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　4　十和田市中心市街地活性化協議会総会　市が基本計画の概要を説明
　3　〈この人に聞く〉　アクサ生命保険㈱十和田営業所　営業所長　大石 佑太さん
　5　消費税軽減税率に対する準備はできていますか？ -２-
　6　<快進撃企業に学べ >　モノづくりで頑張る「大和合金株式会社」
　7　青森県商工会議所連合会第68回会員大会が開催
　8　女性会＆青年部インフォメーション
12　〈今月のショーウィンドー〉　㈲トーワ
12　〈キラめけっ未来の主役〉　青森電気工業㈱　泉山 顕汰さん

イオンの東方、箕輪平の辺りで珍しく燕麦が熟していた。
他の稲田とは違って面白い色をしていた。

燕麦の熟成の色それもよし　　晃
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日 月 火 水 木 金 土

7 
第４回十和田湖
マラソン大会

奥入瀬ろまんパ
ークフェスティ
バル

8 
第２回（仮称）地
域交流センター
設計業務プロポ
ーザル選定委員
会

9 10
十和田市秋まつり

関係団体打合せ会
夜まつりかだっ
て実行委員会

十和田市秋まつり
参加団体打合せ会

11
定例金融相談
創業相談
東北六県商工会議所女性会連合

会総会秋田大会（～12日）
労働保険事務組合事務担当者基

礎研修会
ベストウィズクラブ第35回優良

商工会議所「福島県連」視察

12 13
第84回リテール
マーケティング
検定

第54回十和田湖
湖水まつり（～
14日）

14 15 海の日 16
小規模企業振興委員連

絡協議会第１回委員会
第１回「知事と商工三

団体との懇談会」
（公社）十和田青年会

議所臨時総会

17
４部会（食品商業・観

光交通・生活文化商
業・工業）合同「短命
県返上セミナー」

2019十和田納涼
まつり

18
小規模事業者支
援法の改正及び
経営発達支援計
画に関する説明
会

19 20
第３回（仮称）地
域交流センター
設計業務プロ
ポーザル選定委
員会

21
十和田湖ウォー
ク2019

22
消費税軽減税率対策セミ

ナー（折込チラシに詳細）
県連幹事会
県連共済担当者会議
生命共済統一キャン

ペーン表彰式

23
女性会７月例会

24 25
定例金融相談
創業相談

26 27
第６回全国パー
クゴルフ十和田
大会（～28日）

28 29
労働保険事務組
合事務担当者・
労働保険適正加
入推進員等研修
会

30 31 8/1
建設部会から国
・県への要望書
提出

十和田心交会

2
四者交流パーク
ゴルフ大会

3

4 5 6
2019ＡＳＴビア
ガーデン（～８
日）

7 8
定例金融相談
創業相談

9 10
盆フェス夏まつ
りinとわだ（～
11日）

JULY AUG 会議所カレンダー７ ８

●当所事業　●外部事業　●各種イベント

もっと無邪気に生きよう。もっと無邪気に生きよう。
 

考えすぎず考えすぎず
 

子供心を思い出してワクワクしよう。子供心を思い出してワクワクしよう。
 
 

書道家　武田 双雲  　書道家　武田 双雲  　

武田双雲（たけだ そううん）
1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、ＮＴＴに
就職。約３年後に書道家として独立。ＮＨＫ大河ドラ
マ「天地人」や世界遺産「平泉」など、数々の題字を手
掛ける。講演活動やメディア出演、著書出版も多数。
2013年度文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム・インドネシアに
て、書道ワークショップを開催。15年には、カリフォルニアにて個展開催、
17年にはワルシャワ大学にて講演など、世界各国で活動する。
公式ブログ「書の力」http://ameblo.jp/souun/
公式サイト　http://www.souun.net/、感謝 69　http://kansha69.com/

