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多様な人材の活躍をサポート
重要課題

Society

ダイバーシティ推進

厳しい環境下においても地域を支える存在であり続けるため、地域の課題解決のために行動できる人材の育成と、多様な
人材がその能力を最大限に発揮できる活力ある組織づくりに取り組んでいます。

人権尊重への取り組み
人権方針（2020年5月策定）
(1) 国際規範の尊重

(4) 働きやすい職場環境の確立

に関する国際規範を尊重します。

て認め合い、自由に意見を言い合える対等な関係を構

(2) 差別の排除

セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等を人間

世界人権宣言・国連グローバル・コンパクトなど人権

あらゆる企業活動において、人種、国籍、性別、性的指

向、性自認、出身、社会的身分、信条、宗教、障がい、身
体的特徴などを理由とした差別を行いません。

(3) 人権を尊重する企業風土の醸成

人権問題を自分自身の問題としてとらえ、相手の立場

に立って物事を考えることを励行し、人権を尊重する
企業風土を醸成します。

役職員一人ひとりがお互いをビジネスパートナーとし
築することで、働きやすい環境を確立します。

の尊厳を傷つける行為として認識し、これらのハラスメ

ントを職場から排除します。

(5) 公正な採用の実施

従業員の採用に当たって、本人の能力と適正のみを基
準とした、厳正かつ公正な採用を行います。

(6) 人権研修の実施

あらゆる人権課題の解決に向け、役職員一人ひとりが
人権に関する正しい理解と認識を深めるため、幅広い
人権啓発研修に取り組んでいきます。

人権啓発体制

人権啓発標語の共有

り正しく理解し、その解決に積極的に取り組み、差別のな

集しています。同和問題研修推進委員会事務局において

い職場づくりを目指すため、頭取を委員長とする同和問

選考を行い、優秀作品を表彰するなど行内で共有し、人

題研修推進委員会を設置しています。研修や勉強会等に

権意識の高揚を図っています。

同和問題をはじめとするあらゆる人権問題・差別問題をよ

人権啓発活動の一環として、毎年、広く行内から標語を募

よる啓発活動や、各部店への推進員を設置するなど、人
権尊重を通じて職場の活性化を図っています。

ハラスメントのない職場づくり

役職員一人ひとりが互いに尊重し、ハラスメントのない職

倫理研修の実施

場づくりを目指すため、ハラスメント防止マニュアルを制

新入行員から管理職まで階層ごとに継続的に倫理研修を

定しています。また、相談窓口を設置して、身近でハラス

実施し、人権尊重やハラスメントについての理解を深めて

メント事案が起こった場合は気兼ねなく相談できるよう体

います。

制を整備しています。

自分らしく生活できる地域社会づくり、LGBTが尊重される社会への取り組み
〜LGBT住宅ローン〜

近年、LGBTに対する自治体における取り組みや理解促進が急速に広がり、社会的な関心が高まっており、ジェン
ダー平等の実現を目指した取り組みの一環として、当行ではLGBTに対応した住宅ローンを取り扱っています。
同性パートナーに対応した住宅ローンにより、性的指向や性自認による差別を排除し、誰もが自分らしく安心して生

きることのできる地域社会づくりに貢献してまいります。
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人材育成
地域・お客様の課題解決に貢献できる専門性の高い人材の育成に取り組んでいます

コンサルティングとデジタルを軸としたビジネスモデルを実現し、当行が力強く成長していくためには、組織として体制を強
化するとともに、それぞれの分野の専門人材の育成が不可欠です。従業員一人ひとりが自ら学び専門性を向上させ、自分
の強みに磨きをかけ、個性豊かで多様な人材が活躍することで、存在感のある強靭な銀行としてあり続けてまいります。

従業員一人ひとりの働きがいと働きやすさを高め、
自律的な成長をサポートすることで、
地域・お客様の課題解決に貢献できる人材を育成

地域・お客様に
貢献できる人材

自律的な成長
専門性向上

働きがい

働きやすさ

活躍の場拡大

多様な働き方

ごうぎんの求める人物像

当行が何より大切にしているのは、地域、お客様、仕事に対する熱い思いです。
当行は、いつの時代においても、自己研鑽に努め、知恵を絞り、創意工夫し、情熱を持って取り組むことを役職員に求め続

