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　京都北部の理系大学は少ないので、福知山キャンパスの開校は地域の方々からの期待が
非常に大きいと感じています。当社に入社する方も「地元に貢献したい」という方が多い
ので、この冊子を通じて京都北部の企業について知っていただければ嬉しいですね。
　皆さんにアドバイスしたいのは、何でもいいので何かひとつのことに全力で取り組むこ
と。その経験は必ず自信になりますし、その後の「縁」にもつながっていきます。私は在
学中に自動車部に所属していたのですが、仕事で当時の先輩たちと偶然会うことが多いん
です。今でも困った時に助け合える関係性が築けているのは、部活を一生懸命頑張ってい
たからこその縁だと感じています。現在、当社では鋳物製造を体験できるインターンシッ
プを行っているので、機会があれば京都工芸繊維大学の皆さんとも一緒に何かできればと
思っています。皆さんとのご縁があることを楽しみにしています。

株式会社エクセディ鋳造
代表取締役社長 今城 潤さん
在学中は自動車部に所属。86 年に工業短期大学部機
械工学科を卒業後、株式会社大金製作所（現：エク
セディ）に入社。15 年にエクセディ鋳造に出向し、
翌年 5月に代表取締役に就任。

何事にも一生懸命に。
それが後の「縁」につながっていく。

　私は京都市伏見区出身ですが、京都北部の当社に就職することに全く不安や抵抗がなく、
むしろ魅力を感じていました。なぜなら、小さな部品から生産ラインなどの大型設備ま
で、世界各国で使われるモノづくりに携われるからです。現在は品質管理の部門で規格の
チェックや不良品の課題解決を担当しています。自分の仕事が製品の質向上、さらに会社
の評価に繋がることを実感できることが、大きな喜びですね。
 本誌を通じて、これまでレジャーエリアとして捉えられがちだった京都北部が、仕事の
場として目を向けられる大きなきっかけになるはずだと期待しています。京都北部には、
世界レベルの技術力で優れた製品を作る企業が多くあるのです。「知る人ぞ知る」ではなく、
その素晴らしさを広く世界へ知らしめていきましょう。

株式会社日進製作所
品質保証統括部 西俣 尚悟さん
大学院前期課程先端ファイブロ科学専攻で、ナノファ
イバーを研究。2015 年に修了後、株式会社日進製作
所へ入社。データ処理や課題へのアプローチ等、研
究で培ったスキルを活かし品質管理部門で活躍中。

世界レベルの技術とモノを京都北部から。

　就職活動では、地元関西圏での就職を考えていたこともあり、関西に本社を構え自動車
用伝動ベルトの分野で圧倒的なシェアを誇る当社に魅力を感じ入社をしました。以来、関
連会社で製造された製品の販売を手がけ、製品の品質に対するフォローや、製品の技術的
な説明業務に携わっています。
　京都北部エリアでは、地域の人材力がその企業を支えている場合が多く、それは当社の
ようにグローバル展開をしている企業でも同じです。本誌を通じて、仕事のやりがい、京
都北部エリアの良いところを知ってもらうことは、学生の職業選択の指針にもなりますし、
地域の活性化にもつながるはずです。現場での即戦力、次代の担い手という側面からも京
都工芸繊維大学の後輩の皆さんには大いに期待しています。

三ツ星ベルト販賣株式会社
営業本部 営業技術担当部長 村上 武史さん
京都市出身。85 年に工芸学部工業化学科を卒業。常
に新たな技術や素材、性能の知識を吸収しながら、
営業の第一線で活躍している。

地域の人材力こそ次代の担い手に。

京都北部の企業で活躍する京都工芸繊維大学の先輩からのメッセージ
京都工芸繊維大学
O B メ ッ セ ー ジ

京都工芸繊維大学は、平成27年度に文部科学省「地 (知 )の拠点大学による地方創生推進事業（Ｃ

ＯＣ＋）」に採択され、京都府の中で特に人口流出が進む北京都（府北部・中部地域）を中心と

して、京都府全体の地域創生を担う人材育成を推進しています。

平成 30 年度には福知山市にキャンパスを開校し、人口減少地域の活性化を担う人材の輩出を

目的とした「地域創生 Tech Program」において、地域課題 PBL やインターンシップを充実させ

ることで、京都府全体での地元就職率の向上を図ってきました。

地域創生 Tech Program では、これまで計 44 社（延べ 78 社）の北部企業等にインターンシッ

プを受け入れていただき、実際に就職へつながる事例も出てきています。

今回、地域創生 Tech Program の方はもちろん、一人でも多くの学生のみなさんに京都府北部の

企業を知ってほしいと考え、本冊子を作成しました。

京都府北部には、東証一部上場企業や世界トップシェアのＢ to Ｂ企業など、魅力的な企業が多

くあります。本冊子を読めば「こんな面白い企業が京都にあったのか！」と、気づくはずです。

また、多数の本学ＯＢや若手社員の方々に取材を重ね、みなさんへのアドバイスやメッセージ

もいただきましたので、こちらも是非ご覧ください。

「京都が好き」「よく知らなかったけど、なんとなく面白そう」「都会で働くことに疑問を感じ始

めている」「地方の生活に密かに憧れている」等、きっかけは何でも構いません。

ぜひ就職先の選択肢の一つとして京都府北部企業を考えていただき、みなさんのキャリア活動

の一助になれば幸いです。

まだ知らない
京都府北部企業の魅力を
覗いてみませんか？
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京都工芸繊維大学生　　　　

