
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業説明会 
JUMP UP SHISO 2020 

 日時：2020年２月３日(月) 13:00-16:30 

場所：宍粟防災センター５階 ホール 
(宍粟市山崎町鹿沢 65-3) 

 

宍粟市人財力フル活用プラットフォーム推進会議 

西播磨地域人材確保協議会 
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業種 総合建設業

事務・営業　ほか 普通自動車運転免許

採用人数 各１名ずつ

コメント

上林建設㈱は建築を通じてまちづくりを行っています。建築に関する企画・提案、建築設計、工事
施工、アフターサービスまでトータルな建築サービスを業務としております。
学校や公民館などの公共施設から病院、介護施設、事務所、工場などの
民間施設まで様々な建物をつくっています。
活気ある現場で、仲間を大切にする社風です。
力を合わせて働いてくれる方の応募を待っています。

2 上林建設株式会社

本社　〒671-2535　兵庫県宍粟市山崎町宇原345
TEL：0790-62-2828    FAX：0790-62-7186
姫路　〒671-2222　兵庫県姫路市青山3-10-2
TEL：079-266-2801　　FAX：079-267-1633
E-mai：hamada@uebayasi.co.jp
URL：http://www.uebayasi.co.jp/
担当:濱田

大学卒/高専卒/短大卒

第二新卒 可 一般 可

事業内容 建築工事業（事務所・店舗・工場・倉庫・保育園・学校・医療・福祉施設など）

募集職種
①現場監督（本社勤務）、②設計業務
（本社勤務）、③営業職（本社勤務）

資格
普通自動車免許（現場監督のみAT限定不
可）

1 ハリマ農業協同組合 業種 農協事業

〒671-4193　兵庫県宍粟市一宮町東市場429-1
TEL：0790-72-1234    FAX：0790-72-1590
E-mail：info@ja-harima.or.jp
URL：http://ja-harima.jp/
担当：企画管理課　大谷

募集対象

第二新卒 一般

募集対象

コメント

JAハリマは兵庫県下でも特に地域に密着したJAとして、生活に関わる様々な活動をサポートして
います。貯金・融資・為替などの信用事業、医療や年金、住宅の災害や自動車事故などのリスク
に備える共済事業、農家の方への営農指導、農機具の販売・整備、Aコープの運営、ガソリンスタ
ンドの運営などを行う経済事業を行っています。事業範囲のすべてを宍粟市管内で行い、管内に
お住まいの方にとって「何かあったときにはまずJAハリマに相談しよう」と思っていただける存在
でいれるよう、職員一丸となって勤務しています。

採用人数 若干名

高校卒以上

可 可

事業内容
JAハリマは宍粟市一宮町、波賀町、千種町がエリアの地域密着型の総合農協です。
本所からすべての事業所までは車で30分圏内ですので人事異動があっても安心です。
様々な地域貢献活動を行っており、職員も積極的に参加して地域社会とコミュニケーションを図っております。

募集職種 資格

1



採用人数 若干名

コメント

当社はデンソーサービスステーションとしてバッテリー、エアコン、ドライブレコーダー、カーナビ、
ETC、カーセキュリティ、携帯電話販売などを手掛けお陰様で今年６０周年を迎えます。
「すべてはお客様の安心安全のために」を理念にチームワークを大切にし、急速に進化していく
車の電子システム診断・修理・取付のスペシャリストとしてお客様に満足いただけるモビリティ
カーサービスの提供を目指し日夜努めています。
未経験の方も歓迎。
明るく元気で素直な方、忍耐力のある方を募集しています。

事業内容

・軽四～大型自動車の電装品の販売・取付・修理
・バッテリー、カーナビ、ドライブレコーダー、エアコン、オーディオ、ETC、セキュリティ等の用品取付
・自動車の車検整備、修理、列車空調整備
・各種レンタカー、介護車両販売

募集職種 自動車電装品整備・取付業務 資格 普通自動車免許

〒671-2573　兵庫県宍粟市山崎町今宿98-15
TEL：0790-62-1607　 FAX：0790-62-2508
E-mai：soumu@kameuchi-denso.co.jp
URL：http://www.kameuchi-denso.co.jp/
担当：　光岡・福田

