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仕事では高知県内各地に足を運びま
す。私は高知市出身なのですが、私で
も仕事で山奥などに行った時には山
の緑、川の水面の美しさに感動します
し、空気がおいしいなーと感じます。
会社に入って一番大事にしてほしい
ことは、しっかり声を出すこと。特に挨
拶は信頼関係をつくる第一歩です！

自然いっぱいの高知県！
趣味で培った知識や技術を仕事に活かす！
　橋梁やトンネル、水門など構造物の劣化診

断や原因の推定、施工性を考慮した補修・補

修計画を提案する株式会社インフラマネジメ

ント。入社1年目の小巻さん。電気設備の保守

点検等をする会社で5年間働いたあと、ドロー

ンを使った仕事がしたいとの思いから同社を

選んだのだそう。「元々カメラでの写真撮影と

ドローンは趣味でした。今の会社に入ってド

ローンの飛行資格も取得できましたし、仕事

内容も社会インフラを保全する仕事なので社

会貢献が実感でき、とても充実しています」と

語ってくれた。

魅力と将来性を感じた
ドローンを使った最先端の橋梁点検
　測量調査課に所属し、県内各地で主に橋

梁の診断を行っている。まだ知らないことばか

りだが、現場で先輩に教わりながら測量や損

傷のチェックなど業務をサポート。正確に寸

法を測り、わかりやすく説明できるような工夫

を心がけていると話す。また、新しいことに積

極的に取り組む社風で特にドローン活用に注

力。将来的には産業用ドローンを飛ばし赤外

線センサー等を使った測量を行い、人が行う

業務からの転換を図る計画がある。自身も

さっそく操縦資格を取得。ドローンに限らず、

技術士の資格取得には会社の手厚いサポー

トがあり、取得後は給与に反映される仕組み

だ。最近新しくなった職場はフリーアドレス制

で、その日の気分によって好きな場所で仕事

ができる。「自ら学ぼうとする人を後押しする

社風が魅力です！」と話してくれた。

高知県高知市若松町8-4　TEL088-855-5149
○代表取締役社長／坂元 陽祐　○創業／平成21年
○売上高／2億1900万円　○従業員数／21名
HP／https://infra-m.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

あらゆる構造物の安心・安全を支え、多くの人の役に立つ仕事

message

i n f o r m a t i o n  

人々が便利で快適に過ごすために、インフラのための「マネジメント」を
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No.02
高知で働く先輩

株式会社インフラマネジメント　小巻 天星さん（出身地／高知市）
［インフラマネジメント］

こ  まき  てんせい

介護を必要とされる方が多い高
知県。明るく働きやすい職場
で、少しでもそうした方の力にな
れればと思っています。千葉生
まれ高知育ちの私にとって、高
知はとても住みやすい所です。

ご高齢者が多い高知県
家庭的な職場で
ぜひ一緒に働きましょう

介護福祉サービスを展開する安定企業
　高知県・香川県を中心に、介護福祉に関わる

総合サービスを展開するアイ・エム・シー ライフ

ステージ。グループホーム、居宅介護、訪問介

護、訪問看護・リハビリ、サービス付き高齢者向

け住宅のほか、グループ施設への食事提供や

惣菜販売を担う食品事業所を運営している。

　その中の一つ「IMCグループホーム大原」

に勤める介護職員の廣瀬さんは、専門学校で

介護福祉を学び、5年前に入社した。この職に

興味を持った理由は、介護職だった母から

常 、々やりがいを聞いていたから。実習で施設

を訪れた際、家庭的で明るい雰囲気に惹か

れ、「ここで働きたい！」と就職を決めた。

利用者様第一をモットーに楽しく仕事
　仕事は、食事や入浴、トイレ介助のほかお誕

生日会などのレクリエーションなど、同施設で

暮らす利用者様の生活支援全般にわたる。日

頃心掛けているのは、利用者様の気持ちを第

一に考え、お話にたくさん耳を傾けること。人

生の先輩の話はとても楽しく、勉強になるとい

う。「仕事はとにかく楽しいです。喜んでくだ

さって笑顔を見せていただけた時、この仕事を

選んで本当に良かったと思います」と、母から

聞いていた通りのやりがいを実感している。

　感染症の影響で今は外出できないが、「利

用者様との花見や外食をいつか再開したい」と

いうのが現在の夢だ。家のようにアットホーム

な環境で、天性の優しさを仕事に生かしている

廣瀬さん。「介護を必要としている方々の力に

なれる仕事。興味のある人はぜひ一緒に働き

ましょう」と明るい笑顔を見せてくれた。

高知県高知市竹島町13-1　TEL088-837-8402
○代表取締役社長／熊野 守洋　○創業／平成10年
○従業員数／250名
HP／https://imc-ls.com/company/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

家庭のような温かさと優しさで、必要とされる方の力になりたい

message

i n f o r m a t i o n  

人生の先輩に喜んでいただける。やりがいを実感できる介護職
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株式会社アイ・エム・シー ライフステージ　廣瀬 七海さん（出身地／千葉県）
［アイ・エム・シー ライフステージ］

ひろ   せ なな   み
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ON・OFFの
切り替えをしながら
ブレない信念を持って
夢に向かって！

薬剤師を目指したのは小学生の時
　一緒に暮らす祖父が毎日沢山の薬を飲む

姿を見て、「私が薬の管理をしてあげたい」と

思った小学6年生の頃から、薬に興味を持ち

はじめたという山本さん。親戚に薬剤師がい

て、仕事の内応について聞くことがあったた

め、小学校の卒業文集に「将来の夢は薬剤

師」と書くほど決意は固く、「大阪の薬学部に

進学後は、充実した大学生活を送りながら夢

に向かってメチャクチャ頑張った！」と当時を

振り返った。大阪での就職を考えていたもの

の、高知にも希望先の子会社があると声をか

けてもらいUターン。おかげで、「薬の管理をし

てあげたい」という夢も叶えることができた。

患者さんの手助けをする仕事！
　山本さんの主な仕事は薬の監査。処方箋

を見ながら用意した薬の内容を確認した

り、併用が可能な薬かをチェックして、患者

さんの元へ向かう。現在の病状からお薬手

帳の確認、気になる事など細かいヒアリン

グをし、時には病院と患者さんの橋渡しも

おこなう。また、沢山服用しないといけない

患者さんには日付を書いたり、お薬カレン

ダーの提案もする。「患者さんが困らないよ

う、薬の管理をしやすく、飲み間違いがない

ようにするのも大事な仕事です。」と山本さ

ん。今後は、会社のバックアップのもと、認

定薬剤師の資格を取りたいと勉強中。「入

社1年目からすぐに患者さん対応をさせても

らい、先輩の指導も丁寧で、何にでも挑戦さ

せてくれる環境に感謝しています！」とニッ

コリ。

高知県高知市桟橋通1-10-4 2F　TEL088-856-8655
○代表取締役社長／宅間 大祐　○創業／平成18年
○売上高／65億円　○従業員数／200名
HP／https://www.yell-group.net/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

祖父の薬の管理をしてあげたいという想いから目指した薬剤師への道

message

i n f o r m a t i o n  

患者さんへの投薬だけでなく薬の管理や病院との連携も大切な仕事
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株式会社Yell Pharmacy　山本 奈穂さん（出身地／高知市）
［エールファーマシー］

やまもと な　ほ

学生時代は思いっきり遊びま
したが、薬剤師になりたいとい
う想いだけはしっかりと持ち続
け、ここぞという時には力を発
揮できるよう努力しました！

高知で働きたい！という想いが
あっても職種によっては就職先
が限られていることがあるかも
しれません。私は「得意」なこ
とからでしたが、まずはなんで
も挑戦してみることからその先
の「楽しい」に繋がっていくと
思います。

得意なことを好きなことに！
人を笑顔にする仕事を
　地域に根差したスーパーマーケットとして昨

年創業４５年を迎えた「エースワン」。エースワ

ン、エーマックス合わせ高知県をはじめ香川

県、愛媛県で計１７店舗を展開しており、年内

にはエースワン潮江店がリニューアルオープン

する予定だ。専門学校でグラフィックデザイン

を学んだ乾さん。「好きなことを仕事にした

い！」と印刷会社に就職したが、働くうちにやり

たかったこととのギャップに悩むようになった

のだとか。アルバイト経験を通じて得意だと感

じていた接客業に絞って転職活動を始め、地

域貢献活動にも力を入れている同社に惹かれ

たことがきっかけで今年の春入社した。

アットホームで安心して働きやすい職場
　入社後１ヶ月ほどは研修期間があり、接客マ

ナーなどを身につけながらレジ打ちを含めいくつ

かの部署を経験。料理が好きだったこともあり希

望した惣菜部門に配属が決まった。お寿司から

ベーカリー、お弁当まで種類も多く覚えることも

多岐にわたる。研修制度の一環である「ブラ

ザーシスター制度」では年齢の近い直属の先輩

社員がサポートしてくれるので、ちょっとしたこと

でも相談しやすいのだそう。また昨年からは「エリ

ア限定社員」としての採用もスタート。「高知県

内で働きたい！」という気持ちにも応えてくれる。

頼られる人材に
　言われる前に率先して動くことを意識して仕

事に向き合う日々。「とにかく笑顔を絶やさない

ように。お客様の立場に立って接客していま

す」と乾さん。「食に関わることで大好きな高

知に貢献したいです！」と力強く語ってくれた。

高知県高知市薊野南町28-12　TEL088-803-1227（代）
○代表取締役社長／中山 太陽　○創業／昭和51年
○売上高／242億円　○従業員数／1,031名
HP／https://www.ace1.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「食」を通じて地元高知を元気に。お客様の笑顔のために奮闘中！

message

i n f o r m a t i o n  

生鮮食品から日用品、医薬品まで。地域の日常生活を支える仕事
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株式会社エースワン　乾 梨乃さん（出身地／高知市）
［エースワン］

いぬい り　の
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些細なことでも頼ってもらいつ
つ、きちんと全体を見渡した仕事
をする会社の「お母さん」のような
存在になりたい。そして今の子供
たちが働く世代になった時、そん
な存在がいる働きやすい会社が
たくさんあるといいなと思います。

高知がより働きやすい
場所であるように

金属のあらゆる加工・組み立てに卓越した技術集団
　農業機器用部品をはじめとする部品製造

の専業メーカーである「エスイージー」。南国

市内に４つの工場があり、溶接・塗装・機械加

工・焼き入れ・組立など多種多様な金属加工

が可能だ。大学進学を機に高知県に移住

した川村さんは現在入社８年目。営業職に

憧れを抱きつつ就職活動をするなか知り合

いの紹介を経て同社を知り、「高知にこんな

多く従業員を抱える企業があるなんて」と驚

いたのだそう。営業、資材調達部門を経て、

今年の６月育児休暇から復帰したタイミング

で人事総務経理課に配属。３つの部署を経

験しすっかり会社を支える中堅社員へと成長

した。「仕事を自分なりに解釈して取り組む

ことが好き」と話す川村さん。得意のエクセル

技術を活かし社内向けに経理状況を見やす

くまとめるなどの仕事に取り組みつつ、税制

改正に伴う経理のDX化のための枠組み作り

に取り組んでいるのだそう。

ライフステージに合わせて「こう働きたい」が叶う会社
　現在時短勤務を取得している川村さん。男

性の育児休暇はもちろん介護のための時短

勤務をとる社員もおり、福利厚生が充実して

いることも同社の魅力だ。そんな中「どうすれ

ば時間を効率的に使いながら仕事ができるの

か」考えつつ仕事することを心がけていると話

す。子供たちの寝かしつけをしながら簿記の資

格取得のため勉強にも取り組む、子育てにも

仕事にも全力の日々 だ。一年周期で回る経理

の仕事。「何年か経験して自分にできることを

探していきたい！」と笑顔で語ってくれた。

高知県南国市里改田203　TEL088-865-8130
○代表者／濱田 順久　○創業／昭和38年
○売上高／50億円　○従業員数／330名
HP／ https://www.segnet.jp/ （問合せ先 : 人事総務経理課　担当 細木）

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「仕事も家庭も全力で」そんな気持ちに応えてくれる会社です

message

i n f o r m a t i o n  

お客様の満足を第一に、時代の変化に即応する「ものづくり」を
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株式会社エスイージー　川村 睦美さん（出身地／宮崎県）
［エスイージー］

かわむら  むつ  み

まずは「かっこいい！」と思える人
を見つけてみるといいと思いま
す。自分にとってなぜその人が
輝いて見えるのか考えたり、積
極的にその人に話を聞いてみた
りすることが「なりたい自分」へ
の第一歩かもしれません。

チャレンジ精神がある人材、
募集中！

餃子はもちろん「人」も魅力！な会社です
　高知名物屋台餃子で有名な飲食店「安兵

衛」を経営する「エムエフシー」。屋台から始ま

り１８年前に株式会社を設立。現在東京を含め

た７店舗の運営と通販用食品の製造も行って

いる。現在８年目になる中越さんは当初アルバ

イトスタッフとして働いていたが、目標に向かっ

て「キラキラと」働く東京の店舗勤務の先輩社

員との出会いがあり「この人と一緒に働きた

い！」と直感的に思ったのだそう。入社後は希

望通り東京の安兵衛で勤務。念願だった先輩

と一緒に働いた経験も今の糧になっている。

風通しがよく働きやすい社内
　働きたい店舗などのヒアリングが定期的に

あるなど、上司にもフラットで相談しやすい環

境が整っていることは魅力の一つ。また中越さ

ん自身も後輩社員の育成に携わるようになっ

た今、「一人ひとりにあった仕事のやり方を見

つけていくこと」を心がけているのだとか。人

によって成長スピードも様々。この仕事の楽し

さを知ってもらえたら、と笑顔で話す。

笑顔を絶やさない接客を
　現在はりまや町にある店舗で勤務している

中越さん。県外客も多く訪れる人気店のため

順番待ちで並ぶことも多い。心苦しく感じるこ

ともあるが、帰り際には「美味しかったよ、あり

がとう」と言葉をかけてもらえることがやりがい

なのだそう。今後はお店の「縁の下の力持ち」

として後輩社員やアルバイトスタッフから頼ら

れる存在になっていきたい、そして高知で昭和

４５年から引き継がれてきた「安兵衛」を続け

ていく力になりたい！と熱く語ってくれた。

高知県高知市はりまや町2-7-6-2F　TEL088-882-3530
○代表取締役／臼井 勝　○創業／昭和45年
○売上高／5億円　○従業員数／30名
HP／https://mfc-group.jp/yasube/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

接客のプロフェッショナルを目指して、日々 奮闘しています！

message

i n f o r m a t i o n  

私達と高知の食文化を広げ、高知を食の観光地として盛り上げましょう！
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高知で働く先輩

株式会社エムエフシー　中越 冬子さん（出身地／高知市）
［エムエフシー］

なかごし とう  こ
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「高知城」や「オーテピア」といった
高知の主要な構造物に携われると
ころに他にはない大きなやりがいを
感じています。不安や失敗を恐れ
ず積極的にチャレンジをして、高知
を明るく盛り上げていきましょう！

電気工事を通じて、
高知をもっと「明るく」
盛り上げたい！

質の高い技術と安心を届けて40年余り
　電気工事の提案から施工はもちろん、電気通

信工事業をはじめ防災工事業や再生可能エネ

ルギー設備業など変化するニーズに応えあらゆ

る業務を手掛ける「片岡電気工事」。国や自治

体からの公共工事を多く請け負い、高知県内の

トンネルや道路の照明の付け替え新規設置な

ど施工内容は多岐にわたる。元 「々新築の社屋

がきれいだな」と同社が気になっていたと話す

入社1年目の岡林さん。入社の決め手は進学か

就職か迷っていたときに参加した会社見学だ。

現場の写真をみながら丁寧な説明をうけたこと

はもちろん、充実の会社設備に大きく興味が膨

らんだ。「社内にジムやシャワー、酸素カプセル

まであってなんと家族まで利用可。福利厚生に

は驚きました！」と笑顔で話す。

はじめての現場で感じた達成感
　実際に現場に入り始めると見たこともない機器が

使われていて、初めての経験の連続。現場の流れを

教えてもらいながら実技の練習、また現場に赴いて

作業を手伝わせてもらうことで経験を積んでいる。

はじめて最初から関わったトンネル照明の付け替え

工事では、施工完了後に行う夜の「照度測定」の

際、真っ暗だったトンネルがお昼のように明るくなった

ことを確認。達成感が込み上げてきたと話す。

知識と経験がモノをいう仕事
　安全第一な電気工事作業。資格が必要なもの

も多く、同社の社員は平均１０個もの資格を保持し

ている。岡林さん自身も現場作業の傍ら、「電気

工事士」などの資格取得にも取り組んでいる。「経

験を積み重ねて現場を動かせる存在になっていき

たいです！」と語る岡林さん。今後の活躍を期待！

高知県高知市鴨部1-6-12　TEL088-840-5055
○代表取締役／片岡 雅夫　○創業／昭和53年
○売上高／6億6779万3000円　○従業員数／15名
HP／https://kataokadenki.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「電気」を通じて見えないところから高知の暮らしに貢献！

message

i n f o r m a t i o n  

よりよい技術を未来に繋ぐ、電気工事のスペシャリスト
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No.08
高知で働く先輩

株式会社片岡電気工事　岡林 玲生さん（出身地／高知市）
［かたおかでんきこうじ］

おかばやし れ　ん

昨今増えているゲリラ豪雨などで、
みんなの暮らしを守る斜面対策工
事はとても重要視されるようになり
ました。建設業未経験でも全国で
活躍できる環境が整っているので、
少しでも興味がある人はぜひ！

社会のことは働いてみないと
わからない。何事も元気に
行動あるのみです！

自社開発工法で全国から引っ張りだこ
　地滑り防止の鉄筋挿入工をはじめ、一度

崩れてしまった場所の補修や道幅を広げる

際の補強などを手掛ける「海昌」。一般的に

は足場を組んだり重機を入れての作業にな

るところを、同社で独自開発した「スタンドド

ライブ工法（SD工法）」を用いて作業する。

足場も重機も伐採も不要の工法で、従来で

は施工が難しかった現場にも適用できると

あり、北は北海道から南は沖縄まで全国の

公共事業で採用されるようになった。

達成感を味わえる仕事です！
　入社半年の橋本さんは、転職サイトで同社

を見つけ、体を動かして、高知に拠点がありな

がら全国で活躍できる業務内容に魅力を感

じ入社を希望。「現場は急斜面や山の中での

高所作業ですが、どの現場も安全対策がしっ

かりされていて、事前の研修もしてくれるの

で、怖く感じたことはありません」と橋本さん。

現在は職人さんに手順などを教えてもらいな

がら補助作業をおこなっているが、ゆくゆくは

オペレーターの資格を取得したいと経験を積

む日々 。現場によって期間は様 あ々るものの、

一つの工事をやり終えた時の達成感は何物

にも代え難い。また、長期出張の際は一人ひと

りにシングル・ルームが用意され、仕事の時

間以外は自由な時間なので、先輩とご飯に

行ったりとオフの時間も満喫している。「仕事

中は緊張感の中作業に取り組んでいますが、

年齢関係なく話ができる楽しい職場です。全

国に赴いて一つでも多くの山が崩れないよう

に安全を守っていきたい」とにっこり。

高知県高知市長浜3107-5　TEL088-855-7817
○代表取締役／岡村 亘祐　○創業／平成10年
○売上高／10億円　○従業員数／47名
HP／https://www.kai-syo.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

崖崩れや災害から人々の安全と暮らしを守る仕事です！

message

i n f o r m a t i o n  

北海道から沖縄まで独自の技術を全国区で展開する企業
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高知で働く先輩

株式会社海昌　橋本 陸さん（出身地／高知市）
［かいしょう］

はしもと りく
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元々高知で働きたいと思って
いたので、他県で経験を積ん
でUターンしました。住み慣れ
た高知はやはり働きやすいと
感じます。今後も挑戦を続け、
地元に貢献していきたいです。

経験は全て糧になる
チャレンジしてきたことが
今の職場で生きています

動物が好きで、酪農の道に進む
　川渕牧場は年間約4,500トンもの牛乳を供給

する四国有数のメガファーム。ここで主に搾乳を

担当するのが中野さんだ。

　子供の頃から動物好きだった中野さんは、地

元農業高校のアグリサイエンス科に入学。牛や

豚、鶏とさまざまな動物の飼育を学ぶ中、酪農に

興味を抱くようになり、全国唯一の酪農専門学

校である中国四国酪農大学校に進んだ。卒業

後は千葉県の牧場で3年ほど経験を積み帰高。

同級生の紹介で昨年、川渕牧場に入社した。

搾乳、餌やりなど幅広い業務に従事
　川渕牧場では約400頭もの乳牛を飼育してい

る。牛の搾乳は日に2～3回ほどで、中村さんは

現在、朝を担当。全頭終わるまで3時間ほどかか

るが、同牧場では県で唯一ロータリーパーラーと

いう機械を導入しており、作業は大変スムーズ

だ。そのほかにも、配合飼料の準備や餌やり、お

産の立ち合いや仔牛の哺乳など、幅広い実務に

携わっている。中村さんが仕事で大切にしている

のは、牛をよく観察すること。体調を崩した牛は

早期発見といち早い治療が求められるため、一

頭一頭に気を配っている。

繁殖成功に向け、日々邁進中
　今取り組んでいるのは、牛の繁殖の練習だ。

酪農大学校で家畜人工授精師の資格を取得す

るなど専門知識を学んだ中村さんだが、繁殖を

成功させるには多くの経験と高い技術が必要で、

今はまだ苦戦中という。「実践あるのみです。上

司や先輩を見倣って技術を身に付けたい。そし

て将来は周りの人に頼られる人材になりたい」

と、酪農のプロを目指し頑張っている。

高知県高知市針木西1323　TEL088-840-1506
○代表者／川渕 容史　○創業／平成13年（会社化）※牧場開始は昭和47年
○従業員数／25名
HP／https://kawabuchi-bokujyo.com

