。赤ちゃん・七五三・入学・卒業・年

祝い・金婚式・家族写真・その他、心に残る記念写真をアルバムに残しませんか！また、製品・食品・

機器・PR商品等の撮影、画像処理も承っております。映像・画像ならなんでも扱う「映像総社」です。 

１ 会社の全般の魅力・強み 

・写真から映像は、絶えず進化していく物と思います。撮影から制作まで、一貫してする仕事は

、現在のネット社会では、全国も、全世界でも活躍できるものと思います。大館に居住しなが

らでも仕事はできます。 

  

 

 

 

 

 

 

２ 会社固有の魅力・強み・働きがい 

 ・写真が静であれば、ビデオ映像は、動です。両方を手掛けているからこそ、私たちは進化し続

けるために努力を惜しみません。人との出会いを大切に、一期一会をモットーに、お客様の笑

顔と感動をお客様とともに、一喜一憂できる仕事は、この仕事だからできると思っています。 

３ 将来必要とする人材像、必要資格、製品（サービス）の将来展望など 

・資格等は特別必要としません。映像やデザイン色彩に関しての勉強のために専門学校や大学に

進学する人もいます。人とのコミュニケーション、会話をより楽しむ人の心を大切にすること

が必要です。一人前になるまで、努力を惜しまず、本当に自分が成し遂げたいと思うかを私た

ちの業種にかかわらず考える必要があります。 

 

事業内容 サービス業（写真・映像） 


