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株式会社石見銀山生活文化研究所 

石見銀山から「根のある暮らし」を発信しています

こんな仕事してます 

①人口わずか 400 人足らずの山間の町を
本拠地に、土地に根差しながら日々の暮ら
しを楽しむ「根のある暮らし」を全国に発
信しています。 
②日本の技術やものづくりの持続・発展に
寄与できるよう、全国の産地や機屋さんと
共に生地から企画する洋服づくり、全国の
魅力的な雑貨の仕入れ、古民家の再生など
を行っています。
③ものづくりだけでなく、築 230 年の古
民家を再生した宿の運営、石見銀山に咲く
梅の花から発見した自然酵母「梅花酵母」
の研究開発（パン、酒、化粧品、他）など
様々な分野への挑戦を続けています。 

これが魅力です 

・本社は世界遺産「石見銀山」のエ
リア内で、歴史ある美しい町並みや
豊かな自然の中という素晴らしい環
境です。 
・常に業種、業態にとらわれない新
しい挑戦をする会社なので、仕事内
容も多岐に渡り多様な経験が積めま
す。 
・会社の周りにはスタッフで作る田
んぼや畑があり、犬やヤギを連れて
出社するスタッフもいます。その他
狩猟や養蜂など、あらゆることが会
社の周りでできます。 

本社社屋横の築 270 年の茅葺古民家が社員食堂 外観は風景に馴染みながら、中は近代的なオフィス

■会社概要

●設立／１９９８年   ●資本金／４，８００万円   ●代表者／代表取締役社長 松場登美  

●社員数／１３５名   ●売上高／１９億８，０００万円   

●事業内容／婦人服、日用雑貨品の企画・製造・販売、飲食業など 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在) 

●初任給／大卒１７５，０００円  短大卒１６５，０００円  ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／全国  ●勤務時間／８：４５～１８：００   ●休日・休暇／９３～１０５日 

●福利厚生／各種社会保険   ●応募資格／特になし 

●採用職種／パタンナー、生産管理、事務、営業、販売員、その他 

※いずれも目安（職種・勤務地により変動）

■お問合せ

総務部   ＴＥＬ 0854-89-0131
E-mail／info@gungendo.co.jp URL／http://www.gungendo.co.jp

先輩からのメッセージ 

名古屋で生まれ、海外居住も経験して東京の
大学で外国語を学んだ末に縁あって大森町に
移住・就職しました。今は「暮らしながら働く」
という暮らしに重点を置いた生活が送れる環
境です。大森の自然や歴史文化、人に接して、
これまでに住んだどの地域とも違う特別な魅
力を感じています。
名古屋大学附属高校⇒東京外国語大学卒 三浦 類
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帝人コードレ株式会社 

グローバルに展開する人工皮革を共に発信しましょう 

こんな仕事してます 

■人工皮革メーカーとしての高い
技術力により、スポーツシューズ
やボール、ランドセル、紳士・婦人
靴などの用途向けに、高機能素材
を開発・製造します。 

■人工皮革の新素材・新機・環境対
応を追求し、顧客の要求する製品
を作り上げる仕事です。 

■未知の商品開発を日々行ってい
ます。

これが魅力です 

■国内外のアスリートが使用して
いるシューズなどの原料を開発、
生産しています。 

■自分を含め廻りの人たちが日常
使用している製品に多く使用され
ています。 

■国内外の有名メーカーと共に新
商品開発が行えます。

事務所全景 生産風景 

●初任給／大卒２１３，８７０円   短大卒１７４，２５０円  ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／島根県大田市  ●勤務時間／８：３０～１７：００  ●休日・休暇／GW、お盆、年末年始 

●福利厚生／年次休早期付与、パックアップ休制度、育児、看護休制度    

●応募資格／理系（基礎化学知識をお持ちの方）  ●採用職種／人工皮革 研究開発 

先輩からのメッセージ 

高校生の頃、大田にこの工場がある事は知っていま
したが、実際採用され仕事をしてみると、大田市から全
世界へ人工皮革を製造発信していることに、驚きを感
じ、自分も一役を担っている実感がわいてきました。
先輩社員の方々もアットホームに、丁寧な指導で、大

学時代勉強していない分野も、苦労なく習得してきて
います。 
こんな我が社を皆さんにお勧めします。 
H26 年入社 東京工業大学有機高分子物質学卒 

■会社概要

●設立／１９８５年  ●資本金／１億円  ●代表者／ 代表取締役 阪井 宏史 

●社員数／１７０名  ●売上高／５０億円  ●事業内容／人工皮革 開発・製造・販売 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

■お問合せ

総務管理課   ＴＥＬ ０８５４－８２－２２２２

E-mail／eiji_hadano@teijin-cordley.co.jp URL／
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     株式会社 大屋ハイテック 

こんな仕事してます                 これが魅力です

先輩からのメッセージ

豊かな社会づくりに貢献し、地域とともに発展する企業を目指してます。 

地域貢献と人材育成を常に意識

した『仕事のプロ集団』を目指し

ています。専門的知識や資格の取

得へ各自が率先して勉強し、また

人間力向上へ社内外教育へ積極

的に参加し中長期的な組織づく

りを目指している会社です。我社

独自の方針管理を構築し社員一

人ひとりの成長へ繋げています。

株式会社 大屋ハイテック 本社 測量部門の作業風景 

■会社概要

●設立／１９７８年  ●資本金／１，０００万円  ●代表者／ 代表取締役 大屋 勝平 

●社員数／ ２２名  ●売上高／２億５千万円  ●事業内容／測量業、建設コンサルタント業、地質調査、

一級建築設計、施工管理、地籍調査、設計施工管理     

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１７９，４５０円＋(能力給＋資格手当)  短大卒１５６，９７５円＋(能力給＋資格手当)

●昇給・賞与／昇給年 1回・賞与年 2 回 ●勤務地／島根県邑智郡邑南町矢上 4575   

●勤務時間／８：００～１７：００  ●休日・休暇／ 年１１０日 

●福利厚生／各種加入保険、各種イベント   ●応募資格／特に必要なし。入社後、国家資格など挑戦 

●採用職種／測量、設計助手    システム管理技術者 

■お問合せ

常務 河鰭(かわばた)正信   ＴＥＬ ０８５５－９５－０８２２

E-mail／ kawabata＠ohya-ht.co.jp URL／http://www. Ohya-ht.co.jp/

若年層の会社です。少数精鋭での業務ですの

で仕事に対してのやりがいは確実にありま

す。また知識や技術力も確実に身につけば毎

日の仕事が楽しいですよ！福利厚生面でも社

員旅行をはじめ年間を通じ様々なイベントが

ありリフレッシュでき嬉しいです。 

H27入社 広島経済大学経済学部卒 槇野 匡紘

〇〇

公共事業をメインとした測量と

設計業務を行っている建設コン

サルタントです。業務内容は地質

調査、一級建築設計、施工管理、

地籍調査、設計施工管理が主な業

務です。近年では構造物点検など

も資格を取得し実施しています。
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株式会社 三協 

こんな仕事してます 

「品質至上」を基本理念として、
安全で信頼のできる健康食品の受
託開発製造を行っています。安心
できる健康食品の製造で人々の健
康に貢献していきます。 
■主な業務内容 
・健康食品・化粧品の受託製造 
・カプセル自動機・周辺機器の設
計、製造販売 
・健康食品の企画、開発 など  
・ソフトカプセル、ハードカプセ
ル、錠剤、顆粒等の生産

「健康」を、世界へ。地元に愛される企業へ。 

これが魅力です 

■島根川本から全国へ「健康」を届ける
ことができます！
平成 30 年 4月、島根県川本町三原地区
で島根川本工場にて操業開始します。 
島根に縁のある方を中心に操業したいと
思いますので是非島根に帰ってきて一緒
に「輝く島根創り」に参加しましょう！
■若い社員が多く静岡・島根の多様な勤
務が可能です！
現在、島根から 10～30 代の 19 名の仲
間が川本工場開業に向け頑張っていま
す。 

先輩からのメッセージ 

健康は人とって最大の財産です。その健康を創る
ことに携われる事にやりがいと将来性を感じてい
ます。現在は、静岡県で研修中ですが社員が和気
あいあいとしていて、一人一人に親身になって真
剣に付き合ってくれる会社だと思います。皆さん
が就職を考えられる頃には川本工場の第２期工事
の頃かと思いますが、是非島根で健康創りに共に
携わりましょう！

H29 年入社 島根中央高校卒 山下 徹

静岡工場からは富士山が一望できます。 徹底した品質管理のもと、「健康」を創ります。 

■会社概要

●設立／昭和３８年   ●資本金／３，０００万円  ●代表者／代表取締役社長 石川俊光  

●社員数／３８０名    ●売上高１０３憶       ●事業内容／健康食品の受託開発製造 など  

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒２００，０００円～  ●昇給・賞与／昇給あり  

●勤務地／静岡県富士市伝法 3178-1 ※ H30 年 4 月川本工場開業（島根県邑智郡川本町南佐木２３６） 

●勤務時間／交代勤務制（8:30～16:45,16:30～1:15,23:30～8:15）  ●休日・休暇／週休２日制 

●福利厚生／住宅手当、通勤手当、扶養家族手当など   ●応募資格／不問 ※概ね３５歳まで 

●採用職種／製造課員 製造管理・設計開発員 

■お問合せ

島根川本工場準備室 下垣      ＴＥＬ 0855-74-0316 携帯 090-2008-2727 

※弊社への採用に関するご応募、面接に関しては川本町役場企業誘致推進室でも取次を行います。

E-mail／tadafumi-kibune.0311@camel.plala.or.jp URL／http://sankyocoltd.co.jp/
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社会医療法人仁寿会 

いつでも、いつまでも笑顔でつながる それが「仁寿会」です 

こんな仕事してます 

医師、薬剤師、看護師、理学

療法士、言語聴覚士、介護福祉

士、介護支援専門員などの多職

種が集まり、病院内・在宅・外

部施設にむけ、医療・看護・介

護サービスを提供しています。 

地域のみなさまが安心して毎

日の生活を過ごせるようにサポ

ートしています。 

これが魅力です 

・ 見つけられます！あなたが理
想とする職場 
・ 安心！家庭と家族を大切にで
きる環境がある職場 
・ よく働き、よく遊べ！働くあ
なたを支える助成制度が利用で
きる職場 
・ ストレスなんかに負けない！
心の健康をサポートできる職場 
・ 頑張るぞ！働きながら資格を
取得する職員を応援する職場

