
 

 

働いてよし＆暮らしてよし むらやまの企業  

株式会社デンソーＦＡ山形 
 

天童市にある株式会社デンソーFA 山形の佐藤恵理子さんを取材しました！ 
佐藤さんは、山形大学工学部を卒業し、前職を経て、2019 年に入社しました。 
現在は、営業技術室で勤務しています。 

 
（１）仕事内容編 

 
―――現在のお仕事は機械設計とお伺いしまし
たが、具体的にはどういう仕事なのですか？ 
 

デンソーFA 山形では、工場の生産を自動化す
る生産設備をオーダーメイドで設計・製造して
いるのですが、私は主に CAD というソフトを使
って、その設備の機械設計を行っています。 

流れとしては、仕様内容を営業担当者から
聞いて、設備の構想設計を行い、お客様への
DR（デザインレビュー）を行います。場合に
よっては何度も行って形にしていきます。こ
こまでは 3D にて行うことが多いです。 

設計に対してお客様よりご承諾を得ました
ら、3D を 2D の図面にしたり、ユニットごと
に構成している部品を発注します。設備組立

時は不具合対応を行ったり、都度お客様のご要望があれば設備に反映したりします。設備を
お客様の工場に設置して稼働するまで、ずっと関わっていきます。 
 
―――集中して設計図を書くお仕事なのかなと思いましたが、お客様とのやりとりも多いん
ですね。 
 

受注前までは営業担当者がお客様とやり取りしていますが、受注後からは設計担当者も加
わり、お客様と打ち合わせをして設備を作っていくので、お客様とのやり取りは結構多いで
すね。今だと WEB 会議を使うことが多いです。資料を映すので画面に顔は出していません
が、すごく緊張します（笑）。都度確認したいこともあるので、メールでも頻繁にやり取り
をしています。 



―――佐藤さんが思う、デンソーFA 山形の良いところを教えてください。 
 

オーダーメイドの生産ラインを製作できることですね。主に自動車の部品生産ラインです
が、そのほかにも様々な分野での実績があります。これまで培ってきた技術力で、「お客様
の一つひとつのご要望にお応えしてラインを作ります」というところが一番大きな魅力だと
思います。あと、すごくホワイトな会社だと思いますので、そこも魅力です。 
 
―――ホワイトな会社ということですが、「健康経営優良企業（ホワイト 500）」の認定を受
けているのですね。会社として健康に関してどんな取組をしているのですか？ 
 

例えば、社内で「ウォーキングアプリ」の活用が推奨されていて、私もそのうち登録しよ
うと思っています。社内のウォーキングキャンペーンに参加すると、インフルエンザの予防
接種費用が助成されます。インフルエンザの予防接種は会社で受けることもできるのでとて
も便利です。 

他に会社の取り組みとしては、健康診断の時にがん
検診とか脳ドックとか自分の年齢や健康状態に合わせ
ていろいろなオプションが選べるようになっています。
私自身は、健康診断で子宮がんと乳がん検診（エコー）
を無料で行うことができています。2023 年からは社内
全面禁煙になる予定ですので、これも健康への取組の
一つだと思います。 

あと、社員食堂が新しくできたので、ここでも健康
に気を使った食事ができます。 

 
―――昼食は社員食堂を利用するんですか？ 
 

従業員はほとんど食堂を使っていますね。バランスの良い美味し
い食事が取れて、健康的です。食堂のメニューは毎日変わり
ます。定食が 2 種類、あとはカレーや麺類があります。私は
お米が好きなので、定食ばかり食べますが（笑）。クリスマ
スなどのイベントが近いと豪華なメニューも出たりします
ね。 
  

さわらのあっさり煮定食 



（２）職場編   
 
―――デンソーFA 山形に入社したのはどうしてですか？ 
 

私はデンソーFA 山形に転職して 3 年目になります。山大工学部機械システム工学科を卒
業していたので、そこでの勉強を活かせるようなところに転職したいと思いまして、大学時
代の先生に相談したところ、当社を紹介されました。 

当時 29 歳だったので若くもないですし、前はまったく違う仕事をしていて機械設計の経
験もありませんでした。ですが、未経験者も中途採用しているときいて、会社見学に伺いま
した。そのときに丁寧に対応していただいたことで、最初は不安もあったのですが、大丈夫
だと思って入社を決めました。 

あとは当社の事業内容として、オーダーメイドで生産ラインを設計していますので、一か
ら全部作り上げます。その様子を見学したときに、楽しそうだなと思ったことも決め手でし
た。 
 
―――職場の雰囲気はどんな感じですか？ 
 

前の職場に比べてですが、集中しやすい環境だと感じます。それに上司の方にも相談しや
すい環境で、「何か困ったことあれば言ってね」と声をかけてくださいます。設計者になっ
て 2 年目ですが、先輩設計者を指導係として付けていただいています。何かあったら相談で
きますし、分からないことを都度教えてもらえるのでとても助かっています。 

