
業種・業界、
地元の中小企業を知ろう！

紙面版 就職ガイダンス

宮城県中小企業家同友会

企業はその大小にかかわらず「経営理念（会社の経営のあり方）」にもとづいた将来像（ビジョン）や
経営方針を掲げ、事業を展開しています。大企業と中小企業の果たす役割は違いますが、互いの連携なし
には私たちのくらしは成り立ちません。たとえば、自動車を例にとれば、組み立ては大手メーカーで行わ
れますが、ハンドルやブレーキなどの部品製造やその後のメンテナンスは地元企業が担っています。
特に私たち地元中小企業は、事業そのものだけでなく、雇用の面においても地域密着型で展開していま

す。その点でも「自社で働く社員の成⻑＝地域の未来を担う⼈材の育成」といっても過⾔ではありません。
だからこそ、宮城県内1060社で組織される私たち宮城県中小企業家同友会は、「地域で若者を育て、地域
に若者を残す」活動を大切にしています。
私たちがめざす「よい企業・よい経営者・よい経営環境づくり」に向けた取り組みのひとつとして、30

年にわたって重ねてきた「共同求⼈活動」では、「⼈が育つこと（若者の成⻑）」を共通のテーマに、⾼
校や大学などの先生方との懇談を重ねてきました。『就職ガイダンス』は、翌年春に新社会⼈となる生
徒・学生の皆さんのキャリア教育の一助として2008年にスタートしました。以来毎年5月に県内3会場での
べ1000名を超える学生・生徒の皆様、引率教諭・職員の皆様に来場いただいています。
本年2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年のように大きな会場でのイベント開催

が実現できません。毎年楽しみにしてくださる各校の先生方からのご期待・ご要望に何とかお応えするこ
とができないかと会内で検討し、今年度は臨時措置として『紙面版・就職ガイダンス』と名称・形式を変
更して本冊子を発行致します。採用を前提とした合同企業説明会とは違い、【業界研究・職業観の学習を
通じて仕事や地元の中小企業の存在を知ってもらいたい】という私たち40社の願いを、地域の未来を担う
生徒・学生の皆様の進路選択やキャリア教育のさまざまな場面でご活用いただければ幸いです。

宮城同友会の 就職ガイダンス って？はじめに
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志と貴重な経験を胸に、
力強く未来への一歩を踏み出そう！

宮城県中小企業家同友会
共同求⼈委員⻑ 粕川利史

皆さん、こんにちは。
今般の新型コロナウィルス感染拡大に伴い、各方面から就職関連行事が中止となって

おり、就職活動をされる皆さんは不安や焦りなどとても複雑な心境にあると思います。
また、ご家族の方々も心配されている事と思います。
でも、安心して下さい！私達、中小企業家同友会の会員企業は採用活動の変更を余儀

なくされる状況にあっても、皆さんとの接点を絶やさないよう、各大学、行政の方々と
連携をとりながら採用活動を続けています。
また、学校訪問をしている中で、学生の皆さんが地域の為という想いや高い志を持っ

て就職活動に臨まれている事を感じています。将来、この経験が貴重なものになったと
実感出来るよう、様々な業界に目を向け、この１年を大切に過ごして下さい。皆さんと
のご縁がある事を楽しみにしています！

地域の未来を担う皆さんへ
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製造業農林水産業 卸売業 小売業 消費者へ

電気・水道・ガス・通信 金融・保険業 広告業
サービス業

運輸業設備・工事業 廃棄物処理業
・リサイクル

商品 商品 商品 商品

業種・業界のかかわり【食品製造業の例】
商品が消費者の手に届くまで、様々な業種・業界のはたらきがものづくりを支えています

飲食業

商
品
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建築・土木
「まち」 や 「建物」をつくる分野で、暮らしを支える仕事

です。建物や家ができるまでを全体的にとりまとめてい

るのが、総合建設業（ゼネコン）、土木、ハウスメーカーや

工務店などです。

その他、解体、設計、舗装、塗装、左官、管工事、解体な

どの企業ががさまざまな得意分野で連携・協力し合うこ

とで、まちや建物ができていきます。

自分が携わった仕事が長い期間にわたってかたちとし

て見えるのが、建築・土木業界の大きな特徴です。入社後

にさまざまな技術を身につけ、特殊な資格の取得に向け

て挑戦し続ける先輩もたくさんいます。

＜掲載企業＞

●岩見組

●クラシタス

●サンダイ工業

●仙周工業

●仙南測量設計

●東北⿊沢建設工業

●マックス設計

●森久設備

●ユーワ技研
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株式会社 岩見組
IWAMI

私たちの仕事は、建設業の中の“土木工事業”です

土木工事とは、河川、道路、橋、下水道など様々なインフラを整備し、

人々の安全で便利な生活を支えます。

また、除雪や浚渫、そして災害などの緊急時に対応する仕事もしています。

特に災害時には、被害を最小限度にとどめる等、

大きな役割を果たしています。

平成25年入社 菅野宏樹
趣味：旅行、カメラ

日頃から外仕事で暑い日、
寒い日ありますが、

やりがいのある仕事なので
苦になりません

仕事のやりがい

土木工事を含む建設工事は、伝統と最新技術を
組み合わせ、形あるものをつくりあげます。

自分が手掛けた構造物が、何十年とそこに残り
人や環境の役に立っていくのです。

自分の仕事が、人や環境のためになり喜ばれること、
そして、自分の作品をずっと見ることができる。

それが一番のやりがいだと思います。

道路
除雪

河川
浚渫

河川災害工事道路改良工事

着工前

完成

岩見組 ホームページ ▶
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工事部
横山二仁
2018年入社

塗装業の父を見
て子供の頃から
職⼈になりたい
と思い入社しま
した。日々先輩
スタッフの指導
の下、マルチク
ラフター（多能
工）を目指しま
す。

工事部
大川口麗菜
2019年入社

⾼校の建築科を
卒業し夢の職⼈
目指して日々修
行中です。お客
様宅にお邪魔す
ると女性職⼈は
まだ珍しがられ
ます。クラシタ
スには女性職⼈
の先輩がいるの
で頼りにしてま
す。

多能工職⼈（マルチクラフター）を育成しています！

建設現場において、複数の異なる作業や工程等を遂行でき
るスキルを有する⼈。建設業界は資格の世界ですから、複
数の専門資格を有する⼈財の育成を行っています。お客様
に１番近い場所での仕事が出来ます。

研修・資格制度も充実してます。

入社後の新⼈研修はもちろん、社内研修施設を利用しての
実践研修を実施。資格取得者に対しては合格お祝い金の
制度もあります。

❏ 住宅・マンションの総合リフォーム
❏ 寺社仏閣新築・改修工事
❏ 不動産売買仲介事業

クラシタス ホームページ ▶
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サンダイ工業(有)

掘る 均す

熱い 踏む

道路をつくる仕事をしています。

暮らしに欠かせない道路は、地域の人たちや産業
を支える大切な役割があります。こわれたところを
補修したり新しくつくり変えたりしながら、安全に通
行できるようにする仕事です。

建設業は、資源を活かして暮らしに役立つことを形ににしていく業界です。

生活に欠かせない様々な身近にあるものを作り続けています。

掘る 地盤をよくするだけでなく地中の水道管や
ガス管に注意しながら作業しています。

均す 勾配や基準の厚さに注意しながら平坦に
仕上がるように作業しています。

熱い 材料のアスファルトは実はとても熱いです。
温度を測定しながら作業しています。

踏む 機械を使いしっかり踏むことで強度をよく
して耐久性を保つよう作業しています。

工事現場って何をつくっているのかよくわからない
でも実はつくる立場になると、興味の湧くことや知ら
なかったことがわかるので面白いんです。

サンダイ工業 ホームページ ▶
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「⼈々が安心して暮らせる生活環境の創造」
に挑戦しています。

私たちは解体とリサイクルを通して持続可能な社会の形成に貢
献しています。
多種多様な重機・車両を操り、匠の技術を用いて行う解体事業。
エコスセンター（当社中間処理施設）では建設現場や工場など
から排出される産業廃棄物を再資源化しています。

木造 (住宅など)

鉄筋コンクリート造
(ビル・アパートなど)

鉄骨造
(工場など)

