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02 株式会社 青井黒板製作所 滋賀工場 

03 株式会社 伊藤佑（本社） 

04 株式会社 伊藤佑 スーパーセルフ 307 日野 

05 株式会社 エコー 滋賀工場 

06 エスアールエス 株式会社 プロマックス事業部 京滋営業所 

07 株式会社 オーケーエム 

08 株式会社 オカイチ 

09 株式会社 岡﨑精肉店 

10 株式会社 奥田工務店 

11 観光日本 株式会社 日野ゴルフ場 

12 株式会社 カンポ 滋賀事業所「エナジーカンポ SHIGA」 

13 株式会社 キムラテック 

14 グリーン近江農業協同組合 

15 社会福祉法人 グロー（救護施設ひのたに園） 

16 互応化学工業 株式会社 滋賀工場 

17 社会福祉法人 湖東会 特別養護老人ホーム 白寿荘 

18 湖東信用金庫 

19 サイデン化学 株式会社 滋賀工場 

20 佐々木化学薬品 株式会社 滋賀支店 

21 三栄源エフ・エフ・アイ 株式会社 滋賀工場 

22 医療法人社団昴会 日野記念病院 

23 住井歯科医院 

24 株式会社 ダイハツメタル 日野工場 

25 中央倉庫ワークス 株式会社 湖東ＰＤ事業所 

26 株式会社 テクノ高槻 日野事業所 

27 有限会社 特産品館 伊勢藤 

28 日野精機 株式会社 

29 社会福祉法人 日野町社会福祉協議会 

30 日野町役場 

31 日野薬品工業 株式会社 

32 株式会社 ファーム 滋賀農業公園ブルーメの丘 

33 丸杉建設 株式会社 

34 株式会社 メイコン 日野営業所 

35 株式会社 麗光 日野工場 

36 和気産業 株式会社 

37 綿向生産森林組合 
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株式会社 青井黒板製作所 滋賀工場 【製造業】 

伝える楽しみ、伝わる喜び、豊かで安全な学びの環境づくりをめざして 

  学校の黒板・掲示板をメイン商品に、ＩＣＴを取り入れた教育施

設の環境をトータルで提案・サポートしています。 

  黒板・ホワイトボードの生産では、国内最大規模の工場であり、

本工場を基地として全国ネットで製品を出荷しています。 

  2018 年、創業 100 周年を迎えました。 
 

企業・事業所情報 

代表者 滋賀工場長 松岡 義行 

事業所所在地 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東山 341-6 

本社所在地 〒567-0016 大阪府茨木市十日市町 9-8 

ＴＥＬ 0748-53-1881 ＦＡＸ 0748-53-1885 

ホームページ http://www.aoikokuban.co.jp 

設立年 1950年（昭和 25年） 資本金 9,500万円 

従業員数 
事 業 所：20名（男 16名／女 4名） 

企業全体：120名 

事業内容 

・黒板・掲示板の製作販売施工及び輸出入 

・教育用機器・家具類の製作販売施工及び輸出入 

・ＩＣＴ関連の製作販売施工 

採用情報 

採用実績 

 採用者数  一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 1名 有(1) 無 無 無 

2018年度 0名 無 無 無 無 

2017年度 1名 無 無 有(1) 無 

採用予定 2021年度 1名採用予定 

転職者等の採用 学歴・経験は問いません。 

子育ての配慮など 育児休業規定有り 

 

先輩からの声 

仕事内容も先輩方から丁寧に教えてもらえるの

で、未経験者でも心配はいりません。ものづくり

の楽しさ、自己の技術の向上、また職場の雰囲気

も良く働きやすい会社だと思います。 

求める人物像 

・ものづくりに興味のある方 

・仕事に対して意欲のある方 

・未経験者でも大丈夫です。 

補足事項 
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株式会社 伊藤佑（本社） 【卸売業・小売業】 

お客様とともに GOOD LIFE を創造する 

  明治 43年に米穀・肥料・石油製品・鉱石などの取り扱いから

はじまった伊藤佑。当時から近江商人の“哲学”や“商法”は

今日に脈々と息づいており、お客様には心から満足して頂き、

さらに商いを通じて地域社会の発展に貢献すること目指してお

ります。“お客様とともに GOODLIFE を創造する”という言葉に

は、商いを通じて、今日一日がお客様にとっても弊社従業員に

とっても本当に良い一日であった、と思ってもらえるような気

持ちの良い環境創りをしなければならないという強烈な思いが

込められており、当社の合言葉となっております。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 伊藤 侑祐 

事業所所在地 〒529-1643 滋賀県蒲生郡日野町大字里口 37 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-2143 ＦＡＸ 0748-53-1412 

ホームページ https://itoyu.co.jp/ 

設立年 昭和 35年（1960年） 資本金 2,400万円 

従業員数 
事 業 所：9名（男 2名／女 7名） 

企業全体：490名（男 355名／女 135名）※アルバイト含む ※伊藤佑グループ全体 

事業内容 

【企業全体】 

・石油製品、副製品の販売/車検修理、鈑金塗装、点検整備、自動車販売、洗車事業、フィット

ネスクラブ 

・オリックスレンタカー代理店/新車・中古車販売/オリックスオートリース販売代理店 

・燃料油、車両用関連製品、工業用潤滑油、グリース、工作油剤等販売 

採用情報 

採用実績 

※グループ全体 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 14名(正社員のみ) 有 無 無 有 

2018年度 8名(正社員のみ) 有 無 有 有 

2017年度 17名(正社員のみ) 有 無 有 有 

採用予定 
・中途採用 各店舗 随時 

・パート社員 各店舗 随時 

転職者等の採用 

各店舗、無資格・未経験 OK！車検センター勤

務の方は入社後に整備士資格が取得できま

す。 

 

子育ての配慮など 

育児休暇の取得実績あり。伊藤佑グループの

『育児休業・介護休業等に関する規程』によ

り「育児休業」「子の看護休暇」「勤務時間の

短縮等の措置」などが定められており、仕事

と育児を両立することができる、子育て世代

の働きやすい環境を整えています。 

先輩からの声 

各部署で月 1 回程度ミーティングや交流する機会があり、仕事面などでの困ったことを相談し

やすい環境になっています。外部の研修会や資格取得の講習にかかる費用、資格試験代も原則

会社負担で、自分自身のステップアップに役立っています。 

求める人物像 

伊藤佑グループでは「新しいことに積極的に行動できる人」「貪欲に“すべての事から学ぶ”こ

とができる人」「自ら問題発見をし、問題解決を粛々とやり続けることができる人」を求めてい

ます。 

補足事項 
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株式会社 伊藤佑 スーパーセルフ 307 日野 【卸売業・小売業】 

お客様とともに GOOD LIFE を創造する 

  明治 43年に米穀・肥料・石油製品・鉱石などの取り扱いから

はじまった伊藤佑。当時から近江商人の“哲学”や“商法”は

今日に脈々と息づいており、お客様には心から満足して頂き、

さらに商いを通じて地域社会の発展に貢献すること目指してお

ります。“お客様とともに GOODLIFE を創造する”という言葉に

は、商いを通じて、今日一日がお客様にとっても弊社従業員に

とっても本当に良い一日であった、と思ってもらえるような気

持ちの良い環境創りをしなければならないという強烈な思いが

込められており、当社の合言葉となっております。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 伊藤 侑祐 

事業所所在地 〒529-1601 滋賀県蒲生郡日野町松尾 925-1 

本社所在地 〒529-1643 滋賀県蒲生郡日野町大字里口 37 

ＴＥＬ 0748-53-0701 ＦＡＸ 0748-53-0702 

ホームページ https://itoyu.co.jp/ 

設立年 昭和 35年（1960年） 資本金 2,400万円 

従業員数 
事 業 所：11名（男 10名／女 1名） 

企業全体：490名（男 355名／女 135名）※アルバイト含む ※伊藤佑グループ全体 

事業内容 

事業所：石油製品、副製品の販売。自動車点検整備、洗車事業 

企業全体：自動車鈑金塗装、自動車販売、フィットネスクラブ。 

オリックスレンタカー代理店/新車・中古車販売/オリックスオートリース販売代理

店。燃料油、車両用関連製品、工業用潤滑油、グリース、工作油剤等販売。 

採用情報 

採用実績 

※グループ全体 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 14名(正社員のみ) 有 無 無 有 

2018年度 8名(正社員のみ) 有 無 有 有 

2017年度 17名(正社員のみ) 有 無 有 有 

採用予定 
・中途採用 随時 

・パート社員 随時 

転職者等の採用 

各店舗、無資格・未経験 OK！車検センター勤務の

方は入社後に整備士資格が取得できます。危険物

乙 4の資格も取得できます。 

 

子育ての配慮など 

育児休暇の取得実績あり。伊藤佑グループの『育

児休業・介護休業等に関する規程』により「育児

休業」「子の看護休暇」「勤務時間の短縮等の措置」

などが定められており、仕事と育児を両立するこ

とができる、子育て世代の働きやすい環境を整え

ています。 

先輩からの声 

各部署で月 1 回程度ミーティングや交流する機会があり、仕事面などでの困ったことを相談し

やすい環境になっています。外部の研修会や資格取得の講習にかかる費用、資格試験代も原則

会社負担で、自分自身のステップアップに役立っています。 

求める人物像 

伊藤佑グループでは「新しいことに積極的に行動できる人」「貪欲に“すべての事から学ぶ”こ

とができる人」「自ら問題発見をし、問題解決を粛々とやり続けることができる人」を求めてい

ます。 

補足事項 
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株式会社 エコー 滋賀工場 【製造業】 

多分野に渡る先端テクノロジー 

  社名のエコーとは「こだま」。お互いの気持ちが山彦のようにこだ

まし合う社員持ち株の会社です。 

  プラスチックを核に、光学、防災、健康、住宅、設備、自動車な

ど多岐にわたる分野で光学設計、射出成形、電子技術を融合する優

れた製品を設計開発、供給して社会に貢献しています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役社長 中島 準一郎 

事業所所在地 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷 480-3 

本社所在地 〒243-0021 神奈川県厚木市三田 3000番地 

ＴＥＬ 0748-43-0226 ＦＡＸ 0748-43-1388 

ホームページ https://www.kk-echo.com 

設立年 1961年（昭和 36年） 資本金 100,000,000 円 

従業員数 
事 業 所：14名（男 9名／女 5名） 

企業全体：296名（男 101名／女 195名） 

事業内容 
光学機器(レンズ・プリズム等)及び、鏡面部品、便座製品、ガス漏れ警報器等の 

プラスチック成形及び、電子部品組立、精密プラスチック成形 

採用情報 

採用実績 

※企業全体 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 45名 有(5) 無 有(13) 有(27) 

