
ブースNo. １

株式会社市金工業社

所在地 滋賀県草津市野村四丁目３番１０号
電話 ０７７-５６３-１２１１
FAX             ０７７-５６５-５８８３
代表者 代表取締役社長 川口 剛史
資本金 １億円
設立年月 １９５４年６月
従業員数 ８５人(男性７９人、女性６人)

事業内容
高機能性フィルム、素材用（高分子化学向け）装置製造販売
国内外企業の新素材開発や設備増設へ装置をカスタムメイドで提供。

会社の特徴
下水・海水処理分野、ＥＶや次世代電池によるクリーンエネルギー分野
排ガス捕集・ＣＯ２分離分野など、当社は環境に貢献する製品づくりで
多くの人の役に立つであろう「未来」をお客様と共に創っています。

職場写真 従業員写真

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

機械設計職

電気設計職

機械組立職

営業職

装置の機械設計や試運転作業を行う。

装置の電気設計や試運転作業を行う。

装置の組立作業や試運転作業を行う。

装置の仕様打合せや価格交渉を行う。

1～2名

1～2名

1～2名

1～2名

採用ＨＰ 会社紹介動画



成長産業を支え

豊かな生活を支える

プロの物作り集団

【正社員募集概要】※職種・ご経験に応じて相談

（月収例）￥２０２，０００～￥２４０，０００
※その他：交通費支給、制服貸与、賞与年2回（2021年度実績2ヵ月）

昇給年1回、永年勤続表彰制度、「ヘヤワリ」導入
企業型確定拠出年金制度、その他多様な福利厚生

入社時期の相談可能

職場見学歓迎！

やりがいの正社員

地元採用推進

生産チーム
リーダー

生産管理

メカ設計
電気設計

技術営業

参加ブース：No.2



所在地 滋賀県近江八幡市若宮町226-8 代表者 代表取締役　　大西淳一

TEL 0748-38-8145 資本金 １億円

FAX 0748-38-0480 設立年月 1984年1月

HP http://www.one-h.co.jp 従業員数 107人（男性７８人、女性２９人）

　　大西電子の概要

　　大西電子のものづくり

プリント配線板検査治具製造販売（ベアボード治具）

実装基板検査治具製造販売（ＩＣＴ治具、ＦＣＴ治具、ＦＰＣ治具）

電気検査装置の製造販売（自動搬送検査装置の設計・製造）

　　募集職種と人員

大西電子株式会社
ブースNo.3

職場写真 製品写真 従業員写真

基板検査は一般消費者や市場ではその痕跡を見つけることはできませんが、お手元にある電子機
器（スマホなど）には精密基板が入っており、私たちの検査治具がその品質保証を支えています。

歴史と文化が生きるまち近江八幡市に本社工場を構え、プ
リント配線板・電子回路の各種検査治具の専門メーカーとし
て事業を展開しています。
国内２工場、海外2工場（マレーシア・中国）、海外事務所２拠
点（タイ・ベトナム）があります。

募集人数仕事内容職種

3

3

3

3

ソフト設計

電気設計

機構設計

営業技術 お客さまと仕様について打ち合わせをし、イメージを具現化します。

AutoCADで2D図面、SolidWorksで3D図面の設計をします。

検査仕様に合わせたマイコンやＰＬＣプログラム、インターフェース
回路などの設計をします。

アナログ回路・デジタル回路・シーケンス制御回路などの設計を
します。

http://www.one-h.co.jp/


ブースNo. 04

株式会社ジーテクト

所在地 滋賀県甲賀市土山町南土山乙41
電話 0748-66-1121
FAX             0748-66-1556
HP              https://www.g-tekt.jp/
代表取締役社長 高尾 直宏

資本金 4,656百万円
設立年月 2011年4月1日
従業員数 海外8122名国内1151名

事業内容
自動車車体部品、トランスミッション部品、金型・溶接設備販売

会社の特徴
自動車メーカーの新型車開発段階から参画し、製品設計からプレス金型や
溶接設備の製作、量産まで一貫して担っている会社です。

募集職種等

職種 仕事内容 募集人員

製造スタッフ

物流スタッフ

プレス機オペレーター
組み立てラインスタッフ

フォークリフトを使っての完成品の運搬作業

3名

1名

喫茶ﾙｰﾑ

作業風景

http://https/www.g-tekt.jp/


ブースNo. ５

郷インテックス株式会社

所在地 滋賀県草津市笠山五丁目3番19号
電話 077-562-4505
FAX             077-562-4898
HP              https://gohintex.jp/
代表者 代表取締役社長 鳥羽 茂之
資本金 3億1千万円
設立年月 2000年4月1日
従業員数 81人(男性48人、女性33人)

事業内容

エアコンや給湯器の部品の製造。
長年にわたり培ってきた独自の技術を製品に織り込んでいます。
マレーシアと中国に現地工場を有し、海外にも事業展開中。
会社の特徴

昭和４５年創業、平成１２年に独立し法人化。
社員の能力を最大限に引き出すとともに、大手家電メーカーとの
信頼関係を構築して、黒字経営と無借金の優良企業です。

募集職種 仕事内容 募集人員

製造スタッフ

総合職

・一人で自動機械に金属材料をセット後に
稼働させ「部品を加工する」
・４～５人のチームで
手分けして「１つの部品を組み立てる」

・生産した部品や製品に不良品がないか
「検査機や目視でチェックする」
などの業務を担当。

経験がなくても丁寧に指導サポートします。

・家電メーカーから「注文を受ける」
・工場部門へ「生産の指示を出す」
・仕入先から「材料を購入する」

・これに関する「データ入力や管理」 などの
業務を担当。幅広く業務を経験することで、
将来的には「ものづくり」を支える
高いスキルが身につけられます。

２名
(新卒/中途)

１名
(新卒/中途)



