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働く人に選ばれるまち
はつかいち

　廿日市市は、北は西中国山地、南は瀬
戸内海を擁する豊かな自然、そして、世界
遺産の巖島神社をはじめとする悠久の歴
史文化など、さまざまな資源あふれる広
島県西部のまちです。けん玉発祥の地と
しても知られています。
　人口は約11万人で、平成27年以降は
転入超過が続いています。また、広島市に
隣接し、交通の便も良く、人口200万人
経済都市圏（広島広域都市圏）に立地し
ています。

広島市と岩国市に隣接する
人口11万人のまち

［沿岸部］大野地域［沿岸部］大野地域
全国的に知名度の高いかき
•あさりの養殖が盛んで、宮
島口や宮浜温泉には飲食
店・ホテル・旅館など観光関
連産業が立地しています。

［内陸部］吉和地域［内陸部］吉和地域
標高500m以上。日本
最南端の豪雪地帯に
指定され、スキー、ゴルフ、温泉
などの観光・レジャー施設が複
数あるほか、吉和米、わさび、あ
まご、きのこなどが特産です。

［内陸部］佐伯地域［内陸部］佐伯地域
沿岸部の市街地から車で約30分。
工業団地等に立地する工場には沿
岸部・市外からの通勤者も多く、農
業では米、ほうれん草、いちご、果樹
などの栽培が盛んです。 ［島しょ部］宮島地域［島しょ部］宮島地域

ホテル・旅館、飲食店・土
産物店などの観光関連
産業が中心で、新たな業
種・業態や古民家を活用
した起業も増えています。

廿日市市の特徴と魅力

　廿日市市の民営事業所数は約4,400で、その多くが
小規模事業者、中小企業である一方で、全国的に知名
度の高い企業も立地しています。
　市内総生産の上位は、食料品、木材・木製品、医療・保
健に加え、宿泊業や道路輸送などの観光関連産業が占
めていることが特徴で、こうした特徴を踏まえ、本市が
掲げる産業振興ビジョンでは「木材・木製品製造業」「食
料品製造業」「観光関連産業」を成長産業として位置づ
けています。
　従業者数では、卸売業・小売業、製造業、医療・福祉の
分野で働く人が全体の6割近くを占めています。

廿日市市の産業特性

人口は安定的に推移！

6年連続の転入超過！

［沿岸部］廿日市地域［沿岸部］廿日市地域
大 型 商 業 施 設やスー
パー、駅周辺の商店街が
市街地を形成し、交通利便
性の高い工業団地には製
造・流通等の企業が立地し
ています。

①木材・木製品製造業
②食料品製造業
③観光関連産業

※観光関連事業所＝水運（フェリー、高速船、遊箆船）、教育（水族館、美術館、歴史資料館）、娯楽
サービス（自然公園）、浴場業（温泉）

廿日市市
各エリアの
特徴

食関連産業食関連産業

木材関連産業木材関連産業市外から所得を稼ぐ
市内の経済循環の起点

観光関連産業観光関連産業
宿泊業・道路輸送＋観光関連事業所※

市内所得を生み出す
経済循環の呼び水

廿日市市産業構造調査より市内生産額 6,414億円　従業員数 48,626人

成長産業は…
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Life Style in HATSUKAICHI

あなたの暮らしにちょうどいい。
が見つかるまち。
だから住みやすい、
だから住みたくなる
だからまた帰ってきたくなる
私たちの廿日市は
そんなステキなところです。

やっぱり
廿日市で
暮らしたい

妊娠・出産

令和4年4月、
産前産後サポートセンター
オープン！
市内に暮らす妊婦とおおむね産後1年未
満の産婦に向けた、保健師・助産師によ
る相談支援を行います。妊娠・出産・子育
てを安心・安全に楽しく迎えるための教
室や交流の場など毎月楽しいイベントを
開催しています。

子育て応援アプリ
「はつっこ手帳（母子モ）」
予防接種のスケジュール管理、胎児や子
どもの成長記録、妊娠期～子育て期に関
するアドバイスの提供の他、市の子育て
情報やイベント情報を配信します。

教育

公立小学校17校
公立中学校10校
公立高校4校
廿日市特別支援学校など

ALT※を10年以上前から
公立幼稚園、小・中学校へ
派遣
※ALT…英語の授業を補助する外国人指導助手

ふるさと学習への取り組み
地域課題解決への実践力を育て、ふるさと
への愛着と誇りを育みます。

安全でおいしい給食の提供
自校方式・センター方式で、地元の食材
を積極的に活用した完全給食を実施して
います。

住まい

沿岸部には大型マンション、
郊外では田畑の宅地化も
戸建て住宅団地の開発で発展した沿岸
部。現在も新築住宅、マンション、リニュー
アル可能な中古住宅が多く流通していま
す。中山間部への市外からの転入者による
住宅の新築、新築・中古住宅の購入には定
住補助金の交付もあります。

廿日市市
在住者の
平均通勤時間は
片道30.7分
JRや広島電鉄の駅が充実しており、車での
アクセスも宮島スマートICの導入や西広島
バイパスの高架化、広島南道路の整備で
さらに便利になりました。

医療・福祉

安心・安全な医療体制
約100軒の病院・診療所、約60軒の歯科
医院、そして地域医療の中核として高度医
療と24時間対応の地域救命救急センター
を備えたJA広島総合病院があります。

幅広い世代のイキイキとした
暮らしのために
学研廿日市市多世代サポートセンターに
産前産後サポートセンター、地域包括支援
センター、在宅医療・介護連携相談支援室
などを整備。医療・保健・福祉が連携して市
民を支えます。

廿日市

新白島
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便利だね

児童数
増加中！

市立小学校の児童数

6,066人

平成28年5月1日

6,378人

令和4年5月1日

小学
3年生から

外国語活動を
スタート

学習指導要領では

小学
1年生から

外国語活動を
スタート

廿日市市では

小学校の英語教育実施状況

国の学習指導要領
よりも早い！小学校1年生か

ら
外国語活動をスタート！

アクセス良好！
はつかいち

公立高校 4校

公立中学校 10校

公立小学校 17校

子育て支援センターは市内に４か所！

未就学児の医療費無料！
所得制限なし！

子育て

市内在住の子ども
（0～15歳に達する年度末）を
対象にした医療費の助成

市内各地にある
子育て支援センター
子どもたちを遊ばせたり、子育て講座や遊
びの教室への参加もでき、保護者同士の交
流拠点になっています。また、子育て相談も
受けています。

こんにちは赤ちゃん事業
赤ちゃんが生まれたすべての家庭にママフ
レンド（母子保健推進員）が訪問。赤ちゃん
の元気な姿を確認し、市のサービスや予防
接種の情報などをお届けし、子育ての心配
事に対応します。