  　　 � 地域創生 T e c h  P r o g r a m �で 　  学ぶ京都府北部出身の先輩たちが

　 　　　    プログラムで出会った京都北部の企業や    就職・インターンシップについて語ってもらいました。　     

“地域創生 Tech Program ”

� 地域創生 Tech Program� への
入学のきっかけは？

� 地域創生 Tech Program� で学んだこと
これからの就職活動にどう生かしたい？

今井 宏哉さん
（デザイン経営工学課程）

片山 千聖さん
（生体分子応用化学課程）

箕﨑 知里さん
（生体分子応用化学課程）

木村 捷人さん
（高分子機能工学課程）

インターンシップでは
どんなことに取り組んだ？

片山さん　当初、京都工芸繊維大学へは普通の課程で検討していたん
です。京都工芸繊維大学について調べていく過程で、京都北部地域
と連携したプロジェクトを行う地域創生 Tech Program（以降「地
域 Tech」と略）のことを知り、地元の綾部が好きだったので、綾
部と何か関わることができたらなという気持ちから参加を決めま
した。１年生の地域課題導入セミナーで綾部市の地域課題解決に
取り組んだことで、自分も知らなかった綾部をいろいろと知るこ
とができました。

今井さん　僕は地元の京丹後市役所を実習先に選びました。インター
ンシップで知り合った職員の方のつながりで、地域のコミュニティ
に参加させてもらい、地元の人や移住者の方と交流を持つことが
できました。そこで、今まで知らなかった地元の姿を知って、地
域の魅力や可能性を再発見しましたね。
片山さん 私が行った企業では難燃性塗料の開発に携わらせてもらい
ました。実際に原料を決めるところから工場の機械で試作するところ
まで。ライン試作までしていただけたので試作品が大量に（笑）。実
製品の手前までの工程を体験するなんて、とても凝縮された２週間
だったなぁと。

木村さん　僕も地元の福知山 LOVE だから（笑）。松ヶ崎キャンパ
スだけではできない、京都北部企業でのインターンシップがプロ
グラムに組み込まれていたのが参加する動機になりましたね。そ
れに AO 入試もあったので、入学試験のチャンスが増えるというの
も後押しになったかな。
今井さん 確かに AO 入試が用意されていたのは大きかった。僕も、
最初はダメ元で受けてみようと軽い気持ちだったのが正直なとこ
ろです（笑）。地元が京丹後なので、地元に関わることができると
いう思いもあったけど、最初はそこまで強くなかった（笑）。片山
さんと同じく、実際にプログラムを通して地元を知り、地域創生
への思いは強くなりましたね。

片山さん インターンシップを通じて企業の実際を感じた経験は、
今後の就職活動に大いに生かしたいと思います。私が参加した３
年生の地域創生課題セミナー（以降「PBL」と略）では、ある企
業のノベルティ用のキャラクターを提案するという、自らの専門
である化学分野とは全然違うデザイン系の課題に取り組みました
（笑）。でも、チームで意見を出し合い協力しあうことで、なんと
か良い結果に結びついたあの経験は、あきらめずにチャレンジす
れば、なんとかなることを学ばせてもらいましたね。

箕﨑さん 私の場合、高校時代から地域創生に興味があったんです。
でも、色々調べてみても地方創生に関しては文系学部で取り扱わ
れることが多くて、理系ではほとんどなかったんです。そんな中、
京都工芸繊維大学の地域 Tech なら、どの課程からでも地域創生に
関するプログラムに参加できるということを知り、自分がしたい
理系の勉強と両立することができると思い選びました。

木村さん 福知山にある企業のテクノロジーセンターで、ポリマー

木村さん　確かにインターンシップや PBL での経験は、これから
の就職活動を考える上でとても良い経験になりますよね。大学の
実験では意識しなかった 1 日の使い方を学んだり、スケジュール
が限られている中で、臨機応変に対応する社会人の姿や、失敗し
てもチャレンジする姿勢を間近で見ながら、自分が社会人になっ
た時のあるべき姿をイメージできました。PBL では専攻も性格も
違うメンバーとチームを組んでプロジェクトを進めた経験は勉強
になりました。
箕﨑さん　それに地域 Tech ではインターンシップや課題解決型学
習が授業に組み込まれているので、必然的に企業と関わる機会が
多いことは就職活動へのアドバンテージになると思いますね。企

合成に取り組みました。表面構造の解析などもさせていただき、
企業の方の前で発表し、意見をもらうなど、良い経験をさせても
らったと思います。実際の企業で体験しないとわからなかった実
用レベルでの課題など、大学での実験とはまた違った奥深さを実
感しました。
箕﨑さん 私は、就職先として考えていた京都北部の企業が一般向け
のインターンシップを実施していなかったんです。でも地域 Tech 経
由であればインターンシップを受け入れてくれることを知って、改め
て地域Techに入っていて良かったなと（笑）。２週間のプログラムだっ
たので、仕事の体験だけでなく、社員の人柄や会社の雰囲気をしっか
りと感じることができました。

業とのやりとりでビジネスメールの書き方であったり、社会人と
の接し方など、自分で試行錯誤しながらも実践してきたことは、
自分の成長につながりました。
今井さん インターンシップに参加しなければ、会える大人といえば
教授やアルバイト先の店長とか、サークルの先輩とかに限られるもん
ね。地域 Tech のインターンシップでは企業の方、場合によっては経
営者クラスの方とのつながりができるというのは大きいですよね。こ
のつながりはこれからの進路選択にきっと影響を与えてくれるんだと
思います。

