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● 地 ( 知 ) の拠点 大学ＣＯＣ事業
　「青森ブランドの価値を創る地域人財の育成」
　弘前大学は文部科学省「地 (知 ) の拠点整備事業
　（ＣＯＣ事業）」に採択されました。

●コラム『地方消滅？』
　～人口減少社会～何を考えるべきなのか
●就職活動 “ミニ講座 ”
　キャリアカウンセラーの先生方が企画・開催

●information
　大学主催『合同企業説明会』/『合同病院説明会』
　青森企業バス見学会 /仙台・東京・北海道

〈Voice①〉『自分で課題を見つけてチャレンジしたい！』
　青森県農業共済組合連合会（ＮＯＳＡＩ青森）
　三上　将司さん（平成 22 年　農学生命科学部卒）
〈Voice②〉『“就職 ”は、入ってからがスタートです！』
　弘前市 市民文化スポーツ部 市民協働政策課
　水口　真由美さん（平成 26 年　人文学部卒）
〈Voice③〉『ゴールにたどり着くまでの道筋を発見する！』
　サクサシステムエンジニアリング株式会社
　伊橋　真吾さん（平成 22 年　理工学部卒）
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●現在どのようなお仕事をされてい
るか教えてください。
　農家が災害を受けたとき、その災
害を補償して、農業経営の安定をは
かる共済制度を扱っています。りん
ごなどの果樹や米などの農作物、牛
や馬や豚の家畜、ビニールハウスな
どの園芸施設や建物、農機具の分野
があります。青森県では、りんごや
ぶどうの果樹が多く、私はその事務
仕事を担当しています。
　農家さんとの間には３つの地域
NOSAI組合があります。連合会はそ
の取りまとめを行います。普段は事
務仕事ですが、災害などがあれば現
地に赴いて確認する仕事もあります。
●りんご共済は具体的にどのような
災害を補償するのですか。
　台風など風が吹いて落果したり、
木の上にある果樹も風で擦れてしま
うこともあります。また、ひょうが
降ったり、霜で被害を受けることも

あります。落果した数を数えたり、
りんごの玉の状況を見て減収となる
被害の算出をします。今、県りんご
結果樹面積の39.8％にご加入いただい
ています。青森県のりんごについて
は、他県の果樹より比較的高い加入
率です。農家さんの高齢化もあり、
共済の加入がなく、もし何か大きな
被害があったとき、農家を辞めてし
まうケースもあります。最近は台風
の他、ひょうや水害などの被害が発
生していて、全ての災害に備える農
家さんが増えてきています。

●仕事をして大変だったことは
ありましたか？
　仕事をしてはじめて思ったこ
とは扱う金額の事です。大学生
の時の貯金などとは金額が違い
ました。事務を担当して１％で
も異なれば大きな金額の違いに
なりますので注意を払います。
現地調査も、収穫期になれば農

家さんは忙しく、仕事の妨げになら
ないように早く園地へ赴きます。職
業柄いつも気象や天気も気にしてい
ます。最初は分らないことも多く不
安でしたが、資料を見ながら自分で
できるところは自分でやり、分らな
いところは聞いて、仕事をしました。

●弘前大学では、どのような学生生
活でしたか。

　２年生の頃には毎週１回金曜日に、
長靴と作業服に着替え、農生のバス
に乗って藤崎や金木の農場に実習で
行っていました。農生のバスが引退
したと聞いて残念です。３年生になっ
て果樹の研究室に入りました。頑張っ
た事は「研究」ですね。卒業ギリギ
リまでやっていました。“りんごの蔓
割れ”を研究していました。蔓割れを
すると味は変わりませんが、そこか
ら腐ったり商品価値が下がります。
自分でテーマを考えて研究しました。
実は私の実家もりんご農家なので、
りんごに関わって仕事ができるのが
嬉しいです。学生の頃も忙しく休み
に実家を手伝っていました。