ブックスタート事業
10ヵ月面談で赤ちゃんに絵
本をプレゼント。

 対象年齢 区分  一部負担金
 未就学児 入院・通院 　　なし
 小学1～6年生 入院・通院 あり（1日500円）
 中学1～3年生 入院のみ あり（1日500円）

廿日市（山崎本社 みんなのあいプラザ内）
佐伯（津田児童館内）
大野（深江保育園内）
地御前（学研廿日市市多世代サポートセンター内）

つながり支援プロジェクト
への取り組み
お互いを認め合える集団づくりをすすめ、
自己有用感を育成します。

廿日市市学校数
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首都圏での勤
務が

長かったので、
海や山があり

食べ物がおい
しい

地元の良さを

再認識しました
。

石橋 霞海さん

にこにこの森保育園 保育士
2021年4月入社
旅行が趣味で、横浜や福岡などの
ベイサイドエリアの海を見るのが
楽しみのひとつ。食べることも大好
きで、日本の三大中華街を制覇。

子どもたちと、まいにちはっけん！
まいにちチャレンジ！

お昼寝の間に連絡帳の記入を
したり昼食を食べたりします。
体調に変化がないか確認も。

絵本を題材に発表会で劇をします。
台本や舞台背景を考え、子どもた
ちと練習に励みます。

　現在1歳児クラスの保育をしてい
ます。お散歩に出かけたり、給食を食
べたり、お昼寝をしたりといった園で
の活動を少人数のグループで行い、
それぞれに先生がつく担当制保育。
月齢も様々な6名の子どもたち一人
ひとりを深く理解しながら、日々の生
活や行事を通して成長を見守りま
す。できなかったことが自分でできる

ようになった、子ども
たちのその瞬間がな
によりうれしいです。保
護者の方とその喜び
を分かち合えるのもこ
の仕事の楽しみです。

　学生時代に実習先で自然保育を体験。自然の中で子ど
もたちと過ごす楽しさを知り、自然保育に力を入れている
この園を希望しました。幼児クラスになると毎日のように
バスで山や川、畑仕事に出かけ、
体験型の保育で子どもたちの生
きる力を育てます。今は幼児クラ
スでの経験しかありませんが、す
べての年齢の子どもに対応でき
る保育士になることが目標。明る
くて熱心な先生たちと協力し合い
ながら仕事を楽しむ毎日です。

自然の中での体験型保育に惹かれて

特定非営利活動法人キッズNPO

キッズＮＰＯは自然の中で「生きる力」を育み、一人ひとりを大切
に育てる“体験型”の保育施設を運営しています。子どもたちにとっ
て安心して過ごせる環境をつくり、それぞれの発達や事情を深く
理解する保育を心がけています。職場の和気あいあいとした雰囲
気はキッズＮＰＯの良いところ♩ 先生たちの「子どもたちと、こん
なことしたい！」を大切にしています。月末には頑張った先生たち
への美味しいご褒美もお楽しみの一つ。子どもたちと、まいにち
はっけん！まいにちチャレンジ!! 一緒に楽しみましょう♪

にこにこの森保育園 園長 吉本 奈織美担当者より

子どもたちのできた！がうれしい仕事

Kasumi
Ishibashi

●創業：2010年11月
●所在地：廿日市市串戸3-1-6
●支店所在地：廿日市市内（串戸・新宮・
宮島）
●事業内容：保育園運営事業、子育て支援
事業、子ども体験事業、自然学校運営事
業、イベント保育事業、ワーク・ライフバランス推進事業、緊急
登庁保育支援事業、保育コンサル事業
●従業員数：正社員42名、パート20名

https://www.kidsnpo.jp/

特定非営利活動法人
キッズNPO

   保育業

子育てしながら働く人に
優しい環境
●女性対象者の育児休業
取得率100％（男性取得
実績あり） 
●企業主導型保育施設の
無料利用可
●未就学児の看護休暇を
時間単位で取得可

ここが

自慢！
田邉 陽介さん

総務人事部人事課
2008年4月入社
買い物や公園遊び、キャンプなど、
休日は家族で廿日市のあちこちに
出かけるアウトドア派の2児のパパ

株式会社ウッドワン

森を育み、
木のぬくもりを暮らしの中へ

状況に応じてオンライン説明会を開催したり、県内外の大学や高校
へ訪問します。

　建具、フローリング、キッチンなど住宅
部材の木質総合建材メーカーです。県
外の大学に進学しましたが、地元広島で
仕事がしたくて就職を機に戻ってきまし
た。本社での見積作成業務、神奈川では
営業を経験し、現在は総務人事部人事
課で新卒採用と研修の仕事をしていま
す。学生さんがインターンシップや就活
イベントを通してウッドワンにどんどん
魅力を感じるようになり、入社を決意さ
れるまでの約1年間を見届けることがで
きるのが採用担当の楽しいところです。

　主力製品の原材料となる木材は、ニュージーランドの
自社森林で育てられます。木を育てるところから製造ま
でを行うスケールの大きさに感動したのを覚えていま
す。植林、育林、間伐、伐採を30年サイクルで行っており、
計画的に森林を管理することで環境保護に努めていま
す。ニュージーラン
ドをはじめ、4か国
の拠点において日
本やアメリカ・ヨー
ロッパへ向けた製
品を作っています。
いつか海外で仕事
をすることが夢の
ひとつです。

Yosuke
Tanabe

地球環境問題が世界的に問われている昨今、企業の環境保全へ
の取り組みがより一層重視されるようになりました。当社は1990
年よりニュージーランドに森林経営権を持ち、持続可能なものづ
くりを先駆的に行ってきました。30年の月日を経て成長した木は、
私たちの工場で製品へと姿を変え、人々の暮らしを支えています。
苗木から育てた私たち自慢の製品で、木のぬくもりある暮らしをよ
り多くの人に届けたい、そんな想いを持った企業です。

