
但 馬 の 暮 ら し 、 十 人 十 色 。
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但馬のUIターン就職情報

兵庫県但馬県民局 地域政策室

兵庫県北部・但馬地域
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豊岡市
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2-4
ジョブナビ豊岡（豊岡市役所環境経済部環境経済課内）
※就職斡旋・職業相談・企業情報提供を行う公的な機関です。

TEL.0796-21-9008　FAX.0796-22-3872
https://job-navi.city.toyooka.lg.jp/

検索ジョブナビ豊岡

養父市
〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675
養父市役所市民生活部やぶぐらし課
TEL.079-662-3172　FAX.079-662-7491
http://www.yabugurashi.jp/

検索やぶぐらし

朝来市
〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1
ジョブサポあさご（朝来市産業振興部 経済振興課内）
※就職斡旋・職業相談・企業情報提供を行う公的な機関です。

TEL.079-672-2816　FAX.079-672-3220
https://www.city.asago.hyogo.jp/apic/ 

検索ジョブサポあさご

香美町
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
香美町役場観光商工課
TEL.0796-36-1111　FAX.0796-36-3809
https://kamicho-ijyu.com/ 

WONDER KAMI 検索

新温泉町
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
新温泉町役場商工観光課
TEL.0796-82-5625　FAX.0796-82-3054
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/

ハローワークの所在地

ハローワーク豊岡
〒668-0024 兵庫県豊岡市寿町8-4
 豊岡地方合同庁舎
TEL.0796-23-3101

ハローワーク豊岡八鹿出張所
〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1121-1
TEL.079-662-2217

ハローワーク豊岡和田山分室
〒669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷105-2
TEL.079-672-2116

ハローワーク豊岡香住出張所
〒669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住844-1
TEL.0796-36-0136

兵庫県の就職情報

ひょうご・しごと情報広場
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3
 神戸クリスタルタワー12階

キャリアカウンセリングや就職支援セミナーなど、
無料で就職に関するサポートを受けることができます。
https://www.j-hiroba.jp/

ひょうご・しごと情報広場 検索

夢かなうひょうご
（ひょうご生活・しごと・カムバックポータルサイト）
https://www.yume-hyogo.com/

夢かなうひょうご 検索

〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11
TEL.0796-26-3686 FAX.0796-23-1476

た　  じ　  ま　  が
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「但馬に帰っ ておいでよ。」先輩たちからの ‘大好き但馬’のススメ。

香住西港の白灯台がお気に入りのスポットです。学生時代、
釣りの好きな友人達とよく行っていました。今もよく1人で
行きます。

趣味はカメラです。気まぐれに撮影に出かけたりしますが、
山、海、動物など、自然が豊かなので絵になる風景がたくさ
ん！撮影ネタには困りません！あと豊岡の夏の風物詩のひと
つ、柳まつりの花火大会はオススメ！本当にキレイで迫力も
あり、毎年撮影しています。

夏なら早朝から8時頃まで青物を釣ったり、秋ならイカ釣り
ですね。楽しいですよ。会社の人がやってるカヌークラブに参
加することもあります。子供らに交じって、童心に帰って楽し
んでいます。

海があり、川があり、山があり、豊かな自然溢れる但馬。休日に
は地元の友人と自然を満喫しに出かけることもしばしば。都
会では味わうことの出来ない爽やかな空気や、のどかな景色
に日頃の疲れも吹っ飛びます！

サッカー、フットサル、山登り、スノボ。ボールを蹴ったり、体を
動かすことが好きなんです。但馬は自然がいっぱいで、山も川
も海も全部いける！四季を通じて面白い遊びができます。

休日は自宅でのんびりしたり、カフェ巡りが好きで、ランチや
ショッピングに出かけたりしています。よく行くお店はベリッタ。
KATASHIMAも行きます。コーヒーもケーキもおいしいです。
但馬にもおしゃれなお店がたくさんあります。

食べることが好きでラーメン店によく行きます。質より量でテ
ンコ盛りのラーメンが好きなんです。近場だと刺身のおいし
い定食を食べに行ったり。但馬牧場公園や浜坂サンビーチも
オススメです。

竹野の海。一人でのんびりと浜辺を散歩したり、海水浴シーズ
ンには友達と泳ぎに行きます。疲れたとき、リフレッシュしたい
とき、どんなときでも透き通った海が迎えてくれます。

