
山林や公園での樹木の伐採や枝打ち、除草などが私の仕事です。やりがいは何と
言っても仕事を通じて地域に貢献できることです。例えば、土石流を防ぐ砂防堰
堤を建設する際は、周囲の樹木の伐採が不可欠です。また、停電を防ぐために
電線に接触しそうな木や枝をあらかじめ取り除く仕事もあります。時には危険を
伴う作業もありますが、自分たちの仕事によって災害を食い止められると思うと
頑張ることができます。入社から3年目を迎え、基本的な仕事はできるようになっ
てきました。とはいえ、技術的にはまだまだです。チェーンソーを使って樹木を

伐倒するにしても、枝の伸びている方向や重
さ、風向きも考慮しなければ、思ったところ
に倒すのも難しく、日々勉強です。社員は
十数名と少ないですが、誰もが向上心にあ
ふれ、チームワークも抜群です。困ってい
ればすぐに助けてくれますし、未経験者に
も丁寧に教えてくれます。自然の中で働く
のは気持ちよく、体も鍛えられます。一緒
に働く仲間が増えるとうれしいですね。

河本さん●お客様からの相談をもとに、ショールームを活用してリフォームプランを提案する
ほか、受注後には現場監督も務めています。お客様の暮らしにぴったりの提案ができて喜ん
でもらえると、この仕事をやっていて良かったなと感じます。「人の暮らしと未来にわくわくを
提供する」という企業理念に共感したことが入社のきっかけで、今後はもっと提案の質を上
げて、お客様にわくわくを提供し、いつかは県内一のリフォーム会社になりたいですね。
用川さん●主に一般家庭やアパート向けのガスの販売やガス機器の取り付け工事などの業務
に携わっています。合同就職説明会で社員が仲良く楽しそうにしているのを見て、採用面接を

受けることにしました。社内はアットホームな雰囲気で、
人間関係で頭を悩ませたことは一度もありません。会社
は社員を大切にしてくれて、外部から講師を招いての研
修会を開くなど、社員教育にも熱心です。仕事やプライペー
トにも役立つ内容で、自己啓発につながっています。

お客様への配膳、ご宿泊客のためのお部屋の準備、宴席のセッティング
などを担当しています。和田屋ではすべてのお部屋に囲炉裏があり、そ
こで川魚を焼いて召し上がっていただきますので、炭火を起こすのも私た
ちの仕事です。季節に応じて、障子を張り替えたり、寝具を変えたりす
ることもあります。「おいしかったよ」「また来るね」といった声をお客様
から直接聞けることが何よりのやりがいです。部屋係、板場、フロント、
清掃と職種は違っても、スタッフは皆仲良く、お客様と接する私たちがご
要望を伺って板場に伝えるなど、助け合って仕事をしています。例えば、

子育てしながら働く女性スタッフには、学校行事がある日に勤務時間を
短くするなど、女将さんが一人一人にしっかりと目配りしてくれるので、
とても働きやすいですね。歴史のある料理
旅館ですから、日本の伝統や地元の食文
化に関する知識、美しい所作が自然と身に
つきますし、料理の内容や庭の様子、お部
屋のしつらえなどに季節感を感じながら働
くことができるのも魅力だと思います。

住宅を建設する際の給排水管の設備工事や道路
に埋設される下水道管の敷設工事を手がけるほ
か、トイレやキッチンを取り付ける仕事もしていま
す。社長とは以前から顔見知りで、この人に付い
ていけば自分も成長できると思い、入社を決めまし
た。こっちが手一杯なら応援に行って、誰かが悩ん
でいたらみんなで解決策を考えるといった具合に、
会社には仕事は一人でするものでなく、チームで助
け合ってやるものという社風が根付いています。私自身、未経験からのスタートでしたから、
入社当初はいろいろと失敗もしましたが、随分と助けられました。資格を取って手に職を付
けられることもこの仕事を選んだ理由の一つです。これまでに、1 級管工事施工管理技士な
どを取得済みで、次は土木施工管理技師試験にもチャレンジしたいと考えています。仕事の
やりがいは、何と言ってもお客様の喜ぶ顔を見られること。どうすれば、もっと喜んでもらえるか。
そう考えながら取り組むと、仕事がもっと面白くなり、自身も成長できると思っています。

ショッピングセンターの中にある店舗で、お客様の肌の悩みやニーズを伺っ
た上で、一人一人に最適の化粧品やお手入れ方法を提案したり、リフトアッ
プや美白などのフェイシャルエステを施術したりしています。新商品が発売
されると、必ず試してみて、自分なりに感じたことを言葉にしてお客様に
伝えるようにしています。「肌が明るくなった」など、お客様に喜んでもら
えるのがうれしいですね。この仕事を選んだのは学生時代から化粧品やメ
イクに興味があったからです。当社では漢方薬も販売していて、採用面
接時に、お客様の美しさはもちろん、健康を応援するという企業理念を
知り、共感を覚えたことも入社の決め手になりました。職場は明るく楽