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

人工授精の頻度を上げられるよう、高い技術を身に付けたい

message

i n f o r m a t i o n  

牛の健康管理に気を配り、質の高い牛乳を世に届ける
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No.10
高知で働く先輩

有限会社川渕牧場　中野 季里さん（出身地／四万十町）
［かわぶちぼくじょう］

なか  の き　り

とても人見知りなので、学生の
時に地域のボランティア活動な
どに参加したところ、年齢など
の垣根を超えたコミュニケーショ
ンを取ることができるようになっ
たので、行動次第で自分を変え
ることはできます！

自分の苦手を克服できる
行動を！

身近にあった農業に目を向けて就活
　実家がキュウリやオクラを育てる農家に生

まれた大友さん。就職活動をする中で、地元

で働きたいと先生に相談したところ、「元気

な畑のごちそう」をテーマに新鮮な青果を全

国へ届ける「カネエイ」を勧めてもらい会社

見学に訪れた。身近な存在だった農業に目

を向け、改めて食に関わる仕事っていいなと

感じ入社。現在は、加工事業部に所属し、機

械を使って野菜の袋詰めをおこなっている。

ミョウガ、ニラ、ナスなど季節の野菜を担当し

ていて、取材時はちょうどニラの最盛期。1

ケース50束のニラを4台の機械に分かれて、

7万5000束詰める日もあると話してくれた。

チームワークを大切にして仕事に集中
　袋詰めは5人1チーム。1つの機械に野菜を

セットし、袋に入れ、パッケージして、検品、箱

入れとローテーションでおこなう。特に異物

チェックやフィルムの間に挟まったニラを見つ

け出す検品は集中力のいる作業。スピードも

求められるが、膨大に届く野菜たちを全て詰

めた後の達成感を毎日味わっているという。

高知の野菜の美味しさを知ってもらいたい
　毎朝集まってくる新鮮な野菜は、その日の14

時までには全て袋詰めが終了し、夕方には各地

へと旅立っていく。運ばれていく野菜を見送りな

がら、どんな人たちの元へ届くのか想像している

という大友さん。自然豊かで美味しい野菜が育

つ高知の魅力が全国に届くよう愛情を込めて袋

詰めする傍ら、ゆくゆくはリーダー、管理者とス

テップアップできるように、取得必須のフォーク

リフトの資格にも挑戦したいと語ってくれた。

高知県須崎市妙見町351-1　TEL0889-42-0567
○代表取締役／市川 義人　○創業／昭和46年
○売上高／70億円　○従業員数／61名
HP／https://www.genkibatake.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

農業に携わる仕事を通じて、高知の「いいね」を全国へ届けたい

message

i n f o r m a t i o n  

新鮮で美味しい高知野菜を全国に向けて出荷！

kochi  de  hataraku  2022-2023

No.09
高知で働く先輩

株式会社カネエイ　大友 芽衣さん（出身地／須崎市）
［カネエイ］

おおとも    め    い
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自分の気持ちに正直に、
後悔しない選択を。

顧客に寄り添うパートナーとして
　県内を中心とした中小企業・小規模事業者

にITシステムを提供する「キタムラコンピュー

タ」。お客様のニーズに合わせてシステム導入

から保守サポートまで一貫して請け負う。入社

１年目の田村さんは既成の業務ソフトを取り扱

う部門に所属。システムトラブル発生時にはお

客様に寄り添う迅速な対応を心がけている。

「各ソフトの仕組みや機能を熟知するにはもっ

と勉強が必要」と話しながら、「分からないこと

は相談しやすい環境」と会社の魅力を語る。

未経験からエンジニアに
　「ITバブル」だったという2000年前後、

Yahoo!や楽天などの企業が世間を賑わせてい

た。当時学生だった田村さんはそこに大きな可

能性と魅力を感じ、全くの未経験ながらシステ

ムエンジニアを志したのだそう。都会暮らしを

経て「自然に囲まれた高知で暮らしたい」とい

う思いが強まりUターン。転職活動を機にキタ

ムラコンピュータを知り、「少数精鋭ながら、長

年お付き合いのあるお客様が多くあり、多種多

様な仕事を手掛けている」ことにとても驚いた

という。

ふるさとで叶える、
ワークライフバランスのとれた働き方
　残業が少なく土日・祝日もお休みだが、これ

も技術力の高い社員が揃っているからこそ。オ

フの時間には、東西に広がる高知ならではの

フィールドでロードバイクや釣りを楽しんでいる

という田村さん。「将来的にはITを使った新し

いビジネスモデルを作り新規の販路も開拓し

ていきたい」と静かに熱く語ってくれた。

高知県高知市葛島2-3-37　TEL088-883-7700
○代表取締役社長／坂本 雄一　○創業／昭和61年
○売上高／１億７０００万円　○従業員数／16名
HP／https://www.kitacomp.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

築き上げてきた技術と顧客との信頼関係が誇れる会社です

message

i n f o r m a t i o n  

オフィス業務に革新を！ITのチカラで高知の企業を支える仕事
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No.12
高知で働く先輩

株式会社キタムラコンピュータ　田村 憲佑さん（出身地／香南市）
［キタムラコンピュータ］

た  むら けんすけ

いろんな情報が溢れている昨
今。戸惑ってしまうこともある
かもしれません。けれど他人の
意見に囚われすぎないことも
大切。失敗を恐れず、チャレ
ンジする気持ちを持ってほしい
です。

まずはインターンシップなどで、興
味のある職種で働いている先輩
たちの話を聞いてみるといいと思
います。自分の想像した「やってみ
たいこと」に近いのかどうか、判
断する材料の一つになるのでは？

選んだ仕事と真摯に
向き合って、一緒に高知を
盛り上げましょう！

建物の施工に関わって形に残る仕事を
　住宅から大型施設まで官民問わずあらゆる建

物を手掛け、県内建築実績No.１を誇る岸之上工

務店。創業した1955年から培ってきた技術力で、

より優れた建築物を提供し続けてきた。小学生

の頃から「ものづくり」が好きで、高校では建築

科で学んだと話すのは入社４年目の竹内さん。イ

ンターンシップに訪れた際、現場や仕事について

教えてもらうなか、若手育成に力を入れているこ

とを知りそれが入社の決め手となった。

大規模な建築を担当するからこそ学べること
　工期５年という大きな案件の現場監督の一人

を任されている今、職人さんや資材の手配、施工

図の作成などを担当している。天候や職人さんの

人数によっては工程とのズレが出てきてしまうこと

もあるが、対応力を蓄積して次に活かすために

日々 の記録をつけているという竹内さん。突発的な

出来事に都度対応して無事工程通り進んだ時に

は、これまでの経験が活かせたと感じるのだそう。

より質の高い現場管理を目指して
　入社当時、先輩社員から「効率的に仕事がで

きるように、常に自分で考えて行動する」ことを教

えられて今でも大事にしている。定期的に行われ

る勉強会ではカリキュラムがしっかり組まれてお

り、若手社員の学びの場も充実。資格取得のため

の学びも組み込まれており、今後は「建築施工管

理技士」をはじめ各種資格も取得予定だ。さらに

経験と知識を積み重ねた後には、「大規模建築

物の施工を現場の所長として担当できるようにな

りたい。そしてより良い建物を建てることで高知

の力になりたいです！」とフレッシュな笑顔で語っ

てくれた。

高知県高知市西秦泉寺435-1　TEL088-822-2222
○代表取締役社長／岸之上 憲一　○創業／昭和30年
○売上高／114億100万円　○従業員数／61名
HP／https://www.kishinoue.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

携わった建物が多くの方に役立てることが大きなやりがい！

message

i n f o r m a t i o n  

創業から建築一筋。高知の未来を築く仕事！
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No.11
高知で働く先輩

株式会社岸之上工務店　竹内 皓紀さん（出身地／高知市）
［キシノウエコウムテン］

たけうち こう  き
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溶接や旋盤などは高校で学んで
おり、やっていて「おもしろいな」
と思ったことが今の仕事につな
がっています。また、インターン
シップや会社見学で会社の雰囲
気を見ることも大切！ぜひ積極的
に参加してみてください。

まずは
「好き」と思えることから

唯一無二の技術力
　船舶や鉄道、ダムなど大型産業機械の主要パーツ

の製造加工を通じて、日々進化するハイテクノロジー

を支える「KTK」。「ユーザーとともに歩む」を合言葉

に、市場のニーズに応えてきた。今年の春に入社した

ばかりの青木さんは「よく気がつく」と先輩社員からも

評される期待の新人。インターンシップで訪れた際、

職人さんたちが優しく受け入れてくれたことが印象に

残っており、採用試験を受けたのだとか。まだ入社して

日が浅いが、先輩社員のサポートと並行して「NC旋

盤」などの機械を使って金属の強度テストに使う「ひっ

ぱり試験片」など小さな品物の加工を任されている。

目の前の課題に誠実に
　「小さなものでも、最終的な品物まで加工をしてで

きた時はやりがいを感じます」と青木さん。また日々の

仕事の中で青木さんが一番大事にしていることは「言

われる前に動く」ことだ。先輩社員がクレーンで品物

を持ち上げる際には事前に通り道をあけておくなど、

常に目配りをして先に行動するようにしているのだそ

う。わからないことがあれば先輩社員に確認してメモを

し、家で復習するなど、コツコツと努力を欠かさない。

明るい雰囲気の職場
　資格取得に際してのサポートがあることはもちろ

ん、同社の魅力はなんと言ってもアットホームな雰

囲気。キャベツが旬の時期にはお昼の時間に山盛

りの千切りが出されるなど、ちょっと嬉しい福利厚

生も。バイク好きが多いそうで、お休みの日には先

輩社員とツーリングに出かけてリフレッシュするこ

ともあるのだとか。今後はクレーンなどの資格も取

得していきたい、そして「小さいことでもきちんと向

き合って技術を磨き、より会社に貢献できる人に

なっていきたい」と力強く語ってくれた。

高知県香南市香我美町上分1124-1　TEL0887-55-4344
○代表取締役社長／井戸 啓彰　○創業／平成2年
○売上高／2億1000万円　○従業員数／16名
HP／https://www.ktk-88.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

日々の仕事を丁寧に、技術も知識も習得中です！

message

i n f o r m a t i o n  

最新鋭の金属加工技術でハイテクノロジー市場に貢献
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No.14
高知で働く先輩

株式会社KTK　青木 拓海さん（出身地／香南市）
［ケーティーケー］

あお   き たく  み

仲間と一緒に「ものづくり」
をする楽しさ

県内ナンバーワンの規模と実績
　鉄鋼や建築資材の販売から建築の設計施

工、橋梁や鉄骨の製造と幅広い業務で高知の

街づくりに貢献してきた「北村商事」。商社であ

りながら施工も行う唯一無二な企業だ。入社5

年目の大原さんは高校の機械科で溶接や図面

の書き方などを学ぶなか、「ものづくり」に携わ

る仕事に興味を持った。橋梁や鉄骨など、大掛

かりな鋼構造物を多くの人が関わり役割分担を

しながら作り上げていくことに魅力を感じ、入社

の決め手になった。

ミスの許されない仕事、だからこそ感じるやりがい
　設計から実際の製造をするに当たり、溶接の

際などに熱の影響で縮んでしまうことを計算し

図面に反映させる「原寸」という作業に携わる

大原さん。ミリ単位で決まっている規格値に最

終製品が合わなければ、原材料の発注からやり

直す必要さえあるという責任重大な仕事。「より

信頼される原寸を」と同社で培われてきたノウ

ハウを学びながら経験を積む日々だ。

理系・文系問わない幅広い業務内容
　最近では共同企業体として受注した大型プロ

ジェクトで他社の原寸担当者と一緒に仕事する機

会があったのだそう。「意見交換したり、より効率的

な作業の仕方を教えてもらえたり勉強になりまし

た。」と話す。将来的には施工管理技士などの資格

も取得し、原寸だけでなく工場での代理人としてな

ど仕事の幅も広がっていく。上司からも「黙 と々パ

ソコンに向かう仕事をきっちりやってくれる」と定評

のある大原さん。営業や製造、現場監督など部署

も職種も幅広いことが同社の強み。一人ひとりの

適性に合った仕事がきっと見つかるだろう。

高知県高知市城見町5-19　TEL088-883-1121
○代表取締役社長／高橋 和敬　○創業／昭和22年
○売上高／124億円　○従業員数／123名
HP／https://www.kitamura-shoji.co.jp/index.html

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

スケールの大きなものを皆で協力してつくることに喜びを感じます

message

i n f o r m a t i o n  

100年企業を目指して。安心して暮らせる郷土の維持・発展に貢献！
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No.13
高知で働く先輩 北村商事株式会社　大原 光さん（出身地／いの町）

［きたむらしょうじ］

おおはらひかる

「原寸」の仕事も図面を描いて
終わりではなく、しっかりと次
の工程である製造に引き継ぎ
をします。やっぱり仕事は自分
ひとりでやるものではなくチー
ムワーク。頼ってもらえるとや
りがいも感じます。
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入社当初はわからないことだらけ
で、大変に思うこともありました。
けれどやっぱり真面目に努力を積
み重ねていくことは本当に大切！す
ぐには花開かなくても、やるとやら
ないとでは何年か後にきっと差が
ついているはずです。一緒に頑
張って高知を盛り上げましょう。

コツコツとやることが大事！
ガスの販売や設計・施工を担う
　LPガスの販売をはじめ、供給設備販売、

ガス配管工事の設計・施工、飲食店や病

院・介護施設向けの大型厨房設備の設

計・施工を行う高知ガス。ガスボンベの配

送や検針など黙々と一人で作業を行うイ

メージがあるガス会社だが、実際には、お

客様や関連業者とコミュニケーションをと

りながら行う営業の仕事が多いという。

お客様のニーズの、一歩先まで対応を
　入社26年になる佐田さんは、一般家庭用の

ガスや関連機器の販売営業と、施工・メンテナ

ンスを担っている。入社当初は、営業という仕事

自体に戸惑っていた。また、業務上必須である

マニュアル車の運転も慣れるまでは苦労した。

しかし「液化石油ガス設備士」など必須の資格

をはじめ、ガス回りのあらゆる設備関係の資格

取得や研修参加に会社のサポートがあるので、

どんどんスキルアップができたという。今では

「この人に頼めば仕事が早い」と称されるベテラ

ン社員として活躍している佐田さんは、「まずは

お客様のニーズに応える。そしてその一歩先ま

でやることを心がけています」と話す。

迅速な対応と高い保安意識
　「県内にいろいろな同業他社が存在してい

ますが、高知ガスを選んでもらえることが嬉し

いですね」と佐田さん。「とにかく安心安全に

ガスを使っていただきたい」との考えから、緊

急時の応対のために宿直制をとっている同

社。「お客様が困ったときの対応の迅速さと

保安意識の高さは、弊社が高知で一番で

す！」と力強く話してくれた。

高知県高知市本宮町275　TEL088-844-5161
○代表者／山崎 倫太郎　○創業／昭和28年
○売上高／7億1000万円　○従業員数／20名
HP／ https://www.kochigas.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

生まれ育った高知のライフラインに、責任感を持って携わりたい

message

i n f o r m a t i o n  

安心・安全なガスライフを、誠実なサービスでお届け
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No.16
高知で働く先輩

株式会社高知ガス　佐田 健一さん（出身地／高知市）
［こうちガス］

さ　だ　けんいち

00

高知は魅力の多い県で、私に
とって、とてもほっとできる場
所です。また、高知で働くのは
とても楽しいです。ぜひ一緒に
働きましょう。そして高知を盛
り上げていきましょう。

心安らぐ高知県には
ここにしかない魅力がある
ぜひ一緒に楽しく働こう！

人（運転手）で選ばれるバス会社
　高知駅前観光は、貸切観光バスや各種送迎

バス業務等を行う、高知で最も古いバス会社の

一つ。「人(運転手)が輝くことで選ばれるバス会

社」をコンセプトに掲げており、安全・安心な運行

と丁寧な接客サービスが、長い間地元で支持さ

れている。お客様からの信頼を大切にする同社

は採用においても人柄を重視し、経験不問の取

り組みを開始。その枠で松本さんは入社した。

お客様の役に立てることが嬉しい
　東京での教員勤務を経て帰郷した松本さん。

「自分が好きな仕事、自分に合う仕事なら長く続

けられる」と、以前から興味があったバス運転手

への転職を今年決意した。高知駅前観光では、

会社負担で大型二種免許の取得が可能。未

経験の松本さんも入社後資格を取り、先輩に教

わりながら業務を覚えた。「まだまだ未熟。でもお

客様からありがとうと言われた時は、役に立てた

んだなとやりがいを感じます」。

自分の力が高知の力になれば
　松本さんはかつて帰省のたびに、高知の美

しい景色や人の優しさ・明るさに心が安らいだ

という。現在は空港連絡バスを担当している

が、仕事を通して、そうした地元の魅力をお客様

にも感じて欲しいと考えている。そのために「自

分の力が高知の力になれば」と、お客様への

笑顔や心遣いを欠かさない。「観光で高知に

来た方が最初に接する人間として、高知の人の

良さを伝えたい」。その上で「先輩方を見習っ

て、お客様が快適に過ごせる運転、人々の手

本となるような運転を心掛けていきたい」と、運

転技術のさらなる向上を目指している。

高知県高知市桟橋通5-1-57　TEL088-831-7272
○代表取締役社長／梅原 章利　
○創業／昭和25年　○従業員数／46名
HP／https://www.kochiekimaekanko.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

大好きな高知の魅力を、運転手としてたくさんの人に伝えたい

message

i n f o r m a t i o n  

笑顔と気配りの運転で、お客様に安心・快適を提供
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No.15
高知で働く先輩

株式会社高知駅前観光　松本 晃佑さん（出身地／高知市）
［こうちえきまえかんこう］

まつもと こう すけ
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大学在学中は友達と遊んだり、
旅行に行ったり、バイトしたりし
てたくさんの経験をし、将来の
選択肢を増やしました。中でも
バイト経験は今の仕事に繋がっ
ています！

遊ぶ、バイトする、
いろんな経験を学生生活で！

社会福祉士として誰かの役に立ちたい
　大学在学中に、放課後等デイサービスの

アルバイトを通して、発達障害や自閉症の子

どもたちと関わってきた大塚さん。「この子た

ちが大人になった時、どういう風に関わって

いくことができるだろう」と考え、さらに福祉

の仕事に就きたいという想いが深まっていっ

た。就職活動の際に、高知県知的障害者育

成会の存在を知り、障がい分野の福祉を網

羅した法人であることから、ここで働いたらや

りたいことが全部できると入社を決めた。入

社後すぐは入所施設に配属が決まり、作業

場、入浴、食事など入所者の生活全般をサ

ポート。4年目の今年、生活相談の部署に異

動し、今は地域で暮らす人たちとサービスと

を繋いでいる。

どんな時でも笑い合える職場
　相談支援員として、利用者の家族から「お

陰様で楽しく生活をしている」と話を聞くた

びに、福祉の仕事の大切さを感じている大塚

さん。もちろん、時には深刻な話を聞くことも

あるけれど、周りにはベテランの職員もいる

ので、経験値の高い先輩たちから多くを学

び、しんどい時だからこそ笑顔で仕事をしよう

と前向きだ。1つのサービスに繋いだからと

いって、全部が解決するわけではない。1人ひ

とりのライフステージごとに適切な環境を整

えてあげられるよう意識しながら、人があたた

かく、人との繋がりが強い高知において「誰

も孤立することなく幸せに暮らせる街」を自

分の仕事を通じて実現したいと自身もスキル

アップ中！

高知県南国市陣山字弥市531-1　TEL088-855-3717
○理事長／秋友 英稔　○創業／昭和37年
○売上高／15億5500万円　○従業員数／331名
HP／https://kochi-ikuseikai.or.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

支援を必要とする人たちが切り離された存在にならないために私がいる！

message

i n f o r m a t i o n  

地域で暮らす人とサービスを繋ぐ存在
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No.18
高知で働く先輩

社会福祉法人高知県知的障害者育成会　大塚 輝さん（出身地／高知市）

社会福祉法人
高知県知的障害者育成会

［こうちけんちてきしょうがいしゃいくせいかい］

おおつかきらり

将来のため、人生の先輩方に
いろいろな話を聞いてみましょ
う。近くで自分のことを見てくれ
ている人だからこそ、自分では
気付かないようなアドバイスを
もらえ、視野が広がるかもしれま
せん。

周りの意見を聞くことも
大切に

「ビビッドバンク」でおなじみの銀行
　地域密着型の金融機関として、高知県内

を中心に支店を構える「高知銀行」。高校時

代のアルバイトを通じて接客の仕事に興味

があった岡原さん。就職活動に際して当初は

一人で悩んでいたというが、ご両親や恩師の

勧めもきっかけになり４年前に入行した。高

卒採用の場合、まずは実家から通勤できる

支店に配属されるという同行。岡原さんも新

卒で清水支店に配属され３年間窓口業務を

担当した後、今年の４月に高知市内の薊野

支店に転勤となった。異動後はマネーアドバ

イザーとして主に個人や法人のお客様に金

融商品の提案をしている。窓口業務もしなが

ら投資信託や生命保険、ローンの案内など

外交営業もこなすマルチプレーヤーだ。

お客様の「ありがとう」がやりがい
　幅広い世代の方達と接するなか実感した

ことは、「新生児から遺産相続まで人生に寄

り添う仕事」だということ。最近では法人の財

務内容や事業承継などの相談を受けアドバ

イスすることも。預金係とは必要な知識もガ

ラリと変わり学ぶことも多いが、お客様の夢

や希望を実現するため日々 奮闘中だ。

笑顔を絶やさず、経験と学びを深めていく
　休日もしっかりとれ、ワークライフバランスもとり

やすいという同行。行員が自由に利用できる各種

オンラインセミナーも導入されており、資格取得に

向けた研修や健康管理に活用できるものもある

のだそう。岡原さんも今後は「証券外務員一種」

などの資格を取得し、「お客様により頼られる行

員になっていきたい」と熱く夢を語ってくれた。

高知県高知市堺町2-24　TEL088-822-9311
○取締役頭取／海治 勝彦　○創業／昭和5年
○預金等／１兆２２５億円　○従業員数／７５５名
HP／https://www.kochi-bank.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「face to face」でお客様の人生のベストパートナーに

message

i n f o r m a t i o n  

金融の力で未来を作る！地域経済の活性化に貢献する仕事
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No.17
高知で働く先輩

