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＊取材の際は写真撮影の時のみマスクを外していただきました。

1

自分を活かせる場所を探そう

これから働く皆さんへ。

どんな仕事に就こうかなと考えはじめた時に、

自分の知っている会社って、意外と少ないことに気付くかもしれません。

名前は聞いたことがあるけど、何をやっているのかは分からない、なんてことも。

でも、実際には、さまざまな業種のいろんな会社があって、

たくさんの人の労働に支えられて、私たちの生活はスムーズに回っています。

ここ大牟田にも、実はすごい企業や魅力的な会社がいっぱい！

世界に誇る、素晴らしい技術をもつ企業や、

国内トップシェアの会社、長い歴史を積み重ねた老舗企業、

若者の採用や育成に積極的なところや、地域密着型の元気な会社など、

129社の企業を紹介しています。

また、自分で新たに創業した人や、農業・漁業の仕事に就いた人たちのインタビューも。

大牟田は交通アクセスが良くて、自然豊かで、買い物も便利で、バランスのとれたまち。

ずっと暮らしていると当たり前に感じて気にしていなかったものが

とても大きな魅力だったりします。

家族や友達、今まで支えてくれた大切な人たちがいて

ほっと落ち着ける地元で、自分を活かせる場所を見つけませんか？

皆さんの可能性は無限大。

輝く未来を応援しています！

2
3

大牟田の企業で
仕事に励む
ベテラン・若手の
リアルな言葉

「若手の頑張る姿を見られ
るのが宝」
「いろいろな仕
事 を 覚 え ら れ て 楽 し い 」。
おいしいパンは、活気のあ
る職場から。

期待してくれてい
る、必要とされて
いる、その気持ち
が向上心に繋がる
んです。

医用・バイオ分野で社会
貢献。いつかは独自ブラ
ンド開発の夢をみんなで
叶えたい！

「交通用信号関連製品の
国内シェア No・ 」っ
て知ってましたか？全国
の交通インフラを熱意を
持って支えています。
1

さまざまな職種の人が関
わって、化学産業で大牟
田から世界に貢献してい
るんだ。

4
5

「 お 花 が 好 き！」 か ら 始
まった仕事だから、 頑 張
れる。毎日違う花と 緑 に
囲まれて、技術を磨 い て
います。

社会人の先輩１２名に、会社や仕事についてインタビュー。若者に向けてのアドバイスも。

働く先輩の声を
聞いてみよう！

多くの人が関わって
世界に貢献する
化学メーカー。
デンカ株式会社 大牟田工場

田北 誠さん
勤続年数 31 年

転職する際に大牟田市の企業説明会
に参加して、興味を持ちました。「化
学製品で世界を相手にしている、すご
い会社だ」というのが第一印象です。
２０１８年に入社し、化学プラントの
土木建築の担当になりました。知識も
経験も現場でイチから積み上げていま
す。プラントは化学装置を支える基礎
なので、高温に耐えられるように設計
しないといけません。工事をしながら、
図面を見ながら、業者さんとのやりと
りの中からでも学べる環境です。日々、
土木建築の最先端を学び、製造過程を

が求められる仕事です。製造部門で

や実績分析など、精度の高い予算管理

と思うと誇らしいです。

牟田にいながら、世界に貢献している

ています。私もその一つに携わり、大

ざまな工程があり、多くの人が関わっ

化学産業は機械や装置以外にもさま

知ることができます。

困っていることを相談されることもし

当社は１００年以上、事業を継続し

自分のやれること、挑戦できることを

だけでなく、いろいろな分野も見て、

●先輩からのアドバイス：一つの部門
ています。化学メーカーをはじめ、大

探してください。

勤続年数３年

る製品は多種多様。時代とともに変化

大牟田エンジニアリング部 設備課

していく「ものづくり」だからこそ、
多岐にわたる情報収集が必要です。さ
まざまな部署の人たちと関わり、お互
いに質問をしあい、打ち合わせを重ね

年間。この経験を若手に引

ながら、知識を深めています。頼り、
頼られの

き継ぎ、社会全体に負荷をかけない働
き方が実現できればと思っています。
●先輩からのアドバイス：何にでも
チャレンジしてほしい。失敗し、そこ

小栁 広美さん

牟田以外にも拠点があり、手掛けてい

を感じますね。

ばしば。一緒に成し得た時にやりがい

経理はもちろん、工場での製造コスト

ます。入出金の管理といった一般的な

１９９０年から経理課に勤務してい

事務部 経理課

から立ち直った経過も貴重な財産です。

大牟田から発信する
グローバルな産業へ
心機一転、飛び込んで。

6
7

100 年以上も続く、
時代に合わせた
ものづくりを支える仕事。
31
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幅広い分野でグローバルに展開する化学メーカーです。
1916 年に大牟田工場が設立。製造の仕事以外にも、研
究開発、製造プラントの保全・建設、製品の出荷や収
支計算、労務管理など、さまざまな職種があります。

