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（電気機械器具製造業）

八重樫さんが担当する介護用入浴装置など、
大型製品や特殊製品は第二工場で製造。

代表者からのメッセージ
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自分の進みたい道はどういう方向にあるのか──将来のビ
ジョン、
目標、夢を持っていてほしいですね。
そのうえで、
イン
ターンシップや会社見学・会社説明会などに積極的に参
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加してほしい。
自分の適性を見極めながら、
そういう経験をど

八重樫秀明（23）
やえがし

入社のきっかけ

ひであき

岩手県盛岡市出身。岩手県立産業

子どもの頃からプラモデ

技術短期大学校産業技術専攻科

ル作りが好きで、
ゼロから

を卒業後、同社に入社。現在は、第

組み立てて完成させる仕

一製造部製品二課で製品の組み

事を探していました。
しか

立て等を担当。

も岩手で働きたかったの

仕事の内容
医療機器の一種である介護用
入浴装置の組み立て・梱包・出
荷を担当しています。出荷まで
の一連の作業を担当するのが、

会社のPRポイント

当社の特徴のひとつです。

一人で組み立てから出荷ま
でを担当しているので、モノ
が完成するまでの工程を学
べます。
また出荷まで手がけ
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ることで、
やりがいやユーザー
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朝礼

一日の業務内容と目標を確認、
製品の小組立て

10:00
11:00

学生たちへひとこと！

12:00

就職活動では、
ふだんから明確な目標

13:00

をすべきかを意識しておくこ

14:00

た面接では、
自分がやり
活かせるかをアピー
につながると思います。

社内一貫生産で「ニーズに応えるものづくり」を展開。
品質・環境に徹底配慮。

新しいビジネスにも挑戦。

プランニングから完成まで社内一貫生産体

創業以来培ってきたノウハウや技術力は、
プ

同 社は、社内一 貫生産の電気機械器具

制をとる電気機械器具メーカーの谷村電気精

ランニング・設計・開発・購買・製造・検査の各

メーカーとして県内では希少な存在。現在事業
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部門に反映されており、取引先から高い評価を

の5割以上を医療関連機器事業が占め、
さら

新興製作所の子会社として設立され、昭和52年独

がほとんどで、医療分析機器、情報端末機器、

得ています。

に社会の高齢化にともない、
この医療・介護分

立。以後、電気機械器具の納入先商標による受託製

しています。
「創意あふれる豊かな技術力を基に、明るい
社会生活に貢献できる製品を造り出し、夢に、

また、各部門の作業を同時進行しデータを
共有することで短納期・低コストを実現する
「コンカレント・エンジニアリング」
を推進。
量産化
への対応を可能にしています。

野の注文は増えています。
また、約50社の取引先のうち約90％は関東
にあり、
それらの幅広いニーズに応えるために、
介 護 用 機 器の製 造など新しいビジネスにも

未来に、弛みなく挑戦する」
という経営理念のも

さらに20年ほど前にISO9002を認証取得し

と、
「 YOUNG（常に若さを失わず）、DREAM

たのを皮切りに、医療用具GMP（製造管理

（常に夢を開拓し）、SYSTEM（常にシステム的

および品質管理規制）の取得、工場のFDA

従業員の生活の安定に向けて取り組みたい

発想をする）」の「YDS精神」
を掲げ、開発型＆

（米国食品薬品局）認定など、品質・環境への

という同社。
そのためにも、会社の規模をもう

提案型企業として情報化時代を支えています。
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取り組みにも力を入れています。

果敢に挑戦しています。
今後は、地元北上市や岩手県への貢献、

ひと回り大きく成長させることが目標です。

経験を積めば慣れるものです。
あと
はチャレンジ精神と、
「 長く勤めるん
だ！」
という強い意志を持って入社し
てもらいたいですね。やる気と情熱

休憩

15:00
16:00

総組立て後の確認、
進捗と今後の予定確認

17:15

造（OEM）
で、医療分析機器、情報端末機器、省力化
機器、
プリンターの4つの事業を柱にしています。

事業内容
資 本 金
従業員数
平均年齢
設
立
売 上 高
初 任 給

電気機械器具の製造（OEM）
9,887.5万円
224名
43.7歳
1967年4月
48億4,400万円
130,000円〜180,000円

代表取締役社長
麻生富夫

学生記者の企業リポート
仕事のやりがいは？

学生のころに学んだことを実際の仕事で活かせることが
魅力のひとつだという八重樫さん。
また、
組立て・検査・梱包・
出荷まで、一貫して担当するため、責任やプレッシャーを
感じることも多いそうですが、
その分とてもやりがいも大きい
仕事。行程の全てを担当できるからこそ、
「さらに良い製品を
作ろう」
という、次への意欲や目標につながっていくのだと
感じました。

職場の雰囲気は？

工場ごとに異なる製品を生産している同社ですが、職場で
は、男性だけでなく女性も多く働いていました。
また、
お客様
のニーズに応えたより良い製品を作るため、先輩からアドバ
イスをもらったり、指導していただくことも良くあるそうです。
黙々と個人で作業をしている時もあれば、声を掛け合い協
力して作業する時もあるなど、一人ひとりが自分の担当して
いる製品に真剣に向き合っている職場だと感じました。

会社のこれからは？

同社では、情報時代の先端を走り、これまでも幅広い
分野の製品を提供し続けてきました。また、品質管理
や環境マネジメントにも積極的に取り組むことで、お
客 様 の 信 頼を獲 得しています 。同 社 独 自の
「 Y D S 精 神 」に基 づいたモノづくりに
よって、今後もさらにお客様に満足して
いただける製品を作り出す企業になって
いくと感じました。
学生記者

機。発注元企業のブランド製品の製造（OEM）
省力化機器、
プリンターの4つの事業を柱に

入浴装置本体の
総組立て・調整

たいことを会社でどう
ルできれば良い結果

「YDS精神」
で開発・提案。

入浴装置の総組立て

とが重要だと感じました。
ま
一人の作業員が一連の作業を担当する
「多能工化」
を進めている。

企業コンセプト

休憩

昼食

を持ち、
その達成のために何
小型から大型まで、小ロットから大量生産まで、柔軟に対応できる技術力。

いと感じている人もいるでしょうが、

大歓迎です。

んです。

への責任感が増します。

います。未知の存在である企業を怖

にあふれた人材なら男女関係なく

で、希望にぴったりだった

徹底した品質管理体制で、
顧客満足度の向上を目指している。

んどん増やしていった方が良いと思

中村真彩

企業の強み
●プランニングから完成までの社内一貫生産で、
ニーズに応える企画・提案を展開。
●各部門の作業を同時進行し、
「コンカレント・
エンジニアリング」
を推進。
●各種ISO認証取得、
GMP取得など、
品質・環境
への取り組みに積極的。

福 利 厚生
休 日・休 暇

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
日曜日、土曜日
（会社が定めた日）、祝日、年間
114日
（当社カレンダーによる）

最近の採用者数（30歳未満の若年雇用者）
22年度

5名

23年度

7名

24年度

4名

24年度

3名

最近の離職者数（30歳未満の若年雇用者）
22年度

2名

23年度

2名

［本社所在地］
〒024-0004 岩手県北上市村崎野21-26-18 ［TEL］0197-68-2311
P000