2018年度 35名 有(5) 無 有(5) 有(25) 

2017年度 37名 有(5) 無 有(6) 有(26) 

採用予定 

【滋賀工場】※滋賀工場での勤務となり、転勤は基本ありません。 

・正社員（新卒、中途採用）：成形作業者（資格者優遇）、測定検査員…3名 ※随時募集 

・アルバイト：検査員（成形品の検査、梱包）…5名 ※随時募集 

転職者等の採用 ・経験者、未経験者問わず随時受け付けます。 

 

子育ての配慮など 

・育児手当支給制度有（幼稚園・保育園・育児サービ

ス利用者） 

・子の看護休暇制度（有償休暇） 

・育児休業取得率高 

先輩からの声 

滋賀工場ではＴＯＴＯ㈱のトイレ周辺部品のプラスチ

ック製品を製造しています。 

身近な製品なので、人々の生活に役立っているという、

やりがいがあります。 

求める人物像 
経験者でも未経験者でも、根気よく取り組んで頂ける、「モノづくりが好きな人」を求めており

ます。 

補足事項 

滋賀工場は 2019年 1月より稼働の弊社の新しい事業所です。 

今後の滋賀工場を伸ばすため、幹部候補を含め、地元の方を広く募集致します。 
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エスアールエス 株式会社 プロマックス事業部 京滋営業所 

【その他サービス業】 
建機レンタル・建設業界をサポートする総合サービスの企業を目指して 

  業界最大手アクティオ 100％出資の子会社です。 

  全国に大きく展開・成長させるのは、「サービス日本一」を

目指す社員の心意気。そして、「サービス日本一」に躍り出る

という明確な目標が他社にはできないことを発見する源とな

ります。それが「プロマックス事業部」です。 

  全国にある営業拠点で「サービス日本一」を目指し社員全

員がやる気にみなぎっており、全国の皆様をサポート致しま

す。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 小沼 直人 

事業所所在地 〒529-1610 滋賀県蒲生郡日野町奥之池 701-1 

本社所在地 〒103-0027 東京都中央区日本橋 3丁目 12番 2号 朝日ビルヂング 8F 

ＴＥＬ 0748-52-8790 ＦＡＸ 0748-52-8791 

ホームページ http://www.srscorp.co.jp/ 

設立年 1992年（平成 4年） 資本金 2億 8,500万円 

従業員数 
事 業 所：11名（男 9名／女 2名） 

企業全体：425名（男 354名／女 71名） 

事業内容 
油圧掘削機、アタッチメント、各種ユニットハウス、トイレ、事務用品、備品のレンタル及び

販売 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 1名 有(1) 無 無 無 

2018年度 0名 無 無 無 無 

2017年度 1名 有 無 無 無 

採用予定 
・東京本社にて大卒 10名程採用予定。その後全国へ配転予定 

・中途採用、パートについては随時 

転職者等の採用 
・未経験者大歓迎 

・UIJターンの方の応募も歓迎致します。 

 

 

子育ての配慮など 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、働

きやすい環境をつくることによって、全ての社員

がその能力を十分に発揮できるようにするための

行動計画を策定しています。 

（女性の育児休業取得、子供のための父親の休暇

取得の増加など） 

先輩からの声 

営業所全員が異業種からの転職であり未経験からのスタートです。先輩方が一から丁寧に教え

てくれる他、全国から新入社員を集めて実施する研修もあります。業務に必要な各種資格も取

得できる他、様々な業務にチャレンジできます。 

求める人物像 

私も未経験からの入社です。みんな最初は不安だらけでしょうが、「やる気」さえあれば出来る

仕事です。気負わず応募してみて下さい。 

社内見学大歓迎！お気軽にお問い合わせ下さい！ 

補足事項 

資格取得支援制度、奨励金制度あり 
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株式会社 オーケーエム 【製造業】 

独自の開発力を駆使し、お客様に喜ばれる商品創りを目指します 

 ・特殊バルブで世界トップシェア確保 

   船舶用排気ガス削減規制に対応する排ガス処理装置

用バルブにおいて、国内で唯一同バルブの製造認定をエ

ンジンメーカーから取得。現在も受注が急増しておりま

す。また、今後も自社独自の開発技術を駆使し、環境に

配慮した製品の開発を進めて参ります。 

 ・社風は「議論は自由闊達に！決まったことには一致団結

して邁進する」です。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役社長 村井 米男 

事業所所在地 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大谷 446-1 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-2131 ＦＡＸ 0748-52-8156 

ホームページ www.okm-net.jp 

設立年 1962年（昭和 37年） 資本金 499,665,280円 

従業員数 
事 業 所：169名（男 140名／女 29名） 

企業全体：244名（男 194名／女 50名） 

事業内容 

蒲生郡日野町に本社のある創業 118 年目を迎えたバルブ専門メーカーです。一貫した生産シス

テムの元、開発・設計・製造・販売まで全てを担っています。国内営業拠点 5 ヶ所と海外（中

国とマレーシア）にも 2 つの工場を持ち、国内のみならず世界十数カ国のプラント・船舶・ビ

ル等に製品を輸出しているグローバル企業です。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 47名 有(39) 有(5) 有(1) 有(2) 

2018年度 35名 有(27) 有(2) 有(4) 有(2) 

2017年度 22名 有(19) 有(1) 有(2) 無 

採用予定 
・2021年 4月大卒 4名・高卒 1名程度（営業、開発、事務等） 

・中途採用については随時募集・採用 

転職者等の採用 

・工業製品関係の業務経験者優遇（技術営業、開発、製造等） 

・未経験者でも年齢が若い方歓迎 

・ハローワーク・doda等で求人をご確認ください。 

子育ての配慮など 

女性社員の育児休業取得率は 100％です。復職後も元

の部署・役職で勤務いただけますし、短時間勤務制度

もあるなど、ワークライフバランスに配慮した会社で

す。他にも介護休業制度、子の看護休暇制度も整備さ

れています。 

 

先輩からの声 

社員数が少ない分、役職・部署間の壁が少なく、何で

も相談し合える風通しの良い会社です。入社時の研修

では全ての部署をまわる為、会社の全体像を掴むこと

が出来ます。資格受験や社外講習も業務に関するもの

であれば、会社の費用で受講することが出来ます。 

求める人物像 

・自発的に考え、行動できる方 

・協調性があり、コミュニケーションのとれる方 

・根気があり、何事も最後までやりきる方 

補足事項 

地域未来牽引企業認定、ワークライフバランス推進企業認定、くるみん認定企業、滋賀県女性活躍認定企業、滋賀県

イクボス宣言企業、社会保険完備、有給休暇、退職金制度、確定拠出年金制度、慶弔見舞金制度、給食費補助、制服

貸与、永年勤続表彰、借上住宅制度、クラブ活動（野球）、社員旅行、リゾート施設優待利用等 
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株式会社 オカイチ 【製造業】 

絶えず積極的に技術を向上させるよう取り組んでいます！ 

  自動搬送装置の組立・加工の製造を主に各種特殊部品からあらゆ

る生活用品までの検査・検品・梱包までを取り扱う会社です。 

  国道 477号村井地先に主要倉庫を構え、町内に数カ所ある作業兼

倉庫で取引会社様のニーズに合わせた仕事をしております。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 岡 安扶 

事業所所在地 〒529-1628 滋賀県蒲生郡日野町西大路 1323-1 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-4500 ＦＡＸ 0748-52-4501 

ホームページ http://www.okaichi.ecnet.jp 

設立年 1991年（平成 3年） 資本金 300万円 

従業員数 事 業 所：24名（男 13名／女 11名） 

事業内容 自動搬送装置の組立・加工、各種検査・検品・梱包 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 2名 有 無 無 有 

2018年度 2名 有 無 無 有 

2017年度 2名 有 無 無 無 

採用予定 中途採用：ハローワークにて随時募集 

転職者等の採用 ハローワークにて随時募集 

子育ての配慮など 
過去に 1 件のみ申請があり、復帰後も子育てに配

慮した勤務体制で復帰していただきました。 

 

先輩からの声 

年 1 回の慰安研修旅行をはじめ、年数回の社員同

士の交流する機会があり、上司・先輩方と意見交

換が容易にできるアットホーム的な良い会社と思

います。（食事会・飲み会の費用は会社で払って貰

っています） 

求める人物像 
協調性があり自分から進んで仕事ができる人で、真面目に仕事に携わる事が出来る方を求めて

います。 

補足事項 
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株式会社 岡﨑精肉店 

【卸売業・小売業、飲食サービス業】 

本物の味をお届けします！！ 

  近江日野牛というこだわり。 

日本全国の和牛産地から優秀な子牛を厳選し、岡﨑の直営牧場で

大切に長期肥育しています。 

最高級との評価に恥じない自慢の味を常にお届けできるよう、弛

まぬ努力を重ねています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 岡﨑 正晃 

事業所所在地 〒529-1602 滋賀県蒲生郡日野町河原 2-11 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-1129 ＦＡＸ 0748-52-2355 

ホームページ http://www.beef.co.jp 

設立年 1989年（平成元年） 資本金 1,000万円 

従業員数 事 業 所：55名（男 19名／女 36名） 

事業内容 精肉、小売・卸売、飲食 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 3名 有(2) 無 無 有(1) 

2018年度 4名 無 有(1) 無 有(3) 

2017年度 2名 有(1) 無 無 有(1) 

採用予定 
・新卒者大歓迎 

・中途採用・パート・アルバイト随時募集 

転職者等の採用 
・未経験者でも一から丁寧に指導いたします。 

・UIJターンの方の応募も歓迎いたします。 

 

 

子育ての配慮など 
育児休暇はもちろんのこと、復職後の仕事と子育ての

両立した環境を整えています。 

先輩からの声 

社員同士の交流もあり、和気あいあいとした楽しい職

場です。お休みの希望も聞いて頂けたり、とても働き

やすい会社です。 

求める人物像 協調性があり、周囲とコミュニケーションを取りながら仕事を進められる人 

補足事項 
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株式会社 奥田工務店 【建設業】 

心・愛・夢をモットーに、地図に残るやりがいある仕事を 

  株式会社奥田工務店は、「心」「愛」「夢」を大切に、快適な生活環境の創造

を目指して、若さあふれるスタッフによる提案型の企業活動を実践しておりま

す。 

  総合建設業としての実績と経験を礎に、社会のニーズと未来を見据え、地

域に貢献する為の取り組みを行っております。今までも、そしてこれからも、

湖国滋賀で頑張る企業としてさらに飛躍するために、若く明るいスタッフの

成長を大きな喜びとし、私たちの企業活動が人の育つ土壌となるよう日々弛

まぬ努力を続けてまいります。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 古谷 孝 

事業所所在地 〒529-1601 滋賀県蒲生郡日野町松尾五丁目 1番地 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-8181 ＦＡＸ 0748-52-8188 