解体工事

色々な構造・規模の建物、その他、橋梁・土木
構造物や機械など様々なものを解体しています。

某パチンコ店 解体中 解体完了

【解体工事の施工事例】

古くなって危険になった建物や、時代のニーズに合
わなくなった建物、土地の有効活用の為に今ある建
物を撤去したいなど、お客様の様々なご要望にお応
えしております。

産業廃棄物の流れ

解体工事等から出た木くず（柱など）を破砕してウッドチップに。
良質なものは合板の材料、低品質なものは製紙工場などの燃料に。

解体工事などから出たコンクリートの塊を破砕して再生砕石に。
砕石は主に路盤材（道路舗装の下地材料）として利用されます。

ECOSSとは、環境創造をコンセプトに社名のＳとエコを表現して
イメージしたロゴマークです。

吉田 真里亜
２０１９年入社
環境保護の意識を
地域にも根付かせたい

「環境保護に参加し、協力できる仕事」という
社⻑の⾔葉に、とても感銘を受けました。
そしてその⾔葉通り、環境保護を目指しながら、
社員一丸となって取り組んでいます。
地域の方々にも、エコスセンターの役割を知っ
てもらい、一緒に地域のため
になる活動ができればいいなと思っています。
社員一⼈ひとりの可能性を引き出してくれる会
社で、私も成⻑していくことが今の目標です。

環境部（営業）

仙周工業
ホームページ ▶11

私たちの仕事が「くらし」をデザインします

事業主体 建設業界

国や都道府県、
政令指定都市、
地方自治体
または一般
企業や個⼈
などが計画
し、資金を
用意する。

測 量
計画地が
どうなって
いるのか

意匠設計
どんな形に
するのか

構造設計
安全なのか

株式会社仙南測量設計

空間情報部
技師 佐藤啓吾 (2018年入社)

地元企業で働きたいとの思いがあり入社しま
した。私は主に、屋外(道路、山地、河川な
ど) で測量を行い、測ってきたデータをパソ
コンで整理し、測量成果を作成しチェック
する作業をしています。現場では、二人一組
で作業するのでコミュニケーションを大切にしています。

仕事を覚えるまで大変ですが、徐々に測量の知識や経験を
身に付ける事で仕事のやり甲斐に繋がります。社内の雰囲
気はとても良く、頼りになる上司や先輩が沢山います！
会社の取り組みで2020年4月からは測量の勉強をするため
に専門学校へ行きます。頑張ります！

設計サービス
道路、河川、
トンネル、
ダムなど

学校、会社、
家など

工事を行う

土 木

建 築

私たちの業界は建設に所属します。「くらし」に欠かせ
ないインフラの整備のために建設業界があります。
事業主体が計画を行ったり、資金を用意したりします。
次に計画地の状況を把握するために測量調査を行
い、詳細な設計を行います。私たちの仕事があって
工事を行うことができます。私たちは実際に工事はしま
せんが、私たちの仕事が「地図に残す」ことにつながり
ます。

仙南測量設計 ホームページ ▶
12



足場設置 内装解体 上屋解体 基礎解体 整地
～解体工事の大まかな流れ～

建設業界では、約500万人が従事しています。

～建設業界の中の解体工事業～

建設業29業種の内、最後に新設された解体工事業は様々な背景があり新設されました。

特殊な解体工事

階上解体（建物の上に重機を載せて解体） 発電所解体橋解体 水門解体

東北黒沢建設工業株式会社

解体工事とは・・・

①建物がある限りなくならない業種で
ある。

②産業廃棄物をリサイクル可能な様
に 解体をしている為、環境に優しい
業種である。

③災害時にも貢献する業種である。

工事部 川村 翔 （2018年入社）

地元の高校を卒業し、当社に入社しました。
現在は、施工管理と重機オペレーターを目指し、
現場の流れを勉強しながら、先輩の手伝いをしています。

現場作業は覚えることも多くて大変ですが、先輩後輩と力を合わせて
作業を行っています。

東北黒沢建設工業 ホームページ ▶
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ヒトの体を支えるものは「骨」。私たちが描く鉄骨フレームは建物の「骨」です。

私たちは安心・快適な未来創造の一端を担う会社として、建物の「骨」である

鉄骨フレームを設計し、鉄骨製作図を取り纏めている会社です。

私たちは見えないところに本気です！

株式会社 マックス設計

仕事の内容は？
◆鉄骨造建築物や鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の鉄骨設計と

鉄骨施工図（製作図）を作図します。
◆鉄骨設計・施工・製造コンサルティング
◆ランドマーク的な大型建築や超高層建築に（ほぼ）特化しています。

建築業界での“マックス設計”の役割

私たちの仕事は、鉄骨設計を通じて笑顔を未来へつなぐ「まちづくり業」。
そんな志を胸に、超高層ビルなどの鉄骨フレームを描いています。

1日の仕事の流れ

① 出社・朝礼 ② チームミーティングﾞ ③ BIM/CAD作図 ④ 昼食

⑤ BIM/CAD作図 ⑥ 図面チェック ⑦ 退社

構造設計

意匠設計

設備設計

ゼネコン
施工部

鉄骨製作
ファブ

ゼネコン
設計部

マックス設計

●日本における建築物の主要な構造種別

■木造・・・【住宅・店舗など小規模建築に多い】
■鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）・・・【学校・病院・博物館など】
■鉄骨造（Ｓ造）・・・【大型倉庫/店舗・ビルなど】
■鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）・・・【大規模/恒久的建築物・

超高層ビルなど】

建物の「骨」に
特化している
会社です！

マックス設計 ホームページ ▶
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有限会社 森久設備（もりきゅうせつび）

私達の仕事
私達はライフラインである「水道」の工事の仕事
をしています。
生活において必要不可欠である水を、家庭に送る
ために配管をし、安心安全を届けています。最近
老朽化した水道管の破裂をテレビでよくみかけま
す。皆様のライフラインを守る為にも日々作業を
しております。国家資格もあり現場施工だけでは
なく、申請図面の作成や現地調査・見積、水まわ
りリフォームの提案など、様々な職種に携われる
のが特徴です。

先輩社員からのメッセージ
現場技術職員 石井拓斗
（２０１８年入社）

⾼校生の時に学校から勧められ求⼈票を見て、
見学をして興味を持ち、入社に至りました。
元々は、現場仕事について全く分からない事が
多くありましたが、先輩方に教えてもらいなが
ら少しずつ覚えていきました。
この仕事は自分の作業したところが形として残
り、やりがいを感じます。経験したことを更に
活かし、成⻑を感じられるのでこれからも頑張
ります。

埋設の配管替え
作業中

埋設の配管替え
作業中 地震や錆に強い

樹脂配管

破裂した配管に
よる陥没

森久設備 ホームページ ▶
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ダムなどの水源から
導水管、浄水施設、配水施設の

布設及び更新工事を行っています。

当社はライフラインを通して
「いのちの水」を地域の皆様に
お届けしています。かけがえの
ない水の供給に関わり、水道施
設工事を宮城県や仙台市から受
注し施工しています。
また仙台市の上下水道指定店と
して漏水修繕や、ＴＯＴＯリモ
デル店として風呂・トイレ・
キッチンの水廻り工事など住ま
いのリフォームで地域の
皆様のより良いパートナ
ーを目指しています。

子供たちの未来のために

水源地清掃活動
(大倉ダム)

熊本地震災害派遣

施工の様子

阪神淡路大震災、新潟中越地震、
東日本大震災、熊本地震の際に
は出動し、水道管の修繕を行い
ました。

春夏の年２回、水源地の
水質汚濁防止の為、清掃
活動を行っています。

ユーワ技研 ホームページ ▶16



電気・通信
まちや建物ができたあと、街路灯、携帯電話の基地局、

住宅・店舗・会社・ホールの照明や各種通信設備などが整

備されていきます。そこで私たちのライフラインを支えて

いるのが、電気・通信業界です。

設置後も、定期的にお客様の困りごとをヒアリングして

新たな技術やサービスの提案をしたり、トラブルなく仕事

や生活ができるようにメンテナンスなども行います。

次世代通信「５G」の普及に伴い、今後さまざまな業界や

くらしにも密接に関連し、その活躍分野は日々広がってい

ます。

＜掲載企業＞

●伸電

●仙台通信機器

●ＴＯＨＯ

●畑山電気工業所

●堀内電気
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株式会社 伸電

工事部 佐藤 蓮（平成３０年４月度入社）
入社３年目になり、これまでに官庁工事やスーパーなどの照明関係

の工事・メンテナンス、その他にも幅広い分野での電気設備の工事に
携わってきました。現在は仙台市の小中学校のエアコン設置の電源工
事を主に行っています。
工事をする際、深夜・早朝の作業や屋外では気候により普段とは違

