
支
え
る株式会社 阿波銀行(脇町支店）

スタッフ（3年目）

　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

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。

愛される場所がモットー

＃自動車整備士 ＃自動車販売
＃自動車保険 ＃自動車修理

どのような職種がありますか？

佐々木 幸治 さん

やまびこ自動車暮
ら
し

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

教えて先輩！

求人情報
◆代表者名／秋山 学 ◆従業員数／5名

◆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

　FAX／0883-53-7039

◆業務内容／自動車修理、販売、

　　　　　　整備、自動車保険

◆就業時間／9：00～18：00

◆休日／日・祝日

◆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／当社規定による

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

親子二代で作り上げた信頼と実績

融資担当（1年目）

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。

＃窓口業務 ＃渉外業務
＃融資事務業務 ＃本部勤務 他

どのような職種がありますか？

佐藤 吉倫 さん

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。

　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

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!

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

教えて先輩！

求人情報
◆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

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/

お客さま感動満足を
めざして！

　職場内でもお客様とも常に明るく楽しい雰囲気です。

今こうして大好きな車に関わる仕事ができ、修理などで

納車の際には「ありがとう」と言ってもらえ、とてもやり

がいを感じている毎日です。うちの会社はお客様の信頼

が厚く、親切丁寧をいつも心がけています。これからも

自分を頼って来てくれる存在になれるよう、笑顔・安心・

満足をごれからも提供し、同時に自分自身も成長してい

きたいです。

やりがいを感じる日々

　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。

受け継ぐのは
　　　 藍商人の経営哲学
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支
え
る美馬農業協同組合（JA美馬）

事務スタッフ（1年目）

　昭和58年に貞光にて開業し、平成4年に

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。

お客様に寄り添う大切さ

毛利 菜  々さん

税理士法人 喜多会計

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。

　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

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！

幅を広げるために日々勉強教えて先輩！

求人情報
◆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

◆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

”美来”を担う
良きパートーナー

＃税理士 ＃行政書士
どのような職種がありますか？

ホームページ
https://kitakaikei.tkcnf.com/

求人情報
◆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

　FAX／0883-53-9546

◆業務内容／金融、共済、営農、

　　　　　　経済等の事業全般

◆就業時間／8：30～17：00

◆休日／土日祝、夏季休暇、年末年始

◆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

ホームページ
http://www.ja-mima.or.jp/

共済課窓口（2年目）

　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！

美馬の農業を広めて行く

笠井 さくら さん

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。

　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

ても気持ちの良い接客を心掛け、お客様の笑顔を引き

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

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。

美馬市の魅力を発信したい教えて先輩！

人
も
作
物
も
製
品
も
、

　
　
　
　
全
て
に
勢
い
！！

＃事務 ＃営業 ＃専門職
どのような職種がありますか？

支
え
る
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支
え
る美馬農業協同組合（JA美馬）

事務スタッフ（1年目）
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現在の脇町へと移動。当時から変わらず、
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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”
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支
え
る美馬市役所

窓口担当（1年目）

　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。

良い環境づくりが導く未来

島川 可奈 さん

株式会社 徳島大正銀行(脇町支店）支
え
る

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!?

教えて先輩！

求人情報
◆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

◆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）

　　　　　　　　 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

〈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

◆採用実績／2019年：74名、2020年：54名

ホームページ
https://www.tokugin.co.jp/

ホームページ
http://www.city.mima.lg.jp/
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　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

事が、今の私のモチベーションとなっています。「出る杭

は伸ばす」という会社のスローガンに沿って、これから

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。

伸ばされる杭になる

＃銀行業務全般
どのような職種がありますか？

求人情報
◆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

◆昇給・賞与など／年2回制

◆福利厚生／社会保険完備

一般行政（8年目）

　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

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。

美馬市をより良くしていく

長岡 裕己 さん

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。

教えて先輩！

　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

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

にやりがいを感じます。「まちを盛り上げたい！」という「想い」

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。

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

＃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

どのような職種がありますか？

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～
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