●蔓割れは何で起こるのですか？
　いくつかの要因は指摘されていま
すが、私も最後はそこが曖昧でした
…。自分で課題を見つけてチャレン
ジしたと思っています。やって良かっ
たです。昔から調べることが好きで
した。学生の頃も、分らないことを
よく調べていました。
●仕事でも活かされていますか。
　仕事で数字を扱いますが、初めの

頃、「この数字は何でこうなるのだろ
う」と電卓を叩いていました。自分
で「何でだろう」と思うことが、自
分の糧にもなると思います。

●就職活動は農業関係と決めて活動
していたのですか？
　大学の学生就職支援センターで農
業関係の仕事を調べました。農業に
絞って履歴書を書いて就職活動をし
ていました。自分にとって農業は身
近な仕事でしたが、学部の中で農業
に関する仕事に就けなかった友人も
います。同期に同じ弘大農生出身者
がいます。お互いに話をしたり教え
合ったりできたので良かったですね。
　今担当している仕事は災害の補償
ですが、災害が無いのが一番良
いんです。私が保育所に通って
いる頃ですが、平成３年に台風
19号があって、実家も農業共済
に加入していて助かったと聞い
ています。農家さんのために働
けて嬉しいです。

●弘大生の後輩に何かメッセージを
お願いします。
　仕事をしてからでも同じですが「メ
リハリをつけること」が大切だと思い
ます。勉強する時は勉強し、遊ぶ時は
遊ぶことです。また、分からない事が
あったら、分らないままで終わらせな
いことです。その時、分らなくても、
調べていれば必ず後で役立つと思いま
す。私は研究テーマが遅れて卒業旅行
に行けませんでした。思い出になる旅
行をしたかったですね。
●本日は有り難うございました。
取材・インタビュー
今野　琢也（人文学部２年）
松谷　和恵（教育学部２年）

りんごやぶどうの果樹共済を担当してい
る三上さん。ポスターはりんご共済。

青森市にある青森県農業共済会館。農業
共済組合連合会の事務所があります。
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台風で“りんご”が落果する
被害等を補償しています。

できる事は自分でやり、
分らない事は聞きます。

長靴と作業服で毎週、農生
のバスに乗っていました。

自分で課題を見つけて
チャレンジしたい！
と思っています。

補償の仕事ですが、災害が
無いのが一番良いんです。

勉強も遊びも“メリハリを
つけること”が大切です。



●現在どのようなお仕事をされてい
るか教えてください。
　市民文化スポーツ部は３つの課に
分かれていて、「市民課」と「文化ス
ポーツ振興課」もうひとつは私のい
る「市民協働政策課」です。私の課
では、個人市民税の１％相当を財源
にして、市民の皆さんが自ら実践す
るまちづくりや地域づくりを支援す
る「弘前市市民参加型まちづくり１％
システム」や「町会組織」の促進、「街
灯（防犯灯）」のLED化や弘前市内の
交流センターに関することや「市民
生活センター」での相談窓口なども
担当しています。最近では、私は「文
化スポーツ振興課」が担当した、「Ｎ
ＨＫのど自慢」の運営補助もしまし
た。
●市民参画センターでは、どのよう
な事をされているのですか。
　市民の方々と関わって色々なこと
を行います。男女共同参画の推進や
ボランティアの支援の他、ふれあい
ホールやグループ活動室を利用して
いただいて学習活動、交流活動、情

報収集の場を提供しています。２月
には「市民ボランティア交流まつり」
というイベントをヒロロ３階で開催
しました。弘大ボランティアセンター
の学生さんたちの活動も展示されま
した。たくさんの団体さんの展示や
音楽の発表、作成したものの販売も
しました。パンの販売もありました
よ。

●どのような職場なのですか。社会
人１年目は大変ですか？
　仕事で男女共同参画を推進してい
ますが、私も頑張りたいと思っ
ています。市の一般行政職の
うち、課長級の女性職員は５
名で、そのひとりが私の上司
です。周りには、恵まれてい
るよとよく言われます。セン
ターをご利用いただく団体の
中でも、多くの女性が活躍し
ています。市役所の庁舎から
市民参画センターは離れてい
ますが、決裁の印をいただき
に庁舎によく行きます。仕事
の内容も色々な課の方々と関