う状況での仕事が、精神的・肉体的に厳しいと思うことがありました。
しかし、⾼校の部活練習よりも厳しいと思ったことはありません。
この仕事をしていて嬉しい事は多くありますが、私自身が一番に思

うのは「施工物が目に見える形として残る」という所にあります。頑
張った、うまくできた箇所がそのまま形となって残り、それらを自分
の目で見た時に、大きな達成感を感じるとともに知り合いに自慢する
こともあります。うまくできなかった箇所も形に残るので、日頃から
他の⼈に自慢できるような施工を意識して仕事に取り組んでいます。

建設業：地域の⼈々の暮らしを支えています
みなさんが生活するうえで欠かすことの出来ない

電気・ガス・水道・通信の設備や住居・道路・橋等
を造り、修理をして維持しています。建設業で働く
⼈々の技術や努力により、快適に生活することが出
来ているのです。
弊社は、コンセント・照明・電源などの電気設備

の工事をしています。電気の故障はいつ発生するか
分からないため、メンテナンスは３６５日２４時間
受付で、安全と安心を提供しています。

設計

入札

企画

施工

メンテ営業

建設工事の仕組み

伸電 ホームページ ▶
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企業の「通信」に関わる全てのことをサポートする会社です。

私たちの通信の仕事とは・・・

○電話、ネットワークの機器の販売、
工事、メンテナンスを行い、最適な通
信サービスを提案し、通信の仕事を通
じて、お客様である企業が発展・成⻑
出来るように貢献する仕事です。
○そして、地域に発展・成⻑する企業
が増えて、地域も持続・発展・成⻑出
来るようにしていくことが私たちの使
命です。

技術部
花田 拓也
（2013年入社）

■現在の私の仕事
電話設備の保守・点検、防犯
カメラの設置、LED照明工事、
PCセットアップ

■メッセージ
専門の知識、技術が必要で、失敗
することも多々ありますが、まず
は、現場の流れを掴むことが大事
だど思います。何事も恐れずにチ
ャレンジすることが大事！

仕事の特徴

アフターフォローしながら、お客様の電話、ネットワーク環境についてコンサルティング、
困りごと解決のご提案を行います。

お客様のアフターフォロー中心に、通信に関わる困りごと解決のご提案！

オフィスのレ
イアウト変更、
移転、新築な
どに伴う工事、
手続きをサ
ポートモバイルの提案ネットワークの提案複合機の提案電話の提案

ケーブルの配線

LED照明工事

WiFi設置機器設置 PC設定

光ケーブル工事

防犯カメラ設置

音響設備

仙台通信機器 ホームページ ▶
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電気設備事業通信事業

おたすけ隊事業

舞台照明や野球場の娯楽施設の照明工事から
EV・PHV充電器工事など社会の新たなニーズに
対応する電気工事の全般に対応する事業

大手携帯キャリヤ(KDDI/SBM/DOCOMO/楽天モバイル)などから、
スマートフォンや携帯電話の通信に必要な、基地局の建設工事。
5G時代の到来でますます⾼まる通信業界。
次世代を支える通信技術の根幹となるインフラ整備を担う事業

「住まいの困りごとを解決し、地域に貢献したい。」
という思いで新規事業を発足しました。
電気・インターネットに関する「困った」をスピーディーに
解決するお仕事です！

◎楽天生命パーク照明取付◎トランス工事◎LED取付工事◎無線機取付工事 ◎アンテナ取付 ◎VSWR測定

◎エアコン清掃◎照明交換・取付◎ネット設定

●通信課
係⻑ 山口真也
(2006年入社)

工事の際は、
鉄塔(⾼さ40ｍ)に登って作業すること
もありますので、一緒に現場で働く
仲間たちの安全第一を掲げて業務を
行っています。
5Gを始め新しい技術が、生まれ進化
していく世の中で、アンテナを⾼く
張って最新の技術・知識を身に着ける
と共に、明確な目標を掲げて、行動し
て行きたい思います。

●電設課
班⻑ 菊池貴志
(2016年入社)

電気工事を一から学んでいると
いう中で、施工や現場代理⼈等
責任ある業務を任され、分からな
い事もあり悩みながら周りの⼈達
に相談しながら、現場をこなして
おりますが、少しずつ出来ること
分かることが増えて来て、入社し
た当初と比べると知識や経験は
確実に身に付いていると実感して
います。

TOHO
ホームページ ▶
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電気工事ってたとえばどこの工事をするの？

ワンデーリフォームってなに？

畑山電気工業所 ホームページ ▶
21

電気工事といっても鉄道なのか、建築なのか。
建築なら屋内外の配線工事や空調・通信設備、ビル管
理やネオン工事など。同じ業種でも、会社によって仕
事内容や必要な知識・資格も異なります。
電気は目に見えないからこそ、正しく取り扱わなけれ
ば大きな事故につながります。電気工事を行うために
はまず、第2種電気工事士という国家資格を取得する
必要があります。

屋内外の夏のうだるような暑さ、冬の凍える寒さ。
人々が休んでいる閉店後や夜間の店舗やビル。
大雨や地震などの災害時。
高所での作業、重たい材料を運ぶ力作業。
社内外でのコミュニケーション。

とてもハードです。
ですが、今も現場で働く皆さんはそれぞれ大変さ
だけではなく楽しさややりがいを感じています。
地道な作業だけど好きな工程、うまく現場を終え
られた時の達成感。お客様から直接伝えられる感
謝の言葉。
自分が携わった現場は、形になって残ります。

電気と現場の事をのぞき見できるおすすめのリンク集
です！わかりやすい説明とリアルな声を知ることがで
きます。

堀内電気 ホームページ ▶
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機械・製造
「モノづくり」に携わる業界です。現代、多くのモノは機

械で作られています。その機械ををつくるためにもさま

ざまな部品製造、組立てなどの工程が必要です。

大型の機械で、建築資材、店舗の看板や什器類、電気・

電子部品、日用品などがつくられます。工業製品だけで

なく、食品加工なども製造業の分野に分類されます。

大企業では大きな工場での大量生産が行われますが、

中小企業では小ロット対応（少量、お客様のニーズに合わ

せた加工）や、他社がまねできない特殊な技術をもつ企

業もたくさんあります。また、技術者や職人の先輩たちは

キャリアを積むことで熟練度を増していきます。

l近年、IT技術やグローバル化のの進展に伴い、海外の

企業との取引（輸出・輸入）を行う企業も増加しています。

＜掲載企業＞

●イエムラ

●日の丸ディスプレー仙台
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金属建具製造業とは？

仕事の流れ：

社員の声：

自分がやった仕事が見
える場所に残るので完
成したら見に行きます。

様々な機械や道具を
使って加工していくの

が楽しいです。

仕事の内容：

病院や商業ビルなど、大きな建物を建て
るときに必要な金属製の入り口ドアや手
すりなどをつくるのが仕事です。
工場内でみんなが手分けして作った製品
は、東北地方や東京の建築現場に運ばれ
ます。そして、建物が完成した後、ずっと
その場所で使われます。

① 製品の出来栄えはどうですか？

② 値段はちょうどいいですか？

③ 約束した期限を守ってますか？

④ 安全に工事を進めていますか？

⑤ 地域社会に貢献していますか？

仕事へのこだわり：

何を作っている？
• ビル用のドアや手すりなど

お客様は？
• 建設会社や商社など

注文をいただいた製品を
図面を元に形にしていきます。
私たちの仕事は、
学校では教えない仕事なので
入社後は先輩が後輩に指導しています。

イエムラ ホームページ ▶
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屋外広告物や商業施設のサイン看板などを企画から設計製造まで一貫生産