しい雰囲気で、一人がお客様のカウンセ
リングをしていれば、もう一人がその内容
を聞いて商品を準備するなど、協力しあい
ながら仕事しています。これからも化粧品
や肌について勉強するとともに、メイクや
エステの技術を磨き、今以上にお客様に
喜んでもらえるようになりたいですね。

地域の山林を守り育て
災害を防ぐ仕事に誇り

仕事を通じてお客様に
わくわくを提供したい

美容のプロとして
化粧品やメイクで女性を幸せに

チームで仕事に取り組む
社風が根付いています

伝統と季節感を感じられる職場
女将さんの配慮で働きやすく

有限会社 建部設備
株式会社 なかの林業

株式会社 水上商会

有限会社和田屋

有限会社 直海屋

白山市白山町レ 120-1 2F　TEL：076-272-4211　http://kempe.jp
給排水設備工事、下水道工事など事業内容

白山市鶴来大国町西 517　TEL：076-272-4885　https://nakano.kitemi.net

チェーンソーでの伐倒作業

水栓金具の取付工事

森林・竹林整備、除草、除雪など事業内容

白山市井口町ロ53-1（マルエーコア内）
TEL：076-273-2023　https://naomiya.jp

医薬品、化粧品、漢方薬・自然薬等の相談販売事業内容

白山市三宮町イ 55-2
TEL：076-272-0570
https://www.tsurugi-wataya.co.jp

料理旅館事業内容

白山市小柳町ろ 121-1
TEL：076-273-0234　http://www.maidosan.net

エネルギー事業、リフォーム事業
レンタルスペース運営

事業内容

おしごと

おしごと おしごと

おしごと

おしごと

中村 春菜さん

金村 正さん
嶋 豊勝さん

小川 康子さん
（写真中央）

お し ご と つ る ぎ
鶴来には元気な企業や魅力的な仕事がたくさんあります。
そんな企業で頑張っている社員に現在の仕事やそのやりがいについて語ってもらいました。
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用川 将大さん   河本 健志さん

もう
片面も
見てね

 こんな

“おしごと”
も

あるんだね

へー
知らなかったぁ

笑顔での接客を心がけています

歴史を感じさせる
和田屋の客室

レンタルスペース「COTO×COTO」は安
価で貸し出し可能。写真は地域の方が
開いた料理教室の様子

2007年入社2017年入社

2017年入社

2014年入社

2011年入社

2013年入社

“つるぎのおしごと”を探してみませんか？



向江さん●ショッピングセンター等の
清掃を受け持っています。専用の機
械を使うことが多のですが、機械が
入れない場所は手作業で汚れを取る
など、丁寧な仕事を心がけています。
「きれいにしてくれて、ありがとう」と
感謝の言葉をかけてもらえると、仕事
に対するモチベーションが上がります。店舗やオフィス、マンション、一
般住宅など、仕事のフィールドは幅広いので、今後は、まだ手がけた経
験のないジャンルの清掃にも意欲的に挑戦したいですね。
亀田さん●清掃業の魅力は何と言っても汚れていた場所がきれいになると
ころです。結果が分かりやすいので満足度も高いですね。風通しがよく、アッ
トホームな職場の雰囲気も気に入っています。清掃は 3～4 人のチームで
行いますから、一人一人の作業に目配
りしながら、自分がどう動けばスムーズ
に進むかを考えながら仕事するよう心が
けています。洗剤や清掃方法は常に進
化していますので、しっかりと勉強して、
スキルを磨いていきたいと思っています。

ビルやマンション、橋梁といったコンクリート
構造物の〝芯〟となる鉄筋を組み立てる仕事を
しています。学生時代に経験した鉄筋の組み
立て実習などを通じて、この仕事に興味を持
ちました。コデラでは石川県庁や金沢 21 世
紀美術館など、数多くの建造物の施工を手
がけており、自分もそんなふうに地図に残る
仕事をしたいと思い、入社を決めました。入っ
て間もない頃に携わった金沢大学角間キャン
パスの建物の工事は印象深く、今は福井ま
で延伸する北陸新幹線の橋脚の工事で忙しく
しています。構造物が出来上がってしまうと
外から鉄筋は見えないのですが、形として残

りますから、とても誇らしく思いますし、産ま
れて半年の息子が大きくなったら、「この建物
や橋はお父さんが作ったんだぞ」と自慢した
いですね。建設業は休みが少ないイメージが
ありますが、当社では来春から完全週休二日
制を導入するなど、働き方改革に積極的に取
り組んでいます。職場の雰囲気もフランクで、
女性でも
安心して
働ける環
境だと思
います。