就職・インターンシップ地域創生 Tech Program生

　 　　　    プログラムで出会った京都北部の企業や    就職・インターンシップについて語ってもらいました。　     

箕﨑 知里さん
（生体分子応用化学課程）

木村 捷人さん
（高分子機能工学課程）（生体分子応用化学課程）

箕﨑 知里さん
（生体分子応用化学課程）
箕﨑 知里さん

（生体分子応用化学課程）
今井 宏哉さん
（デザイン経営工学課程）

京都府
北部

出身の
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金属製品メーカー

ゴム・プラスチックメーカー

医薬・化粧品メーカー

国産部品工業株式会社
綾部から世界へ！エンジン開発に欠かせない
シーリングパーツで自動車産業を支える企業

P.7

綾部市城山町 7-2

自動車部品メーカー

日本ピラー工業株式会社　
約 1 世紀にわたって磨き続けた流体制御技術で
あらゆる産業分野を支える縁の下の力持ち

P.13

福知山市長田野町 2-66-3
（本社：大阪府大阪市西区新町 1-7-1）　

流体制御関連機器メーカー

株式会社片山化学工業研究所
産業の水処理事業をグローバルに展開
さまざまな産業の発展と地球環境の調和を保つ

P.10

綾部市とよさか町 5
（本社：大阪府大阪市東淀川区東淡路 1-6-7）

化学メーカー

株式会社日進製作所
精密部品から生産ラインシステムまで
高い技術力で多彩なニーズに応える

P.16

京丹後市峰山町千歳 22

精密部品メーカー

日東精工株式会社
世界中のファスニング業界で一目置かれる存在
あらゆる産業のモノづくりを支える日東精工のねじ

P.8

綾部市井倉町梅ヶ畑 20

ニンバリ株式会社
設計から加工・組立・設置まで社内完結できる
設備機器づくりのプロフェッショナル集団

P.14

福知山市長田野町 2-38

設備機器メーカー

三ツ星ベルト技研株式会社
生活と産業の発展に大きく貢献する
工業用ベルトのリーディングカンパニー

P.11

綾部市城山町 7-1
（本社：兵庫県神戸市長田区浜添通4-1-21＜三ツ星ベルト株式会社＞）

株式会社エナミ精機
世界が求める「カシメ」技術を用いた鋼板加工が強み
開発から製作・設置までを手がける機械メーカー

P.17

舞鶴市大字平小字丁田 1757

機械メーカー

日東薬品工業株式会社
グローバルに展開する開発提案型医薬品メーカー
オンリーワンの菌製剤で世界中の人々を健康に

P.9

綾部市とよさか町 6
（本社：京都府向日市上植野町南開 35-3）

SEC カーボン株式会社
世界レベルの技術力とシェアを誇る
カーボン製品のトップメーカー

P.15

福知山市長田野町 3-26
（本社：兵庫県尼崎市潮江 1-2-6 尼崎フロントビル 6階）

カーボン製品メーカー

株式会社エクセディ鋳造
日本でも数社しかない高精度の鋳物製造を実現！
業界を牽引する鋳物メーカー

P.12

福知山市字拝師 112

鋳物メーカー

金下建設株式会社
公共事業を中心に関西圏のインフラ整備を展開
モノづくりを通して地域社会に大きく貢献する

P.18

宮津市字須津 471-1

建設メーカー

福知山市

綾部市

舞鶴市

宮津市
与謝野町

京丹後市

伊根町

P.12
P.13

P.14

P.15

P.16

P.11

P.10
P.9

P.8

P.17

P.18

P.7

京都工芸繊維大学
福知山キャンパス

京都府北部 
PICK UP企業
社員インタビュー

ここでは京都府北部地域に本社・工場を持つ魅力ある 12 社を紹介。

本誌で紹介した企業以外にも、たくさんの優良企業が京都府北部

地域に点在しています。

京都工芸繊維大学
京丹後キャンパス
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世界中のファスニング業界で一目置かれる存在
あらゆる産業のモノづくりを支える日東精工のねじ

　当社の製品は、多種多様な業界で活躍しています。例えば、
自動車やカメラ、家電、携帯電話など私たちの生活に身近な
ものに使われるねじ製品（工業用ファスナー）に加え、その
メーカーの生産ラインに必要な自動組立機（ねじ締め機）の
提案も行っています。モノづくりに欠かせない、ねじとねじ
締めをトータルに開発する当社は、世界のファスニング業界
で、ユニークな存在として注目されています。
　私は、生産技術部に所属し、工場が環境法令を遵守しなが
ら製造できるように管理しています。例えば、工場排水を基
準値以内に収めるなど、法令に則った工場の健全な運営を維
持しています。また、作業環境測定という、労働者の職場環
境が有害因子（油煙や照明、洗浄剤など）をどの程度含んで
いるかの把握も欠かせません。それらに問題があれば、改善
に向けて即座に取り組みます。
　所属部署には、それぞれ専門領域を持った人材が集まって
おり、活発な意見交換が行われています。私の場合は、大学
院で高分子化学を学んでいたため、化学分野のエキスパート
としてプライドを持って業務に臨んでいます。上司は一級建
築士で建物の専門家、他の社員もそれぞれ互いの専門分野を
尊重しながら信頼関係を構築できる環境があります。今後は

SDGs に関する取り組み（緑地化計画）や、廃棄物の減量化（リ
サイクル）の推進など、環境のために当社ができることを実
践していくためにも、環境計量士資格の取得を進めています。

ねじ製品（工業用ファスナー）、自動組立機、
計測・検査装置の提案から、開発、製造まで
手がけています。

日東精工株式会社

綾部の
ええトコロ !