休 は自宅で んびりシ ズ



information
洋菓子の製造販売
ならびに喫茶、
フランス料理
レストラン

information
レストラン、

ライフスタイルショップ、
シーハウス、
ワークショップ

information
国内唯一の
木製ハンガーを
製造している
ハンガー専門
メーカー

但馬が 但馬が

R O U N D  T A B L E  T A L K先輩社員の

地元但馬で働く、入社2～3年目のフレッシュな先輩3人が
ふるさと但馬についてぶっちゃけトーク！

バイトを通して接客業の楽しさ

を知り、就職しました

香住高校を卒業後、KAN-ICHIに入社して3年

目になります。進学は考えておらず、就職は地

元でと決めていました。実家から勤め先まで

近くて楽ですね。かにシーズンの12月はとても

忙しいです。入社のきっかけは、高校生のとき

民宿でバイトしていてお客様と接してみて楽

しいなと思ったことです。高校の先生から、そ

の宿が新しくお店をオープンするにあたって

求人をしていることを聞き、就職を決めまし

た。店長だけがレストラン勤務の経験があり、

他のスタッフは全員素人。試行錯誤しながら

やってきました。結婚式や二次会、最近流行の

グランピングも始めました。ロケーションもい

いですし、リゾートみたいな空間です。

専門学校の校外学習でカタシマ

で働いたことがきっかけです

カタシマのパティシエとして働きはじめて

3年半です。高校卒業後、京都の専門学校で

2年間ケーキ作りを学びUターンして就職し

ました。カタシマに決めたのは、専門学校の2

年生の初めの校外学習で、約1ヶ月間働かせ

てもらったことがきっかけです。実家から通

える圏内でしたし、地元で就職するならカタ

シマがいいなと思っていました。店はぜんぶ

で４店舗あり、豊岡店で働いています。もと

もとケーキは姉がよく作っていて、その影響

で自分がその道に進むことになりました。親

も自分の自由にすればいいと専門学校に行

かせてくれ、好きなことを仕事にさせても

らって感謝しています。

合同就職説明会で会社の説明を

聞いて決めました

中田工芸に勤務しています。出身は出石、愛

媛大学に進学しました。都会で暮らしてみよう

かなという気持ちはありましたが、就活してい

て絶対都会で生きていくの無理！精神力削れ

る！と思いました。実家のほうが生活もしやす

いし都会より豊岡のほうが慣れているし。そし

て豊岡の企業が集まる合同就職説明会に参

加したとき、中田工芸の方の説明を聞き、この

会社にしようと思いました。国内唯一の

木製ハンガーメーカーで、店舗向け、個

人向け、高級なものやオーダーメイドも

できます。最近では東京の小学校の卒業記

念品に使われたりしています。部署は営業事

務で、工場への指示やお客様から注文を受け

たりしています。

但馬の好きなところは？
おいしい食べもの（但馬牛、かに、魚、そば）、

海、空気、自然、レジャースポーツ、城崎ロープ

ウェイからの景色、星空、オリオン座、野生の

コウノトリ、日本海でイルカ（！）、春夏秋冬、

緑、オオサンショウウオ、出石城、流星群、ス

キー、登山、気球、パラグライダー、

親切な人が多い、人ごみが

少ない、静か、宿が多い、

ご近所付き合いが

いい、香住高校水産科、 温泉、海外からの旅

行者がくるほどの魅力、温泉卵、豊岡劇場、豊

岡カバン、城崎アートセンター、本を読みなが

らご飯が食べられる図書館、お菓子の祭り、

見上げればプラネタリウム（！）...etc.。

但馬のキライなところは？
雪が多い、冬極寒、カメムシが多い、冬海が荒

れ塩で真っ白、鳥獣被害（猿、猪、鹿）、夏の豊岡

の暑さが異常、 潮風で自転

車が錆びる、

雪でJR運休、電車やバス少

ない、車（免許）がないとどこにも行けない、

遊ぶところがない、冬渋滞、都会に出て帰

ると交通費1万円、公共機関が少ない、冬塩

カリ、スタバがない、会いたくないとき

会う、都会に気軽に行けない、最寄りのセ

ブンイレブンまで車で1時間（！）、（大学が

ないので）みんな出て行く、図書館の蔵書

少ない、テレビ東京系列が見られない、流

行がくるのが遅い、知名度低い...etc.。

キライなところが

いっぱいあるのに、

なぜ但馬に住んでるの？

都会の人ごみがイヤだから。

自分の中の優先順位に見合うのが但馬だっ

たから。都会での一人暮らしは想像がつかな

かったし、社会人のスタートは実家から始め

ようと思っていたから。

都会で一人暮らししてから実家へ帰ってきた

ときの爽快感がすごかったから！

（実家の）温かいご飯がありがたいから！