株式会社高知銀行　岡原 帆乃加さん（出身地／土佐清水市）
［こうちぎんこう］

おかはら    ほ     の      か

17 18



週末は県内の行ったことのない
場所へ足を運び、高知の魅力を
再発見することにハマっていま
す！高知が好き・高知の魅力を
もっと知りたい人にとって、やり
がいを感じられる仕事です。

日々の業務で
高知のひと・ものの魅力を
感じています！

安心安全な食と暮らしのお手伝い
　高知の人々の健やかな暮らしと食の安全

を目指して１９８５年に設立された「こうち生

活協同組合」。高知県内で１０万人を超える

組合員で構成され、一人ひとりが「出資」「利

用」「運営」することで支えられている非営

利の組織だ。高知大学出身で、心理学を学び

「人との関わり」に関心があったと話す小﨑

さん。入協して半年たった現在、宅配業務を

担当している。注文を受けた商品をトラック

で組合員に届ける業務は宅配だけにとどまら

ず、組合員の困りごとに対応することも多い

のだとか。「つい先日も、草刈り用の鎌の使い

方が分からず困っていた組合員様に、実演を

して説明しました。」と小﨑さん。想像以上に

深い組合員との関わりあいに、暮らしを「支

えている」実感がもてると話す。初めは慣れ

ないトラックの運転に戸惑ったそうだが、入協

して数ヶ月後には沢山の組合員に「運転が上

手くなったね！」と声をかけてもらえるように

なった。組合員の暮らしを支えると同時に

「支えられているんだな」と感じる瞬間も多く

あるそうだ。

高知の人のよりよい暮らしをサポート
　多くて1日に30軒ほど配達にまわる。働く

チームのメンバーも温かく、また体調不良な

どで配達に回れないメンバーがいても補いあ

える体制で、安心して組合員のために働くこと

ができるそうだ。共済や葬祭などのサービス

もある同組合。配達ではしっかりと組合員と

会話して、より高知の人の暮らしに深く関わっ

ていくことを目標に、日々 奮闘中だ。

高知県高知市薊野中町16-8　TEL088-826-5211
○理事長／佐竹 一夫　○創業／昭和60年
○年間供給高／120億325万円　○組合員数／10万3627名
HP／https://www.kochicoop.or.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

何気ない会話から、組合員様の「よりよい暮らし」を創造していきたい

message

i n f o r m a t i o n  

「健康と子どもたちの未来のために」。組合員による組合員のための組織
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No.20
高知で働く先輩 こうち生活協同組合　小﨑 群青さん（出身地／高知市）

［こうちせいかつきょうどうくみあい］

こ  さき  ぐんせい

一つのことを突き詰めていくの
が好きなので、印刷オペレー
ターの仕事は自分に合っていた
と思います。商業高校出身です
が機械の扱いも慣れました。で
きることも増えてきています。

住み慣れた土地で
自分に合う仕事が
見つかるはずです

さまざまなジャンルの印刷物に対応
　県内で読まれている新聞のうち、およそ9割

のシェアを誇る高知新聞。その印刷をはじめ、

あらゆるジャンルの印刷物を取り扱うのが、高

知新聞総合印刷だ。同社では最新輪転機を

「高知新聞まほろばセンター」に備え、高速

で色鮮やかな大量印刷に対応している。

馴染みある高知新聞に興味を持ち入社
　入社8年目の安光さんは、高校3年生の時に職

場見学で同社を訪れた。実は小学生の時も、社

会見学で同じく印刷の現場を訪問しており、高知

新聞は身近な存在だったという。安光さんは多く

の人に読まれる新聞がどのように作られているの

か興味を持ち、高校卒業後入社。商業系の高校

出身で機械の知識は全くなかったが、現場で丁

寧に指導を受け技術を身につけた。

輪転機のメンテナンスも重要な業務
　新聞は4色のインクを使い印刷する。そのイン

クの濃度や量を安光さんたちが微調整すること

で、正確な色が再現される。また文字や写真の

色ずれ、紙の揃い具合もチェック。こうして14万

部を超える大量の新聞印刷に向き合っている。

　印刷のない時間帯に行う機械のメンテナン

スも重要な業務だ。新聞は毎日のニュースを確

実に読者に届ける媒体であり、機械が止まった

ら多方面に影響が及ぶ。そこで、機械に不備が

ないか慎重に保守点検を実施。さらにトラブル

を想定し時間内におさまるようシミュレーショ

ンするなど、いざという時のための準備を欠か

さない。「今後は機械の精密なメンテにも挑戦

したい」と安光さん。より読みやすい紙面のため

に、さらなるスキルアップを目指している。

高知県南国市蛍が丘1-2-3　TEL088-862-4811
○代表取締役社長／堅田 正剛 　○創業／昭和21年
○売上高／21億円　○従業員数／82名
HP／http://www.kochi-insatu.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

チーム体制で輪転機を扱い、高速かつ正確に新聞を印刷

message

i n f o r m a t i o n  

最新ニュースを毎朝読者に届けるための、責任ある仕事
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No.19
高知で働く先輩

株式会社高知新聞総合印刷　安光 海渡さん（出身地／高知市）
［こうちしんぶんそうごういんさつ］

やすみつ  かい  と
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仕事をしている自分、なかなか
イメージがわかないかもしれませ
ん。まずは自分が何が好きか、も
しも好きなことがなければ何を
したくないか、考えてみることか
ら始めてみては？

まずは一歩踏み出して、
いろんな世界を見てみよう

「車が好き」を活かせる仕事
　普通免許や二輪免許の取得をはじめ、準

中型・中型・大型・大特・けん引などビジネス

ライセンスまで県内一幅広い免許を取得で

きる「高知中央自動車学校」。前職は営業の

仕事をしていたという柴﨑さんは知人の紹介

で同校の求人を知り、元々運転が好きだった

こともあって去年の１０月に転職した。３ヶ月

ほどは送迎などをこなしながら資格取得のた

めに勉強。無事普通免許の指導員としての

資格取得後、現在は技能教習を担当してい

るのだそう。

丁寧な教習で信頼してもらえる指導員に
　教習生は年齢も個性も様々。一人ひとりにど

う説明し接したら伝わりやすいか、試行錯誤し

ながらの教習だ。正解がないので悩むこともあ

るが、面倒見がいい先輩が多いので相談しやす

い環境なのだそう。教習生のアンケートでは、

「前向きになった」「わかりやすかった」など

フィードバックがあることが嬉しいと話す。

より印象に残る教習を
　教習では幅広い年齢の人と車を通じたコミュ

ニケーションができることが楽しみと話す柴﨑

さん。日常的な「運転」に対する意識づくりで

「無事故無違反で運転してもらえることが一番

大切」と話す。ただ教えるだけではなく楽しんで

もらいながら、自分なりに安全運転について伝

えていけたらと考えているのだそう。「より幅広

い車種の指導ができるように、そして教習だけ

ではなく自分にできることで幅広い仕事をして、

会社に貢献できるようになっていきたいです！」

と抱負を語ってくれた。

高知県高知市江陽町4-50　TEL088-883-3251
○代表取締役社長／岡 　朝男　○創業／昭和36年
○売上高／7億円　○従業員数／62名
HP／https://chuo-ds.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「自分だからできる教習」を目指して日々奮闘中です！

message

i n f o r m a t i o n  

歴史ある総合自動車学校で教習生の可能性を広げる仕事
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高知で働く先輩

株式会社高知中央自動車学校　柴﨑 隼也さん（出身地／南国市）
［こうちちゅうおうじどうしゃがっこう］

しばさき じゅんや

00

福利厚生がしっかりした会社な
ので、好きな車の仕事とプライ
ベートを両立できています。私の
趣味はサーフィン。自然豊かな
高知で働き、遊ぶ幸せを、皆さ
んにも感じてもらいたいです。

のんびりした高知が好き。
働きやすい環境で
好きなことができています

歴史あるトヨタ正規ディーラー
　1946年に創業した高知トヨタ自動車。トヨタ

車の販売・修理を行う高知県の正規ディー

ラーの中では最も歴史のある会社で、クラウン

やランドクルーザーなどの高級車をはじめ、さま

ざまな車種を取り扱っている。トヨタワー土佐

道路店で働く日比野さんは、同社初の女性

サービスエンジニア。昔から車が好きで、県内

の専門学校で整備技術を習得。5年前に入社

し、車の修理やメンテナンスを担当している。

働きやすい職場で、やりがいを実感
　入社を決めた理由は主に2つ。1つは、大好き

な高知で働きたかったから。そして2つ目は、同

社が多種多様な車、中にはパトカーや救急車な

ど地域で活躍する車なども扱っていたからだ。

実際、入社後は経験豊富な先輩たちが優しく

教えてくれる中、たくさんの車に向き合ってい

る。「心配性なので、分からないことはすぐに先

輩に聞きます。皆とても優しくて、気を付けなけ

ればいけないこともしっかり教えてもらえるの

でとても働きやすいです」。経験を重ねる中で

最近は1人でできなかったこともできるようにな

り、やりがいを感じている。

経験を重ね、技術の向上を目指す
　エンジニアとしてお客様対応も行うが、車に

詳しくないユーザー様への説明は難しい。でも

「分かりやすく、丁寧に」を心掛けて信頼を得

ている。今年、難関とされるトヨタ技術検定1級

を取得するなど、知識・技術の習得にも常に前

向きだ。「今後は、お客様がお困りの故障や修

理を1人ですぐに解決できるようになりたい」と、

さらなる成長を目指して邁進している。

高知県高知市北御座3-39　TEL088-885-1500
○代表取締役／利岡 俊祐　○創業／昭和21年
○売上高／69億1000万円　○従業員数／169名
HP／https://kochitoyota.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

高知トヨタ自動車初の女性サービスエンジニアとして活躍中

message

i n f o r m a t i o n  

お客様のために、さらなる自動車整備の知識・技術の向上を
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高知で働く先輩 高知トヨタ自動車株式会杜　日比野 茜さん（出身地／高知市）

［こうちトヨタじどうしゃ］

ひ び の あかね
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まずはなんでもいいので、興味
を持ってみよう。とにかくいろい
ろ経験してみることで、自分が
好きなこととか向いていること
が見えてくると思います。どうせ
だったら楽しい一日を過ごせる
よう、全力で取り組みましょう！

仕事を転々としてもOK!
社風が魅力で２度の入社
　高知屋台餃子の安兵衛でおなじみ、株式会

社エムエフシーグループ。東京を含め店舗も増

え事業が大きくなる中で、製造部門が４年ほど

前に「高知YGフーヅ」に株式会社化された。お

取り寄せ用の手作り生餃子セットや、店舗で提

供する料理の下準備を行なっている。飲食関係

の仕事が好きだったという国沢さんは、１０年ほ

ど前のある日友人と飲みに行った安兵衛でス

タッフ一人ひとりが楽しそうに働く姿に惹かれ、

「ここで料理を作ってみたい」と思ったのだそ

う。数年働くなかで仕事にやりがいはあったが、

「自分に向いている仕事をさらに追求してみた

い」と思い切って一度退職。うどん職人や庭師な

どいくつか職を経験したが、「やっぱり安兵衛で

仕事したい！」と再度入社した。

屋台餃子を通じて「高知」を発信
　型にハマらず、柔軟に社員一人ひとりの意見が

通りやすいことが魅力の同社。現在工場での製

造自体にも入りつつ、製造全体の取りまとめ、配

送業務に加えて店舗とのパイプ役も担っている

国沢さん。新店舗の立ち上げや工場についてな

ど、会社の方向性を決める会議にも製造部門の

リーダーとして加わっている。餃子の具ひとつとっ

ても、常にできるだけ同じ味と質を維持するため

には、レシピ通り作るだけではなく気温や湿度、

野菜の水分量など食材の状態をチェックするこ

とも欠かせない。店舗側と情報共有してチームと

なり、「臨機応変に対応しつつ、丁寧に」を心がけ

ているのだそう。冷凍餃子の商品化に取り組んで

いる国沢さん。発信力がある「安兵衛」を通じて

高知を盛り上げるため、熱い挑戦は続いている。

高知県高知市二葉町13-10　TEL088-882-0901
○代表取締役／和田 紗江　○創業／平成27年
○売上高／1億５０００万円　○従業員数／２０名
HP／https://mfc-group.jp/yasube/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「仲間の期待に応えて、頼ってもらいたい」そう思えるのはこの会社だからこそ！

message

i n f o r m a t i o n  

土佐に屋台餃子あり！常に「美味しい」を提供するための支え役
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高知で働く先輩 高知YGフーヅ株式会社　国沢 昭三さん（出身地／高知市）

［こうちワイジーフーヅ］

くにさわ しょうぞう

地元の良さを改めて実感
慣れ親しんだ土地だから
仕事を続けられています

自動車整備の楽しさを知り、仕事に
　トヨタ車の販売から整備、点検修理までを担

う地域密着型のカーディーラー、高知トヨペッ

ト。その中の一店「ヴィユーあさくら」で自動車

整備士として活躍しているのが、入社3年目の

高橋さんだ。

　高橋さんは地元高校の機械科・自動車専攻

出身。当時から機械いじりが好きで、メカニック

系の職人を見ると「かっこいい」と感じていたそ

う。高校卒業後はトヨタ神戸自動車大学校の自

動車整備科に進学。専門技術を身に付けたの

ち、即戦力として高知トヨペットに入社した。

のびのびと働ける環境が魅力
　現在は主に車検や12ヶ月点検などを担当す

る。高知トヨペットにはのびのびと仕事ができる

環境があるという。もちろん点検中は分からな

いことも発生するが、その場合、負けず嫌いの

高橋さんはまず自分でやってみる。それでも解

決しない時は周囲に相談。すると的確なアドバ

イスをもらえるそうだ。「1人で抱え込まなくてい

い雰囲気があり、堂 と々仕事ができる社風。そ

れが当社の魅力です」。

お客様への分かりやすい説明も意識
　日々の業務の心構えは、お客様に満足していた

だける作業をすること、そして作業後は分かりやす

い説明をすることだ。熱心な仕事ぶりから先輩や上

司、さらにお客様からの信頼も厚く、最近は重整備

を担当する機会もあるという。「知識を身に付けて、

仕事の幅を広げたいです」と高橋さん。「今はトヨタ

検定2級取得を目指し、勉強を頑張っています。今

後は経験を重ね、難しい作業をもっと任されるよう

になりたいです」と語る強い眼差しが印象的だ。

高知県高知市北久保2-26　TEL088-885-1255
○代表取締役社長／西山 正晃　○創業／昭和31年
○売上高／39億7500万円　○従業員数／130名
HP／https://www.kochitoyopet.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

のびのびと働ける職場で技術を磨き、一流のエンジニアを目指す

message

i n f o r m a t i o n  

質の高い自動車点検・整備に徹し、全力でお客様に対応
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高知で働く先輩 高知トヨペット株式会杜　高橋 由伸さん（出身地／宿毛市）

［こうちトヨペット］

たかはし よしのぶ

一度県外に出たことで、改め
て高知の良さに気付きました。
高知で働きたいと思ってもらえ
るよう環境づくりをしていくの
で、一緒に高知で働き、高知
を盛り上げていきましょう。
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生まれ育った場所はやはり働
きやすいと思います。また高知
は都会と違い人や物に流され
ることがない。仕事でも休日で
も、自分でやりたいことを見出
せる土壌があると思います。

仕事でもプライベートでも
やりたいことを自分目線で
探しにいこう

接客経験を生かし、EC部門に転職
　手芸用品や生地等を販売するコマドリは、今

年創業75周年。卸売りから小売りへ、さらに20

年前からはネット通販を進めるなど、時代の

ニーズに沿った事業形態で「手作りの楽しさ」

を提案している。入社4年目の西山さんは、ネッ

ト通販部門の担当者。衣料品の接客・販売業

を経てPC訓練学校に通い、現職へ転身した。

迅速な対応でお客様満足を追求
　主な仕事は、メール・電話でのお客様対応

だ。業務で心掛けているのは迅速さ。注文には

極力当日発送で対応し、すぐ欲しいという相談

があれば在庫をいち早く確認、ない場合はメー

カーに取り寄せ可能か連絡する。迅速に用意し

発送することで、商品を必要としている全国の

お客様に喜んでいただけることが仕事の最大の

魅力だ。またモール担当者と話し合って販売目

標を立て、運営方法を決めたり戦略を練ったり

する時間も有意義な時間だと西山さんはいう。

　メール・電話でのお客様対応は、対面と違い

難しさもある。いかにスムーズにご要望を聞き

取るか。接客業の経験を生かし、具体的にご希

望をヒアリングすることに努めている。

より多くの方に認知される店を目指す
　コマドリは手芸店という特性から女性のイ

メージが強いが、男女問わず活躍できる社風が

ある。改善点を明確に指摘し直そうとする人が

多く、西山さんも入社してから「気付き」が多く

なった。「自分の仕事を通じて、他のスタッフの

作業もよりスムーズにしていきたい」と西山さ

ん。全国的な知名度を高め「手芸品ならここ」

と言われる店にすることが今後の目標だ。

高知県高知市南久保９-６　TEL088-883-3578
○代表取締役社長／宮内 辰一良　○創業／昭和27年
○売上高／５億円　○従業員数／49名
HP／https://www.komadorinet.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

いち早く商品を届け、必要とされる方に喜んでいただきたい

message

i n f o r m a t i o n  

より良いサービスと気配りで、全国に認知される手芸店へ
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No.26
高知で働く先輩

株式会社コマドリ　西山 広和さん（出身地／田野町）
［コマドリ］

にしやま ひろかず

現場での仕事は全くの未経験
からのスタートでしたが、続けて
いると面白さがありました。言わ
れたからやる、ではなく自分が
納得できる仕事をしていくこと
が大切だと思います。

「自分のために」
働くことが大事

事務職から現場へ
　治山工事や道路工事、河川工事など県内の公

共事業に携わる「高陽開発」。若手の育成にも力

を入れており、次世代への技術の継承にも積極的

だ。「手に職を」と専門学校で会計を学んだ入社２

年目の下村さん。当初は事務職としての採用だった

が、今年４月に現場職の若手育成のため「現場監

督への登竜門」である世話人としての仕事をしてみ

ないかと声がかかったのだそう。驚きや不安はあっ

たが「とりあえずやってみよう」とすぐに決断。目の

前の仕事を一生懸命にこなすなかでやりがいを感

じられるようになり、今では「現場に出る方が楽し

い！」と笑顔で語る。

見えないところから道路の維持に貢献
　現在台風など災害の影響で折れた木を撤去した

り、落ち葉や雑草の除去、側溝の清掃など道路維持

を担当している下村さん。土木事務所からの依頼を

受けて作業員や道具の手配、報告用の写真撮影、ま

た書類の作成などの業務を日々 こなす。「今の現場は

２、３日で終わるところばかり。すぐにきれいになったと

目に見えて分かるのが楽しいです」と話す下村さん。

日頃から丁寧な仕事を心がけているそうで、近隣の方

から「道路をとても綺麗にしてもらえて嬉しい」と連絡

があったことも。感謝の気持ちが自分にまで届くこと

にやりがいを感じると話す。悪天候の際には夜間に

緊急で現場に行かなければならないこともあるが、そ

の分有給休暇など取りやすいのだそう。また同社は

資格サポートも手厚く、下村さんも現場経験を積みな

がら「二級土木施工管理技士」を目指し勉強を始め

ている。今後は「主任技術者として現場を動かせるよ

うに、そして大きな土木構造物や形に残るものの現

場監督をしてみたい！」と熱い思いを語ってくれた。

高知県高知市布師田1896-6　TEL088-846-1116
○代表取締役／玉木 大祐　○創業／昭和30年
○売上高／8億3100万円　○従業員数／50名
HP／koyokaihatsu.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

何事も学びと経験。仕事に誇りをもって向き合う、若手のホープ！

message

i n f o r m a t i o n  

災害復旧から維持管理まで。高知のインフラ整備に携わって６７年
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No.25
高知で働く先輩 高陽開発株式会社　下村 陸人さん（出身地／北川村）

［こうようかいはつ］

しもむら  りく  と
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00

「これをしたい！」がなかったら、ま
ずは壁にぶつかった時、どんな環
境だったら自分が頑張れるのか
考えてみては。私にとってはそれ
が地元高知でした。みなさんもそ
んな場所を見つけることから始め
てみるといいかもしれません。

一度外に出たからこそ分かる
高知の魅力

頼れるビジネスパートナーとして
　「美容決済部門」と「保健情報部門」の２部

門で、店舗や企業、地方自治体の問題を解決

し付加価値の高いサービスを提供してきた

「ジェイエムシー」。1986年の設立以来、世の

中にまだないものをビジネスモデルとして提案

しイノベーションを起こしてきた。愛知県の大学

を卒業し入社8年目となる谷岡さん。「家族や

友達もいて、自分が頑張れる場所で仕事を」と

高知での就職を考えるなか同社を知った。最

初は業務内容もうまくイメージできなかったそう

だが、だからこそ興味を惹かれたと話す。高額

な商品も多い美容業界。「美容決済部門」で

は業界上ハードルの高い分割払いを可能にす

る決済システムを提供している。谷岡さんは全

国のエステティックサロンや美容外科などの加

盟店様に決済システムの導入や日々のオペ

レーションサポートを行う部署で、部内環境の

整備・管理を担っている。

若手も積極的にチャレンジできる社風
　加盟店様と信販会社のとの意見を吸い上

げ、調整を行うことも仕事の一つ。クレジットや

業界に関する法律、また各信販会社の商品に

ついての知識を常にアップデートしていく。変化

し続けるニーズに応える柔軟性があることも同

社の魅力だと話す谷岡さん。よりよいサービス

を提供していくためのプロジェクトを随時立ち

上げているが、年次にかかわらずチームの一員

として意見を言える風通しの良い職場だ。「一人

ひとりがスキルアップして行くことで、チーム全

体でやれることを広げていきたい！」と朗らかに

話してくれた。

高知県高知市葛島4-3-30 JMCビル　TEL088-884-7000
○代表取締役社長／仁木 真央　○創業／昭和61年
○売上高／60億円　○従業員数／58名
HP／https://www.jmc-ltd.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

