働省
労
生
厚
託事業
委
局
働
島根労

若年者地域連携事業

ね
ま
し

要事前申込

（当日参加OK）

対面式

ス
ン
ダ
イ
ガ
就職
★
説明会
業

企
★合同

１０：0０〜１２：３０/１３：３０〜１6：0０ ２部制

くにびきメッセ大展示場

参加費は
松江市学園南１丁目２−１
すべて
無料です。 ＊事前申込をお願いします。

＊当日参加受付も可能ですが、参加者が集中した場合、一時的に入場を制限し
お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

島根を知る、島根で働く。
県内就職を考える若者と、若者を育てたい企業との、
いい出会いを応援します。
島根県内で青春を過ごす学生さんや35歳未満の求職者の方に、島根県内の企業の魅力を
深く理解してもらう就職ガイダンス（合同企業説明会）を開催いたします。

島根県内の
事業所

参加対象
厚生労働省 島根労働局委託事業「若年者地域連携事業」
〈実施団体〉株式会社東京リーガルマインド
〒690-0886 島根県松江市母衣町79アサコウビル１F
tel 070-3177-1903
mail simane-jakunen@lec.co.jp
https://public.lec-jp.com/jakunen-simane/

●２０２３年３月大学等（大学院、短大、
専修学校、専門学校）卒業予定者
●大学等卒業後概ね３年以内の既卒者
●概ね３５歳未満の求職者

約

参加企業の最新情報は
随時ホームページで公開！
詳細はこちら

社予定

厚生労働省島根労働局若年者地域連携事業事務局 〈実施団体〉株式会社東京リーガルマインド

お問合せ 〒690-0886 島根県松江市母衣町79アサコウビル１F
tel 070-3177-1903

mail simane-jakunen@lec.co.jp

参加企業紹介
パンフレット
会場：くにびきメッセ大展示場
２０２２年６月２５日
（土）

１０
：
００〜１２
：
３０／１３
：
３０〜１６
：
００

しまね就職ガイダンス
★合同企業説明会★
厚生労働省 島根労働局委託事業
「若年者地域連携事業」
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参加企業一覧
業

種

URL

参加時間
ブース番号

企業情報
紹介ページ

業

種

企業名

URL

参加時間
ブース番号

企業情報
紹介ページ

廃棄物処理業

アースサポート株式会社

https://www.earth-support.jp/

AMー24

06

総合工事業

株式会社中筋組

https://www.nakasuji.co.jp/

PMー２

25

情報サービス業

株式会社アイ・コミュニケーション

https://www.i-communication.co.jp/

PMー３

06

総合建設コンサルタント

株式会社日本海技術コンサルタンツ

https://www.nitec-ct.co.jp/

PMー19

25

https://corp.i-pex.com/ja

AMー17

07

飲食店

有限会社舶来フード

https://hakuraifood.jp/

AMー12

26

精密電子部品製造

02

企業名

Ｉ−ＰＥＸ島根株式会社（あいぺっくすしまね）

福利厚生代行・健康支援

株式会社イーウェル

https://www.ewel.co.jp/

AMー10

07

介護

社会福祉法人浜田福祉会

https://mikawaen.com

AMー26

26

ソフトウェア業

株式会社イーグリッド

https://www.e-grid.co.jp/

AMー19

08

小売卸売業

株式会社原商

https://www.harasho.co.jp/

AMー13

27

農業機械販売

株式会社ヰセキ中四国

https://www.iseki-chushikoku.co.jp/

AMー１

08

情報サービス業

株式会社ビジネスインフォーメイションガーヴァン

http://www.kk-big.co.jp/

AMー８

27

運輸交通業・サービス業・
小売業・建設業他

一畑グループ

https://www.ichibata.co.jp/

PMー31

09

特殊鋼加工

株式会社日立金属安来製作所

https://www.hitachi-metals-yasugi-seisakusyo.co.jp/ PMー10

28

小売業

イワタニ島根株式会社

https://www.iwatani-shimane.co.jp/

AMー３

09

自動車パーツ製造

株式会社日立メタルプレシジョン

https://www.hmp-ltd.co.jp/

PMー１

28

道路旅客運送業
（路線バス） 石見交通株式会社(いわみこうつう)

http://iwamigroup.jp

PMー８

10

住宅リフォーム

株式会社フィディア
（ホームデコ）

https://homedeco-japan.com/

PMー29

29

障害福祉、高齢者福祉業

社会福祉法人いわみ福祉会

http://www.iwamifukushikai.or.jp/

PMー26

10

スーパーマーケット

株式会社フーズマーケットホック

https://hok.saeki-selvahd.jp

PMー５

29

ソフトウエア開発

エクスウェア株式会社 MOMONGA LAB 島根

https://www.xware.co.jp/index.html

AMー31

11

給食・フードビジネス

富士産業株式会社中国事業部

http://www.fuji-i.com

PMー22

30

一般土木建築業

カナツ技建工業株式会社

https://www.kanatsu.co.jp/

PMー20

11

ソフトウエア開発開発

株式会社ペンタスネット

https://www.pentas-net.co.jp/

AMー25

30

プラントエンジニアリング

株式会社九動(きゅうどう)

https://www.9do.jp/

AMー20

12

介護

社会福祉法人豊心会

http://www.houshinkai-s.or.jp/

AMー29

31

業種別システム
インテグレーション事業

株式会社ケイズ

http://www.kscom.co.jp/

PMー18

12

土木、建築工事の総合建設業

株式会社豊洋

https://www.hoyo-ltd.jp/

AMー21

31

医療用機械器具卸売業

小西医療器株式会社

https://www.kns-md.co.jp

PMー33

13

警備業

北陽警備保障株式会社

https://www.hokuyo-keibi.co.jp/index.html

AMー９

32

上下水道工事、住宅建築工事等

山陰クボタ水道用材株式会社

http://www.saninkubota.co.jp/

AMー14

13

エネルギーサプライ

益田石油株式会社

https://masudasekiyu.grupo.jp/

AMー６

33

管工事

山陰水道工業株式会社

https://en-gage.net/sansuirecruit̲saiyo/

AMー23

14

金属製品製造

松江山本金属株式会社

https://www.matsue-yamakin.co.jp

PMー11

33

製造業・建設業向けの専門商社

サンプラス株式会社

http://www.sunplus-net.co.jp/

PMー25

14

宿泊・サービス業

有限会社松の湯
（出雲・玉造温泉

https://matsunoyu.jp

PMー６

34

輸送用機械器具製造業

島根イーグル株式会社

https://www.ekkeagle.com/jp/sek/

AMー28

15

農業機械製造

三菱マヒンドラ農機株式会社

https://www.mam.co.jp/

PMー12

34

鉄鋼製品卸売業

協同組合島根県鐵工会(しまねけんてっこうかい)

https://tekkokai.jp

PMー23

15

宿泊・飲食業

皆美グループ

https://www.minami-g.co.jp/

AMー27

35

美作グループ(マツダ・コマツ・オートバックス)

http://www.mimasakugroup.com

PMー30

35

松乃湯）

自動車販売業

島根トヨタグループ

https://shimane-toyota.gr.jp

AMー２

16

自動車販売、建機販売、
整備、
カー用品販売

文具紙製品、事務用品等の製造

島根ナカバヤシ株式会社

http://www.shimane-nakabayashi.co.jp/index.html

PMー27

16

食品製造業

モルツウェル株式会社

https://morzwell.co.jp/

AMー15

36

自動車小売業

島根日産自動車株式会社、株式会社日産サティオ島根

https://dealersaiyo.nissan.co.jp/510/

PMー13

17

自動車電装品修理業

株式会社ヤマト

https://www.kk-yamato.jp/

AMー22

36

医療・福祉

社会福祉法人島根ライトハウス

http://s-lighthouse.jp/

PMー15

17

老人福祉・介護事業

社会福祉法人よこた福祉会

http://yokota.or.jp

AMー４

37

介護、調理

社会福祉法人壽光会

http://jukoukai.jp/

PMー４

18

農業機械製造

リョーノーファクトリー株式会社

http://www.ryono-f.co.jp/

AMー30

37

株式会社渡部製鋼所

https://w-seiko.co.jp

AMー18

38

社会福祉法人みずうみ

http://www.mizuumi.jp

AMー33

38

鉄素形材製造業・生産用機械器具
製造業・景観製品販売
高齢者・障がい者・保育園・
社会福祉事業

精密プラスチック成形部品・
ゴム部品の製造・精密金型の設計・製作

城東化成株式会社

https://www.jyoto-kasei.co.jp/

PMー16

18

旅館・ホテル

有限会社白石家

https://siraisiya.com/

PMー21

19

福祉

社会福祉法人しらゆり会

http://www.sirayurikai.or.jp/

AMー32

19

半導体製造、樹脂成形、金型

メルコパワーデバイス株式会社

http://MelcopowerDevice.co.jp

PMー35

39

自動車販売整備業

株式会社スズキ自販島根

https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-shimane/

PMー24

20

自動車部品製造加工業

ヒラタ精機株式会社

https://www.hiratask.co.jp

AMー34

39

小売り

生活協同組合しまね

https://www.coop-shimane.jp/

AMー７

20

総合建設コンサルタント

株式会社昭和測量設計事務所

http://www.showa00.co.jp

PMー36

40

警備請負業、情報通信サービス業、
セコム山陰株式会社
保険事業

https://www.secom-sanin.co.jp/

PMー９

21

パッケージソフトウェア開発

株式会社オネスト

https://www.onest.co.jp/

PMー34

40

障害者福祉業

社会福祉法人桑友

http://www.soyu.or.jp/

AMー11

21

総合建設業

今井産業株式会社

https://www.imai-corp.co.jp

AMー35

41

建設コンサルタント

株式会社竹下技術コンサルタント

http://www.takesita.jp/

AMー５

22

老人福祉・介護事業

医療法人社団

http://www.kaishunkai.com/yuyuen/

AMー36

41

児童福祉事業

社会福祉法人坪内宝珠会

http://tamachi-matsue.jp/

PMー28

22

前川鋳工造機株式会社

http://www.maekawa-net.co.jp/

AMー37

42

ドラッグストア

株式会社ツルハグループドラッグ＆
ファーマシー西日本
（ウェルネス）

建設用機器の油圧コアパーツ
製品製造、加工業

https://tgn-recruit.com/

PMー７

23

高齢者福祉事業、児童福祉事業

社会福祉法人 石見さくら会

https://www.iwamisakurakai.or.jp

PMー32

42

小売業
（靴）

東京靴株式会社

https://www.shoes-i.net/

PMー14

23

学術研究、専門・技術サービス業

株式会社サンテクノス

http://www.sut.co.jp

PMー37

43

商業車両販売、
メンテナンス トヨタＬ＆Ｆ広島株式会社

https://www.lf-hiroshima.jp/

PMー17

24

はん用機械器具製造業

https://nakasa.co.jp

AMー16

24

株式会社ナカサ

回春会

※参加時間／AM10:00〜12:30 PM13:30〜16:00
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会場案内図／午前の部

