はじめに. . .

・・・・・・・・・・
大好きなふるさとに元気な企業がある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それはなんと幸せなことでしょうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
慣れ親しんだ風景に囲まれ、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
連綿と受け継がれてきた技術や知識を継承し、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それを次の世代に伝えることは、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大 好きなふるさとを自分の力で守っていくこと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
見 知らぬ都会で働くことをチャレンジと呼ぶのならば 、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地元で自分にできることを探すのもまたチャレンジ 。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この美馬市企業ガイドブックは、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
美馬市でチャレンジを続ける元気な企業をまとめた本です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それぞれの企業で先輩たちがどんな思いで働き、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
どんなビジョンを描いているかをこの一冊で感じ取り、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたの将 来を重ねてみてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みまし企業掲示板

美馬市には、活気あふれる企業がたくさんあります。
さまざまな業種の企業と、元気な先輩方の笑顔を紹介します。
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美来創生のまち 美馬市

発行のご挨拶

美馬市長

藤田

元治

美馬市は、徳島県の西部に位置し、日本百名山｢剣山｣、日本一の清流｢穴吹川｣
などの豊かな自然に加え、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている｢う
だつの町並み｣や｢寺町｣など文化遺産も多く、歴史情緒あふれるまちです。
「第３次美馬市総合計画」では、
「ともに未来をつくる」を基本理念とし、将来像

〜一歩先の確かな未来へ〜

を「美しく駆ける活躍都市 美馬 ～住み続けたいまちをめざして～」としており
ます。
まちづくりの主役である市民と行政が力を合わせて、誰もが健康で活躍でき
るまちづくりを進めていくために、企業誘致や地域牽引産業の生産基盤の充実
といった雇用や働く場の創出に取り組むとともに、若者・子育て世代やＵＩ
Ｊター
ン希望者など移住・定住促進施策の充実や英語教育・プログラミング教育強化
などといった誰もが安心して子育てをできるような環境整備を行うなど、住み
続けたいまちをめざして、様々な施策を推進しております。
今回発行する「美馬市企業ガイドブック」では新型コロナウイルス感染症の影
響を受けながらも経営を続ける地元企業の魅力の発信と市内で働きたい学生
やＵＩ
Ｊターン希望者が出会えるきっかけの一助になれる側面もあると考えてお
ります。
さらに、高校生の職場体験や地元企業で働く若手就職者の日々の暮らし方を
特集したページも掲載し、地元学生の市内企業に対するイメージや美馬市での
生活の様子など具体的に想像しやすいものといたしました。
このガイドブックをとおして、美馬市の魅力ある企業の情報や市内で働く若
者の声を一層発信していくとともに、企業活動の活性化や雇用促進につなげら
れれば幸いです。
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発行のご挨拶

徳島労働局長

日根

直樹

令和2年度版「美馬市企業ガイドブック」の発行に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。
徳島県内の景気は新型コロナウイルス感染症の影響から弱い動きが続いており、
雇用失業情勢は求人が求職を上回って推移しているものの、新型コロナウイルス感
染症が雇用に与える影響に注意が必要な状況です。
他方、少子高齢化・生産年齢人口の減少といった構造的な問題への対応に向け、生
産性の向上を図り経済成長を実現するために「働き方改革」を進め、働く人一人ひと
りが子育てや介護など様々な事情の下でも意欲と能力を最大限に発揮できる環境を
整備する必要があります。
また、人生100年時代を迎え、ライフスタイルが多様化する中でどのような生き方
働き方であっても安心できる社会を作っていくことが必要です。
平成27年5月に美馬市と徳島労働局は、
「雇用対策協定」を締結し、美馬市が取り組
まれる移住・定住促進事業や雇用アクティブシニア事業と国の労働雇用政策のコラ
ボレートにより、それぞれの強みを活かして地域経済の活性化や市民の暮らしの向上
を推進しているところです。
この「美馬市企業ガイドブック」は、その施策のひとつとして作成されたもので、充
実した職業で生活を希望される学生や若い世代の方、UIJターンをお考えの方、子育
て中の方、シニア世代の方など、就職活動されるすべての方にお役立ていただけるよ
う美馬市の企業の特色や魅力などが一目でわかるように紹介されています。
また、企業の皆様にも本ガイドブックを企業PRの場でご活用いただけるものと考
えております。
このガイドブックの活用が美馬市のさらなる活性化と発展に資するものとなりま
すことを心からご祈念申し上げます。
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良好な交通アクセスと住環境

インフラ
整備の魅力

中心部には多様な店舗がそろい、高速インターネット回線環境も整備されている美馬市。四国の交通結節点に位置し、
住環境もアクセスも利便性の高い地域です。

美馬市周辺MAP

神戸

戸

神

岡山

大阪
車

道

岡山

約2時間

神

戸

淡

約50分
鳴門

松
高

坂出JTC

JCT
井川池田

高松空港

脇町IC

美馬IC

美馬市

IC
阿波池田駅

松茂スマートIC
徳島IC

R192

鳴門

高松中央IC

川之江JCT

自
門

路

鳴

約2時間

多度津駅

動

約2時間30分

淡路島南IC

IC
徳島阿波おどり空港
徳島JCT

東京

徳島駅

穴吹駅

約2時間

約2時間
松山

約2時間
知

高

高速バスで大阪、神戸、東京と直結
【徳島自動車道】脇町IC・美馬ICにバス停
● 大阪方面

約3時間

● 神戸方面

約2時間20分

JR新大阪駅
JR京都駅
JR新神戸駅

※松山̶神戸̶大阪便

● 東京方面

JRを利用の場合

夜行バス 約7時間

JR松山駅

岡山

阿波池田

岡山

阿波池田

岡山

阿波池田

多度津

阿波池田

JR穴吹駅 約3時間50分
JR穴吹駅 約4時間
JR穴吹駅 約3時間40分
JR穴吹駅 約3時間30分

～暮らしやすい住環境～
様々な店舗が集結する美馬市脇町の中心部
日常の買い物に便利な量販店はもちろん、話題のベーカリーや
美容室、カフェなどの飲食店をはじめ、若年層やファミリー層
に人気の店舗が近年多く進出しています。

安心の医療環境
徳島県ドクターヘリを受け入れる病院が市内にあります。
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市内全域でケーブルTV視聴可能
徳島ローカル局、ケーブル局、一部を除く在阪テレビ局の番組
が視聴可能。また、BSチャンネルでは、
スポーツや音楽、映画、
アニメなど多ジャンルの専門チャンネルが視聴可能です。

市内全域に光ファイバー網
市内全域に光ファイバー網を形成しており、通信速度は上り回
線・下り回線最大概ね1Gbpsのインターネット接続が可能です。

サポート制度の魅力

充実の支援制度

美馬市の未来を支える若い世代をバックアップする美馬市独自の支援制度が充実しています。
（令和2年11月現在）
詳細については、各課にお問い合わせください。

『わくわく移住支援事業補助金』

東京圏から転職を
検討中の方へ

5年以上、東京23区内で居住または就労していた方が、ジョブナビとくしま登録企業に就職するか、徳島わくわく創業
支援補助金を受けて起業した場合に補助金を交付します。1世帯あたり上限100万円（単身世帯は60万円）

『わくわく地方生活実現政策パッケージ推進事業補助金』
首都圏から美馬市へ移住し、美馬市内の企業への就職を検討する方に対して、その就職活動に要する経費の一部を補助します。
◇補助率：補助対象経費の合計額の2分の1の額
◇上限額：交付申請ごとに上限2万円（同一年内に最大2回の申請を限度とする）

奨学金借入れのある
学生さんへ

新婚さんへ

起業・創業を
目指す方へ
介護・看護の仕事を
志す方へ

家を探している方へ
支援制度の詳細や助成
をうけるための要件は、
美馬市HPをご覧ください。

『UIJターン促進奨学金返還支援補助金』
美馬市に移住した方が、高校・大学などの在学中に借入れた奨学金などの返還の一部を補助します。
年間返済金額の3分の1に相当する金額（上限10万円）を最長5年間交付。
※美馬市介護看護人材就労・定住促進助成を受けるときは、上限15万円。

『新婚世帯家賃補助金』

美馬市内にお住まいの新婚世帯が負担する
引っ越し費用などの経費の一部を補助します。
1世帯当たり上限30万円。

『起業創業促進事業補助金』

『移住創業促進事業補助金』

美馬市で新たに創業を行う美馬市在住者に補助金を
交付します。補助金額：上限50万円（補助率2分の1）

美馬市で新たに創業を行う移住者に対して補助金を
交付します。補助金額：上限100万円（補助率3分の2）

『介護看護人材就労・定住促進事業』
美馬市内の市登録事業所で介護及び看護職に就労しようとする方の家賃及び養育支援費用などを助成します。
家賃助成金：月額2万円（上限） 養育支援金：月額2万円（定額） 定住奨励金：市内に定住し、登録事業所において3年以上勤務したものに5万円
就労支援金：引っ越し費用10万円（上限）、通勤用自動車購入費用10万円（上限）、就労準備費用10万円（上限）など

『空き家バンク』
「空き家を貸したい・売りたい」という空き家所有者と「空き家を借りたい・買いたい」という空き家
利用希望者の橋渡しを行う制度です。空き家登録情報は美馬市空き家バンクHPに公開しています。

『移住おためし住宅』
美馬市への移住を検討される市外在住者の方が、気軽に美馬市での生活を体験できる住宅です。
美しい美馬市の風土や気候を体感したり、地元の方と交流したり、就職活動や住居探しの拠点としてご活用ください。
使用可能期間：1日以上30日以内（12月28日～1月3日は除く） 1日/640円（税込）

就職に関する相談や情報の窓口
ハローワーク美馬
徳島県美馬市脇町大字猪尻字東分5
☎ 0883-52-8609 【営業時間】平日 8：30～17：15

徳島新卒応援ハローワーク
徳島市寺島本町西1-61 徳島駅クレメントプラザ5F
☎ 088-623-8010 【営業時間】平日（クレメントプラザ閉館日を除く）10：00～18：00

ジョブカフェとくしま 徳島県若年者就職サポートセンター
徳島市寺島本町西1-61 徳島駅クレメントプラザ5F とくしまジョブステーション内
☎ 088-602-1188 【営業時間】平日（クレメントプラザ閉館日を除く）10：00～18：00

ジョブナビとくしま 徳島県就職支援情報サイト

https://jobnavi-tokushima.jp/

『結婚新生活支援事業補助金』

美馬市内の民間賃貸住宅にお住まいの新婚世
帯が負担する家賃の一部を補助します。
1世帯当たり月額上限2万円を2年間。

UIJターンの方には・・・
地方移動支援コーナー（UIJに関するハローワーク窓口）
《東京》ハローワーク品川
東京都港区芝5-35-3
☎ 03-5419-8609
《大阪》ハローワークプラザ難波
大阪府大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル4F
☎ 06-6214-9200

とくしまジョブステーション
徳島市寺島本町西1-61 徳島駅クレメントプラザ5F
☎ 088-625-3190
【営業時間】平日（クレメントプラザ閉館日を除く）10：00～18：00
※徳島県就職支援情報サイト「ジョブナビとくしま」から会員登録を行うと、県外
にいながら徳島県内の求人情報を得ることができます。
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育児支援の魅力

子育てしやすい環境と制度

子育て支援に力を入れている美馬市では、子育て世帯を応援するさまざまな環境と制度が整っています。

6ヵ所の認定こども園などで子育てを応援
●

江原認定こども園

●

脇町保育所

●

美馬認定こども園

●

岩倉保育所（R3.4月より岩倉認定こども園）

●

穴吹認定こども園

●

脇町小規模保育所 ワールドキッズmima

美馬市独自の充実した子育て支援制度
子育て支援センター
「みらい」

生活支援

子育て中のパパ・ママが子どもと一緒に利用
できる
「ふれあい広場」

『児童手当』

教育支援

『育児用品購入費助成』

『第3子以降オールフリー宣言事業』
認定こども園（保育所）、幼稚園、小学校、中学
校、
特別支援学校小・中等部に在籍する、
第3子
以降の児童・生徒の教育費の一部（給食費・学
級費・副教材費）
を無料化します。

脇町小規模保育所

中学3年生までの児童を養育している保護者
を支援します。

美馬市内で購入した育児用品代金の一部、乳児
1人につき上限2万円を助成します。

医療支援
『みまっこ医療費助成制度』
小学校卒業までは医療費無料、中学生～18歳
到達後の3月31日までは一部を助成します。
（自己負担：1医療機関あたり月に600円まで）

『未熟児養育医療費助成』
入院療養を必要とする未熟児に対して、入院治療
を受ける場合、その医療費を助成します。

・・・ みまっこ子育て応援企業の認定 ・・・
子育て支援の取り組みを積極的に進めている企業を認定・表
彰しています。P8からの企業ページにて認定企業は会社概要
欄にアイコン
06

みまっこ子育て応援企業認定

を表示をしています。

美馬市子育て
世代包括支援センター
安心して妊娠・出産・子
育てができるように、
子育てに関するさまざ
まな相談に応じ、必要
な情報・サービスの提
供を行っています。

子育て支援制度の詳細は、
みまっこ子育てHPを
ご覧ください。▶ ▶ ▶
※みまっこ子育て応援企業認定、
徳島県はぐくみ支援企業認定の表示は、
令和2年11月
現在の情報です。

こんなオシャレな場所もできました！

町並 み の 見 ど こ ろ

天然藍の染料を使った藍
染め体験ができます。

【PAYSAGE MORIGUCHI(ペイサージュモリグチ)】【Punta(プンタ)】
築年数約130年ほどの古民家をリノベーションし 築年数約100年ほどの古民家を改装したオシャ
ているラグジュアリーホテルです。
レな空間で、美味しいイタリアンが楽しめます。

うだつの町並み

り昼とは違った雰
囲
が灯
に
気

市の観光・歴史・文化の情報を発信する他、市民と来訪者が交流できる施設です。併設され
ている藍染工房・和傘工房で体験ができる他、ひと息つける茶房も人気です。

夜は
ライ
ト

美馬市観光交流センター

江戸時代、藩が推奨した藍づくりは、阿波の代
表的な産業として広がり、脇町は藍の集積地
として栄えました。そして藍の商家には、立派

茶房

和傘体験
骨組みに和紙を貼る作業を体
験できます。
ミニ和傘制作6,000円。

地元の野菜を使ったランチ、体
に優しいスイーツやドリンク
を提供しています。

な「うだつ」といわれる防火壁が造られたので

藍染め体験

す。
うだつには家紋や細工が施され、鬼瓦など

藍染め体験料金は、
・ハンカチ(中)800円
・ハンカチ(大)1,000円

と共に見応えのある町並みが残されました。
ボランティアガイドの案内で、
「うだつが上が

脇町劇場オデオン座

町並

伝統文化

昭和9年に建てられた西洋モダン風
の外観の本格的な芝居小屋。平成8年
に山田洋次監督の「虹をつかむ男」の
ロケ舞台となった。

吉田家住宅

吉田家住宅

みの

寛政4(1792)年に創業した藍商、吉田直兵衛の家
で当時脇町でも一、二を競った豪商でした。現在、市
指定文化財として一般開放されています。

すぐ

近く

自然と伝統文化

観光

美馬市の

味わい深い

る」町並み散策はいかがでしょうか。

スポット

心安らぐ

豊かな自然

入倉の芝桜
山間の広大な傾斜地が赤、白、
ピンク、薄紫に染まる様子は
圧巻です。

広棚の芝桜
4月中旬には脇町広棚地区で花
の里芝桜祭りが開催され、山間
の風景を彩ります。

剣峡(紅葉)
紅 葉 の 季 節 は エメ ラ ルド ブ
ルーの川面と断崖の紅葉のコ
ントラストが美しいです。

脇町潜水橋
八百萬神之御殿の桜
あなぶき

標高400mに位置する御殿に
は約8,000本の桜が爛漫と咲
き、山肌が染められます。

穴吹川

デ・レイケ公園の
チューリップ
色 と りど りの 1 5 , 0 0 0 本 の
チューリップが咲き誇ります。

う だ つ の 町 並 み から 歩
いて５分、対岸の舞中島
を繋ぐ潜水橋。夕暮れの
撮影スポットにもなって
います。

剣山に源を発して山間を流れ、吉野川中流
に合流する約41kmの一級河川。日本一の
水質の良さを誇る清流であり、大小さまざ
まな河川敷と澄みきった水が特徴です。流
域の豊かな自然が堪能できます。

ここが源流
かんじょう

閑定の滝
つるぎさん

日本百名山 剣山
日本百名山のひとつに数えられる西日本第二の
高峰で、山岳信仰の拠点として栄えた霊峰でも
あります。子供から高齢者まで登れる身近な山
として多くの登山客で賑わっています。

穴吹川の支流、閑定谷川にあ
る滝。落差33mから流れ落ち
る様子は涼やかで趣深い。

ビュ ー ポ イ ン ト
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育てる

株式会社 河野メリクロン
世界最高レベルの洋蘭
洋蘭の栽培から始まった株式会社
河野メリクロンの歴史。品種の特性に
合わせて夏場は避暑地である木屋平
に株を移すなど、手間暇を惜しまない
努力によって作り上げた洋蘭は、全国
各地に届けられている。
また強靱な生命力を持つ洋蘭の成
分を使った様々な製品の開発も進め
ており、特に育毛剤「蘭夢」は特許を取
得し、その効果が認められヒット商品
に成長したことで、洋蘭以外の分野で
も当社の知名度を押し上げた。