但馬にいて、

よかったと思うことは？

親孝行ができたこと。

家族と過ごせていることが一番いいと思い

ます。

人ごみや喧噪が苦手で、１人になりたいとき

バイクに乗って海とか行ける。そんなとき自

然が多くて助かる。リフレッシュできます。

趣味が釣りで近くて気軽に行けること。

高校生、就活中、またこれから

就活する人に向けて
まず自分が何をやりたいのかを考えてみて、

その職種の企業を調べたり、見学したりし

て、本当に自分が行きたいと思ったところを

探すことが大事だと思います。

自分がやりたいことは好きなことなので、そ

の仕事で嫌なことがあっても多少のことは乗

り越えていけると思います。周りの人の意見

も聞きながら最終的には自分で決めるとうま

くいくと思います。

就職まで時間がある人は、いろんな経験をし

て知識やものの見方、いろんなことを知って

いくので、案外自分にはこっちのほうが向い

ているんじゃない？と気づいたりすることも

あるし、できるうちにいっぱいいろんなこと

をして、それから自分の将来について考えれ

ば後悔しない就活ができると思います。

スキ？キライ
？

だけど、やっ
ぱり好き！

地元を想う気
持ちは

ゆれる乙女の
恋心♥

TAKAHIRO
YOSHIDA
吉田 昂弘

 さん

レストラン
の開店準

備から携わ
り、

接客スタッ
フとして働

いています
。

YUKIKO
ISHIDA
石田 裕起

子 さん

パティシエ
としてケー

キの製造
は

もちろん、
材料の仕

入れや在
庫

管理、また
新製品の

開発や販
売

接客業務
も行ってい

ます。

MIKIKO
OTA
大田 美祈

子 さん

営業事務
として、

お客様か
ら注文を受

けたり

工場へ指
示したりし

ています。

吉田

全員

石田

石田

大田

石田
大田

大田

吉田

石田

大田

吉田

石田

大田 カタシマ株式会社（豊岡店）
〒668-0027 豊岡市若松町48-1

TEL.0796-24-0618
http://www.katashima.co.jp/

KAN-ICHI
〒669-6546 美方郡香美町香住区七日市308
TEL.0796-39-1147 FAX.0796-39-1047

http://kan-ichi.jp/

中田工芸株式会社
〒669-5301 兵庫県豊岡市日高町江原92
TEL.0796-42-1131 FAX.0796-42-4181
http://www.nakatahanger.com

但馬愛があるなら、住めば都、ということでしょうか！
・・・・・・・ちがうかー！

Post-it で

ブレーンス
トーミング



株式会社 ウノフク
〒668-0871　豊岡市梶原 328

TEL.0796-23-1155　FAX.0796-24-7800
https://unofuku.com

不便すぎず、ほどよいのどかさ。
田舎暮らしに憧れてました。

但馬に住んで

クリエイティブな道を
これまでも、これからも

岸之上紀顕さん

株式会社ウノフク
商品部企画

かばんのデザイン。完成した商品を撮影。カタログなどグラ
フィック制作。…のかたわらトヨオカ カバン アルチザン スクール
の社員コースで財布や名刺入れなど革小物のサンプル製作を修行
中です。自分の思い描いたものを最後まで自分で作るのは、気持ちい
いですね。革の裁断など失敗するとやり直せない、その緊張感を楽しん
でます。失敗したときは手が勝手にcommand+Zしてますけど（笑）
中学生から油絵を始め、今は但馬の風景や娘をカメラで撮影してい

ます。ガーデニングもやってるんです。好きなこと
を好きなだけして楽しく生きる、です。ハイ。

入社の
きっかけ

京都市山科
区で育つ

↓

京都府立亀
岡高等学校

↓

成安造形短
期大学

↓

成安造形短
期大学 専

攻科

↓

京都の印刷
会社

↓

結婚を機に
退社、豊岡

へ

↓

㈱ウノフク
 入社

かばんの新
規デザイン

、

パンフレッ
ト制作をし

ています。

I ターンの
きっかけ

来て最初の冬が大雪で（京都市内では積もっても数㎝なんです
が）、その年豊岡は数十㎝の積雪！すっごい楽しかったです。雪
遊びしまくりました。でも3年目の冬で「もうええわ」（笑）。でも、
けっこう適応能力高いので意外とすぐ馴染みました。
但馬に来たのは結婚がきっかけです。妻が豊岡の人で、僕は長男
でしたが、京都の印刷会社を辞めてこっちで暮らすことにしたん
です。ウノフクはハローワークで見つけました。グラフィック系の
募集をしていたので面接を受けることにしました。入社するまで
の2ヶ月はニートでした（笑）。