社会医療法人仁寿会 加藤病院 多職種によるカンファレンス 

■採用実績と待遇(平成２８年４月現在) ※ 看護師の場合

●初任給／大卒 201,450 円（他 夜勤手当有）  ●昇給・賞与／昇給年 1回・賞与年 3 回  

●勤務地／邑智郡川本町  ●勤務時間／8:00～17:00（夜勤 16:00～9:00）  

●休日・休暇／168 時間勤務/月 勤務表による ●福利厚生／社会保険（健康保険、厚生年金）加入、厚生

年金基金加入、雇用保険加入、退職年金制度あり、職員旅行など  

●応募資格／看護資格（見込み可） ●採用職種／看護師 

先輩からのメッセージ 

毎日、不安と緊張の連続で覚えることもたく
さんあり一日一日を終えるのに精一杯でした。
しかし先輩方のフォローのお陰で1年間頑張
ることができました。悩んだ時は先輩に相談し
行動することが出来るようになり、日々出来る
ことがひとつひとつ増え、看護師の仕事にやり
がいを感じています。ぜひ一緒に働きましょ
う。 

H28 入職、石見高等看護学校卒 麻尾朱莉

■会社概要

●設立／昭和 41 年  ●代表者／理事長 加藤 節司  

●社員数／220 名  ●売上高／15 億円 

●事業内容／包括的な地域医療サービスを提供する保健・医療・介護複合事業体 

■お問合せ

社会医療法人仁寿会 事務局  ＴＥＬ0855-72-3040

E-mail／info@k-jinju.or.jp URL／http://www.ｋ－ｊｉｎｊｕ．ｏｒ．ｊｐ



いわみ☆魅力と仕事発見セミナー2017配布資料 6

株式会社ワイテック 石見工場 

自動車の走りに貢献しているプロ集団です！ 

こんな仕事してます 

自動車部品のシャシー部品を製造
しております。 
シャシー部品とはサスペンション、

ステアリング、ブレーキ、タイヤ、ホ
イール等の足まわりの部品を指しま
す。 
クルマにおいては重要な機能部品で

あり、車の三大要素である、走る・曲
がる・止まるという操縦安定性、ブレ
ーキ性能走や安全性、乗り心地などの
快適性に大きな影響を与える部品で
す。

これが魅力です 

私たちのワイテック石見工場は山
間部にあり、緑に囲まれた工場で
す。邑南町と言えば四季折々が楽し
める町です。春はいろんな花が咲
き、夏は雲海、秋は石見神楽、冬は
スキーなど楽しむ事が出来ます。一
度足を運んで見てください。ちなみ
に弊社はアパートを完備していま
す。今後、食堂のリニューアルを行
ない、専属の管理栄養士が考案した
温かく栄養のバランスが取れた食事
が安価で食べられます。

4 月には桜が工場を囲みます 工場内の作業風景 

■会社概要

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

■お問合せ

先輩からのメッセージ 
私は地元島根で自動車部品に携わる仕事が

したくて入社しました。今までの学生生活と
は違って自由な時間が少なく大変な事もあり
ますけど、精一杯楽しく頑張っています。邑
南町は自然豊かで夏や冬はアウトドアが楽し
める町です。皆さんも是非邑南町に来て見ま
せんか。又一緒に仕事をして見ませんか。
石見智翠館高校卒 吉村 将樹(20歳） 

●設立／1960 年    ●資本金／8,960 万円  ●代表者／代表取締役社長 山本 周二  
●社員数／1,157 名  ●売上高／510 億円   ●事業内容／自動車部品製造 

●初任給／大卒 180,000 円  短大卒 171,000 円 ●昇給・賞与／昇給年1 回・賞与年2 回  
●勤務地／石見工場（島根県邑智郡邑南町）  ●勤務時間／8：00～17：00 /20：00～5：00
●休日・休暇／当社カレンダーによる（大型連休あり（ＧＷ、お盆、年末年始）） 

●福利厚生／社員食堂、男性寮、社員駐車場 他   ●応募資格／特になし 

総務部人事Gr  ＴＥＬ 082-823-2111
E-mail／ karawan-r@ｙtec-gr.co.jp URL／ http://www.ytec-gr.co.jp/
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イーグルハイキャスト株式会社

「ものづくり日本」を支える「ものづくり会社」です。

こんな仕事してます 

鉄を数千℃で溶かして型に流し込
み製品を作る“鋳物製造(鋳造)”の会
社です。 
中・大型船舶の重要な部品を、鋳

造工程により何もないところから形
を作り出し、加工仕上げまでを一貫
生産しており、その該当製品は、生
産される船舶の世界シェア約60％
となっています。 

これが魅力です 

企業の利潤を追求するだけでな
く、世界に通用する「日本のもの
づくり」を支えていくことに社員
が誇りを持ち、夢を追うことので
きる企業です。 
そして、社会にとって有用な存

在である企業を目指しています。

工場外観 真剣なまなざしで仕事に取り組む 

■お問合せ

業務部  ＴＥＬ ０８５５-５５-１０７６

E-mail／ URL／

■会社概要

●設立／２００７年  ●資本金／９，０００万円  ●代表者／ 代表取締役社長 内山 潔 

●社員数／６６名  ●売上高／１０億円  ●事業内容／舶用鋳物部品製造 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／当社規定による   ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  ●勤務地／江津市   

●勤務時間／８：００～１７：００ ●休日・休暇／年間１１０日   

●福利厚生／無料駐車場あり、イーグル工業持株会など   ●応募資格／高卒以上   

●採用職種／製造部門生産技能職 

先輩からのメッセージ 

「ものづくり」に興味があり未知の世界であ
るモノづくり会社に入りました。 
わからないことはたくさんありますが、先

輩に指導を受けたり、社内教育を受けながら
「ものづくり日本」を江津の地で支えている
ことに誇りをもって取り組んでいます。 
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今井産業株式会社 

事業を通じて地域社会の発展に貢献する

こんな仕事してます 

⓵国・県・市町村などの官公庁から
発注される道路・トンネル・河
川・橋梁などの土木工事

②官公庁から発注される公共施設や
企業・団体・個人などの民間から
発注されるビル・工場・マンショ
ン・個人住宅などの建築工事

⓷官公庁から発注される国道・県
道・市道・町道や民間から発注さ
れる私道や駐車場などの舗装工事

これが魅力です 

道路やトンネルなどのインフラの
整備をお手伝いする、社会に貢献で
きます。 
自然災害を未然に防ぐ工事を行っ
たり、災害時や災害後の復旧・復興
作業を行う、多くの人に喜ばれま
す。 
地図に載ったり、歴史に残ったり
する、大きくて永く使われる物を造
ることが、誇れます。 
島根県トップクラスの規模の建設
会社なので安心して働けます。 

緑豊かな江津市桜江町の本社（左：今井美術館） 土木工事の現場で測量中 

■会社概要

●設立／昭和２４年  ●資本金／２億円  ●代表者／代表取締役 今井久師  

●社員数／２５０名  ●売上高／１６２億円  ●事業内容／総合建設業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１９２，1００円  短大卒１８０，６００円  ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／江津市・浜田市・川本町・松江市・広島・東京  ●勤務時間／８：００～１７：００   

●休日・休暇／日曜・指定土曜日・祝日・盆・年末年始（年間１１０日） 

●福利厚生／慶弔見舞金・永年勤続表彰・資格合格祝金  ●応募資格／土木系学科卒、建築系学科卒 

■お問合せ

総務部  ＴＥＬ０８５５－９２－１２３１

E-mail／yasutaka.hikawa@imai-corp.co.jp   URL／http://www.imai-corp.co.jp/  

先輩からのメッセージ 

父が建設会社で働いていることもあり、子
どもの頃から道路や橋に興味がありまし
た。そして大学に進学して、関東地方の道
路や橋の工事現場を見学して、とてもいい
経験になりました。今では、地元で高速道
路をつくる工事に携わることができ、とて
もやりがいを感じています。 
H21 年入社  
浜田高校⇒日本大学生産工学部卒 柿田真輔
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株式会社しちだ・教育研究所 

七田式が、世界を変える！ 

こんな仕事してます 

七田式教育は、現在世界 15か所の国と
地域に教室があり、 国境、人種、宗教の壁
を越えて認められ、 展開されています。そ
の、七田式教育を全世界に発信している当
社は、 島根県江津市にあります。 人口約
24,000 人の小さな街から、 七田式は世界
に拡がっているのです。 
近年では、2015 年 3 月に経済産業省か
ら「がんばる中小企業・小規模事業者 300
社」に選ばれ、昨年には文部科学省で行わ
れたシンポジウムで、海外教室の成功事例
として当社の教室が紹介されました。 

これが魅力です 

我々、しちだ･教育研究所はその独自の教育法
をもとに、特に幼児や小学生を対象とした教材の
制作や通信販売、教室運営、通信教育サービスの
提供をしております。また、幼児教育で蓄えたノ
ウハウをもとに、高齢者事業や、食の面から教育
を促す食育にも力を入れております。 ”教育”と
聞いて、「子供たちに知識を教える仕事」を想像
される方が多いですが、当社ではそれ以外にもた
くさんの業務がございます。当社には9つの部署
があり、教材を制作する部署、WEB ページを管
理・運営する部署、海外教室の窓口となる部署な
ど様々です。そのため、当社では自分の興味関心
を業務に活かすことができます。 

 昨年の社員旅行（タイ）の様子 販促MTGの様子 

■会社概要
●設立／１９７８年  ●資本金／２，０００万円  ●代表者／代表取締役 七田 厚  

●社員数／７２名（グループ全体)  ●売上高／９億６，０００万円(２０１６年９月実績)   

●事業内容／・幼児･小学生向けの教育教材の研究開発･制作 、通信販売、講演会の実施 、個別通信指

導、月刊誌の編集・発行、教室運営、食育・子育て支援等に関する活動、海外展開 、七田式高齢者学習事業

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)
●初任給／大卒１９０，０００円  短大卒１７５，０００円  ●昇給・賞与／昇給年２回・賞与年２回  

●勤務地／江津市のみ ●勤務時間／９：００～１８：００  ●休日・休暇／年間休日日数１２５日（２０１６年実

績）、完全週休２日制度(土・日)【しちだ教室は日・月】、祝日・夏季・年末年始、慶弔休暇、年次有給休暇（入社

半年後に１０日付与、次年度への繰り越し有）  ●福利厚生／育児休業制度、社員旅行、健康診断、しちだ

教室月謝優遇、グループ障害保険・団体扱自動車保険、従業員選択制企業年金制度（401K）    

●応募資格／なし  ●採用職種／企画職、事務職、制作職、講師職 

■お問合せ

総務部 佃秀幸   ＴＥＬ0855-5２-４８０３
E-mail／h_tsukuda@shichida.com URL／http://shichida.co.jp/recruit2018/ 

