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私は総務部に所属して
べての業務を
書や備品の管理など社内全般に関わるような業務をし
ています。
 
―――教育系学部を卒業されたということですが、教育とは一見なじみが薄そうな鈴木製作
所に就職した理由は何でしょうか。
 

私は大学では児童教育について学び
づくりに興味があったので、製造業を視野に入れていました。

合同企業説明会で鈴木製作所のお話を聞く機会があって、そこで大変興味をもちました。
その後工場見学などもさせてもらって、鈴木製作所でお世話になりたいと思ったので鈴木製
作所に就職しました。
 
―――酒井さんが思う、鈴木製作所の魅力は何でしょうか。

働いてよし＆暮らしてよし

株式会社

市にある株式会社
さんは、山形

現在は、総務部に

仕事内容編

現在、どのようなお仕事を

私は総務部に所属して
べての業務を担当して
書や備品の管理など社内全般に関わるような業務をし
ています。 

教育系学部を卒業されたということですが、教育とは一見なじみが薄そうな鈴木製作
所に就職した理由は何でしょうか。

大学では児童教育について学び
づくりに興味があったので、製造業を視野に入れていました。

合同企業説明会で鈴木製作所のお話を聞く機会があって、そこで大変興味をもちました。
その後工場見学などもさせてもらって、鈴木製作所でお世話になりたいと思ったので鈴木製
作所に就職しました。

酒井さんが思う、鈴木製作所の魅力は何でしょうか。

暮らしてよし

株式会社鈴木製作所

市にある株式会社鈴木製作所
山形大学地域教育文化

総務部に勤務しています。

仕事内容編   

現在、どのようなお仕事を

私は総務部に所属しています
しています。その中でも私は社内の文

書や備品の管理など社内全般に関わるような業務をし

教育系学部を卒業されたということですが、教育とは一見なじみが薄そうな鈴木製作
所に就職した理由は何でしょうか。

大学では児童教育について学び
づくりに興味があったので、製造業を視野に入れていました。

合同企業説明会で鈴木製作所のお話を聞く機会があって、そこで大変興味をもちました。
その後工場見学などもさせてもらって、鈴木製作所でお世話になりたいと思ったので鈴木製
作所に就職しました。 

酒井さんが思う、鈴木製作所の魅力は何でしょうか。

暮らしてよし むらやまの企業

鈴木製作所

製作所の若手社員、
地域教育文化学部

勤務しています。 

現在、どのようなお仕事をしていますか。

ます。総務部は
ます。その中でも私は社内の文

書や備品の管理など社内全般に関わるような業務をし

教育系学部を卒業されたということですが、教育とは一見なじみが薄そうな鈴木製作
所に就職した理由は何でしょうか。 

大学では児童教育について学びましたが、
づくりに興味があったので、製造業を視野に入れていました。

合同企業説明会で鈴木製作所のお話を聞く機会があって、そこで大変興味をもちました。
その後工場見学などもさせてもらって、鈴木製作所でお世話になりたいと思ったので鈴木製

酒井さんが思う、鈴木製作所の魅力は何でしょうか。

むらやまの企業

鈴木製作所 

の若手社員、酒井志帆
学部を卒業した

ていますか。 

。総務部は製造以外のす
ます。その中でも私は社内の文

書や備品の管理など社内全般に関わるような業務をし

教育系学部を卒業されたということですが、教育とは一見なじみが薄そうな鈴木製作

ましたが、⺠間企業への就職を選びました。特にもの
づくりに興味があったので、製造業を視野に入れていました。

合同企業説明会で鈴木製作所のお話を聞く機会があって、そこで大変興味をもちました。
その後工場見学などもさせてもらって、鈴木製作所でお世話になりたいと思ったので鈴木製

酒井さんが思う、鈴木製作所の魅力は何でしょうか。
 
 合同企業説明会で知ったことですが、家庭用
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―――日々のお仕事のモチベーションをどのように維持していますか
 
 モチベーションの維持は、たまに食べるラーメンですね（笑）
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―――有給休暇も取りやすいですか。
 
 はい、申請するとちゃんともらえます。生産の
都合上、計画的に取らなければいけない時もあり
ますが、ほとんどの場合、自由に取ることができ
ます。 

仕事とプライベートを両立させやすい環境だ
と思います。お休みもちゃんといただけますし、
社内ではスポーツの大会に出ている方もいます。
 
―――社内にはイベント
 
 春にはお花見、秋には芋煮会をしますね。あとは新年会をします。歓迎会や忘年会もあり
ました。去年の芋煮会はたくさんの人が来

普段、職場の他の部署
るので、他の社員
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私は取引先の方とお話する機会はありませんが、先輩方とのコミュニケーションでは、村
山地域出身の方が多いので村山地域に関することを聞いています。コミュニケーションをす
る上では礼儀正しく
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（３）ある日の過ごし方編
 
●6：00 
夜に作った
 
●8：25 【
出社後は事務所の机などを拭き掃除しま
朝礼後、自分の
 
●12：00 
食堂で弁当を食べます。
んもいるので、昼食を食べながらおしゃべりをしま
す。 
 
●12：45 
特許関係の事務処理や出退勤のチェックをすること
が多いです。
 
●17：10【
業務終了後、清掃を行います。
翌日のスケジュールを確認し退勤します。
退勤後はお弁当の準備、その他家事をします。
今は資格試験が迫っているのでその勉強もしていま
す。 
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退勤後はたまにラーメンを食べに行きます。⻑井にいたときはあまり食べませんでしたが、
山形市に来てからは行くようになりました。お気に入りの店は県庁の方にある
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がありますか？
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を回るようにしていました。いろいろな企業を見て視野を広げることが大切だと思いました。

学部出身ということで、教育系と関連がなさそうな製造業である鈴木製
分野なので、

お仕事をする上で大変そうだと思いましたが、酒井さんのお話を聞いていく中で、酒井さん
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されていました。私は、まだ明確にやりたいことが決まっていないので就職活動をする際は、

私たちはまだ学生ですが、社会人になる前に経験しておいた方がいいことは何かあり

、働くということを経験できたのは大きかっ
アルバイトでもお客様と接する機会があるので、敬語が身につくと思います。 
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株式会社鈴木製作所 ―――――――――――――――――――――――――――― 
【世界でもトップシェアを誇るブランドをもち、ここ山形から世界へ発信！】 

自分の想いを「かたち」にする、これが「ものづくり」の醍醐味ではないでしょうか。「人
に喜ばれるものを創りたい」それが、鈴木製作所の原点であり、そして未来へのメッセージ
です。今までにない新しい個性、発想により新しい付加価値を生み出し、お客様にとっての
「新しい喜び、新しい幸せ」を創り出す、開発型の企業です。 

★地域未来牽引企業・グッドデザイン商品選定証 G マーク・山形エクセレントデザイン大
賞・発明大賞など受賞、やまがた健康企業宣言登録事業所 

・所在地  山形市嶋南一丁目 12−7 
・設立   昭和 28 年 6 月 
・従業員数 122 名（男性 88 名、女性 34 名） 
・URL       https://suzuki-ss.co.jp/ 
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