但馬の最初の冬が大雪！
めっちゃ楽しかった！

かばんの仕事を通して豊岡
の発展（といえば大げさで
すが）に貢献できればなあ
と思います。例えば姫路は
レザーが有名なので、そこ
と協力してメイドイン兵庫と
してアピールできるようなこ
とができたらいいなと、そん
な夢はあります。

夢はメイド
イン兵庫

写真が趣味で、デジタル、スマホ、フィルムカメラ。なんでも使い
ます。中でもチェキ（インスタントカメラ）は大好きで、1日最低
1枚はかかさず撮っています。もう5年間ほど継続中！この世に
1枚しかない写真！この感覚が好きです。風景やその時気になっ
たものの他、娘の写真もよく撮ります。ただ、絶景スポットとかは
あまり行かないんです。カメラマンが大勢いて、みんな同じ写真
を撮ってるのが面白くないな、と。気ままに撮るのがいいです。

1日1チェキ！
但馬で一番フィルムを
消費してると思います

但馬って探せば魅力ある企業がいっぱいあると思います。ただ
それを知るすべがない。ホームページを見ただけでは情報を得に
くいのかなと。やはりアンテナを張り巡らせているべきですね。
高校生で将来を決めるっていうのは難しいと思います。将来のビ
ジョンがぼやけている人のほうが多いでしょうから。でも自分の
好きだったこと、やりたかったことにもう一度静かに目を向けれ
ば、僕がそうだったように自然と先へつながっていくと思います。

但馬って
魅力ある企業がいっぱい

豊岡から世界へ。
私はもうすぐ100年を迎えるウノフクの4代目として生まれた
のですが、生まれた時の豊岡に世界を感じることはなかな
かありませんでした。今は違います。自分の夢が豊岡に居て
も叶えることができると感じています。皆さんも大きな夢を
決して諦めず、夢から自分の目標を逆算してこれからの人生
を組み立てていってください。その中に但馬、豊岡が選択肢
として残っていると嬉しいです。

専
務
取
締
役　

卯
野
祐
也
さ
ん

豊岡市
株式会社
ウノフク

TOYOOKA CITY

初めて
の冬

充実し
た日々

就活にあた
って

人と同じことは
したくない

厳選された素材を用いて、
細部までこだわった
高品質のかばんを
製造しています。

僕が考えたかばんがヒットしたら、
娘に自慢したい！



株式会社 オーシスマップ
〒667-0003　養父市八鹿町宿南 2589-1
TEL.079-663-3680 ㈹　FAX.079-663-3688

http://www.osysmap.jp

仕事とプライベートの
バランスをとって

仕事面では、今の業務を極めたいと思っています。また、社

内の皆さんと積極的にコミュニケーションをとることで、働きや

すい雰囲気づくりもしていきたいです。仕事と家庭の両立ができ

るよう、仕事を効率的にこなして、自分や家族の時間も大切にして

いきたいと思います。多様な働き方をしている先輩社員もたくさ

んおられるので、私もワークライフバランスのとれた働き方を

目指していきたいです。

ワークライフバランスな働き方
の特集冊子で見つけました。

上田莉沙さん

株式会社オーシスマップ
画像計測課

目指す
ものは

航空写真を
3Dメガネで

見て

図化機を使
って地図を

作成してい
ます。

豊岡生まれ
、養父育ち

↓
八鹿高等学

校
↓

甲南大学
↓

ワークライ
フバランス

の

特集冊子の
なかに

㈱オーシス
マップが載

っていた

↓
入社

 入社の
きっかけ

 入社
の

決め
手！

高校を卒業後、神戸の甲南大学の法学部に進学しました。測量
とはまったく関係ないですね（笑）。法律の勉強は好きでした
が、将来法律関係の仕事につきたいとは考えていませんでした
し、就職は地元に帰ろうと決めていました。オーシスマップを
知ったのは、大学に置いてあったワークライフバランスな働き
方を特集した冊子に載っていたのがきっかけです。そこには、
家族ぐるみで行事をしたり、ファーム部で野菜を作ったりする
楽しそうな記事が載っていました。但馬の企業って昔気質なイ
メージがあったんですが、この会社は課の垣根を越えて意見を
出し合う満足度ミーティングなど、活気のある新しい取組みを
行っていて興味を持ちました。