先輩からのメッセージ
国際部では、海外の七田式教室のオーナー様のサポート

をしています。入社して2年経ちましたが、私が考案した
企画が採用されたり、担当国の責任者となったりと、様々
な経験ができ、毎日が新鮮で楽しいです。最近では、海外
出張も任せてもらえるようにもなり、英語圏の担当者とし
てとてもやりがいを感じています。海外のオーナー様とは
主にメールでコミュニケーションをとっていますが、様々
な国の文化を感じることができ、異文化への理解が深まる
のも魅力の1つです。私たちと一緒に、世界と江津を結ぶ
仕事をしてみませんか。 
松江南高等学校出身 土谷 大介（25 歳） 
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社会福祉法人島根整肢学園 西部島根医療福祉センター

心をかよわせ ともに創る

こんな仕事してます 

●病院機能と福祉施設として
の機能を駆使して、障害をお
持ちの方やお子さんからお年
寄りまでのすべての方の多様
なニーズに応えるため、総合
的な医療・福祉サービスを提
供しています。 

これが魅力です 

●大所帯の職場です。若い職員から経
験豊富な職員まで、幅広い年代のス
タッフがお互いに協力し合いなが
ら、和気あいあいと働いています。
●支援を通して、子どもさんからお年
寄りまで、障害をお持ちの方々の笑
顔に出会えることが最高です！
●夏まつりや学園祭などのイベントも
やっています。 
地域のみなさんにも楽しみにしてい
ただいており、毎年大勢の参加者で
にぎわっています★ 

センター正面玄関 仕事中の様子です 

先輩からのメッセージ 

私は、地元に貢献したいという思いがあり、江
津で働くことを決めました。日々の生活で悩んだ
りすることはありますが、家族や友達がいる住み
慣れた環境で働くことに楽しさを感じ、とても充
実しています。皆さんも地元に就職し、石見に貢
献してみませんか。 

H27 年入社
リハビリテーションカレッジ島根卒 角谷明日香

■会社概要

●設立／昭和３５年   ●代表者／理事長 木原 清 

●社員数／２６３名  ●事業内容／第 1種社会福祉事業及び第 2種社会福祉事業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒 165,300 円～321,800 円（職種による） 短大卒 153,400 円～206,700 円（職種による）
●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回   ●勤務地／江津市渡津町  ●勤務時間／8:15～17:15 ※変

則勤務あり  ●休日・休暇／原則 4 週 8 休＋祝祭日、開園記念日（9/1）、夏季休暇 4 日、年末年始休暇 5

日、年次有給休暇最大40日(繰越分含)、慶弔休暇、産前産後休暇、育児介護休業、育児短時間制度あり、子

の看護休暇   ●福利厚生／健康・厚生年金・雇用・労働各保険、厚生年金基金、職員旅行、福祉医療機構

退職金共済ほか   ●応募資格／各職種免許取得見込の方  ●採用職種／薬剤師、看護師、准看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

■お問合せ

総務部総務課  ＴＥＬ０８５５－５２－２４４２

E-mail／soumu@sw-shimasei.or.jp    URL／http://www. sw-shimasei.or.jp/ 
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ドクターリセラ株式会社 江津コールセンター

スキンケアを通して幸せの輪を広げる 

こんな仕事してます 

オペレーター：テレビ番組を見て
初めてお電話くださるお客様や、商
品に信頼を寄せてくださるリピータ
ーのお客様からのお電話によるご注
文を承っています。 
データー解析：通販番組の制作に

関する業務で、広告代理店からの通
販媒体としての TV 枠購入やラジオ
広告の媒体購入、制作会社とのやり
とりや撮影の立ち会い内容企画のほ
か、通販戦略データの解析作業

これが魅力です 

いろいろなお客様とお話しができ
ることが魅力。仕事を通じて、商品
のこと、生活のこと、健康や楽しみ
など、さまざまなことが学べます。
島根という田舎にいながら、TVや

ラジオなどの大きな媒体を自分の判
断で扱え、全国に放映できること。
難しい通販という市場で、自ら戦略
を立て、実行できるチャレンジング
な土壌です。 

社屋外観 仕事中 

■会社概要

●設立／２００９年６月  ●資本金／１，０００万円  ●代表者／代表取締役 奥迫哲也  

●社員数／５３名（男性１２名・女性４１名、H２９年６月現在)  ●売上高／２０億円   

●事業内容／化粧品卸売・小売事業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)
●初任給／大卒２０５，３５０円  短大卒１８５，４００円、残業手当(１５時間見込み)１９，９５０円 

●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回 ●勤務地／島根県   

●勤務時間／９：００～１８：３０ １１：００～２０：３０（シフト制）  ●休日・休暇／年間休日 120 日、祝日、夏

期、年末年始、GW、有給、慶弔、リフレッシュ有給制度（入社 6 カ月以上の社員対象） 

●福利厚生／各種手当(時間外・役職・禁煙・交通費 等)   ●応募資格／なし 

●採用職種／オペレーター・データー解析・ＷＥＢ制作・事務 

■お問合せ

 ドクターリセラ株式会社 江津カスタマーセンター   ＴＥＬ0855-54-1227
E-mail／ URL／http://www.dr-recella.com/ 

先輩からのメッセージ
初めての人でも、経験や知識がなくても、研修が
あるので安心して入社してください。働いている
人の年代も幅広く楽しい職場です。一緒にスキン
ケアを通して幸せの輪を広げていきましょう。私
も、もっともっと経験を積んで、お客様に信頼し
ていただける PBAになることが目標です。一人
でも多くの方にドクターリセラの化粧品を知って
頂きたいです。 

H26 年入社 竹元麻希子
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株式会社 原工務所

こんな仕事してます 

創業８０年を超え長年にわたり地
域に密着して公共事業・一般建築・
個人住宅などさまざまな工事に携わ
り、幅広いお客様のニーズにお応え
して地元の街づくりに貢献してきま
した。 
また近年では再生可能エネルギー
が注目されるなか、建設業で培った
経験と技術を基に太陽光発電事業、
太陽光発電システムの販売・施工を
行うなど環境問題への取り組みも積
極的に行っています。

これが魅力です 

私たちは常に技術の研鑽を心が
け、より高い品質を求め新しい事
への挑戦をし、地域に必要とされ
信頼される企業を目指します。 
お客様と同じ目線に立ち、打合

を繰り返しながら一緒になって作
品を作り上げていきます。そして
お客様と高い満足度と達成感を共
有します。 

本社社屋 敬川メガソーラー発電所 

先輩からのメッセージ 

私は工業高校を出て多少は役にたつと思ってい
ましたが、学校で習ったことはほんの少ししか
役に立たず、分からないことばかりで失敗をし
てはその都度先輩方にフォローをしていただき
ながら働いています。 
会社の資格取得などの能力向上のバックアップ
もあるので、先輩方の手助けを早くできるよう
になりたいと思っています。 

H26 年入社、江津工業高校卒 丸山 優

100年企業への前進 

■会社概要

●設立／昭和５年  ●資本金／５，０００万円  ●代表者／ 代表取締役社長 原 諭 

●社員数／７３名  ●売上高／２５億円  ●事業内容／総合建設業、太陽光発電システム施工販売、一級

建築士事務所、宅地建物取引業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１９２，０００円  短大卒１７９，０００円 ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／江津市 ●勤務時間／一日８時間  ●休日・休暇／年間１０５日 

●福利厚生／社員旅行、花見、ソフトボール、ゴルフコンペ   ●応募資格／なし 

●採用職種／土木技術者、建築技術者 

■お問合せ

総務部   ＴＥＬ ０８５５－５３－０３１１

E-mail／iwata@harakoumusyo.co.jp URL／http://harakoumusyo.co.jp
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トップ金属工業株式会社 江津工場 

先輩からのメッセージ 

小さい時に車に憧れ好きになり、車に関わる仕
事に就きたいと考え、日々勉強に励んできたこ
とで、その夢は実現しました。そのうえ地元に
戻って就職したいという願いも叶いました。 
島根から日本が誇る自動車産業に金型の製作で
貢献できることを思うと、感慨深いものがあり
ます。自然も豊かで四季を強く感じられる、そ
んな島根で皆さんも働いてみませんか？
H27 年入社、出雲工高⇒広島工業大学卒 三井寿太

世界を支える日本の”ものづくり” 

こんな仕事してます 

創業から 50 年以上自動車産業をプ
レス金型製造で支えている企業で
す。江津工場は島根進出 23 年に突入
しました。今後も、日本から全世界
へ向けたプレス金型の供給を目指し
ます。第 3期工場増築を終え、工場
壁面に描かれたグリーンの模様は社
名の「TOP」と見えるようにデザイ
ンされています。素晴らしい日本と
島根が大好きなあなたも、業界のト
ップを目指す企業で一緒に頑張って
みませんか。

これが魅力です 

世界の自動車生産を支えるため、世
界中の金型を日本で創り続けます。
デミオ（マツダ）のルーフ、セレナ
（日産）のルーフ、タント（ダイハ
ツ）のリアドア等は、当社生産の金
型で量産されています。量産された
自動車が街中を走っているのを見た
時、感動や達成感に満たされます。
この、ふるさと石見でまさに”もの
づくり”を実感できる 魅力的な仕
事を発見できるはずです。

会社全景 作業風景 

■会社概要

●設立／昭和３８年９月  ●資本金／３，５００万円  ●代表者／代表取締役 林田 隆行  

●社員数／６７名  ●売上高／１５億円  ●事業内容／自動車用プレス金型 設計・製作 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１９０，２００円  短大卒１７２，２００円   ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年３回  

●勤務地／江津市   ●勤務時間／８：１０～１７：００   ●休日・休暇／土曜・日曜日（年間休日１０５日） 

●福利厚生／各種社会保険完備・再雇用制度・退職金規定等   ●応募資格／高卒以上 

●採用職種／技能職 

■お問合せ

大阪事務所 総務課 松井秀夫   ＴＥＬ 06-6785-7020
E-mail／h.matsui@topdie.co.jp URL／http://www.topdie.jp
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株式会社 日本パーカーライジング広島工場 
（江津事業所） 

金属のさらなる可能性を求めて 

こんな仕事してます 

創業以来、一貫して金属表面処理に関わ
ってきました。身近なところでは自動車や
携帯電話、パソコン、液晶テレビ、さらに
は人工衛星、医療機器や航空機などの最先
端技術にも、表面処理が大きな貢献をする
など長い歴史の中で培った技術力を擁し、
表面処理加工を牽引しております。
交通安全施設の分野においても、当社は
国内でもっとも歴史ある会社のひとつで
す。戦後、まだ日本の国道が未舗装だった
ときから、交通安全について考え、道路標
識や防護柵の製造を通じて道路環境の整備
に貢献してきました。 

