
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各社の対応可能日は裏面をご覧ください。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 校 生 と 保 護 者 のための 

地域の企業を高校生のみなさんと保護者の方々が一緒に知る事で、将来を考えるきっかけとしませんか? 

協力企業 

見学スケジュール 

開催月 

高校生とその保護者 対 象 

参加 
無料 

見学にあたっての留意事項 

・各社１回あたりの定員があり、定員に達し次第、締め切ります。 

・参加費は無料ですが、各会場へは各自でご参集願います。 

・服装は自由ですが、歩きやすく寒くない格好としてください。 

 

所要時間  ①10 時～、②14 時～（60 分～） 

※各社による 

主な内容 ・企業概要説明 

・会社工場見学 

・若手社員との情報交換・質疑応答 

 

各開催の２日前の 15 時までに下記いずれかの方法（電話・メール）でお申込みください。 
各社の定員に達し次第、締め切ります。 
【必要事項:高校名、学年、生徒の名前、保護者数、第一希望企業名・日時、第二希望企業名・日時】 

申込方法 

 
(担当者：近江)  

宮古地域振興センター 地域振興課 

tel 0193-64-2217  E-mail:t-oumi@pref.iwate.jp 

主催:宮古地域振興センター／宮古・下閉伊モノづくりネットワーク工業部会 

 12 月、 
2019 年 

※詳細は裏面をご確認ください 

宮古・下閉伊地区 

※裏面に企業情報
を追加しました。 
 

◆岩手県北自動車株式会社 

（定員 20 名）（宮古市日立浜/運輸・観光） 

◆株式会社エフビー 

（定員 20 名）（山田町豊間根/製造業・コネクタ製造等） 

◆有限会社菊地電子工業 

（定員 10 名）（宮古市津軽石/製造業・コネクタ製造等） 

◆株式会社榊鐵工所 

（定員 20 名）（宮古市田鎖/製造業・建築鉄骨製造等） 

◆佐々勇建設株式会社 

（定員 6 名）（宮古市上鼻/建築業） 

◆ジュピター工業株式会社 

（定員 10 名）（宮古市津軽石/製造業・コネクタ製造等） 

◆中城興産株式会社 

（店員 5 名）（田野畑村机/介護） 

◆介護老人保健施設ほほえみの里 

（定員 10 名）（宮古市崎鍬ヶ崎/医療・介護） 

◆リアス環境管理株式会社 

（定員 6 名）（宮古市長町/サービス業） 

 

２月 
2020 年 

（７日、14 日、21 日）  



 

見学先企業一覧 

 

 

 

岩手県北自動車株式会社 株式会社エフビー 有限会社菊地電子工業 

 

住所:宮古市日立浜町 32-4 
（浄土ヶ浜パークホテル） 

電話番号:019-641-7772 
主な事業:路線バス、貸切バス、観光、ホテル、遊覧船事業 
実施日:12/7、12/14、12/21（午前のみ） 
見学における保護者制限等:制限なし 
説明時間:約 60～80 分 
写真撮影:可 
会社のセールスポイント 
岩手県北バスグループは、宮古地区において、バ
ス事業、観光事業、遊覧船事業、ホテル事業と多
彩なビジネスを展開しています。地域の足を支え、
そして観光で地域を活性化させ、今後も宮古地区
を盛り上げていきます。 
生徒・保護者へのメッセージ 
運転に興味がありますか?観光で、いろいろな人
を楽しい旅につれていきたいですか?それとも接
客やサービスの仕事をしてみたいですか。岩手県
北バスグループでは、さまざまな仕事あります。
宮古地区に、こんなにいろいろ仕事があるんだと
いうことをぜひ学んでください。会場は、浄土ヶ
浜に面したパークホテルです。 

住所:下閉伊郡山田町豊間根 2-31-1 
電話番号:0193-86-3456 
主な製造品:電子部品「コネクタ」 
実施日:12/7、12/14、12/21、2/8、2/15、2/22 
見学における保護者制限等:一部不可 
説明時間:60 分 
写真撮影:不可 
会社のセールスポイント 
「ものづくりは人づくり」。人財育成に力を入れた
取り組みを行っています。 
生徒・保護者へのメッセージ 
ご家族様と一緒に工場を見学できる貴重な機会で
す。就職活動の不安を払しょくできるようご対応
させていただきます。 

住所:宮古市津軽石 14-78-1 
電話番号:0193-83-1818 
主な製造品:コネクター 
実施日:12/7、12/14、12/21、2/8、2/15、2/22 
見学における保護者制限等:一部不可 
説明時間:90 分 
写真撮影:不可 
会社のセールスポイント 
50 人ほどのコネクターを生産する会社の為 
本人の努力と成果次第で、若いうちから重要な仕
事をすることも可能 
人生に役立つような高いレベルの技術・技能を身
に着けることが可能 
生徒・保護者へのメッセージ 
お客様に満足いただける企業、地域に貢献できる
企業の理念達成の為に、職務・人格能力の高い人
財になる事が責任であることを共有しています。 