会場案内図／午後の部
WC

WC

休憩・記入コーナー

通
(福)しらゆり会

(福)豊心会

Ｉ−ＰＥＸ島根㈱

路
㈱渡部製鋼所

モルツウェル㈱

18

15

33

28

19

14

島根イーグル㈱
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益田石油㈱
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35
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北陽警備保障㈱

路

…ユースエール認定企業 ユースエール認定企業は、若者の採用・育成に積極的かつ
雇用管理の状況などが、優良であると国が認定した中小企業です。

㈱ヰセキ中四国

受付

路

カナツ技建工業㈱

島根日産自動車㈱・
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雇用管理の状況などが、優良であると国が認定した中小企業です。
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05

参加企業紹介
アースサポート株式会社

Ｉ−ＰＥＸ島根株式会社（あいぺっくすしまね）

ITを活用し業務負荷を減らす取組みや働き方の多様性を考え在宅勤務を取り入れ
ています。福利厚生の中で特徴的なのが「奨学金返済支援手当」です。奨学金を
返済されている方に、毎月上限15,000円手当を支給しています。

◆社会貢献ができる！ 世界中の人々が使用する電子機器の部品製造ができる
◆フレッシュな環境！ 操業11年、平均年齢32歳の若い会社
◆安定の待遇・教育制度が充実！東証プライム市場・I-PEX(株)のグループ会社

〒690-0025 島根県松江市八幡町882番地2
https://www.earth-support.jp/

事業概要 廃棄物の収集運搬処理及びリサイクル
資本金 5,000万円
設立 1963年2月4日
売上高（直近） 207,900万円（2021年9月期）
従業員数（直近） 156名（令和4年4月1日現在）
過去3年間の新卒採用実績 ７名(離職者数１名)
採用予定者数 新卒8名：営業職2名 事務職3名(ともに文理不問・資格不要) 収集ドライバー1名 工場管理1名 選別作業員1名 (と
もに文理不問・資格：普通自動車運転免許（AT限定不可））
中途5名：収集ドライバー1名 工場管理1名 選別作業員1名、収集業務管理（サービス係）1名 (ともに文理不問・資格：普通自動車運
転免許（AT限定不可））、片付け作業員1名
給与・初任給・手当等 ※全職共通：○奨学金返済支援手当15,000円／月（上限） ○子供手当 3,000円／人月（支給要件あり）
【営業職、事務職、収集業務管理】基本給月給20万円【収集ドライバー、工場管理、選別作業員】基本給月給18万円【片付け作業員】時給1,000円
【営業職】○運転手当：2,000円/月 ○一人暮らし手当：10,000円／月 ○在宅勤務手当：6,500円／月
【事務職】○一人暮らし手当：10,000円／月 ○在宅勤務手当：6,500円／月
【収集ドライバー】○早出手当 400円／日 ○バキューム手当 1,000円／日 ○特殊清掃手当 2,000円／日 ○無事故手当 20,000円（３ヶ月に１回支給）
【工場管理】工場手当：17,200円/月 重機手当：5,000円、または7,000円（免許を保有し乗車を認められた方）※条件を満たした場合に支払われる手当
年間休日数 【営業職、事務職】土日祝、お盆、年末年始【収集ドライバー、工場管理】年間107日
月平均残業時間 営業職：平均10時間 事務職：平均5時間 収集ドライバー：平均20時間 工場管理：平均10時間
社員の平均勤続年数 8.2年
勤務形態 【営業職、事務職】8：30〜17：30 【収集ドライバー】5：30〜15：00・8：30〜17：30
【工場管理】8：00〜17：00・16：00〜1：00・0：00〜9：00・8：30〜17：30
表彰、認定等 環境人づくり企業大賞2020 中小企業部門優秀賞
連絡先：総務・人事課 近藤 真希（こんどう まき）0852-37-2890 mkondo@earth-support.jp

事業概要 身近なスマートフォンやノートパソコン、タブレットPC、デジタルカメラ
等に使う精密電子部品「コネクタ」を製造している会社です。
資本金 1000万円
設立 2007年
売上高（直近） 非公開
従業員数（直近） 213名（出向者を含む）
過去3年間の新卒採用実績 6名(大学1名、高専3名、高校2名 / 離職者数0名)
採用予定者数 新卒2名：技術系総合職（理系・資格不要） 中途７名：製造・生産管理・検査（文理不問・資格不
要）
給与・初任給・手当等 大学/202,000円 中途/学歴、年齢、経験に応じて決定 手当/通勤手当など
年間休日数 122日（土日休み、完全週休二日制）
月平均残業時間 約30時間
社員の平均勤続年数 7.2年
勤務形態 ◆勤務曜日・・・月〜金曜日の5日間 ◆勤務時間・・・8：30〜17：30（実働8時間）
※製造オペレーター職は夜勤シフト有り（20：30〜5：30）
連絡先：管理課総務係 須藤（すどう） 0852-60-5710 isj.recruitment@i-pex.com

株式会社アイ・コミュニケーション

株式会社イーウェル

自社開発の「知らせますケン」は、テレビ電話端末やタブレット、スマートフ
ォンを利用し、双方向の通信ができ、コンテンツの配信、医療福祉、商業サ
ービスなどの分野への応用が考えられ無限の可能性を秘めています。

イーウェルは東急グループ企業です。東京に本社を置き、山陰オフィスでは
約600名体制で各サービスの運用業務を行っています。福利厚生サービス
を提供する会社だからこそ、自社の働きやすさに自信があります！

事業概要 ・双方向告知システムの開発、販売 ・テレビ電話端末を利用した各
種サービスの提供 ・デジタルコンテンツの企画、制作、販売、および配信 ・コ
ンピューターソフトウェアの開発、販売
資本金 20,800万円
設立 2008年
売上高（直近） 52,900万円
従業員数（直近） 20名
過去3年間の新卒採用実績 3名(離職者数０名)
採用予定者数 未定
給与・初任給・手当等 高専（専攻科）/210,000円 高専/200,000円 大学/190,000円 短大/180,000円
年間休日数 123日
月平均残業時間 20時間
社員の平均勤続年数 7年3か月
勤務形態 月曜日〜金曜日 AM8：30〜PM17：30（休憩60分）
表彰、認定等 プライバシーマーク
連絡先：総務部 金光 蓮 0852-28-1001 kanemitsu@i-communication.co.jp

事業概要 全国約1,300の企業や団体へ、福利厚生代行・健康支援サービスの提
供及びコンサルティングを行っています。山陰（松江・米子）オフィスでは、各サー
ビスの運用業務（全国の利用者様からの申込み・問合せ対応）を行っています。
資本金 49,999万円
設立 2000年
売上高（直近） 1,020,000万円（2020年度）
従業員数（直近） 1,167名（2022年4月現在）
過去3年間の新卒採用実績 13名(内離職者数0名)
採用予定者数 山陰勤務 中途：若干名(文理不問・資格不要)
給与・初任給・手当等 【中途採用・基本月給額】173,200円〜241,100円、通勤費全額支給（上限なし）、残業代全
額支給、役職手当 など
年間休日数 120日以上、完全週休二日制
月平均残業時間 16.4時間
社員の平均勤続年数 7年1ヶ月
勤務形態 シフト制、1日8時間 （例）9：00〜18：00、9：30〜18：30、9：30〜18：30/12：30〜21：30の交代制など
※配属部署によって異なります。 一部の部署で、交代で早番・遅番出勤をしていただく場合があります。
表彰、認定等 「健康経営優良法人2022（ホワイト500）」5年連続認定、
「しまね女性の活躍応援企業」、
「鳥取県
男女共同参画推進企業」、米子オフィス「コンタクトセンター・アワード2019『オフィス環境賞』」受賞。
連絡先：業務部 人事グループ 山田 香苗（やまだ かなえ） 050-3850-5707 recruit@ewel.co.jp

〒690-0816 島根県松江市北陵町46-4
https://www.i-communication.co.jp/
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〒690-0816島根県松江市北陵町１２番地
https://corp.i-pex.com/ja

〒699-0203 島根県松江市玉湯町布志名767-31
https://www.ewel.co.jp/
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参加企業紹介
株式会社イーグリッド

一畑グループ

「挑戦」することを大事にし、新しい技術を試してみたい、ここをこうすれ
ばより良くなるといった意見や提案を積極的に発言することが出来ます。
失敗しても先輩方がフォローしてくれるので、失敗を糧に成長できます。

グループ15社からなる企業集団です。運輸、旅行、卸・小売、建設などさま
ざまな業種を展開しています。1912年の創立後、多彩な事業を通じて、地
域と共に発展してきました。今年で110周年を迎えます。

事業概要 ソフトウェアの設計、開発、販売、運用・保守 ハードウェアの販売およ
び設置 インターネット広告事業 Webサイトの企画、制作、運用
資本金 4,000万円
設立 2010年11月1日
売上高（直近） 非公開
従業員数（直近） 63名
過去3年間の新卒採用実績 16名(離職者数3名)
採用予定者数 新卒10名(文理不問・資格不要)、中途5名
給与・初任給・手当等 大学院了:210,000円/大卒:200,000円/短大卒:185,000円/高専卒:195,000円/
専門卒:185,000円
年間休日数 125日
月平均残業時間 9.7
社員の平均勤続年数 2年8ヶ月
勤務形態 勤務曜日：月〜金 / 勤務時間：08:30〜17:30
表彰、認定等 ruby association certiﬁed system integrator gold
連絡先：イノベーション開発div 小谷航洋（こたに こうよう） 0853-25-8789 saiyou@e-grid.co.jp

事業概要 運輸交通業、サービス業（㈱一畑トラベルサービス、㈱ホテル一畑）、
卸・小売業（㈱一畑百貨店、㈱カーテックス一畑）建設業（一畑工業㈱、一畑住設
㈱） ※新卒採用を予定している会社のみ記載
資本金 10,000万円
設立 1912年4月6日
売上高（直近） 1,175,712万円（グループ連結）
従業員数（直近） 1178名
過去3年間の新卒採用実績(離職者数)／採用予定者数／給与・初任給・手当等／年間休日数／月平均残業時間／社
員の平均勤続年数／勤務形態・・・は、今回採用を予定している6社はそれぞれ異なるため、詳細はブースにてご説
明いたします。
連絡先：経営戦略部 影山 弓子(かげやま ゆみこ) 0852-26-1317
y-kageyama@dentetsu.ichibata.co.jp

株式会社ヰセキ中四国

イワタニ島根株式会社

〒693-0056 島根県出雲市江田町40-1
https://www.e-grid.co.jp/

〒739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇727-2
（島根県主拠点：松江市宍道町佐々布868-25）
https://www.iseki-chushikoku.co.jp/