北は北海道、南は沖縄まで。全国の加盟店様にシステムを提供しています

message

i n f o r m a t i o n  

変化し続ける美容業界で決済システムを提供してきたパイオニア企業
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No.28
高知で働く先輩 ジェイエムシー株式会社　谷岡 昭歩さん（出身地／須崎市）

［ジェイエムシー］

たにおか  あき  ほ

00

商品もそうですが現物を手に
取って初めてわかることがありま
す。雰囲気を知り疑問を解くた
めの会社や店舗訪問は基本ウ
エルカム。高知県内にも仕事の
選択肢はたくさんあります。

イメージと
実際に感じることは違うので、
足を運んで企業を知ってほしい

「面白そう」からスタートした食の仕事
　品揃え、新鮮さ、美味しさをモットーに、楽し

いお買い物広場を提供するスーパー「サンシャ

インチェーン」。稲荷町の本部に勤務する西森

さんは「高質スーパー」というサンシャイン独自

のこだわりある商品展開に興味を持ち、６年前

に入社。昨年から商品部マネージャーに抜擢さ

れ、加工食品などを扱うバイヤーのサブや商品

のバーコード登録など、事務的な業務を中心に

各店舗のスタッフに向けた商品情報の資料づく

りも行っている。

接客で得た喜びと経験値を活かして
　「あがり症だけど人と話すのが好きで接客業

をやりたいと思っていました」と就活当時を振り

返る西森さんが、最初に配属されたのは針木店。

店舗ならではの喜びは「元気かえ？がんばりゆう

かえ？」と、お客様に顔と名前を覚えていただき声

をかけてもらえること。一方、経験がまだ浅い頃、

商品の発注で単位を間違えてしまい、大量の段

ボールが届いたというエピソードも。そこで「旬の

食材であれば、レシピを一緒に置いたり、その商

品をどうアピールするか」、ピンチをチャンスに変

える売り場作りのノウハウを先輩から学んだ。

時代の変化に対応する職場環境で力を磨く
　コロナ禍になってメーカーとの商談に良い変

化も生まれた。北海道や沖縄など遠方の会社と

リモートでつながることで、商品知識がダイレク

トに得られるようになった。「今後はバイヤーとし

て自分で見つけた商品を提案したい」と語る西森

さん。トレンド商品の先取りのプロモーションを

身につけ、SNSでの反応など新しい広報活動を

模索しながら取り組みたいと考えている。

高知県高知市稲荷町11-45　TEL088-882-4711
○代表取締役社長／桒名 俊二　○創業／昭和36年
○売上高／198億円　○従業員数／1185名
HP／https://sunshinechain.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

経験を重ね高いモチベーションで未来を描く

message

i n f o r m a t i o n  

愛されるスーパー、太陽のように輝く存在でありたい「サンシャイン」
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高知で働く先輩

株式会社サンシャインチェーン本部　西森 洋平さん（出身地／いの町）
［サンシャインチェーンほんぶ］

にしもり   ようへい
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自然に囲まれた高知は
働きやすい環境に
恵まれていると思います

ライフラインを支える物流サービス業
　四国運輸は、私たちの暮らしに欠かせないあ

らゆる産業分野の荷物を、安全かつ迅速に配

送する物流サービス企業だ。創業以来60年以

上にわたり、高知を拠点に全国へ、食品や医薬

品、工業製品や生活用品等を運んでいる。

　自衛隊員だった千光士さんは元々車の運転

が好きで、「将来は運送会社で働きたい」と任

期中に大型一種免許を取得。隊員として4年間

の任期を満了した今年、四国運輸に入社した。

慎重に行動し、確実に無事に届ける
　千光士さんは現在、高知市内の量販店等へ

の集荷・配送を担当している。仕事で大切にし

ているのは、慎重に行動すること。朝は配送先

やルート、荷物の種類を考え、効率的に安全に

運べるよう荷積みする。傷つかないように保護し

たり隙間に緩衝材を入れたりと、細かな配慮も

欠かさない。もちろん配送中も、歩行者との距

離感に気を付けて、安全運転を徹底している。

　こうした心構えは、仕事の楽しさにも繋がって

いる。「前職では、周りと協力することで地域に

貢献できました。今は自分で考え自分で決めて

行動し、お客様の要望に応えられる。責任感も

あり、それがやりがいでもあります」。

夢は大型トラックに乗ること
　運送業はハードなイメージを持つ人もいる

が、四国運輸は休暇をしっかり取れる会社だ。

趣味のボウリングを先輩と楽しむなど、私生活

も充実している。「とても働きやすい職場です」

と千光士さん。今後、2トン、4トンとステップ

アップし最終的には大型トラックに乗れるよ

う、 経験豊富な上司の背中を追う日々だ。

高知県高知市布師田字金山3936-1　TEL088-845-1811
○代表取締役社長／石本 修也　○創業／昭和30年
○売上高／60億円（令和3年度）　○従業員数／374名
HP／ https://www.siun.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

大型トラック運転手という夢に向かって、ステップアップしていきたい

message

i n f o r m a t i o n  

暮らしと経済を支える。物流はなくてはならないサービス業
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高知で働く先輩 四国運輸株式会社　千光士 憂人さん（出身地／安芸市）

［しこくうんゆ］

せんこう   じ ゆう  と

高知の良さはのどかなところ。
自然に囲まれた環境で働ける
ので、落ち着いていられます。
また四国運輸の社員は、優し
くて気さくな人ばかり。人の良
さも高知の魅力ですね。

お客様の反応を直に感じられる
のが、この仕事の醍醐味です。当
店は観光客も多い。「また高知に
来たい」と思っていただけるよう、
丁寧な調理と接客で今後もお客
様に対応していきたいです。

調理から接客まで
幅広い業務ができるのが
飲食業の魅力です

高知の食材を生かした料理を提供
　ジャパンダイニングは、ラーメンの「拉麺専門

神 元祖本店」や「ひろめ店」、焼き肉の「肉処神」

を運営する企業。2022年10月には、高知を代

表する観光地・桂浜に「桂浜美食館神」を新た

にオープン。同店では県産のブランド肉料理や

カツオ、大人気のカツオラーメン、まろやかなと

んこつラーメンを提供するなど、高知ならではの

魅力ある食を地元の人や観光客に発信する。

お客様の喜ぶ顔が、仕事のやりがい
　坂本さんは20年以上飲食業に携わるベテ

ラン。3年程前、縁あってジャパンダイニングに

入社した。中学生の頃から台所に立ち、自分で

料理をしていた坂本さん。特技を生かし、高校

生の時アルバイトで飲食業に携わった。その後

もたくさんの人と繋がり、「手伝って欲しい」と

多種多様な店を補佐する機会に恵まれた。経

験を重ねる中、自分が調理した料理をお客様

が目の前で味わってくださり、喜んでいただける

ことにやりがいを感じるようになったという。

調理からホールまで幅広い業務に従事
　以前はホール対応が多かったが、ジャパンダ

イニング入社後は仕込みから調理、お客様対

応まで幅広く担当する。営業中はキッチンに

居ても常にホールに目を向ける。「味はもちろ

ん、あの人がいるから店に行こうと思ってくださ

るお客様がいる。だからお客様一人ひとりに気

を配るようにしています」と配慮を欠かさない。

信条は店の味を守り若い人にこの味を引き継

ぐこと。「今後もまた来たい、とお客様に思って

いただける味と接客を提供したい」と、飲食業

のプロとして日々の業務に向き合っている。

高知県高知市天神町13-14　TEL088-855-3337
○代表取締役／馬上 威　○創業／平成28年
○売上高／1億円　○従業員数／社員8名、アルバイト10名
HP／http://sss-gr.jp/jpndining/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「また来たい」と言っていただけるよう、幅広い業務に日々 精進

message

i n f o r m a t i o n  

お客様の喜ぶ顔が見たい。そのために丁寧な調理と接客を
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No.29
高知で働く先輩

株式会社ジャパンダイニング　坂本 昌春さん（出身地／高知市）
［ジャパンダイニング］

さかもと まさはる

注意点

従業員数は正規従業員とパート・アルバイトを

足しての人数なのか。
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実際に何をしているか、どんな
現場があるのか、少しでも興味
のある人へ職場見学も予定して
います。これ以上ないくらい楽
しさとやりがいのある仕事をし
ながら、美しい地球を未来に残
しましょう！

私が働く現場に
来てみませんか？

時代と共にシフトチェンジする企業
　1984年の創業以来、解体工事や建築土

木を手掛けてきた「四国工営」。その後、運

送業をスタートし、現在は木質バイオマスを

供給する環境事業部も立ち上げた。こちら

の事業部でリーダーを務めるのが入社22年

目の高橋さん。元々は現場のアルバイトとし

て勤務していたが、そのまま社員として入社、

しばらくして運送へ異動した。異動して3年

ほど経った頃、伐採して丸太にする際に残る

林地残材の運搬を依頼されたことをきっか

けに、捨てられる木を燃料チップにして火力

発電をおこなう環境事業部がスタート！とは

いえ、元々発電効率の悪い木材。当初は思

うようにいかず、何度も止めようと思うことも

あった。そこへ、二酸化炭素を増やさない、

カーボンニュートラルの時代が到来。コスト

をかけてでも環境に良いものを取り入れて

いこうという意識が高まり、再生可能エネル

ギー・木質バイオマスにスポットライトが当

たったのだった。

さらに広がる事業展開！
　林地残材の回収、加工、販売に加え、最

近は造林もスタートした。現在、県内には3ヶ

所の発電所があり、中でも今年本山町で稼

働をはじめた発電所では、ビニールハウスを

併設し、排熱でパプリカの栽培も始まった。

高知の自然を守り、一次産業に関わり、どん

どん新しい展開へと繋がっていく木質バイオ

マスに未来への可能性とやりがいを感じな

がら、今後は発電所事業への参画も視野に

入れて邁進中！

高知県高知市布師田１５８１-5　TEL088-845-8645
○代表取締役／西澤 哲志　○創業／昭和５９年
○売上高／１３億円　○従業員数/５１名
HP／http://www.shikokukouei.com

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

持続可能な事業を通じて、次世代の子どもたちに美しい地球をプレゼントしたい

message

i n f o r m a t i o n  

高知の豊かな自然を守りながら新しいことへ取り組む企業
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No.31
高知で働く先輩

株式会社四国工営　高橋 直久さん（出身地／高知市）
［しこくこうえい］

たかはし なおひさ

高知は田舎だけど、自然が多く
て住みやすい環境が整っていま
す。さらに、四国パイプクリー
ナーでは、高知県健康パスポー
トや防災訓練に積極的に取り
組んでいて会社環境の良さも魅
力です！

泳いだり、釣りを楽しめる
高知の自然が大好き！

「ありがとう」と言ってもらえる、
人の役に立つ仕事に大きなやりがい
　暮らしを支える「ライフライン」として重要な、排

水管をはじめとする様々な「管路施設」。管路の不

具合を未然に防ぐメンテナンスから、清掃・調査・

診断・修繕・改築までトータルで取り扱い、管路管

理の専門業者「ライフラインドクター」として活躍す

る「四国パイプクリーナー」。入社2年目で大月町出

身の德弘さんは、高校時代、「卒業後は高知市に

行きたい」という思いを抱いていた。先生から紹介さ

れた求人をいくつか見る中で、清掃をすることが好

きで、四国パイプクリーナーの仕事に魅かれたとい

う。入社試験で初めて会社に訪れた際、「社員のみ

んなが優しい」と感じたそう。「入社後は先輩社員

から社会人としての常識や心構えを教わるのはもち

ろんですが、プライベートでも仲が良く、何でも話し

合える関係性だ」と環境の良さを語ってくれた。

今はまだ「半人前」。経験を積んで
もっと頼られる「一人前」を目指したい
　パイプメンテナンス部に所属し、主に一般家庭

排水の詰まりを直す仕事を任されている。この1年

間で多くの現場を経験し、仕事を教わりながら着実

にスキルアップを遂げてきた。先輩社員からは「穏

やかな性格のなかにも芯の強さがあり、最後までや

り遂げる責任感を持っている」と評価は高い。德弘

さん自身は「まだまだ、自分は半人前。もっと頼られ

る存在になりたい」といたって謙虚だ。現場から

戻っても、時間をみつけては道具を使って作業の練

習に励んでいる。日々の努力が実り、今春からは一

人で任される現場も増えてきた。お客様の困りごと

を解決したときに笑顔で「ありがとう」と言ってもら

える瞬間が一番のやりがいだと語ってくれた。

高知県高知市葛島３-１４-３２　TEL0120-82-1192
○代表取締役／玉置 大輔　○創業／昭和４５年
○売上高／2億円　○従業員数／13名
HP／https://www.yonpai.com

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「絶対にあきらめない」「最後までやり遂げる責任感」を持つ若きプロフェッショナル

message

i n f o r m a t i o n  

私たちの暮らしを支える、管路管理の専門業者「地域のライフラインドクター」
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No.32
高知で働く先輩

株式会社四国パイプクリーナー　德弘 将正さん（出身地／大月町）
［しこくパイプクリーナー］

とくひろ  まさただ
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高校時代や前職において、悩み
事があっても無理に我慢をして
いました。その結果体調を崩し
てしまったことがあるので、誰か
に相談したり、物事を俯瞰的に
考え、問題点などを整理するこ
とも大切です。

我慢強いのは程々に、
誰かに相談するのも大事！

従業員に対する会社の考えに感銘！
　大学院を卒業後、県外でビルや病院の空

調機器メンテナンスの仕事をしていた川村さ

ん。体調を崩したことをきっかけに高知へ戻

り、休養後、就職活動をスタート。企業説明会

に参加し、水道周りの設備や空調の施工管理

を手掛ける「四国パイプ工業」と出会った。同

社のブースにあった前年の「高知ではたらく」

を手に取ったところ、大人の発達障害を抱え

ながらも、会社の理解と前向きな取り組みの

おかげで伸び伸びと働いている従業員を紹

介する同社のページが目に止まり、自分のこと

を打ち明けた。ちょうど事業の拡大のため、扱

える機器を増やすタイミングだったので、空調

機器管理の経験がある川村さんのキャリアが

マッチしたことも大きく、採用が決定。

生まれ育った高知に恩返しがしたい
　現在同社では、県内の小学校で配管を引

いて、トイレを設置し、漏水検査をおこなう大

規模な現場に携わっている。その現場で活

躍できるくらいの実力を付けたいと先輩に同

行し経験を積む日々。「仕事中は、独断専行

しないよう心がけ、分からないことは確認を

とって作業を進めます。」と川村さん。ビルの

設備に関わり、メンテナンスを通じて建物や

人々の生活を支えていることにやりがいを感

じているという。また職場では「困ったことは

ないか」「辛く感じることはないか」と声をか

けてもらい精神面で大きく支えてもらってい

ることに感謝しながら、生まれ育った高知に

仕事を通じて恩返しがしたいと今日も現場に

足を運ぶ。

高知県高知市塩田町20-26　TEL088-822-4422
○代表取締役／川村 邦隆　○創業／昭和43年
○売上高／6億円　○従業員数／14名
HP／http://www.yonpai.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

1人ひとりの事情に寄り添ってくれる会社で自分の技術を活かしたい！

message

i n f o r m a t i o n  

快適な空間づくりを支える空調機器メンテナンスのプロ
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No.33
高知で働く先輩 四国パイプ工業株式会社　川村 真史さん（出身地／高知市）

［しこくパイプこうぎょう］

かわむら  まさふみ

高校生の時に経験したアルバ
イトでの接客経験から、現在の
職種を希望しました。学生は社
会人になるための下準備の期
間でもあるので、たくさんの経験
を通して自分のやりたいことを
見つけてください！

学生のうちに
やりたいことに出会ってほしい

芋けんぴを高知から全国に販売
　昭和27年の創業以来、芋菓子専門企業とし

て根強い人気を誇る「澁谷食品」。特に、高知

の伝統菓子・芋けんぴの生産量は全国シェア

50％を占め、大手量販店やコンビニとのコラ

ボも多い。また、同社が手掛ける「芋屋金次

郎」は、全国で8店舗を展開し、工場直送の商

品のほか、生菓子やスイーツの販売もおこなっ

ている。

丁寧な会社説明が決め手！
　高校在学中に地元のカフェで接客経験を積

んだ田岡さんは、将来、接客業に就きたいと就

活する中で、同社の応募前職場見学会に参加。

職場見学や先輩社員との座談会で話を聞くうち

に、益々働いてみたい気持ちが募ったことと、い

つも食べていた芋けんぴに親しみを持っていたこ

とから店舗勤務を希望し入社。今は、接客、商品

陳列、補充、商品発注といった店舗内の業務を

任されている。入社当初は商品知識がなかった

ものの、先輩に教えてもらいながら、1人でお客

様対応ができるようになったことに自身の成長

を感じ、自分が提案した商品をお客様が購入し

てくれた時にやりがいを感じている。

スキルUPが目指せる職場環境
　毎年新入社員が入ってくる同社では、「従業

員の働く幸せ作り！」をモットーに、働きやすい

職場づくりにも注力。「スタッフ同士の仲がいい

ので、仕事をする上で大事な報連相もスムーズ

です。」と田岡さん。今後は、芋屋金次郎の県外

店舗での勤務も経験し、接客スキルをUPさせ

て、また高知の店舗へと還元できる人材になり

たいと笑顔で話してくれた。

高知県高岡郡日高村本郷716　TEL0889-24-5131
○代表取締役／澁谷 伸一　○創業／昭和27年
○売上高／65億4000万円　○従業員数／443名
HP／http://www.shibuya-foods.co.jp/index.html

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

工場から届くできたての商品を笑顔と一緒に販売しています！

message

i n f o r m a t i o n  

製造から販売まで芋けんぴのプロフェッショナル企業
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No.34
高知で働く先輩 澁谷食品株式会社　田岡 さくらさん（出身地／いの町）

［しぶやしょくひん］

た       おか
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高知で働く良さは、父母や地
元の友達といつでも会えるこ
とですね。ふるさとのつながり
を大切にしながら、今後も高
知のまちづくりと建設業の発
展に貢献していきたいです。

親や仲間とつながっている
だから仕事もプライベートも
楽しめます

インフラ整備で街の発展に貢献
　清水新星は、道路や橋など私たちの生活に

必要不可欠なインフラを整備する建設会社。

50年以上にわたり数々の公共工事を手掛け、

高知の街の発展に貢献してきた。田岡さんは、

施工管理の仕事に興味を持ち高校卒業後入

社。以来23年、現場監督として活躍している。

若い頃の経験が今につながっている
　現場監督の仕事は、施工の立案、工程管

理、進捗管理など多岐にわたる。田岡さんは

「工事の条件は毎回違う。実践を積みながら

一つ一つ覚えていきました」と話す。清水新星

は責任ある仕事を経験させてくれる社風で、

困った時に助けてくれる頼もしい先輩にも恵ま

れた。だから後輩にも「失敗していい。勉強して

分からんかったら聞けよ」と指導している。自身

も元々勉強は苦手というが「無知が一番いか

ん」と、まずは勉強しその上で先輩に聞くこと

を心掛けてきた。それが施主様の満足に、また

質の高い工事につながると考えている。

やる気次第で上を目指せる仕事！
　数々の現場を担当してきた田岡さんは「道路

が開通した時はとりわけ感慨深かったです。他

の工事も、予定通り進むと嬉しいですね」とやり

がいを語る。建設業＝キツイというイメージを持

つ人もいるが、清水新星は給料体系がしっかりし

ており、休暇も取りやすい。「建設業はやる気次

第で上を目指せる仕事です」と田岡さん。「業界

はデジタル化が進んでいます。工事の計画立案

など、若い人も馴染みやすいと思う。今後は会社

としてもデジタル化を進め、若い人の意見を取り

入れていきたい」と意欲的だ。

高知県高知市池1402　TEL088-847-0814
○代表取締役社長／清水 映至　○創業／昭和51年
○売上高／15億円　○従業員数／26名
HP／https://shimizushinsei.com

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

失敗してもいい。経験を重ね勉強することで成長できる

message

i n f o r m a t i o n  

道路や橋など地図に残る仕事。完成した時は本当に嬉しい！
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No.36
高知で働く先輩

株式会社清水新星　田岡 和展さん（出身地／南国市）
［しみずしんせい］

たおか

しんちょく

かずのぶ

和気あいあいと楽しく働ける
職場が多い高知。そんな高知
の生活に欠かせないインフラ
を裏側から支える仕事です。
一緒に地元高知を盛り上げて
いきましょう！

高知は人間関係のいい
会社が多い！

転職で仕事も子育ても全力投球できるように
　「ポンプ機械」を中心に、官公庁や民間プラン

トなどへの機械機器の設置や保守を行う「四国

ポンプセンター」。管工事、上水道施設、下水道

施設、ごみ焼却場などの社会インフラの設計・施

工や修繕・維持管理など高知の暮らしを支えて

いる。現場管理業務に携わり、納期や予算、安

全、品質を守りながら設計図を形にするために、

現場全体のマネジメントを行っている山﨑さん。

電気関係で働いた経験を活かし、即戦力として１

０年前に入社した。もともと野球をしていたことも

あり体を動かせる仕事がしたいと転職先を探す

なか、有給休暇のとりやすさなど福利厚生が充

実していることも入社の決め手だったという。４児

の父でもある山﨑さん。家族との時間も大切にし

て、仕事と子育てを両立している。

誇りを持って働ける仕事
　豪雨の際に雨水が溢れてしまわないよう、溜

まった水を川に流す機能があるポンプ場。同社

はそんな高知の治水にとって欠かせないポンプ

場含め多くの公共事業を請け負っている、まさ

に暮らしを支える仕事だ。職人さんたちとのコ

ミュニケーションも大切にしているという山﨑さ

ん。仕事だけでなく人生のことまでアドバイスい

ただくこともあるのだそう。またこうした関わり合

いにより職人さんの体調を伺い知り、現場での

事故防止にもつながっていると話す。資材不足

が続く昨今、余裕を持って逆算し工期通りに作

業が終わらせられるよう心がけている。今後は

会社のサポートも受けつつ施工管理技士の資

格も取得し「主任として全体を見渡した仕事を

していきたい！」と力強く語った。

高知県高知市農人町2-5　TEL088-882-9031
○代表取締役社長／西村 修一　○創業／昭和42年
○売上高／12億円　○従業員数／39名
HP／http://yonpc.net/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