家族ぐるみで行事
ファーム部で野菜作り

主人とは同期入社でしたが部署がち
がうので、当初社内で顔を合わすこ
とはほとんどありませんでした。その
うち会社の行事で、花見や夏祭り、社
員旅行、忘年会、満足度ミーティング
などで仲良くなり交際に発展、1年後
結婚しました。

主人とは会社で
知り合いました

高校の頃は将来について、公務員かな～？とぼんやり考えていまし
た。4年間暮らした神戸市の東灘区は住みやすい町でしたが、満員
電車で通勤している自分を想像できず、都会に残ろうとは思いま
せんでした。遊ぶ所もあり楽しいとは思いますが、田舎でのんびり
暮らして、神戸には遊びに行くくらいが丁度いいかな、と。
高校生のときは移動手段は自転車か電車で、自分で行ける場所
が限られるため、遊びに行くところがないと思っていました。しか
し社会人になって車を持つことで気軽にあちこち行けるように
なり、世界が広がりました。

但馬に帰ってきて

これから社会人となる皆様へ
一度は憧れる都会での生活。田舎にはない多種多様な仕
事や、都会でしか経験することができないことなど、得る
ものも多いと思います。そんな都会で得た情報や技術をこ
の地域に持って帰ってきてください。そして地域の方との
連携、町おこし、地域活動、ボランティア・・率先して自分た
ちの役割を果たし、生まれ育ったこの地域を守っていきま
しょう。『あなたの笑顔が地域の笑顔と未来です。』

これから社会人になるにあたり、バリバリ仕事ができるよ
うになることも大事ですが、その前にもっと大切なことがあ
ると私は思っています。それは挨拶です。ただ挨拶をする
のではなく、笑顔を心掛け、相手と目を合わせ、気持ちの
良い、意欲の高い挨拶を自分から日々行う。たったこれだ
けでも組織やチームにプラスの影響力を与えていけるの
ではないでしょうか。他にも、返事や応対、周囲への気配
り・配慮などを通して職場の雰囲気づくりを積極的に行
う。このような些細なところから人間関係を築き、協働の
ためにコミュニケーションを積極的にとりながら周りを巻
き込み、働きやすい職場環境を自らつくっていきましょう。

莉沙さんへ
いつも丁寧に地図作成して下さる莉沙さんの地図は、安
心してお客様に納めることができます。責任感もあり、最
後まで諦めずに作業をして下さり、非常に頼りにしていま
す。今後はさらに経験を積み、リーダーとしてお客様とやり
とりできるようになってくれることを期待しています。また、
ワークライフバランスを保てるよう、サポートしていきたい
と考えています。家庭も大切にし、夫婦で協力し合いなが
ら、今後も活躍してくれることを期待しています。

画
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課
長
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さ
ん

営
業
総
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長
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白
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美
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養父市
株式会社

オーシスマップ

YABU CITY

この会社を

デジタルマッピングや
測量、地理情報システムの
開発などを行っている

会社です。

新婚旅行は、主人が仕事で復興に
関わった熊本に行きました。



株式会社 多田スミス
〒669-5263　朝来市和田山町久留引 84-10
TEL.079-674-2321　FAX.079-674-2224

http://www.tadasmith.com/

但馬に帰ってきて、面白いです。
四季を通じて遊べる。

但馬に戻って

1 回しかない人生
チャレンジしたい

田村慧さん

株式会社多田スミス
企画管理室　営業購買チーム

ガス器具の部品をつくっています。他社に比べて、アルミを溶
かして鋳造成形するメーカーでありながら、穴を開けたり加工をし
て、さらに違う樹脂やネジを組み込んでひとつのユニット部品として
納めているところが強みで、これにより一貫して生産ができま
す。オール電化が進む中、これからは新規開拓をして売り上
げを伸ばしていかないといけないと思っています。仕事で
もプライベートでも、1回しかない人生なんでいろんなこ
とにチャレンジしていきたい。知らない世界をもっと
見たい。いろんなことを知りたいし、いろんなことを
やってみたいです。