現代農業に欠かせない農業機械の提供を通して農家の方をサポートしてい
ます。
農業と言う地元産業に大きく貢献できる魅力のある仕事です。
事業概要 農業機械の販売及びアフターサービスの実施
資本金 9,000万円
設立 1968年
売上高（直近） 1,400,000万円（2021年12月）
従業員数（直近） 577名（2022年1月）
過去3年間の新卒採用実績 15名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒２名(総合職：島根県内 文理不問)、既卒3年以内1名(総合職：島根県内 文理不問)、中途1名(
営業職)
給与・初任給・手当等 180,000円（大卒基本給：総合職） 170,000円（短大等基本給：総合職）
年間休日数 105日
月平均残業時間 3.3時間
社員の平均勤続年数 17年
勤務形態 会社カレンダーに沿う
連絡先：管理部中国グループ 西 憲太郎（にし けんたろう） 082-423-9881
recruit@iseki-chushikoku.co.jp
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〒690-0874 島根県松江市中原町49
https://www.ichibata.co.jp/

一畑電気鉄道株式会社

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ロ235-2
https://www.iwatani-shimane.co.jp/

私たちはLPガスのみならず、灯油、ガス機器、富士の湧水、リフォーム工
事等幅広く事業展開しております。
「困ったときはイワタニさんに相談し
よう！」そんな地域のエネルギー総合サービス企業を目指しています。
事業概要 LPガス・灯油・ガス機器・富士の湧水・リフォーム工事他
資本金 11,125万円
設立 1965年3月2日
売上高（直近） 381,600万円
従業員数（直近） 195名
過去3年間の新卒採用実績 8名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒3名(営業職・技術職・事務職 各若干名文理不問)
給与・初任給・手当等 基本給：170,000円 手当：技能・当番・家族・住宅他手当付与
年間休日数 110日
月平均残業時間 10時間
社員の平均勤続年数 15年8ヶ月
勤務形態 勤務時間：8：30〜17：15（休憩時間60分） 休日：日・祝（5月-10月：週休二日/11月〜4月：隔週休二日）
その他会社カレンダーによる
表彰、認定等 ユースエール認定企業/2020年度認定
連絡先：管理本部 総務人事部
井上 蘭（いのうえ らん） 0854-83-7500 ran-i@group.iwatani.co.jp
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参加企業紹介
石見交通株式会社(いわみこうつう)

エクスウェア株式会社

「お客様に優しい企業」を理念にかかげ、地域住民の方々の交通手段とし
て生活を支え、地域社会及び住民の皆様の暮らしに貢献する会社です。ま
た、
「そうじの力・健康衛生・SDGs」を実践していきます。

『ITで世界をHAPPYに』を理念に、DX、社会インフラ、ビジネスソリューション、
自社製品といった幅広い領域で事業を展開、様々なIT技術を取り入れ、お客さま
の課題解決を実現し、社会全体を支えています。

〒698-0021 島根県益田市幸町2番63号
http://iwamigroup.jp

事業概要 石見地域を結ぶ路線バスの運行や広島や大阪間を結ぶ長距離バスの
運行、また土地や建物を管理する不動産事業も行っております。
資本金 10,000万円
設立 1944年
売上高（直近） 80,000万円
従業員数（直近） 177名
過去3年間の新卒採用実績 1名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒1名：事務職（文理不問・資格不要)
給与・初任給・手当等 大卒 169,300円
短大・専門卒 156,500円
年間休日数 94日（日曜日、祝日、第2、4土曜日、年末年始、盆）
月平均残業時間 15時間
社員の平均勤続年数 9年
勤務形態 勤務時間 8：30〜17：10
シフト制なし
連絡先：総務部 小川 賢二（おがわ けんじ） 0856-24-0072 romu@iwamigroup.jp

LAB

島根

事業概要 SI事業、研究開発事業、インターネットサービス事業
資本金 1,000万円
設立 1995年3月28日
売上高（直近） 79,000万円（2021年9月実績）
従業員数（直近） 93名（2022年4月実績）
過去3年間の新卒採用実績 2021年8名（0名）、2020年9名（2名）、2019年8名（1名）
離職者数：2021年0名（0名）、2020年1名（0名）、2019年1名（0名） ※（）は島根採用の数を記載しています
採用予定者数 ※島根採用はITエンジニア職のみ、3名（文理不問、資格不問）
※新卒：３名、既卒3年以内・中途：若干名
給与・初任給・手当等 院卒：月 220,000円（基本給 170,600円＋定額割増手当 49,400円）
大卒：月 210,000円（基本給 162,700円＋定額割増手当 47,300円）
短大・専門・高専卒：月 200,000円（基本給 155,000円＋定額割増手当 45,000円）
※定額割増手当…38時間相当分 【参考】全社員の平均残業時間は15時間程度
※定額割増手当相当分の時間を超えた場合は割増超過手当を別途支給
※試用期間6カ月（給与に変更なし）
年間休日数 125日以上
月平均残業時間 12.6時間
社員の平均勤続年数 5.6年
勤務形態 勤務曜日：月〜金 勤務時間：9:00〜18:00 （休憩60分：実働8時間）※プロジェクトにより異なる場合があります。
表彰、認定等 Pepperアトリエサテライト、IBM
Watsonエコシステムパートナー、ロボアプリパートナー、Google
Cloud
Platform (GCP) パートナー
連絡先：管理部 山城 悠莉（やましろ ゆうり） 03-3474-0760 saiyo@xware.co.jp

社会福祉法人いわみ福祉会

カナツ技建工業株式会社

①多様な事業を展開しているので、それぞれのストロングポイントを活かせ
る場面も多い ②様々な可能性に挑戦できる ③日ごろの業務に裏付け
られた地域認知度と組織力 ④資格取得を助成制度で応援

2017年に国土交通省「第1回i-Construction大賞」最高賞受賞、さらには
中国地方整備局「中国i-con表彰」を2019-2020年度で2年連続受賞する
など、情報化施工のトップランナーです！

〒697-0123 島根県浜田市金城町七条ハ559-2
http://www.iwamifukushikai.or.jp/

事業概要 浜田市・江津市で障害児者・高齢者向けの福祉サービスを提供する社
会福祉法人です。具体的には、障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの入所
施設をはじめ障害者就労支援や老人デイサービスなどの日中活動支援、各種相談
支援・在宅支援など幅広く事業展開しています。
設立 1973年9月11日
売上高（直近） 228,400万円
従業員数（直近） 500名
過去3年間の新卒採用実績 8名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒：若干名(事務職、障害福祉職、介護職、保育職 各1名程度)、既卒3年以内：若干名(文理不問/資
格は、介護職:介護福祉士/保育職:保育士)
給与・初任給・手当等 初任給 大卒166,100円/短大卒158,500円、通勤、資格、住宅、賞与(昨年実績4.45ケ月)ほか
年間休日数 110日
月平均残業時間 4:09:00
社員の平均勤続年数 10.83年
勤務形態 1ケ月単位の変形労働時間制。4週の平均が週40時間となるようシフト表で調整(月9休)。
勤務時間は、職種によって異なります。(早番、日勤、遅番/入所施設の場合は、夜勤あり)
表彰、認定等 こっころカンパニー
連絡先：法人本部 岡本(おかもと) 0855-42-0091 saiyo@iwamifukushikai.or.jp
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MOMONGA

〒690-0003 島根県松江市朝日町498番地 松江センタービル7階
https://www.xware.co.jp/index.html

〒690-8550 島根県松江市春日町６３６番地
https://www.kanatsu.co.jp/

事業概要 土木・建築工事の設計施工請負、水処理施設の建設及び運転監視・
維持管理
資本金 10,000万円
設立 1954年
売上高（直近） 800,000万円
従業員数（直近） 277名
過去3年間の新卒採用実績 24名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒(既卒3年以内含む) 11名：施工管理職8名技術職3名（理系・資格不問）、
中途8名：施工管理職7名技術職1名（2級建築施工管理技士他）
給与・初任給・手当等 大卒213,900円、短大等195,300円、中途180,000〜400,000円
年間休日数 110日
月平均残業時間 12.4時間
社員の平均勤続年数 13.8年
勤務形態 勤務時間：
（施工管理職）8：00〜17；：00（施工管理職以外）8：30〜17：30
休日：日祝日、第2、3、4土曜、夏期休暇、年末年始休暇
表彰、認定等 「地域未来牽引企業」
「しまね女性の活躍応援企業」
「しまね子育て応援企業（こっころカンパニー）」
連絡先：総務部 総務・人事グループ 三角 敦嗣（みすみ あつし） 0852-25-5555 a-misumi@kanatsu.co.jp
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参加企業紹介
株式会社九動(きゅうどう)

〒731-4323 広島県安芸郡坂町横浜中央1-6-30（本社）
島根営業所：松江市鹿島町
三隅営業所：浜田市三隅町
https://www.9do.jp/

中国地方の火力・原子力発電所の全てに事業所を設置、高い専門性が必要
とされる発電機器設備のメンテナンスを任されています。福利厚生充実、
詳細は九動HP採用情報、九動YouTubeチャンネルでご確認ください。
事業概要 中国電力の技術協力企業として、発電所内の発電設備（タービン・
発電機など）のメンテナンスを行う企業です 【勤務地：松江市、浜田市】
資本金 1,000万円
設立 1962年
売上高（直近） 320,000万円
従業員数（直近） 213名
過去3年間の新卒採用実績 21年12名、20年14名、19年10名(離職者数21年2名、20年2名、19年1名)
採用予定者数 島根県で4名〜5名 職種：サービスエンジニア、文理不問、新卒・既卒・中途：可
給与・初任給・手当等 大学卒：211,780円 短大専門卒：186,410円 賞与：年３回（４か月+決算）
年間休日数 120日
月平均残業時間 25時間（サービス残業なし）
社員の平均勤続年数 11年
勤務形態 勤務時間 8時15分〜17時15分
1年に1回から2回、中国地方の他の発電所（山口県など）に1か月前後
の長期出張あり
連絡先：本社 総務部 松崎 大輔（まつざき だいすけ） 082-820-1120 kyudosaiyou@hts.or.jp

〒540-0038 大阪府大阪市中央区内淡路町二丁目1番5号
https://www.kns-md.co.jp

業界内でも高いシェアを占めており「島根県」
「鳥取県」
「大阪府」
「広島
県」では売上シェアNO.1を誇っています！アットホームな社風で研修制度
も充実しているため未経験でもゼロから学んでご活躍いただけます。
事業概要 ・医療用機器及び器具の販売 ・医療機関の物品購買管理業務
・医療機器の修理・保守点検 ・薬科機器関連商品の販売
資本金 5,000万円
設立 1950年5月8日
売上高（直近） 10,521,051万円(2021年3月期)
従業員数（直近） 1,154名
過去3年間の新卒採用実績 70名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒：営業職20〜25名(ともに文理不問・自動車運転免許(AT可))
給与・初任給・手当等 217,000円(内、固定残業手当31時間相当42,000円含む)※島根勤務の場合
年間休日数 120日
月平均残業時間 15.31時間
社員の平均勤続年数 11年
勤務形態 8：30〜17：30(休憩60分)
休日：土日祝、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 他
表彰、認定等 ISO13485 、 ISO9001
連絡先：管理本部 伊藤（いとう）06-6941-2107 recruit@kns-md.co.jp