金属やアクリルをはじめ、あらゆる素材を加工できる高い技術で幅広いニーズに応えています

東北トップクラスの設備と看板製作技術で
町のコミュニケーションをデザインする

私たちは看板製作を通じて、人々が暮らして
いく上で安全と安心をプロデュースしていく
企業です。
ただ看板を作るのではなく、そこに込められ
た思いを形にしていく事によって正確な情報
の伝達、また生活空間に彩を与え、豊かな街
創りに貢献しております。

日の丸ディスプレー仙台 ホームページ ▶
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印刷・情報
お客様や地域の困りごとの解決を支援するのが印刷・

情報の業界です。

営業担当者がお客様（官公庁・企業・個人）との打ち合

わせで聞いたり引き出したりした想いを、制作担当者が

文字やデザインで形にし、印刷現場の担当者が大きな機

械を稼働させてパンフレットやチラシなどの印刷物が出

来上がります。私たちがまちでよく見るチラシやポスター、

学校の文集・卒業アルバムもこうしてできていきます。

発信された情報は、地域の中で人と人を繋ぐ大切なコ

ミュニケーションツールとして活用されるため、正しい情

報の発信が求められます。

近年では、さらに情報収集力や企画力を磨き、デザイン

やwebなどの分野を手掛ける印刷会社も増えています。

＜掲載企業＞

●国井印刷
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②中小・小規模印刷業の役割は何か？
正しい情報を伝える。

①お客様の繁栄に繋がる正しい情報を伝える。

②地域の人々が幸せになる正しい情報を伝える。

③地域が豊かになる正しい情報を伝える。

株式会社国井印刷
①印刷業界について 市場規模は約5兆円

50%
25%

25%

印刷業界の比率 大手企業（ＤＮ

Ｐ，凸版）

中堅企業

中小・小規模企業

大手企業…大日本印刷と凸版印刷 この2社で市場の50％

（大手出版社雑誌や大企業のパンフレット。液晶などの新分野）

中堅企業…図書印刷、共⽴印刷など 市場の25％
（書籍や教科書など大口の仕事）

中小・小規模企業・・・各地域に多数存在 市場の25％
地域の印刷物を担っている。
（学校、役場、⺠間企業など様々なお客様）

地域の困りごとを解決する会社
地域の印刷会社にしかできないこと。

印刷業から地域活性化プロデュース業へ！

③弊社の取り組み
様々なお客様の印刷物を手掛けております。例えば
封筒や名刺、会社案内のようなビジネスツールから、
記念誌や文集といった冊子、そしてカレンダーやの
ぼりのような販促ツールまで実に様々な印刷物があ
ります。
しかし、弊社ではそれだけでなく地域情報誌コミュ
ニティ・アイやいわぬま飲食店マップなど地域の企
業にしかできない商品を大切にしています。

国井印刷 ホームページ ▶
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ビルメンテナンス
学校、ショッピングセンター、工場などでは、定期的な清

掃や修繕が行われています。私たちが快適な環境を維持

するために活躍しているのがビルメンテナンス業界です。

建物の外側・内側、床・壁なども、素材によって違いが

あります。素材の特性に合った機械や洗剤などを組み合

わせながら清掃・管理を行います。

また、建物内部の、空調、エレベーター、電気、貯水槽の

保守管理などの総合的なメンテナンスは、急な故障やト

ラブルを事前に防ぐためにも欠かすことができません。

建物を使用する私たちの安全はもちろん、建物を「長く・

きれいで・安全に」保っていくためにも大切な仕事です。

＜掲載企業＞

●オプス

●ファミリーメイト

●マルチプライ
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オプス ホームページ ▶
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建物サービス業とは・・・

ショッピングモール、病院、事務所、ショールー
ム、マンションなど、世の中には様々な建物が
溢れています。
どんなに立派なビルや住宅も、人の手でしっか
りとお手入れをすることが重要です。

確かな技術と知識を備えたプロが定期的に
メンテナンスをすることで建物の不具合を抑え、
いつまでも長くキレイに、そして安全に利用し
て頂くことができます。

明るく豊かで、笑顔あふれる街づくりに貢献
できるお仕事です。

•ハウスクリーニング

•エアコンクリーニング

建物クリーニング事業

•ＵＶフロアコーティング

•高圧スチーム洗浄

特殊メンテナンス事業

•ＡＳＬ工法 防滑施工

•G F 工法 防滑施工

床⾯滑り⽌め事業

この仕事で大切な3つの心

・キレイの心（自分を磨き 物も大切に）

・感謝のこころ （すべてにありがとう）

・まごころ （仲間の為に、利他の精神）

ファミリーメイト ホームページ ▶
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各部門において専
門知識を持った社
員が揃っているため、
全ての業務をワン
ストップで⾏えます。

〜 ビルのメンテナンスを⾏っている会社です 〜

◎ビルメンテナンス＝“快適安心”の空間（建物）を維持し
続ける仕事です。

設備管理として、エレベーター・消防設備・空調設備・電気
設備・建築設備等の保守点検や修繕⼯事を⾏っています。

エレベーター▶

▲ 電気設備

▲ エネルギーシフト

▼ 清掃

▲ ビル管理法関連業務

皆さんが普段過ごしている建物がどのようにメンテナンスされているのか。
様々な設備がどのような働きで人々を守っているのか。
⾝近な建物の快適安心な空間づくりに関わってみませんか︖

マルチプライ ホームページ ▶
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自動車
自動車は、目的地まで「運ぶ」「届ける」便利な道具とし

て、人の移動・物流の面でも、大きな役割を担っています。

整備、メンテナンス、関連部品・商品の製造、仕入れ、販

売、カスタマイズや取付け、レンタカーなど、自動車業界

各社が扱う製品・サービスは多岐にわたり、取扱車種も、

乗用車、バス、トラックなどさまざまです。

近年さらなる対応が求められる大気汚染などの地球環

境問題や、事故をなくすためにも、新製品や新サービス

の開発、お客様への提案に取り組み、新たな挑戦をし続

ける業界です。

＜掲載企業＞

●ヴィ・クルー

●ホットマン・イエローハット

●宮城車体
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⾞体整備 移動図書館 自社商品
「ボンネットバス」

電気バスの
開発及び販売

打合せ
仕様書

作成

デザ

イン

⾞体

設計

⾞両

調達

外装

製作内装

製作

木工事

電気

工事

⾞検

登録

納⾞

• 鈑⾦
• 塗装
• 木工
• 電装
• 艤装

【現場】
• 営業事務
• 経理
• 総務
• フロント
• デザイナー
• 設計

【事務所】
職種

業種

その他の自動⾞整備業

お客様の要望に対して全て社内で対応が可能

我が社の業務内容と業種、職種について

バスは全国で「10万台」走っています。
→全国の自動⾞保有台数は8100万台
バスは新⾞から「20年間」使われます。
→乗⽤⾞の平均使⽤年数は10.77年
バスは20年間で「200万キロ」走⾏します。
→乗⽤⾞は10.77年間での11万キロ⾛⾏します

バスの⾖知識

株式会社ヴィ・クルー

どんなバスを作っているのか︖

仕事のやりがい

バスは20年間で約150万⼈の⽅が利⽤します。
⾒⽅を変えると150万⼈の思い出に残る仕事に関わっています。
「あのバスにもう⼀度乗ってみたい」と⾔っていただける仕事
を私たちは目指しています。
また20年間使⽤されるバスは親⼦3世代で乗る可能性もありま
す。私たち社員は自分の⼦供や孫に「誇れる仕事」を目指して
います。

蓄電池

太陽光発電

発
電
所

事
業
所

EVバス

停
電

EVバス 避難所

我々の電気バスは災害時の救世主です

災害時にバスが電気を供給

ヴィ・クルー ホームページ ▶
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株式会社ホットマン のお仕事とは

車社会の、安全性・快適さ・楽しさ・利便性の提案で、

お客様に満足を提供し、社会に貢献すること。

お店に来られたお客様に喜んで帰っていただくこと。
【販売スタッフ】

レジ、接客、エンジンオイル交換、タイヤ交換作業受付、ＰＯＰ作成、商品発注

品出し、伝票処理、事務処理（ＰＣ入力あり）、ワイパー・バッテリー交換等

【軽整備スタッフ】

エンジンオイル交換、タイヤ交換、ドライブレコーダー・ＥＴＣ等取り付け

ＰＯＰ作成、品出し、商品整理等

《すべてＯＪＴによる完全指導なので、

車のこと知らなくても安心です。》

《社会に出て大事なことは、

『明るく』『元気で』『素直に』です。》

ホットマン（イエローハットFC） ホームページ ▶
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宮城車体株式会社