募集対象 大学卒/短大卒/高専卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

採用人数 未定

コメント

創立７０有余年の当金庫は、豊かな自然に抱かれた宍粟市山崎町に本店を構え、西播磨地区を
中心に姫路、たつの、太子、高砂、加古川、相生、佐用、明石に２６店舗を展開しております。
地元のお客様からお預かりした大切な資金（預金積金）は、地元で資金を必要とするお客様に融
資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをするとともに、地域社会の一員として地元の中小企
業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済の持続的な発展に努めております。ま
た、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く地域社会の
活性化に積極的に取り組んでおります。一緒に働いてみませんか。

4 カメウチ電装株式会社 業種
サービス業

（自動車電装品整備・販売）

事業内容
信用金庫法に基づく、預金、融資、内国為替、代理業務、生命保険、損害保険、投資信託・国債
の窓口販売、各種公共料金収納など様々な業務を行っております。

募集職種 総合職・一般事務職 資格

必須資格：普通自動車運転免許

一般応募の方は、金融機関勤務経験者を対
象とします。

〒671-2595　兵庫県宍粟市山崎町山崎190
TEL：0790-62-7707
E-mai：s1694000@facetoface.ne.jp
URL：https://www.shinkin.co.jp/nisisin/
担当：志水・赤染・益

募集対象 大学卒／短大卒／高専卒／専門卒／高校卒

第二新卒 可 一般 可

3 西兵庫信用金庫 業種 金融業（信用金庫）
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採用人数 ①、②若干名

コメント

新入社員であっても、言われたことだけをしているようでは、会社も従業員自体も成長はしませ
ん。確かに、指示されたことをいかに正確かつ迅速に行い、成果を出すことも必要なことです。そ
の上で、当社では、各人が、日々の仕事の中でどうすればより多く、早く、最高の製品を製造でき
るかを考え、意識・目標を持ち仕事に取り組むことに注力しています。全従業員が同じベクトルで
どうすれば、より会社が良くなるかを考える。そして、あなたには、幹部になってこの会社を担って
欲しいのです。そんな気概のあるあなたと出会えることを楽しみにしています。

事業内容
■大型発電用プラントにて使用される事業用発電タービンブレードの製造
■今新たに航空機エンジン及び機体部品の製造を手掛けています。

募集職種
①技術職
②プログラマ

資格 特になし

〒671-4105　兵庫県宍粟市一宮町上岸田569-1
TEL：0790-74-0138    FAX：0790-74-1613
E-mail：k.kakio@ichinomiya-seiko.co.jp
URL：http://www.ichinomiya-seiko.co.jp/
担当：垣尾

募集対象 大学卒/短大卒/高専卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

採用人数 ２名から３名

コメント

職員2，600人を擁し、年収200億円の　”日の出医療福祉グループ”　の一員として西播磨地区で創業25周
年を迎えました。この間科学的介護を標榜し日中おむつゼロの達成や地域包括支援センターの委託を受け
窓口（ブランチ）業務を行うなど地域介護のコアの施設として多くの方々に利用されております。
”職員が働き易く”　を経営方針に掲げ、日々改善努力をしております。
資格につきましては、様々な資格取得に向けセミナーや受験対策が用意されており、多くの職員が合格し、
資格を取得しております。　また、介護未経験の方は、２年、３年の先輩が指導致しますので、ご安心下さ
い。
なお、私共の施設におきましては、犬７匹、猫12匹が御利用者様と一緒に暮らしております。動物好きな方
も、是非施設見学にお越し下さい。お待ちしております。

6 一宮精工株式会社 業種 製造業

事業内容
特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、グループホーム、小規模多機能事業所やサービ
ス付き高齢者向け住宅など12の事業所を展開する高齢者総合福祉施設です。

募集職種 介護職員、相談員 資格 特になし

〒679-5136　兵庫県佐用郡佐用町志文515
TEL：0790-79-3145    FAX：0790-79-3783
E-mail：info＠sunhome-cat.jp
URL：http://www.sunhome-cat.jp/
担当：人事　山本美好