取締役 総務人事部長 向原 政昭担当者より
●創業：1935年5月
●所在地：廿日市市木材港南1-1
●支店所在地：国内45営業拠点、ニュージー
ランド、フィリピン、中国、インドネシア
●事業内容：住宅建材設備事業／床材・造
作材などの木質総合建材や厨房機器な
どの住宅設備機器の製造及び販売、植林
を含む山林経営　発電事業／間伐材等由来の木質バイオ
マス・一般木質バイオマス・建設資材廃棄物などの燃料を用
いたバイオマス発電及び売電
●資本金：73億2,497万円
●従業員数：正社員（単体）1252名、（連結）2449名

https://www.woodone.co.jp/

株式会社ウッドワン

会社の未来をともにつくる人材を求めて

環境のための企業活動

木質総合建材メーカー

・借上げ社宅の家賃補助あり
・廿日市市内に独身寮あり
・最長3年間の育児休業取得
可、対象女性の取得率・復
帰率100％

・資格取得奨励一時金制度
あり

・社員食堂あり

ここが
自慢！

地球環境を考えた取り組み
・ニュージーランドでの植林
事業。マツダスタジアム
32000個分の広さです！
・自社バイオマス発電で再
生可能エネルギーを導入

キャンプが大好き！家族や友人たちといろいろなところに出かけ楽しんでいます。

採用担当者
として一言♪

面接の時、大きなことでなく
ていいので、学生時代に自ら考
えてやってみたこと、力を入れ
たことを自分の言葉で素
直に表現できたらい

いですね。

●新卒採用内定後は園で実際
に子どもたちと接しながら
入社前の不安を無くし、入社
後はOJTを実施するなどフォ
ロー体制もバッチリ！

●グループ法人合同研修あり
●応急救護や野外活動リー
ダー研修など、自然保育に
必要な研修の実施

●入社から年次有給休暇付与
までの間利用できるユニー
ク休暇制度あり
　誕生日・記念日休暇、自分
アップ休暇、二日酔い休暇、
エンタメ休暇など理由はな
んでもOK！

園での1日

 9：00 登園
  朝おやつ
 ↓   
 10：00 主活動
  お散歩や中庭遊び、
  行事の練習など
 ↓   
 11：00 給食
 ↓   
 12：30 お昼寝
 ↓   
 15：00 おやつ
 ↓   
 15：50 お帰りの会
 ↓   
 16：00 自由遊び／降園
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最新鋭の開発研究拠点『ブレーンズ・パーク広島』
感性を刺激し創造性を高めるオ
フィスとして設計。オンライン会
議や打ち合わせ、お客様を招い
て演奏会もできるライブラリー
＆カフェスペースがあります。

國寄 真希さん

応用開発研究部
2019年4月入社
小さい頃から毛の
あるかわいい動
物が好き。愛猫
るたお（3歳）に
癒される毎日。

世界の人々の命を守り、
暮らしを守る

毎月新商品の提案をします。商品化
が決まったときがなによりうれしい
瞬間です。

植物に関しては専門外でしたが、部署を問わず相談しやすい雰囲気
の中、手厚い指導もあり研究開発に励んでいます。

　ひとつのことを追究したい性格と子ども
の頃から動物好きだったこともあり、大学
時代は動物に寄生する虫の研究をしてい
ました。就職活動の際には、実家のある広
島で生き物の研究や商品開発ができる企
業をいろいろと検討しましたが、面接の時
の穏やかな雰囲気に惹かれ、フマキラーへ
の入社を決めました。入社後は野菜や花を
育てるときに使う殺虫剤や肥料といった園
芸用品、またねずみや猫の糞尿対策などの
商品の開発を担当しています。

　基礎研究をはじめ、商品の仕様を考えたり量産化に必
要な試験を行ったりと、アイデアを具現化し世の中に新し
い商品を生み出すやりがいのある仕事です。研究職には
女性が多く、女性ならではのライフイベントとキャリアを
両立させ最前線で活躍する先輩の姿を見て、自分の将来
をイメージしています。フレックスタイム制なので、早い時

間の出勤・退勤が可
能。私のような朝型の
人、また子育て中の人
も上手に利用してい
ます。

女性が働きやすい環境

フマキラー株式会社
海外拠点があ

り、

約20名が出
向しています

。

女性研究員の

赴任実績もあ
りますよ！

グローバルに

活躍できる会
社です。

「ひとの命、暮らし、環境を守る」を経営理念に、安心で快適な暮ら
しをお届けするフマキラー。殺虫剤業界のパイオニアとして、世界
初の電気式蚊取り「ベープ」をはじめ、除菌剤・花粉症策剤、園芸
用品「カダン」ブランドなど様々な分野の開発をしています。海外
子会社は、東南アジア・欧州・中南米に展開、約70ヵ国のネット
ワークを持つ広島発の企業です。開発研究職は「ひとの命を守る」
という使命を持って、世界に向けて常に新しいものを生み出すや
りがいのある仕事です。当社で一緒に働きませんか。

管理本部 業務部 総務課 主任 大久保 真希担当者より

安心・快適な暮らしのための商品開発

Maki
Kuniyori

●創業：1874年／創立：1924年7月
●所在地：（本社）東京都千代田区神田美倉
町11（広島工場）廿日市市梅原1-11-13
●支店所在地：（国内）仙台、東京、名古屋、
大阪、広島、福岡（海外）東南アジア、欧
州、中南米など8カ国11社
●事業内容：殺虫用品、家庭用品、園芸用
品、業務用品等の製造販売、輸出入
●資本金：36億9,868万円
●従業員数：正社員218名

https://www.fumakilla.co.jp/

フマキラー株式会社

化学製品製造業

・女性の育休・産休取得率、復
帰率100％

・男性の育休取得実績2名
（2021年度）
・寮社宅完備
・子の看護、家族の介護休暇
あり

・年次有給休暇取得率70％以
上（時間単位の取得可）

・入社2、3年目研修、昇格時研
修実施、外部講習への参加
推進

・公的資格取得後、月々の手当
支給あり

ここが
自慢！

広島・廿日市の

観光産業の一翼
を担い、

良さを伝えられる

この仕事が誇りで
す！

本田 幸希さん

宮島離れの宿IBUKU 予約担当
2019年4月入社
学生時代は地元北広島町の社会人
サッカーチームでプレー。池井戸潤
原作の企業ものドラマが好き。

株式会社 A&C

最高のおもてなしで
お客様に感動と喜びを

お客様をお迎え。翌朝笑
顔でお帰りいただける
よう最善を尽くします。

　いろいろな方と接する仕事、お客様の喜ぶ姿が見られる仕事がしたくて宿泊
業を選びました。インターンの時に対応してくれた先輩社員が本当に楽しそう
にイキイキと働いていたこと、社内の温かい雰囲気が決定打になり入社に至り
ました。現在宮島離れの宿
IBUKUの予約担当としてフ
ロント業務やネット・電話で
の予約対応に加え、夕食・朝
食の配膳なども行っていま
す。宿泊プランを作ったり、
多くの方に知ってもらうた
めの対策を考えるのも楽し
い毎日です。

　IBUKUは上質なおもてなしと非日常が味
わえる大人の宿です。結婚記念日やご両親
へのプレゼント、時にはプロポーズをする
ためにご利用いただくなど、毎日が誰かの
大切な日。ここでの時間を喜んでいただく
ことが自分の喜びに繋がっており、「ありが
とう。」「また来ますね！」といったお客様の
お声が仕事の原動力
です。自分がやりた
いと思ったことをや
らせてもらえる企業
風土。勉強のために
も積極的に手をあげ
挑戦しています。