81
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アクサ生命保険株式会社
　十和田営業所 営業所長

 大
おおいし

石　佑
ゆうた

太さん（31歳）

生命共済発足50年以上、
全国の商工会議所・商工会会員の皆様に安心を提供しています。
この仕事を選んだ理由
　弊社の会社説明会を受けた時に、「商工会議所さん

の保険のお仕事」と人事担当者から聞きました。

　その当時の私は商工会議所のイメージは「珠算検定

等の試験会場」ぐらいしかなかったのですが、『地元

企業の英知が結集し、地域経済の発展のために結成さ

れた組織』ということを学びました。弊社は『地域経

済の活性化』を目指しているので、さまざまな地域・

文化・祭りなどの町おこしに関心があった私は、微力

ですが一助となればと思い、入社しました。

 
転勤先で印象的だったこと
　千葉県が一番長く、５年以上いました。その中で特

に印象的だったのが香取神宮で有名な「香取市」です

ね。佐原商工会議所さんが特に力をいれていたのが、

「観光事業」です。「佐原の大祭」を全国に広めるために、

各地に宣伝し、遂には念願のユネスコ無形文化遺産登

録までされました。色んな意見がある中で、町全体が

目標のために一つにまとまり、目標を実現されている

のを見て感動しました。「最初からできないと思わず、

今できることを最後までやり通す」ことの大切さを、

教えて頂きました。

 
趣味
　「週に２回、ジムに行って汗を流す」ことにハマっ

ています！（笑）一昨年から弊社でも商工会議所と『健

康経営』を推進することになりました。「まずは自分

の健康改善に取り組まないといけない」と感じてから

始めました。今では汗を大量にかくことに快感を覚え、

心身とも健康的に過ごせているのでやめられません！

（笑）「一日の歩数・消費カロリー・摂取カロリー」な

ど自動的に計算してくれるアプリもあるので、自己管

理しやすい時代ではありますね。健康オタクになりす

ぎないよう、気を付けてます。

 
人生１００年時代にむけて
　私自身、「１００歳超えて生きたいとは正直思わな

い」ですね！（笑）同時に、「長生きするのであれば

楽しいことを見つけていかないと」とも思っています。

実は、ここ最近ずっと、「定年後の生活のことばかり」

考えてます。出身が大阪なので、「たこ焼き屋のおっ

ちゃん」にでもなろうかなとか（笑）

　職業柄、「身体は健康、お金は不健康」とならない

ように積立投資を４年前から始めています。将来の孫

に、「カッコイイおじいちゃん」と言われるように頑

張ります！

1988年大阪府大阪市生まれ。今年１月より十和田市に転勤。高校ま

で大阪で育ち、その後渡米留学（州立テンプル大学卒業）。2013年ア

クサ生命保険㈱に入社し、千葉県内（銚子市・香取市・成田市・佐倉

市・八千代市）の商工会議所・商工会を担当。

所長：大石　佑太

所在地：十和田市西二番町4-11　十和田商工会館２F

ＴＥＬ：0176-24-2624　ＦＡＸ：0176-22-7569

会社概要

プロフィール
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　６月３日（月）午後２時、十和田商工会館１階大ホ

－ルにおいて、十和田市中心市街地活性化協議会（会

長・石川正憲会頭、以下・協議会）が令和元年度第１

回総会を開催した。

　当日は石川会長が不在のため、開会にあたり岩間副

会頭が会長代理として、「十和田市は、過去最大とな

る予算規模で今年度の事業に取り組んでいるが、先般、

第２期十和田市中心市街地活性化基本計画（以下・基

本計画）が国の認定を受け、５年の計画期間で実施段

階に入った。前回の基本計画終了後に、検証を行った

上での策定であると思うが、官民一体の取り組みが求

められるものと思う。認定基本計画に基づき実施され

る各種事業について、関係者間での適正な協議等を行

うことが当協議会の役割であると考える。市ご当局の

皆様には今まで同様、事業の遂行状況についての報告

や情報提供等、ご協力をお願いしたい」と挨拶した。 

　会議の中で、市商工観光課の今辰八課長は、「民間

の皆様と一体となって各種事業に着実に取り組み、具

体的な成果を発現させることによって、中心市街地に

おける都市機能の増進や経済活力の向上を図るととも

に、コンパクトで持続可能な街づくりに努めていく。

これまで以上のご理解・ご協力をお願いしたい」と、

計画書（冊子）とその概要版に基づき、基本計画の概

要を説明した。 

 

