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東根市にある株式会社山本製作所の若手社員、江口雅也さんを取材しました！
江口さんは、県内大学で機械工学を学んだ後、
農機事業部技術部農機グループで勤務しています。
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をもらったり、開発の方向性を確認したりします。
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図面をもとに加工先に作製してもらった部品を、試作機
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技術部の仕事は裁量労働制です。仕事の進め方を自分で決められるので、きりのいいところ
で仕事を終え
退勤後はスーパーで買い物をして帰ります。地元の友人とご飯に行くこともあります。
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