!

本社勤務の若手が中心となり、よくバーベ
キューを開催。綾部ふれあい牧場では、新鮮
なお肉を手頃な値段で堪能できます。

恒例のバーベキューは
綾部ふれあい牧場で決まり！

事業内容

生産技術部

宮田 匠さん
入社 9 年目
京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科高分子機能工学専攻　修了

化学分野のエキスパートとして、製造現場の環境保全をサポート

綾部市 × 金属製品メーカー

綾部から世界へ！エンジン開発に欠かせない
シーリングパーツで自動車産業を支える企業

　元々、モノづくりが好きで工業高校へ進学。大学では情報
理工学を専攻し、理学・工学それぞれの視点から物事を捉え
る力が身についたと思います。卒業後は地元での就職を考え
ていたので、福知山市で開催されていた京都北部地区の合同
企業説明会に参加したところ、当社に出会いました。自動車
に関しては全くの素人でしたが、入社後の研修やメンター制
度がしっかりしていること、また、休暇など福利厚生にも魅
力を感じ入社を決めました。
　当社は、自動車の心臓部であるエンジンに欠かせない、シー
リングパーツを手がける自動車部品メーカーです。シリンダー
ヘッドガスケットや遮音、遮熱カバーなど、お客さまのニー
ズに応じた製品開発を行っています。自動車を運転される方
でも、普段目にする機会のないパーツですが、エンジンから
のガス漏れ、冷却水やオイル漏れを防ぐ重要な役割がありま
す。現在は、当社製品の耐久性や性能を高めるために必要な、
実験・測定・検証などに携わっています。高校や大学での学
びを、複合的に仕事に役立てています。今は先輩社員の補助
的な業務が中心ですが、これまで見たこともなかったパーツ
について、表面の擦傷や摩耗具合、耐久性、寸法など、製品
の性能を逐一確認していく作業が楽しいです。今後は、実験

で得た数値から何を読み取るか、先輩社員のように製品がど
のような状態なのか、数値からすぐイメージできるようにな
りたいです。そのためにも関連知識を一つずつ身につけ、知
識量と経験を増やすことが目標です。

ガスケット、ヒートインシュレーター、ステ
ンレスメッシュをはじめとする自動車等エン
ジンのシーリングパーツ製造。

綾部市 × 自動車部品メーカー

国産部品工業株式会社

綾部の
ええトコロ !

!

先輩をはじめ、社員のほとんどが綾部の人。人
懐こい方が多く、職場にもすぐ馴染むことがで
き、バーベキューでも盛り上がりました。

誰とでも打ち解けられる
やさしい人が多い

事業内容

技術部 設計課

山本 陽佑さん
入社 2 年目
立命館大学 情報理工学部　卒業

製品開発のエキスパートをめざして

ええトコロ !
!
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グローバルに展開する開発提案型医薬品メーカー
オンリーワンの菌製剤で世界中の人々を健康に

産業の水処理事業をグローバルに展開
さまざまな産業の発展と地球環境の調和を保つ

　出身地である綾部市で就職したい。その思いで就職活動を
始めました。実家から通勤できるという利便性もありますが、
住み慣れたこの街に何かのカタチで恩返しができればとも考
えていました。大学では人の健康について学んでいたので、「ヒ
トの健康と幸せに貢献する」「世界最高のバイオテク企業」な
どを掲げ、薬を通して人の健康に関われる当社に魅力を感じ、
入社を決めました。
　私が勤務している綾部工場は、内服固形剤の生産拠点。当
社オリジナルの保有株である乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌
などの有用微生物を培養し、クオリティの高い菌製剤を市場
に送り出しています。現在私はその中で、指図書に従って医
薬品をパッケージングする作業に携わっています。生産ライ
ンの工程責任者として最大 3 つのラインを同時に管理するこ
ともあるため、製剤棟全体の流れを把握しておく必要があり
ます。梱包資材や作業手順の変更があった場合は、作業書類
の改訂を行うことも重要な業務。自分が関わった製品が出荷
され、使用する人々の健やかな生活をサポートしているとい
う喜びを感じています。
　社内は風通しが良く、役職の壁を超えて話しやすい環境だ
と思います。社長の「社員とその家族が幸せでなければ、良

いモノは作れない」という考えは、職場環境の不具合があれ
ばその改善に向けてすぐさま取り組むなど、働きやすい環境
整備に反映されています。今後も視野を広く持ちつつ、細部
にも注意を払いながら、業務にあたっていきます。

