
育
て
る有限会社 美馬グリーンサービス つ

く
る株式会社 栄工製作所

代表取締役

　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。

経営者としての視点を持つ

藤原 昌樹 さん

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！

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

◆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

教えて社長！

美味しいを多くの人へ届けるための
発想と展開力

＃農業全般
どのような職種がありますか？

事務（1年目）

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。

三宅 花音 さん

求人情報
◆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

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

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。

教えて先輩！

徳島県はぐくみ支援企業認定

　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

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。

成長を重ねていきたい

　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

常に持ちながらベストな作物を選び作っています。

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。

美味しさと経営を両立する意識

　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

勢を見せ続けている。

私たちが手にする
　　　　　製品にも栄工！

世界基準の高品質部品を製作

＃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)

どのような職種がありますか？
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お客様に驚きと感動を！！

つ
く
る

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。

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

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。

大阪市南森町1丁目新築工事ゆめタウン徳島

ニトリ高松 田村店新築工事(有)西阿運送 第4倉庫新築工事

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。

　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

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。

　「県内で最も勢いがある」と、信頼を寄

せる方から噂をお聞きし、どうしても働い

てみたくて徳島市内から引っ越してきま

した。以前も鉄工所に勤めていたのです

が、整備力や技術力、仕事へのこだわり含

めて非常にレベルが高いと感じています。

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！

県内で最も勢いが
あると聞いて！

　切断した鉄を研磨機で摩擦面処理を

行っています。穴吹鉄工は父親が勤めてい

た会社で馴染みがあり、転職を考えてい

たタイミングで縁があって入社しました。

自分が関わった建物を見かけた時に最も

やりがいを感じます。休日や勤務時間な

ど、働きやすい環境も魅力の一部だと思

います。

働きやすい
環境に感謝!

製造部／溶接課（1年目）

近藤 栄作 さん

教えて先輩！

製造部／一次加工課（5年目）

林　孝文 さん

教えて先輩！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

穴吹鉄工 株式会社 鉄と共に人々の豊かな暮らしを支え、常に成長し続ける。

　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。

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

QRから
企業動画を

見よう！

ホームページ https://anatetsu.co.jp/

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。

工務部／設計課 製造部／二次加工課 製造部／溶接課
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つ
く
る

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。

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

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。

大阪市南森町1丁目新築工事ゆめタウン徳島

ニトリ高松 田村店新築工事(有)西阿運送 第4倉庫新築工事

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。

　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

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。

　「県内で最も勢いがある」と、信頼を寄

せる方から噂をお聞きし、どうしても働い

てみたくて徳島市内から引っ越してきま

した。以前も鉄工所に勤めていたのです

が、整備力や技術力、仕事へのこだわり含

めて非常にレベルが高いと感じています。

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！

県内で最も勢いが
あると聞いて！

　切断した鉄を研磨機で摩擦面処理を

行っています。穴吹鉄工は父親が勤めてい

た会社で馴染みがあり、転職を考えてい

たタイミングで縁があって入社しました。

自分が関わった建物を見かけた時に最も

やりがいを感じます。休日や勤務時間な

ど、働きやすい環境も魅力の一部だと思

います。

働きやすい
環境に感謝!