ブースNo. ６

株式会社ジョーニシ

所在地 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号
電話 0748-62-9727（採用担当）
FAX             0748-62-9054
HP              URL：httpｓ://www.jonishi.co.jp
代表者 代表取締役社長 中野裕介
資本金 5,000万円
設立年月 1950年2月13日
従業員数 72人（男性62人、女性10人）

＜事業内容＞
農業用機械器具の設計・製造・販売
ホームセンター向け什器の設計・製造・販売
建設機械用製缶部品の製造 機械式駐車場用部品の製造
＜経営理念＞
共存共栄
「従業員、得意先様、仕入先様等と共に生き末永く繁栄することが
経営の原則である」という創業者の教えを理念としています。

募集職種等

職種 仕事内容 募集人員

技術・開発
業務推進
事務職
農機販売営業
製造技術

新製品開発・CAD設計・メーカー共同事業
什器商社と商談・見積り・積算・出荷業務
事務・伝票処理・PC入力・電話対応
販売店へのルート営業・展示会対応等
溶接作業・金属加工

大卒等 1名
大卒・一般 数名
大卒・一般 数名
大卒等 1名
一般 2名



-企業理念-
お客様の事を第一に考え、

挑戦を続け

“思いやりを受け渡す”

感動を大切にする

Ｑ. 何作ってんの？

Ａ. 皆が食べてるファストフードのジュースの 。

ヨーグルトのあの 。きっと皆が知ってるあの商品‼

Ｑ. 毎日仕事まみれ？趣味の時間は・・・・？

Ａ. 年間休日 日でプライベートも充実‼

総務係 202212

従業員：全体－３５０名 滋賀工場－１１０名 資本金：１億円

住所：滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1363 創業：１９６４年 ５８年目

年間休日：１２０+誕生日休暇１日 賞与：年２回

Ｑ.工場見学できる？

Ａ. もちろん‼お気軽に 篠原マデ

ブースNo.７



ブースNo.８

所在地： 滋賀県長浜市大戌亥町730

TEL： 0749-62-2451

HP： http://www.fusoco.co.jp/

◆　企業概要

安心して働ける仕組みがある！

究極の見える化経営で風通し抜群！

VM（ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）活動に力を入れており、

職場の環境改善・業務改善・人材教育を柱とし

た活動を展開しております。

未経験者も大歓迎です。誰でもやる気さえあれ

ば、技能士になって活躍して頂けるような教育

制度をとっております。

◆　扶桑工業ってどんな会社？

　仕事以外の活動も積極的に実施！

扶桑工業は精密機械加工をしている会社です。

様々な産業分野で活躍する機械の部品を作っています。

マシニングセンターやNC旋盤等多数所有。

近年では、自働化を促進すべく積極的に産業用

ロボット等を導入し、人への負荷を軽減しながら

生産効率の改善につなげております。

◆　企業データ ◆　募集職種

代表者 代表取締役社長　吉本　直行 技能職

資本金 2,705万円 （製造ラインでのモノづくり作業）

従業員数 396名（男性：360名　女性：36名）

設立 1962年　5月 〈アクセス〉

勤務地 長浜工場　長浜市大戌亥町730 JR北陸線、田村駅から徒歩15分

新庄工場　長浜市新庄馬場町350 JR北陸線、長浜駅からタクシーで5分

米原工場　米原市岩脇593

扶桑工業株式会社

環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

愛宕神社参詣

http://www.fusoco.co.jp/


　〒520-2142　滋賀県大津市玉野浦7-1

　大津市、 東近江市（能登川）

　０７７－５４５－２４１１

　ｈｔｔｐ：//ｍｅｋａｔａｗｏｒｋｓ．ｊｐ

　代表取締役　目片淳治

　４，０００ 万円

　　３ ５ 名

　１９４９年 ２月 （創立７４年）

　プラント設備の設計、製作、施工、修理

　設計、 技術営業、 施工管理

本社所在地

大
津
工
場

能
登
川
工
場

設　　　立

事業内容

募集職種

勤　務　地

Ｔ　Ｅ　Ｌ

Ｕ　Ｒ　Ｌ

代　表　者

資　本　金

従業員数

ブースNo.９



ブースNo. １０

大洋産業株式会社

所在地 滋賀県彦根市芹川町528
電話 0749-22-6213
FAX 0749-26-0782
HP https://www.taiyosangyo.co.jp/
代表者 代表取締役 小田柿 喜暢
資本金 2,500万円 設立年月 1951年2月
従業員数 36人(男性30人、女性6人)

事業内容
1. お客様の工場内の配管工事やメンテナスを行う（彦根本社・大津営業所）
2. 工場内のファクトリーオートメーション設備の部品を製作したり、設備の組立やメ
ンテナンスを行う

3. 飲用のキレイな水や工場用の水を作るための設備を製作
4. 海外拠点ベトナム（子会社）での水処理設備の製造販売

募集職種等

職種 仕事内容 募集人員

営業スタッフ

技術スタッフ

製造スタッフ

顧客打合せ、見積・折衝、進捗管理
飛び込み営業は少なく決まったお客様へのルート営業、
見積・折衝、技術・製造部門の補助

仕様打合せ、設計、現場管理・監督
見積、顧客と仕様や図面内容・製造等に関しての打合せ、
設計・製造管理（協力業者管理含む）や現場監督

金属加工、組立、溶接、メンテナンス作業

1名

1名

1名

会社の特徴
すべての部門の製品やサービスは受注生産型です。
量産製品がないので作業がルーチン化していませ
ん。従って、一つ一つの業務を各人が都度判断しな
がら進めていく必要があります。だから、社員一人
一人が各自の専門技術を中心にどこにもいないプロ
フェッショナルな人材に成長します。