　はじめは業種を絞り込むことなく就職活動を始めたのです
が、あるテレビ番組がきっかけで地球環境に興味を持つよう
になり、少しでも地球の自然に優しく役に立つことを仕事に
したいと考えるようになりました。私たちの身近にあり、同
時に欠かすことのできない水について調べていた時、水処理
薬剤の製造販売をしている当社に惹かれ、インターンシップ
に参加。日本だけに留まらず、環境の科学をグローバルに展
開していることも知り、この知識・技術を学びたいと思い、
入社を決めました。
　入社後は、実家の奈良県から静かな街並みで空気も澄んで
いる綾部市での一人暮らしが始まりました。先輩社員が気さ
くに声をかけてくれるので、すぐに職場に馴染むことができ
ました。当社は、鉄鋼や製紙、石油化学・石油精製プロセス
をはじめとするさまざまな産業の水処理薬剤の開発・製造、
各種環境製品の開発・製造・販売、環境分析を展開。環境と
安全安心に配慮した製品・技術・サービスを提供しています。
その中で、私が担当している主な業務は、完成した製品を指
定された容器へ充填する作業です。研修が終わってからまだ
日が浅いため、覚えることはたくさんありますが、メンター
制度により先輩社員から基礎をしっかり教わりました。水に

含まれる有害物質の種類とレベルは企業によって異なるため、
水処理薬剤の配合バランスも変わってきます。これをミスな
く効率的に充填することが現在の目標です。今後は薬剤の知
識をもっと吸収し、後輩の手本となる人物として力をつけた
いと考えています。

医薬品事業・バイオ事業・グローバル事業・化
粧品事業を核に、ヒトの健康と幸せにいっそう
貢献していきたいと願っています。

鉄鋼や製紙、石油化学・石油精製プロセスな
どに必要な水処理薬剤の開発・製造、海洋・
住環境・環境計量など環境事業を展開。

綾部市 × 医薬・化粧品メーカー

日東薬品工業株式会社 株式会社片山化学工業研究所

綾部の
ええトコロ !

! 綾部の
ええトコロ !

!

綾部は郊外へのアクセスが良いので、趣味の海釣りに
よく出かけています。獲れたてのイカは甘くて美味し
いですよ。冬にはスノーボードを楽しんでいます。

社員をはじめ地域の人々も気さくな方が多い
と思います。写真は、同期入社のメンバーと
綾部で食事会をした時のものです。

郊外へのアクセスが良く、
アウトドアを楽しんでいます

綾部工場の人々は
気さくでフレンドリー

事業内容 事業内容

生産本部 綾部工場 製品課

四方 貴浩さん
入社 13 年目
大阪国際大学 人間科学部人間健康科学科 卒業

生産本部 製造部 充填チーム

浅井 孝太さん
入社 1 年目
天理大学 体育学部体育学科　卒業

住み慣れた綾部の街の人々に “ 健康 ” の恩返し 地球環境に優しく、役立つ仕事に誇り

ええトコロ !
!

綾部市 × 化学メーカー

09 10



生活と産業の発展に大きく貢献する
工業用ベルトのリーディングカンパニー

　当社は、創業 100 周年を迎えた伝動ベルト業界のリーディ
ングカンパニー。たゆまぬ研究と開発を重ね、多彩な性能を
持つゴム製品を製造してきました。自動車、家電製品、工場
の生産ラインなどに採用され、生活と産業の発展に大きく貢
献していることに魅力を感じ、入社を決めました。私は現在、
生産技術業務に携わり、量産化が確定した製品の生産コスト
低減や、生産システムの改善を検討し、業務の自動化・効率
化などを推進しています。設計開発部門と生産部門から課題
を聞き取り、当社にとっての最善策を練り上げている時間は
悩むこともありますが、非常にやりがいを感じるところでも
あります。
　当社がある綾部市は、豊かな自然が自慢。人も朗らかな方
が多いと思います。そんな土地柄か、社内環境がとてもフラ
ンク。上司や部下など立場に関係なく、互いの意見を尊重し
ながら課題の解決に向けて活発な議論を重ね、最善策を突き
詰めていく風土があります。そうした議論から新たな業務改
善案が生まれます。
　今後は、より生産性の高い手法を日常的に突き詰めていく
ことはもちろん、後進の指導にも注力していきたいと考えて
います。例えば直面する課題の解決に向けて、一緒に考え実

践していくことが理想です。また、インターンシップによる
大学生の受け入れでは、学生ならではの視点から意見交換で
きる機会であり、柔軟な発想から良い刺激をもらいました。
学生に地元企業の魅力をしっかりと感じてもらえる体制を整
えていきたいです。

自動車用伝動ベルトの開発、関連機器の製造、
搬送ベルトの開発・システム構築および関連製
品、エンジニアリングプラスチックなどの製造。

綾部市 × ゴム・プラスチックメーカー

三ツ星ベルト技研株式会社

綾部の
ええトコロ !

!

子どもたちが自然の中で遊べる環境は、都会には
なかなかありません。梁漁で獲った自然の恵みを
いただけることは、この上ない贅沢だと思います。

綾部の自然豊かな環境で
育児を楽しんでいます

ええトコロ !
!

事業内容

生産システム部 生産技術課

矢野 利樹さん
入社 21 年目
京都工芸繊維大学 繊維学部高分子学科　卒業

生産コストやシステムの改善を検討し、業務の自動化・効率化を推進。

日本でも数社しかない高精度の鋳物製造を実現！
業界を牽引する鋳物メーカー

　鋳造とは、高温で溶かした金属を型に入れて冷やし固め、
目的の形状にする製造方法のこと。当社では主に産業車両に
使われる鋳物製品などを手がけています。
　もともと私は別の会社に新卒で入社していたのですが、家
庭の事情で地元の福知山に戻ることに。そこで出会ったのが
当社で、大手企業のグループ会社という安心感や給与面など
の待遇が決め手となり、入社しました。
　入社後 5 年半程は製造部の一員として、マンション用の排
水集合管の製造を担当。そこで係長としてチームのマネジメ
ントにも携わりました。現在は品質保証部に異動し、製品納
品後のお客様対応などを行っています。
　よくお客様に「鋳物工場なのに工場内がとても清潔ですね」
とお褒めいただくことがあります。というのも当社では「消
失模型鋳造」という廃棄物が出にくい製造方法を採用してい
るんです。従来の一般的な製造方法に比べ、複雑な形状のも
のを一気につくることができるので後加工の必要もなく、コ
ストカットや軽作業化はもちろん、削くずなどの廃棄物が出
ないといった様々なメリットがあります。実はこの製造方法
を運用できているのは、日本国内でも数社だけ。その技術力
の高さが当社の自慢でもありますね。