けています。
地域・お客様のために、銀行だからこそできることはたくさんあり、自ら考え熱い思いで行動できる人物を求めています。
仕事を通じて生み出す価値が自ずと地域・お客様の課題解決につながり、当行のビジネスモデルの変革へとつながってい
きます。

より専門性の高い人材

自律的な成長をサポートする人材育成体系
〜自律型人材の育成〜

自律的な成長

従業員が、自分で考え、自ら学び、主体的に実践で

きる自律型人材の育成に取り組んでいます。
自らキャリアプランを考え、明確にすることで、従
業員一人ひとりが、キャリアプランの実現に必要

キャリア
プラン

な能力やスキル、経験、自らの課題を認識し、従業
員の主体的な行動と成長意欲の向上を促します。

自己
研鑽
従業員主体の
キャリア開発
サイクル

成長の
確認

キャリアプランを起点とし、従業員の自己研鑽を
主体とした能力開発をサポートする体系を強化し、
従業員の自律的な成長につなげています。

企業風土の醸成
キャリア
形成支援

自己啓発・
Off-JTの促進

フィードバックの
充実
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キャリア形成支援

必要な学びを自ら選択して学習する「自律的な成長」と「学び続ける姿勢」をサポートする研修体系を整備し、従業員のキャ

リア形成を支援します。対話や実践による能動的な学びを通して参加者が相互に気付きを与え合うアウトプット中心の研修
の実施や、行外研修の拡充など研修内容の充実を図っています。
キャリア開発体系・研修体系

役割別体系

（仕事力育成体系）

階層別体系

（人間力育成体系）

スキル別研修
コンサル・デジタル等のスキルアップ
をテーマとしたカリキュラム

コンサル人材

高度かつ専門的なコンサルティング

デジタル人材

組織全体のデジタルスキル強化

本部専門人材

高度金融を担う専門人材

テーマ別研修
コミュニケーションやチームワーク等
組織としての能力の向上
倫理研修
当行の理念の浸透や倫理観の醸成

行外研修
2021年度は10月末時点で27名を行外研修に派遣して
います。女性の法人営業育成に関する研修や、本部の専
門人材育成にかかる研修に積極的に参加し、スキルアッ
プを図っています。
年間研修参加者数
延べ

1,482名

（2020年度）

年間研修費用

16.5百万円
（2020年度）

自己啓発促進の取り組み
■ ツールの充実
（グロービス学び放題）
従業員の自律的な成長のサポートの一環としてeラーニ
ングコンテンツを導入しています。金融実務からビジネス
スキルまで幅広い学習を支援するコンテンツ、コンサル

グロービス学び放題受講状況

739名

利用者

（2021年9月30日現在）

ティング能力向上に必要不可欠である経営戦略やマーケ
ティングなどの経営学全般や論理的思考・取引先分析コ
ンテンツ、デジタルリテラシー向上のためのコンテンツ等
各分野の知識の習得に向け、積極的に自己啓発に取り組
んでいます。
■ 公募型行内研修
従業員自らが積極的に参加し、自己研鑽に努めています。
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公募型行内研修
2021年度上期開催回数 ／ 参加者数

24回 ／ 延べ1,027名

モチベーションの向上

風通しのよい企業風土づくりと、公正な人事制度の構築に取り組み、従業員の行動意欲を高めます。
■ 経営層と従業員の一体感の醸成

■ コミュニケーションの強化

役員が「経営ビジョン」
「想い」を直接従業員に伝え、また、

キャリアプラン策定のサポートやキャリア形成支援を通

従業員が「意見」
「考え」
を直接役員に伝える機会を設けて

じ、組織内のコミュニケーションと信頼関係の強化を図り

います。双方向のコミュニケーションを強化し、相互の理

ます。

解を深めることで組織の一体感を高めます。

また、定期的に所属長による従業員の面談を実施し、キャリ
ア形成や業務に関することのほか、家庭等のプライベート

■ 公正な人事考課

なことなどあらゆる相談を受ける機会を設定しています。

フィードバックの充実を図り、人材育成の強化につなげて
います。従業員一人ひとりに対して考課結果に至った判断

■ コミュニケーションサポート制度

理由を丁寧かつ具体的に説明し、考課に対する納得性を

「職場内での関わり」
「家族・地域を含めた関わり」強化が

高めるとともに、従業員一人ひとりの業務に対する取組意

図れるようコミュニケーションサポート制度を制定し、コ

欲の向上につなげます。

ミュニケーション向上につながる行事や活動を応援して
います。

「頭取との意見交換会」
の開催
頭取と従業員が対話する場として「頭取との意見交換会」
を定期的にオンラインで開催しています。頭取の経営理
念や中期経営計画に対する思い、従業員の質問に対する
頭取の率直な考えやアドバイスなどを直接聞くことがで
き、参加した従業員から好評です。経営層との対話の充
実により風通しのよい職場づくりに努めています。