美しい蘭が
すべての人に幸せを運ぶ

洋蘭を通じて人々に安らぎと感動、
心身の健康を届けることを願いとし、
洋蘭を6次産業化することで地方創
生に取り組み続ける。

クリーンルーム内での組織培養の作業風景。
ここ
でクローン苗が生み出される。

品種登録制度に出願した品種数は600品種以上。
世界各地で当社の品種が栽培されている。

平成5年より、シンビジウムの生命力に着目。お茶、
ワイン、育毛剤など約40品目以上の商品を開発
している。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃生産管理 ＃研究開発 ＃事務
＃販売 ＃オペレーター ＃企画デザイン

◆代表者名／河野 圭佑 ◆従業員数／約120名
◆資本金／2,100万円 ◆創業／昭和52年
◆所在地／美馬市脇町大字北庄562番地の1
◆TEL／0883-52-2189 FAX／0883-53-9276
◆業務内容／洋蘭類の培養・栽培・加工・販売

教えて先輩！

綺麗な花を作れる喜び
もともと農業に興味があり、農大やインターンシップで
実際に学ぶことができたのが、この仕事を選んだきっか
けです。洋ランの栽培にも関心があり、自分の手でシンビ
ジウムを咲かせてみたいと思い、入社を決めました。洋ラ

山本 しほり

さん

スタッフ
（6年目）
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など、通信販売（インターネット含む）に係る
業務全般
◆就業時間／8：00～17：00
◆休日／シフト制（会社カレンダーによる）
◆給与／当社規定による
◆福利厚生／社会保険完備
◆その他／採用実績

ン栽培は、長い時間をかけて育てていますが、私は、最初

2016年2名、2017年1名、

の工程である組織培養による苗の生産を行っています。過

2018年1名、2019年1名

程において、それぞれの部署が皆一丸となって1つの綺麗
な花を作っていることにやりがいを感じています。

徳島県はぐくみ支援企業認定

ホームページ
https://www.kawano-mericlone.com

育てる

谷奥建設有限会社

美馬しい茸協同組合

愛されるブランドづくり
建設業を母体に持ちながら、菌床椎茸
栽培事業に参入を果たして10年以上。
2016年には、県産品の中でも安心安全
で、独自の魅力を持った商品に与えられる
「とくしま特選ブランド」にも選出され、全
国的にも知名度を上げ続けている「じいじ
いのきのこ」。
温度・湿度・光などの気候条件を整え、
じっくりと時間をかけて育成される椎茸
は、肉厚でぷりっぷりの傘と柔らかな芯が
最大の魅力。香しさと心地よい食感は美馬
市民たちの食卓には欠かせない存在と
なっている。
近年では徳島県特産の阿波和三盆糖を
使った「じいじいの茎佃煮」や「じいじいの
傘佃煮」など、加工品の商品化も実現。徳
島県を代表するお土産として、関西や関東

美馬市民の食卓には欠かせない！

を中心に都市部へも販路を拡大している。

一つひとつ丁寧に。我が子の世話をするように
手入れを施す。意識することによって、きのこも
それに応えてくれる。

少しの力で変色が起きてしまう椎茸は、パック詰
めの時にも細心の注意が必要。段取りよく丁寧
に作業を進める。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃椎茸収穫・選別・パック詰め
＃イベント出店 ＃発送販売業務

◆代表者名／谷奥 歳信
◆従業員数／25名
◆資本金／2,000万円 ◆創業／平成20年
◆所在地／美馬市穴吹町三島字三谷1202-1
◆TEL・FAX／0883-53-8539

教えて先輩！

店で見つけると嬉しくなる
月並みな言葉になってしまいますが、スーパーで『じ

さん

スタッフ
（3年目）

パック詰め など
◆職種／菌床椎茸栽培

いじいのきのこ』を見つけると今でも嬉しくなると同時

◆就業時間／8：00～17：00

に、他社の商品と比べてしまう癖がついてしまいました

◆休日／シフト制

（笑）。今は刈り取ってきたきのこをパック詰めする作業

谷本 嘉代子

◆業務内容／椎茸の収穫作業、

◆給与／当組合の規定による

を担当しています。簡単そうに見えるかもしれません

◆昇給・賞与など／当組合の規定による

が、力を入れすぎてしまうと黒ずんでしまうため、かな

◆福利厚生／当組合の規定による

りの集中力が必要なんですよ。ちなみに私のオススメの
食べ方は、油で焼いてマヨネーズとしょう油です！

ホームページ
https://www.jiijiinokinoko.com/
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育てる

有限会社 美馬グリーンサービス
美味しいを多くの人へ届けるための
発想と展開力

経営者としての視点を持つ
主力は白ネギ、にんにく、水稲。
特に白ネギは、鳴門産ワカメと有機
肥料をたっぷりと使用した奥行きのある
味わいと高い栄養価が都市部の大手百
貨店で人気を博しており、その背景には
若き代表の発想力にある。
私たちが普段見かける白ネギはテープ
で束ねられているだけだが『美馬グリー
ンサービス』では個包装を施して販売。
パッケージには一目で徳島県産と理
解できる藍色を用いた美しい紋様のデ
ザインに、熱意のこもったコメントも添
えている。
美味しさだけでなく、その味をいかに
多くの人に届けるか。消費者がどういっ
た品を求めているのか。
これからの農業者に強く求められるで
あろう、経営者としての視点こそ『美馬
グリーンサービス』の大きな強みであり、
最大の魅力だ。

「徳島美馬米」は有機を中心に3～4種類の肥料
を与えている。県内ではトップクラスの甘さを誇
る主力作物のひとつ。

どのような職種がありますか？

＃農業全般

ミネラル豊富な土壌と海藻エキスを贅沢に使用
した白ネギは、きっと初体験の味！

オリジ ナル ロ ゴ
デザインを作成。
自 社 ブ ラ ンド を
育てていく。

野菜は契約栽培で行っている。

求人情報
◆代表者名／藤原 昌樹
◆従業員数／3名
◆資本金／300万円
◆創業／平成4年9月

教えて社長！

美味しさと経営を両立する意識
農業大学を出てから親元で就農して、2015年に「有限
会社美馬グリーンサービス」の代表取締役に就任しまし
た。現在は、美馬地区の農業青年クラブの会長も務めて
います。私たちはただ「美味しい」を作るだけではなく
て、
「 売る」ところまでを計画的に考えて動いています。
ひとりの農業者ではありますが、経営者としての意識を

藤原 昌樹

さん

代表取締役
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常に持ちながらベストな作物を選び作っています。

◆所在地／美馬市美馬町宮南111-2
◆TEL／0883-63-5771
FAX／0886-03-1085
◆業務内容／農産物生産、農業全般作業受託
◆就業時間／8：00～17：00
◆休日／日曜日、夏季休暇５日
◆給与／当社規定による
◆昇給・賞与など／当社規定による
◆福利厚生／健康保険、厚生年金、
雇用保険、労災保険

つくる

株式会社 栄工製作所
私たちが手にする
製品にも栄工！
四国では唯一となる大型の五面加工
門型マシニングセンタ（金属加工の機
械）を導入。材料の仕入れ、切削、溶接、
研磨までを一貫して行えるトップクラス
の総合力を誇りながらも、低コストと短
納期対応を実現することで、競争の激し
い金属加工業界の中でも着実に業績を
伸ばし続けている。
精巧で高品質な製品たちの活躍は国
内のみならず、世界各地の工場で稼働す
るマシンの重要な部品に。近年では、私
た ち が 普 段 手 に する 某 有 名 飲 料メー
カーからもオーダーを受けるなど仕事
の幅は広がり続けている。
また、とくしま産業振興機構が企画す
る「農工ベストマッチ創出モデル事業」
ではレンコンの鍬を開発。地元に寄り
添った新規事業へもアグレッシブな姿

世界基準の高品質部品を製作

勢を見せ続けている。

広大な敷地に増築された社屋が、着実な業績を物
語っている。ここから世界で活躍する部品が生まれ
ている。

一人ひとりが品質に対する高い意識を持って
いる、ものづくりのプロッフェッショナル集団。
積極的な挑戦をし続ける。

事務所内の雰囲気は明るく、社員同士の協力
体制ができている。会社の敷地内でも、爽やか
な挨拶が印象的。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃機械工 ＃溶接工 ＃事務 ＃営業 ＃研磨
＃仕上げ処理 ＃出荷 ＃飲食店(セルフうどん和ぁさん)

教えて先輩！

成長を重ねていきたい
高校の時から事務職が希望で、就職を決めました。初
めて見る図面や見積もりなど、難しく戸惑いを感じてい
ましたが、先輩方が分かりやすく丁寧に教えてもらえ、
出来た時はとても嬉しく、ひとつひとつ仕事を覚えてい
く事にやりがいを感じているところです。事務所内では
社長をはじめ、とても優しく親切にしてもらい感謝して

三宅 花音 さん
事務（1年目）

◆代表者名／仲西 智 ◆従業員数／68名
◆資本金／1,000万円 ◆創業／昭和57年5月
◆所在地／本社：美馬市脇町字北星161-3
工場：美馬市脇町木ノ内3718
◆TEL／0883-53-8746 FAX／0883-52-5224
◆業務内容／食品化学機械部品、ステンレス精密
機械部品一式、サニタリー配管接手及び特殊加
工一式、ステンレス溶接及び研磨、ショットブラ
スト、電解研磨、小型サニタリータンク
（圧力容
器、部品オーバーホール）
◆就業時間／8：00～17：00
◆休日／日、祭日、有給推奨日有
◆給与／20日締 末日払
◆昇給・賞与など／昇級：年一回 賞与：年二回
業績により決算賞与有
◆福利厚生／社会保険、厚生年金、雇用保険、
退職金制度有、財形積立

います。この恵まれた環境で、社会人として日々成長し
ていきたいと思います。

徳島県はぐくみ支援企業認定

ホームページ
http://www.sus-eiko.co.jp/index.html
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つくる

穴吹鉄工 株式会社

高品質へのプライドが
今日も穴吹鉄工ブランドを作り上げる
お客様に驚きと感動を！！
普段目にする美馬市内の企業や私たちが利用する県
内の大型商業施設に加え、関西圏からの発注も多い。
1965年から積み上げてきた実績の背景には、経験・
知識を蓄えた熟練の職人たちが手がける正確な仕事。
さまざまな要望に応えられる広大な敷地と大型ロ
ボットの導入による迅速で安全な作業に加え、ベテラ
ンと若手たちによる結束の力がある。四国内でもトッ
プクラスを誇る技術を要して作られる鉄骨の数々。
完成品は自社でのチェックを終えたのち、さらに品
質を確保するため、第三者（検査会社）による徹底した
エコー検査を実施するなど最後まで手を抜かない。
見えない部分への美しさにこだわる真摯な姿勢こ
そ、同社が長年信頼を獲得し続けている最大の理由だ。
現場作業を行う外部スタッフから「穴吹鉄工さん
の品なら安心！」という声が非常に多いのも納得だ。

求人情報
◆代表者名／岡本 範一 ◆従業員数／26名 ◆資本金／1,000万円
◆創業／昭和40年1月10日 ◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字道犬61-4
◆TEL／0883-52-1736 FAX／0883-52-1742
◆業務内容／技術・専門職（設計・制作・製品管理・現場管理など）
技能職（工場現場での製造、鉄骨組立、溶接）
◆就業時間／8：00～17：00
◆休日／第三土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期休暇、有給休暇
◆給与／180,000円～230,000円
※中途採用の場合、
この限りではありません。経験・能力を考慮いたします。
◆昇給・賞与など／昇給あり
（年1回）賞与あり
（年2回）業績に基づいて特別賞与あり
通勤手当10,000円、皆勤手当5,000円

ベテランと若手のチームワークで最高のものを作り上げる。
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鉄と共に人々の豊かな暮らしを支え、常に成長し続ける。
現在代表を務める二代目から三代
目への変動とともに会社も少しずつ、
近代的に進化を遂げ始めている。これ
までは“全スタッフが全業務をこなす”
という考え方であったが、部門を設け
て組織図をより明確にすることで、ス
タッフ同士に改善点を共有するための
会話や余裕が生まれるように。
経営理念は「四方良し」である。
教訓である「目配り」
（周囲に目を向

(有)西阿運送 第4倉庫新築工事

ニトリ高松 田村店新築工事

ゆめタウン徳島

大阪市南森町1丁目新築工事

ける余裕）
・
「気配り」
（自己中心的に動
いても仕事はスムーズにならない）
・
「心配り」
（ 困っている同僚には手を差
し伸べる）が、より浸透し、作業効率が
格段に上昇したのは大きな成果だ。
次期代表からは「従業員ファースト」
という力強い言葉。社員へのリスペク
トが同社の品質と信頼をさらに飛躍さ
せることは間違いないだろう。

工務部／設計課

製造部／二次加工課

設計図書から読み取った情報を3DCADなどの
ソフトを用いて作図。作業の基礎となる大事な
作業。

製造部／溶接課

加工部門は指示書を元に、孔開け、切断、開先加工、
ガス切断、ショットブラストを行う。二次加工では
図面を元に確認を行いながら、溶接で仮止めする。

どのような職種がありますか？
＃建築 ＃鉄骨加工業 ＃溶接工 ＃CADオペレーター

教えて先輩！

近藤 栄作 さん
製造部／溶接課（1年目）

県内で最も勢いが
あると聞いて！

工場内での最後の作業となる塗装と溶接。塗装
は美しく、溶接は丁寧に。穴吹鉄工ブランドを仕
上げるのは百戦錬磨の鉄人たち。
QRから
企業動画を
見よう！
ホームページ https://anatetsu.co.jp/

働きやすい
環境に感謝!

教えて先輩！

「県内で最も勢いがある」と、信頼を寄

切断した鉄を研磨機で摩擦面処理を

せる方から噂をお聞きし、どうしても働い

行っています。穴吹鉄工は父親が勤めてい

てみたくて徳島市内から引っ越してきま

た会社で馴染みがあり、転職を考えてい

した。以前も鉄工所に勤めていたのです

たタイミングで縁があって入社しました。

が、整備力や技術力、仕事へのこだわり含

自分が関わった建物を見かけた時に最も

めて非常にレベルが高いと感じています。

やりがいを感じます。休日や勤務時間な

今は追いつくのがやっとですが先輩たち
に追いつけるよう精進していきます！

林

孝文 さん

ど、働きやすい環境も魅力の一部だと思
います。

製造部／一次加工課（5年目）
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つくる

株式会社 エス・ビー・シー

高度な成果を実現する
先進技術と人材育成
若手のスタッフ達が織りなす力
地すべり対策工事を始めとする特殊工事から一
般土木工事を行う工事部門。全国でも取り扱いの
少ない気泡ボーリングを行う地質調査部門。測量・
調査・設計の技術者を有するコンサルタント部門で
は、さまざまな場所での測量・解析が可能となるド
ローンを活用する積極的な技術の導入。加えて、各
部門との密な連携による的確な情報のフィード
バックは高品質で迅速な設計成果を実現しており、
同社が力強く掲げているトータルソリューションの
中核を担う部門として、県内だけでなく県外からも
一目置かれる存在となった。35歳未満のスタッフ
を中心にした『若手の会』をはじめ、社員同士の交
流も目立つ。和やかな社内の雰囲気もトータルソ
リューションを実現する要素となっている。

求人情報
◆代表者名／木村 充宏 ◆従業員数／82名 ◆資本金／2,026万円 ◆創業／昭和44年
◆所在地／本社所在地：美馬市脇町字西赤谷1063-1
徳島支店：徳島市応神町古川字東112-1 三好営業所：三好市井川町西井川870-4
◆TEL／0883-52-1621 FAX／0883-52-1685
◆業務内容
〈建設コンサルタント業〉建設構造物の設計デザインや既存構造物の安定性評価
〈測量業〉
ドローンや3次元レーザースキャナなどを使用し設計に必要な地形情報を把握するための測量
〈地質調査業〉建設構造物を支える地盤の調査
〈建設業（特定）〉設計図面に基づいた構造物の建設、
ドローンを用いたICT施工（情報化施工）
の管理

◆就業時間／8：00～17：00 ◆休日／土日祝、夏季休暇、年末年始
◆給与／高卒 175,000円～ 専門学校・大学卒 205,000円～
大学院了 220,000円～ 別途 時間外手当、交通費、資格手当 など
◆昇給・賞与など／昇給：年1回（4月）、賞与：年3回（8・12・2月）
◆福利厚生／社会保険完備、介護保険、退職金、財形貯蓄、健康診断、福利厚生施設（ゴルフクラブ）利用補助、
退職金上乗せ制度、社員旅行、年次有給休暇、特別休暇、産前産後休暇・育児休暇（育児休業実績あり）など
◆採用実績／2017年度2名、2018年度14名、2019年度10名、2020年度10名
仕事を効率よく進める為に、
スタッフ同士共有は常に徹底している。

14

TOTAL
SOLUTION

《主な取得資格》
◆ 技術士
◎建設部門/土質及び基礎

CONSULTATION

コンサルタント部門

社内の三部門が連携し、コ

◎建設部門/道路
◎建設部門/河川・砂防及び海岸・海洋

ンサルティングから工事ま

◎建設部門/鋼構造及びコンクリート

でをトータルでサポート。
多彩なニーズに応え、効率

◎応用理学部門/地質、上下水道部門
INVESTIGATION

CONSTRUCTION

調査部門

工事部門

的かつ一貫性のある受注体

◆ 技術士補（建設部門）
◆ 認定技術管理者
（河川・砂防及び海岸・海洋、地質、農業土木、道路、

制を完備。お客様に丁寧、ス

土基礎、土質及び基礎）

ピーディに対応している。

◆ RCCM（道路、地質、河川・砂防及び海岸・海洋、
農業土木、森林土木、鋼構造及びコンクリート）
◆ 測量士 ◆ 地すべり防止工事士
◆ 林業技士 ◆ 地質調査技士
◆ 地質情報管理士
◆ 1級土木施工管理技士
◆ 2級造園施工管理技士
◆ 2級管工事施工管理技士
◆ 1級さく井技能士 ◆ コンクリート技士
◆ 2級薬液注入管理技士
◆ グラウンドアンカー施工士
◆ 推進工事技士 ◆ 2級建設業経理事務士
◆ VEL（VEリーダー）◆ 1級土木学会認定技術者