［ 所 在 地 ］

［ 電 話 ］

［ F A X ］

［ H P ］

［ 代 表 者 ］

［ 資 本 金 ］

［従業員数］

滋賀県栗東市東坂525番地

077-558-2311

077-558-2319

https://www.yasec.co.jp/

代表取締役社長 大日 陽一郎

1億円

140人（男性110人、女性30人）

FA化に貢献する

各種専用工作機械

船舶用並びに

発電プラント向熱交換器

産業機械・船舶機関向潤滑機

医療機器・理化学機器

の製造販売

「やったことがないなら、やってみよう」とい

う想いを貫く自社開発力が強みです。お客様の

抱える課題や他社に対応できない要望に寄り添

い、高い技術力と提案力で課題を解決します。

また、社員一人ひとりの自主性を尊重する風通

しのよい風土があります。年齢問わず新しい未

来のために自由に意見を述べ、切磋琢磨し向上

心を持って仕事に取り組める環境です。

会社の特徴
Feature

事業内容
Business content

募集職種 Job offer

職 種 仕事内容 募集人数

設計／企画開発

お客様から直接ニーズをヒアリングし、アイデアを図面で具現

化してオーダーメイドの提案をします。

若いうちからやりがいのある仕事を任されるので、自分のやり

たいことに積極的に挑戦したい方は意欲的に取り組めます。

2名

営業職

（法人営業）

お客様のお困りごとへの課題解決のための機器導入提案を行い、

省力化や省人化実現に貢献する構想、販売（見積・受注）、付帯

業務、折衝業務、開拓等の事業の推進補助をしていただきます。

1 名

製造

（工作機械の組立）

工作機械をはじめとする産業機械の組立を行っていただく業

務になります。組立調整に必要な機械加工や部品の検査も必

要な要素です。受注生産品になりますので、設計と一緒に製

品を作り上げていくところに魅力のある仕事です。

2名

会社概要
Company profile

ブースNo.11



ブースNo.１２

所在地 愛知県安城市和泉町大北61番地
電話 0566-92-7221
FAX             0566-92-7226
HP              www.iseki-kanchu.co.jp
代表者 代表取締役社長 佐竹 浩
資本金 8,100万円
設立年月 1978年7月
従業員数 820人(男性619人、女性201人)

事業内容

農業機械の販売・サービス、農業用施設の販売・建設、農業用培土の製
造・販売、コイン精米機の設置・運営、米穀炊飯・食品加工、建設機械の
レンタル、広告のポスティング等

会社の特徴

まもなく創業100年を迎える井関農機100％出資の関西地方と中部地方

がテリトリーの販売会社です。

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

①農業機械の営
業職

②農業機械の整
備修理職

農家に農業機械を販売及びアフターサー
ビス

農業機械の整備・修理

1名

1名



ブースNo.１３

株式会社ハートフレンド
所在地 京都府京都市下京区若宮通五条下ル

毘沙門町３３番地１
電話 075-468-9171
FAX             075-468-9172
HP              https://www.super-fresco.co.jp/
代表者 代表取締役社長 井上 壮一
資本金 ５０００万円
設立年月 １９８７年３月

（フレスコ１号店開店１９９２年７月）
従業員数 ４４００人 （うち正社員６５０人）

事業内容
京都を中心に大阪、滋賀、兵庫に
総合食品スーパー『FRESCO（フレスコ）』を展開

会社の特徴

１００店舗を超えるチェーン展開でありながら、店舗ごとに個性を持たせた
『地域オンリーワン』の店舗づくりに挑戦！年齢や経験に関係なく、やる気
と覚悟があれば、「やってみたい」を形にすることが出来る！

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

総合職

一般職

スーパーマーケット業務全般

デリカ・精肉・鮮魚・青果・食品のいずれ
かの部門に配属

主にレジ業務

その他、店長職の補佐業務や日雑コー
ナーの発注等

３０～３５名

６～１０名

6a@VmUd:tj

https://www.super-fresco.co.jp/


ブースＮｏ．１４

所在地：岐阜県多治見市大針町661-1
ＴＥＬ：052-563-8601
ＦＡＸ：052-563-8695
ＨＰ ：https://valor-recruit.jp/

企業概要

会社外観写真
ここに貼り付けてください

バローホールディングスは、この社名や創業時からの経営理
念「創造・先取り・挑戦」に則り、仕入れた商品を販売する
小売業ではなく、製造から流通・販売までを一貫して担う
「製造小売業」としてのビジネスモデル構築を目指しています。
現在、スーパーマーケットを中核に、ホームセンター、ドラッグス
トア、スポーツクラブを展開するほか、農産物の生産、食品
製造・加工、物流、資材調達、保守・メンテナンス、清掃等
の多様な機能をグループ企業で補完する流通システムを構
築しています。

一緒に働こう！うちの会社はこんな会社！

職場の写真①
ここに貼り付けてください

挑戦の気持ちを重んじる社風から、バ
ローでは若いうちから様々な仕事に就く
ことが出来ます。バローには貴方を成長
させる環境があります！

職場の写真②
ここに貼り付けてください

地図
ここに貼り付けてください

働く地域も決めていただくことができます。
ご自身で決めていただいたホームタウン
（居住地）から1時間以内の範囲にある
店舗の配属となっております。社員の8割
はホームタウンから通勤しています。

お客様の声を一番に聞けるのは、お客様
の身近にある食品スーパーです。
「ありがとう」「おいしかったよ」という声をお
客様から頂けるので地域貢献しているな
と実感しやすいお仕事です。

企業データ 募集職種

代表者 代表取締役会長兼CEO 田代 正美
資本金 13,609百万円
設立年月 1958年7月
従業員数 8661人

(男性6109人、女性2552人)

総合職

株式会社 バローホールディングス

https://valor-recruit.jp/


ブースNo.