生活に必要不可欠な施設の修繕や維持管理に携わっています！

message

i n f o r m a t i o n  

「ポンプ機械」を通じて高知の暮らしを支える仕事

kochi  de  hataraku  2022-2023

No.35
高知で働く先輩

株式会社四国ポンプセンター　山﨑 久司さん（出身地／高知市）
［しこくポンプセンター］

やまさき  ひさ  し
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地元でやりたいことが明確だっ
た自分は恵まれていたかもしれ
ません。会社もアットホームで、
とても居心地がいいです。これ
からも高知で、支えてくれた人
に恩返ししていきたいです。

アットホームな高知県
自然に囲まれた豊かな地で
夢を一緒に叶えましょう

建築土木を専攻し、リフォームの道へ
　シュウハウス工業のリフォーム部門、ワンズリ

フォーム。ここでアシスタントコーディネーター

を務めるのが、入社3年目の高橋さんだ。

　高橋さんが「家のリフォーム」を仕事にすると

決めたのは中学生の時。梼原町に建つ父方の実

家は築200年を超える立派な古民家で、昔から

「いつか自分の手でリフォームしたい」と公言し

ていた。その夢を叶えるため、高知高専の建築

土木部門に入学。5年間専門知識を学び、家づ

くりをトータルに手掛ける同社に入社した。

常に施主様に寄り添った提案を
　現在の仕事はリフォームとアフターの2つ。リ

フォームでは、施主様との打ち合わせから引き

渡しまで、営業・設計・工務と多彩な業務を担

う。一方のアフターは、新築やリノベーションし

たお宅のアフターフォローが中心。お困り事が

あるお客様の対応や、定期訪問などを行ってい

る。ワンズリフォームでは、営業だけ、あるいは

設計だけという区切りがない。一貫して担当する

ため、施主様に寄り添った提案が迅速にでき

る。それが仕事の魅力でもあるという。

いつか実家の古民家をリフォームしたい
　入社後月日が経ち、最近は施主様との長いお

付き合いを実感する。例えば新卒時に伺った

際、赤ちゃんがいたお宅。今年訪問したらおしゃ

べりができるようになっており、家を通してご家

族の成長に寄り添っていける喜びを感じた。

　「目標はアフターのプロになることです」と上

を目指す高橋さん。もちろんそれだけではない。

子どもの頃から夢に描いている実家の古民家リ

フォームも、いつの日かと願っている。

高知県高知市大津乙1936-1　TEL088-866-5009
○代表取締役社長／岡﨑 秀悟　○創業／平成15年
○売上高／14億円　○従業員数／37名
HP／https://www.shu-house.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

アフターのプロを目指し、学校で学んだ知識を現場で磨く

message

i n f o r m a t i o n  

工事後もずっと。家づくりを通し、施主様と長いお付き合い
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No.38
高知で働く先輩

ONE’S STYLE GROUP シュウハウス工業株式会社 ONE’S REFORM　高橋 尊さん（出身地／高知市）
［シュウハウスこうぎょう　ワンズリフォーム］

たかはしみこと

一度高知を出たけれど、人・自
然・食、全てが魅力的な高知に
やっぱり戻って来ました。仕事は
人と人の繋がりが大切。コミュ
ニケーションが密で人が温かい
高知は働きやすいと思います。

人の温かさと自然の豊かさ
都会では味わえない良さが
高知にはあります

住まいと暮らしのコーディネーター
　ONE ’S STYLE GROUPシュウハウス工業は、

ハウスメーカーという枠にとどまらない、ライフ

スタイルのトータルコーディネーター。家の新築

やリフォーム、家具販売や損害保険代理業、ま

た食を提案するカフェや企業向けのオフィスリノ

ベーションと多彩な事業を展開し、お客様の暮

らしをサポートしている。

異業種から転身し、現場監督に
　高校卒業後、愛知県の大手企業で造船や

自動車部品製造に携わっていた中村さん。高

知にUターンし、シュウハウス工業の社長と出

会った。そこで感じたのは、社員を大切にする

心遣い。「前は“会社”で仕事を選んでいまし

た。でも今回初めて、会社ではなくこの人の下

で働きたい、と“人”で仕事を決めました」。未経

験でも大丈夫、頑張れば技術は付いてくると背

中を押され、今年、現場監督として入社した。

協力しながら家を完成させる喜び
　仕事は、基礎着工から引き渡しまで家づくりの

全工程を管理すること。物や業者さんの手配な

ど、自ら考え先手で動かなければいけないことが

多い。今は必死で現場を動かし、大工や業者さ

んから多くの知識・技術を吸収する日々 だ。

　家づくりには、大工や業者さんだけでなく同

社のスタッフなど多くの人が関わる。仲間と協力

しながら一軒を完成させる達成感は格別だ。ま

た「シュウハウスで建てて良かった」という施主

様の声がやりがいにもなっている。中村さんの目

指す将来像は「何でも分かる現場監督」。「家

づくりの全てに詳しくなり現場をスムーズに進め

たい」と、新たな環境での活躍を誓う。

高知県高知市大津乙1936-1　TEL088-866-5009
○代表取締役社長／岡﨑 秀悟　○創業／平成15年
○売上高／14億円　○従業員数／37名
HP／https://www.shu-house.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

経験を糧に知識をたくさん身に付け、現場をスムーズに進めたい

message

i n f o r m a t i o n  

住まいが完成した時の達成感と施主様の喜ぶ顔が仕事の励み
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No.37
高知で働く先輩

ONE’S STYLE GROUP シュウハウス工業株式会社　中村 隆之さん（出身地／高知市）
［シュウハウスこうぎょう］

なかむら たかゆき
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就活では積極的に色々な会社
を訪問し見聞を広めてくださ
い。そして点検という仕事に
興味があれば、ぜひ飛び込ん
できてください。暗くて湿っぽ
いイメージのトンネルを一緒に
明るく照らしましょう!

失敗を恐れずに
何にでも挑戦してほしい！

点検から補修工事までトータルにサポート
　私たちの生活の中に当たり前にある、トン

ネルや道路標識や道路照明。道路インフラ

と総称されるそれらの施設が安全に長く使

えるよう、「伸浩技建」では点検から補修ま

でトータルにサポートを行っている。入社4

年目の高橋さんは、前職の現場で、同社の

高い技術力に触れた。また、点検に対する

考え方や業務内容の豊富さに魅力を感じ、

自身のスキルアップを視野に転職を決意。

現在はトンネル内を点検ハンマーで叩く打

音点検や、触って確認する触診点検はもと

より、自社開発した3Dスキャナの撮影依頼

に応えるべく、パワフルに全国各地の現場

へと赴いている。

　米粒ほどのコンクリート片も見逃せない

という緊張感の中での作業は、想像以上

に集中力を要する仕事。点検を行うことで

通行する人々の「いつもの暮らし」を守っ

ているという使命感が高橋さんを支えてい

るという。

デジタル導入で向上した安全性と作業効率
　印刷した図面を見ながら行う点検に不自

由さを感じ、タブレット上で図面を確認でき

るようにソフトを開発し、作業効率が向上し

た。さらに３Ｄスキャナで撮影した画像か

ら図面を作成するシステムも開発し、安全

性向上と作業効率化に尽力してくれる会社

だと実感。今後は高知から全国へ！を目標

に土木施工管理技士、インフラ調査士の資

格を取得し、技術と知識を兼ね備えた人材

になりたいと目を輝かせていた。

高知県高知市南ノ丸町15-2　TEL088-855-7029
○代表取締役／濵ノ園 浩　○創業／平成15年
○売上高／2億5000万円　○従業員数／13名
HP／http://www.shinkougiken.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

安全第一に、丁寧で正確な点検を行うスペシャリスト集団です!

message

i n f o r m a t i o n  

点検とは構造物の健康診断、予防保全で構造物を長寿命化へ!
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No.40
高知で働く先輩

株式会社伸浩技建　高橋 良介さん（出身地／香川県）
［しんこうぎけん］

たかはし りょうすけ

建設業というと「きつそう」とい
うイメージがあるかもしれません
が、私が今携わる現場管理など
は体力仕事ではないので女性も
活躍できます。人があたたかい
ことが魅力の高知で、建設業に
携わる仲間になりませんか？

一緒に高知の建設業界を
盛り上げましょう！

心地よい空間づくりに携わる
　住宅やオフィス、公共機関などの空調や

給排水・衛生、また近年需要が高まってい

る換気など各種配管設備の設計から施工

までを担う「昭栄設備工業」。小さい頃から

建設業で働いてみたいと考えていたという

田村さん。県の技術学校では女性初の配

管科で学ぶなか、インターンシップで訪れた

同社の温かい雰囲気に惹かれて入社を決め

た。入社３年目の現在は現場での工事写真

の撮影や工程管理、また公的機関に提出す

るための書類作成などを担っている。

同社ならではの働きやすい環境
　田村さんも今後チャレンジしていく「施工

管理技師」などの資格取得サポートや受験

料の補助はもちろん、休憩スペースの整備な

ど社屋も働きやすい環境が整えられてい

る。デスクは半個室で仕切られており、自分

の空間で仕事ができることも魅力の一つだ。

またひと言に「管工事」と言っても規模感や

施工内容は様々。いまだにわからないことも

多いが「先輩たちがとにかくみんな優しい！」

そうで、相談しやすい雰囲気なのだそう。

より頼られる人になるために
　現場の「代理人」として職人さんや他の業者

とのコミュニケーションをしっかりとることを心

がけていると話す田村さん。やりがいを感じる

のはやはり「数ヶ月から長くて数年かかる施工

を終え、全ての書類作成から検査までをクリア

した時！」と笑顔で話す。より大がかりな施工

でも図面をかくところから携われるようになる

という目標に向かって、知識を蓄える日々だ。

高知県高知市大津乙1830-4　TEL088-866-2010
○代表取締役／松井 晶久　○創業／昭和48年
○売上高／5億円　○従業員数／20名
HP／https://www.shoeisetsubi.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

空調・給排水衛生設備工事で地域の暮らしを安心に、快適に。

message

i n f o r m a t i o n  

管工事を通してライフラインを支える
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No.39
高知で働く先輩 昭栄設備工業株式会社　田村 百希さん（出身地／高知市）

［しょうえいせつびこうぎょう］

た   むら もも  き
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高校卒業と同時に土佐清水市
から高知市へ。親元を離れたと
はいえ県内なら近くに助けてく
れる人がいて安心。いきなり県
外に出ても「すぐ帰ってきたかも
しれない」と思ったりします。

土地柄も人柄も
穏やかで働きやすい

笑わせるのが好きだから接客を選んだ
　みなさまに安心して楽しんでいただける遊技

場を展開する「セントラルグループ」。２０２２年

入社、ディーボ一宮店勤務の濱松さんは元気で

かわいらしい雰囲気にあふれた１８歳。「自分の

長所や高校時代のアルバイト経験を活かすな

ら接客業だと思いました」と就活の頃を振り返

る。広 と々したフロアにあるキラキラの遊技台は

とても綺麗で、取り分けお客さまとの距離が近

くなるホールの仕事が大好き。さまざまな対応

を通じてコミュニケーションが得られ、不慣れな

時期も「ありがとう」の嬉しい言葉に支えても

らった。夏に盛況だった土曜夜市のゲームイベ

ントでは、普段接する機会のない子供たちとも

触れ合えた。声援を送ったり参加賞を渡したり、

仕事を通じ楽しい思い出がたくさんできた。

働く気持ちを高める研修の成果を存分に発揮
　セントラルグループの新人には、一ヶ月の

研修期間が設けられている。濱松さんも半

年前、同期入社の１３名とともに社会人とし

てのマナーを学び、挨拶の仕方、敬語の使

い方などを身につけた。そのおかげか県内

で離れて暮らす両親から「言葉遣いがすっ

かり大人になったね」と褒められたそうだ。

周囲を和ませるキャラクターの濱松さんは

スタッフやお客様の間でいつのまにか「はま

まちゅ」と呼ばれ、親しまれる存在となって

いる。同グループ企業では遊技事業、外食

事業ほか、好評の温浴事業「姫若子の湯」

を手がけていて、希望の職場に移動も可

能。社員のポジティブなチャレンジに応えて

くれる。

高知県高知市和泉町8-8　TEL088-875-1133
○代表取締役社長／山本 文吉　○創業／昭和57年
○売上高／844億円　○従業員数／886名
HP／https://www.cen.co.jp/

インスタグラムを
チェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

スタッフの一員としての目標は「人を笑顔にする笑顔」

message

i n f o r m a t i o n  

中四国に23店舗！喜びと感動に出会える地域に根ざしたアミューズメント
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No.41
高知で働く先輩

セントラルグループ／株式会社慶尚　濱松 灯花さん（出身地／土佐清水市）
［けいしょう］

はままつ とも   か

ものづくりが好きな人にはもちろ
んおすすめですが、この仕事はコ
ツコツと自分なりにやっていける
ところも僕は気に入っています。
人のあたたかさが魅力の高知で
一緒に働く仲間になりませんか？

わからないことは
すぐに相談しやすい
職場です！

あらゆるニーズに応える鋼板を
　鋼板の切断・加工を行い、建築・建設資材

や産業機器、また土木分野へも製品を供給

する「園田鋼板」。高品質・短納期をモッ

トーに、暮らしと産業を支えている。父親が

建設関係の仕事をしていたこともあり３年前

に入社した江澤さん。現在プラズマ切断機の

オペレーターとして、発注図面に基づき鉄板

を切断する作業に従事している。オーダーに

よっては切り出す形や鉄板の厚さ、難易度も

様々。難しい操作は先輩に教えてもらいなが

ら作業をこなしていく日々だ。

未経験から鋼板のプロに
　全くの未経験での入社。当初は先輩につ

きっきりで安全確認から機械操作に至るま

で鋼板のイロハを教えてもらった。少しずつ

慣れてきた入社半年後には熱心な仕事ぶり

が評価され、切断機を１台任せてもらえるよ

うになった。責任感を持って作業に打ち込め

るので、技術も知識も蓄積されてきた実感が

あるのだそう。「ゆくゆくはメインの機械で

あるレーザー切断機も扱えるようになってい

きたいです」と力強い。

頼られる人材になっていきたい！
　２年後には新工場に移転し、新しい機械

も導入予定だ。クレーンなど機械を使うので

想像よりも力仕事は少ないそうだが、「少し

筋肉がついてきました！」と笑う江澤さん。

まだ後輩はいないが「新入社員が入ってき

たら先輩が自分にしてくれたようにしっかり

と教えられる人材になりたいです。」と爽や

かに語ってくれた。

高知県南国市稲生1264-7　TEL088-865-2511
○代表取締役社長／園田 祐　○創業／昭和54年
○売上高／4億円　○従業員数／13名
HP／https://sonodakohan.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

地元高知の街づくりに貢献できる、やりがいのある仕事

message

i n f o r m a t i o n  

鋼板の切断・加工でものづくりの基礎に携わる！
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高知で働く先輩 園田鋼板株式会社　江澤 宏樹さん（出身地／高知市）

［そのだこうはん］

え  ざわ ひろ   き
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高知に貢献して
社会貢献を実感したい！

幼いころの憧れを実現！難しくも面白い「重機の魅力」
　移動式クレーンリース・建設機械の運搬の業務

を通じて、建設現場にクレーンサービスを提供す

る「第二建設センター」。入社5年目の黒岩さん

は、実家が農家で高校でも農業を専攻。しかし自

分の知らない世界への興味が次第に高まり、一

般企業を志すようになった。幼いころから工事現

場に通い重機を見るのが好きだったこともあり、

求人の中から同社を選んだ。職場見学に参加しク

レーンに初めて乗ると「操縦の難しさ」や「もっと

大型のものにも乗ってみたい」と心を掴まれた。

　入社後1年間は、運転の練習や会社のサポー

トを受けて資格試験勉強に取り組む。その後、

自分が担当するクレーンを与えられる。技術向

上のため、担当クレーン以外の大型重機を使っ

た練習には寛容。「年齢差関係なく仲が良く、先

輩からもよく教えてもらう」と職場環境の良さを

語ってくれた。

「また現場に来てほしい！」と言われることが大きな喜び
　今は、港や建築現場に出向き、トラックの荷降

ろしや鉄筋や資材の積み上げなど様々な作業経

験を積んでいる。高知県全域、お客様の数だけ

現場がある。中には山間部での作業もあり、狭い

道での重機コントロールに苦労をしながら作業を

行っている。重機を思い通りに操れると仕事の

面白さを感じるそう。出来る限り早く作業を終え

ることを心がけ、「現場に着くと打ち合わせを綿

密に行い、自らの提案も交えながら摺合せをす

る」と話す。現場経験の積み重ねで技術が向上

する世界。「運転手さん、上手いね！」と現場で

言ってもらえたことが嬉しく、今後は様々な重機

を乗りこなせる人材を目指したいという。

高知県高知市南新田町3-5　TEL088-831-0008
○代表取締役社長／川久保 雄司　○創業／昭和44年
○売上高／6億3000万円　○従業員数／51名
HP／https://www.d2center.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「挑戦する気持ち」「学ぶ姿勢」があれば誰でもチャレンジできる！

message

i n f o r m a t i o n  

高知県の社会基盤を構築し、「信頼できる建設サービスを提供」する仕事

kochi  de  hataraku  2022-2023

No.44
高知で働く先輩

株式会社第二建設センター　黒岩 広樹さん（出身地／安芸市）
［だいにけんせつセンター］

くろいわ ひろ  き

クレーンを通して間接的に高知の
発展に携わり、社会貢献できてい
ると実感しています。挑戦には不
安も伴いますが、社会に出れば周
りの人が支えてくれます。感謝の
気持ちを忘れず、自分の好きなこ
とができる職場に飛び込んでみて！

地元である四万十市に帰省す
る際に利用する高速道路の測
量に関わったこともあり、完成
していく様子を近くで見られる
と実感が湧きます。高知で働
いてよかったと思う瞬間です。

高知で働くからこそ
実感するやりがいが
あります！

高知でインフラを支えて５９年
　道路や橋梁、トンネルなどの社会インフラをつ

くり、守っていくために設計・測量・地盤調査な

どを行う「第一コンサルタンツ」。1963年の設立

以来、知識と技術力を地元に根づいた仕事で

培ってきた。工業高校で土木を学ぶなか、もとも

と身体を動かすことが好きだったこともあり在学

中に測量の仕事に興味を持ったと話す宮﨑さ

ん。恩師の紹介で同社のインターンシップに参加

した際には、社内の和やかな雰囲気に魅力を感

じたのだとか。同社を選んだ決め手はドローンな

ど最新技術を積極的に活用していること。入社

３年目になる現在、道路や山間部を中心に３D測

量などの業務に取り組んでいる。

最新の技術をアップデートし続ける
　最新の機器を積極的に採用してきた同社。今年

に入ってからは「UAVレーザー」というドローン１台

で測量・写真撮影できる機器を導入し、人が立ち

入れないような災害現場を含め現地作業が難しい

現場での計測が可能になった。新しい機械が導入

され現場作業も効率化されていくと同時に操作や

解析処理など学び続けなければいけないことも多

いが、やはり自分が関わった構造物ができていくの

を身近で見られることがやりがいなのだそう。

お客様はもちろん、地域と社員を大切に
　地域の方と一緒にゴミ拾いをする「88クリーン

ウォーク」など地域貢献活動にも力を入れているこ

とも魅力の一つである同社。また定期的に勉強会が

あるなど資格取得に際してのサポートも充実してお

り、宮﨑さん自身も今後「測量士」の資格を取得予

定なのだそう。経験を積んで「後輩に信頼される人

になっていきたいです！」と爽やかに話してくれた。

高知県高知市介良甲828-1　TEL088-821-7770
○代表取締役社長／右城 猛　○創業／昭和38年
○売上高／24億2000万円　○従業員数／142名
HP／https://www.daiichi-consul.com

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

最新の技術を学びつつ、日々 やりがいを持って仕事しています

message

i n f o r m a t i o n  

快適で安全な暮らしを守る、地域ナンバーワン建設コンサルタント！
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高知で働く先輩

株式会社第一コンサルタンツ　宮﨑 健太さん（出身地／四万十市）
［だいいちコンサルタンツ］

みやざき けん  た
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地元に貢献できる仕事
一緒に働いて
地域活性化を目指そう

解体で地域の街づくりに貢献
　建物の解体、産業廃棄物の処理やリサイク

ル、運送事業などを手がける田原工業。一般家

屋から公共ビル工事まで多岐にわたる解体工

事で、同社は地域の街づくりに貢献している。

　長尾さんは父親の紹介で20年ほど前に入

社。現場経験を重ね、現在は管理者として、人

員配置や公共工事の資料作成などを任される

ほか、廃材のリサイクル処理にも携わる。

丁寧、安全、敏速な工事を徹底
　解体工事では、管理者として現場従業員に

「迅速に安全に丁寧に」を徹底している。具体

的には工期中に終わらせること、大型重機を用

いるため、事故のないように気を付けて作業を

行うこと。さらに近隣への騒音対策や、粉塵の

飛散防止のための水撒き作業など、周辺への

気遣いを欠かさないよう指示を出す。時には周

辺住民への対応も長尾さんが担っている。

限りある資源を有効に活用
　資源には限りがある。そのため、工事で発生

したコンクリートや木材は細かく分別し、リサイ

クルに回す。法令を遵守し適正に処理しなけれ

ばならないため、分別時にはゴミが混じってい

ないか目視で確認するなど、細かい作業が必要

だ。こうして分別されたものは、例えば砕いたコ

ンクリートは駐車場の下地に使われたり、木材

のチップは燃料になったりと、私たちの身の回

りで社会を支えている。「今は循環型社会。弊

社に求められる仕事はたくさんあります」。限り

ある資源の有効活用と地域の豊かな暮らしの

ために、今後も長尾さんはじめスタッフ一同、

安全で確実なサービスを提供していく。

高知県土佐市高岡町乙2215-1　TEL088-852-3357
○代表取締役／田原 なお　○創業／平成5年
○売上高／7億3100万円　○従業員数／42名
HP／http://tahara-kogyo.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