これが魅力です 

江津事業所では島根で唯一、航
空機部品の表目処理加工に着手し
ました。 
大型旅客機にもなると部品でも

非常に迫力があり、世界を飛んで
いる航空機の部品を加工している
と思えば大変やりがいを感じれる
仕事ではないかと思います。 
同所では平均年齢が 32歳と、主
に 20代前半の若い力が活躍して
いる事業所です。 

写真３

（仕事中）

江津事業所 

■お問合せ

江津事業所 総務 布施  ＴＥＬ 0855-55-3431

E-mail／fuse@hiroshima-parker.co.jp URL／http://www.hiroshima-parker.co.jp/

■会社概要

●設立／１９４０年  ●資本金／９，０００万円  ●代表者／ 代表取締役社長 中山 文宣 

●社員数／２３５名  ●売上高／１００億円  ●事業内容／金属表面処理加工及び表面処理剤の販売、道

路安全施設の設計・製作・施工、プラント設計、建築機能材販売・施工 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒２０５，０００円  高専卒１８５，０００円 短大卒１８０，０００円 ●昇給・賞与／昇給年１回・

賞与年２回 ●勤務地／島根・広島・山口・九州・関東 ●勤務時間／営業所）9：00～17：45 事業所）8：00

～16：45 ●休日・休暇／土日、GW・夏季・年末年始長期休暇、設立記念日  ●福利厚生／社会保険整

備、退職金、企業年金 他   ●応募資格／新卒者 ●採用職種／技能（金属表面処理加工・ラインオペレ

ーター）補助業務 

先輩からのメッセージ 

何事にも前向きに考え、行動できるように努
力すること。特に仕事であれば初めての事に、
楽はないと思っています。失敗を恐れず、試行
錯誤でも前に進むこと。それを支えてくれるの
が一緒に仕事をするメンバーです。 
仲間との繋がりを大切にしながら、みんなで

目標に向かって仕事をすれば、達成感のある 
楽しい仕事が出来るはずです。 

H27 年入社、江津工業高校卒 山下裕助
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株式会社 岩多屋

信用と誠実をモットーに豊かな暮らしを地域社会に

こんな仕事してます 

①寝具 ・ギフト用品等の販売業
②病院基準寝具のリネンサプ
ライ業（三隅・山口） 
③福祉用具のレンタル業 

これが魅力です 

① １年目から教育・セミナ
ー・出張多数あり、様々な
経験が積める。
②浜田市リレーマラソンや
社内ソフトボール大会・釣
り大会等で、グループ社員
約２３０名の社員間交流が
できる。
③今年の５月、台湾旅行に
行ってきました。

浜田駅前の本店 接客中 

■会社概要

●設立／昭和２１年  ●資本金／１，０００万円  ●代表者／代表取締役 岩谷 一賢  

●社員数／１９５名  ●売上高／２２億円  ●事業内容／病院基準寝具 リネンサプライ業 小売り業 

■採用実績と待遇(平成２８年４月現在)

●初任給／大卒１６５，０００円  短大卒１４５，０００円 ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／浜田・三隅・江津  ●勤務時間／基準・介護８:10～１７:00 販売 9:50～18:30  

●休日・休暇／基準・介護週休２日年間１０７日 販売年間９２日 

●福利厚生／社会保険・雇用保険・退職金制度   ●応募資格／高卒以上 ●採用職種／総合職 

■お問合せ

総務部 浜田 誠  ＴＥＬ０８５５－２２－３６５０

E-mail／soumu＠iwataya-net.co.jp    URL／ http://www.iwataya-net.co.jp/ 

先輩からのメッセージ 

各種進物の接客を日々行っています。接客
では、お客様の人生の節目に寄り添えるこ
と、お手伝いができることが販売員として
の嬉しさでもあり、やりがいでもありま
す。また売り場担当や催事リーダーもあ
り、年齢やキャリアに関係なく活躍できる
のが、この会社の魅力でもあります。

広島県立三次高校-島根県立大学卒
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石見ケーブルビジョン株式会社 

地域コミュニティの橋渡し役として、 
地域の皆様のお役に立つ企業を目指します 

こんな仕事してます 

浜田市・江津市の社会基盤とし
て、ケーブルテレビ・インター
ネットのサービスを提供して
います。 
石見地域の産業、教育、行政、
市民生活など、色んな場面で、
浜田市・江津市の市民の皆様に
大いに役立つよう、両市の行政
当局、企業、県立大学、市民の
方々と手を携え、日々前進して
います。

これが魅力です 

石見ケーブルビジョンの自主
放送（コミュニティ・チャンネ
ル）は、『地元に密着した情報』
が満載。 
行政情報、防災情報、市議会中
継、身近な生活情報のほか、地
域の話題やお祭りなど、市民の
皆様とともに、ケーブルテレビ
でしか観ることの出来ない地
元密着の情報をお届けしてい
ます。 

事務所・スタジオは山陰中央新報西部本社ビル内 生放送番組「スタジオ 103」収録の様子 

先輩からのメッセージ 

大学入学で広島から浜田に来て、「浜田の素敵」
に沢山出会い、私は浜田を第二の故郷にしたいと
思いました。浜田の方は、よく「何でこんなとこ
ろに？」と話されます。皆さんもそうかもしれま
せん。けれど、今後進学した先で、故郷の素敵を
振り返ることがきっとあるはず。少し先の未来
で、皆さんと一緒に「浜田の素敵」にかかわる仕
事が出来ると良いな、と思います。
H28 年入社 広島井口高校-島根県立大学卒  

高宮一成

■会社概要

●設立／２００２年  ●資本金／２億１６０万円  ●代表者／代表取締役社長  福浜 秀利  

●社員数／２７名  ●売上高／６億４，１５０万円  ●事業内容／有線一般放送事業一種電気通信事業 

■採用実績と待遇(平成２８年４月現在)

●初任給／大卒 175,000 短大卒 175,000 円 ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／本社（浜田市）  ●勤務時間／９：００～１８：００  ●休日・休暇／一ヶ月変形労働時間制 

●福利厚生／社会保険、厚生年金、西部勤労者共済   ●応募資格／ 

●採用職種／ 

■お問合せ

総務部総務課  ＴＥＬ ０８５５－２３－４８８３ 

E-mail／ｉｎｆｏ＠ｉｗａｍｉｃａｔｖ.jp    URL／http://www. ｉｗａｍｉｃａｔｖ.jp 
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石見食品株式会社 

まごごろを食卓へ 

こんな仕事してます 

石見食品は山陰最大、中国地方
でも屈指の衛生的な工場設備で豆
腐、油揚げなど日本を代表する伝
統的な食材を日々作っています。
低価格に走るメーカーが多い中

でも品質、味でお客様に喜んで頂
ける商品づくりをしており、その
ため機械化された工場ではあって
も手作りを重視しています。 

これが魅力です 

”まごころを食卓へ”をモットー
にモノづくりへのプライドや周囲
への感謝を大切にしている会社で
す。 
日々の業務は決して楽ではない

ですが、人を大切にする経営を目
指しており、いろいろな取り組み
にもチャレンジしています。 
昨年は女性活躍応援企業の認定

も頂き、働きやすい職場づくりを
実践しています。 

本社工場です イチオシのざるどうふ 

先輩からのメッセージ 

若いスタッフも多く、仕事で大変な時や悩ん
だ時も相談したり一緒に解決したりできま
す。責任ある仕事やポジションにつくチャン
スは沢山ありやりがいにつながります。実際
自分も３年目で主任という役職につかせても
らっています。     
H27 年入社、製造部主任、出雲高校卒 石見彰悟

■会社概要

●設立／１９６３年７月  ●資本金３，０００万円  ●代表者／代表取締役社長 石田浩志  

●社員数／５８名  ●売上高／８億７，０００万円  ●事業内容／豆腐、油揚げ、厚揚げなどの製造販売 

■採用実績と待遇(平成２８年４月現在)

●初任給／大卒１７５，０００円  ●昇給・賞与／昇給年１回(５月)・賞与年２回(夏・冬) ●勤務地／浜田市  

●勤務時間／８：００～１７：００  ●休日・休暇／年間１０６日(週休２日プラス２日) 誕生日有給   

●福利厚生／各種保険、家族手当、通勤手当  ●応募資格／不問   ●採用職種／営業職 

■お問合せ

管理部    ＴＥＬ 0855-28-1211
E-mail／mail@iwami-foods.co.jp URL／http://www.iwami-foods.co.jp
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社会福祉法人 いわみ福祉会

「人」としての尊厳にふさわしいサービスを提供していきます

こんな仕事してます 

①障害者の方の生活の支援、特性に合わせた作業
種や就労先などを関係機関と連携して展開してい
ます。②高齢者支援については住み慣れた地域で
安心して暮らしていけるよう、総合的な高齢者福
祉サービスを展開しています。③浜田市の観光乗
馬施設として、だれでも気軽に乗馬体験ができる
施設です。インストラクターとして乗馬を指導し
たり、地域を盛り上げるためにバイクレースなど
のイベントを開催したりしています。④障がい児
や不登校の生徒・児童を対象にホースセラピーと
しての乗馬を行っています。馬との関わりを通じ
てコミュニケーション能力の向上や生活能力を身
につける支援を行っています。

これが魅力です 

●利用者の個性あふれる特性を知り、生
活に寄り添って支援が出来る。 

●多種多様な職種がある為、いろんな仕
事に携われます。(園芸、レストラン、
馬！）

●お客様が馬とふれあっている時の笑顔
を見られることです。馬は臆病な動物
ですが、毎日お世話やふれあいを通じ
て、信頼関係が出来、お互いに通じ合
えることができます。  

●ホースセラピーを受けている子供たち
に、人に優しく接する気持ちが生まれ
たり、出来なかったことが自分で出来
るようになったりと、成長していく姿
を近くで見れることです。

収穫祭には沢山の地域の方も参加されます。 ワークくわの木かなぎライディングパーク 

■会社概要
●設立／昭和４８年９月１１日   ●代表者／ 理事長 室崎 富恵 

●社員数／４９０名  ●売上高／２２億６，６５９万円  ●事業内容／「障害者支援」ライフプランや特性に応

じた環境・場面を提供していくため連携して事業を展開しています。「高齢者支援」安心して暮らせるよう関係

機関と連携し、地域の高齢者福祉の拠点としての役割を担っています。 

●初任給／当法人規定による   ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回(４．４５か月)  