経営理念の共有に向けた取り組み
経営理念について従業員一人ひとりが考える機会
長期的な方向性を銀行全体で考えることを目的として、経営理念について一人
ひとりが自ら考え、議論する機会を設けています。経営理念に関するアンケー
トでは、経営理念への従業員の共感度が高く、地域・お客様のお役に立ちたい
という思いが従業員に広く浸透していることが見てとれた一方で、経営理念と
日々の業務や活動とのつながりをイメージできないという意見が見られまし
た。従業員に対して機会を捉えてメッセージを発信したり、業務や活動の意義を
説くなど、経営理念に対する理解を促しているほか、創立記念日に経営理念に
ついて全行的に議論する機会を設けています。従業員一人ひとりが経営理念を
自分事として具体的に解釈し、日々の業務の中で実践するよう促す取り組みを
行うことにより、組織の一体感の強化を図っています。
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ダイバーシティ&インクルージョン
従業員の多様な個性や価値観を尊重し、一人ひとりが活躍できる組織づくりに取り組んでいます。

障がい者の雇用

障がい者雇用率

障がいのある方を積極的に雇用し、それぞれの能力に

2.65%

あった活躍の場を設けています。

（2021年3月31日現在）

ごうぎんチャレンジド （P60）

ごうぎんチャレンジドの障がいのある職員数

18名

まつえ

13名

／ とっとり

（2021年3月31日現在）

感性豊かに絵を描く
ごうぎんチャレンジドまつえの職員

障がい者の活躍・躍進に取り組む国際的イニシアチブ
「The Valuable 500」
に加盟
“インクルーシブ（包摂的）なビジネスはインクルーシブな社会を創る”という考えのも
と、障がい者がビジネス･社会・経済にもたらす潜在的な価値を発揮できるよう世界の
企業が行動することを目的とし、その活動を支援する国際的イニシアチブです。

世界500社の企業からの賛同を募り、
日本企業53社が加盟

本イニシアチブに加盟することで、これまでの取り組みをさらに発展させてまいります。

女性・シニアの活躍推進

従業員が挑戦意欲を高め、能力を十分に発揮し、働きがいのある職場環境の整備に努めています。
■ 女性従業員の管理職への積極的な登用

女性管理職比率

女性の活躍の場の多様化や研修プログラムの充実など

22.6%

環境を整備し、女性従業員の管理職への積極的な登用を

（2021年3月31日現在）

行っています。女性活躍推進法に基づく行動計画を策定
し、2023年度末までに女性管理職比率（支店長代理以
上）
25%以上を目標にしています。

女性管理職の人数・比率の推移
（人）
200
150

女性管理職比率
2023年度末目標

25%以上

■ 女性従業員の活躍の場拡大
エリア職（勤務エリアを限定した職種）のキャリアマップを
拡大し、多様なキャリアパスを整備しています。実践研修
やサポート体制の強化など、エリア職のキャリア形成を積
極的に支援しています。
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人数
（左軸）

171

比率
（右軸）

170
21.9

186
22.6

22.5

（%）
30
20

100
10

50
0

2018年度

2019年度

2020年度

エリア職のキャリアマップ
窓口サービス

NEW

融資・外為

個人営業

NEW

法人営業

0

■ 法人営業のスキル習得をサポート
信頼関係の構築・課題やニーズの共有・事業支援実施の

エリア職の法人営業への配置転換

プロセスを通した研修や、ヒアリングスキル向上を目的と

（人）

した休日セミナーを開催するなど、OJTに重きを置いた

80

カリキュラムでエリア職の法人営業担当育成をサポートし

60

ています。また、気軽に質問や相談ができるよう法人営業

40

教育専任者の配置や本部照会窓口の設置によりサポート

20

体制を強化しています。

67名
46名
14名

0

2018年度

エリア職が前向きに法人営業の活動に取り組めるように、

2019年度

2020年度

先輩エリア職の話を聞く機会や女性従業員同士が日ごろ
の悩み、疑問、不安について情報交換できる場として座談
会の開催、現場を肌で感じることができる工場見学等も
積極的に実施しております。
■ 行員登用制度