基本計画の概要
・計画期間
　平成31年４月から平成36（令和６）年３月まで

 ・基本理念と方針
「アートの感動を共有し、賑わいと暮らしが共鳴す

る街とわだ」を基本理念に掲げ、「芸術・歴史・文

化を活かした魅力的な市街地の形成」、「歩いて暮ら

せる安心・快適な生活環境と、利便性の高い市街地

の形成」を活性化の方針に定め、（仮称）地域交流

センター整備事業と、交通拠点整備事業を核とした

中心市街地活性化に資する16事業を位置づけている。

 

・今年度の市の主要な取り組み（番号は下図の事業の番号）
①（仮称）地域交流センター整備事業は、アーツ・

トワダのグランドオープン10周年となる令和２年度

内の完成を目指し、今年度は設計及び既存施設の解

体を行う。④交通拠点整備事業は、基本計画を策定

し、必要とされる機能や規模等を具体化する。⑦市

街地循環バス運行事業は、昨年度行った実証運行の

結果を踏まえ、経路や運行期間などを見直し実証運

行を開始する。

 

・主な民間の取り組み
④の交通拠点に隣接して、商業・医療・福祉・居住

などの複合的機能を有する⑤高次・複合都市施設整

備事業や、中央商店街から提案された⑧商店街マネ

ジメント事業、⑨街なかコミュニティ交流促進事業

などについて、具現化に向けた協議が進められる予

定となっている。

十和田市中心市街地活性化協議会総会

市が基本計画の概要を説明市が基本計画の概要を説明
これまで以上の理解と協力をこれまで以上の理解と協力を

今回の基本計画では、
概要版に掲載されて
いる主要10事業の他、
以下６事業を含む全
16事業を位置づけて
いる。
・志道館整備事業
・商店街歩行空間改善事業
・商店街活力強化促進事業
・商店街自立促進調査
　分析事業
・第一種大規模小売店
　舗立地法特例区域の
　設定
・事業活用調査事業
※事業・計画の詳細
については市のホー
ムページを参照下さ
い。
　「十和田市中心市街
地活性化基本計画」
で検索。

十和田市中心市街地活性化基本計画の主要10事業（概要版から）
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消費税軽減税率に対する準備はできていますか？ － 2－
10月１日から実施

　前回は、軽減税率（８％）と標準税率（10％）の適用について、対象品目の税率を正しく判断するための定義や
ポイントを紹介しました。今回は、実際に販売する際、お客様に分かりやすく、また、販売する側が適正な利
益を確保するためにはどのような価格設定の工夫が必要となるか、価格表示や価格戦略について紹介します。

消費税軽減税率対策窓口相談等事業

【お問合せ先】十和田商工会議所相談課　TEL 0176－24－1111

日　時　７月22日（月）　14:00 ～ 16:00

会　場　十和田商工会館　５階会議室
受講料　無料
内　容　・ケースごとの仕訳の注意点
　　　　・実務演習　　　　　　　　など
講　師　小野税務会計事務所　所長
　　　　税理士　小野　恵氏
☆詳細は今月号の折込チラシをご覧ください。

10 月１日から気を付ける実務とは 軽減税率実務対応講座

②価格表示方法の検討
価格表示方法で意識すべきこと
●お客様に誤認をさせないこと
　お客様が混乱しないように、軽減税率、標準税率のどちらの税率が適用されるのか分かりやすく表示する
●価格表示は重要な販売戦略であること
　価格（表示）は購買決定の重要な要因　⇒　事業者は正確な制度理解と、統一された方針が必要