係しているので書類も届けに行きま
す。１年目の新人ですから顔を覚え
てもらえるようごあいさつします（も
ちろん、これから先もずっとごあい
さつしますよ）。市役所には野球部や
サッカー部など色々な部活があるの
ですが、私もサッカー部のマネー
ジャーをしています。その関係で、
市役所も携わっている「ファッショ
ン甲子園」のお手伝いをしました。
ファッションショーのモデルをしま
したが、オーデションもあったんで
すよ（一応合格？のようでしたが…）。
10㎝以上もある靴を履いて、何度も
リハーサルして大変でしたが良い経
験をさせていただきました。

●弘前大学では、どのような学生生
活でしたか。
　早起きはできなかったですね。経
済学ゼミには色々な学生がいたので、
性格の違いもあって楽しかったです。
３年生の時はとても忙しかったです。
県庁の「学生発未来への挑戦プロジェ
クト」で自分達の研究を発表しまし
た。弘前市も“学生による地域づくり
活動”に注目しています。市と学生さ
んと連携した事業も増えています。
　アルバイト先の居酒屋は「マニュ
アル」が無かったので、自分で考え
て接客をしていました。遊びを企画
するのも好きでした。卒業論文を提
出した翌日には卒業旅行でグアムに
も行きました。
●就職や進路をどのように考えてい
たのですか。
　地元で働きたいと思っていました。
公務に関わる仕事に絞って、公務員
講座も受講していましたが、欠席も
多かったです（笑）。面接では、副市
長の前で新しい事業提案を１分でプ
レゼンする課題がありました。色々
考えて「子育て支援」について話し
ました。しかし、プレゼンに対して
の質問はなかったです。学生の頃か

ら、男性も女性もワークライフバラ
ンスを保ち、活躍できる社会を望ん
でいました。今、市民参画センター
でも男女共同参画の意識定着のため
セミナーをたくさん開催しています。
若い方にもぜひ参加してもらいたい
です。

●休日などは何をやっていますか。
　実家も近いのですが、ひとり暮ら
しをはじめました。小さい頃から夢
だった犬を飼っています。動物愛護
センターから譲り受けたラブラドー
ルの雑種で大きな犬です。犬を飼っ
て自分以外のことに責任を持つよう
になりました。近所には愛犬を連れ
た人も多く、私の犬はおじさ
んが大好きで近寄って行くの
で、年配の方と仲良くなりま
す。社会人になってひとり暮
らしを始めるのは、大変なこ
とばかりです。学生の時にひ
とり暮らしを始めておいた方
が良いと感じました。早起き
も大変ですし、ストーブの灯
油を運ぶのも重たいです。時
間がある時に掃除洗濯もして
います。

２階にはふれあいホールや情報コーナー、
３階はグループ活動室等があります。

土手町から弘前城への道の途中に、勤務
する『市民参画センター』があります。
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市民の方々と関わる色々な
仕事をしています。

男女共同参画の推進に向け
私も頑張りたいと思います。

地元で働きたいと思い、
公務員を目指していました。

ひとり暮らしですが犬を
飼っています。
掃除洗濯もします。

●弘大生の後輩に何かメッセージを
お願いします。
　何かに熱中してもらいたいと思い
ます。何でも良いと思いますよ。大
学の講義だけが大学生活ではないの
で、自分で熱中できる何かを見つけ
てください。就職も、内定すること
より、入ってからがスタートです。
すぐ辞めてしまう人もいるし、自分
の希望の企業でなくても活き活き働
いている人もいます。大学も就職も、
入ってからどう活動するかが大切だ
と思います。
●本日は有り難うございました。
取材・インタビュー
今野　琢也（人文学部２年）