失敗したときも、これまでの経験を踏まえた対応策を教えてくれ「誰しもが失敗はするか
ら、そのあとどうするかが重要」と言われます。丁寧に教えてくださる先輩、上司の方ばか
りなので、不安なく仕事に取りかかれています。 
 
―――子育て中と伺いましたが、働きやすさという点ではいかがですか。 
 

技術職にいると残業が多いのではないかと思われるかもしれませんが、上司は「残業をど
の程度できるか」などを確認してから仕事を割り振ってくれるので、自分のペースでやって
いけるようになっています。幼稚園のお迎えも私が毎日行っていますし、その範囲で働いて
います。 
  



―――「残業をどの程度できるか」と聞かれた
ときに、「自分のできる範囲で」答えられる雰
囲気ですか？ 
 

本当に気を遣ってくれますので、言いやす
いですね。残業は月 10 時間程あるときもあり
ますが、できないときは全くできないと回答
することもありますし、大丈夫です（笑）！ 
 

 

―――子育てがしやすい制度はあるのですか？ 
 

当社は時短勤務制度があって、始業と終業の各
１時間以内で業務時間を短く設定できます。私は
その制度を使っていませんが、子育てをしている
方は例えば 9 時 30 分から 16 時 15 分までという
働き方もできます（就業時間は 8 時 30 分〜17 時
15 分）。 

あと、フレックス制といって、勤務時間を自分の業務のスケジュール合わせて決められる
制度や、1 時間単位で有給休暇が取れる制度があって、他の会社にはなかなかない良さだと
思います。それに、子どもがいると、周りの方も気を遣ってくださるので、何かあった時に
休みやすい環境ではあると思います。 
 
―――1 時間単位での有給休暇は実際にどのようなときに使われるのですか？ 
 

私の場合、自分や子どもの通院が多いですね。そのためだけに半日有休をとると結構時間
が余ってしまいますし、15 時に退勤して 2 時間だけの有休をとるといった使い方ができる
ので便利だなと思います。 
 
 
 
  



―――入社後はどんな研修があるのですか？ 
 

新卒から設計担当者になるには、入社後 2 年
間は製造現場で実習して、3 年目から設計をす
るという流れになっています。私は中途採用
なので現場実習はなかったのですが、設計の
仕事をしてきて現場の知識が必要だなと日々
感じています。これから機会があればやりた
いと思っています。 

他にも、親会社のデンソーのほうで WEB 会議システムを使った研修を設計者 1，2 年目
の方向けに年に数回行われています。また、新人設計者でグループを作って月 1 で勉強会を
していますので、勉強する時間は取りやすいと思います。 
 
 
 
 
  



（３）ある日の過ごし方編   
 
●8：30【出社】 
出社後はまずメールを確認して、その日の予定を確認します。 
当社はフレックスタイム制度があるので、自分のスケジュールに合わせて出退勤時間を調整
できます。コアタイム（必ず勤務する時間）は 9：30〜15：00 です。 
 
●9：00【設計業務】 
担当している物件の図面を作成・手配したり、お客様
への資料を作成したりします。 
週に 1 度、課のミーティングがあって、仕事状況を
報告し合います。 
 
●11：50【お昼休憩】 
社員食堂で、同僚と一緒に食べます。 
お弁当を持っていくこともありますが、社食を食べ
ることもあります。 
 
●12：30【設計業務】 
午前中の仕事の続きをします。 
現場があるときは現場にいって製造の方と話した
り、組み立ての進み具合を確認したりもします。 
 
●15：00【お客様との打ち合わせ】 
担当している物件についてお客様との打ち合わせを行うことがあります。仕様の確認を行っ
たり、WEB 会議で資料を映しながら説明してご意見をいただき設備に反映したり、出荷ま
でのスケジュールを確認したりします。 
 
●18：00【退勤】 
この日は 30 分残業をしました。 
幼稚園に子どもを迎えに行って自宅に帰ります。子どもが YouTube を見るのが好きなので、
時間があるときは一緒に見たりしています。 
  



（４）むらやまでの暮らし編   
 
―――出身もお住まいも村山地域ということですが、村山に住んでいて良かったと感じるこ
とはありますか？ 
 

私にとっては実家が近いので、子育てなどで何かあれば親を頼ることができるのは良いな
と思っています。あと、山形の中心地なので、大型施設があって交通も便利だと思います。 
 