学生時代から機械関係が好きで「特装車」に惹かれて入社し、
現在特装車の油圧関係の修理や点検を担当しています。当社は
世代や部署の垣根を越えてコミュニケーションを取り、困った
ことがあれば何でも相談できるので、不安なく仕事ができます。
企業を選ぶ際に「地域貢献」をポイントにする方も多いです

が、この仕事は地域で活躍する「はたらくくるま」を自分たち
の手でより良くして、実際にその特装車が動いているところを
見られるという、大きなやりがいがあります。

「はたらくくるま」専門に、修理・メンテナンス・法定点検・架装（取付）をする自動車整備工場です

架装

車の荷台に機械を
取り付ける作業。
東北では、弊社でしか
出来ない大型クレーン
の架装や検査がありま
す。

車検・災害支援

指定整備工場
災害時、緊急支援車両
の運搬・稼働の他、現
地で修理・メンテナン
ス等の作業もします。

部品販売

特装関連の部品を仕
入、常時1000点程在
庫。社内で使用する
他、他社への販売も
しています。

油圧修理

特装メーカー数社の代
理店。仕事をしながら
資格や技術を磨き、地
域の皆様の生活を豊か
にしています。

「安全は、全てに優先する」を
スローガンに掲げ、無休災害記録
２７００日達成の実績！

福祉車両

身障者用のシートや
車いす用リフトの架装。
修理に関しては東北６
県をカバーしておりま
す。

太田秀平
2016年入社

〜経営理念〜
お客様のニーズに合った、サービスの提案と提供をします

宮城車体 ホームページ ▶
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流通・商業
メーカーで作られた製品・商品は、卸売業→小売業→消

費者という流れで、私たちの手に届きます。

ひとつのメーカーが無数の消費者ニーズに合わせて、

自社で材料を手配・製造・流通を担うということは現実

的に難しく、その役割を担うのが、流通・商業に携わる企

業です。流通分野にかかわる企業の分類として、一般的

に、卸売業（問屋）、小売業（百貨店、スーパー、コンビニ、

専門店）などがありますが、適正な在庫量の調整として、

倉庫業も大きな役割を果たしています。

「人（企業）と人（企業）」、「モノと人（企業）」を繋ぐ役割

で、地域社会に貢献している業界です。

＜掲載企業＞

●熊谷燃料住設

●仙台冷蔵倉庫

●タカラ米穀

●日東イシダ

●フレスコ
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エネルギーに夢をのせて クマネンドリームガス
当社は、LPガスや石油製品を安全に安定供給することにより、

「お客様の快適な生活の創造」を目指しています。また、リフォー

ム事業、アクア事業、介護事業にも取り組んでいます。そして、お

客様の利便性向上のため、関連会社にて不動産事業も開始しま

した。さらに、災害時にもLPガスを安定供給するため、経済産業省

指定《中核充填所》も整備しています。当社は、事業を通して地域

に貢献することを目指します。

熊谷燃料住設株式会社

充填 ガス配送 保安業務 設備工事

私は、現在、灯油配達を担当しています。業務を通して、お客様か

ら感謝の言葉をいただくことが仕事のやりがいであり、頑張れる理由

の一つです。入社したての時は、誰しも分からない事、不安な事がた

くさんあると思いますが、優しい先輩方が親身になって相談にのって

くれます。私達と共に成長してみませんか。

当社イメージ
キャラクター

ドリームくん

先輩の声

2013年入社

熊谷燃料住設 ホームページ ▶
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物流とは「保管」「仕分け」「輸送」の主に3つの要素で
成り立っています。これらが正しく機能しなければ
物が行き届かず、必要な商品が揃わなくなってしまいます。
物流業とは私たちの生活基盤を支える公共性の高い産業です。

仙台冷蔵倉庫株式会社

お預かりした荷物の保管管理を通して
皆さんの食生活を支えています

食を繋ぐ物流会社

生産者

食品メーカー

物流センター
皆さんの手元に届く
一歩手前まで食品を

管理しながら供給をします

東北一帯のコンビニ・
スーパー・飲食店など

▼

▼
「衣食住」の中の「食」に関わる事業を柱に、
生きることに欠かすことの出来ない大切な「食品」の、
「安全」・「安心」を提供し続ける企業として、
日々業務に取り組んでいます。 仙台冷蔵倉庫 ホームページ ▶

▼
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生産者と消費者とを繋ぐお米のプロ集団

全国各地の産地・銘柄を取り揃え、ア
イテム数は200を超える…。

お客様のニーズに合ったお米が必ず
見つかります。

宮城はもちろん、全国に取引先がある
ので、お米の流通も担っていると言え
ます。

米穀類の卸売業とは？
タカラ米穀は米穀類の卸売業者です。
卸売とは、会社対会社の取引を指します。
スーパーやドラッグストア、飲食店や学校
給食などにお米を納品しています。

生産者 精米工場
玄米（原料）
を仕入れる

精米し
商品に

タカラ米穀

スーパーなどに納品

量販店

皆様の
食卓へ

一般消費者 タカラ米穀 ホームページ ▶

消費者が購入
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東北をはかる︕⽀える︕発展させる︕
当社は重さをはかる「はかり」を扱う会社です。
普段意識することはありませんが、私たちの生活と
重さを「はかる」という工程は密接につながっています。
東北の食品流通業を始め、あらゆる産業分野に適正な
計量を提供することで地域の発展に貢献しています。

■様々な分野で活躍するはかり

流通物流システム部郡山営業所
営業職 新沼 健太 (2015年入社)

「営業」という職種は何かを売りつけようと契約を迫る
ようなイメージで嫌われる職業だと思っていました。
今では真逆でお客様に頼りにされる存在だと感じら
れ、やりがいのある仕事です。

■先輩社員より

• 惣菜、魚、お肉などパックに入った商品を計
量し、同時にラベルに値段や日付を印字し、
包装まで行い業務効率化に貢献しています。

スーパーマーケット
でのはかりの役割

• 廃棄物、原材料などをトラックごと計量

• コンピューターにより計量物のデータ集計

工場や資源回収業
でのはかりの役割

• 食品を袋ごとに決められた重さにします

• 例：ポテトチップス、袋入りの飴、サラミ、柿
ピー、乾麺等

食品工場で自動計
量されている商品

業
務
用
の
は
か
り
は
な
か
な
か

見
か
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

私
た
ち
の
生
活
を
陰
か
ら
支
え
る

頼
も
し
い
存
在
で
す
！

日東イシダ ホームページ ▶
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福島県相馬市に本社を置く「食料品スーパーマーケット」で、
1863年（文久3年）の創業以来、157年余りの歴史を有する老舗
企業です。
現在は、宮城県県南地区に１０店舗（名取市、岩沼市、柴田町
等）、福島県相双地区に6店舗（相馬市、南相馬市等）、合計16
店舗を有する地元密着型スーパーです。
2020年秋には東松島市に新店をオープン予定と、１年に1店舗
ずつ出店している伸び盛りの企業です。

①お客様の豊かな食生活に貢献する
②従業員の幸福追求
③営業展開している地域への貢献
この３つを頑なに守ることで、支えながら成長し続けています。

【 フレスコ株式会社 】

どこのスーパーマーケットも入口は必ず「果物・野菜」売場なのは
知ってますか？
なぜ、お肉やお魚、お菓子、お酒、お弁当などたくさん商品がある
スーパーなのに、どこの会社のどこのお店も入口は「果物・野菜」売
場なんでしょうか・・・。
その答えは←の先輩が教えてくれました。「僕たちは、商品を売るこ
とはもちろんですが、お客様に「季節感」を提供してるんです！」
冬になればイチゴが、夏になればスイカ、秋にはブドウなどが前面に
並びます。目で見て、匂いを鼻で感じることで「もう夏だな」など季節
感をお客様に感じてもらうことが大事なお仕事になります。
他の売り場も奥が深いスーパーマーケット。
地域の「生活ライフライン」として、食の面から地域を支えています。