街づくりの一角を担う解体業。安全かつ迅速な工事を徹底

message

i n f o r m a t i o n  

循環型社会に必要な、解体事業と産業廃棄物の再資源化
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No.46
高知で働く先輩

株式会社田原工業　長尾 祥平さん（出身地／高知市）
［たはらこうぎょう］

なが  お しょうへい

解体工事にはさまざまな資格
が必要です。同社では働きなが
ら資格が取得でき、そのサポー
トもしています。地元に必要と
される仕事に、一緒に取り組ん
でみませんか。

00

最初は誰でも新人！
何事も経験が大事

反対を押し切って飛び込んだ土木の世界
　高校を卒業後、スーパーマーケットで15年

間働いていた藤原さん。早朝出勤をしながら

子育てをする中で、環境を変えてみたいと

思ったことと、自分の兄が武政建設で働い

ていて、大栃橋の建設に関わっていることを

知った時、「すごい！かっこいい！」と感動す

る息子の顔を見て、自分も地図に残る仕事を

してみたいと兄に相談。危ないからと反対す

る家族を押し切って、面接に挑んだ。実際の

現場を見てみたら？と社長に案内してもら

い、改めて働きたいと思ったことを伝えた。

入社後は、とにかく資格が必要なため、玉掛

け、小型移動式クレーン、高所作業、バック

ホーなど、会社の全面バックアップの元8つ

の資格を取得し、現場デビュー。

働く姿を多くの女性に知ってもらいたい
　現在おこなっている主な業務は、道路維

持管理。地域の人が安全に通行できるよう、

草刈りや側溝清掃、蜂の巣の駆除をするの

も大事な仕事の一つだ。また、擁壁作りや駐

車場の入り口の均しなど民間業務も受注。

庭に人工芝を敷く業務は、藤原さんが入社

して初めて会社として取り組んでみた業務

でもある。今後は大きい現場の受注も決まっ

ているので、オペレーターとして重機に乗って

仕事がしたいと意気込んでいる。また、現場

女子の人口を増やしていきたいと国土交通省

主催の土木女子会にも参加。「息子の言葉

がきっかけで始めた仕事ですが、毎日が楽し

く充実しています。もっと土木女子が増えてく

れたら嬉しい！」と笑顔を見せてくれた。

高知県香美市物部町大栃1454-1　TEL0887-58-4888
○代表者／小原 千典　○創業／昭和33年
○売上高／6億8890万3000円　○従業員数／37名
HP／https://www.take-ken.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

大きい現場で大型重機のオペレーターとして活躍したい！

message

i n f o r m a t i o n  

土木の現場で女性が活躍するきっかけになれたら！

kochi  de  hataraku  2022-2023

No.45
高知で働く先輩

有限会社武政建設　藤原 夕子さん（出身地／高知市）
［たけまさけんせつ］

ふじわら ゆうこ

新しい職場では年齢問わず誰
もが新人です。初めてを経験で
きる貴重な時に、失敗を怖がら
ず何でも挑戦し、教えてもらえ
ることはどんどん吸収していき
ましょう！
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「為せば成る　為さねば成ら
ぬ何事も　成らぬは人の為さ
ぬなりけり」。やろうと思って
努力すれば実現します。力を高
知で生かしませんか。そんなあ
なたを同社も待っています。

高知には人が必要です。
受け皿はあります。あとは
あなたが主役になるだけ！

優れた警備能力で、社会の安全を順守
　東央警備の業務は、官公庁や病院の施設警

備、工事現場の交通誘導警備、イベントなどの

雑踏警備と多種多様。交通関係では四国の高

速道路工事に数多く携わるなど、厚い信頼を得

ている。井関さんはこの道20年を超えるベテラ

ン警備員。別会社に勤めていたが、１年半前、先

輩から「安定した職場環境だし、君が活躍でき

る場が絶対ある！」と誘われ、入社した。

誠意をもってお客様に対応
　現在は高知市役所で警備業務に従事する。

施設を巡回し盗難や事故の発生を防いでおり、

何かあれば被害を最小限にとどめるよう速やか

に行動する。責任は重大で、常に緊張感を伴う

仕事だ。また夜間窓口では婚姻届や出生届など

を預かる機会もあり、「大切な書類を取り扱う、

貴重な経験をさせていただいています」と話す。

　仕事では社内外を問わず、より良い人間関係

を常に意識している。警備で大切なのは何より

も信頼。そのため、お客様のご要望には誠意を

もって対応。また会社では、気軽に話し合える

風通しの良い雰囲気づくりを心掛けている。

資格を取得しスキルアップを目指す
　東央警備は福利厚生がしっかりしている上、

仕事ぶりをきちんと評価してくれる風土がある。

その一例が、入社年数の浅い井関さんが主任に

任命されたこと。最初は驚いたが上司が働きを

見て推薦してくれたと知り、プレッシャーを感じ

ながらも辞令を受けた。「同僚に感謝し、今後

も頑張りたい」と井関さん。より多くの資格取

得も目標に掲げ、スキルアップを目指し、充実

した日々を過ごしている。

高知県高知市本丁筋155　TEL088-802-1519
○代表者／中村 秀男　○創業／平成15年
○売上高／5億円　○従業員数／約80名
HP／https://tohohkeibi.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

無事故無災害に向け、社員一丸となり質の高いサービスを提供

message

i n f o r m a t i o n  

地域の暮らしと安全を守る、警備のエキスパート集団
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No.48
高知で働く先輩

有限会社東央警備　井関 学さん（出身地／高知市）
［とうおうけいび］

い   せきまなぶ

社会人になると思っている以
上に時間がないです。就職に
必要そうなもの、興味を持って
いることなど履歴書の資格欄
にたくさん書けるように取って
みてください。

学生のうちに
取れる資格には
挑戦してみてください！

Uターンを機に地元企業に転職！
　高校卒業後、20才の時に自衛隊に入隊

し、主に県外の駐屯地に在籍していた原さ

ん。一度は自衛隊以外の仕事も経験してみ

たかったことと、地元に帰りたいという思いが

募り、隊員向けの就職援護活動やセミナー

に参加。様々な企業が集まる中で、橋梁やト

ンネルといった構造物の補強や補修をおこ

なっているツノ工業と出会い、同社が手掛け

る事業内容と、当時募集していた施工管理

という業務に興味を持ち入社を決意。入社1

年目の現在は、施工管理見習いとして、施工

計画書などの作成をしながら、仕事の流れを

学ぶために現場にも入っている。

管理者として一人前になりたい
　最初は現場で使う道具の名前を覚えると

ころから始めたものの、年齢や経験関係なく

話がしやすい上司に囲まれ、和気藹 と々した

職場だと感じている原さん。今年になってベト

ナムからの社員も2名増え、同じく施工管理

を目指している向上心の強い2人に刺激さ

れ、ますます仕事にも意欲的になった。母国

では建設業を経験していた人もいるので、日

本語を教えながら、原さんが学ぶことも多い

そう。「目下の目標は土木施工管理技士2級

の取得！」と時間を見つけては勉強に取り組

んでいる。また、自分でもちょっとした補修が

できるようにとコテの使い方なども練習中。

「補強した構造物が、地震の際などに地図

から消えてしまわないようにするのが僕たち

の仕事。生まれ育った高知の保全に使命感

を感じています。」と話してくれた。

高知県高知市布師田3277-1　TEL088-845-3697
○代表取締役社長／津野 泰孝　○創業／昭和48年
○売上高／6億円　○従業員数／20名
HP／https://tsuno-k.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

高知で暮らす人たちが安全安心に暮らせるためのインフラ整備を担う

message

i n f o r m a t i o n  

地図に残るではなく、地図に残すための補修・補強工事
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No.47
高知で働く先輩

有限会社ツノ工業　原 雄飛さん（出身地／高知市）
［ツノこうぎょう］

はら   ゆう  ひ
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この職場を訪問したのは10代の
頃。工場の雰囲気にワクワクし
たことを覚えています。皆さんも
ぜひインターンシップに来てくだ
さい。仕事の魅力を感じてもら
えると思います。

地元で活躍する職人さんを
見てワクワクした
この体験をぜひして欲しい

大型船舶などに使われる鋳鋼を製造
　特殊製鋼所は、優れた強度を持つ「鋳鋼」の

専業メーカーだ。溶かした鋼を型に流し込んで

作られる鋳鋼は、大型船舶や産業機械など、大

きな力の加わるさまざまな分野で使われる。創

業以来60年あまり、鋳鋼一筋で信頼を獲得し

てきた同社の製品はあらゆる産業の基盤として

活躍。厳しい管理基準や検査をパスした高品質

な鋳鋼品が、社会を縁の下で支えている。

鋳型造形の工程で技術を磨く
　鋳造課に勤める杉本さんは入社3年目。高知

高等技術学校の溶接科に在学中、インターン

シップで特殊製鋼所を訪れた。その際、工場の

雰囲気や職人さんの格好良さに惹かれ、その後

2回も同社を訪問。訪れるたびに社員同士仲が

良く皆優しい社風を実感し、就職を決めた。

　特殊製鋼所では、型の造形から流し込む鋼

の溶解、溶接、仕上げ、さらに検査まで、社内

で一貫対応し質の高い製品を製造している。

杉本さんが携わっているのは、特殊な砂で型

を造る最初の工程だ。一人前になるまで10年

はかかるこの世界で、図面から立体をイメージ

する作業などまだまだ難しいことばかり。先輩

にアドバイスを受けながら、日々 奮闘している。

安全第一。丁寧な作業で品質を追求
　タンカーなどの重要部品となる同社の製品

には高い安全性が求められる。また非常に大き

く当然ながら型も重い。緊張感を伴う中、杉本

さんは常に気を配り、丁寧に安全に作業するこ

とを意識している。将来の目標は任される立場

になること。一人前になるまで、先輩を見習い

技術を磨いていきたいと思っている。

高知県高知市稲荷町120　TEL088-883-1291
○代表取締役社長／井戸 啓彰　○創業／昭和31年
○売上高／18億円　○従業員数／110名
HP／http://www.tokushuseikosho.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

タンカーや産業機械の重要部品となる、優れた鋳鋼物を一貫製造

message

i n f o r m a t i o n  

信頼の鋳鋼専業メーカー。ものづくりの魂を製品に込める

ちゅうこう

はがね

ちゅうぞう
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No.49
高知で働く先輩

株式会社特殊製鋼所　杉本 楓雅さん（出身地／高知市）
［とくしゅせいこうしょ］

すぎもと  ふう  が

雨や台風、地震への備えなど、
高知県の公共工事は高いレベ
ルが求められます。最初は知識
ゼロでも大丈夫。私のように働
きながら知識を身に付けて、街
づくりに貢献できる仕事です。

公共工事に求められる
レベルが高い高知県で
専門知識を習得できます

アニメーターからCAD設計に転職
　土佐新高建設の事業フィールドは、私たちの

日々の生活に密接に関わる「道路」。一般道か

ら公園の遊歩道、さらに競技場の走路まで、さま

ざまな道路を高度な技術で建設・修繕してい

る。同社で設計を担当する山﨑さんは、アニメ業

界から転職した異色の経歴の持ち主だ。

　山﨑さんは東京でアニメーターとして奮闘して

いたが、体調を崩し転職を決意。橋の棟梁だった

祖父の背中を追うように、建築業の世界に飛び

込んだ。元々PC作業が得意だったこと、またア

ニメーター時代に培った空間認識力も生かし、

CADの知識や技術を習得。その後結婚を機に

4年前高知に移住、土佐新高建設に入社した。

やる気と吸収力で日々成長！
　東京で鉄骨建築の作図をしていた山﨑さん。

道路舗装の常識がゼロだったため、入社時は先

輩に付き必死で仕事を覚えていったという。道

路舗装は極めて専門的な業界のため、同社の社

員は皆、知識がない状態で入社してくる。そのた

め、「教えて育てる」社風が定着。上司が後輩

へ、後輩は経験を重ね次の後輩へと、世代を超

えて高度なノウハウが受け継がれている。

　本人のやる気と吸収力で伸びていける同社

で、山﨑さんは現在、測量、設計、完成後の検査

と幅広く活躍している。業界はデジタル化が推

進されており、「新しい実験もしたい」と意欲的。

上司は常に挑戦を受け止めてアドバイスしてくれ

るので、仕事のモチベーションも高まる。「上司

から知識をたくさん引き継ぎたい」と山﨑さん。

異業種からインフラ整備に関わる仕事に転身

し、そのやりがいを実感している。

高知県高知市北竹島町４９０　TEL088-832-3931
○代表取締役／祇園 和男　○創業／昭和63年
○売上高／8億300万円　○従業員数／32名
HP／https://tosa-shinko.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

舗装工事の高い技術と知識を、上司や先輩から受け継いでいく

message

i n f o r m a t i o n  

地域に欠かせない「道路」を整備し、高知をもっと良い街に
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No.50
高知で働く先輩 土佐新高建設株式会社　山﨑 文花さん（出身地／新潟県）

［とさしんこうけんせつ］

やまさき ふみ  か
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たくさん情報を集めて
興味を持てる仕事を探そう
何事にもチャレンジを！

創業65年、長くインフラ整備に尽力
　都市開発コンサルタントは、道路や河川、橋

梁など、公共土木事業に係る調査・測量・設計

を担う歴史ある企業。営業の野村さんは入社6

年目。国や県、各地方自治体の委託業務につい

て、積算、入札、見積もり作成を行っている。

前職の経験を高知で生かしたいと帰郷
　県内の工業高校卒業後、「ライフラインに関

わる仕事がしたい」と土木の世界へ進んだ野村

さん。水道事業の施工管理を行う東京の会社

で、現場管理人として経験を積んだ。当時は帰

省のたびに高知の良さを実感しており、「学んだ

ことを地元で生かしたい」とUターンを決意。実

績のある都市開発コンサルタントに転職した。

携わった道路や土地が形になる喜び
　現場は一つとして同じものはない。顧客と条

件を調整しながら、プロとしての考えを提示し設

計していく。自分が携わったものが形になること

は大きな喜びだ。最近印象に残っているのは、

須崎市の野外体験施設（オートキャンプ場

等）。多くの人が喜んでいる姿を見て、自身も

嬉しくなったという。また顧客から「良い成果を

出してくれた」「また貴社と仕事がしたい」と評

価をいただけた時も、やりがいを感じる。

　営業は会社の売上に直接影響する仕事。書

類作成に不備がないよう、細心の注意を払う。

その他にも日々の業務は多岐にわたるが、会社

は資格取得のためのサポート体制が充実してお

り、「技術の知識も幅広く身に付けたい」と自分

磨きを怠らない。「今後は今まで以上に広く弊社

を知ってもらえるように営業活動を行いたい」

と、顧客の新規開拓も目標に掲げている。

高知県高知市神田1427　TEL088-831-9295
○代表取締役／久保田 明　○創業／昭和32年
○売上高／5億1000万円　○従業員数／33名
HP／https://www.toshicon.com

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

何事も挑戦あるのみ！自分を磨き、その経験を仕事に生かす

message

i n f o r m a t i o n  

地域のライフラインである、道路や河川・橋梁整備に貢献
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No.52
高知で働く先輩 都市開発コンサルタント株式会杜　野村 昇孝さん（出身地／高知市）

［としかいはつコンサルタント］

のりたかの   むら

同社は社員同士仲が良く、と
ても働きやすい会社です。会社
はたくさんある。その中から仕
事したいと思える場を見つけて
ください。そして自分の考えを
貫き、何事にも挑戦していきま
しょう。

土佐メンテナンスは、若者の
意見を積極的に取り入れてく
れる会社です。高知県には、
僕のように個人の力を発揮さ
せてくれる会社が、分野を問
わずたくさんあると思います。

チャレンジしたいという
気持ちを応援してくれる
会社が高知にはあります

機械を通じて人と繋がれる
　美容師だった榛田さんが空調設備工事を行う

土佐メンテナンスに入社したのは8年前。昔から

機械いじりが好きで、「物を通じて人と繋がる仕

事がしたい」と未経験ながら転職した。同社の

取引先は企業ビルや商業施設、病院と幅広く、

榛田さんは空調設備の保守点検や修理に携

わっている。最初は空調の仕組みや施工技術が

全く分からず戸惑いだらけだったが、先輩からマ

ンツーマンで指導を受け、力を付けていった。

コミュニケーションが仕事のやりがい
　一見技術職と思われがちだが、人との接点

が多い職種でもある。「毎回、業務が終わる

とありがとうと声をかけていただける。それが

嬉しいですし、社内はもちろん同業の方とコ

ミュニケーションが取れるのも楽しいです」と

醍醐味を話す。機械に向き合う時は真剣に、

人と接する時は楽しく。そんな気持ちの切り替

えができるのも、この仕事の魅力だ。また日々

の心掛けは、品質の良いサービスを迅速に提供

すること。「言われたことをこなすだけでなく、プ

ラスアルファを考えて行動し、お客様に満足して

いただきたい」と、お客様第一に徹している。

高知県は個の力を発揮できる場がある
　「将来は“あの人に言えば大丈夫”というよ

うな、誰からも信頼される人間になりたい」と

いう榛田さん。やりたいことを応援してくれる

会社で、機械いじりという自分の好きなことを

仕事にできた経験から、「都会では個の魅力

が埋もれてしまう可能性もある。でも高知県

は、個々が輝ける環境がたくさんあると思い

ます」と地元の良さを語ってくれた。

高知県高知市横浜南町6315-8　TEL088-842-8838
○代表取締役／有澤 彰晃
○創業／昭和62年
HP／https://www.tosa-mente.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

挑戦を応援してくれる会社で、これからも輝いていく

message

i n f o r m a t i o n  

機械を直し、人と繋がる。好きなことを仕事にできる喜び
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No.51
高知で働く先輩

株式会社土佐メンテナンス　榛田 健人さん（出身地／南国市）
［とさメンテナンス］

はる た けん と
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高知の良さは
「人があたたかく、
暮らしやすい」ところ

みんなの安全を守り、
人や社会の役に立てる重要な仕事
　警備事業、IT事業、アメリカのハリウッドに展開

する海外飲食事業、今年からはレディース用オー

ダーウィッグを取り扱う美容事業を展開する

「Nikkeiホールディングス」。社員の持つ「夢」を

応援し実現に向けて、積極的に事業展開していく

理念がある。高校卒業後、サービス業や病院の患

者さんの送迎など様々な仕事を経験してきた中村

さん。転職を考えていた頃、求人誌に掲載された

他社とは違うユニークな写真が目に留まった。警

備業界のイメージを払拭するような面白いポーズ

を決め、「本当に明るく写っている社員」の姿に魅

かれたという。入社後は警備事業を担当し、今は

高速道路での警備がメインの仕事だ。一般道路と

違い、数キロメートルにわたる長距離の通行規制

は、つくっていくだけでも一苦労。さらに、工事車両

の誘導、昼夜の警戒・巡回なども行う。些細なミス

でも大きな事故につながりかねない現場では、「遠

くからでもわかりやすい誘導」を心がけている。

風通しが良く、社員同士が信頼で結ばれ、
お互いに助け合える環境
　「会社の雰囲気の良さ」に強く惹かれたと話す

中村さん。社内行事がとても充実しており、ボウリ

ング大会やBBQ、過去には沖縄旅行も企画され

たという。社員がやりたいことを提案し、トップが

聞いてくれる体制が社内の風通しのよさを感じさ

せる。だからこそ、社内のチームワークは高く、相

談しやすく頼れる仲間も多いため、日々安心して

仕事が行えている。今後は「自分の仕事に疑問符

を持つ」をテーマに、仕事の見直し、品質向上に

注力していきたいと語る。

高知県高知市天神町3-16　TEL088-856-6666
○代表者／中山 竜児　○創業／平成29年
○売上高／1億2000万円　○従業員数／約30名
HP／https://nikkei-hd.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「笑顔を守り、周りを明るい気持ちにさせる警備員を目指したい！

message

i n f o r m a t i o n  

関わる全ての人々が『心から幸せ』と思える企業を目指し、社会に貢献する
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No.54
高知で働く先輩

株式会社Nikkeiホールディングス　中村 靖さん（出身地／高知市）
［ニッケイホールディングス］

なかむらやすし

人とのつながりを実感する仕事で
す。県内外で仕事をするとより「高
知の人のよさ」を感じます。助け合
える人間関係が何よりも大切。働
きやすい高知で、自分にとっての働
きがいを見つけてほしいです！

人見知りな性格を変えたいとい
ろんなアルバイトに挑戦しました。
「なんかキャラ変わったね！」と地元
の友達から驚かれるほどオープン
な性格になり、それが今の仕事
にも繋がったと思っています！