ホームページ http://www.okudakoumuten.jp/ 

設立年 1977年（昭和 53 年） 資本金 3,000万円 

従業員数 事 業 所：94 名（男 79名／女 15名） 

事業内容 
事務所ビル、マンション、工場、個人住宅、道路整備の調査企画から、設計施工・リフォーム

の相談等、あらゆる建設工事を請負う総合建設業および不動産業です。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 3名 無 有(3) 無 無 

2018年度 6名 有(3) 有(2) 無 有(1) 

2017年度 8名 有(1) 有(7) 無 無 

採用予定 
新卒採用 今年度 10名予定 

3月よりマイナビ 2021にて掲載中！ エントリー後、説明会や採用面接の申込可能 

転職者等の採用 ハローワークにて掲載中 

子育ての配慮など 
産休育休制度、子供の行事参加の特別休暇、有給休暇

の連続取得制度 

 

先輩からの声 

・社員同士の関係も良く、社員旅行や望年会や親睦会

などの行事がある。 

・わからないことは先輩が親身になって教えてくれ、

良い上下関係が築けている。 

・経営が安定している為、経済面での不安がない。 

求める人物像 

・明るい対応ができ、前向きで、自分の行動に責任の持てる方 

・人とのコミュニケーションを得意とする方 

・物事の先を見ることのできる方 

補足事項 
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観光日本 株式会社 日野ゴルフ場 【娯楽業】 

人を FUN する、FUN 集団 

【人を楽しませる 人を喜ばせる 人を幸せにする】 

  ゴルフを長い人生のパートナーとして、お客様が明るく、楽しく、

生き生きと前向きに過ごす。 

  その FUN（楽しさ、喜び、幸せ）が、スタッフの FUN、企業として

の FUN になり、さらに社会の FUN に繋がり、FUN に関わる全ての人

の為に、快適な環境を整えることが大切だと考えています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 支配人 平田 光雄 

事業所所在地 〒529-1611 滋賀県蒲生郡日野町杣 1146-1 

本社所在地 〒603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山無番地 

ＴＥＬ 0748-52-2115 ＦＡＸ 0748-53-1427 

ホームページ http://www.adachi-group.co.jp/hino/ 

設立年 1972年（昭和 47年） 資本金 8,000万円 

従業員数 
事 業 所：38名（男 16名／女 22名） 

企業全体：166名（男 108名／女 58名） 

事業内容 
私たち日野ゴルフ倶楽部は、長年培ってきたノウハウを活かし、全てのゴルファーに楽しんでいただけ

る場として、ゴルフ場を運営しております。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 2名 有(1) 無 無 有(1) 

2018年度 3名 有(1) 無 無 有(2) 

2017年度 3名 有(2) 無 無 有(1) 

採用予定 

【急募】正社員（総合職、フロント事務、スタート室）各 1名 予定 

    ※総合職については、大卒者優遇 

契約社員及びパート（スタート室補助係、浴室清掃係）各 1名 予定 

転職者等の採用 

・チャレンジしてみようという意欲のある方は積極的

に採用致します。 

・Uターンの方または未経験者の方大歓迎 

 

 

子育ての配慮など 育児休暇取得率実績 100％ 

先輩からの声 

20～30代の若いスタッフが多く在籍。入社後も先輩方

のフォロー体制が充実しており、未経験者の私でも早

く職場に馴染むことができました。休日には、スタッ

フ同士で遊ぶことも♪ 

また、自然を身近に感じながらのびのび働けるのも魅

力です！（フロント事務 20代・女性） 

求める人物像 

・心からのおもてなしの気持ちを持ち、お客様の喜び

を自分の喜びとして感じることができる方。 

・会社という集団の中で円滑なコミュニケーションを

取ることができ、まず自分で考えて率先して行動に

移すことができる方。 

補足事項 
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株式会社 カンポ 滋賀事業所「エナジーカンポ SHIGA」 

【その他サービス業】 

最新鋭の設備で資源循環型社会の実現を目指します！ 

  「エナジーカンポ SHIGA」は、発電設備を備えた焼却施設を併設

した廃棄物の再資源化による固形燃料（RPF）製造施設として日野の

地に誕生しました。最先端技術とカンポグループが培ってきたノウ

ハウにより、高品質で安定した固形燃料の製造と、インターネット

回線を介した映像配信システムによる、処理の透明性を実現した次

世代型処理施設です。高い再資源化率を実現し、「消費から循環へ」

をテーマに、私たちは万全の環境保全で美しい地球環境を守ります。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 横山 秀昭 

事業所所在地 〒529-1610 滋賀県蒲生郡日野町大字奥之池字渡り山 553番 1 

本社所在地 〒612-8486 京都市伏見区羽束師古川町 233番地 

ＴＥＬ 0748-52-3399 ＦＡＸ 0748-52-9911 

ホームページ http://www.campo.co.jp/ 

設立年 1975年（昭和 50年） 資本金 3,000万円 

従業員数 
事 業 所：24名（男 21名／女 3名） 

企業全体：178名（男 164名／女 14名） 

事業内容 

産業廃棄物の収集運搬と最新技術により環境負荷を低減した焼却施設を併設し、廃棄物の再資

源化として高品質の固形燃料（RPF）の製造を行っています。焼却処理による排熱は電気エネル

ギーに交換し、構内の電力としてリサイクルしています。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 4名 有(1) 無 無 有(3) 

2018年度 18名 有 無 無 有 

2017年度 13名 有 無 無 有 

採用予定 中途採用、パートについては随時 

転職者等の採用 
・未経験でも丁寧に指導しますので安心です。クレーンの資格も社内で取得可能です。 

・UIJターンの方の応募も歓迎いたします。 

子育ての配慮など 
育児介護休業制度に加え、ノー残業デーを週 2日実施

し、ワークライフバランスにも配慮しています。 

 

先輩からの声 

社員親睦会では家族が自由に参加できる日帰り旅行

を年 2回企画したり、役職や部署を超えて社員間のコ

ミュニケーションを図る社内イベント、有給休暇取得

時に支援金が支給される制度など、社内では「福利厚

生プロジェクト」が進められています。 

求める人物像 弊社では、「行動力のある方」「誠実で真面目な方」を求めています。 

補足事項 

有給休暇支援金制度、優秀社員表彰制度、営業奨励金制度、社員持株会制度、退職金制度、資格取得支援制度 
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株式会社 キムラテック 【製造業】 

セラミックスのグリーン加工から成型まで 

  当社は 1990 年の創業以来、セラミックスの加工を専門に行ってま

いりました。セラミックスは半導体製造装置用・機械・化学・高温・

電気用部材など多くの分野に欠かすことのできない素材として、さ

らにニーズの高まりをみせています。その中でも当社は、純度の高

いセラミックスに特化することで、世界から必要とされる企業とし

て存在価値を高めていきたいと考えています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 木村 善彦 

事業所所在地 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇 1 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-2157 ＦＡＸ 0748-52-2303 

ホームページ https://www.kimuratec.co.jp/ 

設立年 2001年（平成 13年） 資本金 1,000万円 

従業員数 事 業 所：37名（男 23名／女 14名） 

事業内容 各種セラミックス加工、及び製品の製造販売 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 5名 有(1) 無 有(2) 有(2) 

2018年度 11名 有(7) 無 有(3) 有(1) 

2017年度 9名 有(6) 無 有(1) 有(2) 

採用予定 機械オペレーター・品質管理・事務職等、数名採用予定 

転職者等の採用 募集中 

 

子育ての配慮など 
育児休暇取得者有、子供都合出勤可、出勤退勤時間自

由 

先輩からの声 

自主性と助け合いをモットーに毎日仕事に励んでいま

す。難しい事もありますが、直ぐに先輩方が助けてく

れますし、製品が完成した時の喜びは人一倍です。一

緒に世界に通用する製品を作りましょう。 

求める人物像 誠実でやる気のある方 

補足事項 
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グリーン近江農業協同組合 【複合サービス事業】 
人と自然とのかかわりを大切にし、食を守り、地域に愛される 

ＪＡグリーン近江をめざします 

  平成 6年 10 月 1日に 9JA が合併し、県下最大規模を誇る大型合併

JA として発足いたしました。合併から 25年余り、刻々と変化し、厳

しさを増す環境の中、組合員・地域社会と共に成長してきました。

今後もより一層地域に愛される存在となれるよう努力していくとと

もに、『農家組合員の所得増大』『農業生産の拡大』『地域の活性化』

を実現するべく活動してまいります。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表理事組合長 三井 久雄 

事業所所在地 〒529-1602 滋賀県蒲生郡日野町河原二丁目 55（日野東支店） 

本社所在地 〒527-0029 滋賀県東近江市八日市町 1-17 

ＴＥＬ 0748-25-5100 ＦＡＸ 0748-25-5111 

ホームページ http://wwww.jagreenohmi.jas.or.jp/ 

設立年 1994年（平成 6年） 資本金 447,000万円 

従業員数 
事 業 所：34名（男 19名／女 15名） 

企業全体：496名（男 271名／女 225名） 

事業内容 信用・共済・購買・販売・営農・畜産・指導・利用・加工事業 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 8名 有 有 有 無 

2018年度 28名 有 有 有 無 

2017年度 23名 有 有 有 無 

採用予定 

総合職 5名程度 

【新卒の部】大学院・大学・短大（農業大学校を含む）・高校を 2021 年 3 月に修了・卒業見込

みの者 

転職者等の採用  

 

子育ての配慮など 

育児時短勤務制度を利用でき、仕事と子育てを両立さ

せ、ワークライフバランスを充実させる環境を整えて

います。 

先輩からの声  

求める人物像 

・協同の心を持つ職員 

・人との関わりを大切にできる職員 

・地域農業の発展に貢献できる職員 

・地域の活性化に貢献できる職員 

・JAグリーン近江の発展に貢献できる職員 

補足事項 

くるみん認定 
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社会福祉法人 グロー（救護施設ひのたに園） 【福祉】 