どのような職種がありますか？
＃営業部門 ＃工事部門
＃コンサルタント
（調査・設計・測量）
部門

◆ 地盤品質判定士 ◆ 河川点検士 ほか
QRから
企業動画を
見よう！

みまっこ子育て応援企業認定
徳島県はぐくみ支援企業認定

教えて先輩！
職場体験が入社の決め手

社長LOVEっす！

職場体験で訪れた時、優しく丁寧に教えて

折本 美咲 さん
総務部（1年目）

地すべり調査で訪れた現場で、地元の人か

いただいた先輩方が好印象で志望しました。

ら「（安全を作ってくれて）ありがとう」と言

現在は電話対応を主に事務全般を担当して

われた時に、初めてこの仕事の大切さとやり

います。自分自身の成長とともに、後輩たち

がいを感じることができました。もっと大き

にも頼られる人間に会社を通して成長して
いきたいと思っています。

豊田 祐貴 さん
技術部（1年目）

高度な知識と技術の獲得

技術部（1年目）

建てる前の基礎となる部分のため、ひとつ

先進設備に触れたかったのが志望の動機と

の間違いが大事故に繋がります。とにかく現

なりました。まだまだ出来ることは少ないで

状に満足せず、高品質な仕事を心がけていき

すが、将来的にはもっと多くの大きな設計に

たいですね。まずは地質調査を極めます!自

携わり、自身の技術と知識の幅を広げていき
たいと思っています。

金井 詩帆 さん
技術部（1年目）

ここで働くと
ずっと決めていた

川又 祐一郎 さん
工務部（1年目）

よう日々精進します！

常に質の高い仕事を！

導入されている3Dスキャナーをはじめ、

新開 翔太 さん

な仕事をこなし、社長みたいな人間になれる

分の言葉に責任が持てるような人間になり
たいです。

頼られるリーダーを
目指して

高校二年生時のインターンシップでボー

休日の要望に応えてもらったり、人間的に

リングの現場を見学した時からここで働く

も仕事的にも尊敬できる先輩の存在も助

と決めていました。仕事の魅力、苦労、大切さ

かっています！自分の現場が完成することも

を丁寧に教えてもらった時に刺さったんで

やりがいのひとつですが、若手が集まる「若

す。今は補佐ですが、今後は資格を取得し一
人前のオペを目指します。

蔭山 恭平 さん
技術部（5年目）

手の会」のまとめ役など、色々なシチュエー
ションで仕事を楽しめていると思います。
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つくる

株式会社 北岡組
故郷のまちをつくる仕事
大きな誇りを胸に

お客様と環境を大切に...
北岡グループは創業以来、地元徳島はも
とより四 国 他 県 でも 数 多くの 建 設 プ ロ
ジェクトに参加し、長年培った経験とノウ
ハウを発揮している。また、地域の人たち
と行政の橋渡しをしながら、共に発展する
地域密着型の企業を目指す。地元地域の美
化活動として、焼却灰を利用したモニュメ
ントによる美環公園を整備し、地域貢献並
びに建材のリサイクル活動を実施。
開発を進めていた、従来のコンクリート
に比べ、CO2排出量を約半分に削減した
プレキャストコンクリートは、国交省のNETIS
（新技術情報提供システム)に技術名称「グ
リーンPCa」として登録。グリーンPCaは、
CO2排出量を大幅削減と共に、耐塩害性
にも優れていることが徳島大学での試験
で確認され、今後建設材料として採用を提
案し、普及推進をめざす。
自然や街・人との共存共栄がテーマとなっ
た今、やさしく心地よいテクノロジーを活用
し、
より快適な環境づくりに努めていく。

ホームページ
http://www.kitaoka-group.com/
上司から熱い指導のもとスキルアップしていく。
チームワークをとても大切にしている。

東京営業所と本社スタッフとのWeb会議で仕事
の共有。

どのような職種がありますか？
＃土木技術者 ＃建築技術者 ＃現場作業員 ＃ICT担当 ＃営業
＃営業事務 ＃経理事務 ＃総務事務 ＃工務事務 ＃安全 ＃積算 ＃設計

教えて先輩！

自分で考えて行動できる社員に
現在20代の社員が8名在籍しています。若い学生の皆
さんは、それぞれ学校を卒業して、ゼロからのスタート
となりますが、早く仕事を覚える為には上司からの指示
待ちではなく、自分で考えて行動することがとても大事
です。若い時は失敗を恐れずに果敢にチャレンジしてく
ださい。建設業界もデジタル化が進んでいますので、若

長尾 誠二 さん
スタッフ
（24年目）
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い力が必要になっています。地域で1番になれるように
共に頑張りましょう！

みまっこ子育て応援企業認定

徳島県はぐくみ支援企業認定

求人情報
◆代表者名／北岡 眞文 ◆従業員数／75名
◆資本金／2,000万円 ◆創業／昭和15年
◆所在地／本社：美馬市美馬町字妙見67-2
東京営業所：東京都千代田区内神田2丁目4-4
高松営業所：香川県高松市扇町2-10-16
◆TEL／0883-63-3155 ◆FAX／0883-63-4940
◆業務内容
〈土木〉現場施工管理、積算業務、現場作業
〈建築〉現場施工管理、建築設計、積算業務
◆就業時間／8:00～17:00
◆休日／第2・4・5土、日祝、年末年始、夏期休暇
◆給与／大卒初任給210,000円
短大卒初任給200,000円
高卒初任給185,000円
◆昇給・賞与など／家族手当、役職手当、
技能手当、管理手当 等
◆福利厚生／社会保険完備、企業年金基金、
退職金共済、年次有給休暇、特別休暇、
育児休暇、介護休暇 等
◆グループ会社
北岡アスコン脇町合材工場、北岡平成生コンクリート株式会社、
北岡プレコン株式会社、日本エコロジー株式会社、
株式会社メルシール、大成ハウジング四国株式会社、
美環ソーラーバレイ株式会社、株式会社パンゲアデザイン

つくる

株式会社 津川組
全世代から評価される住宅

職人たちの技術と
現代的の感性の融合

女性建築家による生活者に寄り添った、
高いデザイン性とホスピタリティ溢れる新
築住宅。丁寧なヒアリングを武器にしたリ
フォーム。昭和43年に宮大工として始まっ
た職人技術をしっかりと現代に継承しな
がらも現代的な感性を取り入れた住宅は、
中高年世代だけでなく若い世代からも「温
もりがしっかり感じられる住みたい家が
実現できた」
「 だんらんを楽しめる心地よ
い家を作っていただけた」など、高評価を
得ている。
また、公共事業では官公庁、学校等の建
築・改修。荒天後などの倒木伐採やがけ崩
れの修繕、除雪作業など自治体からの要
請を幅広く迅速に対応するなど、私たちの
安全作りにも躍動している。
スローガンは、職人技の継承を持って社
会に貢献する意味を込めた「温故知新」。

近年ではリフォームの依頼が増加。丁寧で美しい
仕上がりには感動の声も多い。

大工部によるリフォーム物件での様子。

舗装、河川、護岸、擁壁、水道、電気など、様々な土
木現場に対応している。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃大工 ＃土木工 ＃事務

◆代表者名／津川 政仁 ◆従業員数／21名
◆資本金／2,000万円 ◆創業／昭和43年
◆所在地／美馬市穴吹町三島字三谷346-1
◆TEL／0883-52-2348 FAX／0883-53-0705
◆業務内容／大工作業補助、大工技能の習得、

教えて先輩！

快適な町づくりを目指して
野外での仕事が多いので、天候や季節に大きく影響さ
れますが、その分一つ一つの工事が終わる度に、達成感
があり、とてもやりがいを感じています。また、この仕事
を通じて、地域の人達から「きれいなったね」、
「ありがと
う」など優しい言葉を頂くと「よし！もっと頑張ろう！」と
思います。まだまだ学ぶ事はありますが、経験を重ね、こ

飛田 壮摩 さん
土木工（2年目）

土木作業
◆就業時間／8：00～17：00
◆休日／日曜、第2・4土曜 、年末年始、
夏季休暇 ほか（会社カレンダーによる）
◆給与／見習い：148,400円～
大工・土工：：233,200円～
◆昇給・賞与など／1～2.5ヵ月
◆福利厚生／社会保険完備

れからも地域の貢献、そして快適な町づくりを目指して
頑張ります！

ホームページ
https://tsugawagumi.co.jp/
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つくる

有限会社 高木建設

ICT×土木
革新を続けるトップランナー
土木の仕事ってかっこええだろ！
民間企業はもちろん、公共事業において数々の表
彰実績を誇る『高木建設』の強みは積極的なICTの導
入にある。
ドローンを利用した3次元測量やTLS（地
上レーザースキャナ）を利用した測量。
一人ひとりの生産性と品質の向上に加え、時間短
縮や安全面でも一役買ってくれる先進システムの導
入は同社のみならず、土木業界全体のアップデートと
イメージアップに日々貢献し続けている。
スローガンは「カッコ良くあり続けよう」。
3Kのイメージがつきまとう業界においては革新的
なスローガンに聞こえてしまうかもしれないが、
アグ
レッシブに挑戦し続ける若き代表・髙木伸也氏がタク
トを振るう同社だからこそ生まれた言葉。
40歳以下の社員が半数を占める若きスタッフと共
に新しい風を吹き起こし続けている。

先進のICTと
車両制御技術の
融合!!
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求人情報
◆代表者名／髙木 伸也 ◆従業員数／37名 ◆資本金／2,000万円 ◆創業／平成2年
◆所在地／美馬市美馬町字露口84-7 ◆TEL／0883-63-5665 FAX／0883-63-5669
◆業務内容／
①（事務員）書類作成、現場写真整理、給料計算、人事・労務 他
②（施工管理・
ＩＣＴ施工管理・建設機械オペレーター・建設技能者）土木・建設などの施工
管理、
ドローン及び３Ｄレーザースキャナを用いた測量業務機械オペレーター、土木作業 他
◆就業時間／①・②8：00～17：00
◆休日／①土日祝・ＧＷ・夏季・年末年始
（会社カレンダーによる）
②日・ＧＷ・夏季・年末年始（会社カレンダーによる）
◆給与／①140,000円～ ②165,000円～375,000円
◆福利厚生／社会保険完備、健康診断、年次有給休暇、社員旅行、社内懇親会費支給、
福利厚生施設（ゴルフクラブ）利用補助、免許取得費用全額会社負担
◆採用実績／2018年1名・2019年9名・2020年・9名 ◆グループ会社／株式会社ＧＬＯＢＡＬ

高木建設が目指すものは「五方良し」で利益をもたらし、
財政の健全化に貢献できるよう全力で取り組む。
品質の良い社会資本整備と
安心・安全・便利なくらし

《主な取得資格》
◆
◆
◆
◆

住民良し

企業良し

《主な保有機械》

行政良し

［五方良し］
受発注者間の
活発な情報共有で
工期短縮・利益アップ

作り手良し

社員を含む関係者が自らの
成長と豊かさを実現できる

未来良し

1級土木施工管理技士 ◆ 2級土木施工管理技士
管工事施工管理技士 ◆ 建設機械施工管理技士
建設業経理事務士 ◆ 車両系建設機械
小型移動式クレーン運転 ◆ 不整地運搬車 ほか

公共事業の
最大利益を生み出し
社会へ利益還元

より良い価値を
次世代に継承する。

◆
◆
◆
◆

バックホウ 計26台（1.5㎥級～0.1㎥級）
ブルドーザー 計5台（40t級～7t級）
ダンプトラック 計12台（30t級～2t級）
回送車 計4台（10t級～4t級）
ほか、県内には少ないバックホウダンプトラックを
数多く保有

認証取得ISO／
環境マネジメント
システム：ISO14001

★2017年から3年連続 徳島県知事賞受賞

「高木建設SDGs宣言」
高木建設では、地域社会に必要とされ
るため、環境のこと、社会のこと、子ども
たちのことを考えて何をすべきか、ある
べき姿に向かって取り組んでいます。長
期ビジョンを踏まえて、今何をすべきか
を考え活動しています。

インターンシップを開催！
地方の深刻な人口減少による労働人
口不足問題に加えて、3Kがつきまとう
建設業のマイナスイメージ先行を打破
するために実施したインターンシップ。
インフラ整備や災害から生活を守っ
てくれる建設業の大切さやカッコ良
さややりがいをたっぷりと伝えた。

どのような職種が ＃事務員 ＃施工管理 ＃Ｉ
ＣＴ施工管理
ありますか？ ＃建設機械オペレーター ＃建設技能者

教えて先輩！

坂口 龍希

さん

工務部（2年目）

もっともっと挑戦！！
なんの資格もなかったけれど、技術を教わり、
重機の資格も取らせてくれ、会社が何台も保有し
ているICT建機にもすぐ乗らせてもらい、現場が
仕上がった時の達成感は嬉しくやりがいを感じて
います。社長は常に「建設業は地域のための仕事」
と言っていますが、確かに自分もそう思います。
「自分のための仕事が世の中のためになってい
る！」堤防を作りながらそんな実感ができる仕
事って嬉しいしカッコイイでしょ！もっともっと
ICTに挑戦していきたいです。

QRから
企業動画を
見よう！
ホームページ http://takagikensetsu.com/company/

教えて先輩！

やりがいを感じる日々
１０年ほど愛知で過ごし、地元に帰ってき
ました。もともと重機が好きで、この業界に
入りました。入る前のイメージとは全く違い、
地元でこんな先進技術が取り入れられてい
るのに驚きでした。毎日施工の状況が進んで
いくのをみるのが楽しく日々やりがいを感
じています。職場もみんな仲がよく、分から

佐古 龍一 さん
運輪部（1年目）

ない事もすぐ教えてもらえ助かっています。
今後どんどん経験を重ねていきたいです。
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つくる

株式会社 原田組
世代の垣根がない円満な社風
株式会社原田組は、1級土木施工管理技
士をはじめとした多くの技術者と大型重
機を多数保有し、公共工事の元請けとして
国道改良工事や県営林道工事など、重要
な工事を数多く施工している。
社訓に「自然保護と開発の調和」を掲げ
る同社は、ISO14001をいち早く取得し、
林道整備において森林の生態系を崩さな
いように配慮した工事を行っている。
土砂災害の防止のため、治水の大切さ
を重要視。河川全域のことを考えると、治
水において一番大切なのは上流域。
その河川上流地域で治水・治山工事を
行い、河川全域の出来るだけ多くの人々の
命を守るため仕事を行っている。
2015年には治山・林道工事コンクール
で全国トップ10に入り、その仕事ぶりが総
合的に高い評価を得た。
社内は、外国人実習生も含め、国や世代

自然保護と開発の調和

の垣根がない円満な雰囲気。
会社もそうした従業員を第一に考え、会
社の利益追求よりも一人ひとりの所得向
上を目標に誠実な経営を行っている。

つるぎの湯「大桜」
経営する施設

自然環境を守りつつ、高い技術力で暮らしの道
を守る。

現場の緊張感とは違い、社内はアットホームな打
ち合わせ。

こやだいら観光ステーション
「れいわ」

どのような職種がありますか？
＃施工管理技士 ＃作業員
＃重機オペレーター ＃接客業 ＃旅館業
教えて先輩！

グローバルな環境作りと技術の継承
社内には外国人実習生がおり、一緒に作業を行ってい
ます。彼らは技術を学び帰って、自分の国で活かしたいと
いう夢を持っています。私は、国際貢献と彼らの夢の手助
けをしつつ、一緒に仕事をしていくことに充実した日々
を過ごしています。また、弊社では、建設土木工事の仕事
の他に、こやだいら観光ステーション「れいわ」、つるぎの

根本 大輔 さん
専務（16年目）
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湯「大桜」を経営しています。地域の活性化を担いながら、
木屋平の魅力を心からのおもてなしで伝えていきます。

求人情報
◆代表者名／根本 長茂 ◆従業員数／19名
◆資本金／2,000万円 ◆創業／昭和30年
◆所在地／美馬市木屋平字三ツ木290-3
◆TEL／0883-68-2041 FAX／0883-68-2536
◆業務内容／建設土木工事の現場作業
※現場責任者の指示に従い土木作業を行う
仕事です。
◆就業時間／8：00～17：00
◆休日／土・日、その他（週休2日制）
GW、お盆、年末年始等
◆給与／月額:216,000円～302,400円
日給:10,000円～14,000円
◆昇給・賞与など／昇給あり:毎年4月
賞与あり:年2回（8月・12月）
◆福利厚生／雇用、労災、健康、厚生
退職金制度あり
（勤続2年以上）
男性の育児休業実績あり
◆その他／免許取得支援制度有り
（全額会社負担）

つくる

有限会社 松尾建材
ぶれずにとことん、
生涯、生コン！
昭和45年創業。現在では脇町と香川
県・さぬき市多和の２箇所に工場を展
開。記憶に新しい『大塚製薬美馬工場』
や高速道路など、私たちの生活を支え
るさまざまな施設や場所において『松
尾建材』のコンクリートは活躍している。
同社が納めた工事会社が7年連続香
川県の県知事賞を受賞するなど品質面
での評価が常に高い背景には、確かな
技術と知識を有する試験室（品質管理）
の存在を筆頭に、松尾 昭現代表就任か
ら実装されたITによるシステム管理。
加え、プロファイリング導入によって
より強固となったチームワークの深化、
人材育成の賜物だ。目指すは、徳島県・
香川県においてナンバーワンの生コン
クリート会社。
地域への貢献を実現し続けながら、今