募集対象 大学卒/短大卒/高専卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

5 社会福祉法人博愛福祉会　サンホームみかづき 業種
　サービス業
　高齢者総合福祉施設
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採用人数 若干名

コメント

”郷土に工業を興そう若人の力富まそう郷土”を経営理念に西播磨から鳥取県東部でモータ作り
に全精力を注ぎ、地域と協調・発展を続け、少しずつでも都市部一極集中を是正し調和のとれた
社会作りのため努力しております。
2011年に播磨科学公園都市(テクノポリス)内にモータ技術研究所を開設し、
顧客の求める、又、求められるモータとモータ技術の開発・研究に全精力を注いでおります。
＜求める人材＞・前向きで、忍耐力のある人・明るく、誰とでもコミュニケーションをとれる人

事業内容
マイクロモータから高精度サーボモータまで、各種モータ部品の生産及び巻線加工とモータ組み
立てを行っております。

募集職種 技術者(設計者） /  製造者 資格 特になし

〒671-4137　兵庫県宍粟市一宮町閏賀358
TEL：0791-59-8200    FAX：0791-59-8202
E-mail：k-futakawa@ime-group.co.jp
URL：http://www.ime-group.co.jp
担当：二川

募集対象 大学卒(技術者) / 高卒(製造者)

第二新卒 可 一般 可

採用人数 ①②とも、若干名

コメント

会社設立から50年を超える実績ある地元の工務店です。今ではグループ企業9社、従業員300名
を数えるグループ企業の中核を担っています。
当社は、「関わりあうすべての人が幸せになること」を目的として日々の業務に取り組んでいま
す。すべての人とは、従業員、従業員の家族、協力業者とその家族、そしてお客様とそのご家族
のことです。
ぜひ、私たち社員の仲間として幸せを追求していきましょう。

8 株式会社一宮電機 業種 電気機械器具製造業

事業内容
小中学校等の官公庁の建物、マンション、事務所等ビル及び工場・店舗などの民間工事まで幅広く建築工
事を手がけています。とくに近年は、㈱横河システム建築の販売・施工代理店として、yess建築を主力商品
に高品質で低コストな建物の販売も行っています。

募集職種
①営業職
②施工管理職

資格 普通自動車運転免許

〒671-2533　兵庫県宍粟市山崎町須賀沢1208
TEL：0790-62-1555    FAX：0790-62-7039
E-mail：a-arimoto@yahatak.co.jp
URL：https://www.yahatak.co.jp/
担当：石原・有元

募集対象 大学卒/短大卒/高専卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

7 八幡建設株式会社 業種 総合建設業
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採用人数 ①　1名　　　　　②　1名

コメント

２０１６年１０月に「岩谷産業株式会社」のグループ会社となった、エアゾール製品製造メーカーで
す。当社は、主に大手客先のOEM製品を製造しており、市場において非常に高いシェアを占めて
おります。第１１回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞『優秀賞』、平成１９年に全国地球温暖化
防止活動環境大臣賞を受賞した技術力を活かし、今後、国内だけでなく、海外への展開を視野
に入れた活動を積極的に展開しています。
地元で活気あふれた活動をしている私たちと一緒に働いて頂ける仲間を募集しています。

事業内容 ノンフロンダストブロワー、自動車向け冷媒缶、トーチバーナー缶のOEM製造・販売

募集職種
① 機械オペレーター
② 製品検査員

資格 特になし

〒671-2423　兵庫県姫路市安富町狭戸117
TEL：0790-66-3625    FAX：0790-66-3650
E-mail：y.hirakawa@nkk-aerosol.co.jp
URL：http://www.nkk-aerosol.co.jp/
担当：平川