ブースNo. １６

株式会社 平田自工
ホンダカーズ土山
所在地 滋賀県甲賀市土山町大野2617
電話 0748-67-1046
FAX             0748-67-1031
HP              https://www.hondacars-tsuchiyama.com/
代表者 代表取締役社長 石田 清司
資本金 2000万円
設立年月 昭和45年(1970年)5月
従業員数 35人(男性24人、女性11人)

事業内容
ホンダ新車・中古車販売、車検・点検・整備修理
保険代理店業務、リース・レンタカー業務 等

会社の特徴

自然あふれる甲賀市でたくさんのお客様に愛されるお店を目指
すホンダカーディーラーです。自動車の販売・整備を通してお客
様との繋がり、またスタッフ同士の繋がりを何よりも大切にしてい
ます。車好き、人と話すことが好きな方にオススメの会社です♪

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

営業スタッフ

サービススタッフ

新車・中古車の販売
接客 既納客様へのアフターフォロー
自動車保険業務 車点検のご案内 等

自動車の整備点検メンテナンス 洗車
車検整備 新車用品取付け 等
（整備士資格の有無不問）

３人

３人



ブースNo.１７

フジノ食品株式会社

所在地 滋賀県彦根市東沼波町172-2
電話 0749-21-1200
FAX             0749-30-0556
HP              http://www.ffdb.jp/
代表者 代表取締役社長 藤野貴之
資本金 5640万円
設立年月 1971年8月
従業員数 314人(男性173人、女性141)

事業内容
滋賀県に本社を置き京都・大阪・愛知・福井・石川・富山に19拠点を構え

る業務用食品卸売商社です。ホテル・レストラン等の外食店、スーパー等
の惣菜店、学校食堂や企業食堂・病院食などの給食会社、パン屋さんや
ケーキ店などの製菓製パン業などに食材とともに様々な情報をお届けし
ています。

会社の特徴

おかげさまで2021年に創業50周年を迎えました。地域に密着した

展開や様々な社会的な取り組みからお客様に支えられ、今後も
地域を盛り上げる元気な会社です。

募集職種

職種 仕事内容 募集人員

営業系総合職
（ルート営業）

既存取引の顧客中心に商品の配送を行
いながら商品・メニューの提案営業を行っ
て頂きます。

若干名



ブースNo. １８

HondaCars滋賀東
(株式会社ホンダクリオ滋賀)

所在地 滋賀県栗東市出庭５１９－１
電話 077-552-8200
FAX             077-552-5587
HP              https://www.hondacars-shigahigashi.co.jp

代表者 代表取締役社長 服部敏也
資本金 9,000万円
設立年月 1973年 8月
従業員数 106人(男性 85人、女性 21人)

事業内容
◆Honda新車・中古車販売
◆保険代理店業務
◆自動車整備
会社の特徴

Hondaディーラーとして滋賀県南部地域を中心に営業を
展開しております。滋賀県では唯一本田技研工業(株)より
出資を受けている販売会社です。

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

◆営業スタッフ
（新車・中古車)

◆自動車整備

・お客さまのライフスタイルに応じた提案
(新車・中古車販売・保険業務)
・安心してカーライフを楽しんで頂く為の
点検や車検案内

・お客さまに安心・安全にカーライフを
楽しんで頂く為のメンテナンス(整備)

4名

2名

本社/栗東東店

全工場冷暖房完備

女性スタッフ活躍中若手の成長を応援

https://www.**************/


 

私たちは、滋賀県内に6 拠点を構える地域密着型企

業として活動をしてきました。おかげさまで2021 年 

6 月6 日にて創業90 周年を迎えましたが、社員の平

均年齢は35 歳と若い力に溢れています。 

 またプラチナくるみんマークも取得し、社員全員が

働きやすい職場環境づくりを推進しています。キャリ

アアップのための社員研修制度も充実していますよ。 

 私たちと一緒にものづくりのお手伝いをしながら、

地域産業界の発展を共に支えていきましょう！ 

社風紹介 地域貢献 

企業データ 募集職種 

・時間単位で有給が取得可能 

・時差出勤の導入 

・子育て推進認定企業 

「プラチナくるみんマーク」取得 

・月1 回地域清掃 

・琵琶湖博物館へ協賛「びわ博サポーター」 

・滋賀県よりネーミングライツの取得 

「奥びわ湖・山門水源の森」 

住所 滋賀県長浜市八幡中山町1202-5 

TEL  0749-63-6611 

代表者 代表取締役 平山 正樹 

資本金 9,600 万円  

設立日 昭和44 年7 月 

従業員 75 名（男性49 名 女性26 名） 

①総合職（営業、営業アソシエイト） 

②インサイドセールス 

＜拠点＞ 

長浜、彦根、八幡、高島 

水口、大津、岐阜県大垣 

長浜本社 

ブース No. １９ 



ブースNo.２０

株式会社ルピシア 滋賀水口工場

所在地 滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘36-7

電話 0748-72-5501
FAX             0748-72-5502
HP              http://www.lupicia.com
代表者 代表取締役 水口 博喜
資本金 2億17百万円
設立年月 1994年8月17日
従業員数 工場124人(男性31人、女性93人)

【事業内容】
世界のお茶・茶器雑貨・菓子類の輸入・製造・卸し・販売及びレストラン運営、店舗開
発、FC展開。滋賀工場ではお茶のクリーニング・ブレンド・充填・加工を担っています

【会社の特徴】ルピシアでは、世界各国の産地から厳選した紅茶や烏龍茶、日本
茶はもちろん、オリジナルのブレンドティーやフレーバードティー、ハーブティーなど、
年間400種類以上のお茶をご紹介しています。現在ではお茶だけにとどまらず、食
文化全般を視野に入れ「お茶と食のルピシア」としてお客様へ商品を届けています。

外観
写真

職場写真 製品写真 従業員写真

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

加工社員
加工PT
製造PT

工程管理・箱折り・シール貼り
箱折り・シール貼り
機械オペレーター・検品

1人
3人
3人



社会福祉法人グロー（GLOW）
滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4837-2
TEL：0748-46-8188
FAX：0748-46-8288
Mail:saiyou@glow.or.jp
従業員数:５００人(男性２００人、女性３００人)

＼HPはこちらから／

社会福祉法人グロー（GLOW）

ブースNo. ２１

高齢者、障害のある方への支援、生活保護受給者で地域生活が困難な方へ
の支援、高次脳機能障害・発達障害のある方への支援、触法障害者が地域
生活をするための支援、障害のある方等の芸術活動の支援（アール・ブ
リュット）等を滋賀県内各所で行っています。