Kouki
Honda

私達は、地域に必要とされ、なくてはならない企業を目指し、お客
様、地域の皆様、そして働いている従業員にも「あってよかった！」
と言ってもらえる会社作りに取り組んでいます。『お客様に感動を
味わっていただきます』『お客様の喜びが私達の歓びです』Ａ&Ｃ
の企業使命感です。人と人との結びつきによって成り立つ、人が中
心の仕事サービス業。人と接する楽しさをたくさん経験してみま
せんか？従業員の働きやすい環境にも率先して動いております。
想いが共有できる仲間を募集しています。

本部 部長 上田 英知担当者より

お客様の喜ぶ顔が見たくて

感動していただけるおもてなしを

ホテル宿泊業

・年４回にわたる充
実した内容の新入
社員研修

ここが
自慢！

予約でいっぱい、予約の取れない宿にするのが目標です。

部屋の飾りつけ
やケーキ・花束の
手配でサプライ
ズのお手伝いを
することも。

●創業：1961年8月
●所在地：廿日市市大野中央3-3-5
●事業内容：【飲食部門】田舎茶屋わたや
【仕出し部門】わたやごちそうデリカ
【建築部門】新築：A&Cテクノハウス／リフォーム：A&Cホームズ
【宿泊部門】宮島コーラルホテル、宮島離れの宿IBUKU
【温浴施設】天然温泉宮浜べにまんさくの湯
●資本金：3,000万円
●従業員数：社員53名、パート・アルバイト337名

http://kando-ac.jp/

株式会社Ａ&Ｃ
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弊社は、階段専門メーカーとして、上下階をつなぐ立体的な移動
装置という機能だけでなく、高い意匠性と機能性をもつインテリ
アとして、暮らしを豊かに彩る階段をつくっています。階段専門
メーカーとしての知識と経験をもった専任のスタッフが、個別の
現場に応じた特別な階段を、枠に捉われないアイデアで提案し
ています。「おもしろいタハラ」という目標を掲げ、階段を通して
お客様に満足と感動を伝えることができるよう、これからも進化
していきます。

専務取締役 河本 真治担当者より

塩川 郁さん

メカニカル製造課
2016年11月入社
趣味は釣りや登山、スノーボー
ドというアクティブ派。三倉岳
がお気に入りの登山スポット

廿日市から世界へ
コンクリートと共に歩む

上司と部下の距離が近く、風通しのよさが自慢です。

　コンクリートの穴あけや切断を
する機械とドリル（刃物）を設計・製
造・販売している会社です。ダムや
トンネル、新築・改修工事など、土
木・建築現場の基礎的なところで
活躍する商品を作っています。機械
部分とドリル部分の両方を自社生
産できる国内唯一のメーカーだか
らこそ、現場の状況に合わせた商
品を提供できる強みがあります。現
在、国内メーカーで初
めて製造・開発された
高周波ワイヤーソー
などの組立ての仕事
をしています。

　小学生の頃から図を見ながらプラモデルを作ったり、ラジ
コンの分解や組立てをするのが好きだったことが、今の仕事
選びにつながっています。面接時の工場見学で活気づいた
職場を見て、ますますこの会社で働きたいと思うようになり

ました。得意なこと、好
きなことを活かして仕
事ができる充実した毎
日です。目標は組立て
のスペシャリストにな
ること。経験や知識が
豊富な先輩たちがすぐ
そばにいて、日々いい
刺激を受けています。

お父さんの影響
で小さい頃から
釣りが趣味。ヒラ
マサが好きで、福
岡まで足を運び
船釣りを楽しん
でいます。魚全般
に詳しく、調理も
お手のもの♪

株式会社シブヤ

当社は新築や改修工事における水道管やガス管、電線管等を新
たに通すなどの土木・建築現場における鉄筋コンクリート構造物
への穿孔（穴あけ）・切断工事向け機械・刃物を設計、製造、販売し
ています。生活の中で使用場面を目にすることはほとんどありま
せんが、社会インフラを陰から支えています。「ものづくり、ひとづ
くりを通じて世界中の人々に幸福を提供する」という会社ビジョン
を実現するべくチャレンジしていきます。

総務課課長 上田 武史担当者より

Kaoru
Shiokawa

建設機械製造業

広島・廿日市を盛り上げます！
［協賛・協力］広島ドラゴンフラ
イズ、STORM HIROSHIMA.EXE、
廿日市市文化協会、広島交響
楽協会、はつかいち木工まつり
など。

・1時間単位の有給
休暇制度

・女性社員の育休復
帰率100％

・パート社員の産休
育休取得実績あり

・提携保育園あり
・提携賃貸住宅仲介
業者あり

ここ
が

自慢
！

●創業：1952年5月
●所在地：廿日市市木材港北5-86
●支店所在地：東京・札幌・仙台・神奈
川・名古屋・大阪・福岡
●事業内容：コンクリート構造物を切
断穿孔する機械と刃物の製造販売
●資本金：1億円
●従業員数：正社員115名、パート23名

http://www.shibuya-group.co.jp/

株式会社シブヤ

シブヤ
イメージキャラクター
ワンダホル

不具合を起こさない最高の商品を！ひとつずつ丁寧に作り上げます。

アストラムライ
ンや

ゆりかもめに
も

シブヤの商品
が

使われて

いるんだよ！
自分の適性を活かした仕事

業界シェアNo.1企業として

山田 映里香さん

営業部 クライアントプランナー
2021年4月入社
学生時代のアルバイトでは多種多様
の職種を経験。人と接する仕事に楽し
さとやりがいを感じる自分を知った。

株式会社タハラ

住まいと暮らしをより楽しく
豊かにする階段づくり

営業先で仕事がしやすいよう、まず良好な人間関係を作ることを大切にしています。

　地元廿日市の企業に焦点を
あて就職活動をしていたとこ
ろ、階段に特化したメーカーで
あるタハラを知りました。説明
会で社長が階段の魅力を楽し
そうに話すのを聞いて、おもし
ろそうな会社だなと興味がわ
きました。住宅の中で主役にも
なれるような存在感あるデザ

インや、暮らしの幅を広げ
る機能を持たせた階段を
製造販売する会社です。フル

オーダーメイドなのでしっかり
お客様と話して、思い描いてい
らっしゃることを形にしていく
楽しさがあります。

　現在営業職として、担当している岡山エリアを毎週2泊3
日でまわっています。販売店さんへの定期訪問だったり、
工務店さんに商品のPRに行ったり、現場で打ち合わせを
することもあります。一人で営業に行き始めた頃は苦労も
ありましたが、最近では自分の会社のように出入りできる
訪問先が増えました。C&M室※のメンバーとして、チラシや
展示会用の模型を作成した
りなど、営業に役立つツール
を考える仕事にも力を入れ
ていきたいです。