株式会社ケイズ

山陰クボタ水道用材株式会社

お客様（自治体、文教、医療、流通、製造、旅館など）のご要望に応えるシ
ステムや問題・課題を解決するシステムを企画・開発してご提供するととも
にシステムの運用支援、保守まで一貫してサポートしています。

常に社員一人一人が地域のインフラを守るという使命感を持ち、半世紀以
上に渡って地域社会を支えてきました。技術者をはじめとする社員教育に
最も力を入れています。大変温かい雰囲気で、働きがいのある会社です。

事業概要 官公庁〜民需に至る全業種のシステムインテグレーション業務
資本金 9,600万円
設立 1975年
売上高（直近） 510,000万円（2021年度）
従業員数（直近） 260名
過去3年間の新卒採用実績 27名(離職者数０名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：15〜20名(採用予定人数は合計人数/全学部、全学科より採用予定/
・中途採用は実務経験3年以上)
給与・初任給・手当等 大学院卒：218,060円、大卒：212,510円、高専・専門卒：198,630円
年間休日数 111日
月平均残業時間 8.5時間
社員の平均勤続年数 17.9年
勤務形態 勤務時間 9:00〜18:00 ※但し、一部業務に1年単位変形労働時間制（実労8.0h/日）あり。
連絡先：管理本部 総務部 総務課 石上 博文（いしがみ ひろふみ） 0859-32-1761 ks-rec@kscom.co.jp

事業概要 1954年の創業以来、山陰地方での水道工事の草分けとして、上下農水
道工事・空調衛生工事・ポンプ工事の施工、及び水道・設備・ポンプ資材全般の販
売を手掛けて参りました。また2008年には三瓶山にて湧き出るナチュラルミネラ
ルウォーター「さひめの泉」の製造販売を開始致しました。今後も地域社会に貢献
し必要とされる企業であり続けるべく、挑戦し続けます。
資本金 9,359万円
設立 1954年
売上高（直近） 816,551万円
従業員数（直近） 231名
過去3年間の新卒採用実績 10名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒9名：技術職5名 営業職4名(ともに文理不問・資格不要)、既卒3年以内5名：技術職3名 営業2名(
ともに文理不問・資格不要)、中途5名：技術職3名 営業職2名(ともに文理不問・資格不要)
給与・初任給・手当等 【技術職】
（現場手当含む）大学卒：210,000円 高専卒：195,000円 高校卒：185,000円
【営業職】
（営業手当含む）大学卒：194,000円 高専卒：179,000円 高校卒：169,000円
年間休日数 107日
月平均残業時間 平均10時間/月（繁忙期平均30時間/月）
社員の平均勤続年数 13年
勤務形態 【就業時間】8：00〜17：00 【休日】原則土・日・祝日（会社カレンダーによる）
表彰、認定等 「こっころカンパニー」認定、
「しまね女性の活躍応援企業」登録、
「地球未来牽引企業」選定
連絡先：管理統括部 山本 浩介（やまもと こうすけ）080-2943-6010 kosuke-yamamoto@saninkubota.co.jp

〒683-0853 鳥取県米子市両三柳２８６４−１６
http://www.kscom.co.jp/

12

小西医療器株式会社

〒690-0038 島根県松江市平成町182-15
http://www.saninkubota.co.jp/
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参加企業紹介
山陰水道工業株式会社

島根イーグル株式会社

現場を持たされていろいろな設備業者との繋がりから知らなかった施工方
法を学んだり、限られた予算の中で原価を押さえて仕上げることが出来た時
の達成感を覚え、現場を終えて喜ばれるお客様の姿をみて満足感に浸る。

イーグル工業株式会社（東証プライム上場）の100%出資を受け、島根県と
雲南市の誘致企業として1990年に誕生しました。主力製品は国内トップシ
ェアを獲得しており、地球環境保護や低燃費化に寄与しています。

事業概要 建築設備：給排水設備、暖冷房空気調和設備、上水道、消防設備の設
計・施工・監理
資本金 2､000万円
設立 1946年9月1日
売上高（直近） 80,000万円(2020年)
従業員数（直近） 41名(役員を除く 2020年）
過去3年間の新卒採用実績 0名(離職者数0名)
採用予定者数 (新卒・既卒３年以内・中途)：営業職１名、技術職３名
給与・初任給・手当等 大卒190,000円短大卒170,000円高専卒175,000円専門校能開校卒170,000円
※通勤手当上限あり、家族手当
年間休日数 110日
月平均残業時間 30時間
社員の平均勤続年数 約20年
勤務形態 休日：日曜・祭日・第３土曜日を除く土曜日、夏季休暇、年末年始、有給休暇
勤務時間8:00〜17：30
(内休憩時間９０分)
連絡先：総務部 原田 広史(はらだ ひろふみ) 0852-24-3849 sansui@bronze.ocn.ne.jp

事業概要 カーエアコン・コンプレッサー用「リップシール」及びAT・CVT用「ソレ
ノイドバルブ」の製造
資本金 49,000万円
設立 1990年11月8日
売上高（直近） 601,400万円
従業員数（直近） 288名
過去3年間の新卒採用実績 7名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒4名：事務職（品質管理）1名、技能職3名
中途3名：技術職（設備管理）1名、技能職2名
給与・初任給・手当等 短大：160,500円、大学：181,500円 （各種手当は別途支給する）
年間休日数 116日（週休2日制、社内カレンダーによる）
月平均残業時間 11.0時間
社員の平均勤続年数 11.2年
勤務形態 事務職：普通勤務（8:00〜16:50）
技術職・技能職：3交替勤務（21:30〜5:50、13:30〜21:50、5:30〜13:50）
表彰、認定等 平成23年度「ふるさと企業大賞」、ISO 14001（環境）、IATF 16949（品質）
連絡先：業務部 業務課 小林 哲也（こばやし てつや） 0854-62-1581 tetsuya.kobayashi@ekkeagle.com

サンプラス株式会社

協同組合島根県鐵工会(しまねけんてっこうかい)

当社は専門知識と物流機能で地元企業を支える専門商社であり、
「ビジネ
スの黒子」です。地元のものづくり（製造業分野）、快適な生活・住まい（建
設業分野）に大きく関わり、貢献する事ができる仕事です。

鐵工会は、80年以上の歴史があり、県単独の協同組合として年間取引高
100億円を超える全国的にも稀な組織です。資材機器等の販売及び組合
員企業の発展のため、様々な事業を展開し、サポートしています。

事業概要 島根県内の製造業企業様へ機械・工具を販売、建設業企業様への水
道機材や住宅設備機器を販売、ショールームを起点としたリフォーム事業
資本金 5,000万円
設立 1947年
売上高（直近） 200,000万円
従業員数（直近） 40名
過去3年間の新卒採用実績 3名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒2名：営業職・営業事務職 各1名(文理不問、普通自動車運転免許)
既卒3年以内・中途1〜2名：配送職・営業職 各1名(文理不問、普通自動車運転免許）
給与・初任給・手当等 [初任給]新卒及び既卒3年以内 ①大卒181,750円、②短大・専門卒165,210円、
中途：164,000〜235,000円 [手当等]営業手当、残業手当、通勤費
年間休日数 100日
月平均残業時間 営業職:10〜20時間、営業事務職:10時間、配送職:５時間
社員の平均勤続年数 17年（社員勤続年数合計÷社員数）
勤務形態 就業時間：8:15〜17:15 休日：日祝、第２・４土、夏季（盆休み）、冬季（年末年始）
表彰、認定等 ヘルス・マネジメント認定制度 健康宣言事業所
連絡先：総務部 海田 洋平（かいた ようへい） 0853-21-2323
y.kaita@sunplus-net.co.jp

事業概要 ものづくりに必要とする、鉄鋼資材、工作機械、器具工具、建材等を
仕入・販売供給しています。
資本金 （出資金） 48,710万円
設立 1938年6月1日
売上高（直近） 令和3年度/96,3900万円
従業員数（直近） 96名
過去3年間の新卒採用実績 7名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：若干名(商品管理、営業)
給与・初任給・手当等 大卒200,000円 諸手当：通勤手当、時間外手当、皆精勤手当、資格手当
年間休日数 111日
月平均残業時間 ５時間
社員の平均勤続年数 15年
勤務形態 勤務時間 8；30〜17：30（昼休憩60分）
表彰、認定等 地域未来牽引企業
連絡先：総務部
山根 俊夫（やまね としお） 0852-24-2156 saiyou@tekkokai.or.jp

〒690-0886 島根県松江市母衣町８３番地６
URL https://en-gage.net/sansuirecruit̲saiyo/

〒693-0065 島根県出雲市平野町735
http://www.sunplus-net.co.jp/
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〒690-2706 島根県雲南市掛合町多根212-3
https://www.ekkeagle.com/jp/sek/

〒690-8567 島根県松江市西津田一丁目9番50号
https://tekkokai.jp

等
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参加企業紹介
島根トヨタグループ

島根日産自動車株式会社、株式会社日産サティオ島根

クルマが生活に必要不可欠なこの島根において、世界のトップブランド「ト
ヨタ」を扱う地元トップディーラーです。入社後は生まれ育った地元の店舗
に配属し、原則転勤がありません。

島根日産自動車㈱、㈱日産サティオ島根は同一資本のグループ企業で、合
わせて1４店舗を営業する日産販売会社です。また12社2組合からなる「山
陰酸素グループ」に所属し、
「豊かで輝く未来を」をモットーに山陰の生活
をより良くするよう活動しています。

〒690-0017 島根県松江市西津田1-8-22
https://shimane-toyota.gr.jp

事業概要 トヨタの新車および各種中古車の販売、自動車整備・点検業務 ほか
資本金 12,500万円（グループ計）
設立 1941年
売上高（直近） 3,300,000万円（グループ計）
従業員数（直近） 742名（グループ計）
過去3年間の新卒採用実績 68名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒13名：営業職10名、事務職2名、社内SE1名
既卒3年以内・中途：若干名
給与・初任給・手当等 四大卒営業職初任給203,000円 自家用車手当、資格手当 ほか
年間休日数 107日
月平均残業時間 10.6時間
社員の平均勤続年数 15.9年
勤務形態 9:15〜18:30（営業職。休憩90分あり） 休日は自社カレンダーによる
連絡先：人財開発室 村上 亮介（むらかみ りょうすけ） 0852-78-1000 mura@c-smn.co.jp

事業概要 新車・中古車の販売、自動車の整備・修理、部品・用品の販売、損害保
険代理店業、クレジット等金融商品の取り扱い
資本金 13,000万円（2社合計）
設立 1946年（島根日産の場合）
売上高（直近） 1180,000万円（2020年度、2社合計）
従業員数（直近） 352名(2社合計）
過去3年間の新卒採用実績 12名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒6名：文理不問・普通運転自動車免許（入社時に必要） 既卒3年以内・中途：若干名
給与・初任給・手当等 188000円（大卒営業職、一部手当含む） 他 役職手当、家族手当、報奨金等
年間休日数 105日 定休日：火曜・第一水曜 GW、夏期、年末年始に長期休暇あり
月平均残業時間 9時間
社員の平均勤続年数 16.1年
勤務形態 9：25〜18：00（休憩70分）
表彰、認定等 健康経営優良法人認定
連絡先：管理本部 総務部 坂田 雄介（さかた ゆうすけ） 0852-37-1141 y-sakata@prince-tottori.co.jp

