
職場体験・見学事業 受け入れ事業所一覧 
番
号 事業所名 住所 

主な体験内容(予定)と 
事業所からのメッセージ 体験日時 

受入 
人数 

01 
佐藤工業㈱ 泉 コンピューターを使った設計体験 7/24(火)13:30-16:30 5名 

皆さんの街にある建物や道路は誰が造っているのでしょう? 部屋の電気が点いたり、蛇口をひねれば水が出るのはなぜでしょう? 私た
ちは皆さんの生活がより便利に安心して暮らせる｢街づくり｣をしています。 

02 
コバックス㈱ 鳥谷野 

樹脂給水管の接続と放水体験。工事中の

配水管または住宅設備の現場見学 
8/ 2(木) 9:00-12:00 4名 

県北地区を中心に建物に関する設備(水道･下水･空調･換気･消火等)の工事や道路に埋設する水道配水管の工事のほか、設備機器の修理
を 365日 24時間対応しています。また、家のリフォーム工事も行っています。 

03 
㈱阿部紙工 庄 野 

編集ソフトを使ったオリジナルカレンダ

ーポスターの作成 
8/ 4(土)10:00-13:00 5名 

1946年創業の総合印刷会社です。通常の印刷物製造に加え、パンフレットやカタログ作製、ARや Web等の総合的なプロモーション展
開など各種提案サービスを幅広く網羅しています。 

04 
㈱日進堂印刷所 庄 野 

工場見学、オリジナルカレンダー・名刺

作成等 
8/ 7(火)13:30-16:30 4名 

みなさんの周りは教科書や新聞、マンガなど印刷物がいっぱいあります。今はデジタル化が進みパソコンでの作業も多くなっていま
す。実際に印刷物が出来上がるまでを体験しに来てください。 

05 北芝電機㈱ 松川町 工場見学、電気について学習、工作体験 8/ 8(水)13:30-16:30 3名 

環境にやさしい再生可能エネルギーシステムにより電気に活力を与え、福島から世界へ元気を発信している会社です。 

06 
協三工業㈱ 佐倉下 製品等の説明、工場見学 8/10(金)10:00-12:00 10 名 

当社は鉄道車両の台車、天井クレーン、各種機械、橋梁を製造しています。工場内には大型の設備機械もあり、高い溶接技術と併せて
高度な品質の製品を送り出しています。 

07 
㈱山川印刷所 庄 野 工場見学、オリジナルメモ帳の製作 8/17(金)13:30-16:30 5名 

印刷会社は物を造る製造業の仲間です。お客様が伝えたい!お知らせしたい!と思っている情報をより分かりやすく、カラフルにデザイ
ンして紙や本、インターネットや SNSなど様々な方法を用いてたくさんの人に届く製品を造っています。 

08 
㈱福島製作所 三河北町 文鎮作りを通じた金属加工 8/21(火)10:00-12:00 6名 

私たちは主に船を停めるための装置とゴミ等をつかんで運ぶグラブバケットを造っており、工場には金属加工用の機械がたくさんあり
ます。皆さんには文鎮作りを通して金属加工のイロハを体験していただきます。 

09 
㈱福島民報社 太田町 オリジナル新聞づくり 7/25(水) 9:00-12:00 30 名 

福島民報社では毎日、福島県の皆さんに読んでもらうための新聞を作っています。新聞製作の現場を見学して、オリジナルの新聞作り
に挑戦してみませんか? カメラやメモ帳は準備します。気軽に参加してください。 

10 
福島民友新聞㈱ 柳 町 取材体験、記事執筆、号外作製 7/25(水) 9:30-16:00 5名 

県内、県外のニュースをわかりやすく、読者に伝える仕事です。毎日の紙面を通じて福島県の面白いところ、すごいところを皆さんに
届けられるようにがんばっています。 ※昼食は各自でご用意ください。 