質の高い仕事の背景に
強固なチームワーク

日もトップを目指し走り続ける。

新人と先輩を交えた勉強会は真剣な雰囲気だ
が、時折和やかな空気が流れる。お互いにきちん
と意見が言いやすい環境である。

常に笑顔。大きく清々しい挨拶が気持ちいいス
タッフたち。お客様から「こちらも元気がでる」
など好評をいただいている。

賑やかでユーモアに溢れる若手スタッフは宴の
キーマン。仕事の時とのギャップが面白い。

求人情報

どのような職種がありますか？
#品質管理 #営業サポート
#プラントオペレーター #運転手
教えて先輩！

気がつけば生コンにハマってる!
入社する前は香川県で全く違う業種に勤めており、商
業高校出身なので正直不安は多かったです。ですが、面
接前に伺った会社見学で、大きな声で挨拶を交わす社内
の誠実な雰囲気がとても印象的で志望させて頂きまし
た。まだまだ学ぶことばかりですが、入社の前の私から
は想像できないほど、最近は生コンの面白さにハマって

喜多 淑恵 さん
試験室（2年目）

います!本当に奥深い世界です!師匠や先輩をお手本に、
技術も知識も成長していきます。

◆代表者名／松尾 昭 ◆従業員数／28名(2020年10月現在)
◆資本金／1,000万円 ◆創業／1970年(昭和45年)9月
◆所在地／美馬市脇町字曽江名318-56
◆TEL／0883-52-0269 FAX／0883-53-7166
◆業務内容／生コンクリートの製造販売・建設資材の販売
◆就業時間／7：00～16：30 休憩時間（120分）
◆休日／日曜、第2・第4土曜日（当社カレンダーに基づく）
祝日、年末年始(12月30日～1月5日)
ゴールデンウィーク、夏季休暇(8月13日～16日)
年次有給休暇
◆給与／試用期間あり、固定残業制度あり
◎大学院了・ 四大卒
182,350円（2021年4月予定）、180,620円（2020年4月実績)
◎短大卒・高専卒・専門学校卒
176,350円（2021年4月予定）、176,350円 (2020年4月実績）
試用期間3か月・条件面の変更なし
◆昇給・賞与など
◎昇給：年1回(2020年4月実績)
◎賞与：年2回(2019年7月、12月実績)
◆福利厚生
◎社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
◎資格取得支援(大型自動車免許・品質管理責任者
・コンクリート技士等)
◎社員旅行、制服支給（半期毎に上下2着）
◆勤務地：本社工場(徳島県美馬市)、
多和工場(香川県さぬき市)
◆教育制度：社員研修(東京)、
政策勉強会、経営計画発表会、
同業・異業種問わず見学研修
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つくる

有限会社 ラッキー産業
自由な発想と企画力
スリッパ の 企 画 、デ ザイン、製
造、卸売までを丸ごと行っている
有限会社ラッキー産業。
メイドイ
ンジャパンの高品質なスリッパは
一度履いたらもう他のスリッパが
履けないと、遠方から買い求めに
来る人がいるほど。履き心地以外
にも、季節ごとの新商品の開発や
流行を取り入れたキャッチーな商
品も同社の強みだ。
今回の新型コロナウイルスの影
響で、今まで主な卸先だった百貨
店や小売店の店頭販売の動きが
緩やかになってきたことをきっか
けに、オンラインショップの開設
に踏み出した。
前代未聞の状況に気が滅入り

時流を読み、
新たな挑戦を続けるスリッパメーカー

そうなものだが、
「新たに舵を切る
きっかけになった」と社長の金川
さんはポジティブだ。
時流を読んだ鮮やかなシフト
チェンジで、この先も多くの人に
高品質なスリッパを届けていく。

トレンドを取り入れた商品開発も盛んだ。市場の
動きに常にアンテナを張り、流行を読むよう心
掛けている。

ネット通販事業進出の準備のため商品画像を撮
影する社長の金川さん。膨大な商品数で大変だ
が、売れ行きを決める大切な作業だ。

商品開発は常に半年先の発売を見越してプラン
を立てる。取材に伺った9月にはすでに来年夏の
企画が動き出していた。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃企画 ＃デザイン ＃ミシン工 ＃スリッパ縫製

◆代表者名／金川 恵介
◆従業員数／20名
◆資本金／1,000万円
◆創業／昭和51年

教えて社長！

◆所在地／美馬市脇町別所2199

一から商品をつくりあげる喜び
新商品を作る時には、展示会などで生地を見極め、スリッ

代表取締役社長
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◆業務内容／スリッパの企画デザイン、
サンプル作成、
スリッパ縫製 など

パの柄がどのように出るか想像しながらデザインしていき

◆就業時間／8：00～17：00

ます。かわいい生地でも商品にしてみるとイマイチだった

◆休日／日祝祭、年末年始、盆 ほか

り、
逆にオーソドックスな柄がカッコよく決まったり、
毎回仕

金川 恵介 さん

◆TEL／0883-52-4347 FAX／0883-52-3666

（会社カレンダーによる）

上がりが楽しみです。
トレンドを読んだ商品や、
若いアイデア

◆給与／会社規定による

がヒット商品作りの鍵になります。
自由な発想で一からもの

◆福利厚生／社会保険完備

づくりに携わり、
商品をつくりあげる喜びを一緒に分かち合
いましょう。
ホームページ
https://www.lucky-slippers.jp/index.shtml

教える

株式会社 脇町自動車学校
時代の変化への対応力
“若者の車離れ”を中心に需要が減少し
ている業界だが、
ここ数年で生徒数を伸ば
し、躍進を続けているのが『脇町自動車学
校』だ。その大きな要因となっているのが
外国人生徒の受け入れ。外国生徒受け入
れの為にインバウンド効果により都市部
だけでなく、ローカル県にも多くの外国人
が定住し始める少し前から中国人職員を
採用し、受付や教材に加えて試験も可能
に。現在では、英語はもちろんベトナム語
にも対応するなど、グローバルな学校へと
着々とその幅を広げている。自動車や二輪
以外にも、農業従事者のためのトラクター
やドローンの操縦講座を開設し、今後は自
動運転に関する教習にも注力していく予
定とのこと。時代の変化とともに逞しさを
増す、成長力こそが『脇町自動車学校』の最

飽くなき挑戦で
未来へ向かって進化を続ける

大の武器である。

走行前の確認やエンジンルームの点検方法など、細かな
ところにもしっかりと力を入れる。すべてのスタッフが
「大切なのは卒業してから」を念頭に、外に出てからも自
立できるように丁寧な指導を施してくれる。

模擬運転装置「トレーチャー」による技能教習では、
運転姿勢や車両感覚といった基礎的な部分を
養ってくれる。

緑に囲まれた開放感のある景色はここならでは。宿舎が
教習所内に併設されており、この大自然を求めて都市部
から合宿での免許取得に訪れる人も多いそう。
うだつの
町並みなど、観光も人気。

求人情報

どのような職種がありますか？

◆代表者名／横山 敦 ◆従業員数／20名

＃教習指導員 ＃指導員見習い ＃事務 ＃技能検定員

◆資本金／4775万 ◆創業／昭和37年
◆所在地／美馬市脇町馬木787-2
◆TEL／0883-52-3755
FAX／0883-52-3753

教えて先輩！

教えて先輩！

平原 拓馬 さん

森 勇次 さん

教習指導員（1年目）

教習指導員（4年目）

指導で大切なのはバランス

資格取得!会社とともに成長を！

脇町自動車学校では1年目ですが、
業界は10
年目。昨年の10月に神戸より移住してきまし
た。指導でのモットーは「楽しさと緊張感のバ
ランス」
。
厳しさだけでなく、
運転の楽しさも同
時に伝えることで、
「 次も頑張ろう!」と思って
もらえるような指導を心がけています。

色々な方と接するので毎日が違うことの連
続。教える立場ではありますが様々なことが
学べる仕事だと思います。
あと、
感謝の言葉を
直に深く頂けることが何よりもモチベーショ
ンになっています。今後は技能検定員の資格
取得など、
会社とともに成長していければと！

◆業務内容／優良運転者育成
◆就業時間／8：00～20：50（時期による）
◆休日／週休2日制
◆給与／当社規定による
◆昇給・賞与など／あり
◆福利厚生／各種保険、制服関与、
定期健康診断、年次有給休暇

ホームページ
https://wakimachi-ds.co.jp/
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商う

株式会社U2Primary

職人の店 WORKGEAR

豊富な品揃えで、
地域の職人さんたちを支える。

職人さんが集うお店
高い天井にシーリングファンが回る開
放的な内装や、店舗のロゴが入った可愛ら
しいエプロンのユニフォームからは、新し
くオープンした今どきのショップのような
印象を受けるが、創業50年の老舗だとい
うから驚きだ。
「職人の店」の名の通り、土木や林業など
の職人さんの仕事道具を販売するお店で、
来店するお客さんは常連ばかり。もはや地
域の職人さんたちにとってはなくてはな
らない存在だ。
建物自体は去年先代が営んでいた美馬
警察署前の店舗から現在の場所に移転
オープンし、そのタイミングで3代目社長
が新店舗の経営を引き継いだ。従業員は
主婦の方が多く、勤務時間や有給の取り方
などは働きやすいように柔軟に対応して
いるという。
社員の家庭にも配慮した社長の心遣いが
長く働きやすい環境を作っている。

店内はバラエティに富んだラインナップ。林業用
の靴は、特徴的な滑り止めが付いてあるなど機
能性に優れたものが多い。

天井が高く外から光がたくさん入るので、多くの
商品が列んでいるにもかかわらず開放的な雰囲
気だ。

家庭と両立しやすい柔軟な職場で、
スタッフは定
着しやすいという。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃店頭での接客販売 ＃商品陳列 ＃在庫管理
＃レジ業務 ＃商品POP作成 ＃SNS等広報

◆代表者名／浦松 圭
◆従業員数／6名
◆創業／50年
◆所在地／美馬市脇町拝原865-1
◆TEL／0883-53-0776

教えて先輩！

職人向け商品の奥深さに日々勉強
入社当時、商品の奥深さに驚きました。普段の生活で
は目にしない商品が職人の世界では必需品。商品知識を
しっかりつけて、お客様の質問にも完璧に答えられるよ
うになりたいと、先輩に教えてもらいつつ勉強していま
す。最近はプライベートでもやったことのないSNSの
お店のアカウントの運営を始めました。社長の「何でも

森本 富子 さん
スタッフ
（1年目）
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◆業務内容／小売業、卸売業
◆就業時間／平日（8：00～20：00）
日・祝日（9：00～19：00）
◆休日／毎週土曜日
◆給与／パート・アルバイト：時給800円～
正社員：要相談
◆昇給・賞与など／有
◆福利厚生／社会保険
（厚生年金、協会けんぽ）
雇用保険

やってみないと!」という方針に後押しされ日々新しい
ことにチャレンジさせてもらってます。

ショップ情報を
SNSで発信中！

商う

有限会社 チャームショップふじもと
3つの約束を軸に
インターネットや通販など、化粧品販
売チャンネルの多様化の中、長年地域に
愛され続ける化粧品専門店の魅力がこ
こにはある。
「きれいになりたい！」人の
来店に、明るい店内でいつも明るく元気
に迎えているスタッフ。
化粧品以外の楽しい話題に盛り上が
ることも多く、表情も心もきれいになれ
るのは、創業当時から掲げている３つの
お約束。
1,すべてのお客様を、親身になって美し
さのお手伝いをいたします。
2,お客様の個性をみつけ、その魅力を
引き出すメイクを提案いたします。
3,日々技術とセンスを磨き、お客様の心
に寄り添うことを心がけます。
顧客とスタッフのゆるぎない信頼関

美しく豊かな生活を提案

係を築く合言葉でもある。

ワクワクとドキドキがたくさん詰まった明るい
脇町店の店内。

いつも笑顔が絶えない脇町店スタッフ。
より良い
ご提案をお客様に。

「お客様の喜びが私たちの喜び」をモットーに。
美馬店スタッフ。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃メイク ＃エステ ＃カウンセリング ＃販売

◆代表者名／藤本 登志子 ◆従業員数／7名
◆資本金／300万円 ◆創業／昭和53年
◆所在地／美馬店：美馬市美馬町字喜来市58-1
脇町店：美馬市脇町大字猪尻字若宮南133-1
◆TEL／美馬店：0883-63-4652
脇町店：0883-52-5495

教えて先輩！

私のやりがいはお客様に
キレイになっていただく事です
お客様に喜んでもらえると、自分自身も心から喜べ、

FAX／美馬店：0883-63-3877
脇町店：0883-52-5495
◆業務内容／資生堂・カネボウ・コーセー・雑貨の販売
◆就業時間／10：00～7：00
◆休日／第2、第3水曜日（定休日）、有給休暇 月8日

やりがいにつながります。この仕事を長年続けてこられ

◆給与／当社規定による

たのは、
こうして楽しみながら仕事ができたからです。

◆昇給・賞与など／当社規定による

お客様をきれいにするだけでなく、自分自身もきれいに

脇町店

美馬店

LINE

美馬店

なろうという意識や、お客様との毎日のコミュニケー
ションが、自分自身の成長になっています。お客様を

正木 美紀 さん
脇町店 店長

知ることで、お客様から信頼され、お客様とのよりよい
人間関係が作れています。
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商う

株式会社 デイリーマート
より身近に より便利に
地元が誇れる企業でありたい

変わることなく続く地元への愛
美馬市、徳島市、池田市、三好市、阿南市
など全7店舗を展開。徳島県を代表するスー
パーマーケットへと成長した同社の1号店
は、現在の美馬店から始まった。
現在ではスタッフ400名以上を擁し、
2015年には『株式会社イズミ』と資本業
務提携。
大規模なシステムと電子決済システム
の導入に加えて有利な仕入れ価格による、
充実した商品ラインナップが実現可能と
なった。
イズミグループDNAは、
“全ての従業員
が働き甲斐のある会社にする”という言葉
がある。
他店や大型店とはどこか違う、親しみや
すさを感じさせてくれるのは、スタッフ全
員に心得がしっかり浸透している証し。
地元のお客様に愛され続ける温かな空
気感こそ『デイリーマート』最大のストロン
グポイント。

本部があるのはデイリーマート脇町店。
県内全域に展開した今でも本拠地を地元である
美馬市に設置する。

2015年10月に『ゆめタウン徳島』などを運営す
る『株式会社イズミ』と資本業務提携。

和やかにお客様と談笑するスタッフの姿が印象的。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃レジ業務 ＃製造・品出し・加工 ＃経理課
＃人事・総務課 ＃営業推進課 ＃バイヤー業務

◆代表者名／藤原 武志 ◆従業員数／450名
◆資本金／1,000万円 ◆創業／昭和45年
※平成27年10月 株式会社イズミと資本業務提携
◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字若宮南100-1
◆TEL／0883-52-5467 FAX／0883-52-5468

教えて先輩！

店の顔を作っているという緊張感
お客様の要望を叶えるために日々精進
バイヤーの仕事は毎週の商品計画から始まり、
市場におも
むいての交渉や売り場のチェック。競合店のリサーチも行い
ます。私が担当する青果コーナーは他の売り場と違い、季節
はもちろん、
週ごとでラインナップが度々変化する面白さが
あり、店の顔（入り口）を担うので緊張感がありますね。売上
だけではなく、お客さんの要望を叶えることをモットーに、

井口 拓弥 さん
青果バイヤー（14年目）
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◆業務内容／将来の店長・バイヤーを目指して
いただきます。
◆就業時間／7：00～16：00、8：00～17：00
※配属店舗営業時間・担当職種で変動・残業あり
◆休日／年間107日
◆給与／150,000円～185,000円
（別途 役職手当、残業手当）
◆昇給・賞与など／昇給あり。
賞与年２回（夏季・冬季※会社業績による）
◆福利厚生／社会保険完備、社員割引制度

ゆくゆくは店長へ。慕われるようなスタッフへと成長してい
きたいと思っています。
ホームページ
http://dailymart.jp/index.cgi

地域に寄り添うおもてなし

商う

有限会社 フードショップふじむら
地域住民の食卓を支える
アットホームなスーパー

のどかで落ち着いた雰囲気の立地で営
業を行うフードショップふじむらだが、扉
をくぐると、そこには多くのお客さんで賑
わっており、店内はとても明るい。
看板商品であるお惣菜やお弁当をカゴ
に入れレジに行列を作るお客さんの姿は、
昼どき恒例の風景だ。調理場からふわりと
漂うお惣菜のいい匂い、どこからともなく
聞こえてくるスタッフとお客さんの話し声
は大型スーパーにはないアットホームな雰
囲気を醸し出している。
雰囲気だけではなく、移動手段を持たな
い高齢者のために配達に応じるなどの行
き届いたサービスも行っており、まさに地
域密着のスーパーだ。近年全日食チェーン
に加盟し、競争力や情報収集力の強化を図
るなど、現状に安住しない向上心を持ち、
スタッフ一丸となり地域住民の食卓を支
えている。

地元の人で賑わう店内。毎日お昼にはレジの前
に行列ができる。

売り場のお肉は調理場で一つひとつ手作業で精
肉される。精肉を担当するのは新入社員の元木
さん。

売り出しのある曜日は品出しも大変!補充しても
次々に売れていきます。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃レジ業務 ＃お惣菜・仕出し弁当の製造
＃製造・品出し・加工
教えて先輩！

新しい経験がたくさん！達成感が最高！
やったことのない仕事にチャレンジしたいと思いこの仕
事を選びました。
スーパーできれいに並んだお肉はよく見ま
すが、
実際にどうやってパッキングされているかは入社して
初めて知りました。
特に焼肉用は手でスライスするため厚み
を均一にするのが難しいですが、
そういう仕事ほど成功した
時に達成感を味わえます。
今はまだ職場の先輩方にサポート

元木 一騎 さん
精肉担当（1年目）

していただく場面も多いですが、
早く一人前になれるように
頑張ります!