島根ナカバヤシ株式会社

社会福祉法人島根ライトハウス

親会社やグループ会社と連携して次々と新しいことにチャレンジできる体
力のある企業です。身近な文具や日用品だけでなく、世の中の変化に対応
して次々と新しい事業や製品に挑戦しています！

私たちの仕事は「今」をおもいっきり楽しむこと。島根ライトハウスで暮ら
している方、訪れてくださる方、一緒に働いてくれる仲間たち。みんなが笑
顔で生きていくために、私たちは自分たちができる最大限の力を発揮して
いきます。

〒693-0058 島根県出雲市矢野町391-3
http://www.shimane-nakabayashi.co.jp/index.html

事業概要 東証プライム上場のナカバヤシ株式会社の製造子会社です。島根県
東部に5工場を構え地元島根に根付いて半世紀。フエルアルバムやロジカルノート
をはじめとする文具紙製品、オフィス関連用品、メディカル製品など、様々な製品
を生産しています。
資本金 4,000万円
設立 2005年
売上高（直近） 320,000万円（2021年4月〜2022年3月）
従業員数（直近） 498名
過去3年間の新卒採用実績 学卒8名、高卒18名(離職者数/学卒1名、高卒4名)
採用予定者数 新卒５名：管理業務（文理不問、資格不要）
給与・初任給・手当等 大卒183,500円、高専卒175,500円、短大卒163,500円（2022年度実績）
年間休日数 114日
月平均残業時間 約10時間
社員の平均勤続年数 約17年
勤務形態 休日：日曜、祝日、年末年始、夏季休暇、その他
1年単位変形労働時間制、
（①8：30〜17：30、②8：30〜16：30、③8：30〜18：40）
連絡先：総務課 足立 貴志（あだち たかし） 0853-21-7755 sn̲jinji@nakabayashi.co.jp
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〒690-0024 島根県松江市馬潟町362-2
https://dealersaiyo.nissan.co.jp/510/

〒699-0403 島根県松江市宍道町西来待2074-1
http://s-lighthouse.jp/

事業概要 障がい者支援施設しののめ寮、点字図書館ライトハウスライブラリ
ー、特別養護老人ホームゆめハウス、養護盲老人ホームかんなび園、特別養護老人
ホームなのはな園
設立 1959年
従業員数（直近） 全体282名（女性182名、パート48名）
過去3年間の新卒採用実績 R３：4名、R２：6名、H31：3名(離職者数/R３：0名、R２：1名、H31：0名)
採用予定者数 新卒５名(介護職)
給与・初任給・手当等 159,000円〜164,100円 支援手当等、各種手当あり 賞与4.70ヶ月（前年度実績）
※初年度3.10ヶ月分（前年度実績）
年間休日数 119日
月平均残業時間 5.0時間
社員の平均勤続年数 9.8年
勤務形態 勤務シフトによる4週8休制
表彰、認定等 ・平成29年7月子育てサポート企業に3回目の認定
「くるみんマーク」取得
連絡先：法人本部事務局総務課 勝田 拓和（かった ひろかず） 0852-66-7770 katta@s-lighthouse.jp
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参加企業紹介
社会福祉法人

壽光会

〒699-0811 島根県出雲市湖陵町差海318-1
http://jukoukai.jp/

〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造44-2
https://siraisiya.com/

神西湖の湖畔にあり、自然環境抜群です。幅広い年齢層の社員は職員間の
仲が良く、とても明るい職場です。施設内研修が充実しており、職員個々の
レベルアップが図れる職場です。

中四国地区No1旅館として業界のTOPランナーとして高い評価を頂いてい
ます。創業300年の長い歴史、旅行会社に頼らない経営、働きやすい環
境、若手が活躍する旅館です。

事業概要 家庭的な雰囲気のもと人権を尊重し、様々なニーズに応えることを目
標とした法人です。特養・デイサービス・グループホーム・サービス付き高齢者向け
住宅・保育園があります。
設立 2013年
従業員数（直近） 184名
過去3年間の新卒採用実績 28名(離職者数6名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：各2名(介護職)
給与・初任給・手当等 179.300円〜183.200円、夜勤手当、処遇改善手当、特定処遇改善手当ほか
年間休日数 108日
月平均残業時間 5時間
社員の平均勤続年数 7.5年
勤務形態 ①6：00〜15：00 ②7：00〜16：00 ③8：00〜17：00 ④8：30〜17：30 ⑤13：00〜22：00
⑥18：00〜9：00 ⑦22：00〜7：00
※事業所により勤務時間帯に違いがあります
表彰、認定等 しまね障がい者就労応援企業、しまね女性の活躍応援企業、しまねいきいき雇用賞、ヘルス・マネジメ
ント認定企業、えるぼし、ユースエール認定企業、もにす認定企業、しまね子育て応援企業
連絡先：特別養護老人ホーム湖水苑 湯村 絹誉 0853-43-8955 jukoukai@jupiter.ocn.ne.jp

事業概要 宿泊業(旅館・ホテル)
資本金 1,000万円
設立 昭和31年（1956年）10代目によって有限会社白石屋設立 昭和61年
（1986年）に11代目により社名を白石家へ変更
売上高（直近） 70,000万円
従業員数（直近） 全体78名（女性44名男性34名）
過去3年間の新卒採用実績 22卒15名(離職者数20卒〜21卒 3名)
採用予定者数 新卒10名(専修・短大・4大卒・大学院)、 既卒3年以内・中途：3名(随時募集)
給与・初任給・手当等 170,000〜180,000
年間休日数 96日
月平均残業時間 3時間未満
社員の平均勤続年数 12年
勤務形態 ワンシフト7時間40分(1時間休憩)、変形労働無し、シフト制、週休2日制（月/8日休み）、有給休暇年間5日
以上消化
表彰、認定等 しまね女性活躍応援企業
連絡先：総務部人事課 佐藤 太陽 0852-62-0521 sato̲siraisiya@yahoo.co.jp

城東化成株式会社

社会福祉法人しらゆり会

お客様の見えない価値(安心・信頼・満足)の創造に向け、社員全員がベクト
ルを合わせ協働しています。新入社員歓迎会・スポーツ大会・地域奉仕作
業・納涼会・望年会・社員旅行などの社内イベントも充実しています。

昭和42年のしらゆり保育園開設に始まり、おかげさまで今年創立55周年
を迎えた歴史ある社会福祉法人です。これまで培ってきた豊富な経験によ
り、人材育成についても職員が一丸となり取り組んでいます。

事業概要 精密プラスチック成形部品・ゴム部品の製造と、精密金型の設計・製
作を行っております。プラスチックでは、コネクタなどの小物精密部品の生産、ゴ
ムはパッキン、キャップ、金属とのインサート成形を行っております。
資本金 3,000万円
設立 1973年
売上高（直近） 250,000万円
従業員数（直近） 151名
過去3年間の新卒採用実績 11名(離職者数0名)
採用予定者数 製造職3名(ともに文理不問・資格不要) ※新卒・既卒3年以内・中途：各1名
給与・初任給・手当等 基本給：162,000円・固定残業：20,000円＋諸手当
年間休日数 112日＋休日0日〜6日追加予定
月平均残業時間 25時間
社員の平均勤続年数 17年
勤務形態 就業時間は8：15〜17：00で、休憩時間は45分です。
プラスチック製造部門のみ３班３交代制となっており、昼勤8：15〜17：00、中勤16：15〜1：00、夜勤0：15〜9：00で
24時間稼働しております。
表彰、認定等 令和2年度島根労働局長安全衛生表彰奨励賞、ヘルス・マネージメント認定事業所
連絡先：経営管理課 石倉 恒明 0854-22-1568 ishikura@jyoto-kasei.co.jp

事業概要 第1種事業としてご高齢の方や障がいのある方を対象とした入所施設
など5つの事業を、第2種事業として保育園や在宅サービスなど10の事業を、公益
事業として訪問看護など2つの事業を、それぞれ運営しています。
設立 1967年4月1日
売上高（直近） 225,300万円
従業員数（直近） 385名
過去3年間の新卒採用実績 11名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：各若干名
給与・初任給・手当等 大学／165,900円 短大・専修／155,600円
年間休日数 123日
月平均残業時間 約6時間
社員の平均勤続年数 13.0年
勤務形態 1カ月単位の変形労働時間制（日勤・早出・遅出・夜勤等、施設ごと勤務表による）
表彰、認定等 こっころカンパニー、しまね女性の活躍応援企業
連絡先：統括事務局 事務局長 国頭 正久(くにとう まさひさ)
0852-21-0789 s.toukatujimukyoku@sirayurikai.or.jp

〒692-0031 島根県安来市佐久保町496-1
https://www.jyoto-kasei.co.jp/
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有限会社白石家

〒690-0021 島根県松江市矢田町534-8
http://www.sirayurikai.or.jp/
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参加企業紹介
株式会社スズキ自販島根

セコム山陰株式会社

スズキ直営×地元密着！

『山陰で挑戦する 山陰から挑戦する』をスローガンに『人・もの・ネット
ワーク・IT』を武器に、超高齢社会を迎えたこの山陰で「安全・安心」を提
供すべく、日々挑戦している会社です。

〒690-0011 島根県松江市東津田町1888-10
https://www.suzuki.co.jp/dealer/sj-shimane/
事業概要 スズキ四輪車・中古車・電動車いす・自動車部品用品販売・自動車整
備・損害保険代理業
資本金 5,000万円
設立 1969年
売上高（直近） 922,867万円（2022年3月期）
従業員数（直近） 169名
過去3年間の新卒採用実績 15名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒(既卒３年以内含)３名程度：営業職、 中途：営業職若干名
給与・初任給・手当等 営業職（直販・業販）四年制大学卒179,500円、短大・専門学校卒166,500円
年間休日数 110日
月平均残業時間 15.1時間（管理職を除く正規従業員平均）
社員の平均勤続年数 11.1年(正規従業員平均）
勤務形態 直販部門…水曜日・第二第三火曜日定休、ほかシフト制
業販部門…会社カレンダーによる
連絡先：総務 石川 斐野（いしかわ あやの） 0852-21-5111 aisikawa@j-shimane.sdr.suzuki

事業概要 当社は、1972年に創業し「安全・安心」をテーマに あらゆる不安のな
い社会 の実現に向け、セキュリティ・情報系事業・防災・メディカル保険と幅広く
事業を展開しています。
資本金 29,038万円
設立 1972年8月24日
売上高（直近） 398,200万円
従業員数（直近） 221名（4月1日現在）
過去3年間の新卒採用実績 12名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒8名：(総合職5名、SD部2名、事務職1名)、 中途6名：(総合職5名、SD部1名)
給与・初任給・手当等 総合職 大卒：205,500円（就勤手当 34,730円含む）
年間休日数 104日
月平均残業時間 30時間
社員の平均勤続年数 14.6年
勤務形態 週39時間を基準とした変形労働時間制。日勤、夜勤、公休（5〜11日）、明休（9日以内）の組み合わせによ
るシフト制。
表彰、認定等 こっころ認定（更新中）
連絡先：総務部 錦織 隆（にしこり たかし）、イベント当日担当 中谷 典正(なかたに のりまさ)
0852-23-6000 t-nishikori@secom.co.jp