フレスコ ホームページ ▶
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飲食
「食」は人が生きていく上で欠かせません。私たちのラ

イフスタイルの変化・ニーズに合わせて、近年の飲食業界

には、「外食（店内での飲食）」、「テイクアウト（持ち帰り）」

などさまざまな営業形態があります。

「食」に携わる企業の多くは、「食べることを通じて、お

客様を笑顔にしたい」という想いで経営しています。

料理やサービスを提供する・売るだけでなく、地域の風

土や名産品、旬・季節ならではのおいしい食べ方も接客

や店内メニューなどで提案しています。

調理や製造などのキッチンスタッフ、販売や接客などの

ホールスタッフの連携が、その想いを形にしています。

＜掲載企業＞

●大原飲食

●パラマウント

●パンセ
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有限会社 大原飲食

『食を通してお客様の心も満たし元気になって頂く事』

医食同源という言葉があるように、食事とは私たちの生活になくてはな

らない存在です。お医者様が人々の体を元気にしてくれるように、

私達は食事を通して人々の心を元気にしていきます。

『食を通して和の文化の創造提供をしていく事』

和食は日本人の食事の基盤であり、一番馴染みのある食事です。

お正月のお節料理や日本各地に根付いている郷土料理に代表される

ように、地域や文化（行事）と食事は強く結びついています。

そんな和の文化を大切にした料理を作っています。

私のサクセスストーリー

佐藤君 （２０１５年入社 調理場経験５年目）

僕は入社した１年目、追い回しと呼ばれるポジション

で先輩たちの手伝いや洗い物、野菜の下処理など

を担当していました。

２、３年目は焼物や揚物を経験し今は煮方として

お店の大切な味付けや後輩指導を担当しています。

目標は２年後親方としてお店を切り盛りすることです。

佐々木さん （２０１８年入社 ホール経験３年目）

１年目の一番印象に残っていることはお客様に覚え

て頂き、名前を呼んで頂いた時の嬉しさです。

２年目になると先輩から教わったことを後輩に伝えな

がら、お客様に合わせた接客を心掛けながら仕事を

していました。

今年はホール主任としてとしての学びをしています。

私達が考える飲食業・接客業とは

自分の人生は自分で作るもの
自分の人生とは自分が生きていく時間です。

その時間を有意義なものにする為にも、目標を持ちそ

れに向かって進み結果を出していくこと。

それにより心が養われ、人間性を高めていく
ことになるのです。

大原飲食のイベント

年５回
料理研究会

１０月
芋煮会

１月
新年会 大原飲食 ホームページ ▶

43

株式会社パラマウント

私達は、お客様に良質なひとときをお過ごし頂く為、
各事業部に分かれて様々な仕事を担当しています

アミューズメント事業部 飲食事業部

インターネットカフェ・カラオ
ケ・卓球・ビリヤード・ダーツ・
麻雀等、「娯楽」を中心とした心
地よい空間をお客様に提供します。

山形蕎麦、天然酵母パン
等を軸に、お客様の期待
を超えるおもてなしで、
満足感を高めます。

働く場所はチーム毎に分担していても、定期的に集
まり、より良い企業として地元地域に貢献できるよ
う話し合います。社員の基本スタイルと指針が記さ
れた「PARAMOUNT STANDARD」の唱和。各種ミー
ティングに加えて、先輩後輩同士「勉強会」による
共育。事業とは別に会社を成長させる「委員会」等、
活動は様々です。より良い信頼関係の中で自己研鑽
に励み“お客様の幸せとは何か”を考え、日々追求
していきます。

パラマウント ホームページ ▶
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宮城県内でベーカリー11店舗を経営。「手作り」
「自家製」にこだわり、石窯で丁寧に焼いたパン
を提供しています。「いつもアツアツで新鮮な
パンを食べて頂きたい」思いから1日に何度も
焼き上げています。

パンセ ホームページ ▶
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リサイクル
便利な世の中になっていくにつれ、近年、地球温暖化や

将来的な資源の枯渇について、メディアなどで目や耳に

する機会が増えてきています。

「リサイクル・環境」の業界では、私たちにとてもなじみ

の深い、古紙、ビン・缶、プラスチックのほか、建物の解体

で排出される産業廃棄物（鉄などの金属、コンクリート、

木屑、廃プラスチックなど）を取り扱っています。

そのまま捨てれば地球環境にさらなる負荷をかけてゴ

ミとして扱われるものも、きちんと回収や分別をすれば、

「資源（新たな可能性）」として再利用が可能になります。

かけがえのない地球、未来を守るため、資源に新たな

命・可能性を吹き込む大切な使命を担う業界です。

＜掲載企業＞

●国本

●ＳＫグループ
（サイコー、SKトレーディング、
ステップスナイン、SKホール
ディングス）
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リサイクル事業は地域と地球の環境を守るお仕事！

私達が普段生活する中で使用
する新聞・雑誌・ダンボール等
の古紙や、企業が事業活動を
行うことで廃棄される事務機器・
家電・パソコン等、人が生活す
る中でたくさんの“モノ”を使用し
ます。

これらを捨てれば「ゴミ」となりま
すが、きちんと回収・分別をすれ
ば貴重な「資源」となります。

当社では使用された古紙や廃
棄物をトラックで回収を行い、資
源化センターで分別・加工をす
ることで再資源化を行います。

明るく豊かな未来を目指して
日々取り組んでいます。

◆先輩社員紹介（高卒）◆

澁谷 拓（2015年入社）

センター統括事業部
仙台港資源化センター所属

◆ 仕事内容 ◆

廃棄物処理施設で車輌の誘導・トラックに積
まれた廃棄物を重機で荷降ろし、その後選
別処理を行なっています。処理する際は「最
適な分別方法」「コストの削減」を常に意識し
て行動しています。結果、上司や仲間から
「拓に任せてよかった」と言ってもらえた時に
とてもやりがいを感じています。

事務機器
廃家電
廃ＰＣ
スクラップ類

株式会社サイコー

古紙類

製紙メーカー
・各処分場

資源化センター回収

廃棄物廃棄物

新聞・雑誌
段ボール

資源化センター回収

お客様
(企業・個人)

“使い捨ての時代から
再利用の時代へ”
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SKグループホームページ ▶
（㈱サイコー、㈱SKトレーディング、
㈱ステップスナイン、 ㈱SKホール

ディングス）

株式会社 国本

一般家庭
事業場

材料メーカー
・宮城県内
・他県・海外

小売・流通
工事・施工

天然資源

製造業
（部品・組立等）

不要になったもの

仕事に伴い
生じるもの
仕事に伴い
生じるもの

収集運搬
集める・運ぶ

選別加工
資源をつくる

環境廃棄物課
主任 長田泰周 （2011年入社）

地元の高校を卒業し、当社に入社
しました。現在は、産業廃棄物の
収集運搬や受入、入荷した品物の
解体選別・処分を行っています。

作業は大変ですが、日々運ばれてくる品物や工場に
いらっしゃるお客様から、様々な物事を勉強できる
仕事です。職場の仲間のチームワークを大事にし、
互いに助けあいながら毎日を過ごしています。

アルミホイールの解体

重機による解体

古紙の圧縮加工

リサイクル＝資源をつくる仕事です。
私たちの身の回りの品々は、もとを辿れば鉱石や森林など、
天然資源の恵みによってできています。
それらは日々の生活や事業活動によって、やがて不要物やごみと
して排出されます。一度はいらないもの＝ごみとして扱われた品々
には、まだまだ資源として私たちの生活で活用できる可能性が秘め
られています。
当社では、地域内で生じた不要になった品々を回収し集める仕事、
それらを選別・加工し資源をつくる仕事、二つの仕事を通し、お客
様や地域の環境向上と、資源の有効活用に日々取り組んでいます。

当社の役割（オレンジ部分）

クレーン車での積込

国本 ホームページ ▶
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警備
まちのさまざまな場面で、人々の安全・安心を守るのが