高齢者、障害のある子どもや大人、子育て中の人、様々な理由により生き
づらさを抱えている人など、福祉サービスや、専門的な相談を必要として
いる人へ支援を届けています。

一人ひとりの生きるに寄り添う事業内容

職 種 仕事内容 募集人員

生活支援員
利用者様に対する生活支援全般
（身体介護、家事援助、生活相談等）

５名

生活相談員
相談業務、入退居の手続き、内外部の連絡調整
業務、個別支援計画作成及び実施・評価・記録
の事務業務など。

１名

看護師 利用者様の健康管理、配薬、受診付添等の業務。
感染症等の緊急時の対応。

１名

－ 募 集 職 種 －

施設見学、個別相談会（ZOOM可）随時受付中！お気軽に相談ください！



　

◇

　

◇

◇

◇

◇

■保養所
南紀白浜（リゾートマンション 3LDK）

　

備考

大卒等求人・一般求人

大卒等求人・一般求人

大卒等求人…精福のみ
一般求人…精福・社福・公認心理
士のいずれか

事 務 長

看護部長 名畑　富美江

小山　宣夫

ワンルームマンション　（全４棟　１０７室）

■寮施設　　　

所 在 地

開 設 者

病 院 長 小山　威夫

医療法人恒仁会　理事長　小山　威夫

滋賀県東近江市北坂町９６６番地

高齢社会の新しい安心づくり

人にやさしい病院

職 員 数

病 床 数 ２３２床

４０３名　（２０２２年１２月１日現在）

□病院理念

　　医療療養病棟　   　 （１２０床）

　　認知症病棟　　　       （５６床）　　

　　回復期リハビリ病棟　（５６床）

内科、リハビリテーション科

鉄筋コンクリート　地上１１階建

介護医療院　　      １２０床

夜勤

精神科、皮膚科、歯科 □基本方針

私たちは、地域のニーズと信頼にこたえ、

意思を尊重します。

建物構造

■勤　務

シフトによる２交代制の勤務【看護部】

日勤

診療科目

完全週休２日制

年末年始休日５日

フリー休暇３日（２０２３年度）

※年間休日１２５日（２０２３年）

１７：００　～　０９：３０

１０：３０　～　１８：４５　（遅出）

０７：００　～　１５：１５　（早出）

０９：００　～　１７：１５

育成します。

私たちは、常に責任感と向上心をもった人材を

を提供します。

私たちは、働きがいのある職場をつくります。

【メール】

【 H P 】夏祭り　・　ゴルフコンペ　・　その他

■保育施設

０才児（８カ月）　～　小学３年生保育可

■職員食堂

■職員互助会

１食２９０円　（複数メニューから選択制）

慶弔金支給・診療費補助・各種補助金

介護福祉士

職　　種 仕事内容

患者さんに対する生活支援全般
介護計画の作成　ほか

■職員レクリエーション

職員旅行　（一泊・日帰り）　・　ボウリング大会

担 当 者

電 話 ０７４９－４６－１１２５

https://www.oumi-hp.or.jp
送迎バス

医療ソーシャルワーカー（精
神保健福祉士・社会福祉士・

公認心理士）

介 　護 　士 患者さんに対する生活支援全般　ほか

入院希望者の相談
患者さんの退院支援　ほか

募集人員

各５人

各５人

各１人

能登川駅東口ロータリー　午前８時１０分発

病院玄関前　　　　　　　　　午後５時３０分発

jinji@oumi-hp.or.jp

近江温泉病院　近江デイサービスセンター

                    副本部長 　　鹿島　誠

　　　　　　　  　　 副主任    安部　雄介

私たちは、患者さん・利用者さん・ご家族の想いと

『安心』『満足』を提供します。

近江温泉病院　近江デイリハセンター

近江温泉病院　近江訪問リハステーション

近江温泉病院　訪問介護センター「ひまわり」

近江温泉病院　居宅介護支援事業所

近江温泉病院　認知症疾患医療センター

私たちは、思いやりを込めた医療と介護サービス

人事学生本部　 本部長　 　　上野　将志

医療法人恒仁会 近江温泉病院

勤 務 条 件

応 募 連 絡 先

福 利 厚 生

病 院 理 念・基 本 方 針

関 連 施 設

募 集 職 種

ブースNo.２２



大津市を中心に介護老人保健施設、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、 

訪問サービス、居宅サービスの事業所を運営しています。 

 

事業内容 
 

技能実習生の受け入れを行っており、多くの外国人の方が学びに来ています。 

介護未経験の方でも働きやすいように生活支援サポーター（介助をしない） 

と言う働き方もあります。 

また、抱え上げない介助にも取り組んでいるところです。 

 

ブース No.23 

 

職種 仕事内容 募集人員 

介護職 高齢者の生活を支える ５ 

看護職 高齢者の生活を支える ２ 

医療法人 湖青会 

所在地 滋賀県大津市和邇高城２６０－１ 

TEL  ０７７－５９４－０１１０ 

FAX  ０７７－５９４－０１１２ 

H P  https://www.koseikai.care/ 

 

法人の特徴 
  

 

https://www.koseikai.care/
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軽費老人ホーム石部ケアハウス 

石部デイサービスセンター 

八起会居宅介護支援相談所 

 

石部デイケア 

介護老人保健施設石部ケアセンター

八起会ホームヘルプステーション 

特別養護老人ホームあぼし 

認知症対応型 

デイサービスセンターにこにこ 

介護老人福祉施設もみじ 

もみじデイサービスセンター 

もみじケアプランセンター 

 

 

特別養護老人ホームみやのもり 

みやのもりデイサービスセンター 

みやのもりリハビリステーション 

グループホームみなくち 
認知症対応型 

デイサービスセンターあさひがおか 

 