高い技術を学び
花と緑を通して
豊かな幸せを提供。
有限会社 グリンピース磯浜

お客さまの希望を形に。
花と緑でこころを贈る
新鮮な毎日です。
本店店長・フラワーデザイナー

東京で働いていましたが、大牟田に
戻り、以前から興味のあったお花の仕
事がしたいと思い、２０２１年３月に
転職。今は植え込みの水やりやメンテ
ナンスなどを担当しています。入社時
は知識も浅かったので「育て方でこん
なに変わるんだ」と驚きました。きれ
いに咲かせるには、ただ水をやるだけ
ではなく、病気や虫に注意するなど、
実は大変な手入れが必要。花に元気が
なければ原因を考え、学ぶ姿勢を大切

など、一般の花屋さんに比べて、いろ

スプレイやガーデニング、ブライダル

２０１１年４月に入社しました。ディ

持つようになり、専門学校を卒業後、

ります！

いろいろな植物を育てられるよう頑張

空間にお花があると癒されますよね。

ずに現場で学んでいきたいと思います。

３年は経験が必要と聞きますが、焦ら

るようになりたいです。習得するには

今後はアレンジメントが上手にでき

にしています。

いろな事業を行っており、扱う花の数

●先輩からのアドバイス：誰でも活躍

います。

た職場で楽しくすることが一番だと思

できるお仕事があるので、自分に合っ

も多いです。専務が賞を多数受賞して

主な業務は、お客さまから注文を受
けて花束やアレンジメントを制作する

勤続年数１年

こと。誕生日や退職などのお祝いから

日、

亀谷 笑里さん

お供えものまで内容はさまざまです。
好みはもちろん、色、贈る相手の年齢
や性別など、希望をしっかりヒアリン

まだまだ自分の知らない花もありま

グすることが重要だと感じています。

日

すし、毎日違うものを制作しているの
で、いつも新鮮な気持ちに。

仕事に丁寧に向き合っていきたいです。
●先輩からのアドバイス：好きなこと、
やりたいと思ったことを大切に、自分
の道を見つけてください。

日々知識を深めて
素敵なアレンジメントを
手掛けるのを目標に。

ですね。

いて、学べることがたくさんある環境

高校で農業に触れて、お花に興味を

勤続年数 10 年
1

8
9

野口 明子さん
1

P133
掲載

「花と緑でこころを結ぶ」を経営理念に、小売販売、ブ
ライダル、ガーデニングなどを行っています。高いク
オリティーの花や植物を揃え、受賞歴を持つスタッフ
もいる環境で高い技術を学ぶことができます。

九州から世界へ！
医用・バイオ分野の
開発・製造を担う。
株式会社 日立ハイテク九州

新卒のタイミングが会社設立の時期
で「日立グループなら大きなことがで
きそう」という期待を胸に２０１７年
に入社しました。茨城で１年学んだ後、
医療機器の設計の部署に配属、回路設
計を担当しています。まだ若い会社で
人数も少ない分、距離感が近く、社員
同士はもちろん、社長はじめ関係部署
ともコミュニケーションをとりやすい
環境です。それは、チームで動く上で
とても重要。割り振られる業務の中で
自由さもありながら、スケジュール管

みんなで一丸となって世に生み出した

を開発すること。新たなブランドを、

理などはきっちりと共有できるため、

で、さらに家族に医療関係者がいるこ

い。そのためにも個々の力が大事なの

以前は自転車屋で修理や点検、販売

ともあり、医用分野に取り組むこの仕

で、常にスキルアップを図っています。

目標は、世界に認められる自社製品

事に意義を感じて、２０１７年に入社。

●先輩からのアドバイス：どんな仕事

く、役立つ時がきっと来ます。

自ら学んだことは無駄になることはな

であっても、勉強は重ねた方がいい。

現在は、医療現場で使用される分析装

工場と聞くと、男性が多いイメージ
かもしれませんが、男女比率は半々。
特に、細かい組み立て作業では女性が
活躍しています。後輩にバトンタッチ
した時に、より良い環境でみんなが活
躍できるよう、今ある課題をクリアし
ながら努力しているところです。いつ
か、ここでオリジナルのブランドが立
ち上がる際には、一番に手を挙げて携
わりたいですね。
●先輩からのアドバイス：いろいろな
人に出会って、話や意見を聞いて、自