丁寧な仕事がモットー
感謝の言葉がモチベーションに

お し ご と つ る ぎ

クリーンサービス光輝

白山市白山町レ 191-18
TEL：076-272-1315

商業施設・オフィス等の清掃事業内容

白山市森島町う 138－1　TEL：076-272-0852
http://www.kodera-sr.co.jp

土木・建築工事における鉄筋工事施工事業内容

大勢の人が協力しあって鉄筋を組み上げます

お客様が気付かない細かな部分まで清掃します

食品機械やプレス機など産業機械に組み込ま
れている油圧・潤滑配管の製造、施工を行っ
ています。機械の制御に関わる重要な部品で
すから責任は重いですし、その分やりがいも感
じられます。実際の作業では、図面を見た上で、
実際の寸法も測って、パイプを曲げたり、溶接
したりして加工し、取り付けます。しっかり寸
法を測ったつもりでも、いざ取り付けてみると、他の部品と干
渉してしまって、やり直さなければならないこともあります。
それだけに、一発でぴたっと仕上がった時は気持ちがいいで
すね。入社したのは、ものづくりに興味があったからです。
最初は工具の使い方も分かりませんでしたが、先輩たちが
優しく教えてくれて、徐々に知識や技術を身に付けること
ができています。溶接などは、現場で実践する前に社内で
練習できますし、以前はできなかったことをマスターできる

と、もっとうまくなりたい
と向上心が湧いてきま
す。まだまだ勉強の日々
ですが、頑張って早く
先輩と同じレベルの仕
事ができるようになり
たいです。

以前はできなかったことが
徐々にうまくなっていくのが喜び

ミズワ潤滑エンジニアリング 株式会社

白山市鶴来本町 4丁目ニ 85　TEL：076-273-5366
https://mizuwa.co.jp

油圧・空圧配管、集中潤滑装置の設計施工など事業内容

おしごと

高校時代にレーシングカートの大会に出場するなど車
が好きで、車に関わる仕事がしたくて岐阜にある短大
で学び、2級自動車整備士の資格を取得しました。地
元に戻って、資格を生かして仕事をしたいと考え、入社
したのが西山産業開発です。二つある店舗のうち、現在
は富光寺店で車検や整備に携わっています。未経験から
のスタートでしたが、和気あいあいとした職場で、分から
ないことを相談すると、親切にアドバイスをもらえ、とて
も働きやすい雰囲気です。故障した車を修理する際には、
まずコンピュータ診断機を使って原因を探るのですが、そ

れでも特定できないこともあります。そんなときでも、先輩
やカーディーラーなどに相談しながら原因を探し当てて修理
し、お客様から感謝の言葉をいただいたり、車が元気に走っ
ている姿を見たりするとうれ
しい気持ちになり、充実感
を感じますね。これからも、
さらに経験を積んで、電気
自動車など、どんな車でも
修理できるメカニックになり
たいと思っています。

短大を卒業してから介護施設に勤務し、その後、理想の介護サービスの実現を目指し、職場の上司だっ
た表川勝成社長と共に、レイシアを創業しました。現在は「デイザービスひより」の管理者を務め、

国家資格である、あん摩マッサージ指圧師による無料施術や趣向を凝
らしたレクリエーションなど、一人一人の心身の状態に合わせたサー
ビスを提供しています。仕事をしていてうれしくなるのは、ご利用者様
から「ありがとう」「楽しかった」と声を掛けていただける瞬間で、ど
うすればもっと楽しんでいただけるか、職員みんなで知恵を絞っていま
す。施設ではさまざまな職種のスタッフが、協力しあって仕事していま
す。中でもご利用者様やご家族が最初に接する送迎車のドライバーは、
施設の印象を大きく左右する顔です。私自身もハンドルを握ることが

あり、乗降中に転倒しないよう介助したり、送迎時に伺った要望をサービスに反映したりと、すご
くやりがいを感じています。これからも温かく笑顔のあふれる施設を作り上げていきたいですね。

目指すはどんな車でも
修理できるメカニック

西山産業開発株式会社 生活自動車

白山市部入道町ヌ 53-1（富光寺店）　TEL：076-273-2223　http://seikatu-j.com

おしごと

笑顔のあふれる介護施設を
みんなで作り上げたい

株式会社 レイシア
おしごと

おしごと 北陸の鉄筋工事をリード
地図に残るビルや橋をこの手で

鶴来には元気な企業や魅力的な仕事がたくさんあります。
そんな企業で頑張っている社員に現在の仕事やそのやりがいについて語ってもらいました。

株式会社 コデラ
おしごと

白山市知気寺町は 36番地 1　TEL：076-255-7838　http://ray-cia.com
福祉・介護サービス、訪問医療マッサージ事業内容

自動車の修理販売、損害保険代理店事業内容

南部 友
也さん

浦山 浩
輔さん
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 こんな

“おしごと”
も

あるんだね

へー
知らなかったぁ

長さ7メートルの銅管を曲げて
作った冷却用パイプ

もう
片面も
見てね

2002年入社

2017年入社

池田 淳
吾さん

2010年入社

井口 真弥さん
2017年創業

施設内は明るく、大きな窓からは
白山連峰を見渡せます

車の状態について丁寧に説明します

亀田 岳さん  向江 仁さん
2012年入社2015年入社

“つるぎのおしごと”を探してみませんか？