■ 70歳までの継続雇用制度

準職員やパートタイマーの活躍の場を拡大し、積極的な

当行で培った知識・経験・能力を活かして、当行で長く活

行員登用を行っています。

躍できる70歳までの継続雇用制度を導入しています。
「働

行員登用者数

きがい」
「やりがい」を持って、今までの経験を活かすこと

2018年度

5名

2019年度

4名

2020年度

4名

のできる後進育成をはじめとした分野で活躍いただいて
います。

中途採用の積極実施

中途採用者数

刻々と変化していく社会情勢や高度な金融サービスの提供
に対応するため、
リファラル採用制度などの採用チャネルを
拡充し、積極的に中途採用を実施しています。中途採用者
はキャリア経験を活かして幅広い領域で活躍しています。

2018年度

10名

2019年度

7名

2020年度

15名

（注）
中途採用者のうち、管理職
（支店長代理以上）
登用者：22名

ごうぎんに吹く新しい風 〜野村證券㈱との人材交流〜
野村證券㈱との提携により、野村證券㈱より当
行に約90名の出向者を受け入れています。山
陰に6拠点あるコンサルティングプラザでは、
野村證券㈱の出向者と当行行員が双方の強み
を活かしながら協働して資産形成・資産運用の
コンサルティングを行っています。両社の文化
は異なりますが、
「 お客様によりよいサービス
を提供したい」という思いは同じで、日々の活
動を通じて相互に刺激し合いながらレベルアッ
プし、より一層高いレベルのサービス提供を目
指しています。また、当行と野村證券㈱との違
いなど、出向者だからこそ感じる率直な感想や
意見もあります。野村證券㈱との人材交流によ
り、当行全体に新しい刺激や発想がもたらされ
ており、方針や施策に活かしています。

約300名参加の月初会、ＧＯＯＤビジネス共有会を毎月Web
開催しています。また、コンサルティングプラザの行員は相互
に拠点を訪問し合い、各拠点の活動を実際に知る機会も設けて
います。全拠点が同じ方向を向いて、同じレベルで活動できる
よう、さまざまな取り組みを行っています。
月初会
毎月の目標・活動方針・
施策の確認
ＧＯＯＤビジネス共有会
事例やお客様のために
なる商品戦略を全員で
共有
役員もＧＯＯＤビジネス共有会に参加
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PICK UP
地域で支える障がい者の自立支援・社会参画支援
当行は、障がいのある方が専門的に就労する事業所を運営しています。それぞれの能力

ごうぎん
チャレンジド

を活かし、絵画を活用した経済的価値の創出、ITスキルを駆使した事務サポートや業務
効率化など幅広く活躍いただいています。
ごうぎんチャレンジドの取り組みは、慈善事業ではなく、障がい者を継続的に雇用し、障
がい者の経済的な自立を図るという、障がい者雇用のモデルケースです。地域社会全体
で障がい者の雇用の促進や自立支援を支えていくよう、当行の運営ノウハウの公開や視

視察受け入れ数

（

54件

察の受け入れ、積極的な情報発信や地域との連携など障がい者雇用の地域におけるモ
デルづくりにつなげています。

）

2007年度の開設以降
2020年度までの累計

地方銀行初の取り組みは地域への広がりとともに、ご賛同企業は全国に及び、当行の障
がい者雇用の取り組みと雇用モデルが全国に広がっています。

ごうぎんチャレンジドまつえ

2007年9月開設

障がいのある職員数：18名

（2021年3月31日現在

開設当初：6名）

知的障がいのある方が専門的に就労し、絵画の制作や絵画を

お客様にお配りする
ノベルティを製作しています。

使用したノベルティの製作、事務業務を行っています。

ゆめいくワークサポート事業

知的障がいのある方々がもつ芸術的能力により経済的価値を生み出す仕組みを島根県、島根県社会福祉協議会とともに
構築し、地域で障がい者の自立を支援する取り組みを行っています。
島根県社会福祉協議会