Erika
Yamada お客様の自分らしい住まいづくりのために

タハラ初の女性営業職

住宅建材製造業

・掃除や雑用業務は、
役職・入社歴問わず
当番制

・年間指定席でカープ
観戦のお楽しみも♪

ここ
が

自慢
！

●創業：1985年4月
●所在地：廿日市市木材港北15-1
●事業内容：インテリア建材（階段
材、手摺、カウンター）、製造・販売
●資本金：1,000万円
●従業員数：正社員68名、パート12名

https://wood-tahara.co.jp/

株式会社タハラ

何かあったときにも対応できるよう、訪問前の事前準備をしっかりと。

※C&M室…販売促進の企画・立案などを行う部署

月曜日 出社
 営業の事前準備、スケ

ジュール調整など
火曜日 6：30 社用車で岡山へ
 営業先を訪問。商品PRなど
木曜日 19：30 広島へ戻る
金曜日 出社
 CAD作図をしたり、営業先

から持ち帰った仕事をす
すめる

土曜日 隔週で出社

私の一週間
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女の子（4歳）
、

男の子（0歳）
のパパです。

休日は公園で
遊んだり、

子どもとの時
間を

大事にしてい
ます。

休みの日は夕
ご飯も

作っています！

浴 明日也さん

広島工場 生産部生産二課
2020年5月入社
小さい頃からやりたいことには必ず挑
戦。学生時代は空手・水泳・テニス・バ
スケ等の習い事や部活に励んでいた

デリカウイング株式会社

Happy Together
食から広げる幸せの輪

変化や新しいことに積極的な会社です。

年齢も国籍も様々。持ち
前のコミュニケーション
力と周囲の支えあっての
仕事です。

　社会インフラともいえるコンビニの『食』に関わる商品を製造し
ている会社です。お弁当やおむすび、パンやデザートなど中四国
地方を中心に、また冷凍お好み焼きなど種類によっては全国のセ
ブン-イレブンの店舗へ向けて作っています。転職時に重視したの
は地元の安定した企業であること、家族との時間を大切にできる
仕事であること。面接で「うちの会社で間違いない！」と力強く断言
した社長の圧倒的なオーラに惹かれ、入社を決意しました。

　役員も若く、相談や提案が気軽にできる雰囲
気があります。『挑戦』が会社のキーワード。やっ
てみたいことに何でも挑戦させてくれ、そのプ
ロセスを評価してもらえるので失敗を恐れず
チャレンジできます。現在は生産二課で夜勤の
パート、アルバイトさん約150名のシフト管理や

業務の指示をしています。グループ作業を円滑に進めるため、それぞ
れの予定や体調、人間関係、また今は外国人留学生も多いので総合
的に考えながらシフトを組んでいます。

Asuya
Eki

当社は「HAPPY TOGETHER」をコーポレートスローガンに掲げ、
コンビニ商品を通じて、食の魅力を発信し、人々に「笑顔」をお届
けできるやりがいのある会社です。直近では、チルド商品だけで
なく、「広島お好み焼き」を中心とした冷凍商品へのチャレンジで
商品の全国展開を図っています。チャレンジ精神旺盛で明朗活発
な方が活躍中で、若手社員には多くのパートさんに信頼される存
在になってほしいと願っています。

管理本部 総務部部長 抜口 朋宏担当者より

●創業：1971年11月
●所在地：廿日市市宮内工業団地2-5
●支店所在地：山口県岩国市、東広島市
●事業内容：コンビニ（セブン-イレブ
ン）のお弁当、おむすび、調理パン、惣
菜、軽食、スイーツ、冷凍食品等の商品開発・製造
●資本金：1億円
●従業員数：正社員206名、パート・アルバイト1805名

http://dwing.co.jp/

デリカウイング株式会社

食を通して地域社会に貢献

挑戦こそが進化の第一歩

食料品製造業

大上 真裕さん

製作推進部
2020年4月入社
ホラー映画が好きで、休日は
お家時間を楽しむ。今やりた
いことは自然いっぱいの中で
ゆっくり散歩をすること。

思いをかたちに
感動を届けるお店づくり

ひとつの店舗を最初から最後まで一人で管理できるよう
になることが目標です。

書類整理や現場の段取りなど社内業務も大切な仕事です。

　会社見学の際、各部署の垣根を
感じさせない明るい雰囲気に驚き
ました。サイン（看板）を作っている
現場を実際に見て、店舗設計だけ
でなく看板やサインのデザインか
ら製作まで行っているところに惹か
れ入社を決意。製作に携わりたいと
いう希望が叶い、主に現場に出向
き、工程・安全・品質・コストなど
様々な管理をしています。店舗の内
装・外装、看板やサインの取付設置
など業者の方と協力し合い、お客様
の思いを形にする仕事です。

　店舗が完成しお客様に鍵をお
渡しする時、喜びが大きい反面、
自分の手を離れてしまう寂しさ
も感じます。それだけ現場には
思い入れがあります。現場管理
をする上でうまくいかないこと
もありますが、アドバイスをくれ
支えてくれる先輩たちのおかげ
で乗り越えてきました。仕事の相
談からプライベートな話まで気
軽にできるアットホームさと、年
齢や部署、役職に関係なく誰も
が発言・提案できる風土がある
からこそ、前向きに仕事に取り組
むことができます。

三共ディスプレイ株式会社
仕事で県内外

いろいろな

ところへ行き
ます。

帰ってくるたび
に、

廿日市は街す
ぎず田舎すぎ

ず、

ちょうどいいと
ころだなと

ホッとします
。

「今日も笑顔で仲良く元気よく！」をモットーに、お店の看板やディ
スプレイ、内外装のデザイン設計・施工まで手掛けるお店づくりの
会社です。社内の雰囲気も明るく、若手社員も意見や提案ができ
る環境もあり、風通しの良い職場となっています。また、それぞれ
担当の仕事内容や時間に合わせて勤務時間を調整しながら、仕
事とプライべートをうまく両立できるようフレックスタイム制を導
入し、より働きやすい会社を目指しています。

営業部 リーダー 藤原 崇史担当者より

Mayu
Oue

●創業：1967年6月
●所在地：廿日市市木材港北7-17
●支店所在地：東京、名古屋、大阪、福岡
●事業内容：店舗・商業施設の設計・施工、
各種サインの設計・施工
●資本金：2,000万円
●従業員数：正社員73名、契約社員3名

http://www.sankyo-d.com/

三共ディスプレイ株式会社

店舗設計施工業

・全額会社負担の団体保険に加入
・年次有給休暇15日取得推進
・5～10日の長期休暇
・資格取得支援制度あり
　（合格時は会社が費用負担）
・提携保育園あり
・国内外への社員旅行（3年に一度）
・広島工場内に
マッサージ室
あり