生きることが光になる 
  私たちは次の 2つの言葉を胸に、この地域に生きる全て
の人の、安心な暮らしが保障され、尊厳を持ってその人ら
しく生きることができる社会を創っていきます。 

 「生きることが光になる」 
  全ての人は自らの命を通して、人に生きることの尊さを
知らせるものであると考えます。 

 「ほほえむちから」 
  ほほえむちからを、人は誰でも持っています。向かい合
う人に対するほほえむちから、向かい合う人のほほえむち
からを大切にします。 

 

企業・事業所情報 

代表者 理事長 北岡 賢剛 

事業所所在地 〒529-1601 滋賀県蒲生郡日野町松尾 121  

本社所在地 〒521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦 4837番地 2 

ＴＥＬ 0748-46-8188（本部） ＦＡＸ 0748-46-8288（本部） 

ホームページ http://glow.or.jp/ 

設立年 1967年（昭和 42年 4月） 資本金 - 

従業員数 
事 業 所：33名（男 11名／女 22名） 

企業全体：500名（男 200名／女 300名） 

事業内容 

高齢者への支援、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）等を県内各所で行っています。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 25名 有 有 有 有 

2018年度 15名 有 有 有 有 

2017年度 25名 有 有 有 有 

採用予定 
・2021年 4月大卒・高卒 8名程度（生活支援員） 

・中途採用、パートについては随時 

転職者等の採用 

未経験者の方も歓迎します。先輩職員が丁寧に指導するのは勿論ですが、職員一人ひとりが、

将来像を自ら描く（キャリアデザイン）ことができるように、仕事の内容や役割を明示すると

ともに、それを補う研修体系を構築しています。 

子育ての配慮など 

育児短時間勤務は、子が３歳までですが、1歳半までは

特別休暇（有給）で取得できるので、対象職員の多くが

取得し、家族との時間を大切にしています。また、扶養

手当だけでなく子育て手当などもあり、給与面でも子育

てを応援しています。 

 

先輩からの声 

滋賀県最大級の安定した社会福祉法人です。給与面や研

修制度など長く働ける環境が整っています。同期も多く

職員同士とても仲が良いいです。この前は先輩職員と北

海道旅行に行きました。  

求める人物像 

確実にスキルアップしていきたい方や様々な分野を経験したい方にお勧めです。グローでは、

介護施設や相談支援拠点、美術館など多様な事業を通して、子どもからお年寄り、障害のある

人の暮らしを支えています。多様な職種(キャリア)との新たな出会いがあなたを待っています。 

補足事項 

・滋賀県女性活躍認証企業（二つ星企業）、健康アクション宣言 

・施設見学は随時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。 
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互応化学工業 株式会社 滋賀工場 【製造業】 

「独自技術で社会に貢献」 
  互応化学工業は、京都府宇治市に本社を置く研究開発型の化学メ

ーカーで東証二部に上場しています。アクリル樹脂やポリエステル
の重合技術をメインに、乳化技術、感光（光硬化）技術という 3 つ
の技術を核として、幅広い分野にそれぞれの産業に特化した高機能
かつ高品質な化学製品を供給しており、高シェア率分野、高利益率
分野を持つ会社です。 

  繊維、製紙、化粧品、電子材料といった皆さんの暮らしに密接し
た製品、簡単にいえば着心地のいい服、風合い豊かな紙、おしゃれ
がきまる整髪料、スマートフォンにタッチパネル等、知らないうち
にあなたの暮らしに豊かさ・快適さをそっと支えているのが私たち、
互応化学工業です。 

 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 社長 藤村 春輝 

事業所所在地 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇カミ山 1-108 

本社所在地 〒611-0043 京都府宇治市伊勢田町井尻 58 

ＴＥＬ 
0774-46-7777(本社) 

0748-53-8070(滋賀工場) 
ＦＡＸ 

0774-43-3552(本社) 

0748-53-8072(滋賀工場) 

ホームページ http://www.goo-chem.co.jp/ 

設立年 1953年（昭和 28 年） 資本金 842百万円 

従業員数 
事 業 所：21名（男 18名／女 3名） 

企業全体：241名（男 183名／女 58名）（2020年 3月 1日現在） 

事業内容 特種化学工業製品の製造販売 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 8名 有 有 有 無 

2018年度 24名 有 有 有 有 

2017年度 19名 有 有 有 無 

採用予定 
・2021年 4月大卒 4名程度（研究開発）、高卒 4名程度（生産要員・事務員） 

・中途採用は随時 

転職者等の採用 
・仕事を自分事として取り組める 

やる気のある方は積極的に採用致します。 

 

子育ての配慮など 

・育児休業・看護休業取得実績あり（男性職員も

あり） 

・出産後の時短勤務、時差出勤制度あり 

・配偶者出産時、公休 3日付与 

先輩からの声 

先輩方も親切・丁寧に指導して下さるので、仕事

も覚えやすいです。また社内行事が多く、職場に

もなじみやすい会社です。 

求める人物像 

働く一人ひとりが、働く中で自分自身を見つめ、自分の成長を考え、働く事の幸せを感じ、そ

してその様な環境から生み出される「製品」や「サービス」によって社会に貢献するという価

値観を共有出来る人を求めています。 

補足事項 

 

 

滋賀工場 

新歓ハイキング（弊社保養所琵琶湖ロッジにて） 
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社会福祉法人 湖東会  

特別養護老人ホーム 白寿荘 【福祉】 

いくつになっても生き生きと笑顔あふれる生活を 

  平成 28年度・29 年度に湖東会 35周年事業として白寿荘を全面

建て替えし、従来型特養から個室ユニット型特養に生まれ変わり、

地域の皆様に喜んでご利用していただける施設になりました。令

和 2年 4 月より 10 床オープンします。 

  38年の実績に驕ることなく職員が一丸となってご利用者様・ご

家族様に喜んでいただけるよう努力してまいります。 
 

企業・事業所情報 

代表者 理事長・荘長 柏瀬 孝一 

事業所所在地 〒529-1601 滋賀県蒲生郡日野町松尾 359 

本社所在地 〒   -    同上 

ＴＥＬ 0748-52-5616 ＦＡＸ 0748-52-5655 

ホームページ hakujuso@siren.ocn.ne.jp 

設立年 1981年（昭和 56年） 資本金 15,200万円 

従業員数 
事 業 所：66 名（男 16名／女 50名） 

企業全体：250 名（男 72名／女 178名） 

事業内容 
・入居者の日常生活の介護及び介助 

・その他介護計画の実践等に関する業務 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 22名 有(19) 無 無 有(3) 

2018年度 8名 有 有 無 有 

2017年度 25名 有 有 無 有 

採用予定 
・2021年 4月大卒・高卒各 5名程度（介護職員） 

・中途採用、臨時職員、パートについては随時 

転職者等の採用 未経験でも意欲のある方大歓迎です。介護の基本から丁寧にお教えします。 

子育ての配慮など 
育児休暇取得率 100％で、子育て中の職場復帰も柔軟

に対応しています。 

 

先輩からの声 

人生の先輩である入居者さんからの学びはとても大き

く、皆さんの余生に関わる事を日々感謝しています。

困ったことがあると親身になって話を聞いたり、一緒

に乗り越えてくれる心温かく頼りになる職員さんがい

る職場です。 

求める人物像 
・健康であること、人と接することが好きな人。 

・心温かく愛情をもって接することが出来る人を求めています。 

補足事項 

ユースエール 2018年度認定（若者雇用促進法に基づく認定）、滋賀県イクボス宣言企業 
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湖東信用金庫 【金融業・保険業】 

未来をこの街とともに 

 がんばる地元企業の健全な発展 

 地域にお住いの方々へのお手伝い 

 地域のお子様の安全を守り成長を応援 

 地域社会が反映するための奉仕 

 これこそ「ことしん」の変わらぬポリシーであり願いです 
 

企業・事業所情報 

代表者 理事長 山本 英司 

事業所所在地 〒529-1603 滋賀県蒲生郡日野町大字大窪 538番地 

本社所在地 〒527-8687 滋賀県東近江市青葉町 1番 1号  

ＴＥＬ 0748-52-0750 ＦＡＸ 0748–53-1603 

ホームページ URL:http://www.kotoshin.co.jp 

設立年 1952年（昭和 23年） 資本金（出資金） 632,530,000 円 

従業員数 
事 業 所：16名（男 7名／女 9名）(2020年 2月 27日現在) 

企業全体：193名（男 100名／女 93名）(2020年 2月 27日現在) 

事業内容 

この地に生まれ、この地で育てられてきた当金庫は、｢報恩感謝｣を旨として、地域産業と地域

社会の発展に貢献することを最大の使命としています。これからも、地域の中小零細企業や住

民の皆さまに安定的な資金供給と有益な情報提供を行っていく中で、地域経済の安定・振興、

金融秩序の維持・向上に努めてまいります。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 11名 無 有(8) 有(1) 無 

2018年度 13名 無 有(11) 有(2) 無 

2017年度 15名 無 有(13) 有(2) 無 

採用予定 
・2021年 4月大卒・短大卒・高卒 10名程度（総合職採用のみ） 

・中途採用、パートについては随時 

転職者等の採用 基礎的な簿記知識を有しておられる方。UIJ ﾀｰﾝの方の応募も歓迎いたします。 

子育ての配慮など 

育児休暇の取得率はほぼ 100％、復職後も育児短時

間勤務制度を利用でき、子育て世代の職員も働き

やすい環境を整えています。 

 

先輩からの声 

職場以外でも支店ごとに旅行、職員全体での旅行、

スポーツ大会等が行われ、これらの行事を通して

他店舗の職員とも交流が図れます。また職場の雰

囲気も温かく、何か困っていると「大丈夫？何か

困っていたら相談してや」とお互いを助け合える

相互扶助の精神が金庫内でも根付いているため、

本当に働きやすい職場だと感じています。 

求める人物像 

人として備え持つべき力｢人間力｣、これに磨きがかけられる方は、とても魅力的だと思ってい

ます。「人間力」と言っても決まった定義があるわけではありませんが、「高い志を持つこと」

「コミュニケーション能力が高いこと」「リーダーシップが取れること」「約束を守ること」「忍

耐力があること」「倫理・道徳観があること」「感謝の気持ちを忘れないこと」など、書き上げ

ればきりがありませんが、こんな人間力のある人材を「ことしん」は求めています。 

補足事項 

 