デザイン使用料
の支払い

交付金
配分

絵画データ
の提供

絵画の無償提供

島根県

ごうぎんチャレンジドまつえ

取り組みにご賛同いただいた企業に、
「ごうぎんチャレンジドまつえ」の職
員が描いた絵画を使用いただいてい
ます。絵画の使用料は社会福祉協議
会を経て、障がい者就労支援事業所
や企業に還元され、障がい者自立支
援の目的に活用されています。

ご賛同いただいた企業
（契約企業）
島根県内の障がい者就労支援事業所・
企業等
（仕事・市場の開拓）

ゆめいくワークサポート事業において、当行は絵画の無償提供に加え、当行の広域店舗ネットワークを活用して都会地の企
業にアプローチを行い、ご賛同いただける企業を開拓する役割も担っています。ゆめいくワークサポート事業のご賛同企
業は全国に広がり、ノベルティなどにごうぎんチャレンジドまつえの絵画をご利用いただいています。
ゆめいくワークサポート事業
ご賛同企業
（契約企業）

9社（2021年3月末現在）

ゆめいくワークサポート事業

37団体

累計
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助成実績／助成総額

41,325千円

／
（2021年3月末現在）

ご賛同企業
●
●
●

住友生命保険相互会社

日本水産株式会社
株式会社伊藤園

● カゴメ株式会社
●

日本通運株式会社

●三
 井住友ファイナンス

&リース株式会社

● イオンリテール株式会社
●

綜合警備保障株式会社

●ダ
 イワボウホールディングス

株式会社

ごうぎんチャレンジドまつえの
職員が描いた絵画を使用し、

ごうぎんチャレンジドとっとりの
職員が広報誌の表紙をデザイン

地方創生の
「特徴的な取組事例」
に選定

ごうぎんチャレンジドの取り組みは、平成28年度の地方創生の
「特徴的な取組事例」
として内閣府より表彰されました。

ごうぎんチャレンジドとっとり

2017年9月開設

障がいのある職員数：13名

（2021年3月31日現在

開設当初：5名）

精神障がいや発達障がいのある方が主に就労し、書類整備や
データ入力等のITスキルを駆使した作業など幅広い銀行業務
を担っています。

従来、本部や営業店、グループ会社で行っていた業務を
担っています。

障がい者の社会参画支援における鳥取県および鳥取県教育委員会との連携
鳥取県および鳥取県教育委員会と「障がい者の社会参画支援に関する包括提携協定」を締結し、障がい者雇用の機
運向上と障がい者の社会参画に貢献しています。

「インターンシップ」
「研修プログラム」
の提供

ごうぎんチャレンジドとっとり内に研修スペースを併設し、他の事業所の
障がい者職員や特別支援学校の生徒を中心にインターンシップの受け
入れや研修プログラムを提供しています。現場体験
（銀行業務）
やビジネ
スマナー等の習得により、当行や当行以外の企業での就職につながるよ

う支援しています。
項目

内容

インターンシップ

業務体験実習
（帳票作成や文字おこし等）

研修プログラム

ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、
ストレスマネジメント、金銭管理

インターンシップ受入数

36人

研修プログラム提供回数

2回

インターンシップの受け入れ

研修講師派遣回数

8回

（2017年度のチャレンジドとっとり開設以降2020年度までの累計）
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ワーク・ライフ・バランス
育児・介護と仕事の両立支援

従業員が安心して働き、当行で長く活躍できるよう、育児休業や介護休業に関する制度の充実を図り、家庭と仕事の両立を
サポートしています。
育児休業制度／介護休業制度
育児休業

子どもが3歳の誕生日まで利用可能

短時間勤務、時間外勤務の免除
および制限 など

子どもが小学校3年生修了まで利用可能

介護休業

家族などの介護が必要となった場合、
対象家族1人につき、通算365日の範囲内で、3回まで分割して利用可能

介護短時間勤務、
時間外勤務の制限 など

家族などの介護が必要となった場合、
対象家族1人につき、利用開始から3年の間で2回まで利用可能

■ スマイル・ママミーティング
（職場復帰サポート）
育児休業者を対象に懇談会や職場復帰直前ミーティング
を開催しています。休業者同士や、復職経験者と意見交
換することで、充実した育児休業を過ごすとともに、復職
後も相談しあえる仲間づくりを行っています。
■ えるぼし・プラチナくるみん認定
2016年12月に女性活躍推進法に基づく
「えるぼし認定」
を、2018年12月に次
世代育成支援対策推
進法に基づく
「プラチ
ナくるみん認定」を取
得しました。
■ 男性従業員の育児休業制度取得促進の取り組み
ロールモデルを積極的に紹介するなど意識の醸成を図
り、男性従業員も育児休業制度を取得しやすい環境づく
りに取り組んでいます。