ここが
自慢！

・食べ放題・バイキング式
の社員食堂

　野菜もお肉もバランスよく♪

500円／30分で施
術が受けられます！

夏祭り＆子ども参観日開催
食べ飲み放題の屋台やステー

ジで毎年盛り上がります！工場

見学や商品作り体験ができる

参観日はお父さんお母さんの

仕事を知るいい機会です。

※社会状況を考慮し、一時開催を見合わせています

家族や
地域の方 に々感謝の気持ちを込めて

明るい光が差し
込むオシャレな
オフィスです。

・フレックスタイム制を導入

・2か月かけて各部署を経

験する新入社員研修

・社内貯金制度

ここ
が

自慢
！

共に働く先輩、仲間たちに支えられて

お店づくりに一から関われる仕事

がんばれ
サンフレッチェ広島！！
選手の等身大パネルや

看板のデザイン・製作も

手掛けています。
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イベント企画や

運営をしていた大
学時代、

アナウンサーの横
山雄二さんを

講演会に招致し
たことをきっかけ

に

大ファンに！ラジ
オ番組

「ごぜん様さま」
を

いつも聴いていま
す。

洞井 和輝さん

製造部 歯車・研削グループ
2021年4月入社
小1から大学まで空手を続ける。ライブが
大好き。地元アーティストからコブクロや
モーニング娘。とジャンルは幅広い。

株式会社広島精機

安心で豊かな暮らしを
縁の下で支える歯車の力

OJT※を用いて専門性・技術力を高めます。
※OJT…上司や先輩が実際の仕事を通じて指導し、知識、
技術などを身に付ける教育方法

　私たちの代表的な製品で
ある「歯車」は、船舶、水門、
建設機械、農機具、医療機
器、防災、災害対策、レジャー
施設など、様々な国内外の産
業機械に利用されています。
お客様の要望に合わせて、
歯車を使った製品の設計、
加工、組立、設置も行ってい
ます。入社後は1対1で丁寧
に指導してもらっています。
人柄のいい先輩ばかりで、分
からないことも聞きやすく、
単なる作業では完成させる
ことのできない奥深い「歯
車」と日々向き合っています。

　社長と採用担当者との最終面接のとき、
この会社で働きたくてその強い思いを伝え
ました。それに対して「本当にありがとう」と
心からの感謝の気持ちが伝わる言葉をか
けてもらったことが忘れられません。社員
思いの会社だなと入社後も折々に感じて
います。研削グループに異動したばかりで、
最終工程を預かる立場として不適合品ゼ
ロを目指して奮闘
中です。いろいろな
部署・工程を経験し
ながらステップアッ
プしていくのが今
の目標です。

Kazuki
Doui

「総合力ある機械メーカー」を目指し、国内外で活躍する様々な産
業機械に使用される「歯車」の製作や、機械ユニットの設計から加
工、組立、アフターメンテナンスまで幅広く行っています。機械加工
は単純作業ではなく、豊富な知識や技術、臨機応変に対応する力
が求められます。自分たちが作ったものを使い、仕事をする人たち
がいる。それによって、私たちの暮らしが豊かになる。人々の生活
を見えないところから支えていく。それが広島精機の仕事です。

総務部採用担当 内田担当者より

蓄積された技術力を未来に繋いで

社員一人ひとりを大切に

機械器具製造業

・男性の育児休暇取得推
進（男女共に実績あり）

・有給休暇の取りやすさ
（平均11.84日/年）
・健康経営優良法人認
定企業

・ユースエール認定企業

ここが
自慢！

●創業：1946年5月
●所在地：廿日市市宮内工業団地
2-3
●事業内容：一般機械器具製造業
（歯車・減変速機・機械部品・ポン
プ・機械ユニットなどの設計製作）
●資本金：1,000万円
●従業員数：正社員45名、パート1名

http://hiroshima-seiki.co.jp/

株式会社広島精機

日本全国・世界で活躍する機械製品をつくっています

笠井 友莉亜さん

望海の里 介護福祉士
2020年4月入社
休日はドライブがてら
遠出を楽しむ。下関
の唐戸市場でお寿
司を食べて水族館
に行くのがお気に
入りのコース。

健やかで穏やかな日々に
寄り添って

チームワークが大切な仕事。情報を共有し最善のケ
アに努めます。

　小さい頃から「おじいちゃんお
ばあちゃんってかわいいなあ。」
と思っていました。実の祖母の病
気をきっかけに高校生の頃には
介護福祉士になりたいという夢
を抱くように。学生時代、実習で
訪れた望海の里は、スタッフ同
士が大変仲が良く、入居者の方
がそれぞれのペースで
穏やかに生活されてい
る様子が印象的でした。
ケアの方法も丁寧で、自
分の理想と思えるもの
だったことも、ここで働き
たいと思った理由です。

　現在3名の方を担当しており、日常のお世話をしたり、それぞ
れの状態に応じたケアプランを考えたりします。多くの方が終
の棲家として過ごされる場所です。昔のことわざや歌を教えて
くださったり、お話をしたり、笑いあったり、そんな毎日が楽しく

て、安らかな日常を一緒に
過ごせることが喜びです。
お一人おひとりのかけが
えのない人生の終盤期に
立ち会いながら、経験を
重ね、さらに入居者の方
に沿ったケアができるよ
うになることが目標です。

・保育園・学童保育を併設
・入職後は、業務や身近なことを相談できる年齢の近
い先輩が指導者として1対１でサポート。期間が終
わってもいろいろ相談できる心強い存在です。

・自分が学びたい研修会や勉強会参加への補助あり。
・テニス、バレー、バスケ、フラダンス、ヨガ、フラワーア
レンジメントなどのサークル活動も♪

医療法人ハートフル

理念である「地域のために地域とともに」を達成するため、当法人
では医療、介護、障がい福祉など様々な事業を展開しています。
様々なサービスを提供しているため、色々な経験を積むことがで
きます。ぜひ自分の理想とするサービスを見つけてみてください。
いい仕事をするには患者さんや利用者さんの心に寄り添い、「住
み慣れた地域で、自分らしく生きる」お手伝いをしながら、自分自
身が「自分らしく生きる」ことが大切だと思っています。ともに歩ん
でいただける職員さんを待っています。