募集対象 大学卒/短大卒/高専卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

採用人数 いずれも若干名

コメント

「企業ＰＲ]
「おつきあい100年宣言」をモットーに、新築・リフォーム部門ともにお客様に喜んでいただける本
物の家づくりとサービス、メンテナンスを通して、お客様と世代を超えた末長いお付き合いを目指
しております。
「求める人物像]
・何事も、やる前から諦めない　・自分の可能性を否定しない　・未経験の分野でも、ヤル気をもっ
て取り組める　・チャレンジ精神がある　・飾り気のないコミュニケーションがとれる
そんな方、ぜひ一緒に働きましょう！！

10 エヌ・ケイ・ケイ株式会社 業種 製造業

事業内容
地元、しそうの木材を使用した木造住宅の新築及びリフォーム工事を行っております。
「はりまの杜　しそう杉の家」モデルハウスが砥堀（姫路）と五軒邸（姫路）の住宅総合展示場内にあり、本社（山崎）、た
つの、加古川の営業所とも合わせ、播磨全域をカバーしています。

募集職種
①営業　②設計
③現場監督　④大工

資格
①必須資格：普通自動車運転免許
　 歓迎資格：建築士

〒671-2533　兵庫県宍粟市山崎町須賀沢704
TEL：0790-63-0063    FAX：0790-63-0260
E-mail：info＠yamahiro.org
URL：http://www.yamahiro.org
担当：総務部　小林孝弘

募集対象 大学卒/短大卒/高専卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

9 株式会社山弘 業種 建設業
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採用人数 1名

コメント

国内農業機械用コントロールケーブルシェアNO.1の企業です。
日本国内の農業機械用コントロールケーブルの約70％を自社で生産しています。
コントロールケーブルを生産する設備のメンテナンス・治工具の加工を行う仕事です。
機械を扱うのが好きな方や興味がある方を募集しています。未経験でもＯＫです。

事業内容 農業機械用コントロールケーブルの製造

募集職種 生産技術 資格 普通自動車運転免許

12 株式会社ニチフレ千草 業種 製造業

募集対象 高校卒/専門卒

第二新卒 可 一般 可

〒671-3211　兵庫県宍粟市千種町岩野辺2038-1
TEL：0790-76-2244    FAX：0790-76-8000
E-mail：hirata@nichifule.co.jp
担当：平田

採用人数 ①②若干名

コメント

事業内容

募集職種 資格
①介護職
②看護、リハビリ職

当施設は、平成３年に宍粟市唯一の老人保健施設として開設いたしました。一般に「老健（ろうけん）」とも
言われ、主に高齢利用者が自立した生活をおくれるように支援し、家庭復帰のために創設されたものです。
むつみ園は、波賀町の山々の自然の中でとても閑静な地域にあります。このような快適な環境で、利用者
一人一人に医師による医学的な管理のもと、看護、介護ケア、リハビリテーション、栄養管理、食事、入浴な
ど総合的なケアサービスを提供いたします。
また、一般入所のほかにも、短期入所療養介護（ショートステイ）、通所リハビリテーション（デイケア）のサー
ビスも行っております。
施設内は明るい家庭的な雰囲気があり元気いっぱいのスタッフがいます。介護未経験の方でも先輩指導員
がおりますので、ご安心ください。

①必須資格：不問
②必須資格：国家資格

・入所者、通所者の介護と介助（介護職）
・入所者、通所者の看護とリハビリ（看護・リハビリ）
・関連部署との連携とサポート

募集対象 高校卒以上

第二新卒 可 一般 可

〒671-4215　兵庫県宍粟市波賀町飯見36-30
TEL：0790-75-2810    FAX：0790-75-3810
E-mail：info@mutsumien.jp
URL：:http//www.mutsumien.jp
担当：山岸

11 老人保健施設むつみ園 業種 社会保険・社会福祉・介護事業
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採用人数 ①２名　②１名　③１名

コメント

世界へ向けて製品を供給するオーエスグループのマザーファクトリーです。
工場内に「技術部」を有し、多くの無形の知的価値のある製品の企画・開発から製造・物流まで
統括します。
お客様の「キモチをカタチに」するものづくりをしている会社です。