　職場は真面目で温厚な人が多く、最近では皆で資格取得の
勉強会も行なうなど交流も盛ん。今後も尊敬できる仲間とと
もに、より優良な鋳物メーカーを目指して切磋琢磨していき
たいです。

1968 年創業の鋳物製造専門メーカー。産業車両
や排水集合管、溶接ロボット用等の鋳物製品の
製造及びその機械加工を担う。

福知山市 × 鋳物メーカー

株式会社エクセディ鋳造

福知山の
ええトコロ !

!

週末の福知山は他の地域から来た人で賑わうス
ポットなので、美味しい食べ物がたくさん。私の
イチオシは福知山駅近くにある焼肉の「竹下」さん。

福知山発の地元グルメが目白押し
頑張った日のご褒美は焼肉で決まり！

事業内容

品質保証部 品質保証チーム

橋本 次世さん
入社 6 年目
大阪工業大学 工学部電子工学科　出身

鋳物業界で圧倒的に廃棄物の少ない、エコな会社を目指して。
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約 1 世紀にわたって磨き続けた流体制御技術で
あらゆる産業分野を支える縁の下の力持ち

設計から加工・組立・設置まで社内完結できる
設備機器づくりのプロフェッショナル集団

　当社は、パッキンをはじめとした流体の漏れを制御するシー
ル技術が強みの、流体制御関連機器メーカーです。創業から約
1 世紀の年月をかけて磨き続けてきた漏れを止める技術は、さ
まざまな産業分野で活用されています。製品は表舞台に出るこ
とのない裏方の存在ですが、現代社会になくてはならないもの
を作る仕事に携わっていることは大きな誇りです。
　現在は、半導体の生産工場で使われるポンプを動かすための
コントローラーの開発を担当しています。基板を作るための仕
様を策定し、できたサンプルのプログラムが正常かどうか実験
室で稼働させて評価検証する業務です。予定通りにいかないこ
ともありますが、コントローラなどの試験をするために使用す
る継手やバルブなどの生産現場が近くにあり、それらを素早く
手配できるためスムースに課題を解決できてストレスを感じる
ことはないですね。この段階をクリアしたサンプルを、海外の
受注先へ持ち込んでテストすることもあり、自分が手がけたも
のが現場で動いているのを見ると胸がグッと熱くなります。
　根っからの技術者体質とでもいうのでしょうか。もともと化
学に興味があり、大学では有機合成の研究をしていました。就
職活動では技術職を志望し、5 社ほど面接を受けた中で最終的
に当社を選んだのですが、やはり地元の福知山に国内でも屈指

の生産拠点があるという点が決め手になったと思います。また、
企業説明会では福知山の話題で盛り上がりましたし、リラック
スした状態で素のままの自分を見てもらえたことが良かったで
すね。これからも、当時の初心を忘れずに、地元で好きな仕事
に打ち込めて社会の役に立てる喜びを噛み締めていきたいです。

就職活動時は、京都市や大阪市など都心部の企業も視野に入
れていました。ただ、生まれ育った西舞鶴に近い京都北部で働
きたいという思いが強く、福知山にある当社を選びました。地
元ということもあって、リラックスして試験や面接に挑めたこ
とを、今でもよく覚えています。
　入社当時から設計課に所属し、現在はオートメーション機械
に取り付ける防音カバーの設計に携わっています。営業担当が
受注してきた案件を、ゼロから設計し形にしていく業務は苦労
も多いですが、それだけにやり甲斐や喜びも大きいです。設計
の過程では受注先の方と直接やり取りを行うため、先方が描い
ているイメージや細かなニュアンスを把握できることも精度の
高い仕事に繋がっていると思います。
　当社では、設計から製造・組立まで工場内で完結するので、
気になることや不安要素などがあれば、すぐに現場へ行って相
談できることも大きいですね。製品の質や強度を高めることは
もちろんですが、製造や組立のスタッフがストレスなくスムー
スに作業できるように設計することも、私たちの仕事ですか
ら。
　今はまだ上司や先輩の下で指示やアドバイスを受けながら勉
強中の日々ですが、早く全ての業務を任せられるようになりた

いですね。そのためにも、不安や課題は先送りせず、その場で
相談したり勉強したりしながら即座に解決するようにしていま
す。それができるのも、年齢や経験に関係なく社員同士の距離
が近いので、何でも気兼ねなくオープンに話せる環境があるか
らこそ。5 年後には、一人前になれるよう頑張ります。

流体制御関連機器の製造・販売（半導体・液晶製造装置用ふっ
素樹脂製品、自動車・電力・原子力・石油化学・船舶など工
業用漏れ止め精密パッキン、メカニカルシールの製造・販売）。

Factory Automation（自動省力化設備）の設
計製作、製缶加工、板金加工、機械加工及び
組立、諸機械設計製作、機械器具設置工事。

福知山市福知山市 ×× 設備機器メーカー流体制御関連機器メーカー

日本ピラー工業株式会社 ニンバリ株式会社

福知山の
ええトコロ !