育児休業取得者数
男性

（人）

女性の育児休業復職率

女性

60

0

62

（2020年度）

60

52

40
20

95.4％

79

80

64

56

48
4
2018年度

4
2019年度

短時間勤務利用者数

15
2020年度

62名

（2020年度）

働き方改革

有給休暇取得率

育児・介護と仕事の両立や健康経営の観点から、銀行全
体で時間外労働抑制や有給休暇の取得促進に取り組んで

（%）
100

います。また、従業員の多様な働き方の実現を目指して、
テレワーク勤務制度、フレックスタイム制勤務、副業制度
を導入しています。全ての従業員が充実したワーク・ライ
フ・バランスを実現できるよう環境整備に努めています。
休暇制度の拡充
有給休暇の取得促進

65.6

62.1

68.8

2018年度

2019年度

2020年度

50

0

「スポット休暇」
「ミニ連続休暇」
「時間単位休暇」の休暇制度を2021年4月に新設。従
業員一人ひとりが柔軟に休暇取得しやすくなるよう休暇制度を拡充
2021年度の有給休暇取得目標：年次有給休暇
（年間休暇付与日数）
の100％

テレワーク勤務制度

危機管理対応と柔軟な働き方実現を目的に、従業員全員が利用可能とするテレワーク
勤務制度を2021年4月導入
在宅勤務と出張先でモバイルワークが可能

フレックスタイム制勤務

従来の就業時間を基本としながら、コアタイム設定の無いフレックスタイム勤務を可能
とする制度を2021年4月導入

副業制度

柔軟な働き方の実現に加え、
「地域貢献」
「自己実現・成長機会の拡大」
「副業で得た知
見・経験の還元」
を目的に2021年10月導入

健康経営

2018年9月に「健康経営宣言」を行い、
頭取を健康づくり責任者として、山陰合
同銀行グループが一体となって行職員
一人ひとりの心と身体の健康の保持・
増進を図るための取り組みを行ってい
ます。

健康経営宣言
山陰合同銀行にとって、行職員のみなさん一人ひとりがかけがえのない財
産です。
みなさんの心身の健康の保持・増進に向け、まっすぐに力強く取り組んでい
きます。時間外労働の抑制や有給休暇取得の促進等、みなさんが山陰合同
銀行で活き活きとやりがいを持って働ける職場環境の整備を図ります。

健康診断

定期健康診断受診率100%
（2020年度）
人間ドック・検診再検査時に利用できる特別休暇
「メディカル休暇」
を2021年4月新設

就業時間中禁煙、敷地内禁煙

2020年4月より山陰合同銀行グループ内の敷地内禁煙、就業時間中禁煙を実施

メンタルヘルス対策
カウンセリング体制の整備

島根大学とのカウンセリング連携体制に加え、
専門精神科医をメンタルヘルスアドバイザーとして迎え、行職員に対するケアや罹患
の未然防止に向けた取り組みを行っている

「健康経営優良法人2021（大規模法人部門）
ホワイト500」
認定

経済産業省および日本健康会議が実施する｢健康経営優良法人認定制度｣において
3年連続で健康経営優良法人に認定されました。

グループ企業のうち、山陰総合リース、松江不動産、合銀ビジネスサービス、ごうぎ
んクレジット、山陰債権回収、山陰オフィスサービスも2年連続で中小規模法人部門
で認定されました。

ビジネスカジュアル

従業員が自分らしく働ける職場環境となるよう本部勤務
者を対象に「ビジネスカジュアル」を導入しています。快
適な職場環境づくりに加え、働き方や職場イメージの変
化を促すことで柔軟な発想による創造的な企画や、モチ
ベーション向上にもつながっています。

（写真中央）
頭取
来客のない日はビジネスカジュアルで
仕事をする日もあります。
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