●勤務地／浜田市、江津市   ●勤務時間／８：３０～１７：３０（職種・部署により勤務時間が異なります。）

●休日・休暇／原則として４週８休制（年間休日数１１０日） 

●福利厚生／職員互助会によるレクリエーション、旅行等   ●応募資格／特に限定なし 

●採用職種／支援員、相談員、介護士、保育士、看護師、事務員 

先輩からのメッセージ 

利用者さんと一緒にいると、驚きと可能性の発見に溢れて
いて楽しいです。毎日キラキラしています。 

浜田高校⇒島根県立大学出身 櫛本望愛(26 歳)
私は、地元の神奈川県で動物介在療法を学び、浜田市にⅠ
ターンしました。ここで、学んできたことを活かして仕事
ができ、嬉しいです。これからも乗馬の魅力やホースセラ
ピーの可能性を多くの人に知ってもらえるように頑張りた
いです。浜田市での仕事や生活を通じて、障がいのある人
はもちろん、人に優しい町だと感じました。   

神奈川県立麻生高校出身 菅野宏美(25 歳)

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

■お問合せ

採用担当／法人事務局 企画部長 丸田 誠司  ＴＥＬ 0855-42-0091
E-mail／honbu@iwamifukushikai.or.jp URL／http:www.iwamifukushikai.orjp/
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株式会社e-Front

田舎でつながる夢に会う 地域を応援するＩＴ企業 

こんな仕事してます 

e-Front 島根支社では、
旅行業における法人向けク
ラウドサービスの開発・運
用のほか、教育サービスの
提供、及びWebサービス開
発を手掛けています。 

これが魅力です 

地域に貢献するＩＴ企業
として、島根県浜田市を中
心に業務をしています。仕
事の内容は高度ではありま
すが、様々な知識や技術を
習得できることに加え、地
域との関わりも多く、楽し
く仕事ができる環境が整っ
ています。

旧小学校の 2教室を借りて仕事しています オフィス内の様子 

■会社概要

●設立／２００３年  ●資本金／１，５００万円  ●代表者／代表取締役 三谷 和生  

●社員数／６１名  ●売上高／４.５億万円  ●事業内容／システムの設計、開発、保守、運用 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１７０，０００円  短大卒１６０，０００円 ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／島根県浜田市（希望者は期限付きで本社（東京）勤務も可能）  ●勤務時間／９：００～１８：００

●休日・休暇／土曜、日曜、祝日及び年末年始・夏季休暇・有給休暇 

●福利厚生／健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険   ●応募資格／特になし 

●採用職種／ＩＴ系（PM / SE / PG） 

■お問合せ

 株式会社 e-Front 島根支社   ＴＥＬ０８５５－２５－５８９０

E-mail／shimane@e-front.co.jp URL／http://shimane.e-front.co.jp/

先輩からのメッセージ 
本業である旅行業システム開発を行う傍

ら、地域に根差した企業となるべく日々新し
いことに挑んでいます。日進月歩の業界であ
るがゆえ、身に付けなければならないことが
多く大変ですが、それさえも楽しさに変えら
れる環境がここにはあります。あなたととも
に仕事ができる日を楽しみにしています。 
大分舞鶴高校(大分)-島根県立大学卒 高橋翔太 
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株式会社 オープンハート 

お客様のお役に立ち、感動をお届けします！ 

こんな仕事してます 

浜田市・益田市で結婚式を専門としたお
仕事と浜田市・松江市で機能訓練に特化し
たデイサービスのお仕事をしている会社で
す。 
結婚式ではお客様の様々なこだわりにお
応えできるよう、トータルでコプランニン
グし、皆様に感動をお届けします。 
また美味しいお料理の提供、楽しいひと時
の提供を心掛けています。 
デイサービスきたえるーむでは、機能訓
練やサービスを通じて、高齢社会における
「クオリティ オブ ライフ＝生活の質」の
向上に貢献することを心掛けています。 

これが魅力です 

社員が明るく、楽しく、笑顔で働い
ています。 
業界の常識にとらわれず、新しいこ
とにチャレンジし、お客様へ感動を
お届けするために責任をもって全力
でお手伝いしています。 
そして、私たちに関わる全ての人た
ちとの和を大切にしています。
一度しかない人生、「プライベート
も仕事も愉しく」の実現に全スタッ
フが努めています。 

■会社概要

●設立／H25 年(創業平成元年)  ●資本金／１,０００万円  ●代表者／代表取締役 福井 修  
●社員数／３１名  ●売上高／３億２，０００万円  

●事業内容／総合結婚式場業、一般宴会業、デイサービス事業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１９０，０００～円  短大卒１８５，０００円～  

●昇給・賞与／昇給年１回 ・ 賞与 決算時業績により支給する場合がある  

●勤務地／浜田市・益田市・松江市 ●勤務時間／9:00～22:00 の間で 8 時間。シフトによる。  
●休日・休暇／非定例日：週 1～3日・月当たり 4～9 日を基本とする  ※勤務シフトにて 

■お問合せ

人事  ＴＥＬ 0855-22-1150
E-mail／recruit@open-heart.co.jp URL／http://www.open-heart.co.jp/  
http://kitaeroom.com/shop/post-55.shtml （きたえるーむ浜田西） 
http://kitaeroom.com/shop/post-71.shtml（きたえるーむ松江小古志原） 

先輩からのメッセージ 

私は高校までずっと「浜田は田舎だなぁ、何もない。」と
いつも思っていました。高校卒業後、専門学校に進学しまし
た。学校では楽しい事ばかりでしたが、アルバイトでは辛い
こともありました。辛い時は「あ～浜田に帰りたい」とつぶ
やいていました。浜田から出て、浜田の良さを改めて感じて
いました。地元の温かさ、楽しさ、安心感、居心地の良さ、
家族の大切さ、美味しいご飯。浜田の外に出て、当たり前に
思っていたことのありがたさを実感しました。きっと「浜田
に帰ってきてよかった！」と思えるはずです。 
H27 年入社 浜田商業高校⇒広島ビジネス専門学校卒 瀬田友梨菜
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株式会社 ケイ・エフ・ジー

飲める温泉水 

こんな仕事してます 

ミネラルウォーターの製造・販売

製造…ボトルに水を充填し、梱包

販売…お客様から発注を受け、出

荷 

これが魅力です 

社員数は少ないですが、その分皆

と協力して作業をするので団結力

が高まります。また地域のイベン

トに参加するので、お客様のお声

を直に聞くことが出来ます。 

ブロー機 ライン 

■会社概要

●設立／平成元年  ●資本金／２億２１２万円  ●代表者／代表取締役 社長 戸津川隆子 

●社員数／４６名  ●売上高／１４億６，０００万円  ●事業内容／ミネラルウォーター製造・販売 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１６０，０００円  短大卒１５０，０００円  ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／島根県浜田市金城町下来原 1431  ●勤務時間／８：００～１７：００   

●休日・休暇／日曜・会社の定めた日   ●福利厚生／   ●応募資格／一種免許 

●採用職種／製造ラインオペレーター 

■お問合せ

管理部    ＴＥＬ ０８５５－４２－２３５８

E-mail／kfg-kanagi-3@deluxe.ocn.ne.jp URL／http://www.kfg.co.jp 

先輩からのメッセージ 
事務業務をしています。状況に応じてそれ

ぞれの担当業務を臨機応変に手伝うことが

あるので、さまざまな業務に携わることが

出来ます。また、困ったことがあったり、

分からないことがあれば皆さん真摯に対応

して下さいます。 
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大和ラヂヱーター工業株式会社 

熱交換器の設計から製作を国内一貫生産で行う 

こんな仕事してます 

主として自動車や建設機械 ・産業用機械の
エンジンを冷やすラジエーターを製造・販
売しています。 
放熱性能・耐久性の実証実験と製品へのフ
ィードバックを主目的に、24 時間耐久オ
ートレース等へ独自ブランド「DRL」のラ
ジエーターを提供、国内外の自動車レース
で採用された熱交換器が活躍しています。
低炭素社会に向けて熱交換器の果たせる
役割は大きく、社会貢献できる製品作り・
試作品作りをしています。 

これが魅力です 

●不況に強い、安定した会社です。業績は
自動車の生産台数に依存していません。

●新卒入社した方の定着率が良く、この 8
年間では定着率 100％です。 

●少数精鋭で、ものづくりをしています。
単純作業では満足できない方にとって
「やりがい」を見出しやすい環境です。
●任される喜び、全うした時の達成感が大
きく、自分自身への誇りを生みます。 

●世の中にないものを作れます。 

浜田市中心部から車で約１５分。本社工場全景。 ドイツでのオートレースの一幕です。 

先輩からのメッセージ 

どの年代の方も平均的に在籍していて、Ｕ・Ｉ
ターン者も多く、生活面を含め色々なことを相談
しやすい環境です。 
東京・大阪など全国主要都市に営業所があり、

転勤で都会に勤務している人もいます。 
いずれ帰郷したい方にとって、こんな選択肢の

ある会社はオススメです。 
H28年 4 月入社 島根職業能力短期大学校卒 N.K さん

■会社概要

●設立／昭和５１年  ●資本金／１億円  ●代表者／代表取締役 杉本哲也 

●社員数／１４２名  ●売上高／３７億円  ●事業内容／輸送用機械・器具製造業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１７７，１００円  短大卒１６０，０００円   ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／島根県浜田市、ほか   ●勤務時間／８：００～１７：００、９：００～１８：００など    

●休日・休暇／日曜日、年末年始、盆休みなど（当社カレンダーによる）  

●福利厚生／社員旅行、家族参加のバーベキュー、野球部など 

●応募資格／なし      ●採用職種／設計・開発、生産技術、製造ほか 

■お問合せ

経営管理部 総務課  ＴＥＬ 0855-42-1117
E-mail／info@daiwa-radiator.co.jp  URL／http://www. daiwa-radiator.co.jp  
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有限会社 髙村 高齢者生活支援住宅 サンガーデン輝らら☆

個性を活かし、自分を磨き、ともに輝く 

こんな仕事してます 

輝らら☆では入居者のみなさんを
「ファミリィさん」とお呼びしてい
ます。 
家族のようなつながりを大切にし、
その方らしい生活が出来るようお手
伝いするのが私たちの仕事です。 
食事や入浴などの日常生活支援はも
ちろん、ファミリィさんのご希望を
伺い、外出や旅行などを個別に計画
したりします。 
ファミリィさんの笑顔が、私たちの
元気の源です！