勤続年数４年

の組み立てを行っています。

置の一つ「検体検査自動化システム」

仕事を円滑に効率良く進められます。

勤続年数４年

の仕事をしていました。小さな部品か

河野 和人さん

ら一つずつ組み立てていく作業が好き

製造部製作課

分の経験値を大事にしながら、情報を

大西 雅也さん
設計部 開発設計グループ

10
11

先輩として、みんなが
適材適所で活躍できる
環境づくりにも尽力中。
判断できる力を養ってください。

個々の力を合わせて
独自ブランドの開発を
みんなで叶えたい。
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医用・バイオ分野の分析装置、関連消耗品の設計開
発、製造を行う日立グループの会社です。生産拠点と
して全国の候補地から大牟田が選ばれ、
2016 年に設立。
革新的な製品開発、製造を追求しています。

種苗からビニール
ハウスの加工まで
高品質な商品を発信。
株式会社 田中農園

勤続年数７年

実は一度離職しているんです。高校
卒業後に入社したのですが、２年半
経って、他の仕事にもチャレンジして
みたくなり、浄化槽の仕事を３年間や
りました。これからの人生を考えてい
た時、今のリーダーに「戻ってきた
ら」と声を掛けてもらい、必要とさ
れている気持ちが嬉しくて。それで
２０２１年に復職。感覚を取り戻しな
がら、ビニール加工に従事しています。
基本２人１組で作業するのですが、
報告を怠ると次の仕事につながらず、

職場でしたが、前会長が性別や年齢に

リーワンの商品。技術職で男性が多い

規格も素材もさまざまで、まさにオン

希望するサイズや形に加工しています。

スに使用するビニールを、農家さんが

2018年、正社員に。ビニールハウ

●先輩からのアドバイス：自分が当た

成長すると思うので、日々挑戦です！

失敗を重ねても、理由が分かることで

などの技術を高めていきたいですね。

だなと感じています。今後は特殊加工

て立ち回ることが、チーム力になるん

告・連絡・相談を心掛け、状況に応じ

作業がストップしてしまいます。報

関係なく、頑張る人を認めてくれる方

り前だと思っていることが、当たり前

入れる力も大事です。

じゃないこともある。違う考えを受け
働く中で実感したことは、まわりの

勤続年数３年

サポートは絶対に必要だということ。

技術職

感謝して、感謝されて、その気持ちは
巡り巡っていくものなんですね。また、
目標を立てる時は、週・月・年単位で
考えることが大切。そうすることで、
達成するための道筋が見えてきますよ。
今後も向上心を忘れず、やったことの
ない工程を経験したり、機械のメンテ
ナンス方法を習得したりしながら、技
術力を磨いていきたいと思っています。
●先輩からのアドバイス：知らないこ

森 真之さん

で、子育てしながらの勤務でしたが、

年にパートとして入社し、

鈴木 亜美さん

見込んでくれるのが嬉しかったですね。

２０１

技術職 リーダー

とを認めることが成長の第一歩！

失敗の先に成長あり。
高みを目指す
チーム力と加工技術。

12
13

経験ゼロからの入社でも
感謝と向上心を忘れずに
キャリアアップ。
4
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野菜・花の種苗や農業資材を卸・販売。特に種用の馬
鈴薯の取り扱い量はトップクラスです。さらに、ビニー
ルハウスのビニール加工業務も行い、農家さんが求め
る規格でオンリーワンの商品を作っています。

全国シェア No.1！
交通インフラに
欠かせない会社です。
信号電材株式会社

高校生の時にインターンシップで訪
れたことがきっかけで、２０１９年に
入社しました。製造業に絞って就職活
動をしていて、ここの現場を体験した
際、若い世代の人も多くて雰囲気がい
いなぁと感じたのが決め手です。大牟
田出身ですが、信号機を作る会社が地
元にあったんだとはじめて知りました。
今は製造ボックスチームで、製造の