養父市生ま
れ

↓
八鹿高等学

校
↓

吉備国際大
学（岡山）

↓

豊岡じばさ
んセンター

で

就職合同説
明会に参加

↓

㈱多田スミ
ス 入社

営業で大阪
や神戸を回

ったり、

製品を作る
ための材料

を仕入れた
りしていま

す。

Uターンの
きっかけ

就活当初、但馬に帰ってくる気はありませんでした。大学のある
岡山か京阪神で考えていました。親も「フリーターでバイトでも
しながら神戸か大阪に出たら？」と（笑）。
そんなとき友人に誘われて豊岡のじばさんセンターで開かれた
就職合同説明会に参加しました。最初の就職は地元でして、お
金を貯めながら親孝行もして、それから京阪神に出るのもいい
かな～と思いながら、パンフレットを見ていて目に入ったのが
多田スミスでした。給与面もよかったですし、面接を受けること
にしました。

最初は但馬に帰ってくる
つもりはなかったんです

体を動かすことが好きで、一応スポーツのなかで生きてきたと
思ってます。吉備国際大学を選んだのも、スポーツと経済両方
を学べるからでした。ただ大学4年間は軽音楽部に入り、バンド
を組んでギターを弾いていました。多い時で70人の大所帯で、
部長も経験させてもらいました。一切スポーツはせず、でした
（笑）。但馬に帰ってきて、またサッカーを始め、スポーツで体を
動かし、とても楽しいです。夏は海、川、秋は紅葉、冬はスノボ。
四季それぞれ面白いことができる。山だけでもなく、川だけで
もなく、海だけでもなく、但馬って全部いけるじゃないですか。
そこが面白いんです。

体を動かすことが好きです
但馬は四季全部遊べる

但馬は時間がゆっくり過ぎますし、好きなこともできます。わたし
はアウトドアが好きなんですが、BBQするときもすぐ集まれます。
但馬でゆっくり楽しいことをしながら暮らして、欲しいものがあ
れば車で都会に出かける。但馬に帰ってきたほうが人生楽しめ
るんじゃないかなと思います。強くはないんですがお酒が好き
で、同僚とちょくちょく飲みに行きます。但馬で唯一残念なのは、
飲み屋さんが少ないことです（笑）。閉まるのも早いし（泣）。

但馬の暮らしって
人生を楽しめると思います

田村くんのキャリアアップのために
・相手の気持ちを察し、自身の思いを言葉で伝えることが
  大事。相手と同じ目線で話をしたい。
・失敗を恐れずスピーディーに判断し、自ら考え動ける人材
  になってほしい。
・周囲の信頼を得て、最終的な責任が取れる管理者になっ
 てほしい。 
・人格的な考え方と庶民的な親近感を合わせ持った人材に
 なってほしい。
・責任ある仕事をしてこそ、満足感や達成感を得られ、モチ
 ベーションアップに繋がる。
・新入社員の仕事に対しての目的と価値観を尊重する。
・新入社員とプライベートの話を共有し、お互いに性格や
 行動の特性を理解したい。
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朝来市
株式会社
多田スミス

ASAGO CITY

入社のきっかけ！

大学を選んだ理由

主にガス器具の部品や
その他の製品を作っている、
アルミダイカストを
得意とする会社です。

これからは
飛び込み営業もやりたい！

目指す
ものは



あの時の感動の
味を求めて…香美町

香住鶴
株式会社

KAMI CHO

ココにいたらお金貯まります！
使うとこないですから（笑）

実家は綾部市ですが、子供の頃、休みの日などは、山の一軒家
に住んで農業をしている祖父の家で過ごすことが多かったんで
す。田んぼや畑、山でよく遊びました。畑仕事を手伝ったり、田
んぼの苗が生長していく様子などを眺めたりしていました。遊ぶ
モノがなかったので山から木を拾って来て自分で遊び道具を
作ったりしました。その頃から何かものづくりをしたいなあと
思っていました。但馬にきた当初、何もなくてビックリしました
が、幼少時代を思い出し、自分に合っているなと感じています。

但馬で暮らしてみて、
何もないことにびっくり！

最初の就職は福知山のお酒の販売会社です。8年間勤めまし
た。その頃はまだ香住鶴の認知度は低く、店にも置いていませ
んでした。それから香住鶴の営業の方が来るようになり、香住
鶴のお酒を販売するようになりました。自分も販売員として「蔵
の見学ツアー」で香住鶴を訪れたりしました。その年は香住鶴
の販売数が但馬地域を抜いて北近畿で1位になりました。その
後福知山で水害があり、店の復旧に数ヶ月かかり心が折れてし
まいました。そのとき香住鶴の営業の方が来ていて、転職を考
えていることを伝え、話が進んで入社に至りました。