製造部／溶接課（1年目）

近藤 栄作 さん

教えて先輩！

製造部／一次加工課（5年目）

林　孝文 さん

教えて先輩！
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

穴吹鉄工株式会社 鉄と共に人々の豊かな暮らしを支え、常に成長し続ける。

　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。

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

QRから
企業動画を
見よう！

ホームページ https://anatetsu.co.jp/

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。

工務部／設計課 製造部／二次加工課 製造部／溶接課

1312



若手のスタッフ達が織りなす力

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

　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。

高度な成果を実現する
先進技術と人材育成

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

　高校二年生時のインターンシップでボー

リングの現場を見学した時からここで働く

と決めていました。仕事の魅力、苦労、大切さ

を丁寧に教えてもらった時に刺さったんで

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。

ここで働くと
ずっと決めていた

工務部（1年目）

川又 祐一郎 さん

　　導入されている3Dスキャナーをはじ

め、先進設備に触れたかったのが志望の動機

となりました。まだまだ出来ることは少ない

ですが、将来的にはもっと多くの大きな設計

に携わり、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。

高度な知識と技術の獲得

技術部（1年目）

新開 翔太 さん

　職場体験で訪れた時、優しく丁寧に教えて

いただいた先輩方が好印象で志望しました。

現在は電話対応を主に事務全般を担当して

います。自分自身の成長とともに、後輩たち

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。

職場体験が入社の決め手

総務部（1年目）

折本 美咲 さん

　休日の要望に応えてもらったり、人間的に

も仕事的にも尊敬できる先輩の存在も助

かっています！自分の現場が完成することも

やりがいのひとつですが、若手が集まる「若

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。

頼られるリーダーを
目指して

技術部（5年目）

蔭山 恭平 さん

　建てる前の基礎となる部分のため、ひとつ

の間違いが大事故に繋がります。とにかく現

状に満足せず、高品質な仕事を心がけていき

たいですね。まずは地質調査を極めます!自

分の言葉に責任が持てるような人間になり

たいです。

常に質の高い仕事を！

技術部（1年目）

金井 詩帆 さん

　地すべり調査で訪れた現場で、地元の人か

ら「（安全を作ってくれて）ありがとう」と言

われた時に、初めてこの仕事の大切さとやり

がいを感じることができました。もっと大き

な仕事をこなし、社長みたいな人間になれる

よう日々精進します！

社長LOVEっす！

技術部（1年目）

豊田 祐貴 さん

《主な取得資格》TOTAL
SOLUTION

◆ 技術士

　 ◎建設部門/土質及び基礎

　 ◎建設部門/道路

　 ◎建設部門/河川・砂防及び海岸・海洋

　 ◎建設部門/鋼構造及びコンクリート

　 ◎応用理学部門/地質、上下水道部門

◆ 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、

　 土基礎、土質及び基礎）

◆ 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

◆ 地盤品質判定士 ◆ 河川点検士  ほか

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。

教えて先輩！

社内の三部門が連携し、コ

ンサルティングから工事ま

でをトータルでサポート。

多彩なニーズに応え、効率

的かつ一貫性のある受注体

制を完備。お客様に丁寧、ス

ピーディに対応している。

CONSULTATION
コンサルタント部門

INVESTIGATION
調査部門

CONSTRUCTION
工事部門

QRから
企業動画を

見よう！

つ
く
る株式会社 エス・ビー・シー

＃営業部門 ＃工事部門
＃コンサルタント（調査・設計・測量）部門

どのような職種がありますか？
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若手のスタッフ達が織りなす力