―――村山地域でよく行く場所があったら教えてほしいです。 

 
天童にある山形県総合運動公園には子どもの自転車の練習

でよく行っています。乗れるようになってきたので、今度は家
の近所をサイクリングできたらなと思っています。 

また当社はモンテディオ山形とパスラボ山形ワイヴァンズ
のオフィシャルスポンサーになっていて、まだ数回ですが家族

と一緒に試合を見に行ったりもしています。 
私は河北町の出身なのですが、寒河江川の堤防沿いに桜

の木が植えられています。とてもきれいなので、桜の季節
にぜひ行ってみてください！（車混みますのでお気を付け
ください…） 
 
 

―――村山の美味しい食べ物を教えてください。 
 

私は休日によくラーメンやおそばを食べに行きます。河北町の肉そばはおいしいですよ！ 
あとは村山地域に限らず、山形にはおいしい農畜産物がたくさんあると思います。特にお

米、「つや姫」はとてもおいしいですよね。山形といえば「さくらんぼ」ですが、寒河江の
県園芸試験場で生まれた品種に、「紅秀峰」があります。粒が大きくて甘みが強いのが特徴
です。「佐藤錦」もおいしいですが、「紅秀峰」も食べてみてほしいです。 
 
 
  



（５）まとめ編   
 
―――佐藤さんの今後の目標について教えてください。 
 

今はすでにある設備に新しい機能を追加するというよ
うな、改造の案件しか担当したことがないので、新規案
件のほうに携わってみたいというのが目標です。それに、
知識や経験が多いと設備をみる着眼点が変わってくるの
で、これからいろいろな経験をさせてもらって、そうい
う着眼点を持って、会社の役に立つ技術者になりたいと
思っています。 
 
―――今後就職活動を行う学生に対してアドバイスやメッセージ等ありましたらお願いし
ます。 

 
今はコロナということもあって就職活動の

やり方が変わっているのかもしれませんが、い
ろいろな企業を見てほしいと思います。就活中
にしかそういう機会はないと思います。私が転
職を考えたときには、仕事をしていると他の企
業をみる機会がないなと痛感しました。 

自分でやりたいことがある人はその夢に向
かってほしいと思いますが、私はどちらかとい
うとやりたいことがない人だったので、そうい

う人こそ幅広くいろいろな会社を見て、少しでも興味があったら会社見学に行ってみるなど
して、視野を広げていくといいのかなと思います。 
 
  



―――人事担当の方にお伺いします。女性活躍推進のための工夫がありましたら教えてくだ
さい。 
 
執行職の阿部さん：当社では性別に関係なく採用しています。仕事の内容についても技術職・
事務職で女性も男性と同様に活躍しています。 

先ほどの話にあったように、女性が働きやす
い職場づくりを会社として取り組んでいて、出
産された方もここ１０年以上、100％戻ってき
て働いています。佐藤さんは時短勤務制度を使
っていませんが、どちらかといえば使っていな
い人のほうが少ないです。法律では小学校就学
前までが努力義務となっていますが、当社は小
学校 6 年生まで使えますので法律よりも手厚い
です。 

有給休暇も全員がとりやすくなるよう進めていて、平均 12 日間消化を目標として掲げて
います。 
 
―――ありがとうございました！ 

 
今回のインタビューでは、デンソーFA 山形の働きやすい環境が素敵だなと感じました。

子育てしている社員が時短勤務をしやすく、その他にも細かく取ることのできる有給休暇な
ど手厚いしくみがあることで、男女・年齢を超えて多くの人が働きやすい環境を実現してい
ると感じました。また、悩み事でも何でも、話しやすい上司に相談をしている点も印象的で
した。 

インタビュー後に社内見学をしましたが、そのときも社内全体の雰囲気が良く働いてみた
いと感じる職場でした。自分の就職活動の際には多くの会社を知るようにして、今回のお話
を参考にしながら自分に合う仕事を見つけられたらいいなと思います。 
 
【インタビュアー： 

山形大学人文社会科学部 大宮郷花、理学部 奥谷友里加、大学院社会文化システム研究科 杜東超】 
 
 
 
 
 



株式会社デンソーFA 山形 ――――――――――――――――――――――――― 
★山形から世界へ！ものづくりを支える会社です。 

工場の生産を自動化する生産設備をオーダーメイドで設計・製造し、お客様の工場への設
置・アフターサービスまで一貫して対応します。また、社員の健康を意識した経営を行い、
「健康経営優良企業（ホワイト 500）」に山形県内で唯一、３年連続で認定されています。 

 
★健康経営優良法人 2021〜ホワイト 500〜、ISO9001、 ISO14001、優秀安全運転事業所銀
賞（2021 年） 
 
・所在地  山形県天童市石鳥居２丁目１-５７ 
・設立   1988 年 5 月 
・従業員数 330 名（男性 244 名、女性 86 名） 
・URL       https://www.denso-fy.co.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