勤務先が水害に見舞われ
心が折れ転職を考える

酒造りは毎年が1年生。試行錯誤の繰り返しです。天候によってお米
の品質は毎年異なりますが、それを同じ味にもっていくのが難し
いところです。生涯かかっても杜氏になれるかわかりません。
冬1月～2月は最も忙しい時期です。週一の休みもままならないと
きがあります。早朝5時、暗いうちから仕事にとりかかり、夕方5時
までひたすらこもって酒造りです。ですので春に外に出るととても
眩しいんです。毎年9月から半年ほどの間に10㎏体重が減ります。
規則正しい生活でよく動くのでダイエットにはいいですよ（笑）。

蔵人あるある
春になるとやたら眩しい！（笑）

土佐くんのことは入社前から
聞いていました。酒造りに対して
ヤル気のある人がいると
覚えることがたくさんあります。いろいろな担当を経験し、一
日一日を大事に、勉強し、経験を積んでいってほしい。また、
これから入社してくる社員には、失敗を恐れずに何事にも
チャレンジをしてほしい。失敗をしない人なんていません。た
だ、一度失敗をしたら次は二度と同じ失敗を繰り返さないよ
うに工夫することが大切です。

香住鶴 株式会社
〒669-6559　美方郡香美町香住区小原 600-2
TEL.0796-36-0029　FAX.0796-36-3273

http://www.fukuchiya.co.jp

土佐修平さん

但馬に住んで

但馬に
きて

転職のきっかけ

香住鶴 株式会社
醸造部

醸
造
部 

課
長　

松
本
敬
久
さ
ん

福知山で酒の販売会社に勤めていた当時、香住鶴に会社見学
にきたときの「生酛からくち」の味が忘れられない！そのときお酒
を作ってみたいという気持ちが確かなものになりました。入社して
３年になりますが、あの時の感動には未だ辿り着いていません。おそ
らく生涯かかると思います。何百本、何千本のなかの感動を味わえる
1本を目指して日々進歩していけたらと思います。働くことはいいこと
ばかりじゃなし、失敗して落ち込むこともあります。でも1日に1つで

も発見があると、幻の感動の味に一歩近づ
けたことになる。この仕事をしていて
良かったと思います。

 入社の
決め手

！

京都府綾部
市生まれ

↓

福知山成美
高等学校

↓

福知山でお
酒の販売会

社に就職

↓

・香住鶴に
蔵見学ツア

ー

・香住鶴を
扱い北近畿

で販売数1
位

・半日酒造
り体験

・感動の味
に出会う

↓
香住鶴㈱ 

入社

蔵人として
丹精込めて

酒造りして
います。

I ターンの
きっかけ

古来より伝わる日本酒の製造法
「生酛造り」にこだわり、

独特の風味を
造り上げています。

冬は毎朝4時起き。
眠っ！さぶっ！

もと

もと



新温泉町
株式会社
井筒屋

SHINONSEN CHO

株式会社 井筒屋
佳泉郷 井づつや

〒669-6821　美方郡新温泉町湯 1535
TEL.0796-92-1111　FAX.0796-92-2133

https://www.izutuya.com

但馬には、できることのほうが
多分いっぱいあると思う。

但馬に帰って

仕事も家庭も
目標は父のような人へ       

西澤剛史さん
佳泉郷 井づつや
フロント

幼い頃から父が井筒屋で働く姿を見ており、家庭での

父とは違う姿にカッコイイという憧れを感じていました。

高校生の頃もその憧れは変わらず、ホテルマンになりたい！

と思うようになりました。

今では新温泉町に帰ってきて、井筒屋に就職し、仕事

もプライベートも父への憧れと自分らしさを大切に

日々奮闘しています。

職種の決め手！

新温泉町中
辻生まれ

↓
浜坂高等学

校
↓

ホテル ラ・
スイート神

戸ハーバー
ランド

↓

神戸YMC
A学院専門

学校

↓

ウェスティ
ンホテル淡

路

↓
㈱井筒屋 

入社

フロント係
として

お客様のお
世話を

させていた
だいていま

す。

Uター
ンの

きっか
け

田舎暮らしのいいところ

高校を卒業して、最初は神戸のラ・スイートという格式の高いホ
テルに就職しました。その後改めてホテルマンの勉強をしたい
と思い、専門学校で2年間学び、淡路島のウェスティンホテルに
就職。約3年が過ぎた頃、父が病気で井筒屋を退社し、それが
きっかけで新温泉町に帰る！と決意。Uターンして井筒屋で勤め
ることになりました。入社して思ったのは、お客様との距離が近
いということ。特に常連さんには、杓子定規なマニュアル言葉で
なく、方言を交えた親しみのある言葉のほうが、より伝わるん
だなと思いました。