職種や業務問わず
興味のあることには
迷わず挑戦しよう！

人と関わる仕事がしたかった！
　年間新車販売登録車数・顧客数ともに

県内No.1の実績を誇り、正規ディーラーと

して県内に8店舗を展開する「トヨタカロー

ラ高知」。車が好きという人はもちろん、お

客様と深いお付き合いをする仕事がしたい

という高い志を持ったスタッフが集まってい

る。今年入社した佐竹さんは、企業合同説

明会に参加した際、ブースで対応してくれた

スタッフの雰囲気がとても好印象だったこ

とや、人と関わる仕事がしたいという思いか

ら入社を希望。現在は営業に籍を置き、同

行などの実践研修を受けている。常にメモ

を心がけ、分からないことは質問したり、後

で調べたりと覚えることは盛り沢山。最近

は、ETCのセットアップや、車庫証明などの

事務処理を任されるようになり、自分ででき

ることも少しずつ増えてきた。

大切なのは仕事を楽しんでいるかどうか
　同行の他にも、空き時間にはロープレをし

て商談の練習をする。いろんなお客様を想

定して、説明から見積書の作成、買い方の提

案を勉強中。「お客様との関わりを大切にし

ながら、佐竹さんから車を買いたいと言って

もらえるようになって、3年後には毎月3台を

コンスタントに売り上げる営業になっていた

い」と張り切る佐竹さんに対し、「成績も大

事ですが、毎日楽しく仕事をすることが一番

大切。結果は後から付いてくるものだから、

まずは毎日笑顔で出社してくれたら」と周り

はとても温かい。のびのびと仕事ができる環

境なのだと彼女の笑顔からうかがえた。

高知県高知市一宮南町1-9-10　TEL088-845-0111
○代表取締役社長／西山 正純　○創業／昭和40年
○売上高／85億円　○従業員数／180名
HP／https://www.ck-toyota.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「楽しそう！」という直感を信じて飛び込んだディーラー業界

message

i n f o r m a t i o n  

車の販売とアフターケアを通してお客様の人生に寄り添う仕事
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No.53
高知で働く先輩 トヨタカローラ高知株式会社　佐竹 藍さん（出身地／四万十市）

［トヨタカローラこうち］

さ  たけ らん
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自分に合った仕事が分からな
い、何がしたいのか迷っている、
そんな時は悩みすぎるよりも、楽
しそうだと思える道に進むのも
いいかもしれません。案外なるよ
うになりますよ！

悩んだら「楽しそう！」で
動くのもあり

フットワークの軽さが武器です！
　元々車に興味があったわけではないけれ

ど、企業説明会での話を聞き「営業って楽

しそう！」と今年入社した川﨑さん。学生時

代から、陸上、サッカー、バスケットに励み、

仲間と一緒にスポーツをしてきた彼にとっ

て、人と話し、体を動かしながらの仕事はま

さに天職。トヨタ車の販売や修理をおこな

うディーラーとして、県内に9店舗を展開す

る「ネッツトヨタ高知」の中でも、野市店の

営業スタイルは独特。一般的なディーラー

といえば、来店型営業のイメージだが、川﨑

さんが行っているのは自転車に乗っての飛

び込み営業だ。近隣の土地を覚えながら、

主に一般家庭を中心に１日50件ほどを訪

問。野市店の近くには他のディーラー店も

多いため、お客様の来店を待つのではなく、

自ら営業に赴いている。

地道に努力し目標は高く！
　いきなり「車を買ってください」というので

はなく、まずはチラシを持って一軒ずつ家を

回り点検誘致などをして、名刺を渡し顔を覚

えてもらう。すぐに売上に繋がるものではない

けれど、後日、声をかけたお客様が来店して

くれた時の喜びは大きい。「先輩もみんな面

白くて楽しい人たちなので、お弁当を持参して

みんなでランチをしています。」と川﨑さん。

先輩の話を聞きながら、見習いたい部分を吸

収し、自分のカラーでお客さんを増やしてい

きたいと意気込んでいる。「目標は3年間で

500人のお客様を持つこと。毎日の努力が必

ず実を結ぶ！」と今日もインターホンを押す。

高知県高知市札場3-23　TEL088-883-3221
○代表取締役社長／佐藤 誠三　○創業／昭和44年
○売上高／57億7000万円　○従業員数／120名
HP／https://www.netz-kochi.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

人と話すこと、動き回ること、どれも自分にピッタリな営業職！

message

i n f o r m a t i o n  

自転車をパートナーに飛び込み営業で自分を売る！
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No.56
高知で働く先輩 ネッツトヨタ高知株式会社　川﨑 樹さん（出身地／南国市）

［ネッツトヨタこうち］

かわさきいつき

思い通りの職に就けないことも
あるかもしれません。すぐに自分
の理想通りにならなくても、まず
は少し続けてみましょう。続けて
いくことで将来のビジョンは更
新されていくものだと思います。

長く続けることで
自分の力になる

ゼロからのスタートだった電気の仕事
　電気設備、電気通信設備、空調設備、太陽

光設備工事を行っている「日興電設」。高速道

路の維持工事などの電気設備工事を中心に

官民問わず地域社会への貢献に取り組んで

きた。高知工科大学に在学中、パートナーとの

将来も考え高知での就職を探すなか知人の

紹介もあり同社を知ったと話す猪野さん。８年

前になる入社当時は現場で職人として先輩社

員の働きぶりについていくのに必死だった。電

気の勉強もゼロから。会社のサポートも受けつ

つ、コツコツと作業するために必要な資格も

とっていったのだそう。

現場の責任者としての心がけ
　2年前からは高速道路の設備点検・電気工事

など維持管理を現場の「代理人」として携わって

いる。高速道路のトンネル設備の照明ランプや電

気ケーブルを変えたり、災害時には緊急で復旧

作業を行うことも。作業内容と工期によって人の

割り振りの采配をし、規制時間が決まっている高

速道路上で作業をする毎日。安全対策も欠かせ

ないなか、準備をしっかりとすることで気持ちよく

みんなが仕事できるように気を配っている。

自分が作ったもの、という誇りがある
　電気工事の仕事は建築現場に最初から最

後まで見届けられるので、その分愛着が湧く。

厳しい時には厳しいが、年齢関係なくアット

ホームな社風だという同社。猪野さんは「一級

施工管理技士」の資格も今後取得予定で、「今

は上司に支えてもらっている部分があるが、今

後はより頼られる存在になっていきたい！」と力

強く話してくれた。

高知県高知市薊野中町7-29-3　TEL088-845-4659
○代表取締役／小森 一哉　○創業／昭和51年
○売上高／10億円　○従業員数／34名
HP／http://nikko-d.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

電気設備工事のプロとして！頼りになる人材になっていきたい

message

i n f o r m a t i o n  

未来を照らす技術を。電気を通じて地域に貢献する仕事
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No.55
高知で働く先輩 日興電設株式会社　猪野 義房さん（出身地／大豊町）

［にっこうでんせつ］

い    の    よしふさ
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自分が作ったハウスを子供たちと
見に行ったり、そこで作られた野菜
を産直市で買ったりするのが休日
の楽しみです。自分で体験すること
で見えてくることもたくさん。今後
は自社製品を使って実際野菜を育
ててみようと社内でも検討中です！

よりよい園芸資材を提供するために、
自分でも体験・検証していきたい！

経験を活かして、農業に携われる仕事を
　施設園芸ハウスや温室などの設計・製造・

開発を行う、全国的にも数少ない専業メーカー

である「日之出産業」。高知県だけではなく国

内の農業を高い技術力で支えてきた。もともと

大きな構造物に携わる仕事に興味があり、職

業訓練校の鉄骨建築課で学んだ明神さん。県

内の鉄鋼メーカーに就職していたが、結婚し子

供が生まれるタイミングでよりワークライフバラ

ンスがとりやすい職場をと考えたのだそう。親

族が農業を営んでいたり、自分も家庭菜園をは

じめたりしたことで農業が身近になっていたこ

ともあり、「今まで培ってきた自分の技能を生か

しつつ農業に関われたら」と転職先を探すなか

同社の求人を見つけ、「ここだ！」と思ったのだと

か。入社３年目の現在、園芸用ハウスや太陽光

パネルの下地の製造を担っている明神さん。材

料を切断、溶接から塗装、さらには出来上がっ

た製品の設置にも赴いている。

子供たちが大きくなっても
美味しい野菜を食べてほしい
　「家のプランターで育てた野菜を娘が美味

しいと食べていた笑顔が忘れられない。」と話

す明神さん。仕事をするにつれて「農家さんの

大変さ」をより感じはじめたのだそう。どうすれ

ば農家さんの負担を軽く、そして生産性を上げ

ることができるか。難しい課題だが、「暮らしに

直結する農業に関われていることが嬉しい。」

と話す。気候変動の影響が増えてきているな

か、IoTなどを活用した次世代ハウスの開発を

進める同社。安定的でよりよい農作物の生産

に貢献できたら、と意欲的に語ってくれた。

高知県南国市国分1309　TEL088-862-3388
○代表取締役社長／田島 肇　○創業／昭和43年
○売上高／14億100万円（令和4年2月期）　○従業員数／28名
HP／http://hinode-sangyo.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

農業の未来を支えるために。自分にできることを模索中です

message

i n f o r m a t i o n  

国内トップレベルの技術力！施設園芸資材のパイオニア企業
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No.58
高知で働く先輩 日之出産業株式会社　明神 功和さん（出身地／津野町）

［ひのでさんぎょう］

みょうじん  よしかず

慣れ親しんだ高知で働きたいと
思い入社しました。会社は先輩・
同期と仲が良く、とても働きやす
いです。高校の友達とも一緒に
働ける予定で、地元のつながり
を感じられるのが魅力です。

高校時代の友達や
同期のみんな
仲間と頑張れます

保育園の頃から車が大好き
　父親の影響を受け、物心ついた時から車が

大好きだった俊成さん。自動車整備士という夢

を叶えるために専門学校に進むか悩んでいた

高校時代、インターンシップでネッツトヨタ南国

を訪れた。そこで仕事に就きながら資格が取れ

ることを知り、2年前に入社。以来、新人自動車

整備士として仕事と勉強を両立させている。

先輩の優しい指導の下、日々 勉強
　今は先輩に付きながら車検や整備にあたる

が、まだまだ分からないことが多い。また仕事が

終わった後、県自動車整備振興会が開く講習

を受けており、とにかく毎日が大変だという。そ

れでも頑張れるのは、「車を知れることが楽し

い」という根っからの車好きのおかげ。加えて先

輩は優しい人ばかりで、しっかり向き合ってく

れ、分かりやすく指導してくれる。「一番は丁寧

に確実な整備をして、安心安全にお客様に乗っ

ていただくこと。それに迅速さも重要」と、仕事

の心構えも先輩たちから教わった。

一人前を目指して頑張りたい
　最近はお客様対応を任されることもあるが、

どう説明すれば良いか毎回悩むという。でも

「慣れるように頑張りたいです！」と前向きだ。

同社は新人研修が半年間もあり、接客マナー

などをしっかり勉強できたのも大きい。また仲

の良い同期と支え合えるのも職場の魅力だ。自

動車整備士の楽しさを聞くと「お客様が困って

いることを解決できるのが一番。それに、自分

の車をカスタムできるのも楽しい点」と笑顔。一

人前の自動車整備士に向けて、今後も「好き」

を極め、奮闘していく。

高知県高知市南川添4-28　TEL088-884-5110
○代表取締役／伊藤 俊人　○創業／昭和55年
○売上高／53億3700万円　○従業員数／140名
HP／https://www.vistanetz.com/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

仕事と勉強を両立！好きなことだから、続けられる自信あり

message

i n f o r m a t i o n  

安心安全なカーライフのために、“丁寧・確実”を極めていく
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高知で働く先輩 ネッツトヨタ南国株式会社　俊成 莉久さん（出身地／高知市）

［ネッツトヨタなんごく］

としなり り　く
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私の所属するハマート薊野店は
特にスタッフのチームワークが
抜群！自ずと一人ひとりの向上
心も芽生えています。高知の未
来のために、目標を持ち日々成
長を実感できる会社をみつけて
ください。

地元高知に若い力で
貢献したい！

小さいころから通っていた身近なホームセンター
　高知県民にとってはお馴染みの「マルニ」

「ハマート」「ブリコ」といったホームセンター

事業をはじめ、住宅建築事業やガーデン事業

など暮らしに根付いた幅広い事業を展開して

いる「フタガミ」。「実家が農家で幼いころか

らよくマルニに行っていました」と笑顔で話す

のは入社4年目の浜口さん。専門学校では農

業を学んだが、就職を考えるにあたって「人と

話すことが好き」だったことから接客業に興

味を持ったのだそう。また園芸商品も置いて

いるフタガミであれば、学んできた農業の知

識も活かせると考え入社を決めた。

お客様にダイレクトに喜んでもらえる仕事
　入社当初から接客対応を中心に品出しや売

り場づくりなどを担当してきた。「困っている方

に対して解決方法をご提案し、喜んでもらえた

時にはやりがいを感じます！」と力強く語る。自

信をもって答えられる背景には、常に向上しよ

うとする姿勢とそれを後押しする会社の手厚い

体制がある。「DIYアドバイザー」という資格取

得の際は、受験費用を負担、さらにバイヤーに

よる商品知識の研修、実技の練習までバック

アップ。人材育成に力を入れている。

近い将来の目標は「副店長」です！
　今後身に付けていきたい力は「人を見る力」

と「適切に指示ができる力」。後輩育成にあ

たっては、ただ指示をするだけでなく後輩に

とって理解しやすいように作業を手伝うことも

大事にしているのだそう。プライベートでも後輩

社員とキャンプをするなど交流を深めていると

いう浜口さん。着実に目標へと近づいている。

高知県南国市双葉台1　TEL088-856-6801
○代表取締役社長／松岡 正憲　○創業／昭和21年
○売上高／110億円　○従業員数／600名
HP／https://www.futagami.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

20代で後輩育成中！一人ひとりが目標に向かって働ける職場です

message

i n f o r m a t i o n  

地域に根付いた事業を展開！暮らしになくてはならない企業へ
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高知で働く先輩

株式会社フタガミ　浜口 一機さん（出身地／南国市）
［フタガミ］

はまぐち かず   き

漠然と就職を考えて学校に在籍
していた職業アドバイザーの方や
進路の先生に色々相談していまし
た。「ちゃんと就職して手に職をつ
けろ」と言ってくれた先生の言葉が
前職でも今でも活かされています！

就活へ意欲的でなかった私に
「手に職を」と指導してくれた
先生に感謝！

難しいけれどやりがいのあるパッケージ印刷
　日常生活に欠かせないトイレットペー

パーや、キッチンペーパーといった家庭紙。

フソー化成では、これらを包装している柔

らかいプラスティックフィルムへ、パッケー

ジデザインを印刷するグラビア印刷をおこ

なっている。入社7年目の伊勢さんは、結婚

や子どもの誕生といったライフステージの

変化とともに、自身の働く環境も変えてみよ

うとグラビア印刷の世界に飛び込んだ。現

在は、リーダーとして業務全体の段取りを任

されるだけでなく、インクを混ぜて色を練る

「調色業務」という社内で2人しかいない

大役を任されている。細やかな色覚が要求

される調色業務は、練る色と実際に印刷か

ら上がってくる色が違うため、版のすり減り

や温度、湿度などを踏まえて、刷り上がりの

色を想像しながら色を混ぜていく。「この業

務は経験だけでなくセンスも大事。20年

やってもできない人もいる中で、彼にはとて

も期待しています。」と同社の丁野社長。

従業員1人ひとりが一生懸命な社内
　色を正確に出すだけでなく、リーダーとし

ても全体を見渡している伊勢さん。コロナ禍

で人材が不足しても機械を止めずにすむよう

にと各オペレータの技術向上、仕事のスピー

ド感UPなど全体の力の底上げにも注力して

いる。「高知にいながら、日本中のスーパー

やドラッグストアなどに並ぶ、ナショナルブラ

ンドの製造に携われるのも魅力の一つなの

で、みんなで一丸となって良い製品を作ろう

と切磋しています！」と印刷機を見つめた。

高知県高岡郡日高村下分3702-17 清水工業団地内　TEL0889-20-1750
○代表取締役／丁野 務　○創業／昭和32年
○売上高／7億1000万円　○従業員数／48名
HP／http://www.fusonet.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

理想通りの色を目指す業界と地域に密着したグラビア印刷の世界

message

i n f o r m a t i o n  

高知の小さな村からメイドインジャパンの技術を発信！
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高知で働く先輩 フソー化成株式会社　伊勢 太一さん（出身地／高知市）

［フソーかせい］

い せ た   いち
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株式会社ほっかほっかフーヅ

高知は温かい人が多く、弊社
もそのような人ばかりです。ま
たチャンスもたくさんあります。
育った高知に恩返しする気持
ちで、自分の可能性を大いに
発揮してください。

未来を作っていきましょう
思いさえあれば
可能性は無限大です

弁当業界老舗の四国本部
　持ち帰り弁当のパイオニアであるほっかほっ

か亭。ほっかほっかフーヅはその四国本部とし

て、高知県42店舗を含む四国130店舗の運

営や、店舗への指導管理などを行っている。

　林さんは入社10年目。現在は商品企画や

仕入担当として、責任ある仕事を担う。

やりたいことができる自由な社風
　林さんは入社当時経理だったが、その後社

長室長、商品企画・仕入れと、幅広い業務を

経験してきた。「チャンスがたくさんある会社で

す。それに、やりたいことをやらせてくれる社風

がありますね」。経験や年齢、性別を全く問わ

ない同社は、林さんのやる気を伸ばし、育てて

きた。「今の業務に就いて、1つのお弁当を作る

のにたくさんの人や物が関わっていることを知

りました。その1つ1つにこだわって、お客様

の手元に作り立ての温かいお弁当を届けた

い」。林さんは常にお客様目線と業者さんの思

いを大切に、日々の業務に向き合っている。

食を通して、地域に幸せを届けたい
　食は私たち人間から切り離すことのできない

大切なもの。林さんは「お客様のお腹を満たす

だけでなく、気持ちも満たすことで、幸せを感じ

ていただきたい」と、商品にも接客にもこだわ

る。「幸せを感じる人が増えたら、地域は元気

になる。ほっかほっか亭はそんな存在でありた

い」と林さん。時代の流れと共に、お弁当業界

も変化している。今後は、求められるものに対

し最大限応えられる、またお客様に愛され続け

る「未来のほっかほっか亭」を、若手社員で

作っていきたいと思っている。

高知県高知市旭駅前町４３-４　TEL088-824-5078
○代表取締役／中武 節男　○創業／昭和57年
○売上高／5億円　○従業員数／30名
HP／http://www.ca.pikara.ne.jp/hokahokafoods/index.html

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

愛され続けるほっかほっか亭であるよう、お客様目線を大切に

message

i n f o r m a t i o n  

お腹と気持ちを満たしてくれる、作り立ての温かいお弁当を
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No.62
高知で働く先輩 か　なはやし

株式会社ほっかほっかフーヅ ほっかほっか亭四国地区本部　林 嘉那さん（出身地／四万十町）
［ほっかほっかフーヅ］

人が温かい高知に帰郷
生まれ育った地元で
力を発揮していきたい

学部学科関係なく活躍できる
　ブルークロス調剤薬局は1991年の創業以

来、地域に根ざした薬局を高知県で展開する。

調剤薬局の事務員として働く元山さんは入社1

年目。「地元で働き、地域の方々のサポートをし

たい」と就職活動していた時、同社を知った。

　「大学は文系だったし、薬局というのは考え

ていませんでした。でも薬をお渡しするのはもち

ろん、地域の健康相談イベントでブルークロス

の社員が活躍しているのを見て、“地域と繋が

る”という願いが叶えられると思いました」。

　教育制度がしっかりしていたのも、入社を決

めた理由の一つ。同社独自の“マンツーマン教

育”で、元山さんもパートナーの先輩に仕事を教

わっている。歳の近い先輩に毎日気軽に相談が

でき、不安が解消されているという。

責任が重いからこそやりがいがある
　元山さんの主な仕事は、患者さんから処方箋

を受け取ってPCに入力し、情報を薬剤師に繋げ

ること。調剤に関わる大切な業務のため、責任

は重い。だからこそ、元山さんはやりがいを実感

する。また事務は薬局の顔でもある。「当たり前

ですが、患者さんの目を見てしっかりお話を聞く

ようにしています」と話す。

対応力を磨き、患者さんを支えたい
　薬剤師の先輩とチームで対応できること、ま

た薬局を訪れた人から「ありがとう」と声をか

けていただけることも仕事の魅力だ。一方で思

うように会話ができなかったことも。「今後は患

者さんへの対応力を磨きたい」と元山さん。少

子高齢化が進む高知県で、患者さんを、そして

地域医療を支えていくことが目標だ。

高知県高知市葛島4-4-14　TEL088-884-5424
○代表者／池澤 幸郎　○創業／平成3年
○売上高／26億円　○従業員数／86名
HP／http://www.bluecross.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

薬局事務は調剤に繋がる大事な仕事。だからこそやりがいがある

message

i n f o r m a t i o n  

頼れるかかりつけ薬局の一員として、地域社会を支える
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No.61
高知で働く先輩

有限会社ブルークロス　元山 智尋さん（出身地／香南市）
［ブルークロス］

もとやま ち   ひろ

県外の大学で学びましたが、高
知の居心地の良さに惹かれ、地
元に帰ってきました。高知県は
高齢化が顕著。自分も含め、若
い人がお年寄りを支える社会を
つくっていきたいと思います。
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フラットな雰囲気が
魅力の会社です

社員一人ひとりを尊重してくれる会社
　高知県・徳島県・香川県に拠点を置き、コー

ルマーケティング事業・パートナー事業・ビジ

ネスサポート事業を展開する「マーケティン

グ・サポート」。知り合いの紹介を経て12年前

に入社した上村さん。当初からパートナー事業

部に所属しており、大手企業やケーブルテレ

ビなどの委託を受けてサービス内容やお得な

システムの周知を目的に地域密着型イベント

の運営を行っている。クライアントへの提案、

企画から実際の準備、イベント実施からその

後の報告まで業務は多岐にわたる。クライアン

ト企業のサービス内容をしっかりと頭に入れ

つつ仕事に向き合う日々。だからこそ学ぶこと

も多いと話す上村さん。業務内容もエリアもど

んどん広がっていることも同社の強みだ。

目の前にあるプロジェクトをしっかりと
　「準備８割でしっかりと」を心がけている

という上村さん。イベントでは接客するなか、

商材を元々利用されている方から「そんなお

得な情報、知らなかった！」と喜んでもらえる

時にやりがいを感じるのだそう。「人と接する

仕事が好きなんだと思います。もともと人見

知りなんですけどね。」とほほえむ。同社取

引先のエリア拡大に伴い大阪をはじめとし

た県外での生活も長く経験したが、やはり高

速の高知インターを降りた瞬間に「帰ってき

たな」と思える空気感があってホッとするの

だそう。「仲間があって成立する仕事。5年

後10年後も、今チームとして一緒に働いてい

る同僚たちと頑張っていきたいですね」と笑

顔で話してくれた。

高知県高知市北秦泉寺758-12　TEL088-826-1015
○代表取締役／永野 智春　○創業／平成25年
○売上高／2億円　○従業員数／35名
HP／https://msk1111.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