◆代表者名／藤村 昌弘 ◆従業員数／20人
◆資本金／1000万円 ◆創業／平成7年
◆所在地／美馬市脇町木ノ内3813-1
◆TEL・FAX／0883-52-1693
◆業務内容／スーパーマーケット業務全般
◆就業時間／シフト制（営業時間 9：00～20：00）
◆休日／シフト制・元旦
◆給与／150,000円～
◆昇給・賞与など／あり
◆福利厚生／社会保険完備
全スタッフでBBQ
弊社では決して商品を売っているとは思って
いません。信用信頼を売っています。弊社の
ゴールは関わる全ての人を幸せにすることを
念頭に置き頑張っております。
「人生をもっと輝
きたい」
「人として成長したい」
「やりがいを見つ
けたい」
「幸せになりたい」
そういった思いのある方は
是非一緒に成長しましょう！

27

運ぶ

有限会社 西阿運送

私たちにかかわるすべての人たちと幸せを共有しよう
安心安全で迅速にお客様の元へ
お客様から託された大事な荷物を安全かつ
迅速に目的地へ運び、顧客の信頼に応えるこ
とを使命としている西阿運送。その成果とし
て、4トン車をベースにした車両構成で、大手を
除き四国ナンバー1の実績を誇っている。
多様化している昨今の物流業界に対し、幅
広いニーズに対応できるよう8t平車や6tユ
ニックなどの珍しい車両も保有。
そのなかでも、スチールサッシを運ぶこと
が多いため、車両の購入段階から専用の設備
を取り付け可能にしており、効率よくサッシを
運ぶことができるようにしている。
自分の豊かさ・幸せだけでなくまわりの豊か
さ・幸せを考えると自分をもっと豊かにできる
という「共生の思想」を遠藤社長は目指す。それ
に基づき、SDGs（持続可能な開発目標）に対
し、企業として出来ることに取り組んでいる。
運輸安全マネジメントの実施、従業員の健康
促進、環境保全への意識向上、一般廃棄物収集
運搬業を通して管理し、分別・リサイクルの率
先などに取り組み、会社の発展だけを考える
のではなく、関わる全ての人たちと共により発
展できるよう努めている。
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求人情報
◆代表者名／遠藤 圭介 ◆従業員数／55名 ◆資本金／1,000万円
◆創業／昭和36年7月 ◆所在地／本社：徳島県美馬市脇町大字脇町字大堀761番地の4
高松営業所：香川県高松市十川西町1306-74 吉野川営業所：徳島県吉野川市川島町桑村2409番地1

◆TEL／0883-53-7238 FAX／0883-53-7268
◆業務内容／貨物自動車運送事業、貨物自動車取扱事業、美馬市一般廃棄物収集運搬業
◆就業時間／平日8：30～17：30、土曜8：30～15：30
◆休日／日祝、夏季休暇、年末年始など
◆給与／260,000円～384,000円（４ｔドライバー）その他手当など
300,000円～429,000円（大型ドライバー）その他手当など
◆昇給・賞与など／昇給：あり、賞与：年2回
◆福利厚生／社会保険完備、退職金共済加入、
リフト免許取得支援制度
中型免許取得支援制度、早期有給休暇制度

効率UPの配送センター
2019年12月、商品の入出庫から積み込み・積み下ろし、配送別の仕
分け、輸送までをすべて行える配送センターが完成し、
より柔軟な対
応が可能になった。製品ごとの特性を理解した上で管理し、丁寧に積
込・荷締め作業を行っている。また、配送センターに入庫している商
品を輸送するようになるので、移動時間が大幅に削減。従業員の作業
軽減と労働時間の短縮にもつながっている。

教えて先輩！

信頼と実績で頼られる人材になりたい
車の運転が好きで自動車に携わる仕事がしたいと思
い西阿運送に入社しました。当初は未経験で不安でした
が、先輩方にやさしく丁寧に指導していただいたおかげ
で14年目になりました。お客様からお預かりした荷物
を関西・関東方面に配送しています。とてもやりがいの
ある働きやすい職場です。まだまだ半人前ですが初心を

青山 和彦 さん
ドライバー
（14年目）

どのような職種がありますか？
＃４ｔトラック運転手
＃大型トラック運転手
＃一般廃棄物収集運搬
＃倉庫作業員
＃事務職 ＃夜間点呼員

忘れず、
「清く・正しく・美しく」をモットーに安全輸送を
目指します。

ホームページ
https://seia-exp.jp/
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運ぶ

株式会社 セイワ運輸

あらゆるニーズに応え
絶えず物流の革新を
安心安全をお客様へ
「お客様の荷物を安全に、正確
に、迅速にお届けする」を第一に、
お客様のあらゆるニーズにお応
えし、物流の新たな流れにチャレ
ンジし続けるセイワ運輸。
創業以来、地域に密着した事業
活動を展開し着実に歩みを進め
ている。
昨今の物流業界の取り巻く環境
は、時が経つごとに複雑かつ多様
化し大変厳しいが、お客様のニー
ズにきめ細かく対応している。

求人情報
◆代表者名／平野 賢一 ◆従業員数／51人 ◆資本金／1400万 ◆創業／平成3年
◆所在地／本社：美馬市脇町岩倉2955-1 本社営業所：美馬市穴吹町三島字舞中島2080-1
◇ 愛媛営業所：愛媛県四国中央市豊岡町長田字中豊洲1680-1 ◇ 山川国道倉庫：吉野川市山川町川田391-1
◇ ドライバー研修センター：吉野川市山川町湯立2-1
◇ 阿波倉庫：阿波市阿波町中坪327-5
◇ 吉野川倉庫：吉野川市川島町桑村502-1
◇ 美馬境目倉庫：美馬市美馬町境目202-2

◆TEL／0883-52-1745
（本社営業所）◆FAX／0883-52-0746（本社営業所）
◆業務内容／トラックでの配送業務 倉庫管理/入出庫業務
物流サービスを通じ、顧客と地域に貢献し、オンリー
ワン企業を目指す。

◆就業時間／運行スケジュールによる
◆休日／日祝祭・夏季休暇・年末年始・その他（会社カレンダーによる）
◆給与／当社規定による

◆昇給・賞与など／当社規定による

◆福利厚生／◎社会保険完備 ◎免許・資格取得制度 ◎社員旅行
ホームページ http://seiwa-transport.co.jp/
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備えあれば憂いなし、地域へ想いを届けたい。
近年、地球環境の変化に伴い各地
で大規模な自然災害が発生している
が、徳島県でも例外ではなく、南海ト
ラフ巨大地震や豪雨災害などの常に
災害と隣り合わせとなっている。
多くの方が避難所で様々な支援を
受ける非常時には支援物資を運搬す
る手段としてトラック輸送が重要な
手段となる。大規模災害時の支援物
資輸送訓練への協力や、実際に台風
19号の被災地の栃木県へ支援物資の
輸送など、いざという時に迅速に行動
できるよう積極的に活動している。
また、地元徳島の風物詩であり、世
界に誇る阿波踊りをPRするため阿波
踊り号の運行など地元PR活動も積
極的に行っている。地域の皆様に支え
られ、地域に愛されるOnly One企業
を目指し今後も活動していく。

県外から受けた救援物資を防災拠点にて小型・
中型車に積み替えて、各拠点に配達する。

県外へ救援物資を運送する時の出発式の様子。
多くの方々から温かい声援と拍手が送られた。

岩倉小学校での交通教室の様子。登下校など行
動する機会が増える子どもたちに、交通ルール
について伝えていく。

どのような
＃中型トラック運転手 ＃大型トラック運転手 ＃大型トレーラー運転手
＃整備士 ＃総合管理職 ＃事務職 ＃リフトオペレーター
職種がありますか？

教えて先輩！

最終目標は
トレーラーを運転!

教えて先輩！

分からない事が多く、最初は道を良く知

好きな仕事は
やっぱり楽しい!
元々大好きな「トラック」に乗る仕事を

る地元周辺の配達からスタートしました。

したかったのが、きっかけです。
トラックド

先輩から色々と教わりながら、最近では、

ライバーとしてはセイワ運輸が初めてで、

長距離の運転も任されるようになり、地元

以前は、中型免許が取得できる年齢まで別

以外の道を通る機会も増えたので、プラ

の仕事をしていました。1年弱中型トラッ

イベートでも色々なところに行くことが

クで経験を積み、会社の免許取得制度を

大好きになりました。学ぶ事は、まだまだ

使い、大型免許を取得しました。そこから

佐藤 悠平 さん

ありますが、大型免許取得して次の目標へ

黒川 稜太 さん

は、大型トラックドライバーとして日々業

ドライバー（1年目）

進みたいと思います。

ドライバー（2年目）

務を全うしています。
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もてなす

藤西阿観光 株式会社
人と感動を結ぶ
安心・快適なバスの旅

リピート率の高さは
スタッフにあり
主 と なる 貸 切 バス事 業 で、圧 倒 的 なリ
ピート率を誇るその背景には徹底された
「安全、安心、親切、丁寧」の社訓に加えて、朗
らかで馴染みやすいスタッフの人柄がある。
貸切バスでの旅行といえば移動もひと
つの楽しみであり、到着までの時間をいか
に有意義に過ごせるかで旅の印象は変わ
るもの。カラオケやビンゴゲームなどのア
メニティ設備はもちろん、細かなメンテナ
ンスや隅々まで行き届いた清掃。
何より、一緒に旅行をしている心構えを
持ち、お客様目線で対応できるスタッフた
ちのホスピタリティやコミュニケーション
値の高さこそ、同社が長年愛されている理
由のひとつだ。
地元の学校の送迎なども行なうなど、地
元に根ざした業務も多く、その信頼度の高
さは年々増すばかり。今年で創業20年目
を迎える。

定員53名の大型バスを始め、所有するバスは10台。
感染症予防対策として、除菌装置を導入するなど、常
に清潔感あふれる車内を維持するための努力を
日々おこたらない。

社員研修や訓練は定期で開催。お客様の立場になっ
て体験してみた様子。高齢のお客様の方のバスの乗
降時など、実際に気づき感じることで、お客様に常
に安全と気配りを心がけている。

毎年1回、社員の親睦を目的とした旅行をしており、
行き先は社員で話し合いその年の旅行先が決まる。
昨年はあわら温泉へ。独自に企画するツアーも人気
を博している。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃運転者
（貸切バス、
その他バス）＃事務 ＃営業職

◆代表者名／藤川 善則
◆従業員数／20名
◆資本金／2000万円
◆創業／平成１３年4月１３日
◆所在地／美馬市脇町字西赤谷208-27

教えて先輩！

旅の最後には家族のような関係
お客様の感謝の声が次に繋がる
前職はまったく違う業種で市外に出ていたのですが、
地元
に貢献したいという気持ちが強くなり美馬市へ戻ってきまし

常務取締役（5年目）
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FAX／0883‐53‐2352
◆業務内容／・貸切バス事業 ・旅行業
◆就業時間／9：00～18：00
※職種により異なる

た。実際にお客様のリアクションを感じられ、旅の最後には

◆休日／日 ※職種により異なる

家族のような関係になれることに日々やりがいを感じてい

◆給与／※職種により異なる

ますね。私自身まだまだ勉強中の身ではありますが、先輩ス

◆昇給・賞与など／昇給：あり

タッフたちに早く近づけるよう日々努力。
コロナ禍が終われ

藤川 善和 さん

◆TEL／0883‐53‐2351

賞与：あり ※年2回

ば、これまでの弊社にはなかった、若い世代へ向けた団体旅
行の企画など、
野望がたくさんあります!
ホームページ
https://www.fujiseia.jp/

もてなす

株式会社 MIMAチャレンジ
地元民が楽しめる街へ

大胆なチャレンジで
街に勢いを！

六本木ヒルズの名店で経験を積んだ美馬
市出身シェフによる本格イタリアン「Punta
（プンタ）」は、
うだつの町並に新しい風を。
後を追うように完成した“小さなアート
ホテル”
「PAYSAGE MORIGUCHI（ペイ
サージュ モリグチ）」は、ギャラリーのよう
な静けさと美しさで、
この街の魅力をワン
ランク引き上げてくれる観光業の起点に
なりそうな予感。
「MIMAチャレンジ」は、その名の通り挑
戦し続ける企業だ。脇町周辺の空き家を整
備し、新旧の魅力が詰まった場所へと、美
馬市を活性化へと導くことを大きな目的
としている。
創業当初はインバウンドをメインにし
た観光客が目的ではあったが、最近では市
民からの声が非常に大きかったラーメン
店「天竜」の復活を手がけるなど、地元に
寄り添った展開も賑やかだ。

廊下、ロビー、客室の至るところで香るように静かに
飾られたアート作品の数々。大人のための空間演出
が魅力の「PAYSAGE MORIGUCHI（ペイサー
ジュ モリグチ）」。

日本語で“先端”を意味する「Punta（プンタ）」。
香り、味、ヴィジュアルのクオリティはもちろん、
肩肘張りすぎないカジュアルな内装も魅力。

地元だけでなく県外客からも愛されたラーメン
店「天竜」の復活をプロデュース。ラーメンだけで
はなく、人気だった焼飯もオススメとのこと。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃レストラン調理 ＃レストランフロア
＃エリアマネジメント ＃事務

◆代表者名／片岡 久議 ◆従業員数／6名
◆資本金／200万 ◆創業／平成30年5月
◆所在地／美馬市脇町大字脇町108
◆TEL／0883-53-6577
FAX／0883-52-1577

教えて先輩！

地元とゲスト、双方に愛される店に
ワーキングホリデーを利用して、ニュージーランド・
オーストラリア・カナダに留学していました。イタリアン
は私にとって経験したことのない新しいジャンルになり
ますが、カフェカルチャーの本場で得た経験を糧に、地元

村岡 優 さん
「Punta」店長 兼 バリスタ（1年目）

◆業務内容／不動産業・飲食業・宿泊業
コンサルティング業 他
◆就業時間／9:00～18:00
（事業形態によりことなる）
◆職種／店舗スタッフ 他
◆休日／日曜祝日（事業形態によりことなる）
◆給与／15～25万

の人たちに愛されるお店を作っていきたいと思っていま

◆昇給・賞与など／有（能力業績による）

す。新型コロナウィルスの状況次第ではありますが、今後

◆福利厚生／社会保険、雇用保険加入

戻ってくる海外からのゲストにも美馬市で良い思い出を
残してもらえるよう、語学力も活かしたいですね。

ホームページ
http://mimachallenge.com/
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伝える

株式会社 テレコメディア
まさしくテレコメディアブランド！
美馬市に企業誘致されうだつの町並み
に移転して今年で3年目。外観はうだつの
町並みならではの装いではあるが、社内は
清潔感のあるオフィス仕様で、女性たちの
快活で美しい言葉遣いが聞こえてくる。
主な業務は企業に変わって通販の受付
や商品の問い合わせに対応する電話応対。
本社は東京ではあるが、徳島市・美波町・
東みよし町・板野町を合わせた５ヶ所に展
開し、徳島県だけでスタッフ数は600名を
超える。近年では行政からの依頼やアン
ケート調査・データ入力など業務の幅が広
がり、それとともに業界の信頼度も上昇。
元CAを講師に招いた研修やシステム化
された育成制度に加え、電話対応コンクー

地域密着で笑顔あふれるコールセンター

ルへの積極的な参加など、日々の努力と意
識の高さが“テレコメディアブランド”を作
り続けている。

ホームページ https://www.telecomedia.co.jp/
みまっこ子育て応援企業認定

担当企業ごとに分かれたオフィス。オペレーター
のほとんどが女性で、どのデスクからも美しい
発音と言葉が聴こえてくる。

図書館だった建物を、外観の美しさを残してリノ
ベーション。自然光がしっかり入り込む働きやす
い環境に仕上げた。

どのような職種がありますか？
＃コールセンターオペレーター
＃運営管理マネージャー及びマネージャー候補

教えて先輩！

櫻本 かすみ さん

中内 怜 さん

オペレーター（1年目）

オペレーター（1年目）

適切で無駄のない指導
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教えて先輩！

言葉遣いが綺麗になってゆく

よくある言葉かもしれませんが、
本当にアッ

言葉遣いの難しさはありますが、適切な指

トホームな職場です。
話すことがあまり得意で

導のおかげで徐々に会話が綺麗になっていく

はなかったので入社当時はすごく不安だった

のが自分でもわかりました！短い電話だけの

のですが、
先輩方の指導のおかげでまだ4ヶ月

出会いですが、
しっかりと相手の気持ちを汲

ですが自信を持って働いています。

み取れるようなオペレーターになりたいです。

徳島県はぐくみ支援企業認定

求人情報
◆代表者名／橋本 力哉
◆従業員数／約1,300名（全社）、
80名（徳島県美馬市：美馬・うだつコールセンター）
◆資本金／5,000万円 ◆創業／1981年5月
◆所在地
○美馬市：美馬・うだつコールセンター
徳島県美馬市脇町大字脇町154-1
○徳島県内、他事業所
徳島市、美波町、東みよし町、板野町
○本社：東京都豊島区高田3-37-10ヒルサイドスクウェア
◆TEL／人事問い合わせ：0120-270-270
美馬・うだつコールセンター：0883-52-2666
◆業務内容
○テレマーケティング・アウトソーシング
○モバイル移動体通信機器販売（ドコモショップ４店舗）
○電話秘書サービス ・多言語通訳コールセンター
◆就業時間／9:00～21:00 シフト勤務（実働８時間）
◆休日／週休二日制（年間休日112日）
◆給与
○コールセンターオペレーター職 155,000円～180,000円
○コールセンター運営管理マネージャー職 180,000円以上
○新卒者初任給 ◇総合職 201,000円
◇一般職 170,000円 ◇高卒 155,000円
◆昇級・賞与など
昇給年1回、昇格制度あり 賞与年2回（正社員）
◆福利厚生
○各種社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険、労災保険）
○社内社友会制度・海外研修（ハワイ・台湾）
○保険組合保養所・優待特典制度あり
（社内研修制度、資格取得制度など）
○女性活躍の為の制度多数あり
○徳島県子育て支援認定企業、
くるみんマーク取得