父の退社をきっかけに
Uターン

都会にいる仲のいい友だちが帰ってきやすい但馬であってほし
いと思います。友だちは都会で就職して戻ってくる気持ちは全
然ないんです。でも、自分が帰ってきてみて思うことは、若者が
帰ってきたくなるような、帰ってきやすいような但馬であってほ
しいなということです。
「そろそろ帰ってくる予定はないん？」
「帰っても就職先がないけん」就職先がないわけではないと思
いますが、都会でやる仕事と同じレベルのことができるかはわ
からないですね。でも自分が親になった時をイメージすると、自
然がいっぱいのなかで子供を育てたいと思うんです。

自然がいっぱいのなかで
子供を育てたい

やりたくないことは逃げていいと思うけど、やりたいことは逃げ
ずに頑張ればいい。学校だと決められたカリキュラムをいやで
もしないといけませんが、社会に出たら自分の意志で決めない
といけない。だから決めた道は極めてほしい。つらぬいてほし
い。好きなことを全力でやってほしい。
若いときは自分のやりたいことが見つからないかもしれません
が、自分の趣味から結びつけたり、自分のことを箇条書きにし
てみたり、他人が教えてくれることもあるかもしれません。

好きなことを全力で！

西澤くんたち若い力に
期待しています
西澤くんは日々奮闘しながら、若い力でベテラン社員にま
じって頑張っています。今後、会社の中心を担っていくのは
彼ら若者です。これからの時代、彼らと一緒に乗り越えてい
けるよう育成をし、また応援していきたいと思います。

営
業
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第44回「日本のホテル・旅館100選」
総合部門において近畿最上位の
評価を受けている、元禄15年創業の
湯村温泉の老舗旅館です。

お客様のご要望に
スピーディーに応えたい！



但 馬 の 暮 ら し 、 十 人 十 色 。

［ U I ターン 就 活 応 援ブック ］

但馬のUIターン就職情報

兵庫県但馬県民局 地域政策室

兵庫県北部・但馬地域

好
き
。
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豊岡市
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2-4
ジョブナビ豊岡（豊岡市役所環境経済部環境経済課内）
※就職斡旋・職業相談・企業情報提供を行う公的な機関です。

TEL.0796-21-9008　FAX.0796-22-3872
https://job-navi.city.toyooka.lg.jp/

検索ジョブナビ豊岡

養父市
〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675
養父市役所市民生活部やぶぐらし課
TEL.079-662-3172　FAX.079-662-7491
http://www.yabugurashi.jp/

検索やぶぐらし

朝来市
〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1
ジョブサポあさご（朝来市産業振興部 経済振興課内）
※就職斡旋・職業相談・企業情報提供を行う公的な機関です。

TEL.079-672-2816　FAX.079-672-3220
https://www.city.asago.hyogo.jp/apic/ 

検索ジョブサポあさご

香美町
〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
香美町役場観光商工課
TEL.0796-36-1111　FAX.0796-36-3809
https://kamicho-ijyu.com/ 

WONDER KAMI 検索

新温泉町
〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
新温泉町役場商工観光課
TEL.0796-82-5625　FAX.0796-82-3054
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/

ハローワークの所在地

ハローワーク豊岡
〒668-0024 兵庫県豊岡市寿町8-4
 豊岡地方合同庁舎
TEL.0796-23-3101

ハローワーク豊岡八鹿出張所
〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1121-1
TEL.079-662-2217

ハローワーク豊岡和田山分室
〒669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷105-2
TEL.079-672-2116

ハローワーク豊岡香住出張所
〒669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住844-1
TEL.0796-36-0136

兵庫県の就職情報

ひょうご・しごと情報広場
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-1-3
 神戸クリスタルタワー12階

キャリアカウンセリングや就職支援セミナーなど、
無料で就職に関するサポートを受けることができます。
https://www.j-hiroba.jp/

ひょうご・しごと情報広場 検索

夢かなうひょうご
（ひょうご生活・しごと・カムバックポータルサイト）
https://www.yume-hyogo.com/

夢かなうひょうご 検索

〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11
TEL.0796-26-3686 FAX.0796-23-1476
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