※ものづくりに興味のある方、経験、年齢問わず募集いたします。

事業内容
各種スクリーンの研究開発、製造、輸出入、販売
各種施設や建築物の電動駆動設備・からくり装置等の企画、設計開発、製造、輸出入、販売、施工

募集職種
① 製造
② 国内営業
③ 社内SE

資格
必須資格：普通自動車運転免許（通勤
用）

〒671-2513　兵庫県宍粟市山崎町梯278-3
TEL：0790-64-5888
E-mail：jinji-osg@os-worldwide.com
URL：https://jp.os-worldwide.com/osm/
担当：小林美幸

募集対象 大学院卒/大学卒/高専卒/短大卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

採用人数 3名

コメント

【企業PR】
金型、専用機製作をはじめ、多岐多彩にわたる技術力とノウハウを駆使して、お客様の様々な
ニーズに合わせた多品種小ロット生産ができる一貫生産体制のもと、高品質、低コスト、短納期
を追求し、技術の革新に取り組んでいます。
【求める人物像】
団結し、協力し合って目標に取り組む協調性と色んな事にチャレンジしながら自らを成長させる
向上心。積極的かつねばり強く、どんな事にも取り組み、やり抜く心意気と行動力を期待する。

14 株式会社オーエスエム 業種 製造業

事業内容
住宅設備機器、単車、家電製品、建設機械、鉄道車両、産業車両、産業機械、医療機器など、広範な分野
にわたるお客様に向けた金属加工製品 （プレス、精密板金、塗装、組立、溶接） を製造しています。

募集職種
技術技能工　：　1名
営　　　　業   ：　1名
品 質 保 証　：　1名

資格
必須資格：普通自動車運転免許
【その他資格は入社後取得】

〒671-2514  兵庫県宍粟市山崎町田井４３５
TEL：0790-62-1805　  FAX：0790-62-8365
E-mail：m.kinugasa@fukukin.co.jp
URL：http://www.fukukin.co.jp/
担当：管理部（井口、衣笠）

募集対象
大学院卒/大学卒/高専卒
/短大卒/経験者(高卒以上)

第二新卒 可 一般 可

13 フクシン金属工業株式会社 業種 金属製品製造業
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採用人数 若干名

コメント

宍粟市本社工場では液体培養、京都府舞鶴市舞鶴工場では固体培養を手掛けており、２つの製
造方法を持つ世界でも数少ない酵素専門メーカーです。
製品は全てNon-GMOで、コーシャ、ハラールにも対応。本社工場、舞鶴工場ともに医薬品、食添
GMP対応工場で、ＦＳＳＣ２２０００の認証を取得しています。
大阪府豊中市と東京都千代田区に営業所があります。

事業内容
液体培養、固体培養法を用いた微生物の培養による医療用酵素、食品添加物酵素、
工業用酵素、飼料用酵素の製造販売

募集職種 酵素製造 資格 必須資格　普通自動車運転免許

16 エイチビィアイ株式会社 業種 酵素製剤製造販売

〒671-2558　兵庫県宍粟市山崎町上比地650－１
TEL：:0790-64-1201    FAX：0790-64-1202
E-mail：komaki@hbi-enzymes.com
URL:http://www.hbi-enzymes.com/
担当：大牧

募集対象 大学卒/短大卒/専門卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

採用人数 ①～③若干名

コメント

事業内容
公共機関、民間企業、一般のお客様から幅広く受注しております。公共施設・住宅の新築・改装
工事や大型店舗の改装工事、道路・河川・治山工事・造成工事等を施工しています。

募集職種
① 現場作業員
② 現場作業員（現場監督候補）
③ 現場監督

資格
（歓迎資格）
　　普通自動車運転免許
　　施工管理技士、建築士等

・ お客様目線で取引したくなる会社を目指しています。地域に根差したアットホームな社風です。
・ 各職種については丁寧に指導し、段階を追って各作業主任者等の資格取得をサポート。
　最終的には土木・建築の施工管理技士の資格等を取得できるようにバックアップしています。
　（資格取得等の費用は会社で負担しています。）
　スキルアップのできる職場です。
・目に見える成果を創り出す仕事、足跡の残る仕事、達成感のある仕事を私たちと一緒にやってみません
か。
・誠実な人、熱意・根気のある人、自ら気づき行動できる人を求めています。