伝える

ナカガワ・アド 株式会社
「新しい」はここから始まる
ホステル、カフェ、コワーキングスペー
ス、夏にはビアホールにもなる。ここは一

アイデアが湧き上がる地域の交流拠点

体なんの会社なのか？と疑問を持ってし
まうほど多くの顔を持つナカガワ・アド。
本業は広告会社だが、広告の固定概念
に捉われないアイデアマンの社長を中心
に日々新しいプロジェクトが生まれ、社員
の見事なチームプレイでそれが形作られ
ていく。社内は企画と営業の部署に分かれ
ているが、ホステルやカフェの接客など、
部署の垣根を超えたフレキシブルな働き
方も一般的な会社では珍しい。
一階のスペースでは様々なイベントが
多数開催され、地域のプレイヤーが集う交
流拠点ともなっている。
ここで生まれた出
会いから新たなプロジェクトやビジネス
が始まることも少なくない。変化をいとわ
ない自発的な社風は、これからも地域を
巻き込み盛り上げていくことだろう。

自社のキッチンカーで、地域のおいしいを運び、
食べる幸せ、育てる喜び、野菜で広がるハッピー
生活を目指し、
イベントなどに参加。

元々印刷機のあった広大なスペースでは様々な
イベントが開催される。
「ADLIV」

DIYで作られた木の温もり溢れるドミトリース
ペース。
「 印刷工場に泊まれる」という斬新な
サービスで、最大8人まで宿泊ができる。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃広告業 ＃事務 ＃企画 ＃デザイン
＃イベント ＃web ＃カフェ ＃宿泊
教えて先輩！

クリエイティブな環境と
これからの時代の半歩先を読む
弊社は時代と共に、変化の激しい職場なので、それにうま
く順応することを心がけて働いています。例えば、印刷会社
なのにデザイン系とは異なるホステルやカフェを始めたり、
オリジナル商品を開発したりと、
業態に囚われずどんどん新
しいことに挑戦していくスタイルなので、社員も日々新しい
業務に奔走しています。デザイナーという枠に囚われず、営

柳生 強 さん
企画部（8年目）

◆代表者名／中川 和也 ◆従業員数／8名
◆資本金／1,000万円 ◆創業／昭和35年
◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字若宮南131-2
◆TEL／0883-52-1643 FAX／0883-52-2080
◆業務内容／広告デザイン、
ブランディングCI・VI、
セールスプロモーション、
サイン、webデザイン、
イベント運営、宿泊業、飲食業
◆就業時間／8：30～17：00
◆休日／日・祝・当社カレンダー指定土曜日
◆給与／当社規定による
◆昇給・賞与など／当社規定による
◆福利厚生／社会保険
（健康保険、厚生年金、
雇用保険、労災）
退職金制度、健康診断

業の方々とも連携して新しいものを作り上げる達成感は、
他
の会社では味わえない弊社で働く醍醐味だと思います。
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守る

TOSEC 東洋警備保障 株式会社

今年で創業40周年
盤石の体制で安心・安全を構築し続ける
1980年の創業から今年で40年。現在は機械警
備によるビルや駐車場の24時間体制の監視と、普
段私たちが利用する商店などを含む大手企業の現
金輸送が主な業務。特に現金輸送の県内でのシェ
ア率は驚きの90パーセント。指針でもある“誠実・
責任・機敏・奉仕”によって培われてきた経験を活
かしたスタッフの真摯な仕事ぶりが数字となって
現れている。
日々進化する犯罪の手口に対応するた
めに24時間365日、人の力だけで対応するのでは
なく、
より高度で安全なセキュリティシステムの導
入にも注力。防犯・防災システムの開発研究や防犯
カメラをはじめとする先進機器の販売と同時に、
シ
ステムエンジニア職の求
人も積極的に行うなど盤
石の体制で地域の安全を
構築し続けている。

求人情報

常に緊張感を持って仕事に臨む。積み下ろしは素早く的確に。
輸送中も密に連絡を取り合い、ひと時も気を抜けない作業が続く。

https://www.facebook.com/TOSEC.tokushima/
http://www.tosec.co.jp/
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◆代表者名／宮本 隆 ◆従業員数／70名（パート・アルバイト含む）令和２年６月現在
◆資本金／3,000万円 ◆創業／昭和55年
◆所在地／◇本社所在地・徳島県徳島市昭和町五丁目5番地トーケンビル4F
◇西部営業所・徳島県美馬市穴吹町穴吹字平ﾉ内29-1
◆TEL・FAX／◇本社 TEL：088-625-6155 FAX：088-625-6155
◇西部営業所 TEL：0883-52-3280 FAX：0883-53-9775
◆業務内容
◇営業職・警備システムの提案から契約締結業務を担当 ◇技術職・警備システムの設計・施工・保守・管理業務を担当
◇警務職・施設警備はオフィスビル・工場・公共施設での警備を担当
◇機械警備は機械警備機器の監視と緊急出動の業務を担当 ◇輸送警備は現金・貴重品の輸送業務を担当
◇保安警備はショッピングモール等で万引きの発生を警戒し防止する業務を担当
◆就業時間／◇営業職 9:00～18:00 ◇技術職 8:00～17:00
◇警務職 1ヶ月単位の変形労働時間制・24時間・日勤勤務・夜勤勤務
◆休日／当社規定によるものとする。
◆給与／◇大学卒業180,000～ ◇高校卒業160,000～ 中途採用は当社規定によるものとする。
◆福利厚生／健康保険・厚生年金基金・雇用保険・労災保険 他 ◆その他／通勤手当・健康保険料補助

心と体を磨き、地域ナンバーワンへと！
常に緊張感が強いられる業務の数々は、
誰もが容易に続けられる仕事ではなく、疲
労やストレスも溜まりやすい。そこで、40周
年を迎えた2020年、スタッフたちへの感謝
の気持ちを込め、西部営業所の隣にトレー
ニングセンターが設立された。ランニング
やウエイトマシンに加えてボルダリングや

40周年を記念して建てられたトレーニング施設。

就業後、さらに卓球でコミュニケーションを図ります。

卓球台といった娯楽設備までもが完備され
ている。さらに、
「ただの会社員だけでなく、
社会をもっと経験してもらいたい」という
代表の思いのもと、講師を招いての研修制
度も充実。
レスリング・柔道のメダリストや、
音楽アーティストのトレーナーとして現役
で活躍する稲垣宗員氏による「健やかな職
場づくり」のための講座と実技。TV番組で
も姿を見ることが多い現代書家・原田葉月
氏による美文字講習も実施している。合言
葉でもある“地域ナンバーワン”へと。一丸
となって心と体を磨き続けているひたむき
な姿勢こそ『東洋警備保障』の真髄だ。

トレーニング施設は社員だけでなく、
スタッフの家族も利用できるという粋な計らい。器具もたくさんあり、充実している。

～外部講師による研修制度～

稲垣宗員氏は、コミュニ
ケーションと人間力の向
上に加えメンタルヘルス
ケアなど、社員一人ひと
りに寄り添ったプログラ
ムを考案している。

日報など文字を書くこ
との多いスタッフのため
に、原田葉月氏による美
文字教室を開催、こちら
は一般の参加も可能と
なっている。

稲垣 宗員 氏

原田 葉月 氏

スタッフの家族の様子

どのような職種が
ありますか？

＃技術職 ＃警備職
＃顧客サービス職
＃社内ＳＥ職

教えて先輩！

教えて先輩！

教えて先輩！

久米 庸仁 さん

佐藤 朱莉 さん

田邊 雅弥 さん

警送部（1年目）

管制センター（1年目）

警送部（1年目）

目標は国家資格の合格

電話口から聞こえる感謝の言葉

賑やかな先輩方に助けられてます！

電話してから採用まで数分しかかからず、正
直少し不安でした（笑）。ですが、今思うとそのノ
リの軽さというか、明るい雰囲気のおかげで過
ごしやすい気がします！今後は会社のサポート
も受けながら、国家資格の取得を目指そうと
思っています。

「人の役に立てている」、
「困った方の力になれ
ている」という実感がやりがいです。実際にお客
様から頂いた電話で感謝の言葉を聞けた時には
嬉しくなりますね。私は現場ではないですが緊
張による疲労はあります。そんな時はトレーニ
ング施設で発散です。

縁あって入社することになりました。ひとつ
の間違いが事故につながってしまう、緊張感の
ある業務ばかりですが、賑やかで優しい先輩が
たくさんいて、そのギャップが心地よいです。格
闘技をやっているのでジムが完成したのは嬉し
かったです。
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守る

ほけんショップミヨシ 有限会社 うだつ保険事務所
多様化するニーズに応える
“じんそく・ていねい”をスローガン
に、安心と安全を作り続けて今年で20
年目（平成13年創業）。現在では、多様化
する商品と様々なニーズに対応できる
よう損害保険会社6社、生命保険会社5
社との代理店契約を結ぶことで、豊富
な商品ラインナップを実現している。
契約者は美馬市民だけにとどまらず、
県西部の祖谷から徳島市内と幅広い。加
えて、法人・個人問わず二代に渡って継
続する方が多く、
“じんそく・ていねい”
を心がけた適切な商品提案は幅広い層
と地域から信頼を獲得し続けている。
スタッフ全員が勉強会やセミナーへ積
極的に参加し、知識を共有しているのも

“ていねい・じんそく”だけじゃない

大きな強みで、そこに温和なスタッフた
ちによるホスピタリティ溢れるヒアリン
グを加えた盤石の体制で迎えてくれる。

安心して相談できる、温和で和やかな女性スタッ
フたち。お客様に最高最適のご提案を常に意識
している。

勉強会やセミナーで得た知識は、社内でスタッ
フ同士、それぞれの意見を言い合い、細かなとこ
ろまで共有する。

ショップはうだつの町並み近くを流れる大谷川
沿い。青い文字が目印。外観も印象的で落ち着い
た雰囲気、安心感がある

求人情報

どのような職種がありますか？
＃営業 ＃事務

◆代表者名／三好 亘
◆従業員数／3名 ◆資本金／300万円
◆創業／平成13年3月設立
◆所在地／美馬市脇町大字脇町8-5

教えて先輩！

“わかりやすく”が大切
来店や電話など様々な接客の場面において安心して
頂けるよう、
“わかりやすい”ことをモットーにしていま
す。商品の説明はもちろん、言葉遣いにおいても、常に意
識することで自分の勉強にもなるので心がけています
ね。増え続ける商品とお客様のニーズに対応するため
に、これからも積極的に勉強会やセミナーに参加したい

小椋 由恵 さん
事務スタッフ
（10年目）
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◆TEL／0883-53-1320
FAX／0883-53-1321
◆業務内容／生損保保険業
◆就業時間／応相談
◆休日／日・祝日 ◆給与／応相談
◆昇給・賞与など／応相談
◆福利厚生／厚生年金、健康保険

と思っています。豊富な知識を武器に、より的確で喜ん
でいただける提案ができるよう勉強の日々です！

ホームページ
https://hokenshopmiyoshi.com/

守る

ONE WEST株式会社

頼りがいのある
友人のような存在

新しい安心安全を目指して
代表を筆頭に経験豊富なスタッフが集
まり、2020年7月1日創業。
「ONE WEST」
の由来は“にし阿波をひとつに”という思
いのもと名付けられた。
安心安全の言葉を軸に、お客様のニーズ
を引き出すための丁寧なヒアリングが社
員全員のモットーであり同社最大の強み。
保険とは関係のない悩みから世間話まで、
ホスピタリティ溢れる対話は頼もしくもあ
りながら、友人のような身近な存在となっ
てくれる。
代表は2020年度の美馬青年会議所理
事長に就任。同じく美馬市で活躍する企業
とのやりとりも多く、オフィスには経営者
たちが相談や雑談に訪れるなど、常に賑
やかな声が響き渡っているのも印象的だ。
目指すは、地域に愛され、従業員が健や
かに暮らせる会社。ゆくゆくは西日本をひ
とつに!?

明るく笑顔を絶やさないスタッフたちが迎えてく
れる。女性が輝ける職場を目指す。

内観は明るく、ブラックとホワイトをベースに、
落ち着きのあるクールな雰囲気は、まるでレスト
ランのような空間。

安心安全のブルーの看板が目印。町の中心部、道
路沿いなので立ち寄りやすい。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃保険代理店 ＃営業職

◆代表者名／佐藤 直樹
◆従業員数／6名
◆創業／2020年4月
◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字西分164-1
◆TEL／0883-53-5678 FAX／0883-53-5679

教えて先輩！

常に賑やかなオフィス
業界歴は1年ほどなので、まだまだ覚えることはたく

◆就業時間／9：00～18：00
◆休日／土・日・祝日（正月、お盆）

と思っています。代表も同じことを言っていましたが、

◆給与／営業：200,000円～

を引き出すことを心がけながら成長していきたいと思
います。スタッフ同士はもちろんですが、お客様を交え
事務（1年目）

のご提案、
リスクからお守りする業務

さんですが、将来的にはお客様に色々な提案ができれば
私たちは丁寧なヒアリングがモットーです!要望や悩み

小笠 千里 さん

◆業務内容／生命保険・損害保険など各種保険

◆昇給・賞与など／昇給あり
賞与あり:年2回
◆福利厚生／あり

ても賑やか（笑）。アットホームがウリです!これからも地
域から愛される会社になるよう努めていきます。

ホームページ
https://www.tmn-agent.com/trustworthy/
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癒す

有限会社 サンコーファーマシー
社員が社会や患者様へ
自分らしい関わり方ができる
1984年、サンコー調剤薬局からスター
ト。
「 地域社会の医療、健康増進に貢献す
る」
「人間的成長を求め続け高度な見識を
探求する」
「 生きがいのある誇りを持てる
職場づくりを構築する」を企業理念にして
いる。調剤薬局の枠にとらわれず、病気に
なる前から相談に来てもらいやすいサー
ビス開発や、コミュニティー機能を持つ空
間づくりと親身なサービスで、地域社会に
おけるつながりの場をつくり、
「健康」に関
するすべてのことに対して地域に貢献し
続けている。自分らしい関わり方を実践で
きる職場環境と、研修制度やキャリア支援

健康に関するあらゆる面で地域貢献

の充実さ、幅広い事業展開から社員の興味
やスキルを磨くことができる「職場」とし
ての魅力が地元に愛され続けている。

薬剤師、管理栄養士、
メディカルスタッフがアットホーム
にワイワイとアイデアを出し合い、楽しい雰囲気が作ら
れています。ひとりひとりがプロフェッショナル。得意分
野と誇りを持ち皆が活躍できる職場です。

気軽に立ち寄れる地域の健康サポート薬局として、
より
当店を知ってもらいたいとスタッフで健康イベントを企
画。以前より薬以外の食事や健康の相談、子どもの栄養
相談にと来局されるお客様が増えました。

QRから
企業動画を
見よう！
みまっこ子育て応援企業認定

求人情報

どのような職種がありますか？
＃薬剤師 ＃メディカルスタッフ
（薬局事務）＃管理栄養士 ＃イベント企画
＃アロマセラピスト ＃ダイエットインストラクター＃ネット販売 ＃商品開発

教えて先輩！

何でも気軽に
相談に来てくれる存在になりたい
就職を機に今年から美馬市で一人暮らしを始めました。
と
ても落ち着き住みやすい町だと実感しています。また、職場
環境にも恵まれ、
先輩方に優しく指導いただいています。
研修や、
主催するイベントなどにもこれから関わっていける
のがとても楽しみです。患者様からは相談されやすく、話や
すいように笑顔を心がけています。今後も、薬のこと以外で

南 啓介 さん
薬剤師（1年目）
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もなんでも気軽に相談に来てもらえるような存在になって
いくことが目標です。

◆代表者名／三好 博子 ◆従業員数／52名
◆資本金／600万円 ◆創業／昭和59年
◆所在地／本社：美馬市脇町大字脇町714-1
◆TEL／0883-53-2375
◆業務内容
①薬剤師 ②メディカルスタッフ ③管理栄養士
◆就業時間／9：00～18：00を基本としたシフト勤務
◆休日／年間110日、各店舗で勤務表自由設計
◆給与／①基本給23万＋手当５万以上
②大卒 基本給17万円
③大卒 基本給17万円＋手当１万以上
◆昇給・賞与など／・資格・時間外・通勤
・住宅・職務・調整の各種手当
◆福利厚生／社員旅行、社内懇親会費の支給、冠婚葬
祭金の支給、年1週間程度の連続休暇、勤続表彰、育
児・介護サポート、各種保険、年次有給休暇・慶忌、看
護、介護、特別休暇 等
◆研修制度／新卒研修、専門性研修、
社会人スキル研修、管理職研修
◆育児休業実績／過去５年８名
◆採用実績／2019年度9名

癒す

医療法人 芳越会
地域医療の使命を果たす
医療法人芳越会は、地域の皆様が
安心して 暮らせるように、災 害 医
療、在宅医療、訪問介護、通所介護と
いった地域に根付いた医療・介護を
提供している。母体となるホウエツ
病院は、美馬市の唯一の急性期病院
の機能を果たしている。
急性期病院とは、病気が発生し急
激に健康が失われた状態をいい、急
性疾患、重症患者の治療を24時間
体制で行い、そして回復期に対応す
るという、地域にとっては必要不可
欠な存在である。
誰もが安心して暮らせるよう、法
人内のどの職種も「地域医療の砦」と
しての使命感をもって働いている。

