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
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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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