募集対象 大学院卒/大学卒/高専卒/短大卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

15 株式会社松本工務店 業種 建設業

〒671-4221　兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1
TEL：:0790-75-2135    FAX：0790-75-3594
E-mail：soumu@matsukou-co.com
URL：https://matsumotokomuten.hp.gogo.jp/pc/
担当：松本
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採用人数 1名

コメント

体力仕事なのできつい面もありますが、手入れ不足の森林を整備する事により、近年増加してい
る自然災害等に負けない様に森林を育て、未来へ財産を残していく大切な仕事だと思っていま
す。
大自然の中でやりがいを感じて一緒に頑張ってくれる方を募集します。

事業内容 森林にて杉や桧の間伐作業や、伐採跡地へ植樹したり等、木を育て森林を整備する仕事です。

募集職種 森林作業員 資格
普通自動車運転免許
チェンソー資格あれば優遇

〒671-4133　兵庫県宍粟市一宮町須行名493
TEL：0790-65-3567    FAX：0790-65-9568
E-mail：ｑｑｂｓ2ｄｓ9ｋ＠eagle.ocn.ne.jp
担当：宮辻

募集対象 高校卒以上

第二新卒 可 一般 可

採用人数 若干名

コメント

①社員の安心・安全を重視した経営をしています。
②ロボットやＡＩでは難しい「人の技術」が必要な仕事をしています。
③技術が身につくまで、時間をかけてじっくりと研修を行います。
④各自がコツコツ進めていく仕事です。流れ作業はありません。
⑤製造職（工場）は、大きく分けて溶接作業・機械加工・塗装があります。
⑥経験者は優遇します。

18 株式会社宮辻造林 業種 林業

事業内容
大型の金属製品を作っています。特に電気業界向けが多く、「電気のある豊かな生活」に貢献し
ています。

募集職種
① 製造職（工場）
② 製造職（CAD/CAM）
③ トラック・ドライバー

資格 ③は普通自動車免許

〒671-3202　兵庫県宍粟市千種町黒土80
TEL：0790-76-2250    FAX：0790-76-3572
E-mail：info@plantory.co.jp
URL：http://www.plantory.co.jp/
担当：社長

募集対象 大学卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

17 株式会社プラントリイ 業種 製造業
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事業内容
小麦澱粉、小麦蛋白、食品改良剤、焼麩の製造販売
糖化酵素、糖化抑制たん白の製造販売
抽出、分離、濃縮、殺菌、乾燥、検査工程の受託

募集職種
製造、品質管理、
研究開発、営業の係員

資格
普通自動車免許
他に業務関連であれば尚可

採用人数 5名

コメント

NTTグループの総代理店として、播磨地域を中心にドコモショップ8店舗を運営しております。優良企業評価5位と兵庫
県ワークライフバランス認定を受けた働き方改革を積極的に推進している会社です。
仕事は生活やビジネスに欠かせない通信サービスを通して生活全般をサポートすることでアニメに例えると常に周りの
問題を解決してくれるドラえもんのような仕事です。
「相談を聞いてそれを解決できることにうれしいと思う」、「みんなで協力して何かを成し遂げることが楽しい！」、「決まっ
たことを繰り返すのではなく、変化にとんだ日々を送りたい！」、「プライベートにも不可欠なコミュニケーション能力を高
めたい！」、「コミュニケーションの幅を広げて今よりもコミュニティを広げたい」などと考える方にとってはぴったりの仕
事です。
仕事もプライベートも充実させたいと考えている方はぜひお越しください！
当社の取り組みと個々に合った魅力をお伝えします！

〒671-2544　兵庫県宍粟市山崎町千本屋215
TEL：0790-62-1177    FAX：0790-62-1219
E-mail：ino_kazuo@nagatasangyo.co.jp
URL：http://www.nagatasangyo.co.jp/
担当：伊野