認知症対応型 

デイサービスセンターこんぜの郷 

こんぜデイサービスセンター 

八起会栗東居宅介護支援事業所 

①  ② ③ ④ 

⑤ ⑦ ⑧ ⑥ 

＼取得認証マーク／ 

≪正社員≫として自分のキャリアを考えたい方 

≪フルタイム≫や≪パート≫としてプライベートと仕事を両立させたい方 

介護職に興味があるけど一歩踏み出せない方・人を楽しませるのが好きな方 

そんな方は・・・・ 

 

社会福祉法人 八
は ち

 起
き

 会
か い

 
 

〒520-3112 滋賀県湖南市丸山４丁目５番 1 号 

TEL（0748）77-0187 FAX（0748）77-0184 

 

 

えるぼし認定企業 

最高評価「3 段階」 

滋賀県女性活躍推進企業 

最高位「三つ星企業☆☆☆」 

くるみん認定企業 滋賀県ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ推進企業 

LINE PR 動画 インスタ 職員ブログ 

 

一緒に働く仲間大募集！ 

 

八起会がピッタリ！！ 

ぜひ私たちと一緒に働きましょう！ 

 
24 番ブースで詳しくご説明します♪ 

しが介護職員定着等推進事業者 

ブースNo. ２４ 



ブースNo. ２５

株式会社奥田工務店
所在地 滋賀県蒲生郡日野町松尾5-1
電話 0748-52-8181
FAX             0748-52-8188
HP              https://www.okudakoumuten.jp/
代表者 代表取締役社長 北川 昭市
資本金 ３０００万円
設立年月 1977年11月
従業員数 92人(男性76人、女性16人)

事業内容

事業内容は、オフィスビル、高層マンション、公共施設、倉庫・工場から個
人住宅の新築・リフォーム等のあらゆる工事の企画・設計・施工までを
トータルに手掛ける総合建設業です。
会社の特徴

滋賀県日野町の歴史ある会社として、滋賀県を中心に地域密着の企業と
して着実に業績を伸ばしてきました。近年では京都府、三重県でも工事を
行っております。また、県内の建設業において、建築一式工事に関しては、
トップの売上を誇り、湖国のリーディングカンパニーへと成長しております。

外観
写真

募集職種等

職種 仕事内容 募集人員

・施工管理職

・営業職

・建築および土木の現場監督として、協力
会社をまとめ、工事完成までの建設施工
の工程、原価、人員、進捗管理などの現
場マネジメントを行います。

お客様の要望を聞き取り、建物の打ち合
わせを行い、工事の受注をいただく業務
です。建築などの専門知識も必要ですが、
お客様と弊社をつなぐ大切な業務です。

5名

1名



豊かな社会環境の創造に貢献する
経営指針

事業部紹介

豊かな社会 豊かな昭建 豊かな社員

昭建のここがすごい！

創業以来90年間連続黒字の健全経営を続けています。自己資本比率も
80％を超えており、無借金経営を続けている安心・安全な会社です。

利益が出た分はしっかりと社員に還元する考えを持っており、2022年度の

ボーナスは年間7.3ヶ月分支給しました！私たちは高品質な公共イン

フラ建設を通して、社会に

貢献し、それが会社の収益

に繋がり、社員とその家族

まで豊かにする。このよう

な良いサイクルを続けてい

くことが昭建の重要な役割

であると考えています。

建設事業 製造事業 クリーンエネルギー

募集職種（すべての職種で文理問わず募集しています）
土木施工管理職 生産・品質管理職

道路、橋脚、砂防ダム、

河川改良工事など生活に

欠かせないインフラ建設

を行っています。

道路建設に必要なアス

ファルト合材を製造して

います。材料の生産から

道路舗装まで一貫して行

えるのが強みです！

メガソーラー発電所を保

有し、太陽光発電を行い

環境に配慮したクリーン

なエネルギーを生み出し

ています。

工事が計画通りに完成するように全

体をマネジメントしていきます。

スケジュールや品質、安全などを

きっちり管理していきます。

何十年も残るスケールの大きなもの

づくりをすることができます！

アスファルトには様々な種類があり

注文に応じて生産していきます。

今はPCを使って工場を動かし、生産

していきます。

しっかり教育・研修を行うので

安心して業務に取り組めます！

ブースNo.26



〒522-0007  滋賀県彦根市古沢町494番地

TEL.0749-22-6396　　FAX.0749-22-2211

HP　 ： https://tani-sho.jp/

採用HP　　 ： https://tanisho-saiyo.jp/-/top/index.html

「知恵、工夫、情熱、努力。」初心を忘れず、社員一丸となり、知恵を絞り、工夫をして、

情熱を持って努力する。一人ひとりのお客様、一つひとつの仕事を誠意を持って取り組む。

―― 私たちは常にそんな会社であり続けたいと考えています。

従業員は会社にとってかけがえのない財産です。弊社を選んでくださった日から、

あなたの未来を明るく。あなたもTANISHOで一緒に建設していきましょう！

土木工事の施工管理ってどんな仕事？

施工管理の主なお仕事は、納期までに工事が完了するように

作業スケジュールを管理する「工程管理」、地方自治体によって

定められた品質基準やお客様に求められた品質に沿ったものが作れているか

を管理する「品質管理」、決められた予算内で工事ができるように

資材の発注や原価を管理する「原価管理」現場で働く作業員が安全に事故なく

無事に工事を終えられるように安全面を管理する「安全管理」の4つです。

代表者 代表取締役　　谷　節雄

資本金 ・土木工事施工管理

従業員数 男　14人 女子　3人

創業 ・営業職

設立

事業内容 土木一式、とび・土工、舗装、管工事、

水道施設、造園、鋼構造物、解体、

宅地建物取引業 採用HP

50,000,000円

昭和29年1月20日

昭和37年6月21日

企　　業　　情　　報 募　　集　　職　　種

ブースNo.２７

https://tanisho-saiyo.jp/-/top/index.html


 

 

リゾートトラスト株式会社  

エクシブ琵琶湖 
 

 

〒521-0004 滋賀県米原市磯１４７７－２ 

電話0749-52-6161（採用担当直通）  

https://xiv.jp/biwa/ 

 