～地域医療の砦として、救急医療から介護事業まで、
地域に寄り添う医療・介護を提供～

看護師・・・救急、回復、在宅、訪問まで、看護師が
重要な役割を果たしている。

看護補助・・・看護師を助ける大切なパートナー。
医療資格は問いません！

介護福祉士・・・病院職員と同等の待遇で働ける
だけでなく、
スキルアップも！医療資格なし、未経
験者大歓迎！

求人情報

どのような職種がありますか？
＃看護補助者 ＃医師事務作業補助者 ＃ケアワーカー
＃受付会計 ＃管理事務 ＃資材管理事務 ＃経理事務等
教えて先輩！

医療資格がなくても
働くことができる環境です！
私は医療資格者ではありませんが、病院の一スタッ
フとして、患者さんと直接接することができる今の仕
事にとてもやりがいを感じています。医師、看護師等
が診療に専念できるように支援する業務も医療を支
える大切な仕事です。医療資格がなくても、働きなが

片山 一恵

ら資格を取得する制度もあります。是非、私たちと一
さん

スタッフ
（10年目）

緒に働きませんか？

◆代表者名（理事長）／林 秀樹 ◆従業員数／263名
◆資本金／7,000万円 ◆創業／昭和63年
◆所在地／美馬市脇町大字脇町340番地
◆TEL／0883-52-1001 FAX／0883-53-0337
◆業務内容／救急医療から在宅支援まで、医療と介護を兼ね
備えた複合的組織です。地域の方々とのつながりを大切によ
り良い医療・介護の提供をモットーに働きやすい職場づくり
も重視しています。
◆就業時間／①看護師 ②看護補助者 ③介護福祉士（介護職員）
① 8：30～17：30、16：30～1：00、7：00～16：00、8：00～17：00
② 8：30～17：30、7：00～16：00、9：30～18：30
③ 8：30～17：30、7：00～16：00、9：30～18：30、17：00～9：00
◆休日／月9日間の休日（ただし、2月のみ8日間）、
年間107日、変形労働時間制
◆給与／①208,000円～ ②③153,000円～
資格手当、福利手当含む、夜勤手当含まず
◆賞与／年2回（7月・12月）
◆福利厚生／健康・厚生・雇用・労災完備退職金制度あり
（勤続
3年以上）単身用寮を完備、就学前幼児対応院内託児所完備
◆その他／子の看護休暇、介護休業、産前産後休業、
育児休業、短時間勤務制度あり

みまっこ子育て応援企業認定

徳島県はぐくみ支援企業認定

ホームページ
https://www.houetsu.com
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癒す

ほそかわ歯科クリニック

患者様の健康増進と生きがいに
貢献できる歯科医院を目指し

健康ライフをサポート
待合室はゆったりリラックスできる空間
で、心地いい音楽。そして、DVDからは「歯
と身体の健康」に関する情報が流れている。
ほそかわ歯科クリニックの治療方針で
一番大事にしていることは、治療説明。
現状や原因を分かりやすく説明し、治療
方法を患者様と相談しながら進めていく。
一般歯科診療から口腔外科（内科）治
療、矯正、訪問歯科、ホワイトニングなど…
幅広い年齢層に支持が大きいのは、地元
美馬市から大学のために県外へ出た細川
院長が「支えてくれた地元にお役に立てる
ようになりたい！」という意志のもと地元
で開院した。優しく丁寧な対応であるのも
要因である。あらゆるニーズに応えたり、
予防歯科を推進したり、健康増進のための
情報発信に力を入れている。
すべては、患者様に生涯自分の歯で食事
を楽しんでもらいたいとの願いからである。

受付は、患者様がいつでも相談できるよう、歯ブ
ラシや歯磨剤の事についても共有。

患者様の健康維持にスタッフ一同常に意識し、
努力を怠らない。

診療台ごとにパーテーションを設置。換気、検温
やアルコール消毒も行い、感染対策もしっかり
行っている。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃歯科医師 ＃歯科衛生士 ＃受付 ＃助手

◆代表者名／細川 恵一 ◆従業員数／12人
◆創業／2012年10月
◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字若宮南139-2
◆TEL／0883-53-8211 FAX／0883-53-8202

教えて先輩！

◆業務内容／歯科医療

成長を重ねて
患者様のお役に立ちたい
入社当初はいろいろ分からないこともあ
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◆就業時間／9：00～13：00 15：00～18：00
◆休日／日・祝日
◆給与／ご相談下さい。

りましたが、スタッフの皆さんが優しく教え

◆昇給・賞与など／昇給：年1回 賞与：年2回予定

てくださり助かりました。当スタッフの年齢

◆福利厚生／厚生年金、雇用保険、

層も幅広く、社会人として成長できる良い環

林 佐帆 さん（左）歯科受付（1年目）
池森 瑞稀 さん（右）歯科衛生士（1年目）

（パート勤務可：ご相談下さい）

歯科医師国保（勤務時間週30時

境です。たくさんの患者様に歯の健康維持の

間以内であればパート勤務の方

大切さを治療を通じて伝えていきたいです。

も加入可能）

今後も社会貢献、今日も患者様一人一人のた
めに頑張ります！

みまっこ子育て応援企業認定

ホームページ
http://hosokawa-dental-clinic.jp/

暮らし

LIXILリフォームショップライファ脇町

株式会社
オオサカ

お客様の理想を現実へ...
キッチンやお風呂などのディスプレイ
が併設されている明るい店内では、営業中
もアットホームな空気が流れる。
その理由は顧客との距離の近さにある
のかも知れない。営業から施工、アフターメ
ンテナンスまでを同じ担当者が受け持つと
いう密なコニュニケーションのスタイルで、
顧客の不安を軽減するよう努めている。
その結果、来店する5人に２人は知人の
紹介という紹介率の高さが実現しており、
今まで請け負ってきたリフォームの満足度
の高さがうかがえる。
「リフォームの仕事は、言わばお客様の
住まいの夢を叶えるお手伝いです。
お家が今までより快適になったり安全
になったり心地よくなったりと、お客様の
暮らしのクオリティを格段に上げることが
できます。」と語る店長からの言葉からは、

リフォームで
お客様の夢をかなえるお手伝い

お客様への思いやりが溢れている。

素敵な生活をイメージさせる店内のアイランド
キッチンのディスプレイ。

中四国リフォームコンテストで入賞。

リフォームでおしゃれに生まれ変わったお客様
のお庭。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃リフォームアドバイザー ＃ショップアシスタント
＃空間デザイナー ＃リフォームエンジニア

(株)オオサカ LIXIL事業部
◆代表者名／逢坂 伸司
◆従業員数／5名
◆資本金／1,000万円

教えて先輩！

◆創業／2001年11月

お客様が安心できる提案を伝える
私が入社して早10年が経ち、建築に携わって20年になりまし
た。
リフォームと言いましてもトイレ等の水廻り工事や屋根、外壁
工事又はエクステリア工事など多岐に渡り、新築工事とは異なっ
た難しさがあると感じております。一人のお客様に対して営業、現

吉本 雅也 さん
営業職（10年目）

◆所在地／美馬市脇町大字猪尻字建神社下南182-1
◆TEL／0883-55-0596 FAX／0883-55-0597
◆業務内容／住宅リフォーム一般
◆就業時間／8：30～19：00
◆休日／日曜日

場管理、アフターメンテナンスまで一人で行う事で、コミュニケー

◆給与／会社規定による

ションを図り、
リフォームに伴う負担を少しでも和らげる努力を

◆昇給・賞与など／会社規定による

しております。そうする事で「また次の工事もライファ脇町にお願
いしよう」と言われる様に精一杯頑張ろうと思います。
ホームページ
http://lifa-wa.com/
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暮らし

大林熱学工業 株式会社
望まれる冷凍・空調設備を
ベストな方法で提案

県西部唯一無二の食品貯蔵
大林熱学工業株式会社は、主に企業・
小売店を顧客とし、野菜などの食品の温
度管理をするための冷凍・空調機器を手
がけている。
約50年前の創業当初は冷凍設備専門
だったが、時代を経るにつれ空調・換気、
一般住宅の床暖房などの分野にも進出し
ていった。仕事は既製品の設備を販売す
るだけでなく、冷房・冷凍能力を効率良く
発揮するための貯蔵プレハブの設計・施
工も手がけるため、依頼主のニーズに応
じた環境を一から作り上げることができ
るのが大きな強みだ。
徳島県西部では同様の事業を行なっ
ている企業がないことから、県西部の食
品貯蔵にとって欠かすことのできない
存在となっている。環境への配慮から節
電へも積極的に取り組むなど、広い視野
を持って最善の方法を提案している。

現場で状況を確認し、適正な修理を判断し作業
を進める。

冷凍・空調機器の性能は、食品の鮮度に直結する。
常に細心の注意を払いながら取り組む。

設置からメンテナンスまで、冷凍・空調に関する
業務を一貫して手がける。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃冷凍・空調設備の設計・施工・管理 ＃メンテナンス技術者

◆代表者名／大林 圭一 ◆従業員数／3名
◆資本金／1,000万円 ◆創業／昭和49年
◆所在地／美馬市穴吹町穴吹字井口122-1
◆TEL／0883-52-1259
FAX／0883-52-0715

教えて先輩！

若い社員の為のマニュアルも作りたい
祖父が作った会社を、2018年から受け継ぎました。会社
の代表であっても現場では他の皆さんが先輩なので、まだ
まだ学ぶことはたくさんあります。とはいえ、今までのや
り方ばかりに固執していては、これからの時代に会社が生
き残っていくのは難しいと思うので、昔からの知恵など良
い部分はしっかりと継承しながら、新しい技術やアイデア

大林 圭一 さん
代表取締役社長
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にもアンテナを張り、取り入れるべきものは取り入れて、
若い社員も育てていける会社を作り上げていきます。

◆業務内容／企業・小売店・官公庁の冷凍・
空調設備工事・メンテナンス・修理・更新 など
◆就業時間／8：00～17：00
◆休日／日祝祭（一部変則）、夏季休暇、
年末年始、GW休暇 など
◆給与／要相談、残業手当、
皆勤手当、家族手当
◆昇給・賞与など／昇給年1回（※査定による）
賞与年2回
◆福利厚生／社会保険、技術研修、
各資格取得支援（会社負担）、制服支給

暮らし

ベスト・カー・ライフ
快適な車生活をお客様へ
「ベスト・カー・ライフ」の冠に恥じぬ、
快適な車生活を実現するための盤石体
制で地域に貢献し続けている。平成15
年の創業。洗車・車検・修理・新・中古車販
売、一般整備だけにとどまらず、板金や
塗装の技術は向上し続け、現在では同社
の大きな強みへと成長。
最近では得意分野と豊富な自然環境
を活かすため、アウトドア専門の分野へ
の進出を画策中。塗装技術を活かした、
クラシックでありながら流行の空気も
纏ったアウトドア仕様車を製作してお
り、完成車は本社である『有限会社サワ
ダ』でのレンタカーを予定。野外遊びを
始めたい人々の第一歩として活躍して
くれる予定だ。
生活に必要な車から趣味も視野に入
れた新たなベスト・カー・ライフへと、活

生活から趣味へ、
新たなベストカーライフを提案

動の幅を広げ続けている。

親身になったヒアリングからベスト・カー・ライ
フは始まる。ホスピタリティと提案力にも定評が
ある。

「ウチは塗装がウリです」とは、店長の澤田さん。
的確に希望カラーを実現してくれる。

現在制作中のアウトドア仕様のデモ車。クラシッ
クなカラーがイカしてる！

求人情報

どのような職種がありますか？
＃自動車整備士 ＃鈑金塗装 ＃営業 ＃カーライフアドバイザー

◆代表者名／澤田 篤也
◆従業員数／10名 ◆資本金／300万円
◆創業／2003年（平成15年）
◆所在地／美馬市脇町大字脇町字中須697
◆TEL／0883-53-2888 FAX／0883-53-2889

教えて先輩！

紅一点。女性ならではの提案を！
岡山県から結婚を機に引っ越してきました。勤務を始

受付（1年目）

鈑金（塗装）、修理、ガラスコート
◆就業時間／9：30～19：00
◆休日／毎週水曜日

めてまだ2、3ヶ月のため、不慣れな事ばかりですが、徳

◆給与／151,800円～242,000円

島の人の優しさに助けられながら、そして感動しながら

◆賞与など／年2回

過ごす毎日です。計画中のアウトドア部門では女性なら

◆福利厚生／社会保険

ではの視点で提案やプロデュースができればと思って

◆その他／アルバイト募集：時給900円～

いるのでご期待を!オシャレで楽しいアウトドアカーラ

澤田 さやか さん

◆業務内容／車販売（新車・中古車）、車検、

業務内容（洗車、清掃）

イフを演出します!最近では、キッズルームも併設しまし
た。お子様と一緒でも安心してお越しください。

ホームページ
http://www.
bestcarlife.net/
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暮らし

やまびこ自動車
愛される場所がモットー
日々のメンテナンスや車検、修理、新・中
古車の販売に加えバイクの修理販売。損害
保険の代理業までを行う町の車屋さん。
自動車に詳しくない人やメカ類が苦手
な人にもわかりやすく伝えることを常に
心がけ、お客様の要望に答えながらもアド
バイスはしっかりと適切に。
安全で快適な運転のために全力を尽く
し続けている。
目指すのは地元の人たちが気軽に立ち
寄って相談できるような、愛される場所
だ。創業は昭和51年。地元で信頼を築き上
げた前代表の後を引き継いだのは、徳島
市内の大手ディーラーで9年、営業で5年
という盤石の実績を積んだ息子の秋山学

親子二代で作り上げた信頼と実績

さん。地元に貢献できる喜びをやりがい
に、快適なカーライフを提案。
「やまびこ」
のような快活なレスポンスが魅力だ。

事務所には顔なじみのお客さんが、談笑しに来
ることもしばしば。

真剣な眼差し。
メンテナンス中の様子。

新しい型からクラシックな一台まで、やって来る
車はさまざま

求人情報

どのような職種がありますか？

◆代表者名／秋山 学 ◆従業員数／5名

＃自動車整備士 ＃自動車販売
＃自動車保険 ＃自動車修理

◆資本金／500万円 ◆創業／昭和51年
◆所在地／美馬市脇町字曽江名396
◆TEL／0883-52-1221

教えて先輩！

やりがいを感じる日々
職場内でもお客様とも常に明るく楽しい雰囲気です。

佐々木 幸治 さん
スタッフ
（3年目）
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FAX／0883-53-7039
◆業務内容／自動車修理、販売、
整備、自動車保険

今こうして大好きな車に関わる仕事ができ、修理などで

◆就業時間／9：00～18：00

納車の際には「ありがとう」と言ってもらえ、とてもやり

◆休日／日・祝日

がいを感じている毎日です。
うちの会社はお客様の信頼

◆給与／当社規定による

が厚く、親切丁寧をいつも心がけています。これからも

◆昇給・賞与など／当社規定による

自分を頼って来てくれる存在になれるよう、笑顔・安心・

◆福利厚生／当社規定による

満足をこれからも提供し、同時に自分自身も成長してい
きたいです。

フェイスブック
https://www.facebook.com/yamabiko1221/

支える

株式会社 阿波銀行(脇町支店）
受け継ぐのは
藍商人の経営哲学

お客さま感動満足を
めざして！

創業は明治29年。今年で124年目を迎
えた今でも行是である“堅実経営”を礎に
日々進化を遂げる『株式会社阿波銀行』。
時代の流れや世代が変わりゆく中でも、
お客さまと強固な信頼関係を続けていく伝
統的営業方針“永代取引”を引き続き実践。
藍商人の精神と伝統を受け継ぐこの方
針は徳島県の発展に貢献し続けている。
脇町支店の職員たちにもこの魂はもち
ろん引き継がれており、移住創業を始めと
するさまざまな事業支援にも尽力。加えて、
銀行業務以外では清流・穴吹川の清掃など、
地域貢献活動にも積極的に参加している。
明治32年9月に開設した脇町支店は5
番目に歴史がある支店で、
トレードマーク
は「うだつの町並み」の中にある古民家を
イメージした外観。

タブレットを用いて、顧客のニーズに合わせた適
切で迅速な提案を。

1年目行員が先輩に気軽に相談しやすいアット
ホームな環境。

穴吹川の清掃活動を始め、芝桜祭りなどの行事
でも地元に貢献する。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃窓口業務 ＃渉外業務
＃融資事務業務 ＃本部勤務 他
教えて先輩！

先輩と地元のお客さまに支えられ
明るさを与えられるような行員に
美馬市は私の故郷です。支店内には、ラグビー部時代の先
輩も在籍していますし、
お客さまの中には見知った方々が多
いので、
緊張感はありながらもリラックスして仕事に臨めて
います。
現在はローン審査の受付や先輩の営業の事務処理な
ど、融資関連の業務を覚えている最中。今はあまりお客さま
と接する機会はありませんが、
ゆくゆくは地元の企業や人々

佐藤 吉倫 さん
融資担当（1年目）

◆代表者名／長岡 奨
◆従業員数／1,331名（2020年3月31日現在）
◆資本金／234億円
◆創業／明治29
（1896）年6月21日
◆所在地
本店：徳島市西船場町二丁目24番地の1
脇町支店：美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下南121-1
◆TEL／088-623-3131
（代表電話）
◆業務内容／銀行業務全般
◆職種／総合職、エリア総合職
◆就業時間／8：30～17：30
◆休日／完全週休2日制（土日）、
祝日、年末年始、夏季休暇 など
◆給与／①大卒：205,000円 ②短大卒：165,000円
育成支援手当、社宅手当、赴任手当 など
（2020年10月31日現在）
◆賞与／年２回
◆福利厚生／社会保険完備、契約スポーツ施設 など

に明るさを与えられるような行員になりたい…人と関わる
ことが好きなので、
その性格を活かして必ずなります!

