
 

働いてよし

株式会社メドテック
 

山形市にある株式会社メドテックの若手社員、松田さんを取材しました！
松田さんは、県内大学の教育系学部を卒業した後、
生産技術部生産管理課

 
 
（１）仕事内容編
 
―――はじめに、松田さんのお仕事の内容を教えてください。
 

私は生産管理課で主に購買業務を担当しています。
社は機械工具を生産する
たくさん部品が必要
つまり「この部品を何日までに何個欲しいです」という
ことを協力会社さんに連絡することが主な仕事になりま
す。 
 
―――発注する部品は何種類くらいあるのですか。
 

難しいですね、何種類
名いますが、それぞれ担当する協力会社さんが
い自分の担当の
 
―――入社してから購買担当をずっと担当されてきているのですね。
 

そうです。
工場に届いたらそ
品の環境対応が
ち合わせをしたりというのもとても多い仕事

なかなかイメージがつかないと思いますが
まりわかっていなくて、入ってみて「こういった仕事もあるのか」が次々
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と、海外に輸出もするので、その場合は
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今だと一番問題になっているのが鉛ですね。
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―――業務をするうえで苦労すること、大変だったことはありますか。

 
 
 
（２）職場編
 
―――就活の際に、メドテックに就職を決めたのには、どういっ
た経緯がありますか。
 

どこまで正直に話していいかわかりませんが、私が会社を選ぶ
ときに一番重視したのが休日だったんですよ
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と、求人票を目にする機会があると思いますが、私が真っ先に見たのが休日数でした。大学
の合同説明会の資料を見ていた時に、休日数が一番多かったのが当社だったんですね。そこ
を見て興味を持ったというのが最初のきっかけでした。

説明会に来ていた人事の方に、実際に会社について詳しく伺ってみると、当社には日東工
器という親会社があって、東証一部の上場企業なんですね。その生産工場ということもあっ
て、経営が凄く安定
ので決めました。
 
―――休日はすごく大事ですよね。
 

土日祝日休み、年末年始、ゴールデンウィーク、あとお盆休み。それから有給休暇がある
ので、多分年間
整すればいつでも取れますし、
 
―――入社してよかったと感じることはありますか。
 

入社して一番良かったと感じるのは、社員の人がす
ごく温かく
係で苦労することがないというのは、仕事をするうえ
で一番大切なことかなと思います。社会人になると、
平日月曜日から金曜日朝
っと会社にいることになるので、人間関係の悩みがな
いのはこの会社に入って良かったことです。

分からないことがあって質問したときも皆さん結
構優しく、いつでも丁寧に教えてくれます。とても相談しやすい雰囲気があって、上司も話
しやすい人ばかり
(笑) 
 
―――同じ課以外の方と交流
 

あります。私たちは部品購買が主な仕事ですが、そのときに製品の設計などに関わる部分
は私たちだけではわからないことも多いので、技術課の人に相談をしたり、社内で加工して
いる部品は工作課の人と話をしたり。

課外の人と一番
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の合同説明会の資料を見ていた時に、休日数が一番多かったのが当社だったんですね。そこ
を見て興味を持ったというのが最初のきっかけでした。

説明会に来ていた人事の方に、実際に会社について詳しく伺ってみると、当社には日東工
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て、経営が凄く安定していると思いました。あと、福利厚生を見ても充実していると思った
ので決めました。 
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ので、多分年間 130
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っと会社にいることになるので、人間関係の悩みがな
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構優しく、いつでも丁寧に教えてくれます。とても相談しやすい雰囲気があって、上司も話
しやすい人ばかりな

同じ課以外の方と交流

あります。私たちは部品購買が主な仕事ですが、そのときに製品の設計などに関わる部分
は私たちだけではわからないことも多いので、技術課の人に相談をしたり、社内で加工して
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●12：00 【お昼休憩】 
食堂で同期と一緒に食べます。お弁当を持参する日もあれば、会社で注文したお弁当を食べ
る日もあります。 
「会社のお弁当は、コンビニなどで買うより安いんですよ！おかずだけ頼むとか、週に何回
かだけ注文するとか自由にできます」 
 
 
●12：45 【来客対応】 
午前の業務の続きをしたり、来客対応や打ち合わせをしたりします。 
最近では環境対応（含有化学物質調査）の仕事が多いです。 
近くの協力会社を訪問することもあります。 
 
 
●17：05【退勤】 
やり残した急ぎの仕事がないことを確認して、業務を終わります。 
退勤後はスーパーで買い物をして帰り、夕食を作ります。週末や疲れた日は、会社近くで外
食するときもあります。 
 
 
 
（４）むらやまでの暮らし編   
 
―――休みの日には、何をして過ごしていますか。 
 

最近はほとんど家にいますが、もともとは旅行が結構好きで、よく行っていましたね。去
年は、名古屋とか大阪とか行きました。新幹線が使えるのは便利ですよね。最近は家にいる
時間が⻑いので、テレビの録画を見たりとか、あとは平日できなかった家事を⽚付けたりと
か、そんな感じですね。基本的にインドアです（笑） 
 