 



19 

 

サイデン化学 株式会社 滋賀工場 【製造業】 

いつも、新しいチャレンジのベスト･パートナーであること 

  1．研究開発こそがメーカーの基本 

  2．得意先との共存共栄 

  3．信用は無限の財産 

  を企業(基本)理念に研究者の質の向上に努め 

  1．和親協調 

  2．積極進取 

  3．社会へのアプローチ 

  を社是として伸展を重ねてきました。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役社長 籠島 嘉隆 

事業所所在地 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町大字北脇字中畑 90-8 

本社所在地 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-4-7 (新日本橋ビル) 

ＴＥＬ 0748-52-6401 ＦＡＸ 0748-52-6403 

ホームページ http://www.saiden-chem.co.jp 

設立年 1940年（昭和 15年） 資本金 3億円 

従業員数 
事 業 所：37名（男 34名／女 3名） 

企業全体：292名（男 229名／女 63名） 

事業内容 合成樹脂系接着剤、粘着剤、各種コーティング剤など独自の技術を用いた各種機能性樹脂の製造 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 3名 無 無 有 無 

2018年度 2名 無 無 有 無 

2017年度 2名 有 無 無 無 

採用予定 
・2021年 4月 高卒 2～3名程度(製造課員) 

・中途採用については随時 

転職者等の採用 
未経験でも意欲のある方は積極的に採用いたしま

す。 

 

子育ての配慮など 育児休業規程有り 

先輩からの声 

化学的知識が無い方でも入社後先輩たちが親切に

教えますので、やる気があれば誰でも出来る作業で

す。 

求める人物像 協調性が有り、技術を身につける意欲のある人物 

補足事項 

みんなが身近に使っているスマートホンやパソコンにも弊社の接着剤が使われております。 
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佐々木化学薬品 株式会社 滋賀支店 【製造業、卸売業・小売業】 

化学で世の中をもっと便利に。それってすごいこと 

  私たちは化学薬品を通して現代社会を豊かにしていく「媒体」の

役割を担っています。 

日本の MONO づくりの活性化をビジョンに掲げ、美しく競争力のあ

る MONOづくりへの進化に貢献していきたいと考えています。 

  そのために、化学薬品+ハード（機器）からマーケティングやソフ

ト（教育・システム）までを手掛けることにより、MONO づくりにお

けるワンストップソリューションチームへ成長することを目指して

いきます。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 佐々木 智一 

事業所所在地 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇 日野第二工業団地 5-4 

本社所在地 〒607-8225 京都市山科区勧修寺西北出町 10 

ＴＥＬ 0748-53-2411  ＦＡＸ 0748-52-5102 

ホームページ http://www.sasaki-c.co.jp 

設立年 1946年（昭和 21年） 資本金 6,000万円 

従業員数 
事 業 所：15名（男 11名／女 4名） 

企業全体：85名（男 60名／女 25名） 

事業内容 

試薬および化学工業薬品の開発・製造販売 

・商社事業：試薬・工業薬品・理化学製品の総合商社 

・メーカー事業：金属表面処理剤や機能性樹脂（吸湿材）の設計・開発・製造販売 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 0名 無 無 無 無 

2018年度 1名 有 無 無 無 

2017年度 2名 有 無 無 無 

採用予定 中途採用 1名（営業） 

転職者等の採用 未経験でも、コミュニケーションの取れる方、チャレンジ意欲のある方を重視します。 

子育ての配慮など 

産前産後休暇・育児休暇・看護休暇など、社員が安心して

働ける職場環境作りを目指しています。また、復帰後も育

児時短勤務制度を利用でき、仕事と子育てを両立させ、ワ

ーク・ライフ・バランスを充実させる環境を整えています。 

 

先輩からの声 

製造業の企業や官庁関係が私たちのお客様。営業職は薬品

を販売するだけでなく、日々の訪問・対話を通じてお客様

のお困りごとや相談に向き合い、提案・解決することで信

頼を得る仕事です。知識は入社してからで大丈夫！ 

※勤務地：滋賀支店（蒲生郡日野町）、要：自動車免許 

求める人物像 
【コミュニケーション能力】自分一人だけでなく、みんなで楽しめた時に喜びを感じる人 

【チャレンジ精神】何か面白いことをやってみたい、という気概のある人 

補足事項 

厚生労働省「くるみん認定」子育てサポート企業 

京都府「京の子育て応援企業」認証、京都市「真のワーク・ライフ・バランス」市長賞受賞 
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三栄源エフ・エフ・アイ 株式会社 滋賀工場 【製造業】 

「味」「色」「香り」「食感」「機能・健康」に関与する食品添加物をトータルに提供 

  明治 44年に設立し、創業 100年を越える食品添加物の総合メーカー

です。食品の美味しさをつかさどる「味、色、香り、食感、機能・健

康」を創り出す、着色料・香料・甘味料・乳化剤・ゲル化剤等の食品

添加物の開発をトータルに手がけています。長年培ってきた技術と幅

広い開発力を武器に、世の中に新たな食を生み出してきた弊社！今後

も世界の食を支えるリーディングカンパニーとして、新たな挑戦を続

けていきます。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役会長兼社長 清水 孝重 

事業所所在地 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東山 341番 8 

本社所在地 〒561-8588 大阪府豊中市三和町 1丁目 1番 11号 

ＴＥＬ 0748-53-1551 ＦＡＸ 0748-53-1665 

ホームページ https://www.saneigenffi.co.jp/ 

設立年 1938年（昭和 13年） 資本金 18億円 

従業員数 
事 業 所：102名（男 75名／女 27名） 

企業全体：1020名（男 678名／女 342名） 

事業内容 食品・食品添加物・食品原料・工業製品の製造及び販売 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 6名 有 有 有 有 

2018年度 14名 有 有 有 有 

2017年度 8名 有 有 有 有 

採用予定 
・2021年 4月 大卒、高卒 5名程度（製造、品質管理） 

・中途採用、パートについては随時 

転職者等の採用 

・業界問わず、製造経験者を積極募集しています。 

・職場見学も可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。 

《問い合わせ》 TEL：06-6333-0521(本社) メール：jinji@saneigenffi.co.jp 

子育ての配慮など 

育児休暇の取得率は 100％で、復職後も時短勤務制度

を設け、仕事と育児の両立を支援しています。時短勤

務制度は「子が小学校 3年生を修了するまでの期間」

と定めており、法定の「子が 3歳に達するまでの期間」

よりも非常に手厚くなっています。 

 

先輩からの声 

弊社は、食品メーカーにとって、縁の下の力持ちのよ

うな存在です。定番の人気商品から新商品まで、多様

な食品づくりの一端を担えるのが魅力です。自分が製

造に携わった食品素材が使われ、たくさんの人が食べ

ることを想像すると大きなやりがいを感じます。 

求める人物像 

お客様の要望や世の中のニーズをとらえ、これまでにない食品添加物を創り出すためには、新

しいことに臆せず飛び込むチャレンジ精神が必要です。未知の分野にも挑戦してみようという

向上心を持った人ほど成長を遂げられます。また自分の仕事だけにまい進するのではなく、他

部門の人と意見を交換したり、力を合わせて問題を解決するなど、コミュニケーション力や協

調性が求められます。 

補足事項 
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医療法人社団昴会 日野記念病院 【医療・福祉】 

思いやりと感性にあふれた医療で地域社会の信頼に応えよう 

  救急をはじめ地域に根ざした医療の完成を目指して邁進していま

す。 

  また、法人内の「湖東記念病院」「能登川病院」「介護老人保健施

設リスタあるなろ」「訪問看護ステ－ションすばる」等と連携し患者

さんにとってベストな医療の提供に努めています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 開設者 理事長 相馬俊臣 

事業所所在地 〒529-1642 滋賀県蒲生郡日野町上野田 200-1 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-53-1201 ＦＡＸ 0748-53-1455 

ホームページ http://www.subarukai.jp 

設立年 1985年（昭和 60年） 資本金 － 

従業員数 
事 業 所：304名(2020年 1月末現在) 

企業全体：807名(2020年 1月末現在) 

事業内容 

一般病棟 110床 療養病棟 40床 計 150床 

診療科（内科、外科、乳腺外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚

科、泌尿器科、婦人科、眼科、リハビリテ－ション科、放射線科、病理診断科、救急科、歯科、

歯科口腔外科、麻酔科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、消化器外科、耳鼻咽喉科） 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 28名 有(7) 有(15) 無 有(6) 

2018年度 36名 有(7) 有(11) 無 有(18) 

2017年度 37名 有(15) 有(9) 無 有(13) 

採用予定 看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、臨床検査技師、診療情報管理士 等 

転職者等の採用 ハロ－ワ－ク等を通じて随時募集しています。 

子育ての配慮など 育児休業制度、院内保育所の運営、育児短時間勤務等で子育て世代を応援しています。 

先輩からの声 
自分のライセンスを生かせるような研修や教育プログラムを通してスキルアップが図れます。

また忘年会や納涼祭などで多職種との交流もできます。 

求める人物像 将来地域医療を共に支えていただける人材を求めています。 

補足事項 

 

 

 

 

 



23 

 

住井歯科医院 【医療】 

明るく、楽しく、地域貢献 

 新たに住井歯科医院“4 つの誓い”を制定し、地域貢献に邁進しま

す！ 

  1）患者さまの笑顔を取り戻します。 

  1）患者さまの不満に寄り添います。 

  1）患者さまの将来のお口の健康を維持します。 

  1）患者さまがいつまでも美味しいものを自分の歯で食べること 

ができるお手伝いをします。 
 

企業・事業所情報 

代表者 住井 浩剛 

事業所所在地 〒529-1602 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目 7 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-3434 ＦＡＸ 0748-52-4071 

ホームページ http://sumii-shika.com 

設立年 1934年（昭和 9年） 資本金 - 

従業員数 事 業 所：9名（男 1名／女 8名） 

事業内容 歯科一般、矯正歯科、予防歯科 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 0名 無 無 無 無 

2018年度 3名 有 有 無 有 

2017年度 0名 無 無 無 無 

採用予定 3名 

転職者等の採用 あり 

子育ての配慮など 育児休暇の取得率は 100％です。パートの方も多く、働きやすさバツグンです。 

先輩からの声 
仕事にやりがいがあり、スタッフみんな仲が良いです。 

地域の患者さまのためにガンバっています！ 

求める人物像 “4つの誓い”を理解して、まじめに実直に働ける方 

補足事項 

・歯科外来診療環境体制 診療所 

・かかりつけ歯科医療機能強化型歯科診療所 
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株式会社 ダイハツメタル 日野工場 【製造業】 