 
　価格表示方法３種類の比較　自店の売り方にあった表示方法を検討しましょう！

表示方法 主なメリット 主なデメリット

総 額 表 示 ・支払総額が明確
・値上がりした印象が強い
・価格表示の変更作業が発生

外 税 表 示※
・値上がりした印象が弱い
・本体価格の据置をアピールしやすい
・価格表示の変更作業が不要

・支払総額がわかりにくい
・消費税の把握が困難

税抜価格の強調表示※

（税抜価格と税込価格の併記）

・値上がりした印象が弱い
・本体価格の据置をアピールしやすい
・支払総額 (消費税額 )が明確

・価格表示の変更作業が発生

11,000円
（税込）

10,000円
（税抜）

10,000円
（税込11,000円）

【お問合せ先】十和田税務署法人課税第一部門
　　　　　　　ＴＥＬ　0176－23－3997(法人課税部門直通)

開催日　７月24日（水）、８月28日（水）

時　間　<午前の部 >10:30 ～ 11:30

　　　　<午後の部 >13:30 ～ 14:30

　　　　※説明内容はいずれの回も同じです。

会　場　十和田奥入瀬合同庁舎　１階共用会議室

　　　　（十和田市西二番町 14-12）

十和田税務署
改正消費税説明会準備はお済みですか !?

10月1日の消費税率引上げ・軽減税率制度、4年後のインボイス制度

※消費税転嫁対策特別措置法により認められている特例で、2021年３月31日までの時限立法
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モノづくりで頑張る『大和合金株式会社』
人を大切にする経営学会　会長　坂本光司