募集対象 大学卒/高校卒/中途

第二新卒 可 一般 可

事業内容

■　NTTドコモショップの一次代理店運営(宍粟、加西、姫路みゆき通り、加古川別府、佐用、たつの、伊川谷、赤穂)
■　NTTの電話設備、ファクシミリ等の販売及び、設置工事
■　NTTの受託業務、各種インターネットサービスの販売
■　プロバイダ事業

募集職種 提案型販売職（ドコモショップ業務） 資格 特になし

〒670-0057　兵庫県姫路市北今宿1丁目9番13号
TEL：079-295-5353    FAX：079-295-5228
E-mail：recruit@kintele.co.jp
URL：http://www.kintele.co.jp/
担当：芝元

募集対象 大学卒/短大卒/専門卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

19 キンキテレコム株式会社(ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ宍粟店) 業種 通信小売業

20 長田産業株式会社 業種 製造業（食品関係）

採用人数 若干名

コメント

「小麦たん白」、「小麦でん粉」の分野においては国内生産量トップを誇ります。

環境循環型社会を目指して、排水処理過程でバイオガスを取り出し、ガス発電を行っています。
また、糖化酵素、糖化抑制たん白の抽出技術を用いて受託加工分野でも存在感を増しておりま
す。

明るくて元気、素直な方、何事にも前向きに取り組む方、共に地元の未来を拓く気概を持った方
を募集いたします。
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21 山菱工業株式会社　安富工場 業種 製造業

募集対象 高校卒以上
〒671-2426　兵庫県姫路市安富町植木野57-12
TEL：0790-66-2771    FAX：0790-66-2770
E-mail：shibahara@yamabishikogyo.co.jp
URL：http://www.yamabishikogyo.co.jp
担当：柴原新一 第二新卒 可 一般 可

事業内容
金属加工業
住宅用建築金物生産

募集職種 製造 資格 必須資格：普通運転免許書

採用人数 2名

コメント

当工場は昨年で30周年を迎えました。企業継続に至り安全・品質には特に注力しものづくりに励
んでいます。
仕事を覚えながら会社に馴染んでいただくためにお花見（BBQ)や親睦会を開催しコミュニケー
ションを図ったりしています。
私共と一緒にものづくりが出来る方を募ります。

22 公立宍粟総合病院 業種 官公署(医療)

〒671-2576　兵庫県宍粟市山崎町鹿沢93
TEL：0790-62-2576    FAX：0790-62-0676
URL：http://www.shiso-hp.jp/index.php/
担当：山内

募集対象 大学卒/短大卒/専門卒

第二新卒 可 一般 可

事業内容 病院事業

募集職種
助産師、看護師、臨床検査技師
診療放射線技師、臨床工学技士
薬剤師、理学療法士、作業療法士

資格
助産師免許または看護師免許臨床検査技師免許
診療放射線技師、臨床工学技士免許、
薬剤師免許、理学療法士、作業療法士

採用人数 欠員に応じて採用

コメント

当院は、市内唯一の基幹病院で199床の病院です。また、血液透析センター、リハビリステーショ
ン、外来化学療法室も充実しております。平成26年には24時間対応の病院託児所を併設、平成
27年度には民間住宅を活用した看護師寮制度を創設し、看護師をはじめ医療スタッフが働きや
すい環境整備につとめています。
また、当院は基幹型臨床研修病院の認定病院、へき地医療拠点病院の指定病院、研修医の県
養成医師の研修病院にもなっています。
私たちは、地域の皆様から信頼され親しまれる病院をめざすとともに、現在、新病院建設に向け
て準備を進めています。そんな私たちといっしょに宍粟で働いてみませんか。
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23 西はりま消防組合 業種 官公署(消防)

〒671‐1692　兵庫県たつの市揖保川町正條279番地１
TEL：0791-76－7119    FAX：0791‐72‐6119
E-mail：somu@fd-nishiharima.hyogo.jp
URL：http://fd-nishiharima.jp/
担当：総務課　孝橋・原

募集対象 大学卒/短大卒/専門卒/高校卒

第二新卒 可 一般 可

事業内容
西播磨地域３市２町（相生市・たつの市・宍粟市・太子町及び佐用町）で構成する県下一の管轄面積を有す
る広域消防組合です。火災・救急・救助の災害現場に出動し、地域の安全・安心のための消防行政を行っ
ています。