SSC（シンプル・スリム・コンパクト）を主軸に、さらなる発展に挑む 

  当社は 2005年、新たな時代のニーズに対応するため、1967年創

業の鋳物部品メーカー『ダイハツ金属工業(株)』と 1952 年創業のア

ルミ鋳造・機械加工の『諏訪工業(株)』が合併して設立された会社

です。 

  ダイハツ工業(株)の子会社として主に自動車部品を製造し、その

他にもディーゼルエンジン部品、工作機械部品、農機部品など幅広

く事業展開しています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 金岡 秀輝 

事業所所在地 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町日野第 2工業団地 1番 1号 

本社所在地 〒666-0023 兵庫県川西市東久代 2丁目 1-13 

ＴＥＬ 072-759-1215 ＦＡＸ 072-759-4434 

ホームページ http://www.d-metal.co.jp/ 

設立年 2005年（平成 17年） 資本金 2億 500万円 

従業員数 
事 業 所：209名（男 192名／女 17名） 

企業全体：922名（男 862名／女 60名） 

事業内容 

ダイハツ・トヨタ向けの自動車用鋳鉄部品や、自動車用アルミ部品を製造しています。自動車

用部品以外にも、難易度の高い船舶・建機・農機用鋳物部品など幅広く製造しております。ま

た、全国 4工場に加えて 2008年には中国に現地法人を設立し、グローバルな需要にも対応でき

るようになりました。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 19名 有 有 有 無 

2018年度 18名 有 有 有 無 

2017年度 18名 有 有 有 無 

採用予定 

・2020年度採用予定 大卒：5名、高卒：17名（予定） 

・今年から日野工場の新大卒採用（技術系総合職）を開始しました。 

 ご希望の方はマイナビ 2021よりご応募をお願い致します。 

・中途採用は随時募集 

転職者等の採用 

・未経験の方でも、自動車業界に興味がある方、チャレンジしてみようという意欲のある方は

積極的に採用致します。 

・UIJターンの方の応募も歓迎致します。 

子育ての配慮など 

育児休暇の取得率はほぼ 100％です。育児フレックス

タイム制度、育児短時間勤務制度を利用でき、仕事と

子育ての両立ができる環境を整えています。 

 

先輩からの声 

企業説明会への参加の際に、当社が自動車や船などの

重要部品を生産していると知り興味を深め、地元企業

で就職したいという思いもあり入社を決意致しまし

た。自分のやりたいことをチャレンジさせてもらえる

ので、やりがいを感じています。ぜひ企業説明会に足

を運び、話を聞いてみて下さい。 

求める人物像 
事業の拡大や社会環境の変化により求められるスキルは高まっています。 

現状に満足することなく、粘り強く挑戦し続ける方を求めています。 

補足事項 

・年末年始休暇、ＧＷ、夏季休暇 各々約 10日間 

・諸手当：時間外手当、通勤手当、夜勤手当、役職手当 

・福利厚生制度：社員共済会、慶弔見舞金制度、永年勤続表彰、住宅費用補助、退職一時金、確定拠出年金 
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中央倉庫ワークス 株式会社 湖東ＰＤ事業所 【その他サービス業】 

未来を預かる、未来を運ぶ 

  当社は、昭和 2 年創立の東証一部上場企業である株式会社中央倉

庫が 100％出資する子会社として、平成 28年 10月に設立した会社で

す。私たちは、中央倉庫グループの中の倉庫作業等を担っています

が、これは、株式会社中央倉庫が 90年にわたる歴史の中で積み上げ

てきた品質や信頼に係る、最も重要な業務のひとつです。当グルー

プが取扱う貨物は、繊維製品や食品、工業製品・原料、精密機械に

至るまで多岐にわたり、幅広い業種のお客様との取引により、安定

した業績と堅固な財務基盤を誇っています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 谷奥 秀実 

事業所所在地 〒529-1608 滋賀県蒲生郡日野町大谷 480-1 

本社所在地 〒600-8843 京都市下京区朱雀内畑町 41番地   

ＴＥＬ 0748-52-8130 ＦＡＸ 0748-52-8133 

ホームページ http://www.chuosoko.co.jp 

設立年 2016年（平成 28年） 資本金 2,000万円 

従業員数 
事 業 所：10名（男 10名／女 0名） 

企業全体：273名（男 234名／女 39名）(2020年 3月 1日現在)  ※契約社員含む 

事業内容 倉庫等における貨物の荷役およびそれに附帯する作業ならびに梱包作業等の請負業 

採用情報 

採用実績 

（契約社員含む） 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 3名 有(2) 無 有(1) 無 

2018年度 0名 無 無 無 無 

2017年度 1名 有(1) 無 無 無 

採用予定 2名 

転職者等の採用 随時対応 
 

子育ての配慮など 育児休業あり 

先輩からの声 

・大好きな地元で働き続けられます。 

・資格取得も応援してもらえます。 

・日々できることが増えるのが楽しいです。 

求める人物像 
少し地昧でハードな仕事かもしれませんが、頭と体を使って元気に働きたい方、地元で頑張り

たい方、ぜひ当社にお越しください。 

補足事項 
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株式会社 テクノ高槻 日野事業所 【製造業】 

究極のニューマティックソリューションを世界のお客様へ 

  空気のパワーを最大限に活かし、可能性を拡げるリニアエアー

ポンプのパイオニア。それがテクノ高槻です。業界初の電磁式ダ

イヤフラム方式を採用した「ハイブロー」は画期的かつ高性能な

製品として次々と開発。現在は国内のみならず海外 50 ヶ国以上

へ翔く、環境保全と省資源・省エネルギーを実現する高性能製品

に成長しています。環境・医療・産業・家庭分野への幅広いニー

ズにお応えしながら、人々の暮らしをより快適で安心できるもの

にするために我々は進化しつづけます。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 川﨑 正幸 

事業所所在地 〒529-1644 滋賀県蒲生郡日野町内池 168番地 

本社所在地 〒569-0095 大阪府高槻市八丁西町 8番 16号 

ＴＥＬ 0748-52-1392 ＦＡＸ 0748-53-1017 

ホームページ http://www.takatsuki.co.jp 

設立年 1956年（昭和 31年） 資本金 7,760万円 

従業員数 
事 業 所：21 名（男 7名／女 14名） 

企業全体：108名（男 64名／女 44名） 

事業内容 

電動機製造・エアーポンプ製造販売・医療機器製造販売 

近年では燃料電池・車載用ポンプ・医療機器にも力を入れ、高性能製品の開発を通じて幅広く

社会に貢献しています。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 0名 無 無 無 無 

2018年度 0名 無 無 無 無 

2017年度 0名 無 無 無 無 

採用予定 本社若干名採用予定 

転職者等の採用 
・長期勤続によるキャリア形成を図るため、概ね 35歳未満の方を募集 

・職務経験は問いません 

子育ての配慮など 
・フレックス制度採用 

・時短勤務制度 

 

先輩からの声 

年に数回、社員同士のコミュニケーションを通

じ絆を深めるためにレクレーションが開催さ

れています。海外事業所のスタッフや社員の家

族も参加して交流を深めています。（クリスマ

スパーティ・運動会・娯楽施設での体験イベン

ト）他に、社内の英会話教室も盛んです。 

求める人物像 

当社独自の「人材の 7 条件」を掲げています。この 7 条件にマッチするとともに、未知の世界

や変化する環境に「面白そうだ」「やってみたい」という気持ちで積極的に飛び込んでいく前向

きさや行動力を持つ人材を求めています。 

補足事項 

2015年ものづくり部品大賞（燃料電池用水素対応ブロア） 
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有限会社 特産品館 伊勢藤 

【製造業、卸売業・小売業】 

地元密着のサービス 

  自家製の和菓子を中心に洋菓子・日野の特産品・お土産品を数多

く取り揃えています。 

  祭事のご注文も決め細やかな対応でさせていただいております。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 竹内 晴久 

事業所所在地 〒529-1601 滋賀県蒲生郡日野町松尾 5丁目 34-3 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-5307 ＦＡＸ 0748-52-5367 

ホームページ http://hino307isetou.jimdo.com/ 

設立年 1924年（大正 13年） 資本金 1,000万円 

従業員数 事 業 所：7名（男 0名／女 7名） 

事業内容 

和菓子の製造・卸・小売 

日野町の特産品の販売 

喫茶店 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 2名 有(1) 無 無 有(1) 

2018年度 0名 無 無 無 無 

2017年度 1名 無 有(短大) 無 無 

採用予定 
製造担当者 1名(正社員・パートのいずれか) 経験者歓迎。未経験者、親切丁寧に指導します。 

正社員登用も有(パートの場合) 

転職者等の採用  

子育ての配慮など 随時相談 

 

先輩からの声  

求める人物像 まじめで、向上心のある人。 

補足事項 

多忙時季と閑散時季があります。勤務様態は相談の上、双方によい様態を考えて行きます。 
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日野精機 株式会社 【製造業】 

柔軟な思考と高い技術力で、もはやつくれないものはない 

  創業当初から受け継がれてきた技術、実現に到達するまであきら

めない、必ず実現させるという信念、そして世の中の変化に対応で

きる無限大な発想により日野精機はものづくりで社会を支えます。 

  弊社はスピーカーの製造で成長し、鉄道踏切の警報器のスピーカ

ーは、国内シェア 80％を獲得しています。その製造工程である「ダ

イカスト鋳造」「精密板金」「機械加工」「噴霧・溶剤塗装」「組立」

「検査」の各種技術を発展させ、様々な製品を製造してきました。

その技術を活かし、設計から検査までを自社で行う「一貫生産体制」

を構築し、あらゆるニーズにお応えします。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 福田 弘 

事業所所在地 〒529-1628 滋賀県蒲生郡日野町西大路 2140番地 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-1075 ＦＡＸ 0748-52-1065 

ホームページ http://www.hinoseiki.com 

設立年 1978年（昭和 53年） 資本金 2,320万円 

従業員数 事 業 所：116名（男 75名／女 41名） 

事業内容 

各種拡声器その他関連機器の組み立て加工、アルミ・亜鉛ダイカスト鋳造加工、冷間鍛造・そ

の他各種機械切削加工、プレス板金・溶接・仕上げ加工、各種プラスチック成型品、溶剤・粉

体塗装加工 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 15名 有(5) 有(4) 有(2) 有(4) 