　東京・池袋駅から東部東上線で

20分ほどの鶴瀬駅で下車し、そこ

から車で７分ほど走ったロードサ

イドの両側に、大和（やまと）合金

株式会社の実質的な本社工場であ

る三芳工場がある。同社の主事業

は、特殊銅合金材料の開発から製造・販売まで自社

で一貫して行う、特殊銅合金の開発型製造業であり、

ニッチ（隙間）市場ではあるが、この分野では今や

著名な企業となっている。

　同社は1941年、現社長である萩野源次郎氏の祖父

が創業した。創業のきっかけは、勤務していた大手

鋼材メーカーで特殊な新材料の開発に成功し、その

進化と普及のため、脱サラしたことであった。

　その後、幾多の困難もあったが、創業者が当初、

高らかに掲げた「誠実一路」「積極一貫」「大和一体」

「創造開発」という経営理念を中軸に据えた「ぶれ

ない経営」「大家族的経営」を進めてきたこともあり、

現在では、グループ会社である三芳合金工業株式会

社と合わせ、社員数140人、売上高約100億円にまで

発展している。

　特に注目したいのは、この10年間で多くの製造業

が一進一退を繰り返す中、同社は売上高も社員数も

約２倍に増加していることである。

　そればかりか、これまでの開発努力や提案努力が

企業や研究機関から高い評価を受け、取引先も国内

外の著名な企業など約 500 社にまで増加している。

中でも、近年、欧米の航空機メーカーから開発や製

造の依頼が殺到しているという。

　同社の発展の要因は理念経営、つまり、大企業を

はじめとする他社との争いを避け、ターゲットを少

量・多品種かつスピードが要求される、いわゆるニッ

チ市場に特化するとともに、創業以来、下請けを嫌

い、開発・製造・販売を保有する独立経営をひたす

ら行ってきたことである。

　加えて、創業時より、会社は「家族・社員ファー

スト」を明確に掲げ、社員やその家族が幸せを実感

できるような「大家族的経営」や、社員を伸ばして

会社を伸ばすといった社員一人一人の側に立った

「人財育成経営」に注力してきたことである。

　余談だが、同社の親子社員、兄弟・姉妹社員、夫

婦社員の多さには驚かされる。

それは言うまでもなく、同社が

家族を就職させたい「良い会社」

と、社員に評価されているから

にほかならない。

坂本 光司／さかもと・こうじ：1947年生まれ。福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授、法政大学大学院政策創造研究
科（地域づくり大学院）教授、同静岡サテライトキャンパス長などを歴任。国や県、市町、商工会議所などの審議会・
委員会の委員を多数兼務している。著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続
くのか』（かんき出版）など。

青森県内の食品等事業者の皆様へ
　食品衛生法が改正され、2020年（猶予期間１年）までに、原則として、全ての食品等事業者にHACCPに
沿った衛生管理の実施が求められることになりました。県では、セミナーの開催や個別相談等、HACCP
に取り組む事業者を支援しています。
詳しくは、「青森県ＨＡＣＣＰ推進ポータルサイト」をご覧ください。
　☆各種セミナー情報　　　　☆コンサルタント紹介
　☆最新の制度化情報　　　　☆HACCPに関するＱ＆Ａ集
　☆飲食店向けマニュアル　　☆お役立ちリンク集
【お問合せ先】青森県保健衛生課食品衛生グループ TEL 017-734-9214、上十三保健所 TEL 0176-23-4261

青森 HACCP ポータル 検索
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青森県商工会議所連合会第68回会員大会

社員教育セミナー

　６月19日にホテル青森で開催され、当所三役が出席

した。

　大会では、将来を見据えた本県経済の活性化実現に

向けた政策提言を決議。当所からは、アクセス道路等の

整備やインフラ整備、県立相撲場の建設等を提言し、

その中で最重点要望事項に定めた「十和田湖や奥入瀬

渓流における観光客及び車輌の安全確保」について、

稲本副会頭がその内容を発言した。

県
内
各
商
工
会
議
所
三
役
ら
が
出
席
し
開
催
さ
れ
た
大
会

トピックス

６月20日、早期離職防止や職場定着に向け開催。リポーターやラ
ジオパーソナリティなどで活躍する中島美華氏が講師を務めた。

消費税軽減税率対策セミナー（キャッシュレス対応）

６月26日、中小企業診断士の橋本泉氏を講師に招き開催。キャッ
シュレス化に関する基礎知識や決済方法の選び方などを解説した。
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●年齢50歳まで●年会費18,000円
●連絡先／十和田商工会議所青年部 24－1111青年部INFORMATION 会員募集中