これが魅力です 

●輝らら☆の魅力は、なんといっ
てもスタッフの輝く笑顔！

●先輩スタッフが、高齢者にも介
護者にも優しい介護技術をわかり
やすく伝授！

●特技や趣味を活かして、自分ら
しく働ける！

●新人研修をはじめ、段階に応じ
た研修制度でステップアップ！

緑に囲まれた癒しの空間 レクリエーションの様子 

先輩からのメッセージ 

山と海に囲まれた自然豊かな島根で育ち、進学・
就職も住み慣れた県内を選びました。 
都会のような便利さはないかもしれませんが、人
のつながりや温もりがここにはあります。 
魅力的な人たちとの出会いや、たくさんの学び

があるこのふるさとで暮らしませんか？
H28 入社  
島根県立短期大学総合文化学科卒 峠 友香里

■会社概要

●設立／平成７年  ●資本金／３００万円  ●代表者／ 代表取締役 高村 洋 

●社員数／６５名  ●売上高／５億６，８００万円  ●事業内容／調剤薬局・有料老人ホーム・小規模多機

能型居宅介護・認知症対応型グループホーム 

■採用実績と待遇(平成２８年４月現在)

●初任給／大卒１６９，３６０円  ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／浜田市金城町・益田市遠田町  ●勤務時間／シフト制   

●休日・休暇／年間休日１１３日・シフトによる・キラキラチャージ休暇  ●福利厚生／勤労者共済会加入 

●応募資格／介護職員 

■お問合せ

サンガーデン輝らら☆    ＴＥＬ 0855-42-3201
E-mail／kirara1473@yahoo.co.jp URL／http://sunsun.in/kirara
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日本海信用金庫

帆いっぱいに、夢をはらんで。

こんな仕事してます 

金融業務一般（預金・融資・為
替・投資信託・生保、損保販売）
日本の総企業数の９９．７％を
占める中小企業や、そこで働く
人々、地域で暮らす人々を応援
して、その地域を支えていま
す。地域の未来を創る、なくて
はならない大切な役割を担っ
ています。 

これが魅力です 

信用金庫は単なる金融機関で
はありません。地域で集めた資
金を地域の企業や皆様に融資
することで、地域社会の発展に
貢献することができます。転勤
はありますが、自宅から通える
範囲での距離なので、お客様と
もずっとつながっていけます。

浜田市殿町に本店があります 営業室内の様子です 

■会社概要

●設立／大正１２年１２月２８日  ●資本金／５億９,３００万円  ●代表者／理事長 吉本晃司  

●職員数／１３９名  ●売上高／１８億４,５００万円  ●事業内容／金融業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１７０，０００円  短大卒１４５，０００円  高卒１４０，０００円 

●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  ●勤務地／益田市・浜田市・江津市 ●採用職種／[採用職種] 

●勤務時間／８：３０～１７：２５ ●休日・休暇／土・日・祝日・年末年始４日（１２/３１～１/３） 

●福利厚生／厚生年金・信用金庫年金・健康保険・雇用保険等  ●応募資格／大卒・短大卒・高卒 

■お問合せ

問い合わせ先 経営企画部 人事課  ＴＥＬ0855-22-1851
E-mail／s1711007@facetoface.ne.jp URL／http://www.shinkin.co.jp/nihonkai/ 

先輩からのメッセージ 

私は得意先係を担当しています。上司や先
輩と協力し、自分の得た知識や経験がお客様
の笑顔や地元の発展につながるということ
は、とてもやりがいがあります。 
 私たちと一緒に、ふるさとのために働いて
みませんか？

H27年入庫、東支店勤務 女性
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独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター

スマイル＆ハート 

こんな仕事してます 

①島根県西部地方の唯一の救急病
院として、緊急搬送や夜間の急
病患者様に対応しています。 

②医師、助産師、看護師、リハビ
リ、検査技師、薬剤科など多く
の職種で協力し、安全で質の高
い医療を提供して地域医療に貢
献しています。 

③産科では、妊娠・出産・分娩・
育児に関わる様々な場面でお母
さん、お父さん、赤ちゃん、そ
のご家族の援助をしています。

これが魅力です 

●看護師、助産師、保健師免許は
国家資格であり、就職率も高く
生活も安定します。 

●看護の専門職業人（プロフェッ
ショナル）としての責任感にや
りがいを感じます。 

●患者様の「ありがとう。」という
言葉に元気をもらえます！

●夏休みが 6～10月の間にとれる
ので込み合った観光シーズンを
避けてゆったり旅行ができま
す。

病院外観 仕事中 

先輩からのメッセージ 

 高校時代に助産師を目指し、この春、浜田医療セ
ンターに就職しました。浜田医療センターは里帰り
分娩を含め、浜田でお産をするお母さんたちを支え
ています。生命の誕生に関わり、自分の関わった赤
ちゃんが街中で成長をしていく姿を見るとやりがい
を感じます。失敗もありますが両親や友人、先輩の
支えに助けられ、少しずつ感謝される機会が増える
ことで頑張ろうという力になっています。

H29 年入職 浜田高校⇒高等看護学校 半場紗希

■会社概要

●設立／昭和２０年１２月   ●代表者／院長 石黒 眞吾 ●社員数／６５９名（６月１日現在）    

●事業内容／病院 

■採用実績と待遇(平成２８年４月現在、看護師の場合)

●初任給／大卒２０５，２００円  短大卒１９５，９００円   ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／島根県浜田市   ●勤務時間／７時間４５分 交替制勤務   ●休日・休暇／週休２日制 

●福利厚生／厚生労働省第二共済加入   ●応募資格／看護師・助産師免許 

●採用職種／看護師・助産師 

■お問合せ

管理課給与係長   ＴＥＬ ０８５５－２５－０５０５

E-mail／ueo-k@hamada2.hosp.go.jp URL／http://www.hamada-nh.jp/
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マルハマ食品株式会社 

当たり前のことを、当たり前以上にする会社‼

こんな仕事してます 

昭和7年に醤油製造業から始まり、つゆ・たれ
類・風味調味料・レトルトパウチ食品と食生活
の変化に伴い、様々な製品を製造してきました。
現在、醤油工場・だしの素工場・具材工場・レ
トルト第一工場・レトルト第二工場・セットア
ップ工場の6部門の工場を有し、中でもレトル
トパウチ食品製造施設は中国地方でもトップク
ラスの規模となっています。製品は、マルハマ
しょうゆをはじめとする自社製品だけに終わら
ず、大手食品メーカーのOEM製品（相手先ブ
ランドによる製品）の供給も手掛けており、製
造技術やノウハウの提供を行うと共に、お客様
のニーズに応えるべく、多品種少量から大量生
産まで可能な生産体制を整えています。

これが魅力です 

〇浜田に住みながら、大手食品メーカーを相手
に仕事ができます。 

〇自分が関わった商品が店頭に並ぶ喜びが味わ
えます。 

〇社長との距離が近く、若手社員でも様々なチ
ャンスが貰えます。 

〇多くの仲間が現場で働いています。楽しいこ
とも、悲しいこともみんなで分かち合えます。

〇地域密着、頑張る仲間（企業）には多くの協
賛をしています。協賛先から従業員の方に無
料チケットをいただくこともあります。

〇工場の近くにトライアルがあります。仕事帰
りの買い物には困りません。 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒１７０，０００円  短大卒１５３，３００円   ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／浜田市   ●勤務時間／８：００～１７：０５   

●休日・休暇／年間 102 日(当社カレンダーによる調整休日)   

●福利厚生／財形、互助会制度、定期健康診断等    

●応募資格／高卒以上(卒業後概ね３年)  ●採用職種／生産作業、管理職、商品開発、技術職、事務職 

トライアルの向かい側に本社工場があります 企業対抗の各種イベントにも参加 

先輩からのメッセージ 

入社して 5年間、新商品開発や顧客対応等、毎日楽しく
従事しています。当社の魅力の一つは、若いうちから様々
なチャンスを貰えることです。当然初めは分からないこと
ばかりで、失敗も多く経験しましたが、上司の方々の優し
く丁寧なフォローもあり、失敗を恐れることなく仕事に挑
めました。周囲のおかげで、今では重要な仕事も自信を持
って取り組んでいます。しっかりとしたサポート体制のも
と、共に自分の力を試してみませんか⁉ 

H24 年入社 商品開発部 浜田高校卒 沖田望緒

■会社概要

●設立／昭和３７年   ●資本金／３，８００万円  ●代表者／代表取締役社長  濵﨑 修司 

●社員数／２８２名   ●売上高／３７億２，０００万円     

●事業内容／しょうゆ・つゆ・ドレッシング・たれ類・風味調味料・レトルトパウチ食品の製造及び販売 

■お問合せ

人事部  ＴＥＬ 0855-26-0700
E-mail／maru-jinji@maruhamafoods.co.jp   URL／http://www. maruhamafoods.co.jp



いわみ☆魅力と仕事発見セミナー2016配布資料 20

株式会社 キヌヤ 

地域が笑顔であふれますように。

こんな仕事してます 

現在、島根県江津市に 3店
舗、浜田市に 5店舗、益田市
に 7店舗、鹿足郡に２店舗、
山口県萩市に 4店舗の計 21
店舗のスーパーマーケットを
展開しております。他に益田
市に、青果・精肉・鮮魚・惣
菜の加工センターを持ち、地
域の皆様の食生活のお手伝い
をしております。 

これが魅力です 

社是：「商業を通じて地域社会に奉仕しよう」
平成２０年、社内にローカルブランドクラブを設立
し、他社に先駆けて地産地消に力を入れて参りまし
た。キヌヤ全店の売上の２０％を地元の生産物販売
にしようという壮大な計画です。地元の生産品を買
っていただく事で、地域の資金が地域内で循環する
「地域内経済循環」を目指しております。 
活動９年目の現在、700 余名の地域会員の皆様と共
に学び研鑽し、地域に無くてはならないクラブに成
長して参りました。このことは地域経済の発展に必
ず役立つ施策と確信しております。
将来的にはＣＧＣグループの物流に乗せて日本全国
に販売したいと考えております。（地産外商） 
「流通」を通じて地域社会に奉仕したい方、皆さん
の熱いアイデアを実現し地域発展のため活躍して下
さい。

■会社概要

●設立／昭和２６年  ●資本金／６，０００万円  ●代表者／代表取締役社長 領家 康元 

●社員数／正社員２０５名 パート社員５８０名  ●売上高／１３６億円  ●事業内容／食品・日用品・衣料

品の小売り

先輩からのメッセージ 

勤務地が江津市から萩市の範囲に限られるので、転
勤があっても自宅に近いこと、そして、スーパーマー
ケットというのは、地域社会には欠かすことが出来な
い場だと考え、子供の頃から馴染があったキヌヤを受
験しました。 
現在は鮮魚部に配属され、魚の調理や売場陳列、値