―――就職を決める際に、山形市にしたのはどうしてですか。 
 

大学で山形市内に住んでいて、やっぱり遊びに行くのに圧倒的に山形市の方が便利でした



ね。気候が過ごしやすいのもあって。また、就職活動中も山形市内を拠点にしていたので、
この辺の企業だったら、会社見学に行ったり、人事の方にお話を伺ったりも楽
 
―――他に山形で暮らしていて良かったことはありますか。
 

私は蕎⻨が好きなんですが、山形市内には蕎⻨屋さんが多くていいですね。いろいろなお
店に食べに行きますし、お客さんが来た時も蕎⻨屋さんに連れて行くことが多いです。蕎⻨
好きとしては、すごく嬉しい環境です。
 
―――村山地域でおすすめのお店とか、遊ぶ場所、施設はありますか。
 

遊ぶ場所は正直あまりないです
蕎⻨屋さんだと、会社から自転⾞で

くと、「つる福」っていう蕎⻨屋さんがあって、そ
こが安くて美味しくて好きです。
好きなので、
味しいところが多いですね。

あとは、
友達を連れて行ったりするので、登るのは大変です
が、すごく日本らしい景色があるので。
 
 
（５）まとめ編
 
―――今後この仕事を続けていくうえで、目標や夢はありますか。
 

まず今の私には、当社の製品のことや、部品加工や材料の知識といったものが全然まだ足
りなくて。取引先の方と話す時も、
ことがまだ多いです。そういうところで、これから知識をちゃんと身につけてスムーズに話
せるようになることが、今の

また、今年から海外の取引先を担当させてもらえるようになりましたが、まだフォローに
入ってもらいながらやっている状態なので、
の目標です。
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―――私たちがこれから就職活動を進めていく
 

就活の前の準備というのがすごく大事だと思
=私が思うに企業選びの軸を決めることだと思うので。私にとって大事だったこと
多さだったんです
仕事内容だったら妥協できるとか、勤務地は妥協できないけど休日は少し少なくてもいいか
なとか、そういう自分にとって譲れないポイントっていうのをあらかじめ考えて決めてから、
色んな企業を見ると自分に合った会社を探しやすいかなと思います。絶対に山形で働きたい
とか、休みは土日じゃないと嫌だとか…そういう
と、入社して失敗したって思うことも少ないのかなと思いますね。
 
―――ありがとうございました！
 

松田さんは一つの質問に対して、私たち学生に分かりやすいように細かく丁寧に答えてく
ださる姿が印象的でした。お話を聞く中で、会社の雰囲気の良さを強く感じました！

 
 
株式会社メドテック
【日本のモノづくりを支える「省力化機械工具」で社会へ貢献！
「技術で、人を想う」のスローガンの下、社員ひとりひとりがモノづくりへのプライドを
持って仕事をしています。

★ユースエール認定企業（
・所在地
・設立
・従業員数
・URL      
・YouTube  https://www.youtube.com/c/NittoKohkiJPchannel
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とか、休みは土日じゃないと嫌だとか…そういう
と、入社して失敗したって思うことも少ないのかなと思いますね。

ありがとうございました！

松田さんは一つの質問に対して、私たち学生に分かりやすいように細かく丁寧に答えてく
ださる姿が印象的でした。お話を聞く中で、会社の雰囲気の良さを強く感じました！

株式会社メドテック
日本のモノづくりを支える「省力化機械工具」で社会へ貢献！

「技術で、人を想う」のスローガンの下、社員ひとりひとりがモノづくりへのプライドを
持って仕事をしています。

ユースエール認定企業（
・所在地  山形市若宮
・設立   昭和
・従業員数 99 名（男性

URL      http://www.nitto
YouTube  https://www.youtube.com/c/NittoKohkiJPchannel
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が、それぞれ色々あると思うんですよ。それは
仕事内容だったら妥協できるとか、勤務地は妥協できないけど休日は少し少なくてもいいか

そういう自分にとって譲れないポイントっていうのをあらかじめ考えて決めてから、
色んな企業を見ると自分に合った会社を探しやすいかなと思います。絶対に山形で働きたい
とか、休みは土日じゃないと嫌だとか…そういう
と、入社して失敗したって思うことも少ないのかなと思いますね。

ありがとうございました！

松田さんは一つの質問に対して、私たち学生に分かりやすいように細かく丁寧に答えてく
ださる姿が印象的でした。お話を聞く中で、会社の雰囲気の良さを強く感じました！

【インタビュアー：山形大学人文社会科学部
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日本のモノづくりを支える「省力化機械工具」で社会へ貢献！
「技術で、人を想う」のスローガンの下、社員ひとりひとりがモノづくりへのプライドを
持って仕事をしています。 
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