女性会いんふぉめ～しょん女性会いんふぉめ～しょん 会員募集中
●年会費10,000円
●連絡先／十和田商工会議所女性会 24－1111

　十和田商工会議所女性会の令和元年度第46回定時

総会が、５月28日、十和田シティホテルにおいて開

催されました。

　開催にあたり、益川会長から「昨年の県連総会十

和田大会では、来ていただいた方々が笑顔で帰る姿

を見送ることができ、皆さんのご協力に感謝いたし

ます。今年度は、初めてとなる官庁街通りのモニュ

メント等の清掃活動や救命講習会、リボンブローチ

づくり等を計画しておりますので、会員の皆さんの

ご協力をよろしくお願いいたします。」と挨拶があ

りました。議案審議はスムーズに進み、全て承認さ

れました。

第46回定時総会を開催

　懇親会では、来賓の十和田市長より「十和田市は

経営者として活躍している女性が多く、また、市役

所の職員も女性が多くなっております。今年は新し

い年号と一緒に市庁舎も新しくなりますので、より

良い十和田市の街づくりに、ますます皆さん多くの

お力添えをよろしくお願いいたします。」とのご祝

辞を賜りました。市内金融機関の方々にもご出席し

ていただき、和やかに和気あいあいと懇談をし、締

めは恒例の“三本木小唄”を輪になって踊り終了し

ました。

　来年度は、東北六県商工会議所女性会連合会の総

会が弘前で開催となりますので、十和田女性会も総

会に来ていただく方々におもてなしができるようＰ

Ｒ等に力を入れて行きたいと思います。

　去る６月２日、㈲照井自動車工業様を会場として

第２回十和田ＹＥＧ会員交流バーベキュー大会を開

催いたしました。

　今年は第４回十和田湖マラソン・30周年記念式典

の開催、と大きな節目の年でもあり、昨年以上に数

多くの会員ならびにご家族の方にも参加いただき、

今まで以上に親睦を深めるいい機会となりました。

　また今年は、親子で手作りピザ体験もあり、子供

たちに大変好評でした。

　当日まで色々と準備していただいた方、参加して

いただいた多くの皆様に30周年委員会一同、感謝、

御礼申し上げます。

30周年委員会 委員長

竹
た け だ

田　裕
ゆういち

一（㈲吉田薬局）

会員交流バーベキュー大会を開催
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Information ～お知らせ～
稲生川灯ろう流し

　当所で開設している日本政策金融公庫の定例金融相
談の７月の日程は下記の通りです。相談ご希望の方は、
事前にお申込みをお願いします（要予約）。
相談日時：７月11日（木）・25日（木）　10:30 ～ 12:00 
【お申込み先】十和田商工会議所中小企業相談所 TEL 0176-24-1111

簿　記（第153回１～３級）
　検 定 日：11月17日(日)　
　申込期間：10月１日（火）～10月25日（金）
リテールマーケティング＜販売士＞（第84回２・３級）
　検 定 日：７月13日(土)
　※申込の受付は終了しました。
そろばん（第127・217回段位・１～３級）
　検 定 日：10月27日(日)　
　申込期間：８月19日（月）～９月26日（木）
【お申込み先】十和田商工会議所検定係 TEL 0176-24-1111

次回日商検定試験（当所実施分）

定例金融相談

令和元年度十和田市同窓会支援事業

市内で開催される同窓会経費の一部を補助します！
市内で開催される市内の小学校、中学校、高等学校及び大学の同窓会経費の一部を補助します。

補助要件

※上十三・十和田湖広域定住自立圏・・・十和田市、三沢市、上北郡７町村、秋田県小坂町で構成する圏域

補助金額　①市内の飲食店等に支払う同窓会の開催経費

　　　　　②出席者数×2,000円

詳細情報等ホームページもご確認ください。　 【お問合せ先】十和田市政策財政課　TEL 0176－51－6712

日　時　８月16日（金）　19：00 ～ 19：45
会　場　稲生川　第一西裏橋
販売灯ろう（表示は税込価格）

　➊紙灯ろう（Ｗ150×Ｄ150×Ｈ200ｍｍ）・・・・・・・・・・700円
　➋船型灯ろう・小（Ｗ500×Ｄ160×Ｈ300ｍｍ）・・1,500円
　➌船型灯ろう・大（Ｗ700×Ｄ175×Ｈ300ｍｍ）・・2,000円

 
【お問合せ先】
太素顕彰会（十和田商工会議所内）　TEL ０１７６－２４－１１１１

2019 十和田納涼まつり
７月17日（水） 17:30 ～ 20:30　会場 : 十和田商工会館
チケット好評販売中!!　当所窓口でも販売しています。
1枚2,000円（税込、飲み物 2杯＆おつまみ 3品）
十和田納涼まつり実行委員会（稲本商事㈱内） TEL 0176-23-7251