付けなどを担当しています。魚の調理は未経験だった
私ですが、先輩たちが丁寧に優しく、一から指導して
下さるので、楽しく技術を学んでいます。  
自分の仕事が地域社会に奉仕している実感も湧きま

すので、向上力をもって、仕事に取り組めますよ！
H29 年入社 広島修道大学出身 清水隼也

本店入口 ベーカリー、発注作業、鮮魚部、 

■採用実績と待遇(平成２８年４月現在)

●初任給／大卒１８６，０００円  短大卒１７２，０００円   ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／島根県江津市から山口県萩市の範囲  ●勤務時間／勤務地、職務により変わります 

●休日・休暇／年間を通じて１０５日   ●福利厚生／住宅補助・財形貯蓄・慶弔見舞金制度    

●応募資格／理系・文系全学部   ●採用職種／店長・バイヤー候補（総合職） 

■お問合せ

人事総務部  ＴＥＬ0856-23-0865
E-mail／jinji@kinuya.co.jp URL／http://www.kinuya.co.jp
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株式会社コガワ計画 

多くの仲間に出会え感動できる職場です 

こんな仕事してます 

メインは通称「Ｍランド」と
いう自動車教習所ですが、そ
の他、レストラン、カフェ、
ゴルフ練習場、岩盤浴場、給
食センター、ホテルなどを経
営しています。 

これが魅力です 

●笑顔と挨拶が弊社のシンボ
ルです。全員が元気にニコ
ニコ楽しい職場です。 
●北海道や沖縄まで、さらに
今では世界各国の人がＭラ
ンドで免許を取るようにな
りました。いろいろな言葉
が飛び交い、出会いもたく
さん、毎日感動のある職場
です。

敷地面積、東京ドーム約 4個分 教習開始前の挨拶、アームハグ 

■会社概要

●設立／３８年  ●資本金／５，０００万円  ●代表者／代表取締役社長 小河 二郎  

●社員数／１３０名  ●売上高／１４億５，０００万円(平成２７年度実績)   

●事業内容／自動車運転免許教習業務、給食センター、レストラン、カフェ、ゴルフ練習場、岩盤浴場、 

ホテル業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給（繁忙期等変動あり）／大卒基本１７０，０００円  短大卒基本１６８，０００円   

●昇給・賞与／昇給年１回（３，０００円）・賞与年２回（平均約１００万円） ●勤務地／島根県益田市   

●勤務時間／９：００～１８：００（時期、業務により変動あり）  ●休日・休暇／２週で３日（雇用形態により変

動あり）   ●福利厚生／寮、社宅あり。各慶弔見舞金及び勤続・功労表彰などあり。   ●応募資格／特

に必要な資格要件なし  ●採用職種／教習指導員、事務員、各事業所管理責任者、他 

■お問合せ

総務部 ＴＥＬ 0856-31-5050
E-mail／info@mland-masuda.jp URL／http//www.mland-masuda.jp

先輩からのメッセージ 

私はこの度、会社から、次のようなメッセージの表彰を
受けました。「教習を楽しむ。掃除を楽しむ。営業も、
もちろんイベントも楽しむ。楽しんでやるので、愚痴や
不満はもちろん出ない。同じやるなら楽しまなければ、
人生面白くない。まさに、このことを実践しているあな
たに、仕事を楽しむナンバーワン賞を贈り、これを讃え
ます。」  これを、副賞の金一封とともにいただきま
した。とても感激しました。 

平成２３年入社、益田翔陽高校卒 山根慎平
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シマネ益田電子株式会社 

合言葉は「和」 

こんな仕事してます 

お客様である大手半導体メー
カー様と共同開発を行い、通
信・自動車・インフラ分野を
支える半導体製品や電子部品
を提供することで、人々の豊
かな生活を支えるものづくり
を行っています。

これが魅力です 

①アットホームな会社
⇒球技大会、バーベキュー大会、各
種同好会など、多くのイベントを通
じて理念の「和」を築いています。
②皆で働きやすい会社をつくる 
⇒会社の規程やルールは、社員の提
案により変更も行なえ、自分たちで
働きやすい会社をつくっています。
③自己成長ができる
 ⇒やる気さえあれば、若くてもどん
どん活躍ができ、自己成長が行なえ
る会社です。

上：SME本社、下：SMET（タイ工場） クリーンルームの様子 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大学院卒１８０，０００円  大卒１７０，０００円  短大卒１６１，０００円   

●昇給・賞与／昇給：毎年５月に給与見直しを実施  ・ 賞与：毎年７月・１２月に実施  

●勤務地／島根県益田市   ●勤務時間／８：００～１７：００   

●休日・休暇／年間１２０日＋誕生日休暇１日  

●福利厚生／各種保険、休暇制度、教育制度、各種イベント、各種同好会   ●応募資格／特になし

●採用職種／技術職・総合職 

先輩からのメッセージ 

「日本と海外を繋げる架け橋のような存在になりたい」
これが幼い頃からの夢でした。大学でタイ語を専攻して
身に付けた専門性を武器に地元の企業に貢献したいとい
う思いから島根県に帰ってきました。試行錯誤の連続で
すが、日々成長を感じることのできる環境がここにはあ
ります。高校生の皆さんの未来はこれからです。常に夢
や目標を持ち、あらゆることに挑戦しながら自分の可能
性を広げていってください。将来、皆さんと共に仕事が
できることを楽しみにしています。

H29年 4 月入社 大阪大学卒 飯塚 眞耶

■会社概要

●設立／１９８４年   ●資本金／１億３，３５０万円    ●代表者／代表取締役社長 石川 譲  

●社員数／１３６名   ●売上高／２９億９，２３０万円   

●事業内容／主に半導体製品の開発・設計・組立・検査 

■お問合せ
管理部   ＴＥＬ 0856-28-8100
E-mail／recruit1sme@sme-ltd.com URL／http://www.sme-ltd.com



いわみ☆魅力と仕事発見セミナー2017配布資料 30

高橋建設株式会社

豊かな自然を未来に届ける～この地域のために,そして未来を担う子ども達のために

こんな仕事してます 

●国土交通省、島根県、益田市など

官公庁から発注される道路や河川、

橋梁などの建設工事を行っていま

す。また公共施設や個人住宅などの

建築工事も行っています。

●砕石販売、揮発油販売、雑貨販売

なども行っています。 

これが魅力です 

●道路、電気、水道など、地域の社
会基盤の整備に貢献できる仕事を
行っています。 

●女性も男性と同じように働ける環
境を整え、女性が輝ける職場をめ
ざして、育児休業や子育て支援、
職場復帰へのサポートなど、家庭
と職場の両立支援を行っていま
す。 

●今年は、しまね女性の活躍応援企
業として島根県知事より表彰を頂
いています。

■会社概要

●設立／１９７５年  ●資本金／５,０００万円  ●代表者／代表取締役社長  高橋 宏聡  

●社員数／１００名  ●売上高／２０億５,６００万円  ●事業内容／総合建設業 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒 180,000 円  短大卒 165,000 円 ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／益田市 ●勤務時間／８：００～１７：００ ●休日・休暇／日曜祝日他、当社年間カレンダーによる

●福利厚生／各種手当て   ●応募資格／特になし ●採用職種／土木・建築技術者及び技能者 

■お問合せ

総務部  ＴＥＬ０８５６－２３－２３４４   E-mail／tksm@themis.ocn.ne.jp 

URL／http://www.takahashi-kensetu.com/ 

本社正面玄関 工事の測量を行っています 

先輩からのメッセージ 

高橋建設には若手の従業員が多く、仕事
上での困っていることや、悩み事など気軽
に相談できます。なので、土木専門科の人
でなくても、苦にならず仕事を覚えられる
と思います。  
仕事は大変ですが工事が完成したときの

達成感も大きく、やりがいがあります！

H23年入社 益田翔陽高校卒 松田 健
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 益田市保育研究会 

こんなに美味しい！こんなに面白い！益田の保育

こんな仕事してます 

◎益田市保育研究会は、益田
市内の認可保育所・認定こ
ども園、29園が所属する会
です。 

◎市内各地域の保育所で 0歳
から就学前までのお子さん
の保育・教育をしていま
す。 

これが魅力です 

◎安心安全な地元食材を使った美味し
い給食と、菜園活動や調理体験な
ど、美味しく楽しい食育活動を各保
育所で展開しています。 
◎海あり！ 山あり！ 日本一の清流高
津川あり！ 益田市内の保育所で
は、自然体験いっぱいのふるさとを
体感する保育を実践しています。 
◎研究会では、保育のための委員会や
部会、集会があり、そこで会員同士
が交流し親睦を深めています。 

委員会活動（川遊び体験） おさんぽ（保育の様子） 

●設立／昭和４０年   ●代表者／ 会長 田中文仁 

●事業内容／乳幼児の保育・教育/子育て支援/地域との交流

先輩からのメッセージ 

自然豊かな環境の中、川遊びや山での斜面
登り、季節の草花に触れるなどの遊びを子ど
も達と楽しみ、毎日が気づきや発見ばかりで
す。 
経験豊富な先輩方の保育からたくさんのこ

とを学び、私自身、とても成長させてもらっ
ています。 

■会社概要（当研究会は個々の保育園の集合組織のため表記内容が他社と異なります）

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在) 

●初任給／ ●昇給・賞与／  ●勤務地／  ●勤務時間／  ●休日・休暇／ ●福利厚生／   

●応募資格／ 

以上については各認可保育所（園）・認定こども園へ問い合わせ下さい 

●採用職種／保育士・栄養士・調理師・看護師・事務等 

■お問合せ

益田市保育研究会  事務局 ＴＥＬ 0856-23-3607
E-mail／ masuho@image.ocn.ne.jp  URL／http:// masuho-k.jp/
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ヨシワ工業株式会社 

～Working Together for a Better Future～

私たちは”よりよき明日”に挑戦します

こんな仕事してます 

私たちは“よりよき明日”に挑戦し
続けるモノづくり企業です。  
創業以来、磨き上げてきた鋳造技
術をさらに進化させ、自動車メー
カーからの要望に的確に対応。 
“感性豊かな車づくり”に貢献する
高品質な自動車部品を提供してい
ます。  
さらに、鋳物メーカーとして企
業、製品、技術、全てのレベルで
世界を視野にいれ、  
ビジネスチャンスの拡大に向けて
新たな挑戦を続けています。 