 

 

 

 

フロント・レストランサービス・事務 

正社員 求人のご案内 

給与情報 月給 218,400 円～350,000 円                                   

賞与 2022 年度実績 （７月）基本給の 1.5 か月（12 月）1.8 か月  ※査定による 

雇用形態 正社員 

仕事内容 会員制ホテル運営（各業種毎の仕事内容はお問合せ下さい） 

休日休暇 年間休日 120 日 月 8～12 日※時期による                                                

年次有給休暇／初年度 10 日（入社月により異なる）慶弔・特別休暇                    

産前・産後休暇育児休業 介護休業 

勤務時間 年間 1,920 時間  参考：１カ月 160 時間 月平均残業時間 10～20 時間 

保険制度 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 

福利厚生 寮・社宅制度 マイカー通勤可 従業員食堂有り 財形貯蓄制度 育児短時間勤務制度 

介護短時間勤務制度 勤務地限定制度 通信教育費（在籍期間内に修了した場合、一律

70％会社負担）退職金制度 社員持株会 カフェテリアプラン（旅行、育児・介護用品の購

入等に利用できるよう 年間最大 40,000 円分のポイント支給）当社運営施設の優待利用           

選択制確定給付企業年金   ※当社規定による 

転  勤  あり（勤務地限定制度も選択できます。） 

会員制リゾートクラブ業界売上高 30年連続 No.1（※）

2024年 10月「サンクチュアリコートベネチアンモダン

リゾート（滋賀県高島市）」開業予定 エクシブ琵琶湖以

外でも全国で活躍の場が用意されておりま

す                                                  （※）2021年 10月 29日日経MJ「第 39回サービス業総合調査」の   

「会員制リゾートクラブ」ランキングより 

ブース No.２８ 

調理・施設管理営繕・ショップ販売員 



外観
写真

ブースNo. 29

株式会社カンポ 滋賀事業所 認証・認定マーク
貼付箇所

所在地 滋賀県蒲生郡日野町大字奥之池字渡り山553番地1 （日野第二工業団地内）

電話 0748-52-3399
FAX             0748-52-9911
HP              https://www.campo.co.jp
代表者 代表取締役社長 横山 秀昭
資本金 3,000万円
設立年月 1975年1月
従業員数 168人(男性156人、女性12人)

事業内容

産業廃棄物及び一般廃棄物の収集運搬と産業廃棄物中間処理、再資源
化事業を行っています。

会社の特徴
プラスチックや紙など可燃性の廃棄物から石油や天然ガスに代わる燃料（RPF）を製造し、その品
質は日本工業規格（JIS）の認証を受け、温室効果ガスの削減による地球温暖化の抑制にも貢献し

ています。焼却施設では豚熱や鳥インフルエンザの防疫作業で使用した器材の焼却に協力し、安
全で安心なまちづくりにも寄与しています。

職場写真 製品写真 従業員写真

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

中央管理ｽﾀｯﾌ
重機ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

焼却施設の運転管理
施設内で重機を用いた積込・投入作業

12名
1名

固形燃料(RPF)固形燃料製造施設 従業員写真

https://www.campo/


ブースNo. 30

北ビワコホテルグラツィエ
株式会社 住 文

所在地 滋賀県長浜市港町4-17
電 話 0749-62-7777
H P           http://www.k-grazie.co.jp/
代表者 代表取締役 上羽輝明
資本金 1000万円
設立年月 1965年5月１日
従業員数 80人(男性50人女性30人)

事業内容 ホテル経営 結婚式場 レストラン経営
特 徴 イタリアの街ヴェローナの美しく穏やかな感性が散りば

められた湖畔のシティ＆リゾートホテル

めまぐるしく変わりゆく情報社会の中で、昔から変わらぬ「おもてなし
の心」と「誠意あるサービス」を信条に一歩一歩前進。スタッフの努力
一つ一つが今の北ビワコホテルグラツィエの礎となっています。人と人

のふれ合いが大切なお仕事です。私たちと共に歩んでみませんか。

外観
写真

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

ホテルフロント
ホテルサービス
ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ
営業／企画
営業事務／ｵﾍﾟﾚｰﾀ

ﾌﾛﾝﾄｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ・宿泊予約・ﾍﾞﾙ業務など
ﾊﾞﾝｹｯﾄ・ﾚｽﾄﾗﾝｻｰﾋﾞｽ及び運営
婚礼打合せ・挙式披露宴運営・花嫁ｱﾃﾝﾄﾞ
ルート営業・顧客フォロー・ホテル企画など
電話での予約打合せ・営業アシスト

１名
１名
１名
１名
１名

http://www.**************co,jp/


株式会社滋賀測量設計事務所 ブース No.31 

所在地  滋賀県甲賀市甲賀町相模 490 番地 1 

電話    0748-88-2093  

FAX    0748-88-2484  

HP     https://www.shigasoku.co.jp 

代表者  代表取締役 福本 三朗 

資本金  1500 万円 

設立年月 昭和 37 年 3 月 12 日 

従業員数 26 名（男性 21 名 女性 5 名） 

 

事業内容 

国土交通省の登録を受けて事業を営む会社です。滋賀県内での公共事業の実績があります。

国・県・市が実施する社会資本整備の中で、道路・河川砂防・下水道などで当社の技術を発揮

しています。 

会社の特徴 

少人数の企業ですが、公私ともに互いの状況を考慮して働きやすい環境です。 

「人は財産」をモットーとしています。 

 事業を営むには資格（測量士・技術士・RCCM など）が必要ですが、現役で活躍している

技術者が毎年確実に年齢を重ねていきますので、次世代に引き継ぎたく働きながら資格を取

得していただける方を含め、若い技術者を求めています。 

 

 

 

 

 

 

 