➊
➋ ➌

対象年齢（年度内に迎える年齢） 出席者数

20歳から39歳まで 10人以上（うち上十三・十和田湖広域定住自立圏※外居住者が３人以上）

40歳以上 20人以上（うち上十三・十和田湖広域定住自立圏※外居住者が５人以上）


 ①・②のいずれか低い額（上限５万円）


十和田市同窓会支援

７月22日（月）より、下

記窓口にて販売開始

（土・日・祝日を除く

 　　　８：30～17：00）

※①は当日販売あり

　②・③は要事前予約
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協力：のびのびマンガ教室（十和田）

クールビズ期間中はずっとお休みの

ようで。

長期休暇、いいですね～（笑）

あー、夏休み♪ （tkr）

〔Hold me tight〕

海
ホ ヤ

鞘殻につまづけば海揺れてくる 晃　

　　今が旬です

もっきりを片手に海
ホ ヤ

鞘のさばきかな 政　子

　　日本酒には最高のご馳走

桜桃忌優雅に動く母の匙 敬　子

　　6月19日は太宰治の誕生日でもあり命日でもある

人並みに暮らしています桜桃忌 陽　子

　　高望みはいたしません

さわやか俳句

（協力　すばる俳句会）

１枚写真館

つぶやき
　大阪出身と言うと、必ず「たこ焼き器持ってるの？」と聞かれます。確かに一
人暮らしの私でもたこ焼き器はあるのですが、持っている事がそんなに珍しがら
れる事にいつも驚かされます。テレビの県民ショーで「大阪の特集」があげられ
た次の日には、その話題で持ちきりです。
　そんな大阪に生まれ育った私でも、ビックリした事があるエピソードをひとつ
紹介します。15歳の時、ショッピングモールの御手洗いで無事に用を済ませ手を
洗っていると、個室から出てきた方が私の隣に来ました。何気なしに鏡越しでそ
の方を見ると、貴婦人！！「えっ！？」と目を疑う様にして見ていると、その
方が「兄ちゃん、ごめんやでー！あっち（女性トイレ）が混んでたから、堪忍し
てやー」と言い、颯爽とその場から去っていきました。確かに…たぶん？ここは
殿方用だったはず…。15歳の私には一瞬何が起きているのか分かりませんでした。
　それから20歳の時… つづく

（笑門）

お知らせ

　本誌FRONTIERでは、皆様
からの情報を随時募集しており
ます。掲載してほしいお店や人
物など、自薦他薦問わずお待ち
しております。
十和田商工会議所
広報係まで　TEL　24-1111
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青森電気工業
株式会社

泉
いずみやま

山　 顕
け ん た

汰 さん
（23歳）

この仕事を選んだ理由
　もともとは三本木農業高校で農業
機械について学んでいたのですが、
２年生の時に弊社から求人が来てい
て、なんで農業機械科に求人が来る
のか疑問に思い興味を持ちました。
その後、会社見学の機会があり、仕
事内容などを知り、この会社を選び
ました。
 
担当していることは
　主に高所作業車での作業補助や、
電柱へ登って配線の補助などを担当
しています。電気工事の仕事は、感
電のリスクや、一般住宅に電気を通
しながらの作業なので、失敗して電
気を止めてしまうと家電製品の故障
に繋がるなどのリスクもあり、緊張
感を持って仕事に臨んでいます。
 
早く一人前に
　電気工事の仕事は、資格を持って
いないとできない仕事が多く、現在

は作業補助しかできませんが、早く
仕事を１人で任せてもらえるよう
に、必要な資格を積極的に取得した
いと思っています。高所作業車の資
格や電気工事士第 1種の取得を目
指しています。
 
大変なこと
　電柱の建柱作業です。この作業は、
穴を1.2 ⅿ以上掘らないといけない
のですが、機械を使用して掘ると水
道管などを破損させてしまう恐れが
あるので、すべて手作業で掘らなけ
ればいけないんです。本当にきつい
です・・・。
 
趣味は
　インドア派だったのですが、友人
に影響され２年前から釣り、今年の
冬からスノーボードを始めました。
そろそろ青物が釣れるシーズンな
ので釣りに行きたいと思っています。
最近では、バイクにも興味があります。