警備の業界です。 工事現場、大きな駐車場、お祭りやコ

ンサートなどの大規模イベント会場、学校や各種施設、空

港、貴重品輸送、ボディーガードなど、警備業界で働くス

タッフはさまざまな分野で活躍しています。

私たちが外出先で、事件や事故に巻き込まれることな

く無事に帰宅できるのも、おまつりやイベントで楽しい時

間を過ごすことができるのも、見えないところで警備業

界のスタッフが見守ってくれているおかげです。

＜掲載企業＞

●ゴリラガードギャランティ

●東洋ワークセキュリティ
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ゴリラガードギャランティ株式会社
Gorilla Guard Guarantee EST.1991

警備とは、自分自身の力で地域に暮らす全ての人の笑顔と人生を守る仕事！

警察のように派手な存在ではないが、ダークナイトとして宮城県を守っています。
家族や友人を含めた、同じ地域で暮らす人を守るというやりがいのある仕事です。

警備会社というと、現場で警備することだけをイメージしがちですが、業務は多岐
にわたります。お客様と交渉する営業業務、現場の計画や管理を行なう現場管理
業務、警備員の采配を行なう統制業務、社内ITを担当するIT業務、業界内外での
講師業務、新規事業を展開する開発業務、社内の事務経理を担当する事務業務。

例えば県内最大のイベントである仙台七夕花火祭では、仙台市と交渉を行いなが
ら警備員の人数や配置箇所を決めていき、当日はカラーコーンなどの保安用資機
材を準備して現場に設置を行なう設営業務も含め、総合的に現場を警備します。

民間の中小企業だからこそできる新しいことへのチャレンジ！

警備会社であってもずっと警備のことだけを考えているわけではありま
せん。これまでも通信工事事業、障害者支援事業、食品生産事業、農
業等、たくさんの業務を開発してきました。

警備で培ってきた「安全」と「安心」のノウハウを他の事業に活かしてい
くことができるからです。こうした柔軟性のある事業展開ができるのも、
民間の中小企業ならでは。働く人が主人公になることができるのです。

警備というサービスの品質をとことん高めることにこだわっていくのと
同時に、働く人を幸せにすることにも徹底的にこだわっていきます。

警備業はあまり知られていないけど、驚くほど楽しく働けるやり
がいのある業界です。ぜひホームページも見てくださいね！！

ゴリラガードギャランティ
ホームページ ▶
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東洋ワークセキュリティ株式会社

「水と安全・安心はタダ」、と⾔われてきた我が国日本。
その神話は、非常に残念なことではありますが
過去の物語になりつつあります。
当社では、近年多様化し増加しつつある警備ニーズに
対して最良のサービスをもって「安全・安心」を
地域に提供しております。

・1号業務：施設、空港警備、機械警備
（1号業務のみで、日本の警備業界の仕事の50％を占めています）

・2号業務：交通誘導、雑踏警備
（大勢の⼈出がある場所での誘導警備になります）

・3号業務：貴重品運搬、核燃料等運搬
（運送中の現金等の事故発生を警戒し、防止します）

・4号業務：身辺警備、緊急通報サービスなど
（一般的にボディガードと呼ばれているものです）

警
備
業
界
の
仕
事
は
、

４
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

警備業とは、依頼者の需要に応じて生命や身体、財産への侵害を
警戒・防止する業務を営業として行うものであると、警備業法に
よって規定されています。

一般的には、個⼈や団体などの依頼者と警備会社が契約を結び、
施設や⼈、物品、道路などの警備を実施することが主な業務です。

警備会社は公安委員会の認定を受けており、社員に対して警備業務
の基礎知識や関係する法令、トラブル発生時の対応方法、自身の
護身など、法律で規定された教育内容を実施します。社員は基本教
育と専門業務に関する教育をそれぞれ受講したのち、プロの警備員
として現場に立てるようになるのです。

私たちの仕事は・・・

TWS ホームページ ▶
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対⼈サービス
サービス業に分類される企業はたくさんありますが、

「人」が直接的に「人」の活動や暮らしを支援するのが

「対人サービス」分野の仕事です。

高齢化社会や多様なライフスタイルが進むにつれ、移

動や生活支援へのニーズが高まる福祉・介護業および

タクシー業、少子化やダイバーシティ経営の推進で働き

たい人と人材を求める企業をマッチングする人材業、

教育の分野では、学習塾や各種教室のような個人の学

習支援だけでなく、働く社員のためにさまざまな教育

制度を取り入れる企業も増えています。

機械化・IT化が進む現代社会ですが、人が人に対して

サービスできることは、アイデア次第で無限な可能性を

秘めています。そこにチャレンジできるのもまた、人の

力があってこそです。

＜掲載企業＞

●ここみケア

●大輪通商

●東洋ワーク

●平和交通

●宮城県中小企業家同友会
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日本中に笑顔を創る法人になる

明るい人前向きな人

居宅介護支援事業所１か所
在宅サービスはデイサービス６事業所
小規模多機能４事業所
ショートステイ１事業所
入所（施設）サービスはグループホーム３事業所
医療サービスは訪問マッサージ２事業所
訪問看護１事業所
グループ会社では訪問歯科サービスを展開し
医療から介護・福祉サービスとの連携を強化しています
近年では増加する認知症高齢者の専用施設も充実させてます。

○介護の仕事を通して嬉しかったことは︖
お客様が来所された際には、「今日は休もうかと
思った」や「気分が優れない」と訴えられること
があります。そんな時には、いつも以上に声掛け
を⾏い、私自⾝が元気な姿⾒せる様努⼒していま
す。帰り際には、「元気もらったよ」との⾔葉を
頂けたときは、とても嬉しく感じます。また、
「今まで⻑く歩けなかったけど、30分も散歩が
できた︕」など実際もリハで成果を聞けたときは
達成感でいっぱいになります。

努力
できる人

素直な人

株式会社ここみケア … 福祉・医療・介護の会社です

みんなを笑顔にお客様も私たちも関わるすべての人々を！
ご利用者様とご家族そして私たちの生活を護ることを使命として・・・
宮城県内で介護の総合窓口としてお客様からの介護の多様なニーズに
お応えしています

ここみケア ホームページ ▶
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株式会社 大輪通商 無事にかえるために！

体 験
・身に着けている保護具の装着方法は正しいか。

(ヘルメット・墜落制止用器具など) → 自己流になっていないかを確認
・消火器を使ってみる

→ いざ！という時に冷静に対応できるか動作確認

仕事中にケガや事故にあうことがある。最悪、命を落とすこともある。家に帰るまでが仕事。
建設業や製造業は危険な仕事を行っていることが多い、自分を守るために働く仲間を守るために。
何が危険か。安全に業務を行うために日々改善策を考えながら仕事しています。
そこで、当社では危険体験をはじめ安全用品などを駆使して、皆さんの現場や会社が少しでも

安全意識の向上に貢献できるようにサポートする仕事です。

講 習
・仕事をする上で必要な資格取得のお手伝い

例）特別教育、酸欠講習、職⻑教育など
・頭の体操（意識を変えるため）のお手伝い

→ 講話。時には道具や五感を使って・・動作確認

用 品
・保護具（身体を守るもの）：手袋、安全靴、保護メガネ
・保安用品（安全衛生標識）：立入禁止、頭上注意
・防災用品（消火器・避難器具）：はしご、緩降機

ﾍﾙﾒｯﾄの衝撃体験 消火訓練

現場(標識/保安用品など)

特別講話（安全大会）特別教育（酸欠講習）

防災用品の展示会

五感いきいき 体験

消火器の点検

大輪通商 ホームページ ▶
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●仙台市奨学⾦返還⽀援事業の対象企業です。
⼊社後３年間の奨学⾦返還の⽀援を受けることができます。

●キャリアアップの仕組みがあり、チャレンジできるフィールドがあります。
●Art to You!東北障がい者芸術全国公募展に2015年から⽀援を続けており、
CSR活動にも積極参加しています。

message

東洋ワーク株式会社

・内容の⽴案

先輩社員からのメッセージ

⼊社後はスタッフの在籍する製造⼯場での現
場研修、本社での新人教育研修等を経て
大崎営業所へ配属。研修でしっかり学んだの
で、安心して業務をスタートさせることができま
した。大崎営業所では取引先の新規開拓
営業、スタッフの登録や面談、⼊社後の管理
サポートを担当しています。誰しも平等にキャ
リアを積める環境＝会社なので、たくさん経験
を積んで実績を残すことが今の目標です。 。