これが魅力です 

飽くなき探究心で、「より良き明日、より魅
力ある」企業を目指す
常に“よりよき明日” に挑戦し、“魅力ある企
業”を目指すヨシワ工業。顧客のニーズに合
った商品をタイムリーに創りだせる確かなモ
ノづくりの技術を基盤に、働く者がのびのび
と自己を表現できる、開かれた場を実現して
います。同時に、さらなる発展を続けること
で、当社に関わる全ての人に喜びを広げる企
業を目指しています。鋳物メーカーとして築
いてきた実績を進化させ、新製品の開発にも
積極的に挑戦。若手の柔軟な発想で新しい風
を吹き込み、未来を創る人材育成にも注力し
ています。社員一人ひとりが常に、明確な目
的意識と飽くなき向上心・探究心を持って仕
事に取り組める環境のもと、品質におけるナ
ンバー１企業へと躍進しています。

工場外観 作業中 

■会社概要

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

■お問合せ

先輩からのメッセージ 

私がヨシワ工業を選んだ理由は,モノ作りが好
きで、自分の作ったモノが世界で動いている
事に喜びを感じるからです。鋳物には複雑な
形状を造り出すことに長けており、無限の可
能性があると考えヨシワ工業はその要望に応
えることができると考えたからです。 

呉武田学園武田高校卒 西村倫典

●設立／１９３７/４/８  ●資本金／９，０００万円 ●代表者／代表取締役 社長 荒木 健史  

●社員数／４４８名  ●売上高／１３１．８億  ●事業内容／自動車部品製造業 

●初任給／大卒１７４，５５１円  短大卒１６３，５１９円 ●昇給・賞与／昇給年 1回・賞与年 2 回  

●勤務地／島根県  ●勤務時間／会社カレンダーによる  ●休日・休暇／１１８日 

●福利厚生／雇用・労災・健康・厚生・財形・厚生年金基金・退職金制度   ●応募資格／不問 

●採用職種／技術職 

[問い合わせ先部署、名称]  ＴＥＬ：０８２－８２３－２１７１ 

E-mail／recruit＠yoshiwa.co.jp URL／http://www.yoshiwa.co.jp/index.html 
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株式会社 山陰合同銀行

地域の夢、お客様の夢をかなえる 創造的なベストバンク 

こんな仕事してます 

お客様のニーズをしっかりお聞
きして、金融商品のご提案や将来
に向けたアドバイスを行います。
また、お取引先企業に対して、事
業発展や事業承継等、あらゆる悩
みや相談について徹底したサポー
トを行う「３６０度営業」を実践
しています。 
その他、森林保全活動や障がい

者の自立支援等、様々な面から地
域活性化を図っています。 

これが魅力です 

私たちは【地域の夢、お客様の
夢をかなえる創造的なベストバン
ク】を経営理念に掲げ、ユニーク
で質の高い金融サービスを提供し
ています。 
「お客様の夢を実現するんだ！」
という情熱を持ち、お客様と一緒
に考え、知恵を出し汗を流して行
動することで、地域やお客様のお
役に立つことができる、そんな仕
事が経験できます。 

本社ビル 接客中 

先輩からのメッセージ 

当行は山陰地方はもちろん、広島・岡山・

兵庫・大阪・東京と広域で店舗を展開し、こ

のネットワークを活かして山陰の魅力を各地

に発信しています。 

地域の発展を支えたいと思う皆さん、山陰

と全国の架け橋となり、私たちと一緒に地域

を盛り上げていきましょう。 

H20年入行 立命館大学産業社会学部卒 木下勝仁

■会社概要

●設立／１９４１年  ●資本金／２０７億円  ●代表者／取締役頭取 石丸文男 

●社員数／１，９７８名   ●事業内容／普通銀行業務 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／総合職２０５，０００円  エリア職（大卒）１８０，０００円 エリア職（短大卒）１７０，０００円 エリア職

（高卒）１６０，０００円  ●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回  

●勤務地／当行本支店所在地 ●勤務時間／８：４０～１７：１５  ●休日・休暇／土・日・祝日・年次有給休

暇・年末年始等   

■お問合せ

[問い合わせ先部署、名称]  人事部 採用担当 石田 卓也 ＴＥＬ０８５２－５５－１０００ 

E-mail/saiyou＠gogin.co.jp URL／http://www.ｇｏｇｉｎ．ｃｏ．ｊｐ
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島根電工株式会社 

期待をこえる感動を！！ 

こんな仕事してます 

電気工事・水道工事・通信工事
を主とした総合設備工事業の会社
です。 
また、従前の建設業の枠にはま

らない、一般のお客様を対象とし
た「住まいのおたすけ隊」事業を
新たにはじめ、お客様や地域に密
着した仕事に取り組んでいます。
また、この事業のビジネスモデル
を全国の同業者にフランチャイズ
展開しています。

これが魅力です 

島根電工が一番大切にしている
のは“社員とその家族”です。社員
がわくわくした気持ちで仕事に取
り組み、仕事を通じて自己実現で
きるような仕組みや文化を定着さ
せています。 
一番未開拓な資源は“潜在能力”

です。自分でさえ気づいていない
能力や可能性が広がる喜びを感じ
ながら、腰を据えて「夢」をかな
えることができる会社です！

島根電工㈱ 本社（松江市） 西部支店 若手おたすけ隊員です！ 

●初任給／大卒 20万 5 千円＋諸手当  短大卒 18 万円＋諸手当 

●昇給・賞与／昇給年１回・賞与年２回（昨年実績５．５か月） ●勤務地／山陰各市、広島市 

●勤務時間／８：００～１７：００  ●休日・休暇／年間 105 日（当社カレンダーによる） 

●福利厚生／社員寮、運動会、プレ金、ノー残業デー 他   ●応募資格／新規学卒者（文系・理系・専門）

●採用職種／営業職、現場監督職 

先輩からのメッセージ 

島根電工では現在「一番大切なのは社員とその家
族」だと社長自ら発しており、とても働きやすい環
境になっています。月曜日・水曜日・金曜日のノー
残業デーや、プレミアムフライデーを実施してい
る、とても珍しい不思議な会社です。
この不思議な会社で、皆さんと「期待」を超える

「感動」をつくっていきたいと思っています。 
H26 年入社、島根県立大学総合政策学部卒 高橋浩明

■会社概要

●設立／昭和３１年  ●資本金／２億６千万円  ●代表者／ 代表取締役社長 荒木 恭司 

●社員数／５９０名(グループ計)  ●売上高／１６０億円（H28 年度）  ●事業内容／建設業（電気・管・通信

工事を主とした設備工事業） 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

■お問合せ

本社 管理本部教育課 課長 山本翔  ＴＥＬ ０８５２－２６－２８３３

E-mail／syoymmt@sdgr.co.jp URL／http://www.sdgr.co.jp/
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株式会社GPA 

農業を面白く、稼げるように！ 

こんな仕事してます 

■水耕栽培でパクチーを生産
土を使わず、お水に栄養を含ませる方式で
パクチーというハーブを生産しています。
■経験と勘に頼らない農業を 
温度や照度、栄養素の配合状態など、あら
ゆる情報を可視化（データ化）し、素人で
も成果が出せる農業を行っています。 
■江津の新しい特産品として 
生鮮のパクチーだけでなく、ビールやハン
バーグなど加工品の開発も行い、江津の新
たな特産品として地元の会社さんと協働し
ています。 

これが魅力です 

＜若者が憧れる農業の実現へ＞
「カッコ悪くて」、「厳しくて」、
「稼げない」。農業には昔から
「３K」と呼ばれる、これらの負
のイメージがあります。弊社は、
先端の技術と新しいアイディアを
取り入れることによって、農業を
「カッコ良くて」、「感動があっ
て」、「稼げる」新しい３Kモデル
を実現したいと考えております。

ビニールハウス 栽培中のパクチー 

■会社概要

●設立／２０１６年  ●資本金／５００万円  ●代表者／ 代表取締役 CEO 江上尚 

●社員数／名  ●売上高／万円  ●事業内容／ハーブの生産、加工、販売 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／    ●昇給・賞与／ ●勤務地／ 江津市 

●勤務時間／  ●休日・休暇／   ●福利厚生／   ●応募資格／ 

●採用職種／ 

■お問合せ

ＴＥＬ 

E-mail／masanori.harada@gpa-agri.com URL／https://www.gpa-agri.com/

先輩からのメッセージ 

山登りと同じで、農業にも山頂にたどり着くために
様々なルートがあります。どのルートを選んでも間違
いではありませんし、正解でもありません。 
大切なのは自分の頭で進む方向を選び、行動、改善

していくことです。言われるがままに働くのではな
く、自分自身が主体的になって働くことができればど
んな仕事でも楽しめると思います。ぜひ、この場を生
かし一社でも多くの面白そうな会社を見つけてもらえ
たら嬉しいです。 

H28 年起業、早稲田大学卒 原田 真宜



いわみ☆魅力と仕事発見セミナー2017配布資料 36

NPO法人 てごねっと石見 

帰ってこられる島根をつくる 

こんな仕事してます 

魅力的なマチをつくるために

は、魅力的な人が大切です。 

てごねっと石見はそんな魅力的

なヒトの育成や発掘を行っている

組織です。 

創業支援や移住支援、キャリア

教育など幅広いところで、オモシ

ロイ江津を創るために活動してい

ます。 

これが魅力です 

全国的に見ても、こんなに幅広い

分野で活動している NPO は、ほと

んどありません。 

年齢も幅広く子どもからお年寄

りまで、様々なヒトの人生と向き合

い意識を変えていくお仕事です。

■会社概要
●設立／2011 年    ●代表者／ 理事長 横田 学  ●社員数／７名     

●事業内容／創業支援事業 ・キャリア教育事業 ・中心市街地活性化事業 と３つの事業に分かれ、住んで

いる人が積極的に町に関わる風土作りを行っている。 

■採用実績と待遇(平成２９年４月現在)

●初任給／大卒年度により変動 ●勤務地／江津市 

●勤務時間／８：３０～１７：１５  ●休日・休暇／土日、祝日 

■お問合せ

竹内 ＴＥＬ0855-5２-７１３０
E-mail／takeuchi@tegonet.net URL／http://tegonet.net/ 

先輩からのメッセージ
まずは自分の好きなこと、興味のあることを探す

ことからすべては始まります。 
あとは自分が固定観念にとらわれず行動できる

か。オモシロく、楽しい未来を創るためにも今が一
番大切で、チャレンジする時です。 
高校生活、大学生活、あなたは何にチャレンジし

ますか？
H27 年入職
尾瀬高校(群馬)⇒大東文化大学 竹内 希