11 
㈱テレビユー福島 西中央 

生放送見学、スタジオセットでの記念撮

影、カメラ・キャスター体験 
8/ 7(火) 9:30-12:00 6名 

開局 35周年を迎えた TUFは県内の様々なニュース、情報をお届けしています。今回は皆さんにスタジオでのカメラ、キャスター体験
などをしていただき、番組制作の雰囲気を味わっていただきたいと思います。 

12 
福島コミュニティ放送㈱ 置賜町 スタジオ見学、放送体験 8/ 8(水)10:30-12:30 3名 

地域のラジオ局ＦＭポコ。福島の話題を中心に 24時間 365日、街なかから元気をお届けしています。ラジオはたくさんの人が力を合
わせて作っています。あなたも楽しいラジオの時間を体験してみませんか? 

13 
㈱ラジオ福島 下荒子 番組準備、生放送見学と番組制作お手伝い 8/12(日) 9:00-12:00 6名 

今年開局 65周年を迎える県内で一番古い民間放送ラジオ局です。 

14 
福島貸切辰巳屋自動車㈱ 北 町 

指令室見学、タクシー乗車体験、交通安

全講義 
7/26(木)13:30-15:30 3名 

毎日まちで見かける｢タクシー｣の仕組みやドライバーの仕事について、福島で 100年走っているタクシー会社がいろいろ教えます。 

15 
JR 東日本福島駅 栄 町 

ホーム等見学、自動改札、みどりの窓

口、券売機の説明 ほか 
7/31(火)10:30-11:30 10 名 

福島県の玄関口として、よりよいサービスの提供と安全かつ安定輸送に日々、努めています。 

16 
㈱アポロガス 飯坂町 お客様訪問、接客、商品納入取付け 7/26(木)10:00-12:00 2名 

アポロガスは地域に密着し、ガスと灯油の供給・販売等を行っている会社です。またアポログループとして、太陽光発電リフォーム事
業等も行っています。新規事業の水素事業も始め、日々前進する会社です。 

 



業種、体験日、事業所 50 音順で掲載しています。 
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17 

㈱オノヤスポーツ  
MAX ふくしま店 

曾根田町 店内の整理整頓、品出しなど 7/26(木)10:00-13:00 6名 

地域のみなさんと共に歩むスポーツ店です。何でも相談してください。分からないことは一緒に調べましょう。大谷翔平Ｔシャツが人
気でジュニアサイズからあります。中古グローブの下取も実施中です。 

18 
㈱クラシマ au ショップ 

御 山 
本 内 

auショップ店内見学とチラシ、アンケ

ートなど 販売 PR 準備 
7/26(木)10:00-12:00 2名 

福島県内を中心に ENEOSのガソリンスタンドを 29店舗展開しています。その他、お風呂やトイレ等住宅に関わる物、デスクやいす、
文房具、さらには携帯電話等皆さんの生活になくてはならない商品を販売しています。 

19 
㈱こんの  
宮脇書店ヨークタウン野田店 

野田町 品出し、接客補助 8/ 2(木) 9:00-12:00 2名 

一冊の本との出会いが人生に大いなる実りを呼ぶ－そんなお手伝いができる書店になりたいと日夜努力しております。 

20 
㈱いちい    ※ 八木田 

商品試食、POP 作成、売り場作り、試食
販売、レジ体験 8/ 3(金)13:00-16:00 5名 

地域の皆さんが毎日楽しく豊かな食生活ができるよう、商品を作ったり、並べたり、情報を提供しています。気持ちよく買い物できる
空間作りを明るい挨拶や素早い対応で叶えていく会社です。※実習はパワーデポ食品館(八木田)で行います。 