総務課 総務主任 辰井 賢太郎担当者より

Yuria
Kasai

医療業

「多様な働き方
プロジェクトチーム」がつくる
働く人の意見を反映した制度
・1時間単位の有給休暇取得可

・育児短時間勤務の対象拡大

・小学校1年生の子どもを持つ

職員の短時間勤務可
・有給休暇を使わず不妊治療や

がん治療の通院可

ここ
が

自慢
！

●創業：1993年12月
●所在地：廿日市市陽光台5-9
●支店所在地：廿日市市、岩国市
●事業内容：医療・介護・障がい福祉
事業、病院、クリニック、有料老人
ホーム、障がい福祉事業所、訪問看
護・訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所 等
●資本金：5,000万円
●従業員数：正社員371名、パート189名

https://www.amano-reha.com/

医療法人ハートフル

入居者さまの安らかな毎日のために

おじいちゃんおばあちゃんが好きで介護の道
へ

夏祭り♪職員出演で盛り上
がります。スイカ割り

や焼き芋会、忘年会など行
事も盛んです。

小さい頃から宮島が
大好きでよく遊びに行
きます。望海の里か
らの景色は抜群です！

「あんたにお願いしたいんよ。」と頼りにされると
うれしくなります。
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山本 陸さん

工務部工務課
2022年4月入社
長野県安曇野市出身。自然豊かな
環境で育つ。休日はキャンプや登
山で広島の海・山を楽しんでいる。

瀬戸内の海と島がある風景が大好きです

中光 千雅さん

生産本部 箱詰担当
2019年4月入社
TVドラマのことならおまか
せ。お休みの日は話題のお
店でランチを楽しむ。

お菓子ひとつひとつに
感謝の気持ちを込めて

季節限定の商品も人気！豊富な商品ラインナップが喜ばれています。

お菓子づくりができるのは平和な世の中だからこそ。社員共
通の思いです。

　小さい頃からお菓子を作るのが大好き
で、大学では食品に関わる学科を専攻しま
した。広島を代表するお菓子の製造販売元
として県内外で多くの方に馴染みのある会
社でお菓子作りに携われること、そして広
島・宮島を訪れてくださった方にひとつの
思い出となるような商品を届けたいと思っ
たことが入社のきっかけでした。現在はピ
ロー包装機の運用、そして個包装された約
20種類のお饅
頭をひとつずつ
チェックしなが
ら箱詰めを行っ
ています。

電車や街中でやまだ屋のお土産を持っていらっしゃる方
を見かけると嬉しくて、心の中で「ありがとうございます！」
とお礼を言っています。おおのファクトリーで仕事をしてい
ると、お饅頭を食べながら楽しくお話をしているお客さま

や、はしゃいでいる小さなお子さんの
笑顔を見ることができます。それが大
きなやりがいになっています。いつか
たくさんの方に喜んでいただける新
しい商品を開発したい、それが今の
目標のひとつです。

お客さまの喜ぶ顔を励みに

★広島西部ロハスの会の活動を
通じた子どもたちへの環境教育

『はつかいち漁民の森づくり』
植林体験や大樹の伐採見学、自然
を使った体験ゲームで楽しく学び
ます。
★自社で大工職人を育成。墨付け
や手刻み（加工）といった伝統
技術を継承していきます。

永本建設株式会社 株式会社やまだ屋

地域の資源を活かした
人と環境に優しい家づくり

お客様との打ち合わせや設計を行う営業設計の仕事にも少しずつ挑戦しています。

設計から完成までプロ
ジェクトの一通りに携わ
れることが工務店の一
番の魅力です。

　建築を専攻していた学生時代、『工務店による地域資源を活かし
た家づくり』を研究テーマに全国約20か所の工務店に足を運びま
した。永本建設にも何度か訪れ、『広島の気候風土に適した地元の
木材を使い、地域の職人さんの手仕事で家づくりをすることで関わ
る人すべてを幸せにする』という社長の信念に強く惹かれました。
全国的にもこのような取り組みは珍しく、この会社で地域のための
家づくりがしたいと思い入社しました。

　現在、現場監督の補佐として主に現場の環境管理や安全管理を
行っています。工程管理や業者さんとの打ち合わせを通じて現場を
スムーズに進めるための段取りの仕方を勉強する毎日です。地域貢

献や地域環境に関する意識の高い会社で、森づく
りのイベントや宮島の伝統的な建物の保存につい
て学ぶ勉強会にも参加しています。家づくりをはじ
め、様々な形で地域に関わることができる工務店
には地元を盛り上げる力があると思っています。

Riku
Yamamoto

今はまって

いるのは料理
！

レパートリーを
増やすために

いろいろ挑戦
しています。

得意料理はハ
ンバーグと

麻婆豆腐♪

関わる人すべてが幸せになる家づくり、これが我々が目指す家造
りです。地域に必要とされる工務店を目指して、地域材・自然素材・
伝統工法にこだわった住宅や中規模木造施設の新築や古民家の
リフォームを行っています。そのほかにも森林資源の有効活用の
ご提案として薪ストーブの販売・施工や腐らない木材E’z-WOOD
の加工・販売を行っております。地域循環型社会を私たちは事業
を通して目指していきます。

常務取締役 永本 和磨担当者より

コロナ禍を始めとする世界情勢の混乱は、世の中の『あたりまえ』
を大きく変え、当社の事業の両輪である観光もお菓子も大きな影
響を受けました。決して『あたりまえ』ではない平和な世の中に感
謝しよう。感謝の気持ちが込められたおいしいお菓子には笑顔を
運ぶ力があることを信じよう。微力ながらも平和な毎日に貢献で
きることに誇りを持とう。そうした思いを胸に創業100周年に向け
て共に挑戦していただける仲間を募集しています。

総務本部 課長 伏田 勝也担当者より

●創業：1982年10月
●所在地：廿日市市新宮2-14-12
●支店所在地：明石WOODYARD
（宮内）
●事業内容：木造注文住宅設計施
工・リフォーム、中規模木造建築物
の設計施工、薪ストーブの設置販
売メンテナンス、木材製材加工販売
●資本金：2,000万円
●従業員数：正社員22名、パート2名

https://nagamoto-home.com/

永本建設株式会社

地域で循環する家づくりに惹かれて

ここが
自慢！

大好きなお菓子に関われる仕事

Chika
Nakamitsu

●創業：1932年10月
●所在地：（本社）廿日市市宮島町
835-1（おおのファクトリー）廿日市
市沖塩屋２-10-52
●支店所在地：広島県南西部に直営
店10店舗、生産工場1か所
●事業内容：和洋菓子の製造・販売お
よびカフェ経営
●資本金：1,400万円
●従業員数：正社員139名、パート24名（2022年12月16日現在）