! 福知山の
ええトコロ !

!

会社の同僚と一緒に、ヨガやバドミントンを
楽しむのが、最近のマイブームです。仕事が
終わった後の、美味しい居酒屋開拓も（笑）。

福知山城を中心とした明智光秀ゆかりの地、
福知山は大河熱が高まっています。休日はイ
ンドア派でしたが、歴史散策に興味津々です。

ヨガにバドミントンに居酒屋開拓…、
心身ともに充実のオフタイム

明智光秀ゆかりの地で高まる大河熱、
歴史ある福知山の魅力を再認識

事業内容 事業内容

技術本部 福知山技術部 開発グループ

白石 紗季さん
入社３年目
滋賀県立大学 工学部材料科学科　卒業

設計課 設計係

矢原 祥貴さん
入社 3 年目
龍谷大学　理工学部電子情報学科　卒業

地元の福知山で、好きな仕事に打ち込みながら社会の役に立てる喜び お客様や現場との密なコミュニケーションを通じ、設計のプロとして成長の日々
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世界レベルの技術力とシェアを誇る
カーボン製品のトップメーカー

精密部品から生産ラインシステムまで
高い技術力で多彩なニーズに応える

　当社は、福知山市内の工業団地で最大規模となる 50 万㎡の
広大な敷地に工場を構え、世界レベルの技術力を誇るカーボ
ン製品メーカーです。多彩な製品のなかでも、アルミニウム
製錬工場の電解炉で使われるアルミニウム製錬用カソードブ
ロック SK-B は、世界トップクラスのシェアを獲得しています。
福知山という一地方都市で、世界を相手に仕事ができる喜び
を日々実感しているところです。
　私は、もともと技術やモノづくりに興味があり、大学時代
には耐火物やガラスの炉およびその燃焼について学んでいま
した。地元の舞鶴に近かったこともあり、自分の興味関心や
学びが活かせると思い迷わず入社しました。以来 35 年間、製
造技術や生産技術などの部署で経験を積み、現在は技師長と
して主に生産設備の基本設計、建設までを取り仕切っていま
す。プロジェクトの先頭に立ってチームを動かしていくこと
は、決して簡単ではありませんが、やり遂げた時の一体感と
達成感はひとしおです。
　そんな充実したワークライフを支えているのは、当社の伝
統である働きやすい環境だと言えるでしょう。残業が少なく、
有給休暇の取得率は約 70％と一般平均の 50％を上回る高い水
準です。また、緑豊かで広大な敷地には体育館やグラウンド、

ミニゴルフコースなどがあり、休み時間や終業後に多くの社
員がクラブやサークル活動でリフレッシュしています。なか
でも軟式野球部は、天皇賜杯で連続優勝した実績もあるほど
です。こういった ON と OFF のメリハリがきいた環境が、質の
高い仕事に繋がっているのだと思います。

　子どもの頃から自動車が好きで、自動車に関わる仕事がし
たいと思っていました。高校卒業後に一旦大学へ進学しまし
たが夢を諦められず中退し、自動車専修学校へ入って整備技
術を学びました。専修学校では、それまで知らなかった整備
以外の自動車技術にも触れ、整備ではなく製造に関わりたい
と思うようになりました。就職活動の際、地元の豊岡市から
近い京丹後市にある当社で自動車のエンジン部品が作られて
いることを知り、入社を決め現在に至っています。
　担当しているのは、自動車のエンジンバルブを動かすカム
シャフトに使われる、ロッカーアームやスイングアームといっ
た部品の仕上げ工程です。一般市場に出回る量産車ではなく、
大手メーカーが世界的なレースに投入する自動車のエンジン
部品ということもあり、やり甲斐は大きいですね。高いプロ
意識を持った技術者チームの一員として働けることも、良い
刺激になっています。まだまだ上司に相談したり自分で勉強
したりすることも多いですが、まずは今の業務を極めて一人
前になり、自分と同じように当社の仕事に憧れて入ってくる
後輩たちに、色々と教えられる存在になることが目下の目標
です。
　自分の経験も含め、今だからこそ本心で言えることですが、

都心部の企業に就職しなければ大きな仕事はできないという
考えは、間違っています。何がしたいかを明確にしたうえで、
視野を広くもって企業を調べることが大切です。事実、都心
から離れた京丹後市でも、国内外に名を轟かす大手メーカー
の自動車製造に携われるのですから。

アルミニウム製錬用カソードブロック SK-B、
人造黒鉛電極、特殊炭素製品、ファインパウ
ダー（高純度黒鉛粉末）の製造。

工業用ミシン部品・他各種精密部品の生産、自動車・オート
バイエンジン部品などの生産、精密部品加工のノウハウを活
かした各種超精密加工機械・生産ラインシステムの製造販売。

京丹後市 × 精密部品メーカー

SEC カーボン株式会社 株式会社日進製作所

福知山の
ええトコロ !

! 京丹後の
ええトコロ !

!