何でも良いので“何か”に
熱中してもらいたいです。



●現在どのようなお仕事をされてい
るか教えてください。
　一言での説明が難しいんですが、
いわゆるSE（システムエンジニア）
の仕事です。電話機の中のプログラ
ムをつくっています。弊社は電話関
連の仕事が多いのですが、“このボタ
ンを押せばこんな動作になる”という
ような内容です。開発自体はパソコ
ンに向かってプログラムや資料を作
りますが、実験室もあって実際に電
話機が何十台も並んでいて、動かし
たり、試験をしたりします。親会社
のサクサ株式会社からシステムの発
注を受け、要求のあった内容を実現
する仕事をしています。
●学生時代からプログラムの知識が
あったのですか？
　私は数学の勉強をしていたので、
実はプログラムの事は一切知りませ
んでした。入社した後、新入社員の
研修で一から学びました。しかし同
期の新入社員８人の中で６人はプロ

グラムを経験していたので、私は大
変でした。研修は、誰に対しても一
から教えるようになっています。プ
ログラム経験者も未経験者も同じ教
育研修をします。プロとして仕事を
するために、超えるハードルはここ
です！と目標があります。確かに苦
労はしましたが、同期で教え合いな
がら研修しました。３ヶ月の研修を
終えると、今度は先輩社員について
教えてもらうＯＪＴ研修をします。

●ＩＴ業界は忙しいというイメー
ジがありますが、どうですか？
　就職する前、私もそう思ってい
ました。もちろん仕事には締切や
納期があります。スケジュールや
納期が守られている場合は当たり
前ですが残業をしません。スケ
ジュールが守られなかった分を残
業で補う訳ですね。順調に行って
いるプロジェクトは毎日定時で帰
ります。ひとつのプロジェクトで
も、順調な時期があったり、遅れ

る時期があったりします。仕事を家
に持ち帰ることはありません。セキュ
リティの関係で持ち出しはしません。
●当たり前のように使っている電話
機ですが、ボタンひとつで色々な機
能がありますね。
　基本的には頭を使って、依頼され
た仕事をどうやって実現するか考え
ることが多いです。むしろ単純に入
力するような仕事はほとんどありま
せん。“いつも考えている”仕事です。
考えて考えて工夫して、どうやるど
うやると悩みます。どうプログラム
を実現していくか、細かくひとつず
つ落し込んで作るのでひたすら考え

ていくしかありません。難しい仕事
もありますが、ソフトウェアである
以上、できないことはないと思って
仕事をしています。

●仕事をして大変なこと、楽しかっ
たことは、どのような時ですか？
　新人の時はいかに与えられた仕事
をこなすか、納期を守ることしか意
識できなかったですが、徐々に、よ
り品質の良いものを、どう出せるか
を考えるので、今でも緊張しますし
大変です。毎回新しいことを勉強し
て、新しいもの、より良いものをつ
くっていく仕事です。プロジェクト
によって毎回毎回大変ですけど、やっ
ぱり楽しいとか嬉しいとか思う時っ
て、何カ月も一生懸命頑張ってきて、
「はじめて動いた！」時に苦労した分
嬉しいんだと思います。
●悩んだり考える仕事は常に勉強が
大切ですね。
　つくる側として「何をつくるか」
分っていないと作れません。明確に
目標やゴールを設定して、そこに向
かって行く訳です。そこまでのアプ
ローチはつくる人によって様々で、
人によって中身は違ってきます。道
筋も違います。上手い道筋を見つけ

られる人は開発の上手い人です。長
い道のりになってしまったり、険し
い道、簡単な道もあります。この道
筋を見つけるのが「力」と言いますか、
経験だと思います。努力と知識と経
験です。ゴールにたどり着くまでの
道筋を発見するんです。