住所:宮古市田鎖 9-50-1 
電話番号:0193-63-5300 
主な製造品:民間及び官公庁の建築鉄骨を製作し
ています。学校、体育館、ビル、その他施設、制
震部材（シェイプアップブレース）など 
実施日:全日対応 
見学における保護者制限等:制限なし 
説明時間:90 分 
写真撮影:可 
会社のセールスポイント 
宮古市新庁舎（イーストピアみやこ）、2020 年東
京オリンピックメイン会場 新国立競技場、ディズ
ニー関係の鉄骨製作にも携わっています。平成 27
年度都市景観賞、BCS 賞、内閣府特命担当大臣賞
を受賞した建築物の製作実績もあります。 
生徒・保護者へのメッセージ 
当社働くための資格や技術は、入社してから会社
完全サポートの元取得致しますので、未経験者で
も安心して働くことができます。工業系の学校以
外から入社して活躍している従業員も多数おりま
すので、是非見学にいらして下さい。 

住所:宮古市上鼻二丁目１番 17－２号 
電話番号:0193-62-3917 
主な製造品:建築工事一式 
実施日:12/7、12/14、2/15、2/22、2/29 
見学における保護者制限等:制限なし 
説明時間:60 分 
写真撮影:可 
会社のセールスポイント 
エコアクション 21 登録会社 
いわて地球環境にやさしい事業所（四つ星） 
生徒・保護者へのメッセージ 
気軽にお寄りください。 

住所:宮古市津軽石 14-97-2 
電話番号:0193-67-3981 
主な製造品:精密プレス金型、コネクタ端子 
実施日:全日対応 
見学における保護者制限等:一部不可 
説明時間:60 分 
写真撮影:一部可 
会社のセールスポイント 
熟練の技を誇る技術者たちが生み出す、業界トッ
プレベルの金型品質と超高速生産能力。 
生徒・保護者へのメッセージ 
会社はそこで働く人材によって支えられていま
す。高い技術力も創造する力も全て人がいてこそ
のものです。当社は自主性を最も大切にしていま
す。 

ジュピター工業株式会社 佐々勇建設株式会社 株式会社榊鐵工所 

リアス環境管理株式会社 介護老人保健施設 ほほえみの里 中城興産株式会社 
住所:下閉伊郡田野畑村机 299 
電話番号:0194－33－3500 
主な事業:認知症の高齢者への介護業務 
実施日:全日対応 
見学における保護者制限等:制限なし 
説明時間:30 分 
写真撮影:可 
会社のセールスポイント 
認知症のグループホームです。日常生活のお世話
をします。イベント、レクリエーションが多いの
で一緒に楽しんで仕事が出来ます。 
生徒・保護者へのメッセージ 
資格が無くても大丈夫です。 
資格が取れるように、会社で奨励制度があります。 

住所:宮古市⾧町一丁目９番 17 号 
電話番号:0193-62-0015 
主な事業:建築物メンテナンス業務、警備・案内
等業務、廃棄物取集運搬業務、衛生管理用品販売・
レンタル業務 
実施日:全日対応 
見学における保護者制限等:制限なし 
説明時間:30 分 
写真撮影:可 
会社のセールスポイント 
将来のことに自信が持てなくても、「リアス環境管
理」ではきっと見つけることができるはずです。
得意なこと、自分の強みがわからなくても大丈夫。
ここでは自分ならではの適材適所を働く中で見つ
けることが可能です。人とのつながりの中で一緒
にリアス環境管理を作っていきませんか? 
生徒・保護者へのメッセージ 
どんなことでもやりたい事にチャレンジしてみて
ください。どんな仕事でも働き手から見つけるや
りがいを感じることができます。人の手で行うも
のと心遣いによるサービスは、AI が発展した未来
にも普遍的にあり続けます。 

住所:宮古市崎鍬ヶ崎第 9 地割 39 番地 27 
電話番号:0193-64-3311 
主な事業:医療・介護 
（要介護高齢者に対する介護保険サービス） 
実施日:12/7、12/21、2/15、2/22、2/29 
見学における保護者制限等:制限なし 
説明時間:60 分 
写真撮影:一部可（ご利用者の撮影はご遠慮くだ
さい） 
会社のセールスポイント 
職員は、10～70 歳代の幅広い年齢層で、医療職
の医師や看護師、理学・作業療法士および管理栄
養士、介護支援専門員や介護福祉士といった、要
介護高齢者の支援を行う専門職が多数在籍してい
ます。 
生徒・保護者へのメッセージ 
未資格・未経験であっても、施設で資格取得支援
を行っており、介護福祉士や介護支援専門員等も
働きながら取得することが出来ます。 
留意事項 
当該地域の感染症（インフルエンザ等）の流行等
により、見学受入れを一部制限させて頂く場合が
あります。 