2018年度 1名 無 無 有 無 

2017年度 1名 無 無 有 無 

採用予定 大卒・高卒若干名 

 

転職者等の採用 各種金属加工または製造業全般経験者歓迎します。 

子育ての配慮など 
出産後の職場復帰の支援や子育てし易い職場の雰囲

気を醸成するべく取り組みをしています。 

先輩からの声 

設計から組立まであらゆるニーズにお応えするため、様々な分野に日々挑戦し続けています。

社員旅行などもあり、充実したライフ・ワークバランスを送れます。わたしたちと一緒にもの

づくりで新しいあなたを発見しませんか？ 

求める人物像 

・ものづくりに興味のある方、好きな方 

・リーダーシップをとって問題を解決することが好きな方 

・柔軟な発想で創意工夫し、業務に取り組むことが好きな方 

補足事項 
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社会福祉法人 日野町社会福祉協議会 【その他サービス業】 

・困った時はお互いさま 支え合う 地域づくり 

・住み慣れたところで 自立した生活をサポート 

  全ての住民が、「困った時はお互いさま」と助け合い、支え合

いながら、誰もが、住み慣れた地域で安心して幸せに暮していけ

る仕組みづくりを、社協は、民生委員・児童委員さんや福祉協力

員をはじめ、地区社協や字福祉会等の地域の皆さんと共に進めて

いきます。 

  ひだまり事業所のケアマネージャー（介護支援専門員）をはじ

め、ホームヘルパー、看護師、生活指導員など介護の専門家が、

懇切丁寧に利用者のご希望や心身の状態を考慮し、居宅による自

立の支援を笑顔で提供いたします。 
 

企業・事業所情報 

代表者 会長 平尾 義明 

事業所所在地 〒529-1602 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目 1番地 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-1219 ＦＡＸ 0748-52-2009 

ホームページ http://www.hinoshakyo.or.jp/ 

設立年 1966年（昭和 41年） 資本金 100万円 

従業員数 事 業 所：44名（男 6名／女 38名） 

事業内容 

・地域福祉活動、地域福祉権利擁護、ボランティア活動の振興、介護予防、共同募金、総合相

談、善意銀行、民生委員児童委員協議会事務局、日本赤十字社日野分区・日野町赤十字奉仕

団活動事務 

・居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業、居宅介護事業、障害者移動支援事業、福

祉輸送事業 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 7名 有(2) 無 無 有(5) 

2018年度 1名 無 無 無 有(1) 

2017年度 3名 無 無 無 有(3) 

採用予定 ひだまり事業所・介護職員（通所介護、訪問介護）については、随時募集をしています。 

転職者等の採用  

 

子育ての配慮など  

先輩からの声  

求める人物像 
ヘルパー2級以上または介護職員初任者研修修了者 

資格をお持ちでない方についても、勤務いただきながら資格取得支援を行います。 

補足事項 
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日野町役場 【その他サービス業】 

ひびきあい「日野のたから」を未来につなぐ 自治の力で輝くまち 

  滋賀県の南東部、鈴鹿山系の西麓に位置する日野町は、霊峰・綿

向山を東に望み、町の花である「ホンシャクナゲ」が咲き誇る自然

に恵まれた町です。 

  まちのあらゆるものが交流し、高めあい、人や自然などまちのさ

まざまな資源が輝き続ける、住民が主人公のまちづくりに取り組ん

でいます。 
 

企業・事業所情報 

代表者 町長 藤澤 直広 

事業所所在地 〒529-1698 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目 1番地 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-1211 ＦＡＸ 0748-52-2043 

ホームページ http://www.town.shiga-hino.lg.jp/ 

設立年 1955年（昭和 30年） 資本金 － 

従業員数 事 業 所：218名（男 166名／女 52名） 

事業内容 各種証明書の発行や手続き、住民向けの様々な事業等部署により事業内容は異なります。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 12名 有(6) 有(5) 有(1) 無 

2018年度 12名 有(5) 有(7) 無 無 

2017年度 18名 有(9) 有(9) 無 無 

採用予定 
若干名（募集については 5月予定） 

※二次募集を実施する場合は秋頃を予定しています。 

 

 

転職者等の採用 
近年は新規学卒職員だけでなく、民間企業に勤めてか

ら日野町の採用試験を受験し、就職される方もいます。 

子育ての配慮など 

女性の育児休暇の取得率は 100％で、子どもが生後満 3

歳になるまで取得可能です。また、復職後も育児時短

勤務制度を利用でき、仕事と子育てを両立させる環境

を整えています。 

先輩からの声 

日野町には、あたたかい住民性があり、その中で一人ひとりの住民の皆さんに寄り添いながら

仕事ができることが魅力です。住民の方から声をかけてもらうこともあり、お互いに顔の見え

る関係は日野町の強みだと思います。住民にとって、身近で相談しやすく頼りになる職員を目

指して、職場の先輩や同僚とも相談や連携がしやすい雰囲気のなか、日々の業務にあたってい

ます。 

求める人物像 
・自ら考え、行動に移せる人 

・協調性があり、周囲とコミュニケーションを取りながら仕事を進められる人 

補足事項 
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日野薬品工業 株式会社 【製造業】 

健康を願う心を製品に！ 

  近江商人の発祥の地でもある日野商人の商いを支えた一つが漢方

をベースに独自の処方で造られた合薬の販売です。 

  正徳四年（西暦 1714年）に正野玄三が造り出した萬病感應丸の製

造を受け継ぎ新たな時代の社会貢献に努めます。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 松井 秀正 

事業所所在地 〒529-1642 滋賀県蒲生郡日野町大字上野田 119 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-1231 ＦＡＸ 0748-53-0332 

ホームページ http://www.hinoyakuhin.co.jp/ 

設立年 2012年（平成 24年） 資本金 5,000万円 

従業員数 事 業 所：55名（男 22名／女 33名） 

事業内容 医薬品、医薬部外品、医療・衛生用品及び清涼飲料水の製造販売 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 0名 無 無 無 無 

2018年度 3名 有(2) 無 無 有(1) 

2017年度 0名 無 無 無 無 

採用予定 2020年高校卒業予定者 2名 

転職者等の採用 面談の上採用も有り 
 

 

子育ての配慮など 
・育児・介護等法整備は確立しています。 

・申請があれば積極的に行使します。 

先輩からの声 働きやすく環境が良いです！ 

求める人物像 まじめで努力家で信念を持った方 

補足事項 

・平成 24年 4月 大木グループの一員となる 

・平成 27年 10月 大木ヘルスケアホールディングスの子会社となる 
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株式会社 ファーム 滋賀農業公園ブルーメの丘 

【複合サービス事業】 

動物たちとあえる・学べる・ふれあえる！ 

  中世ドイツの街並みを再現した農業公園。鈴鹿山脈を背景

に、年間を通じて花や動物とのふれあいなど、自然と親しん

で頂けます。 

  その他、体験教室や園内の加工品などを販売することによ

り、魅力いっぱいの公園を運営しています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 支配人 北山 直樹 

事業所所在地 〒529-1628 滋賀県蒲生郡日野町西大路 843 

本社所在地 〒793-0030 愛媛県西条市大町 1705-1 

ＴＥＬ 0748-52-2611 ＦＡＸ 0748-52-2351 

ホームページ http://www.blumenooka.jp/ 

設立年 1964年（昭和 39年） 資本金 3億円 

従業員数 
事 業 所：50名（男 20名／女 30名） 

企業全体：400名（男 150名／女 250名） 

事業内容 自家製品等の販売、遊具、体験教室、食事を提供し、お客様に満足感を味わって頂く。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 11名 有(4) 有(1) 有(2) 有(4) 

2018年度 5名 有 有 無 有 

2017年度 4名 有 無 無 有 

採用予定 中途採用、パート、アルバイトについては随時 
 

 

転職者等の採用 働く意欲のある方は積極的に応募して下さい。 

子育ての配慮など パート、アルバイトの方については勤務時間を配慮します。 

先輩からの声 
自然環境の中でお客様と接することができ、働きがいのある職場

です。 

求める人物像 
小さなお子様など、お客様とのふれあいが大好きな方歓迎 

躍動感と笑顔に満ちたエネルギッシュな方歓迎 

補足事項 
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丸杉建設 株式会社 【建設業】 

創業 50 年、少数精鋭で頑張っています 

  顧客は勿論、従業員とその家族の心身を豊かにすることという経

営理念を基に日野町で 50年営業を続けています。 

  少数精鋭を目指し、互いに協力し、助け合える環境づくりを心掛

けています。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役 杉浦 和人 

事業所所在地 〒529-1601 滋賀県蒲生郡日野町松尾五丁目 72番地 

本社所在地 〒528-0007 滋賀県甲賀市水口町新城 625番地 100 

ＴＥＬ 0748-52-3543 ＦＡＸ 0748-52-3590 

ホームページ － 

設立年 1970年（昭和 45年） 資本金 3,000万円 

従業員数 
事 業 所：16名（男 14名／女 2名） 

企業全体：18名（男 16名／女 2名） 

事業内容 

土木工事、建築工事、舗装工事の公共工事をメインに請け負っています。 

また民間工事においては、グループ会社の不動産会社による土地探しから、造成工事、建築工

事まで個人、法人問わず様々なニーズに応じることが可能です。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 0名 無 無 無 無 