募集職種等 

職種 仕事の内容 募集人員 

測量の技術員 道路の整備・河川や農地の整備・下水道の設計に必要

な正確な位置情報を得るため屋外での計測業務とデ

ータを取りまとめ数値化・図化する業務 

大卒等      1 名 

若年求職者等  1 名 

設計の技術員 公共事業の設計・申請業務 

道路の整備・河川の整備・下水道の整備など発注者の

パートナーとして、改良・維持管理の為の計画・調査・

設計業務 

大卒等      1 名 

若年求職者等  1 名 

 

https://www.shigasoku.co.jp/


ブースNo. ３２

滋賀県自動車協同組合
(大津・石部・野洲・甲賀自動車教習所）

所在地 大津市梅林1-3-10滋賀ビル9F
電話 077-522-5344
FAX               077-526-4111
HP              http://www.ii7.ｊｐ
代表者 理事長雲修一郎

資本金 29,600万円
設立年月 昭和32年11月
従業員数 86人(男性71人、女性14人)

【事業内容】

自動車教習所は、「地域の交通安全教育センター」として自動車の安全
運転に必要な技能、知識を教え、優良ドライバーの育成に励んでいます。
また、高齢者対象、ペーパードライバー対象、企業対象の交通安全講習
も実施しています。
【会社の特徴】

県内で自動車教習所を4所運営している創業65年の企業です。お客様の
立場に立った授業や環境を整え、運転の楽しさだけでなく人としての成長
をサポートし、お手伝いをしています。

計画年休制度、介護休業制度のほか、女性だけでなく男性従業員の育
児休業取得実績もあります。

教えることが好きな方、人と接することが好きな方には最適です。教習指

導員として「安全運転」から地域社会に貢献しませんか。

募集職種 仕事内容 募集人員

教習指導員 自動車運転免許を取得していただくための
教習、高齢者講習等を担当していただきます。

2人



滋賀県信用組合 
 

所在地 （本店・本部）滋賀県甲賀市水口町八光 2番 45号 

     他県内１１店舗（甲賀市、湖南市、大津市、草津市 

     栗東市、近江八幡市、高島市） 

電 話  ０７４８－６２－４１００ 

ＦＡＸ  ０７４８－６２－５５８２ 

Ｈ Ｐ  https://www.shigaken.shinkumi.jp/ 

代表者  理事長 青木 和夫 

出資金  ８０億９５百万円 

設立年月 １９５１年１２月 

職員数  １５９名（男性８５名、女性７４名） 

事業内容 

私ども、滋賀県信用組合は、協同組織金融機関として、お客様から出資をしていただき、組合員

となっていただいて、お互いに助け合う「相互扶助の精神」から、その組合員様が利用できる金融

機関です。地元では「けんしん」の愛称で親しまれています。 

業務内容は、組合員様から大切なお金を預かる「預金業務」、資金が必要な組合員様にお金をお貸し

する「貸出金業務」、お金の流通機能である「為替業務」であります。業務内容は一般の銀行業務と

大きく変わりありません。 

企業の特徴 

当組合は、経営理念として次の４項目を掲げ、中小企業や勤労者など地域の皆様のための金融機

関として、お客様のお役に立てるよう、また皆様にご満足いただけるよう努めております。 

１．けんしんは、地域みんなのもの 

１．けんしんは、地域に奉仕する 

１．けんしんは、地域の信頼に生きる 

１．けんしんは、地域と共に前進する 

4 つの理念、すべてに「地域」という言葉が入っています。地域社会と深くかかわりながら、地域

のお客様に一層ご満足いただけるよう努めている身近な金融機関です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集職種等 

営業職 お客様（企業、家庭等）を訪問し、預金・貸出金のニーズお応えする。その他、経営相談・

ビジネスマッチング等様々な相談業務に対応します。募集人員は２名程度。 

 

事務職 窓口業務では来店されたお客様に対して預金、融資、為替等の業務を担当します。後方事

務では営業担者の持ち帰り業務処理等を担当します。募集人員は２名程度。 

 

 

ブースNo.33 



ブースNo. ３４

株式会社ナユタ

所在地 滋賀県彦根市大薮町3072
電話 0749-23-1383
FAX             0749-23-1557
HP              https://nayuta-sys.co.jp/
代表者 代表取締役 西村 安正
資本金 １０００万円
設立年月 １９９９年７月
従業員数 １０人(男性９人、女性１人)

事業内容
官公庁・学校のコンピュータネットワーク及び
マルチメディアシステム設計・施工。
ＶＲ・ＡＲ・アプリケーションの開発・設計・施工
会社の特徴

お客様の立場になって物事を考え、
お客様の想い(ニーズ)を聞いて、想いにあったシステムの
提案・施工をする会社です。

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

営業・プランナー・設計・施工 ネットワークの構築・LANケー
ブルの配線
機器設置・施工関係
システム設計
営業など

１名

https://nayuta-sys.co.jp/


ブースNo. ３５

株式会社メイコン 認証・認定マーク
貼付箇所

所在地 愛知県小牧市大字三ツ渕９５０番地
電話 0568-74-0166
FAX             0568-73-3719
HP              https://meikon.co.jp/
代表者 代表取締役社長 長濵 英己
資本金 4,800万円
設立年月 1954年3月
従業員数 231人(男性169人、女性62人)

事業内容
貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫事業、損害保険代理等

会社の特徴

当社は物流業界トップクラスの規模を誇り、海外展開にも積極的な東証プライム市
場上場企業であるニッコンHDのグループ会社です。近年では設備投資による倉庫
の増床を図り新規取引先の拡大を進め、継続的成長をしています。

募集職種等
職種 仕事内容 募集人員

①総合職

②事務職

③現業職

①幹部候補生として入出荷作業や商品管理
を経験した後、現場管理・営業事務・運行管
理・管理部門・営業部門等の仕事をします。

②お客様の商品・荷物を倉庫で預かる際の
ドライバーの受付対応、入出庫・在庫管理、
請求書作成等の他に作業（軽作業）を行い
ます。

③出荷及び入荷商品の対応(主にフォークリ
フトを使用してトラックへ積み下ろし作業等)
や商品の在庫管理の仕事をします。

3人

1人

5人
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