生活協同組合しまね

社会福祉法人桑友

生協の仕事は他の仕事と比べて、一人ひとりの組合員と深く関わりを持ち、
関係を築くことが大切です。
「いつもありがとう。」
「またよろしくね。」など
の感謝の言葉を頂けることがやりがいにもつながります。

①「誰もが」安心して暮らせる社会をめざす、という明確な理念。②30年以
上にわたる精神障害者支援の実績。③真摯に仕事に取り組む姿勢がすべて
の職員に浸透。④若手・子育て世代・ベテランまで幅広い年代が活躍。

〒690-0017 島根県松江市西津田1丁目10-40
https://www.coop-shimane.jp/

事業概要 生協組合員への食品を中心とした商品のおとどけや、共済などサービ
スを提供しています。
資本金 277,462万円
設立 1984年
売上高（直近） 934,909万円
従業員数（直近） 290名
過去3年間の新卒採用実績 12名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒6名：地域担当者 文理不問・準中型免許取得（予定含む）
給与・初任給・手当等 給与：194,500円 手当：通勤手当、残業手当等
年間休日数 108日
月平均残業時間 22時間
社員の平均勤続年数 17年
勤務形態 月〜金 9：00〜17：30
連絡先：管理部総務チーム 伊藤 健（いとう たけし） 0852-27-0505 soumuka@coop-shimane.jp
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〒690-0816 島根県松江市北陵町34番地
http//www.secom-sanin.co.jp/

〒690-0064 島根県松江市天神町93番地
http://www.soyu.or.jp/

事業概要 1．
「はたらく」
「くらす」を通した障害者の自立支援
2． まるベリーパン など「真面目なものつくり」
3．障害者のくらしを支える地域づくり
資本金 16,600万円（基本金）
設立 1993年10月15日
売上高（直近） 33,342万円
従業員数（直近） 65名
過去3年間の新卒採用実績 3名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内：2名程度（3職種＝専門職【福祉】、専門職【生産】、総合職【管理】※すべて文理
不問・資格不用）
給与・初任給・手当等 大学／170,430円 短大・専修／160,300円（処遇改善手当含む）
年間休日数 112日（月9日(2月のみ8日)、年末年始5日）
月平均残業時間 9.6時間
社員の平均勤続年数 7.5年
勤務形態 ・シフト制（１ヶ月単位の変形労働時間制） ・勤務時間 8：15〜17：15（休憩60分）
連絡先：法人本部 青山 貴彦（あおやま たかひこ） 0852-60-1858 info@soyu.or.jp
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参加企業紹介
株式会社竹下技術コンサルタント

株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本（ウェルネス）

島根県を中心に中国地方を営業エリアとする地域密着型・地域精通型の建
設コンサルタントです。地元に貢献できる、やりがいのある仕事です。また、
福利厚生面も充実していて創立50周年にはハワイ研修に行きました。

島根県内にドラッグストアのウェルネスを51店舗展開中！ 医薬品登録販
売者資格を取得し、
「最も身近な健康アドバイザー」として健康や美容に関
する接客を行い、なくてはならない存在として地域を支えています。

〒693-0064 島根県出雲市里方町７１７番地
http://www.takesita.jp/

事業概要 弊社は建設コンサルタントとして、社会資本の整備で必要となる測
量・地質調査・土木設計・補償業務を行っています。また、社会資本を長く活用す
るための点検・維持管理に関わる業務も行っています。
資本金 1,100万円
設立 1969年
売上高（直近） 60,000万円
従業員数（直近） 60名
過去3年間の新卒採用実績 4名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：技術職4名、営業職1名、事務職1名（いずれも文理不問・資格不要）
給与・初任給・手当等 大卒：206,000円、短大・高専：202,000円、専門卒：180,000円(営業・事務職は別途)
年間休日数 121日
月平均残業時間 15時間
社員の平均勤続年数 25年
勤務形態 完全週休二日制
8：15〜17：15
連絡先：総務課 原 恵美子（はら えみこ） 0853-22-2350 kyujin@takesita.jp

事業概要 〇医薬品・健康食品・化粧品・日用品・ベビー用品・介護用品などの販
売 〇処方せんによる調剤業務・在宅業務
資本金 28,750万円
設立 1995年4月1日
売上高（直近） 1,2,614,702万円
従業員数（直近） 3,892名（内正社員1,232名）
過去3年間の新卒採用実績 312名(離職者数44名)
採用予定者数 新卒80名：総合職（文理不問）・管理栄養士
給与・初任給・手当等 四大卒・院了：220,000円 短大・専門卒:200,000円
年間休日数 113日
月平均残業時間 14時間
社員の平均勤続年数 8.2年
勤務形態 ・勤務時間は、店舗営業時間に準じて週40時間（シフト制） ・一カ月単位の変形労働時間制を適用。
・営業時間は店舗により異なります。
連絡先：人事部採用課 物袋 将太（もって しょうた） 0120-871-715 tgnjinji@tgn.tsuruha-gr.jp

社会福祉法人

東京靴株式会社

坪内宝珠会

〒690-0823 松江市西川津町1610-4
http://tamachi-matsue.jp/

私たちの園の特徴は大きく3つあります。
1つ目は、こどもも職員も成長できる環境があること。
2つ目は、園で働くすべての職員を大切にしていること。
3つ目は、雰囲気がよく過ごしやすい環境を整えていることです。
事業概要 松江市内で、0歳児〜就学前児までの全年齢児を預かる幼保連携型認定
こども園と、0〜2歳児の乳児保育園、小規模保育園と児童クラブの4施設を運営し
ています。
設立 1970年10月22日
従業員数（直近） 80名
過去3年間の新卒採用実績 12名(離職者数3名)
採用予定者数 新卒7名：保育士・幼稚園教諭・小学校教諭のいずれか
給与・初任給・手当等 初任給：大学/210,000円 短大・専門/200,000円 手当：通勤手当・住宅手当・保育手当
年間休日数 107日
月平均残業時間 ０時間
社員の平均勤続年数 10年
勤務形態 8：30〜17：30 シフト有(早番・遅番勤務有り）
連絡先：法人事務局 足立 恵美（あだち えみ） 0852-60-1160 tamachi1@tamachi-matsue.jp
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〒733-0841 広島県広島市西区井口明神1-1-10
https://tgn-recruit.com/

〒699-0108 島根県松江市東出雲町出雲郷1643-4
https://www.shoes-i.net/

「圧倒的な品揃えでお客様に感動と満足を」
「時流の進化に合った店づく
りで地域一番店を目指す」をモットーに、西日本にロードサイド型大型靴
専門店チェーン『シューズ愛ランド』を展開。
事業概要 郊外型の靴の大型専門店「シューズ愛ランド」を展開、取り扱い商品は
紳士靴、婦人靴、子供靴、スニーカー等、履物全般を取り扱っています。
資本金 5,000万円
設立 1950年
売上高（直近） 830,000万円
従業員数（直近） 539名
過去3年間の新卒採用実績 32名(離職者数9名)
採用予定者数 新卒：販売職15名
給与・初任給・手当等 173,000〜208,000円（地域手当ほか）
年間休日数 107日
月平均残業時間 7時間
社員の平均勤続年数 7時間
勤務形態 9時30分〜22時 8時間勤務 シフト制
連絡先：人事部 人事課 藤原 崇（ふじはら たかし） 080-3758-0584 fujihara@tkshoes.co.jp

23

参加企業紹介
トヨタＬ＆Ｆ広島株式会社

株式会社中筋組

弊社では、仕事の「ON」と「OFF」を大事にしています。
■ディーラーなのに、日・祝休み （土曜日：月1−２回出勤有）
残業も営業職には少なめの平均５時間。 ※2021年実績

中筋グループとして7社の構成企業があります。総合建設業をメインにコン
クリート製造業、自動車・石油事業、情報通信業、食品卸売業、農業と幅広
く地域に貢献できる企業として長年に渡り事業を推進しています。

事業概要 各種産業車両（フォークリフト、高所作業車など）/事業所用クーラ
ー、遠赤外線ヒーター、無人物流システム/自動倉庫、物流機器等の販売、リース・
レンタル事業/産業車両の点検・検査及び修理・加工
資本金 3,000万円
設立 1969年
売上高（直近） 547,500万円
従業員数（直近） 169名
過去3年間の新卒採用実績 14名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒：若干名、既卒3年以内：若干名、中途：若干名
給与・初任給・手当等 基本給：176,120円 車両手当：10,000円 計186,120円
年間休日数 110日
月平均残業時間 営業スタッフ：5時間
社員の平均勤続年数 16年
勤務形態 勤務時間：９：００〜１７：３０ 休日：土・日・祝日 ※土曜日は月１−２回出勤有
連絡先：経営企画部 岡本・永山・大野 082-279-0305 saiyou＠lf-hiroshima.co.jp

事業概要 土木・建築・港湾・上下水道工事 中筋グループ構成企業（7社）
資本金 8,000万円
設立 1954年
売上高（直近） 623,000万円（グループ合計：1,400,000万円）
従業員数（直近） 116名（グループ合計：313名）
過去3年間の新卒採用実績 グループ合計：37名(離職者数グループ合計：5名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内：13名(技術職8名、営業職2名、事務職3名)、
中途：4名(建築技術職、経営企画職)
給与・初任給・手当等 技術職：213,000円、事務職：211,000円（大卒総合職）
年間休日数 124日
月平均残業時間 15時間
社員の平均勤続年数 18.7年
勤務形態 シフト無し、平日勤務、8：00〜17：00（昼休憩60分含む）
表彰、認定等 こっころカンパニー、地域未来牽引企業、しまねいきいき雇用賞、ヘルスマネジメント認定事業所、健康
経営優良法人2022
連絡先：管理部 大塚 茂人（おおつか しげと） 0853-22-8111 otsukasi@nakasuji.co.jp

株式会社ナカサ

株式会社日本海技術コンサルタンツ

自動車部品を中心に、射出成形機部品、医療機器部品などの製品を加工し
ています。当社で加工した製品は、私たちの身近なところで使用され、国内
外を問わず、あらゆる業界に貢献しています。