詳細は当行ホームページをご確認ください。
ホームページ
https://www.awabank.co.jp/
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支える

税理士法人 喜多会計
お客様に寄り添う大切さ
昭和58年に貞光にて開業し、平成4年に

”美来”を担う
良きパートーナー

現在の脇町へと移動。当時から変わらず、
にし阿波地域の企業を長く支え続けるの
と同時に、現在では徳島市や県外にも顧
客を抱えている。
先代から変わらず掲げている経営理念
である自利利他の精神のもと、地域貢献で
きる事務所を目指しています。税務申告の
ためだけの形式的なやりとりだけで終わっ
てしまう同業者が多い中、経営についての
相談を始めとする企業の良きパートナーと
して存在しているのも魅力のひとつ。
UターンやIターンなど、移住者が増える
現在、若い経営者とのやりとりも積極的に
行うなど、美馬市が謳っている“美来創生”
を影から支える縁の下の力持ち的役割を
担っている。
現在は、都市部での豊富な実績と経験
を積んだ二代目、喜多直樹税理士を中心
により一層の躍動を続けている。

経験豊富な先輩達が分からないことがあっても
何でも教えてくれます。

テキパキと働くベテランの女性スタッフたちが脇を
固める。

トレードマークはオレンジのライン。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃税理士 ＃行政書士

◆代表者名／喜多 輝光
◆従業員数／12名
◆創業／昭和58年
◆所在地／美馬市脇町木ノ内3788-2
◆TEL／0883-53-1177 FAX／0883-53-1178

教えて先輩！

幅を広げるために日々勉強
出身は吉野川市です。学校の先生の紹介と数字を扱うこと
が好きなので志望しました。入社してまだ半年ほどなので、税
の仕組みを学ぶことに苦労していますが、周りの先輩職員に
助けてもらっています。入力を始めとする自分にできる事務作
業を的確に丁寧にこなしながら成長していけたらと思ってい
ます。今後は、外回りを中心に幅広い業務を任せていきたいと

毛利 菜々 さん
事務スタッフ
（1年目）
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◆業務内容／税務・会計・経営相談
◆就業時間／8：30～17：30
◆休日／土・日・祝日
※１月・２月・３月・５月 繁忙期は土曜半日出勤
◆給与／150,000円～
◆昇給・賞与など／昇給あり:年1回
賞与あり:年2回（夏・冬）
◆福利厚生／社会保険・雇用保険

言われているので、
もっと積極的にお客様とかかわっていきた
いです。
現在は、
簿記２級の取得を目標に頑張っています！

ホームページ
https://kitakaikei.tkcnf.com/

支える

美馬農業協同組合
（JA美馬）

人も作物も製品も、
全てに勢い

美馬の農業を広めて行く
2018年3月、国連食糧農業機関（FAO）
が提唱する『世界農業遺産（GIAHS）』に、
美馬市を含むにし阿波地域の傾斜地農耕
が認定。県内外を問わず、注目を浴びる
ニュースとなったが、その勢いは現在進行
形だ。
『美馬農業協同組合』では、高品質な
作物を用いてオリジナル製品に力を入れ
ている。
今年（2020年）の夏には、柚子の風味が
たっぷりと感じられるソフトクリームが新
発売。
「にし阿波の傾斜地農耕システム」ブ
ランドに認定された柚子ドリンク
「ゆーず」
や、寒暖差という恵まれた条件のもとで
育ったお茶もペットボトル飲料に商品化。

！！

県内はもちろん、県外も視野に入れたア
プローチで話題だ。
「組合員が元気・JAが元気・地域が元
気」を引き続きのスローガンに、日々地元
の魅力を発信し続けている。

「皮ごと丸ごと美味しい」がキャッチコピーの
シャインマスカットは社員全員がイチオシする
この時期の看板商品！

短い接客の間でも、会話に花が咲く。いつも笑顔
の対応の窓口。

ミーティングや指導の中でも和気あいあいとし
た雰囲気が続く。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃事務 ＃営業 ＃専門職

◆代表者名／三宅 正明
◆従業員数／111名
◆資本金／7億204万円 ◆創業／昭和47年
◆所在地／美馬市脇町字拝原1300番地
◆TEL／0883-53-7222

教えて先輩！

美馬市の魅力を発信したい
現在は窓口でのお客様対応に加え、保険や書類関連
など事務的な作業も担当させてもらっています。まだ
まだ覚えることはたくさんありますが、
どの部署に移っ

◆休日／土日祝、夏季休暇、年末年始

出し続けたいと思います。微力ではありますが、志望の
きっかけとなった
「かあちゃん野菜」
や
「にし阿波の傾斜
共済課窓口（2年目）

経済等の事業全般
◆就業時間／8：30～17：00

ても気持ちの良い接客を心掛け、お客様の笑顔を引き

笠井 さくら さん

FAX／0883-53-9546
◆業務内容／金融、共済、営農、

◆給与／組合規定による
◆昇給・賞与など／組合規定による
◆福利厚生／社会保険完備

地農耕システム」など、美馬市の自慢を発信するような
業務にも携われたらなと、
思っています。

ホームページ
http://www.ja-mima.or.jp/

49

支える

株式会社 徳島大正銀行(脇町支店）
地域の皆さまと
ともに未来へ

良い環境づくりが導く未来
令和2年1月1日に「大正銀行」と合併
し、屋号も新たに「徳島大正銀行」として
スタート。
これまで同様、お客様のニーズ
に応じた適切な金融サービスの提供を
中心に、持続安定的な金融仲介機能を発
揮することで、地方創生を中心とした地
域経済の発展にも注力。
創業支援、成長支援、事業継承支援な
ど、地域金融機関としての要望に応える
べく、支店スタッフ全体での意識共有と
抜群のチームワークを持って美馬市を
底から支え続けていく。
また、高い水準の子育てサポートを
行っている企業に与えられる「プラチナ
くるみん」。女性がより活躍する企業の
証として認定される「えるぼし」も取得
するなど、働きやすい職場環境づくりに
積極的に取り組んでいるも大きな魅力
のひとつだ。

スタッフ同士による情報の共有やミーティング
もしっかりと和やかに行う。

屋号は変われど、
スタッフと店内は変わらず。
清潔感あふれる店内に爽やかな声が響く。

スタッフ同士の交流会も盛ん。チームワークとアッ
トホームさは県西部ナンバーワン!?

求人情報

どのような職種がありますか？
＃銀行業務全般

◆所在地
脇町支店：美馬市脇町字拝原1447-1
◆TEL／0883-53-8411（脇町支店）
◆業務内容・職種／銀行業務全般
◆就業時間／8：30～17：30

教えて先輩！

伸ばされる杭になる

◆休日／完全週休2日制、祝日、年末年始
◆給与／205,000円（令和2年4月実績）
◆昇給・賞与など／昇給：年1回（4月）

生まれ育った大好きな美馬市で就職が叶い、県外の大
学卒業後、帰ってきました。今は毎日、窓口でお客様の応
対をしています。心がけているのは、丁寧な接客に心を
添えて。お客様に「ありがとう」と笑顔で言ってもらえる

島川 可奈 さん
窓口担当（1年目）
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賞与：年2回（6・12月）
◆福利厚生
〈補助〉住宅（規定による）社宅（徳島・大阪）
〈制度〉財形、共済会、従業員持株会、住宅貸付、企業年金、
年次有給休暇、特別休暇、育児休業、介護休業 など

事が、今の私のモチベーションとなっています。
「出る杭

〈施設〉
独身寮、社宅、契約スポーツクラブ、契約リゾート施設 など

は伸ばす」という会社のスローガンに沿って、これから

◆採用実績／2019年：74名、2020年：54名

様々なことにチャレンジを！熱い心を持ち続けながら成
長していきたいです。

ホームページ
https://www.tokugin.co.jp/

支える

美馬市役所
美馬市をより良くしていく
美馬市では市役所業務だけではなく、
市民の様々なニーズに応えるべく多方
面で活動を行っており、組織の活性化を
図り市民サービスの向上に繋げるため、
行政事務、土木・建築、保育士・幼稚園教
諭、消防士等の正規職員採用試験を実施

美しく駆ける
活躍都市 美馬
～住み続けたい
まちをめざして～

している。
市の目指すべき将来像「美しく駆ける
活躍都市

美馬～住み続けたいまち

をめざして～」を実現するために、
「成長
志向の人材」、
「積極果敢な人材」、
「説明
力の高い人材」を求めている。
採用方法は、公務員試験対策不要の試
験を実施することにより、公務員を目指
している方から民間就職希望の方まで、
様々な方がチャレンジできる試験となっ
ており、
「美馬市で働きたい」、
「地域を活
性化したい」等、熱い志をお持ちの方を
募集している。

たくさんの子ども達と出会い、関われ、
「人づくり」
「人育て」に貢献、そして共に成長できる保育士。

市民の暮らしを支える道や構造物は、完成する
と後世まで残り、社会と人々の役に立っている実
感が味わえる土木技師。

子どもが生まれる前の「パパママ教室」で人々の
健やかな暮らしに役立っているという大きな喜
びを感じることができる保健師。

求人情報

どのような職種がありますか？
＃行政事務(①行政事務・②障がい者枠)
＃土木・建築 ＃保育士 ＃幼稚園教諭 ＃消防士 他
教えて先輩！

魅力的で住みやすいまちづくり
「想い」を集めて実現していく
市役所の仕事は、
「市民の暮らし」と「まちの発展」を肌で感じ
ることができます。自分が担当する仕事が「まちの発展につな
がっている」と実感できる瞬間は、ものすごく嬉しいです。
「空き
家を利活用した飲食店がオープンし、雇用が生まれ、市外から

長岡 裕己 さん
一般行政（8年目）

◆市長／藤田 元治 ◆職員数／412名
◆所在地／美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
◆TEL／0883-52-1212（代）
◆業務内容／市の各部局等において一般行政
事務および技術的業務などに従事
◆就業時間／1日当たり7時間45分
※4週間を超えない期間につき
1週間当たり38時間45分
◆休日／土日祝、年末年始、夏季休暇、
特別休暇、結婚、出産、育児時間、
忌引、介護休暇 等

若者の往来が生まれる」など、まちの発展に関わる仕事は、本当

◆昇給・賞与など／年2回制

にやりがいを感じます。
「まちを盛り上げたい！」という「想い」

◆福利厚生／社会保険完備

を持つ民間企業や地域の方々とともに、まちの発展に関われる
ことが、市役所職員の醍醐味です。
ホームページ
http://www.city.mima.lg.jp/
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・ ・

やすみませんか？

仕事も
いいですが

平日も退社後は

プロの格闘家を目指し、
練習の日々

充実のプライベートタイム

松尾建材
試験室

矢本 芳 香 さん

東洋警備保障
警務課

田邊 雅弥 さん

僕はプロ格闘家を目指しています。小さい頃に
空手を始め１度は格闘技から離れてしまい
ましたが、再び本気でプロになると決めて普段
から仕事と格闘技の両立を頑張っています！

職場は朝が早い代わりに退社時間も早いので、
平日でも会社帰りにヨガに行くなど充実して
います。休日も家でじっといていることは
ほとんどなく、お出かけすることが多いです。

Q

休日は何をして過ごしていますか？

Q

休日は何をして過ごしていますか？

A

旦那さんが単身赴任で週末しか帰ってこないので、デートし

A

休日は友達と買い物に行ったり部屋の掃除をしたりずっと寝

たりして一緒にいる時間を最大限楽しんでいます。行き先は

ている日もたまにあります。用事が終われば夜に格闘技の練

うだつの町並みにあるカフェや、足を伸ばしてショッピング

習をして1日が終わります。美馬市内のおすすめスポットは穴

モールなどに行くことが多いです。

吹川です。夏は休みの日ほとんど泳ぎに行っています。バーベ
キューをしたり田舎でしかできない遊びだと思います。

ある日のスケジュール

ある日のスケジュール
OFF

ON

5:30

起床

7:00

出勤
現場で品質調査

7:00

13:00 社内報作成
16:00 毎日の掃除習慣
16:30 退社
19:00 ヨガ教室へ

10:00

起床

6:00

起床

9:00

ショッピング

7:00

出勤

10:00

布団を洗濯

13:00

市内の日サロへ

15:00

友人とお出かけ

モールへお出かけ
17:00

帰宅

21:00

家族と晩酌

17:30

ランニング

23:00

就寝

19:00

夕食

18:00

練習

20:30

ジムで練習

21:00

夕食

1:00

就寝

1:00

23:00 就寝

#ゲーム

#ヨガ

起床

帰宅・夕食

18:00

21:00 帰宅
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OFF

ON

#カップケーキ #手作り

#新車

就寝

#穴吹川

#練習

本誌では美馬市の企業を数多く紹介していますが、そこで働いている皆さんはオフの日は何をして過

美馬で働く

4

人

ごしているのでしょう。特集コーナー「やすみませんか」では、本誌に掲載している企業で働く方の休日

それぞれ
の休日

の過ごし方を徹底インタビューしました。同じ土地で働いていても休日の過ごし方は人それぞれ。あな
たならどこで働き、どういう余暇を過ごしますか？

気分転換して
リフレッシュ
昼は少年野球
夜は晩酌

エス・ビー・シー
技術部

金井 詩 帆 さん

エス・ビー・シー
技術部

蔭 山 恭 平 さん

職場は建設コンサルタントで現場作業からデスク
ワークなど色んな業種があります。
ここ数年で、
20代の社員も増えてきたため後輩たちの
良いお手本となるよう頑張っています!

現在所属している部署はまさしく頭脳派！
業務によっては終日外で現場作業をするため、
体力と健康な身体が命。休日に気分転換を
して脳と身体をリフレッシュします。

Q

休日は何をして過ごしていますか？

Q

休日は何をして過ごしていますか？

A

集中して絵を描いていると､いつの間にか休日が終わってし

A

趣味の草野球や、小学生に野球を教えたりしていますが休日

まいます｡ふとした瞬間に外出したくなるため､地元の図書

の楽しみはお酒を飲むことです。一人で晩酌も好きなのです

館や品揃えの豊富な本屋さんに足を運んだり､近所の自然

が、友人や同僚達と飲んでいろんな話をするのも1つの楽し

豊かな散歩道を歩いたりして､落ち着いた時間を過ごしてい

みです。

ます。

ある日のスケジュール
OFF

ON

OFF

ON

7:00

起床

5:00

起床

6:30

起床

7:00

起床

8:00

出勤

9:30

ひなたぼっこで
二度寝

7:40

出勤
測量業務

8:00

少年野球練習

18:00

帰宅

14:00 本屋

21:00

読書

16:00 昼寝

24:00

就寝

22:00 お絵描き・読書
24:00 就寝

#読書

ある日のスケジュール

#自然

#夕焼け

12:00

昼食

13:00

帰宅

20:00

帰宅

18:00

夕食・晩酌

24:00

就寝

24:00

就寝

#少年野球

#草野球

#晩酌
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特集ページ

高校生が

(株)テレコメディアの仕事を体験してきました！
「おもてなしクオリティ」
その実態を体験！
「コールセンター」という、言葉は聞いたこと
があるけれど、正直言えばよくわからない
お仕事…。一体どんな会社で、どんな人が働
き、どのような仕事をしているのか…。
地元の高校生3人が訪問してきました。
会社の歴史や実際に働くスタッフさんたちを
直に見て、どんな事を思ったのでしょうか。
ここは、生徒さんが子供の頃から馴染みの
あった、かつての旧脇町図書館です。

本部の方からの会社のお話に熱心に耳を傾ける。

職場体験に参加した高校生の声

マネージャーより、具体的な仕事現場のお話に興味深々。

高校3年生

大谷 蘭 さん

普段あまり通販を利用していない私でも知ってい
る会社の名前が出てきて驚きました。電話の先がこ
んなところに繋がっていたことに驚いたと同時に、
言葉遣いなどが美しくて感動しました!

高校1年生

大谷 梓桜 さん

10人ぐらいで対応しているのかなと思っていたの
で、テーブルと電話の数を見て驚きました。和気あ
いあいとした雰囲気も良くて、先輩・後輩の壁がな
さそうなのが印象的!どうやって商品が私たちの元
に届くのかも知れて面白かったです。

高校1年生

野崎 安里 さん

どういう事をする仕事かは知っていたので、実際に中
が見れて興味深かったです。今日は実際に話しをして
いる姿も拝見させてもらったのですが、皆さんの言
葉遣いは本当に素晴らしかったです。電話応対以外の
業務を請け負っているのは知りませんでした。

先輩からのコメント
今年入社の先輩お二人との談話タイムでは和気あいあいと
質問が飛び交う。
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「トーク下手を
克服できました！」

学生の3人には、電話応対の言葉遣いなどが難しく
映ったかもしれませんが、研修や反復を行うことで
慣れてきますよ。私も入社するまではコミュニケー
ションを取るのが得意じゃなく、話すことが苦手で
したが、入社4ヶ月でトークスキルが身につき克服
できたような気がしています。電話口で相手の要望
を汲み取ることが大切なので、人と接することが得
意な方は向いているかも知れません。弊社は18～
60代まで、多彩な世代が在籍しています。ほとんど
が女性です。社内の雰囲気がアットホームに感じら

櫻本 かすみ さん
オペレーター（1年目）

れたのは、スタッフ同士が仕事以外での相談をする
ことも多く、仲が良いからかもしれませんね!

最 後に...
「 地 域の良さ」を語る時、
そこには必ず「 人の良さ」があります。
ここで紹介してきた企業も、
それを形づくっているのは「人」。
企 業の良さは、人の良さ。
あなたが育ったこの土地で
あなたもあたたかな人の輪に
加わってみませんか。
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