21 
ネッツトヨタ福島㈱ 丸 子 ショールーム･工場見学、エンジニア体験 8/22(水)13:30-16:30 5名 

トヨタのクルマを販売して、プロのエンジニアが整備を行っています。実際にエンジニアが着用しているつなぎを着て、整備士の体験
ができます。 

22 
㈱ダイユーエイト ※ 黒 岩 寄せ植え体験、商品整理 8/23(木)13:30-16:30 5名 

毎日の暮らしに欠かせない商品、住まいや暮らしをより便利に、快適にする商品、季節ごとに求められる商品を販売し、地域の人々の
暮らしを支えるのが役割です。 ※実習は福島黒岩店で行います。 

23 
㈱福島銀行 万世町 お金セミナー、お金を数える、本店見学 7/24(火)10:00-12:00 10 名 

福島銀行は、福島県内を中心に 57の店舗があり、社員一人あたり年 2.5回のボランティア活動を行っています。また、福島を明るく
元気にすることを目的に年間 40回のイベントを開催しています。 

24 
㈱東邦銀行 大 町 1 億円体験、支店見学、クイズ 7/26(木) 9:00-12:00 15 名 
東邦銀行は、お金を預かったり、お金を必要としている人に貸したり、お金を送ったりする仕事をしています。その他にも海外との取
引をお手伝いしたり、福島の美味しいものを全国に発信したりしています。 

25 
㈱常陽銀行福島支店 本 町 銀行の紹介、クイズ、札勘定体験ほか 8/ 3(金)10:00-12:00 10 名 

常陽銀行は茨城県水戸市に本店を置く銀行ですが、福島支店は前身の山八銀行開設から今年で 100 年、この福島市で営業してきまし
た。これからも地域の皆様に親しまれる銀行を目指して頑張ります。 

26 
福島信用金庫 万世町 

あいさつの練習、お金の種類・重さを調

べる、硬貨･紙幣の整理 ほか 
8/ 8(水) 9:30-11:30 4名 

信用金庫は、みんなの大切なお金を預かったり、お金が必要な人にお金を貸したりしているところです。中でも地域に密着したサービ
スをしているのが｢信用金庫｣です。 

27 
㈱七十七銀行福島支店 大 町 ATM裏側、金庫見学、窓口体験など 8/ 9(木)14:30-17:00 3名 

国立銀行として 77番目に設立された銀行です。宮城県が地元ですが、福島県に 6店舗あります。鶴ヶ城とも関係の深い銀行です。銀
行の裏側や窓口体験もありますので、ぜひ来店してください。 

28 
㈱ウェディングエルティ 野田町 会場準備(食器並べ、コップみがきなど) 7/24(火) 9:00-12:00 3名 

昭和 59年に専門結婚式場として開業以来、34年間で 6千組以上の結婚式を行いました。パーティー・会場など様々な「集い」をくつ
ろぎの空間で、心をこめたおもてなしでお迎えしています。 

29 
大原綜合病院 上 町 病院見学、看護体験 8/ 9(木) 9:00-12:00 5名 

当財団は 126年の歴史があり長年にわたり福島の医療を守り続けてきました。今年 1月には新病院が開院し専門医療や救急医療の体制
がさらに充実しました。これからも地域医療を支える使命を果たしていきます。 

30 
㈱クリーンテック 飯坂町 

水処理プラントや埋立現場の見学、水処

理や遮水構造の実験 
8/21(火)13:00-15:00 30 名 

産業廃棄物最終処分場｢飯坂クリーンサイト｣では、産業廃棄物がどのように処理されているか、また、廃棄物を通った汚水がきれいな
水になるまでの過程を実際に見ることができます。 

31 
福島警察署 上 町 

パトカー、白バイ乗車体験、鑑識体験

(指紋採取等) 
7/30(月)10:00-12:00 5名 

福島警察署は、犯罪の予防と検挙、交通事故防止のためパトロールを強化し、市民の安心･安全の確保を図っています。 

32 
福島市消防本部福島消防署 天神町 救急法、放水体験、煙中体験 8/ 7(火) 9:00-12:00 5名 

火災をはじめ、あらゆる災害から人々の安全を守り、安心して暮らすことができるよう日々活動しています。 

 