しかも、全国的なシェア率がすごい！
ラインに入って、検査に振り分けたり、

が、各県で規格が異なり、ボックス製

います。日本中の信号機を扱うのです

今はリーダーとしてライン全体を見て

したのが９年前。３年後に社員となり、

どを作っています。派遣からスタート

源の元になる端子箱や非常用電源箱な

製造ボックスチームで、信号機の電

●先輩からのアドバイス：気になる会

いです。

いろな場面で関わって、学んでいきた

ダーになった時に困らないよう、いろ

えることはまだまだありますが、リー

日です。工程、工具やパーツなど、覚

のようなリーダーになれるよう励む毎

ことが違います。いつか僕も藤瀬さん

出荷用のシールを貼ったり、日々する

造だけでも約2000種ものパーツが。

際の大きなポイントになりますよ。

社があれば、積極的に職場や工場の見

会社だなと感じます。新しいプロジェ

勤続年数３年

クトが始まる時、困難に立ち向かう時、
みんなで知恵を出し合って取り組む雰
囲気が好きです。入社時は当時のリー
ダーに頼ってきました。その背中が
あって、今の自分がいる。発信できる
ポジションにいるからこそ、後輩たち
のためにも心地よく働ける環境を整え
ていきたいと思っています。
●先輩からのアドバイス：下積みの経

有働 昂生さん

働いていて、一人ひとり熱意がある

学へ。雰囲気が合うかどうかも、選ぶ

勤続年数９年

人々の生活の安全に関わる大切なもの

藤瀬 智勝さん

だから、真摯に向き合っています。

製造ボックスチーム リーダー

験は後々きっと生きてきます。無理は

製造ボックスチーム

14
15

国内の信号機を支える
唯一無二のラインに
熱意を傾けて。
せずに、相談することも大事です。

地元から日本中へ。
信号機製造に励み
いつかはリーダーに。
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交通用信号関連製品を全国へ。国内生産シェア No.1
を誇ります。大牟田の事業所では、
信号灯器、
屋外筐体、
照明器具を製造。交通インフラにおける課題に向き合
い、研究開発に真摯に取り組んでいます。

地域密着のパン屋で
作りたてのおいしさを
愛情込めて届ける。
有限会社 パン・ド・ミー

統括店長

勤続年数 17 年

猿渡 志奈さん

子どもの頃からパン屋さんは憧れの
職業でした。２０１６年に入社して、
仕込み、麺台、調理、窯、仕上げなど、
５年で一通り勉強させてもらいました。
特に窯は、焼き上がりが見られるので

分以上もかかることなど、その手間

面白かったですね。食パンを焼くのに
ひまを最初に知った時は驚きました。
後輩が入ってきてからは、責任を持つ
ことの大切さをひときわ感じるように。
任せられたことはしっかりとやる。そ

食べるようになってから、すっかりパ

ごはん派だったんです。ここのパンを

ますね。実は入社当時は、パンよりも

プできる環境なので、やりがいがあり

店舗を統括しています。キャリアアッ

製造リーダーや店長を経て、現在は３

パートで入社して、４年後に社員に。

たいと思い、今の仕事を始めました。

や後輩との人間関係で培ったものも、

うにやり切ることが大事。学校の先輩

込めることを見つけて、悔いのないよ

●先輩からのアドバイス：真剣に打ち

になると、とても嬉しいんです。

自分の出したアイデアが採用されて形

い商品の開発も積極的に行われていて、

め、いろんな経験ができますよ。新し

担当するポジションも変わっていくた

現場で知識や技術を身に付けながら、

んな姿を私も見せていきたいです。

ン好きに。製造の業務以外にも、品揃

社会に出て役に立ちました。

勤続年数５年

自分が「おいしい」と思う以外のパン

時川 結衣さん
製造

は売りません！
若手が頑張る姿を見られることは、
年働いているの

私の人生においての宝。自分自身も学
ぶことが多いです。

で、お客さんが連れていた赤ちゃんも、
もう高校生に。そんな成長を見守れる
のも、町のパン屋ならではですね。
●先輩からのアドバイス：自分でやっ
ていて楽しいこと、好きなこと、そし
て、人に喜んでもらえることを仕事に
できると良いと思います。

基本からしっかり学んで
子どもの頃からの夢が
ここで叶えられました。

えや品質の管理なども行っていますが、

料理が好きで、ものづくりに関わり

30
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自分も若手も地域の人も
みんなの成長を見守る
町に根付いたパン屋です。
17

P57
掲載

大牟田・柳川・荒尾で３店舗を展開する「どんぐりの樹」
では、焼きたて・揚げたて・作りたてのおいしさにこ
だわったパンを製造・販売しています。お互いを尊重
し合った、明るく活気のある職場です。