ここでしかできない経験があり、学びがあります！

message

i n f o r m a t i o n  

クライアント企業、お客様、そして一緒に働く仲間たち。三方良しでやりがいも大きい仕事！
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高知で働く先輩 マーケティング・サポート株式会社　上村 健悟さん（出身地／高知市）

［マーケティング・サポート］

かみむら けん  ご

業務内容がフィールドから電話対
応まで多岐にわたるので、誰にで
も合う仕事がきっとこの会社にはあ
ると思います。またもしやりたい業
務が元々なくても、積極的に企画・
立案すれば新しいことにもチャレン
ジ可能。一緒に働いてみませんか？

進路での迷いは誰にでもある。
親や先生の言うことにも耳を傾
け、自分の向き不向きを見極
め、誰かに言われてやるのでは
なく、最後は自分の気持ちで行
動することが大事だと思います！

何事にもチャレンジする
気持ちが大事！

志望動機は「車が好き！」
　Hondaブランドの新車・中古車を幅広く

取り扱い、高知県内に8拠点を展開する

「Honda Cars 高知」。「いの店」に営業ス

タッフとして勤務する大﨑さんは、元々は

違う業界で働いていたが、結婚を機に転職

を決意。大好きな車に関わる仕事がしたい

と入社した。同社の商品知識は当然のこと

だが、他社商品も知るために、時には試乗

にも赴くほど車への愛が深い。車検の誘

致、来店対応、アフターケアと日々の仕事

をする中で、車が売れた時の喜びはもちろ

ん、お客様が喜ぶ顔や、事故の相談に対

応して安心してくれた時のホッとした顔を

見る瞬間にやりがいを感じているという。

また、地元密着感が溢れるいの店は、お客

様との距離も近く、みんなが気さくに話し

かけてくれるので、接客営業を初めて経験

する大﨑さんも気負いすることなく馴染め

たそう。

先輩が築いた信頼を重んじた対応を心がける
　入社後は一気に400人・700台という異例

の引き継ぎがあり、大きなプレッシャーを感じ

ていた大﨑さん。前任の先輩が築き上げた

信頼関係を大切にしたいと、まずはお客様へ

の挨拶に伺うことからスタートした。営業成

績はもちろん大事だが、引き継ぎさせてもらっ

たお客さまとの関係作りにひたむきだ。今は、

「周りは優しくて頼れる先輩ばかりなので、

力を借りながら営業マンとして一人前になり

たい。」と、苦手なパソコン業務にも前向きに

取り組んでいる。

高知県高知市薊野東町9-25　TEL088-845-1707
○代表取締役社長／中村 浩之　○創業／平成9年
○売上高／49億4100万円　○従業員数／120名
HP／https://www.hondacars-kochi.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

お客様との距離が近い地元テイストに合わせた営業スタイル

message

i n f o r m a t i o n  

1人ひとりのお客様を大切に真摯な対応で向き合う
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No.63
高知で働く先輩

株式会社ホンダカーズ高知　大﨑 悠平さん（出身地／いの町）
［ホンダカーズこうち］

おおさき  ゆうへい
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県内でも黒潮町は自然が豊か
で、県外からも多くの人が訪れ
ています。近場に美しい海岸が
ある環境があることは大きな魅
力。現場では女性も活躍中。イ
ンターンシップも随時受け入れ
中です！

豊かな自然が魅力の黒潮町で
一緒に働きませんか？

安心・安全な街づくり
　黒潮町を拠点に一般土木工事や海洋土

木工事、そして大型建築工事など社会資本

整備を手掛けてきた「山本建設」。「真心と

技術で社会とお付き合い」を経営理念とし

幡多地域を中心に社会インフラ整備の一翼

を担ってきた。幼少期から左官屋さんが作業

しているのを眺めることが好きだったと話す

平野さん。県外で建築を学んだのち高知にU

ターン、８年前に入社し現場監督として工事

の積算や工程管理、職人さんの手配などの

仕事を担っている。

知識を深め、関わる建築に反映させていく
　現在は黒潮町内で公営住宅の新築工事

を担当しているという平野さん。図面をもとに

見積作成、施工、引き渡しまで幅広い業務に

関わっている。また、環境負荷の軽減をはじ

めサスティナブル化にも積極的な同社。業者

や資材の選定もしていくなかで、ただ効率の

高い設備を導入するだけではなく、設計者の

考えを実際現場に反映させていくには知識も

必要だ。今でも変わらず「どうやって細工して

いるのかな？」と大工さんの作業を見ている

のが面白いと話す平野さん。「設計のことも

理解して現場を動かしたい」と最近「一級建

築士」の学科試験に合格したそうで、現在製

図試験に挑戦中なのだそう。もっぱら休日は

勉強に充てているが、もともと建築を含めい

ろんな分野の読書が趣味。「知識と現場で

の経験を活かしてよりよい建築物をつくり、持

続可能な社会に貢献していきたいです。」と

静かに熱く話してくれた。

高知県幡多郡黒潮町佐賀2988　TEL0880-55-3141
○代表取締役／山本 浩司　○創業／昭和26年
○売上高／22億6000万円　○従業員数／24名
HP／https://yama-ken.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

「持続可能な街づくり」に自分なりのアプローチができる仕事です

message

i n f o r m a t i o n  

地域と共に発展する総合建設企業！県西部を中心に培った信頼を引き継ぐ
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No.66
高知で働く先輩 山本建設株式会社　平野 達也さん（出身地／四万十市）

［やまもとけんせつ］

ひら  の　たつ  や

学生のうちに取れる資格など
は取っておくことをおすすめし
ます。また、なるだけ早く進路
を決めて社会に出るまでに出
来ることを早め早めにしておく
ことも大切です。

目標に向かって
下準備をしておこう！

入社のきっかけはインターン
　毎日通る道路や橋、出入りしているビルな

ど、構造物の安定を左右するのに大切な基

礎工事を手がける「柳生基礎センター」。杭

打ち工事、各種土木工事建築仮設工事、地

盤改良をおこなっていて、高知の基礎工事

のシェア率もトップクラスだ。高校在学中に

同社の会社見学に参加した今井さんは、現

場見学の際に基礎工事の世界に興味を持

ち入社を希望。入ったばかりの頃は、先輩の

行う作業のサポートをしながら経験を積み、

今ではエコパイル工法での杭打ちを担当し

ている。「工事といえば汗水流して作業する

というイメージでしたが、意外にも機械を

使っておこなうことが多くて、しんどさを感じ

たことがなかったです。」と話してくれた。

チームワークを大切にする働きやすい環境
　現場では緊張感を持って安全第一で仕事

に取り組む今井さん。とはいえ、休憩中や待ち

時間などはみんなでワイワイする楽しい職場

だと感じている。日常の会話が多い分、仕事で

つまずいたときも先輩に相談しやすく、気軽に

教えてもらえるのも仕事を覚える近道だ。杭

打ち以外にも、溶接やガス切断など覚えない

といけないことはまだまだある。また、移動式ク

レーンや土木施工管理技士2級の資格取得

にも挑戦中。「基礎工事を通じて、住みやすい

高知の街づくりに貢献する仕事。扱う機械が

特殊だからこそ、工業高校や普通高校関係な

く受け入れてもらえるし、何よりも楽しく働ける

会社だと思います。」と今日も仲間と現場に向

かった。

高知県高知市仁井田4610　TEL088-847-7771
○代表取締役社長／福留 利章　○創業／昭和46年
○売上高／33億9000万円　○従業員数／45名
HP／http://www.yagyukiso.co.jp/

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

橋脚、防波堤、ビルなど建物の基礎工事を担う会社で経験を積んでいます！

message

i n f o r m a t i o n  

みんなの暮らしを基礎から支える仕事！
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No.65
高知で働く先輩 柳生基礎センター株式会社　今井 友海さん（出身地／南国市）

［やぎゅうきそセンター］

いま       い                 ゆ            う
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自然豊かな高知県
心に余裕を持って
仕事できる環境がある

土木構造物を守る、地域を支える仕事
　ロイヤルコンサルタントは、橋・道路・トンネ

ルなど、社会に欠かせない土木構造物の測量・

設計や点検・調査を行う会社だ。仁木島さんは

入社2年目。大阪で機械関係の設計に携わって

いたが、結婚を機に高知に移住。社会を支える

同社の業務内容に魅力を感じ入社を決めた。

慎重さと迅速さが求められる点検業務
　調査課に所属し橋梁点検を担当しているが、

異業種から転職した仁木島さんにとって、当初

は知らないことばかりだった。しかし現場を見学

する中で優しい先輩が一つ一つ指導。ハンマー

で叩く打音検査や目視検査などを覚え、音の違

いが無いか、コンクリートの剥離が無いかなどき

め細かく確認し、報告書を作成している。

　普段はチーム体制で働いているが、先日は若

手のみで点検する機会を与えられた。その時は

作業の全てを担う責任感を強く感じたという。

同時に先輩に指摘されてしまった部分もあり、

普段いかに皆が時間内に的確に点検をしてい

るか体感した。失敗もしたが学びも多く、今後

も経験を積み成長していきたいと考えている。

資格を取得し、技術も磨いていきたい
　小さな子供のいる仁木島さんに先輩は「家

族が1番」と言ってくれる。さらに講習会を開く

など、同社は資格取得のサポートも充実。家族

を大切にしながら邁進できる環境に恵まれ、

「今後は1つでも多く資格を取って、早く仕事を

任されるようになりたい」と話す。「かつては橋

や道路を何気なく使っていた。今は当たり前の

ありがたみを実感している」と、点検業務の社

会的意義も実感する日々だ。

高知県高知市高須新町3-1-5　TEL088-885-5747
○代表者／大西 誠一　○創業／平成16年
○売上高／4億円　○従業員数／48名
HP／https://www.loyal-c.co.jp

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

異業種から転職。新たな環境で経験を重ね、一人前を目指す

message

i n f o r m a t i o n  

的確な点検で土木構造物を守り、社会を守っていく
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No.67
高知で働く先輩

株式会社ロイヤルコンサルタント　仁木島 達也さん（出身地／大阪府）
［ロイヤルコンサルタント］

に   き じま たつ  や

高知は自然が多く、のびのびと
仕事できる環境があります。私
にとっては大阪とは全てが違う
ので新鮮味もあり、上司や先
輩に恵まれた環境で、心に余
裕を持って過ごせています。
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社会人になりたての頃は、わから
ないことだらけで大変かもしれま
せん。けれど継続していくとそこか
ら色々な道が見えてきます。まず
は自分の興味があることからはじ
めて、そこから視野を広げていく
ことで、楽しさ、やりがいにも繋が
るのでは。一緒に頑張りましょう！

自分だけの「楽しい」を見つけよう
座学に奥行きを与えてくれた実習
　3年間で理学療法士に必要な知識と技

術を学ぶ、高知医療学院。創立40年以上

の歴史があり、経験豊富な講師陣のサポー

トを受け最短3年間で理学療法士の国家

資格取得を目指す。

　山下さんは、脳梗塞になった祖父がリハビリ

でどんどん良くなっていく様子を見て、理学療

法士に興味を持ち、同校に入学した。当初は履

修科目の多さに戸惑ったが、実習で患者様と

接することで学びの先にある将来の姿が見

え、学習意欲を強くしたという。実習が多いの

は同校の特徴でもあり、「実際に臨床で働くセ

ラピストがどのように患者様にアプローチして

いるのかを一年次から見ることができ、それが

座学に奥行きを与えてくれました」と話す。

　身体のメカニズムについて、より積極的に

学び始めたのもこの頃だそう。「講師陣は知

識が深いことはもちろん、学生思いの方が多

かったです」と山下さん。質問や相談に真摯

に答えてくれたことが印象に残っている。

疑問を持つことで、経験を学びに
　現在山下さんは、同校の卒業生も多く在籍し

ている愛宕病院の理学療法士として、患者様

の機能回復を支えている。仕事をする上で大切

にしているのは「疑問を持つこと」。自分の考え

方や方法論に疑問を持つことで経験からの学

びが深くなり、良いセラピストになれると考えて

いる。またそういった視点をより若い世代に伝

えていきたいという思いから、「経験を積んで、

将来は高知医療学院で教員になりたい」とス

テップアップした先の夢も抱いている。

こちらをチェック

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

1学年1クラスの少人数制による徹底サポートで知識と技術を習得

message

i n f o r m a t i o n  

いつかは母校の教員に！夢に向け理学療法士として学ぶ日々
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No.69
高知で働く先輩

医療法人新松田会 リハビリテーション専門学校 高知医療学院　山下 峰明さん（出身地／高知市）
［こうちいりょうがくいん］

やま した   ほう めい

コース名　理学療法学科
主な就職先
愛宕病院、近森病院、だ
いいちリハビリテーション
病院、海里マリン病院、田
野病院  等

全国でも数少ない医療法人
が経営する専門学校。最短
の3年制の養成校の為、学費
面も非常に経済的。また学費
サポート制度「学サポ」も実
施中。就職率は毎年100%。

高知県高知市長浜6012-10
TEL088-842-0412

医療法人新松田会
リハビリテーション専門学校
高知医療学院

2020年高知医療学院卒業、同年、愛宕病院に入職2022年高知県立林業大学校卒業、同年株式会社とされいほくに入社

チェーンソーを持って傾斜のき
つい山を進んだり、肉体的にも
大変なこともありますが、休日に
10歳年上の兄と一緒に草野球
をすることを楽しみに頑張って
います。自然が好きだったり、身
体を動かすのが好きな人にはお
すすめの仕事です。

楽しみがあるから頑張れる！
基礎から専門的な技術まで
　県土の84パーセントを森林が占める高知

県。森林資源を有効活用するため、これから

の林業を担う人材の育成を目的に設立された

のが「高知県立林業大学校」だ。専攻課程

では「森林管理コース」「林業技術コース」そ

して「木造設計コース」に分かれ、より専門的

な知識を学ぶことができる。今年「林業技術

コース」を卒業し株式会社とされいほくで働

きはじめた藤橋さん。自然と触れ合うことが

好きで、恩師に勧められたこともあり林業大

学校に進学したのだそう。

緊張感を持って、技術のエキスパートに
　まずは基礎課程でじっくりと林業に携わる

上で必要な知識・技術を学ぶ。命に関わる事

故も起こりかねない業界だからこそ、安全管

理は欠かせない。最も危険が伴う木を切り倒

す作業の練習では、チェーンソーで繰り返し

丸太を切断し、その切断面の角度や切断する

際の姿勢をチェックするのだそう。また原木を

木材加工場まで運び出すための「架線作

業」をはじめ取得しなければいけない資格も

多く、座学も大変だったと笑うが、学校を通じ

て県内外から来たいろんな世代の同級生と

繋がることができてよかったと話す。

木材産業の活性化に貢献
　国と県からの給付金があり、安心して学ぶ

ことができることも魅力の一つだ。木を切り出

すための道を山のなかに作ることから始まる

仕事。「自分が間伐に関わった山に光が入っ

てきたらきれいで嬉しいです。」と仕事のやり

がいを語る。まだまだ働きはじめて半年ちょっ

と。「一人前になって、頼られる仕事ができる

ようになりたい」と力強く話してくれた。

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

山と向き合う日々。学んだ技術と知識を活かして奮闘中です

message

安全第一！きめ細やかに次世代の林業の担い手を育成
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No.68
高知で働く先輩 高知県立林業大学校　藤橋 完太さん（出身地／高知市）

［こうちけんりつりんぎょうだいがっこう］

ふじはし  かん  た

こちらをチェック

i n f o r m a t i o n  
専攻課程
森林管理コース・林業技術コース・木造設計コース
主な就職先
県内の森林組合、エコアス馬路村、とされ
いほく、石川産業、溝渕林業、その他県内
の林業事業体、県内の設計事務所　他

森林率日本一の高知県で、林業、木材産業、木造建築の各分野で基礎から専門
的な技術までをしっかり学べる学校です。高知県の林業を担う素晴らしい人材を育
てることを目的として、平成27年4月に高知県立林業学校として先行開校し、平成
30年4月からは専攻課程を加え、高知県立林業大学校として本格開校しました。

高知県香美市土佐山田町大平80　TEL0887-52-0784
高知県立林業大学校
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あとがき
　私たちが暮らしている高知県は自然豊かな地域です。

　温暖で過ごしやすい気候、四万十川や仁淀川に代表され

る清流、多くの恵みをもたらす雄大な海。少し足を延ばせば美

しい大自然と触れ合うことができます。

　豊かな自然に育まれた新鮮な食材や「鰹のタタキ」をはじめ

とする伝統料理、見る者も踊る者も熱狂させる真夏の祭典

「よさこい祭り」など高知の魅力を挙げればきりがありません。

アンケート調査によれば、地元に対する愛着度の高さは47都

道府県で常に上位にランキングされています。

　一方、長引くコロナ禍で就活生の「地元志向」は強まってい

ます。「家族と一緒に暮らしたい」「地元に貢献できる仕事に

就きたい」「都会で働くことに不安を感じる」。卒業しても住み

慣れた高知にとどまって就職したいと考える学生は少なくない

はずです。

　「高知ではたらく」は文字通り高知で働くことを願う学生の皆

さんをはじめ、転職をお考えの方にも読んでいただきたいガイド

ブックです。地元に残って働きたいけれど自分の望む仕事は見

つからないとあきらめている方もいらっしゃると思います。高知県

内には、まだ皆さんの知らない様々な業種の魅力的な企業が

たくさんあり、次代を担う人材を求めています。本書では建設

業、製造業、小売業、サービス業など70の企業・団体や専門学

校が紹介されています。単なる企業紹介ではなく、それぞれの

企業で働く先輩方が、仕事の内容ややりがい、職場の雰囲気

などを丁寧に説明してくれる親しみやすい構成となっています。

　本書が皆さんの高知での仕事探しのヒントとなり、より多く

の方が地元高知で活躍されることを期待しています。

株式会社 エフエム高知

発行 ： 株式会社 エフエム高知 
本社
〒780-8532　高知県高知市鷹匠町2丁目1番5号
TEL 088-872-1100　FAX 088-875-8787

東京支社
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2022年土佐情報経理専門学校卒業、同年細木病院に入職

医療情報管理科では２年生時の
実習から就職につながるケースも
多いのですが、どの科も就職率
が高いことはティアックの特徴で
す。専門知識だけではなくコミュ
ニケーションやビジネスマナーも
しっかり学ぶことができました。

Tiacは就職のサポートも
充実しています

高知を切り拓く人材を育てる
　「ティアック」の呼称でおなじみの、「土佐情報

経理専門学校」。開校から100年以上にわたり、時

代が求める人材を輩出してきた。医療事務に関す

る専門知識を学べる「医療情報管理科」をはじめ

IT活用のスペシャリストを育成する「ITビジネス科」

簿記検定などの資格取得を目指す「コンピュータ

会計科」、そして各種公務員試験合格を目指す

「公務員ビジネス科」を設置している。医療情報

管理科に在学中、「医師の事務作業の負担の大き

さ」を知って驚いたと話す伊東さん。診療に集中で

きるよう書類作成の部分でサポートしたいと「医療

秘書」を志したのだそう。前回のカルテなどを見て

採血が必要かなど、外来の患者さんの診療に必要

な情報を事前に共有する仕事を担っている。

コツコツと目的意識を持って学んだ２年間
　実習で訪れた「細木病院」に２年生の夏の時点

で内定がでていた伊東さん。学校の単位もすでに

しっかりとれていたこともあり、卒業前の10月から

「早期出社」として勤務をスタートした。在学中に

学んだ診療報酬の算定の仕方など基礎知識をしっ

かりと役立てつつ、まだまだ学ぶことも多いと至っ

て謙虚に話す。専門的な医療のことだけではなく

ワードやエクセルなどビジネス実務が学べることも

魅力の同校。「どんな医療の現場でも働けるよう

に」と取得する資格は他の科に比べても多く学ぶこ

とも様々な中、フラワーアレンジメントの授業で毎

回違った花の生け方を教わりリフレッシュできたの

だそう。「医療従事者の方としっかりコミュニケー

ションをとっていきたい。そして患者さんへのホスピ

タリティマインドを持って仕事をしていきたい。」と

抱負を語る。目的意識を持って学んできた伊東さん

のような学生にしっかりと応えてくれたのは、土佐

情報経理専門学校の育成力があってこそだろう。

高知で働きたい方へ
メッセージ　  

チーム医療の一員として。おもてなしの心を持って仕事をしています

message

「今」社会に必要なスキルを身につけられる専門学校

kochi  de  hataraku  2022-2023

No.70
高知で働く先輩

学校法人土佐明青学園Tiac土佐情報経理専門学校　伊東 莉瑚さん（出身地／いの町）
［ティアック　とさじょうほうけいりせんもんがっこう］

い  とう    り    こ

こちらをチェック

i n f o r m a t i o n  
学科名　コンピュータ会計科・ITビジネス科・
医療情報管理科・公務員ビジネス科
主な就職先　高知銀行、高知会計センター、
四国家電、東洋ビジネスソリューションズ、高須ど
い産婦人科、細木病院、前田病院、国家専門
職、高知県庁、高知県警、高知市、室戸市　等

創立100余年の伝統と
実績を誇る。卒業生は
20,000人超を数え、
現在様々な場で活躍し
ている。また、「完全就
職支援制度」も導入。

高知県高知市上町1-3-6
TEL088-872-0111

学校法人土佐明青学園
Tiac
土佐情報経理専門学校
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株式会社 エフエム高知 
高知県高知市鷹匠町 2-1-5
TEL 088-872-1100
http://www.fmkochi.com 
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