2018年度 1名 無 無 有 無 

2017年度 1名 有 無 無 無 

採用予定 
・2021年 4月大卒・高卒 3名程度（専門分野及び事務） 

・中途採用、パートについては随時 

転職者等の採用 未経験者でもやる気のある方は、積極的に採用します。 

子育ての配慮など 
・育児休暇制度あり。 

・労働時間の相談にも応じます。 

先輩からの声 

やる気さえあれば経験がなくても先輩方が一から優しく丁寧に教えてくれ、資格等も取らせて

もらえ技術も身につきます。自分のした仕事が目に見える形で末永く残るやりがいのある仕事

です。社内はみんな明るく、上司も親しみやすいので誰にでも相談できる和気あいあいとした

会社です。一緒に頑張りましょう。 

求める人物像 責任感と根性のある人を求めています。 

補足事項 
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株式会社 メイコン 日野営業所 【運輸業】 

内陸にはほぼない！クレーン付倉庫を保有する営業所 

  当社は、東証一部上場のニッコンホールディングスのグループ

企業として、倉庫事業・輸送事業・流通加工事業など、物流のあ

りとあらゆる業務を担う総合物流企業です。 

  愛知県・三重県・滋賀県合わせて 5万坪の倉庫と財務安定力が

ある点が強みです。また、当社の社風はフラットな人間関係が特

徴で、厳しさや緊張の中にも和気あいあいとした雰囲気がどの部

署でも感じられる会社です。 
 

企業・事業所情報 

代表者 長濵 英己 

事業所所在地 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町北脇 15 

本社所在地 〒485-0075 愛知県小牧市三ツ渕 950番地 

ＴＥＬ 0748-53-3311 ＦＡＸ 0748-53-3312 

ホームページ http://www.meikon.co.jp/ 

設立年 1954年（昭和 29年） 資本金 4,800万円 

従業員数 
事 業 所：10名（男 8名／女 2名） 

企業全体：212名（男 145名／女 67名） 

事業内容 

メイコン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一部上場企業であ

るニッコンホールディングスのグループ会社です。当社の主力である倉庫事業では建築資材、

設備機器、工作機械、アパレル、容器、樹脂原料から製品まで、多種多様な商品を取り扱って

おり、倉庫内では流通加工等の付加価値サービスの提供にも力を入れています。 

採用情報 

採用実績 

※企業全体 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 32名 有 有 無 有 

2018年度 25名 有 有 有 有 

2017年度 29名 有 有 無 有 

採用予定 

・2021 年 4 月大卒は 10 名程度（特定総合職：営業、企画、営業事務、総務、人事、経理、シ

ステム管理など）※会社全体 

・現業職希望、中途採用については随時 

転職者等の採用 ・未経験者でも、チャレンジしてみようという意欲のある方は積極的に採用致します。 

子育ての配慮など 

・育児休暇の取得制度あり。 

・2019年度 1名 取得実績あり。※会社全体の実績 

・復職後も仕事と子育ての両立ができる環境を整えています。 

先輩からの声 

入社時は運輸・倉庫に関する知識はほとんどなく、

仕事に対して不安を感じていましたが、実際に現

場で作業を行ったり、様々な研修を受けるなど段

階的に学ぶことができました。また業務に必要な

資格取得のサポートもあり、勉強する機会は多々

あります。今は学んだ知識を活かし、人事課で採

用関係や社員研修など会社を支える「ヒト」の採

用・教育・育成に携っています。様々な仕事を任

せてもらえるため苦労は多いですが、やりがいを

感じています。 

 

求める人物像 

メイコンの幹部職・経営陣として会社を牽引する

意欲に溢れる、明るい対応ができる方、前向きで

やる気のある方を募集いたします。 

補足事項 

【採用に関する詳細・お問い合わせ】 

・メイコンＨＰ、マイナビ 2021、キャリタス就活 2021 

・株式会社メイコン 人事課 TEL:0568-74-0166 
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株式会社 麗光 日野工場 【製造業】 

「夢と感動の創造」を目指し、薄膜加工技術の新たな可能性に挑戦し続ける高機能素材メーカー 

  1950年に西陣織などに使われる金銀糸のメーカーとして京都に生

まれました。以来、金銀糸製造に用いられる金属蒸着フィルムの技

術を活かし、包装材料や電子機器材料などの分野に積極的に進出し

ています。 

  長年にわたり培ってきた薄膜加工技術を武器に、高機能素材の研

究開発、製造・販売を行っております。企業理念である「夢と感動

の創造」を目指し、薄膜加工技術の新たな可能性に挑戦し続ける、

モノづくりメーカーです。 
 

企業・事業所情報 

代表者 岩井 順一 

事業所所在地 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町大字北脇日野第二工業団地 4-3 

本社所在地 〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町 19番地 

ＴＥＬ 075-311-4101(代) ＦＡＸ 075-311-4121 

ホームページ http://www.reiko.co.jp 

設立年 1955年(昭和 30年) 資本金 3億円 

従業員数 
事 業 所： 49名（男 47名／女 2名） 

企業全体： 251名（男 209名／女 42名） 

事業内容 
電化製品の装飾や液晶モニタ、食品の包装材料、建材、金銀糸や化粧品など、あらゆる分野で

用いられる“薄膜”を最先端の高度な技術を使い開発・製造・販売しています。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 15名 有(8) 有(2) 有(3)  有(2 嘱託社員) 

2018年度 17名 有(11) 有(4) 有(1)  有(1 契約社員) 

2017年度 16名 有(11) 有(4) 有(1) 無 

採用予定 
・2021年 4月大卒・高卒 1～4名程度（技術開発・製造・技術営業） 

・中途採用については随時 

転職者等の採用 

・人柄や熱意を重視致します。 

・未経験の方でもやる気のある方でしたら歓迎致します。 

・長期的に働いて頂ける方歓迎致します。 

・UIJターンの方の応募歓迎致します。 

・栗東工場・日野工場の特定部門では交替勤務制度を取っており、交替勤務手当・深夜勤務手

当の支給があります。 

子育ての配慮など 

育児休暇取得率は１００％です。復帰後も短時間勤務制

度を利用し活躍しています。子供の病気や学校行事など

の際にも休みを取りやすい環境となっております。ま

た、社員同士が助け合い、生計を援助することを目的と

する共済会より小・中学校入学の祝金があります。 

 

先輩からの声 

自分で考え、工夫できるのが当社の機械オペレーターで

す。製造するフィルムによって条件や塗材、塗る濃さな

どが変わりますので、安定して製品化できるまであらゆ

る手法やルールを試します。決して単純な機械作業では

無いところに魅力を感じています。覚えることは多いで

すが、刺激的な毎日です。 

求める人物像 

弊社の経営理念である「夢と感動の創造」を一緒に求めていけるものづくりが好きな方。また

経営スローガンである「自ら考え、自ら行動せよ」に則り自発的に行動出来、周囲とコミュニ

ケーションを取りながら仕事を進められる人を求めております。 

補足事項 

・厚生労働省より、若者の採用や育成に積極的で、若者の雇用体制が望ましい中小企業として「ユースエール認定企

業」に認定されました！ 

・経済産業省より、地域経済牽引事業の担い手候補として「地域未来牽引企業」に選定されました。 
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和気産業 株式会社 【卸売業・小売業】 
私たちは人々が幸福な暮らしを送るために生活者の立場で快適で安全な住環境を創造します 

暮らしの中の“不”を解消したい。壊れたところの補修から始ま

り、小さい“不”を解消することで、暮らしの質はどんどんよくな

ります。 

そのための商品を作り、必要としている人にその情報を正確に伝

え、手元に届き、使用して“不”の解消ができるところまで、トー

タルで提案するのが私たちの仕事です。 
 

企業・事業所情報 

代表者 代表取締役社長 宮地 龍 

事業所所在地 〒529-1663 滋賀県蒲生郡日野町第二工業団地 3-2 

本社所在地 〒577-0814 大阪府東大阪市南上小阪 10-32 

ＴＥＬ 0748–53–2225 ＦＡＸ 0748-53-2230 

ホームページ http://www.waki-diy.co.jp 

設立年 1952年（昭和 27年） 資本金 9,200万円 

従業員数 
事 業 所：108名（男 26名／女 82名） 

企業全体：446名（男 184名／女 262名） 

事業内容 
ＤＩＹ用品の専門商社。 

全国ホームセンター・大手スーパー・ネット通販などに販売しています。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 13名 有(2) 無 無 有(11) 

2018年度 9名 無 無 有 有 

2017年度 11名 無 無 無 有 

採用予定 契約社員、パートタイマーについては随時 

転職者等の採用 
当社は未経験者がほとんどです。社内教育も充実しているので新しいことにチャレンジしたい

方は積極的に採用します。 

子育ての配慮など 

育児休業復帰後の育児短時間勤務制度、看護休暇等の

取得実績があります。子育てへの理解もあり、働きや

すい環境です。 

 

先輩からの声 

勤続年数の長い人が多く、定着率は高いです。スキル

を身に付けると仕事の幅も広がりやりがいのある仕事

です。 

求める人物像 

「誠実」で「自信」にあふれ「アグレッシブ」に行動する人。 

職場ではたくさんの人と関わりながら仕事を進めていきますので、コミュニケーション力も必

須となります。 

補足事項 

 

 

 



37 

 

綿向生産森林組合 【農業・林業】 

豊かな水資源とおいしい空気の製造工場「綿向生産森林組合」 

  町のシンボル「綿向山」とその周辺約 1,000 ヘクタールの森林を

所有し、その歴史ある森林を管理する当組合は、県内だけでなく、

全国でも指折りの大きな生産森林組合です。 

  一級河川日野川の源流域にある豊かな森林を維持し、持続可能な

森林経営を行うため、平成 29 年度には「SGEC」森林管理認証を県内

で 2番目に取得致しました。 
 

企業・事業所情報 

代表者 組合長理事 嶋村 寿雄 

事業所所在地 〒529-1604 滋賀県蒲生郡日野町大字村井 1352番地 

本社所在地 〒   -     同上 

ＴＥＬ 0748-52-0010 ＦＡＸ 0748-52-0186 

ホームページ http://www.rmc.ne.jp/watamukisan/ 

設立年 1964年（昭和 39年） 資本金 34,826万円 

従業員数 
事 業 所：6名（男 5名／女 1名） 

企業全体：6名（男 5名／女 1名） 

事業内容 

木材の生産から販売まで。また、森林保育作業では水源涵養など多面的機能が充分発揮できる

森林づくりに取り組み、持続可能な森林環境整備に取り組んでいます。 

なお、企業とのパートナー協定を結び、森林の有効活用にも貢献しています。 

採用情報 

採用実績 

 採用者数 一般・中途 大卒等 高卒 パート 

2019年度 1名 有(1) 無 無 無 

2018年度 0名 無 無 無 無 

2017年度 2名 有 無 無 無 

採用予定 現業従事者は随時募集しており、面談において採用致します。 

転職者等の採用 

未経験者には、「緑の雇用事業」においての、研修が可

能。また熟練者には作業チームのリーダーとして採用

致します。 

 

子育ての配慮など 

現段階での育児休暇取得率は 0％ですが、法律で定め

る期間は確保します。 

先輩からの声 

森林整備という「自然相手」の仕事のため、年間通じ

て厳しい環境での作業もありますが、近畿の水瓶「び

わ湖」の水源確保と環境整備を担う仕事のやりがいは

大きな物を感じます。 

求める人物像 「山」の仕事が好きな人。行動力があり、いつも前向きに物事を考える方を求めています。 

補足事項 

森林管理認証「SGEC」取得 

 

 

 