https://momiji-yamadaya.co.jp/

株式会社やまだ屋

地元を元気にする工務店

木造建築工事業    菓子製造販売業

大崎下島の古民家を購入！
どんな場所にしていくかはこ
れからのお楽しみ。仲間たちと
建築プロジェクトをすすめて
います。

やまだ屋の歴史
昭和19年（1944年）、戦争によ
る物資統制で砂糖が配給制に
なり、もみじ饅頭は製造中止
に。製造が再開されたのは昭
和27年のことでした。

★2022年10月に創業90
年を迎えました。歴史あ
る会社です。
★社内研修旅行を実施。
観光産業の勉強を兼ね
たお楽しみ。

ここ
が

自
慢
！
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◉インタビュー

「廿日市を
    舞台に働く」

い
つ
も

あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で
、

私
ら
し
く
働
く

廿
日
市
が
フ
ィ
ー
ル
ド
！

や
り
た
か
っ
た
仕
事
に

全
力
投
球

私たちの街には、地域のために、
また日本全国へ、世界へ向けて
活躍する企業がたくさんあります。
廿日市の魅力ある企業を、
働く人を通して紹介します。

―今どんなお仕事をしているか教えてください。

山本：永本建設は新築木造住宅を中心に設計・施工を手掛け
ている工務店で、現場監督の仕事をしています。図面通りに完
成させるため工程の管理をしたり、環境・安全管理といったこ
とも担当しています。
山田：タハラは住宅の中でも階段に特化したメーカーで、岡山
エリアの営業をしています。販売店や工務店周りをする他、現
場に行って現場監督さんや大工さんと空間にどう階段を収め
るかといった打ち合わせをすることもあります。

―どちらの会社も特色ある事業をされていますね。

山本：そうですね。『地域でのものづくり』が会社の方針なんで
す。使用する木材は廿日市産。2022年には工場を建て、自分た
ちが山で仕入れた木材を廿日市で自社加工できるようになり
ました。より廿日市でものづくりをしていこうという意識が高
まっているのを感じます。
山田：階段に特化しているだけあって、マニアックな世界だと
思います。施主さんはインスタグラムなどでいろいろな階段を
リサーチして、理想の階段を希望されます。それを住宅の中で
どう実現していくか、階段専門だからこそ深く追求できるおも
しろさがありますね。

―就職活動のエピソードを教えてください。

山本：僕は大学院に進学して建築の勉強をしていたんですが、
もともとは設計の仕事をしようと思っていました。研究のため
に永本建設にも何度か訪問して社長の事業への思いに惹か
れたんですね。ものづくりの現場がすごくおもしろく思えて、現
場で仕事をするなら工務店だなと。工務店なら永本建設しか
考えられないと思って、社長に「入れてください！」とお願いし
ました。

山田：私は大学3年生の2月くらいから本格的に就職活動を始
めました。ちょうどコロナの始まりの頃で、エントリーした会社
の採用活動がストップ。地元廿日市に目を向けたところ、コロ
ナ禍でも採用活動していたタハラを知り、会社訪問をしまし
た。社長と1対1で話をしたんです。その時社長が階段のこと、
会社のことを話してくださったんですけど、こんなに社長が会
社のことを楽しそうに話すところっていいなと思って（笑）
山本：うんうん、いいですねぇ。
山田：おもしろそうだなって興味が湧いたんですね。あとはと
んとんと進んで。縁に恵まれたなと思います。

―学生の方に向けて「今こんなことをしておくといいよ」という
アドバイスがあればぜひ。

山本：年代に限らずなんですけど、やりたいと思ったことはやっ
たほうがいいと思っています。僕は小さいことでもやりたいこ
とをやって、行きたいところに行って会いたい人に会ってきた。
そうしていると誰かと繋げてもらったり、何かに誘ってもらった

り、自分の想像以上にいろいろなことが広がっていくという経
験を何度もしました。
山田：私、明るめの髪にしてたんです。内定後、会社訪問の機会
があったんですけど、1日だけだからいいかなと思ってそのま
まで行ったんです。
山本：お～（笑）
山田：（笑）怒られてもおかしくなかったんですけど、社長に「山
田さん、楽しそうでいいねぇ。一度しかない学生時代、どれだけ
楽しむかだよ。いろんな経験が糧になっているんだろうね。」っ
て言われてうれしかったです。髪色はほんの一例ですけど、自
分自身もそう思っていたので、とにかく楽しんで欲しいですね。
何でもいいので日々に楽しみを見出している人ってとても魅力
的だと思いますし、それが何かの糧になると思っています。

―大切にしていることは何ですか？

山本：あまり人に振り回されず、ありのままでいたいです。社会
的にも、常識的にもこうあったほうがいいというのはあると思
うんですけど、それによって自分らしさを無くすのはもったい
ないですよね。
山田：私も同じですね。自分が笑顔で楽しくいられる空間は自
分で作っていくものだと思っているので、営業先でも一番最初
に一番の笑顔と元気で打ちとけにいきます。結果的にそのま
まの自分を受け入れてもらって楽しく仕事ができています。

―これからの展望を教えてください。

山本：入社1年目で分からないことだらけで毎日必死ですけど
（笑）
山田：それがまた楽しいですよね。
山本：そう。知らないことを知るのはおもしろいし、やりたかっ
たことをやっているから毎日が楽しいです。こうなりたいってい
うイメージがあるので今はそこを目指して頑張っているところ
です。
山田：私には、社内にこんな人になりたいなと尊敬している先
輩がいます。私もみんなから目標とされる人になりたいです。
山本：目標とする人、尊敬できる人が社内にいるのってすごく
大事ですよね。

―お二人にとって廿日市はどんな街ですか？

山田：小学生の頃からはつかいちっ子です。交通の便が良くて、
穏やかで住みやすい街。久しぶりに宮島に行きたいですね。メ
イン通りから外れたところにオシャレなカフェができていたり、
宮島での楽しみ方も増えましたね。
山本：長野県安曇野市出身なので、比べるとやはり温暖で晴れ
の日が多いところだなあと思います。アウトドアな僕からして
みたら、海あり山ありでいろいろな遊び方ができるから楽しい
街ですよ。海のある景色が新鮮で、通勤で海沿いをバイクで走
るのも気持ちいいです。お酒が好きだからいいお店も開拓し
たいんだけど…。廿日市駅周辺にオシャレなお店がいっぱい
ありますよね？
山田：いいお店たくさんありますよ。ぜひ行ってみてください。
あとで教えますね（笑）

永本建設株式会社
工務部工務課
山本 陸さん

⤵

モチベーションをあげるために⤴
やっていること

誰かと一緒に過ごしてリラックスしたら
元気が出るタイプ。友達と飲みに行っ
てとにかくしゃべります！

永本建設の紹介はP15

株式会社タハラ
営業部 クライアントプランナー

山田 映里香さん

⤵

モチベーションをあげるために⤴
やっていること

ネイル＆マスクを外してもきちん
と見

える丁寧なメイク。自分のご機嫌は
自分

でとります！コーラで甘いもの補充も
♥

タハラの紹介はP10

撮影：新宮中央公園（けん玉公園）
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