募集職種 消防士 資格
次の受験資格要件あり
   ①年齢要件   ②学歴要件
   ③身体機能要件 他

採用人数 未定（平成31年度採用実績　11名）

コメント

災害現場では、「決してあきらめないという強い精神力」、「熱い情熱と冷静な判断力」、「チーム
の融和を図る行動力」が大切です。
西はりま消防組合では、地方自治の本旨に基づく全体の奉仕者として、使命感溢れる誇り高き
消防職員を求めています。
新たに播磨科学公園都市を管轄に加え、ますます飛躍する当消防組合の消防士として、ともに
地域のために働きましょう。
  西はりま消防組合　消防訓

　　　　　　　『不撓不屈』『冷静沈着』『一致団結』

24 兵庫県警察本部 業種 官公署(警察)

〒650-8510　兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目4番1号
TEL：078-341-7441    FAX：078-371-4515
URL：http:/www.police.pref.hyogo.lg.jp
担当：大岡　あゆみ

募集対象 昭和59年10月２日以降に生まれた方等

第二新卒 可 一般 可

事業内容 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持

募集職種 警察官 資格 特になし

採用人数 未定　（平成31（令和元）年度は年間630名）

コメント

兵庫県は、近畿ニ府四県の中で最も広い面積を有し、北は日本海、南は瀬戸内海や太平洋に面
しているなど、気候風土や地勢が多彩なことから、「日本の縮図」と呼ばれています。
兵庫県警察は、「県民の安全を守る力強い警察」を基本理念に、この広大で美しい県土の治安と
約５５０万人の県民の安全と安心を守るため、「県民とともに、県民のために」、「強く・正しく・温か
く」を合言葉に、全職員が強固な使命感を堅持して、日夜職務に精励しています。
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25
防衛省　自衛隊兵庫地方協力本部
姫路地域事務所

業種 官公署(陸海空自衛隊）

〒670-0012　兵庫県姫路市本町240　大手前ダイネンＢＬＤ　１Ｆ
TEL：079-281-0535    FAX：079-282-0539
E-mail：hyougo.pco.himeji@rct.mod.go.jp
担当：上垣　輝幸

募集対象
令和２年４月１日現在、18歳以上33歳未満の男女
学歴不問

第二新卒 可 一般 可

事業内容 わが国の防衛・国際貢献活動・災害派遣

募集職種 自衛官候補生（特別職国家公務員） 資格 特になし

採用人数 未定

コメント
自衛官となって、平和を担う仕事をしてみませんか。自衛隊で任期制の自衛官候補生を募集して
います。充実した福利厚生、多彩な資格を取得する機会もあり、退職後の就職支援もしっかり
行っています。何でもお気軽にご相談ください。

〒670-0923　兵庫県姫路市呉服町48番地大手前通りハトヤ第１ビル６階
TEL:079-222-9151    FAX:079-222-9152
E‐ｍａｉｌ：info@himeji-wakasapo.com
ＵＲＬ：http://www.himeji-wakasapo.com
担当：宮浦

  相談
 コーナー

ひめじ若者サポートステーション

内容

キャリアコンサルタントが、就職活動に関する相談をお聞きします。
OHBY CARDを用いた、職業興味検査もできます。
（自分の職業興味や職業に対する価値観を知り、関心のある職業やこれまで知らなかった職業
について理解を深めることができます）

  相談
 コーナー

宍粟わくわ～くステーション

〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133-6
TEL:0790-63-3011　　FAX:0790-63-3161
ＵＲＬ：https://shiso-wakuwork.net/
担当：増田

内容

普段は市役所の1階で、これまで仕事を一度は経験したことがある方を対象に職業相談、職業紹
介業務を行っています。そのため、宍粟にはどんな会社があるかを紹介します。また今回はまだ
職業経験がない方のために、自分にはどんな仕事が向いているのかという適職診断（GATB）の
紹介をさせてもらいます。
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