●素敵な木造建屋の会社ですね。
　地元で働きたいと思い、大学の合
同企業説明会で人事の方の話を聞き
ました。初めて会社を訪問した時は、
木造のコテージ調の建屋でびっくり
しました。友人に「うちの会社はロ
グハウスなんだ」と言うと驚かれま
す。実は空調が効きずらく夏は
ちょっと暑くて冬は隙間風で少し
寒いんですが…。自然のある近所
を散歩する社員さんもいます。金
曜日はカジュアルデーで私服出社
でも構いません。勤務もフレック
ス制なので10時から16時のコアタ
イム（決まって勤務する時間帯）
の他、自分で出勤時間を選べます。
少しでもリラックスして仕事がで
きるように配慮されています。

●弘大生の後輩に何かメッセージを
お願いします。
　大学生は自分のために使える時間
が多いと思います。どんどん自分の“楽
しい・好き”を見付けてやっていくこ
とが、自分を形づくっていくと思い
ます。どう上手く自分で時間を使う
かです。色々な人と触れあって色々
な経験をすると良いですね。アクティ
ブに挑戦することが大切です。ゴー
ルが分ると自分の足りない所や得意
な所も見えてくると思います。
●本日は有り難うございました。
取材・インタビュー
松谷　和恵（教育学部２年）

社内の食堂。ログハウス基調の木造社屋
は八戸市の「まちの景観賞」を受賞。
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プロとして仕事をするために
超えるハードルがあります。

考えて考えて工夫して、
どうやるどうやると悩みます。

“何か”に熱中してもらいたい
です。何でも良いですね。

大学の合同企業説明会で
人事の方のお話を
聞きました。

ゴールにたどり着くまでの
道筋を発見するんです！

会社は頭脳立地法に基づく産業支援団地
八戸ハイテクパーク内。素敵な環境です。



　大学主催の「合同企業説明会」が3月4日～５日、ホテ
ルナクアシティ弘前で開催され、県内外212企業と多くの
人事ご担当者にご参加いただきました。今年度は就職活動
が「後ろ倒し」で３月から開始され、学生もこの合同企業
説明会が就職活動のスタートとなりました。2月には学部
別に事前ガイダンスも行われ、しっかり準備した学生が、
熱心に企業の説明を聞きました。
　本町キャンパスでは3 月7 日に131 病院等を招き、医
学部保健学科主催の「合同病院説明会」が開催されました。
多くの学生が参加しました。

大学主催『合同企業説明会』 『青森企業バス見学会』
Information

写真上：合同企業説明会の風景
写真右：人事担当者の説明を熱心

に聞きます。多くの学生が
参加しました。

写真上：東奥信用金庫 店舗フロア
での説明。

写真右：普段は見られない信用金
庫ネットワークの業務。

　青森県の企業をもっと良く知ろう！を目的に、五所川原
地域、弘前地域、青森地域の企業見学会を3回開催しました。
五所川原街づくり株式会社、五所川原市役所、東奥信用金
庫、弘前航空電子株式会社、青森銀行、東京海上日動火災
保険株式会社の６企業等の見学をさせていただきました。
来年度は拡充して開催する予定です。
　また、9月に仙台企業２社、2月に東京企業２社、北海
道企業３社の見学会も開催されました。東京・北海道では
地域で活躍する弘大卒業生の方々と学生との懇談会も行わ
れOB・OGの先輩たちから助言もいただきました。

今野 琢也（人文学部２年）
自分の知らない世界に気づけまし
た。この経験をこれから活かしてい
きたいです。

日本に３台、昨年１月まで現役で使われていた農生バス（日野RE-101型）
昭和55年式。金木や藤崎の実習農場へ学生を送迎していました。ナンバー
は「青森」ではなく、もちろん「青」。今回取材した農生卒の先輩も乗って
いました。今まで本当に多くの弘大生の送迎、ありがとうございました。

編集・発行//弘前大学学生就職支援センター
取材学生スタッフ//今野琢也、松谷和恵
撮影//弘前大学学生就職支援センター

平成27年3月30日
松谷 和恵（教育学部２年）
教育関係以外の仕事を見ることが
できて、とても新鮮でした。また先
輩の話を聞いてみたいです。