職種が幅広く、自分が輝ける場所を探せる会
社だと感じ⼊社しました。コールセンターで、イ
ンターネットやメールなどをご利⽤のお客様の
困りごとを解決できるよう、サポートをする仕事
をしています。困っているお客様のお手伝いや、
問題の解決ができたときに、「ありがとう」と言っ
ていただけることが嬉しいです。 。

川瀬 結子(2019年⼊社)
大崎営業所 営業・業務

安田 菜央(2019年⼊社)
コミュニケーター派遣室
学校から、進路や就きたい仕事について、東
洋ワークに相談してみたらと紹介されました。
東洋ワークは、自分の将来をみつめる機会をく
れる会社だと思います。今は冷凍倉庫で、商
品のピッキングや管理の仕事をしています。自
分に与えられた役割をクリアし、同じ職場の人
たちとひとつの目標を達成できたときにやりがい
を感じます。 。

キャリアアップの仕組みがあり、チャレンジできるフィールドがあります。

高橋 ⻯(2018年⼊社)
仙台営業所

職種紹介

私たちは創業当時から『ダイバーシティ』を掲げ、
多様な人材が活躍できるフィールドを提供することを実践してきました。
“⼈材は企業が成⻑する為に必要となる源泉です。”
仲間を大事にせずに、お客様に良質なサービスを提供することはできません。
人材サービスを⾏う上でとても大切なことなのです。
あらゆる人が、自分の持つ⼒や能⼒を最大限に発揮できる社会。
あらゆる要望に最適なソリューションを提供し、社会の期待に応え、
実現することが、私たちの社会貢献です。

東洋ワークグループは、
働く社員が⽣涯を通じて成⻑しながら仕事を選択
できるTOYO WORK TOWN を目指します。

【事業開発職】未来を切り拓く “グローカル”人材
東洋ワークグループの『経営者候補』です。既存事業をス
ケールすることはもちろん、グループ法人内の領域を⾶び
越えて、新規事業を⽴ち上げることも可能です。

【総合職】未来を創る トップランナー
東洋ワーク株式会社の将来を担う幹部候補生として、
スタッフの就業サポートや営業活動の経験を活かしてキャ
リアアップを目指します。

【オペレーター職】声で繋ぐ おもてなし
コールセンター内におけるオペレーション業務。おもな仕事
は電話やスマートフォン、インターネットに関するお問い合
わせの受信業務です。

【製造職】ものづくりで 地域を⽀える
幅広く、様々な分野がある『ものづくり』の仕事。
ものづくりに必要な技術、担う分野、⼯程など「つくるもの」
によっても様々です。（検査や組み⽴て作業〜機械オペ
レーションなど、様々な分野があります。）

わが社のお薦めPoint!!

東洋ワーク
ホームページ ▶
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人を愛し 地を愛し 社を愛す 愛することは育むこと 愛する人を愛情をもって育み、愛する仙台の育みを念い、会社への愛社精神を育む【基本理念】

＜採用＞

女性ドライバーの採用

【事業内容】 昭和３１年に日吉タクシーとして創業し、今年で創業６４年目の老舗のタクシー会社です。資本系列は札幌の北海道交運グループで１０社１６拠点
の１社として仙台に本社があります。

認定台数が８０台と仙台市内大手に分類されながらも、数年前までは１台当たりの売上が仙台市内１位を約１８０ケ月に渡ってキープして来ました。
タクシー業界の未来を見つめ、様々な努力を積み重ねてきている、前向きな企業です。

以前から女性ドライバーの採
用に力を注いでおり、その人数
は11名を数えます。 社内の雰
囲気が明るくなったように感じら
れて来ました。以前からあった
女性休憩室の備品などを新設
したり、女性用トイレの増設等も
行い、女性が働きやすい環境
づくりに努めています。

「平和クラブ」って何でしょうと疑問にも
たれるかと思います。平和クラブは数
あるタクシー会社の中で、平和交通を
選んでご乗車を頂いています「お得意
様」の組織です。言い方を変えますと
「ファンクラブ」のようなもので、現在２
千名を超える会員がおり、毎日のよう
にご利用を頂いています。ポイント
カードも発行し乗車時にポイント加算
されます。

＜サービス＞

平和クラブ

＜地域＞

貢献の一環

小学校の児童を犯罪
から守る会社として地
元の小学校１０校と
「SOS防犯タクシー」の
提携を行っています。
具体的には不審者との
遭遇で児童が助けを求
める場合はタクシーに
手を挙げてもらい車内
で保護します。学校や
警察に連絡した上で、
自宅や学校などに無料
で送ります。又、一部の
学校とは小学校に出向
いて「交通安全教室」
の開催も行っています。

＜交流＞

みんなで食事
弊社は、役員と社員
間の仲も良いです。例
えば、年に２回、管理
者が料理を作ってドラ
イバーに振る舞う
「○○パーティー」を
行なっています。日勤
者には昼食を、夜勤
者には夕食を食べて
もらいドライバーと管
理者間の親交を深め
ています。平和交通
はドライバーと管理者
の距離が近く、働きや
すいのが自慢のひと
つです。

タクシーは旅客運送
業に分類されますが、
平和交通ではサービ
ス業として誇りを持っ
て営業しています。そ
の為に２～３カ月に１
回は、ドライバー全員
を対象に１時間の研
修会でスキルアップ
を行っています。最近
は市内観光の仕事が
増え、ドライバー向け
の観光勉強会を開催
し、更なるスキルアッ
プを行っています。

＜社内＞

スキルアップ

＜乗務員＞

やりがい

地元のお客様から
「平和さん」と親近
感を込めて呼ばれ、
自分の工夫次第で
売り上げを伸ばして
いけるところやりが
いが感じられます。
幅広い年代の方々
のお話が聞けて毎
日が楽しいですね。
「ありがとう」と降車
をされますと、この
仕事をやっていて
良かったと思います。

平和交通株式会社-企業案内

平和交通 ホームページ ▶
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〇〇したい・してほしい
に応える仕事

私たちが属する第3次産業（サービス業）は

目の前の⼈のニーズに
合わせて、多種多様な
仕事が存在します！

宮城県中小企業家同友会 中小企業家同友会 は ＜経営者の団体＞
①よい会社づくり ②よい経営者づくり ③よい経営環境（地域）づくり
を目指す（宮城県内の）社⻑たちが、互いの取り組みや将来ありたい姿など
について、日々さまざまなかたち・ツールで情報交換をしながら、自社の
企業経営に生かそうと学びあっています。

会員企業経営者の訪問
企業を訪問し現在の取り組み
や業界・地域が抱える課題な
どをヒアリングします。活動
の基本となる大切な仕事です。
また会員からの紹介で、
地域内の未加入の企業を
対象に入会のオススメ
訪問もしています。

企画・広報 訪問や会議など
で得た情報をもとに支部役員

（会員経営者）にも相談しながら
勉強会などを企画・立案します。
案内の作成や参加呼びかけなど
の広報活動も行います。

勉強会やイベントの運営
勉強会やイベント開催当日は
役員と協力し会場運営も担い
ます。多くの経営者が一堂に
会する場では⼈と⼈の出会い
をコーディネイトもします。

活動の記録
企業訪問で得た情報や
勉強会などの様子を
報告書や広報誌の原稿
として記録します。
次の世代に記録を残し、歴史を繋ぐ
大事な役割を担っています。

地域社会や日本経済を支える「地域の中小企業
（経営者と働く社員）」を相手に、企業の成⻑と発展をサポート
するのが「経営者団体」の活動であり私たちの役割と使命です。

企業の日常活動や社会
情勢による影響などを定期的に調査・
分析し、会員企業や地域に「現場の声」
として発信します。定点観測に利用し
たり、政策提⾔などにも生かします。

調査・分析

私たち事務局員は、会員企業のパートナー。企業づくりの
さまざまな活動の企画・運営などを共に担い、推進する
創造的なプロ集団（＝総合プロデューサー）です！

宮城同友会 ホームページ ▶
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発行： 宮城県中小企業家同友会 共同求⼈委員会

※「学生・生徒へのキャリア教育の目的」以外での無断転用はお断りします。
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