未経験者でも自分の頑張りで昇進・昇給でき、みんなで助け合いながら仕
事ができる。やりがいを感じられる会社です。

〒733-0833 広島県広島市西区商工センター2-16-10
https://www.lf-hiroshima.jp/

〒692-0057 島根県安来市恵乃島町113-15
https://nakasa.co.jp

事業概要 ・ロストワックス製品、MIM製品の機械加工 ・射出成形機部品製
造 ・金型3D部品製造 ・粉末床溶融結合法(Powder bed fusion)による試作
資本金 3,800万円
設立 1974年5月1日
売上高（直近） 95,000万円(2020年度）
従業員数（直近） 120名
過去3年間の新卒採用実績 R2:1名 R3:１名 R4:0名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒3名：製造職3名（文理不問）、既卒3年以内若干名：製造職（文理不問）、中途1名：製造職（文理
不問）
給与・初任給・手当等 新卒（高専：180,000円、大卒：190.000円） 中途（150,000円〜200,000円）
年間休日数 110日（基本 土、日休み）、会社カレンダーによる
月平均残業時間 30時間
社員の平均勤続年数 14.8年
勤務形態 2直2交替制（月〜金）、勤務時間（8:25〜16:45又は20:25〜4:45）
3直２交替制（4勤２休）、勤務時間（8:25〜17:10又は20:25〜5:10）
連絡先：管理GR 長尾 0854-23-0873 manabu̲nagao@nakasa.co.jp
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〒693-0061 島根県出雲市姫原町262番地
https://www.nakasuji.co.jp/

〒699-0403 島根県松江市宍道町西来待2570-1
https://www.nitec-ct.co.jp/

事業概要 皆様の大切な命を守り、快適で安心安全な生活を送っていただくため
の土木施設に関する測量・設計・調査・工事を行っている会社です
資本金 3,700万円
設立 1982年
売上高（直近） 96,000万円
従業員数（直近） 67名
過去3年間の新卒採用実績 7名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：各2名
給与・初任給・手当等 大学院：22万円、大学：20万5千円、高専：19万3千円、高校：17万5千円
年間休日数 124日
月平均残業時間 20時間
社員の平均勤続年数 11年
勤務形態 完全週休2日、8:30〜17:30
表彰、認定等 こっころカンパニー
連絡先：総務部 門脇 和人（かどわき かずと） 080-6339-6322
k.kadowaki@nitec-ct.co.jp
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参加企業紹介
有限会社舶来フード

株式会社

5店舗すべてが専門店として営業しており、ステーキハンバーグ・ステーキ
を主としたレストラン、とんかつ専門店（2店）、イタリアン、和風レストラン
です。いろいろなジャンルの飲食店を学ぶことができます。

1962年創業以来、建設関連事業を中心に建設機械・資材・設備プラント
の販売（売ります）・レンタル（貸します）・メンテナンスサービス（直しま
す）を一貫して営む企業として地域の発展に貢献してまいりました。

事業概要 ハンバーグを主とした洋食店・とんかつ専門店（２店舗）・イタリアン
レストラン・和風レストランの５店舗を安来・米子にて展開。
資本金 300万円
設立 1993年
売上高（直近） 34,000万円
従業員数（直近） 約100名
過去3年間の新卒採用実績 R３：なし、R２：1名、R１：3名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒(既卒3年以内含)4名：総合職2名、一般職2名（文理・資格不問）、 中途：4名
給与・初任給・手当等 総合職 200,000円、一般職 170,000円（専門学校卒の場合） 通勤手当あり
年間休日数 105日
月平均残業時間 10時間
社員の平均勤続年数 6.5年
勤務形態 変形労働時間制（1ヵ月単位） 9:00〜23:00の間の8時間程度 ※各店舗ともシフトで勤務時間が決ま
ります
連絡先：本部 門脇 真由子（かどわき まゆこ） 0854-23-8800 hakurai@ec2.technowave.ne.jp

事業概要 建設機械販売、レンタル、サービス事業 介護福祉用具販売、貸与事
業
資本金 24,000万円
設立 1963年9月26日
売上高（直近） 1,227,013万円
従業員数（直近） 273名
過去3年間の新卒採用実績
2022年4月 11人（離職者 0人）
2021年4月 4人（離職者 0人）
2020年4月 6人（離職者 1人）
採用予定者数 新卒10名：総合職(営業職、整備職)
給与・初任給・手当等 会社規定による
年間休日数 111日（年間ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）土曜・日曜・祝日、ＧＷ、年末年始休み
月平均残業時間 15時間
社員の平均勤続年数 11年
勤務形態 就業時間8：00-17：15（休憩時間75分）
表彰、認定等 地域未来牽引企業
連絡先：総務部 大前 0852-66-1113 oomae@harasho.co.jp

社会福祉法人

株式会社ビジネスインフォーメイションガーヴァン

〒692-0024 島根県安来島田町427-1
https://hakuraifood.jp/

浜田福祉会

〒697-1331 島根県浜田市内村長365番地7
https://mikawaen.com

当法人は、職員同士が多職種で協力し、助け合う雰囲気があり、とても働
きやすい職場です。資格取得に対するサポートや、福利厚生面が充実してお
り、プライベートでもスポーツや地域貢献など様々な活動に力を発揮出来
ています。
事業概要 主な事業は老人福祉・介護保険事業です。県西部を中心に9つの事業
を展開しています。
設立 1992年9月
売上高（直近） 64,400万円
従業員数（直近）
124名
過去3年間の新卒採用実績 9名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒11名：(生活相談員1名、介護職5名、管理栄養士1名、調理員１名、機能訓練指導員１名、看護師２
名)
給与・初任給・手当等 147,200円〜184,400円
年間休日数 113日
月平均残業時間 10時間程度
社員の平均勤続年数 8.2年
勤務形態 シフト有
連絡先：人事部門 渡利 正樹(わたり まさき) 0855-26-0333 Jinji-bu@mikawaen.com
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原商

〒699-0402 島根県松江市宍道町白石８１−１０
https://www.harasho.co.jp/

〒690-0003 島根県松江市朝日町460-12
http://www.kk-big.co.jp/

1987年創業の県内では老舗のＩＴ企業で松江、東京、大阪、山口で取り組
んでおり、その事業は大手ＩＴベンダーや一般企業から直接受託しており、
特に金融システムは長年の経験・実績を踏まえた強みがあります。
事業概要 システムの企画・開発・保守
資本金 2,000万円
設立 1987年
売上高（直近） 36,500万円
従業員数（直近） 37名
過去3年間の新卒採用実績 7名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒：3名(文理不問)、既卒3年以内：2名(文理不問、
ＩＴ経験あれば尚可）、中途：1名(ＩＴ経験者)
給与・初任給・手当等 初任給／大学院：205,000円 大学：185,000円 高専・専修：180,000円
諸手当／資格手当、住宅手当等
年間休日数 122日
月平均残業時間 15時間
社員の平均勤続年数 12年
勤務形態 完全週休二日制
連絡先：統括マネージャー 本田 学（ほんだ まなぶ） 0852-69-4381
honda@kk-big.co.jp
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参加企業紹介
株式会社日立金属安来製作所

株式会社フィディア（ホームデコ）

高級特殊鋼「YSSヤスキハガネ」の製造工程の中で、当社は冷間加工、品質
検査などを担当し、日立金属(株)安来工場のパートナーとして共にお客様
に喜んでいただけるよう、高い品質の製品をお届けし続けています。

創業60年信用と実績が当社の誇り。安定した会社です。公共工事などを行
う建設事業部とホームデコ事業部（松江店安来店米子店境港店）の2事業
部制。全社44名中28名が女性です。新しい時代に合った建設業を目指し
ています。

〒692-8606 島根県安来市飯島町1240-2
https://www.hitachi-metals-yasugi-seisakusyo.co.jp/

事業概要 高級特殊鋼の冷間加工・手入・検査、原料供給・再資源化、生産設備の
導入・改善・効率向上・保全等
資本金 14,400万円
設立 1986年11月1日
売上高（直近） 937,417万円
従業員数（直近） 797名
過去3年間の新卒採用実績 26名(離職者数3名)
採用予定者数 新卒：若干名 技術系総合職(理系)、事務系総合職(文系)
給与・初任給・手当等 初任給：(高専卒)194,000円、(大学卒)205,900円
年間休日数 121日(GW、夏季、年末年始連休あり)
月平均残業時間 18.2時間
社員の平均勤続年数 22.0年
勤務形態 8:25〜16:45(実働7時間40分、休憩45分)
(土)(日)休日、※大型連休前後に変則の可能性あり
表彰、認定等 健康経営優良法人2022(大規模法人部門)認定
連絡先：総務部 渡部 伸司(わたなべ しんじ) 0854-23-1716
shinji.watanabe.xd@hitachi-metals.com

事業概要 住宅・店舗などのエクステリアとリフォームの設計施工・雑貨花苗販売
（店舗・通販）
資本金 3,300万円
設立 1962年
売上高（直近） 140,000万円
従業員数（直近） 44名
過去3年間の新卒採用実績 3名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：4名 ①ガーデン＆インテリアアドバイザー2名 （文理不問）
②建築設計施工スタッフ2名(建築系学校卒)
給与・初任給・手当等 19万円
年間休日数 100日
月平均残業時間 15時間
社員の平均勤続年数 12年
勤務形態 正社員・シフト無し・勤務時間9時〜18時・火曜定休・休日は年間休日カレンダーによる
連絡先：ホームデコ松江店 チェ ムンソン 0852-20-6110 choe@ﬁdia-japan.com

株式会社日立メタルプレシジョン

株式会社

多様化するニーズに合わせて、精密加工・組立の加工技術と豊富な材質を
駆使して様々な分野の先端テクノロジーで社会に貢献しています。特に主
力製品のタービンホイールは、世界でトップクラスのシェアを占めており、
今後さらなる市場の拡大も見込まれています。

教育に力を入れており、グループ会社合同の研修をはじめ、成長にあわせた
階級別セミナー参加や海外スーパーへの視察など多数メニューを用意して
います。また、地域貢献として食に関するイベントも多数主催しています。

〒692-0014 島根県安来市飯島町1240-2
https://www.hmp-ltd.co.jp/

事業概要 精密鋳造品及び金属粉末射出成型品の製造販売（自動車・航空機・
原子力・建材・電子機器利用等）
資本金 30,010万円
設立 2005年4月1日
売上高（直近） 1,072,800万円
従業員数（直近） 405名
過去3年間の新卒採用実績 3名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒：2名、既卒3年以内：1名、中途：1名
給与・初任給・手当等 給与：205,200〜 手当：時間外手当・通勤手当他
年間休日数 126日
月平均残業時間 18.9時間
社員の平均勤続年数 22.1年
勤務形態 勤務時間：８：２５〜１７：００
休日曜日：土日その他
表彰、認定等 ２０２２健康経営優良法人
連絡先：管理部総務グループ 渡辺 大貴（わたなべ だいき） 0854-23-1122
daiki.watanabe.pp@hitachi-metals.com
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〒690-0823 島根県松江市西川津町4170
https://homedeco-japan.com/