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

　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。

高度な成果を実現する
先進技術と人材育成

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

　高校二年生時のインターンシップでボー

リングの現場を見学した時からここで働く

と決めていました。仕事の魅力、苦労、大切さ

を丁寧に教えてもらった時に刺さったんで

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。

ここで働くと
ずっと決めていた

工務部（1年目）

川又 祐一郎 さん

　導入されている3Dスキャナーをはじめ、

先進設備に触れたかったのが志望の動機と

なりました。まだまだ出来ることは少ないで

すが、将来的にはもっと多くの大きな設計に

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。

高度な知識と技術の獲得

技術部（1年目）

新開 翔太 さん

　職場体験で訪れた時、優しく丁寧に教えて

いただいた先輩方が好印象で志望しました。

現在は電話対応を主に事務全般を担当して

います。自分自身の成長とともに、後輩たち

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。

職場体験が入社の決め手

総務部（1年目）

折本 美咲 さん

　休日の要望に応えてもらったり、人間的に

も仕事的にも尊敬できる先輩の存在も助

かっています！自分の現場が完成することも

やりがいのひとつですが、若手が集まる「若

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。

頼られるリーダーを
目指して

技術部（5年目）

蔭山 恭平 さん

　建てる前の基礎となる部分のため、ひとつ

の間違いが大事故に繋がります。とにかく現

状に満足せず、高品質な仕事を心がけていき

たいですね。まずは地質調査を極めます!自

分の言葉に責任が持てるような人間になり

たいです。

常に質の高い仕事を！

技術部（1年目）

金井 詩帆 さん

　地すべり調査で訪れた現場で、地元の人か

ら「（安全を作ってくれて）ありがとう」と言

われた時に、初めてこの仕事の大切さとやり

がいを感じることができました。もっと大き

な仕事をこなし、社長みたいな人間になれる

よう日々精進します！

社長LOVEっす！

技術部（1年目）

豊田 祐貴 さん

《主な取得資格》TOTAL
SOLUTION

◆ 技術士

　 ◎建設部門/土質及び基礎

　 ◎建設部門/道路

　 ◎建設部門/河川・砂防及び海岸・海洋

　 ◎建設部門/鋼構造及びコンクリート

　 ◎応用理学部門/地質、上下水道部門

◆ 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、

　 土基礎、土質及び基礎）

◆ 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

◆ 地盤品質判定士 ◆ 河川点検士  ほか

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。

教えて先輩！

社内の三部門が連携し、コ

ンサルティングから工事ま

でをトータルでサポート。

多彩なニーズに応え、効率

的かつ一貫性のある受注体

制を完備。お客様に丁寧、ス

ピーディに対応している。

CONSULTATION
コンサルタント部門

INVESTIGATION
調査部門

CONSTRUCTION
工事部門

QRから
企業動画を

見よう！

つ
く
る株式会社 エス・ビー・シー

＃営業部門 ＃工事部門
＃コンサルタント（調査・設計・測量）部門

どのような職種がありますか？
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つ
く
る株式会社 北岡組 つ

く
る株式会社 津川組

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

スタッフ（24年目）

　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。

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。

お客様と環境を大切に...

長尾 誠二 さん

東京営業所と本社スタッフとのWeb会議で仕事
の共有。

教えて先輩！

みまっこ子育て応援企業認定

ホームページ
http://www.kitaoka-group.com/

ホームページ
https://tsugawagumi.co.jp/

徳島県はぐくみ支援企業認定

＃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

どのような職種がありますか？

　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

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！

　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

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！

自分で考えて行動できる社員に

故
郷
の
ま
ち
を
つ
く
る
仕
事

　
　
　
　
　
大
き
な
誇
り
を
胸
に

職人たちの技術と
現代的の感性の融合

求人情報
◆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、

　　　　　　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

土木工（2年目）

　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。

全世代から評価される住宅

飛田 壮摩 さん

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。

快適な町づくりを目指して

＃大工 ＃土木工 ＃事務
どのような職種がありますか？

教えて先輩！
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つ
く
る株式会社 北岡組 つ

く
る株式会社 津川組

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

スタッフ（24年目）
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みまっこ子育て応援企業認定

ホームページ
http://www.kitaoka-group.com/

ホームページ
https://tsugawagumi.co.jp/
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故
郷
の
ま
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を
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く
る
仕
事

　
　
　
　
　
大
き
な
誇
り
を
胸
に

職人たちの技術と
現代的の感性の融合

求人情報
◆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
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◆就業時間／8：00～17：00
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　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。
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つ
く
る有限会社 高木建設 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。

＃事務員 ＃施工管理 ＃ＩＣＴ施工管理
＃建設機械オペレーター ＃建設技能者

どのような職種が
ありますか？

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。

　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。

　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。

もっともっと挑戦！！
　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
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。

やりがいを感じる日々

工務部（2年目）

坂口 龍希 さん

教えて先輩！

運輪部（1年目）

佐古 龍一 さん

教えて先輩！

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

ICT×土木
革新を続けるトップランナー

ホームページ http://takagikensetsu.com/company/

《主な取得資格》

★2017年から3年連続 徳島県知事賞受賞

◆ 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

《主な保有機械》
◆ 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

［五方良し］

住民良し

行政良し企業良し

作り手良し 未来良し

品質の良い社会資本整備と
安心・安全・便利なくらし

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。

社員を含む関係者が自らの
成長と豊かさを実現できる

受発注者間の
活発な情報共有で
工期短縮・利益アップ

インターンシップを開催！

「高木建設SDGs宣言」

認証取得ISO／
環境マネジメント
システム：ISO14001

QRから
企業動画を

見よう！

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!!