休日は、実家の畑で完全無農薬の野菜づくり
に精を出しています。豊かな自然に囲まれた
京都北部の暮らしは最高ですね。

山も海も身近な京都北部は、アクティブ派に
は格好の環境。休日は、会社の同僚や地元の
友人と季節ごとのレジャーを楽しんでいます。

京都北部の豊かな自然に囲まれて
週末ファーマーライフを満喫

アクティブ派にはたまらない
恵まれたレジャーロケーション

事業内容 事業内容

執行役員 京都工場 技師長

泉 司さん
入社 35 年目
京都工芸繊維大学 工芸学部無機材料工学科　卒業

試作部 試作課 試作係

松井 翼さん
入社 2 年目
ホンダテクニカルカレッジ関西 自動車整備科　卒業

福利厚生が充実した働きやすい環境で、世界を相手に仕事をする喜び 世界的なレースで活躍する大手自動車メーカーのエンジン部品を、京丹後から

福知山市 × カーボン製品メーカー
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世界が求める「カシメ」技術を用いた鋼板加工が強み
開発から製作・設置までを手がける機械メーカー

公共事業を中心に関西圏のインフラ整備を展開
モノづくりを通して地域社会に大きく貢献する

　中学、高校時代に仲の良かった友人の多くは、地元舞鶴で
就職していたこともあり、自分自身も漠然と育った街で就職
したいなと考えていました。
　就職活動で舞鶴市主催の地域企業の合同説明会に参加した
のが、当社との出会いのきっかけ。お客さまの要望に合わせ
て工業用機械装置を一から設計製作し、海外でも高く評価さ
れている企業が、地元舞鶴にあったとは、これまで気づきま
せんでした。大学での学びとは畑違いの分野でしたが、チャ
レンジしてみたいという気持ちが強く、入社を決意しました。
　当社は、わずか 38 名という規模でありながら、大手家電総
合メーカー世界 11 カ国 50 社以上の導入実績を誇ります。特
に金属の板と板を繋ぎ合わせる「カシメ」装置に定評があり、
家電用を中心に高い技術による金型づくりと金型を利用した
工法や機械の提案から製作、設置までワンストップで行って
います。設置場所やその機械で製造される製品のサイズによ
り機械自体の大きさも変わるため、一つひとつが手作りにな
ります。また、加工される素材の強度にも配慮しながら仕様
を決めていくので、機械 1 台を設計するために考えることは
多岐にわたります。自分はまだ、先輩が設計した図面を基に
部品図を描き起こす作業など、案件のサポート業務が主体な

のですが、今後は１人で設計できる実力をつけていきたいと
考えています。自分が関わった機械が実際に動いている様子
を見ると感動しますし、お客さまが要望する仕様を達成でき
た充実感は、この仕事の大きなやりがいとなっています。

　高校生の頃、工事現場で建物が出来上がっていく様子を目
の当たりにし、自分もいつか地元にカタチを残せるような仕
事に就きたいと考え、大学では建築学を学びました。就職活
動では、さまざまな建築会社を検討しましたが、大手ゼネコ
ンだと扱う規模は大きくても、全国の現場に赴く必要があり
ます。その点、関西圏をメインにしている当社であれば、自
分が関わった土木や建築物を確実に残せると考え、入社を決
意しました。
　当社は公共事業を中心とした道路、トンネル、橋などの土
木事業と、建築物の設計から工事請負、監理業務を行う建築
事業を通して、人々の生活を支えるインフラ整備を実現して
います。入社以来、工事を安全かつ計画通りに進めるための
施工管理の仕事に携わっています。その仕事内容は、工程管
理や安全管理、品質管理など多岐にわたります。工事の規模
が大きくなるほど工程は複雑に、そして関係者数が増えるの
で、工程表通りに工事が進んだ時は達成感でいっぱいになり
ます。質の高い工事を行うための重要な役割を担っており、
責任の大きさにやりがいを感じています。
　これまで、木造、RC 造、SRC 造、鉄骨とさまざまな物件を
手がけてきましたが、まだまだ覚えることが多く、先輩方の

指導があってこそ、やってこられたのだと思います。今後は、
さらに大規模な物件で現場所長になるためにも、一級建築士
の資格取得を目指し、設計面や構造面でも造詣が深い人材へ
とスキルアップを図っていきます。

プレス金型・機械装置の提案から設計・開発、
製造・組み立て調整、設置まで一貫して行って
います。

土木工事の測量・調査から、建築工事の計画・
設計、監理・施工および舗装材料の製造販売、
産業廃棄物の中間処理（リサイクル）など。

舞鶴市 宮津市× ×機械メーカー 建設メーカー　

株式会社エナミ精機 金下建設株式会社

舞鶴の
ええトコロ !

! 宮津の
ええトコロ !

!

地元は知り合いが多く安心できる環境。海が
近く豊かな自然や静かな街並も気に入ってい
ます。社員も地元の人が多いですよ。

宮津の自慢はきれいな海とたくさんの自然。そん
な中で楽しむゴルフの開放感は格別です。スコア
を伸ばすべく仕事帰りにも練習に励んでいます。

知り合いが多くて安心
海が近く静かな街並みがお気に入り

海が近く自然豊かな中で
趣味のゴルフを満喫！

事業内容 事業内容

技術部 技術課

進藤 純也さん
入社 5 年目
高知大学 理学部理学科　卒業

建築工事課

谷垣 佳紀さん
入社 8 年目
近畿大学 工学部建築学科　卒業

世界で通用する機械を自分 1 人で設計する実力をつけたい 設計面や構造面にも造詣が深い現場所長になりたい
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