1918
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さややりがいをたっぷりと伝えた。
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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
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ICTに挑戦していきたいです。
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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。
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入りました。入る前のイメージとは全く違い、
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◆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
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成長と豊かさを実現できる

受発注者間の
活発な情報共有で
工期短縮・利益アップ

インターンシップを開催！

「高木建設SDGs宣言」

認証取得ISO／
環境マネジメント
システム：ISO14001

QRから
企業動画を

見よう！

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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つ
く
る株式会社 原田組 有限会社 松尾建材

専務（16年目）

　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

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。

自然環境を守りつつ、高い技術力で暮らしの道
を守る。

世代の垣根がない円満な社風

＃施工管理技士 ＃作業員
＃重機オペレーター ＃接客業 ＃旅館業 

どのような職種がありますか？

根本 大輔 さん

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）

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。

経営する施設

教えて先輩！

自然保護と開発の調和

こやだいら観光ステーション「れいわ」

つるぎの湯「大桜」

試験室（2年目）

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。

　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

日もトップを目指し走り続ける。

ぶれずにとことん、
　　　　　 生涯、生コン！

#品質管理 #営業サポート
#プラントオペレーター #運転手

どのような職種がありますか？

喜多 淑恵 さん

求人情報
◆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

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。

教えて先輩！

質の高い仕事の背景に
強固なチームワーク

つ
く
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

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。　

気がつけば生コンにハマってる!

　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

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。

グローバルな環境作りと技術の継承
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つ
く
る株式会社 原田組 有限会社 松尾建材

専務（16年目）

　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

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。

自然環境を守りつつ、高い技術力で暮らしの道
を守る。

世代の垣根がない円満な社風

＃施工管理技士 ＃作業員
＃重機オペレーター ＃接客業 ＃旅館業 

どのような職種がありますか？

根本 大輔 さん

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）

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。

経営する施設

教えて先輩！

自然保護と開発の調和

こやだいら観光ステーション「れいわ」

つるぎの湯「大桜」

試験室（2年目）

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。

　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

日もトップを目指し走り続ける。

ぶれずにとことん、
　　　　　 生涯、生コン！

#品質管理 #営業サポート
#プラントオペレーター #運転手

どのような職種がありますか？

喜多 淑恵 さん

求人情報
◆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

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。

教えて先輩！

質の高い仕事の背景に
強固なチームワーク

つ
く
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

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。　

気がつけば生コンにハマってる!

　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

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。

グローバルな環境作りと技術の継承

20 21



つ
く
る有限会社 ラッキー産業 教

え
る株式会社 脇町自動車学校

代表取締役社長

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。

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

金川 恵介 さん

求人情報

◆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

◆所在地／美馬市脇町別所2199

◆TEL／0883-52-4347  FAX／0883-52-3666

◆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

◆就業時間／8：00～17：00

◆休日／日祝祭、年末年始、盆 ほか

　　　　（会社カレンダーによる）

◆給与／会社規定による

◆福利厚生／社会保険完備

ホームページ
https://www.lucky-slippers.jp/index.shtml

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。

教えて社長！

時流を読み、
新たな挑戦を続けるスリッパメーカー

　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

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。

　新商品を作る時には、展示会などで生地を見極め、スリッ

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

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

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

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

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

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。 

一から商品をつくりあげる喜び

自由な発想と企画力

　“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

大の武器である。

時代の変化への対応力

飽くなき挑戦で
未来へ向かって進化を続ける

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。

教習指導員（1年目）

平原 拓馬 さん

教えて先輩！

　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。

指導で大切なのはバランス

教習指導員（4年目）

森 勇次 さん

教えて先輩！

　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！

資格取得!会社とともに成長を！

求人情報

◆代表者名／横山 敦 ◆従業員数／20名

◆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

◆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/

＃教習指導員 ＃指導員見習い ＃事務 ＃技能検定員
どのような職種がありますか？
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