フーズマーケットホック

〒692-0001 島根県安来市赤江町1448-1
https://hok.saeki-selvahd.jp

事業概要 「美と健康」をテーマに島根県東部から鳥取県西部にかけてスーパー
マーケットを展開している地域密着型企業です
資本金 5,000万円
設立 1949年
売上高（直近） 約2,000,000万円
従業員数（直近） 約1,100名（パートアルバイト含む）
過去3年間の新卒採用実績 15名(離職者数6名)
採用予定者数 新卒16名：店舗スタッフ15名 システム部1名（ともに文理不問、自動車免許（AT限定可）要）
給与・初任給・手当等 大学卒 190,000万円 短大・専門卒 165,000円
年間休日数 107日（月間9日間、ただし2月のみ8日間）
月平均残業時間 平均20時間
社員の平均勤続年数 15.4年
勤務形態 店舗スタッフ 6：00〜20：00の間で実働8時間、 システム 8：30〜17：30
連絡先：総務人事課 吉木 正太（よしぎ しょうた） 0854-28-8340
soumu@fm-hok.com
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参加企業紹介
富士産業株式会社中国事業部

〒732-0052 広島県広島市東区光町1-7-11
http://www.fuji-i.com

広島CDビル2階

「身内のつもりになって食事サービスを提供しましょう」という企業理念のも
と、家庭で出されるような「気持ちのこもった、あたたかいお食事」を提供して
います。栄養士としてスキルアップできる環境が豊富です。

〒690-0122 島根県松江市西浜佐陀町1399-34
http://www.houshinkai-s.or.jp/

私たち豊心会は、事業を通じて地域の皆様と共に、安心して暮らせる住み
良いまちづくりを考え、創造し、アクションする集団です。学びとやりがい
の大きいお仕事です！！

事業概要 医療機関、介護・福祉施設、学校、会社などの食事提供業務受託事業
資本金 5,000万円
設立 1972年
売上高（直近） 8,239,800万円(2020年度)
従業員数（直近） 17,609名(2022年3月末現在)
過去3年間の新卒採用実績 1,569名(離職者数484名)
採用予定者数 新卒：10名(文理不問・管理栄養士又は栄養士)、既卒3年以内：5名
(文理不問・管理栄養士又は栄養士)
給与・初任給・手当等 178,000円（4年制・管理栄養士）・165,000円（2年制・栄養士）
年間休日数 107日
月平均残業時間 15時間程度
社員の平均勤続年数 7.0年
勤務形態 早番・中番・遅番の三交代制 シフト制
連絡先：総務課 澤田 朋美（さわだ ともみ） 082-263-2220
tomomi-sawada@fuji-i.com

事業概要 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援、
訪問看護、配食サービス
設立 2001年12月21日
売上高（直近） 44,300万円
従業員数（直近） 80名
過去3年間の新卒採用実績 3名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒：介護職3名(文理不問・資格不要)
給与・初任給・手当等 大学卒164,200円、短大・専修卒155,000円、高校卒150,000円
社会福祉士12,000円／月、介護福祉士8,000円／月、介護職員実務者研修6,000円／月、介護職員初任者研修
5,000円／月、喀痰吸引資格手当3,000円／月、夜勤手当8,000円／回、介護職員処遇改善手当21,000円／月（勤務
2か月後、前年度実績）、特定処遇改善加算平均 5,000円〜10,000円／月（勤務2か月後、前年度実績）、通勤手当
（限度額）16,900円／月、住宅手当（最大）15,000円／月 ※扶養手当あり
年間休日数 113日
月平均残業時間 3時間程度
社員の平均勤続年数 8年
勤務形態 シフト制 早番：7:00〜16:00 日勤：8:30〜17:30 遅番：11:00〜20:00
夜勤：17:30〜8:30（月5回程度、夜勤1回の勤務時間12時間、休憩3時間）
連絡先：法人本部 多久和 百恵(たくわ ももえ) 0852-36-3010
takuwa@houshinkai-s.or.jp

株式会社ペンタスネット

株式会社豊洋

松江市に本社を構え、東京支社との2拠点で事業を展開しているシステムイ
ンテグレーションの会社です。高校や専門学校でプログラミングの授業を担
当しており、地域のIT人材の育成にも力を入れています。

年一回の人事評価を通して個人一人ひとりの努力、会社貢献を評価し、給与
や賞与に反映する仕組みを数年前から行っており、モチベーションアップに
繋がっています。

〒690-0816 島根県松江市北陵町４３番地
https://www.pentas-net.co.jp/

事業概要 コンピュータソフトウェアの開発、デジタルコンテンツの制作、教育事業
資本金 4,900万円
設立 1993年4月1日
売上高（直近） 31,374万円
従業員数（直近） 45名
過去3年間の新卒採用実績 5名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒3名
給与・初任給・手当等 205,000円〜310,000円
年間休日数 123日
月平均残業時間 13時間
社員の平均勤続年数 10.7年
勤務形態 週休二日制、8時間/日、フレックスタイム制（コアタイム10:00〜15:00）
表彰、認定等 しまねいきいき雇用賞
連絡先：システム開発本部第1グループ 藤原 彰人（ふじはら あきひと） 0852-20-7200
recruit@pentas-net.co.jp
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社会福祉法人豊心会

〒690-0823 島根県松江市西川津町2108-3
https://www.hoyo-ltd.jp/

事業概要 建築、土木工事の請負施工、ビル・マンション・一般住宅建築設計・施
工、一級建築士事務所、宅地建物取引業、自動車整備
資本金 5,000万円
設立 1979年
売上高（直近） 310,000万円
従業員数（直近） 73名
過去3年間の新卒採用実績 8名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒：2名(土木施工管理職)、既卒3年以内：2名(土木施工管理職)、中途：1名(土木施工管理職)
給与・初任給・手当等 大卒 ￥195,962（固定残業手当15時間分￥19,162含む）
年間休日数 105日
月平均残業時間 11.9時間
社員の平均勤続年数 15.7ヶ月
勤務形態 正社員（勤務時間8：30〜17：30）
表彰、認定等 しまね女性の活躍応援企業、ヘルス・マネジメント事務所認定、こっころカンパニー認定、しまねいきい
き雇用賞受賞
連絡先：総務部 大井川（おおいがわ） 0852-28-1111 roigawa@hoyo-ltd.jp

31

参加企業紹介
北陽警備保障株式会社

益田石油株式会社

「お客様の生命・財産を事故から守る」ことを使命に施設を中心に様々な
警備を行っています。地元セキュリティ業界においてトップクラスの実績と
規模を誇ります。

脱炭素はビッグチャンス！命綱であるエネルギーサプライと車は中身がどう
変化しても田舎には必要！あって当り前を支え、お客様からのありがとうに
感謝する。そんな事業を活かして人・社会人としての成長が目的です。

事業概要 機械警備業務・施設警備業務・ＡＴＭ管理業務・消防設備点検業務 他
資本金 2,100万円
設立 1973年
売上高（直近） 120,000万円
従業員数（直近） 161名
過去3年間の新卒採用実績 6(離職者数1名)
採用予定者数 新卒：11名、既卒3年以内：4名、中途：4名
給与・初任給・手当等 【初任給】170,000円以上/（大卒） 【手当】通勤手当・家族手当・資格手当
年間休日数 105日
月平均残業時間 28時間
社員の平均勤続年数 11.9年
勤務形態 シフト勤務有り
連絡先：総務部 採用担当 0852-24-8111
hans-soumu012@hokuyo-keibi.co.jp

事業概要 ＳＳ（サービスステーション）、ガス、電気、自動車販売＆メインテナン
スほか、エネルギーサプライと田舎での移動手段「車」を取り扱っています。
資本金 1,800万円
設立 1942年
売上高（直近） 100,000万円
従業員数（直近） 26人
過去3年間の新卒採用実績 2名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒：2名ＳＳスタッフ（将来管理職経営職を）、既卒3年以内：2名ＳＳスタッフ（将来管理職経営職
を）、中途：2名ＳＳ又はＬＰガス(ともに文理不問・資格不要)
給与・初任給・手当等 大卒：195,000〜、既卒3年以内178,000〜試用期間あり、通勤・資格・待機など
年間休日数 104日（有給5日含む）
月平均残業時間 10時間
社員の平均勤続年数 15年
勤務形態 シフト制（ＬＰガスは8：00〜17：00）
表彰、認定等 こっころカンパニー認定、女性の活躍推進企業登録
連絡先：代表取締役社長 吉山 典克（よしやま のりかつ） 0856-22-0660
masudaoil-toukatsu@outlook.jp

〒690-0049 島根県松江市袖師町9-35
https://www.hokuyo-keibi.co.jp/index.html

〒698-0041 島根県益田市高津８丁目１０番９号
https://masudasekiyu.grupo.jp/

松江山本金属株式会社

〒690-0816 島根県松江市北陵町30
https://www.matsue-yamakin.co.jp

「大物加工」と「計測評価」という2つの技術で精度の高い大型部品を生
み出しています。世界に数台しかない世界最大級の機械を所有しており、充
実した製造環境でお客様に発展をもたらすものづくりを行っています。
事業概要 部品製造
・大物加工事業 エネルギー分野や工作機械のコア部品など「中・大型」部品の
製造を行っています。
・計測評価事業 精密加工技術と加工現象を「見える化」する測定を行い、精度
の高い部品を生み出しています。
資本金 5,000万円
設立 2016年3月18日
売上高（直近） 65,000万円
従業員数（直近） 48名
過去3年間の新卒採用実績 11名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒：7名、既卒3年以内：3名、中途：3名
給与・初任給・手当等 初任給：200,000円（大学卒の場合）・手当：資格手当、住宅手当、通勤手当等
年間休日数 113日
月平均残業時間 約20時間
社員の平均勤続年数 10.1年（グループ全体）
勤務形態 休日：土日祝（月平均1.5回土曜出勤あり）・勤務時間：8:30〜17:30（実働7時間45分）
表彰、認定等 ISO9001登録、DMGMORIパートナーアワード2021受賞 等
連絡先：管理部 川﨑 美優（かわさき みゆ） 0852-27-1800
kawasaki@matsue-yamakin.co.jp
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参加企業紹介
有限会社松の湯（出雲・玉造温泉 松乃湯）

皆美グループ

「みんな仲良く健康で、常に進歩的であれ」を行動目標に、お越しになるお
客様に笑顔でおもてなしをしています。

今年はグループ全体で新入28人入社で元気にやっております！若い方から
80代の方まで幅広く活躍しておりますが、多くを若いスタッフが占めており
ます。旅館ホテルのランキングや旅行代理店においても、毎年上位ランキン
グ・高評価を頂き、頑張っております。明治21年からの歴史を持つ老舗のグ
ループですが、定期的なリニューアル・革新を行い、常に新しい感動をお客様
に提供できるように努めております。

〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造1215
https://matsunoyu.jp

事業概要 宿泊温泉旅館業（個人及び団体旅行客の食事・入浴・宿泊等のご提
供）
資本金 1,000万円
設立 1885年
売上高（直近） 80,000万円（令和元年）
従業員数（直近） 104名（令和4年4月1日時点、パート・アルバイト含む）
過去3年間の新卒採用実績 24名(離職者数9名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：8名(普通自動車運転免許)
給与・初任給・手当等 160,000〜180,000円（通勤手当支給あり）
年間休日数 95日
月平均残業時間 5時間
社員の平均勤続年数 7年
勤務形態 6〜22時のうち実働7.5時間のシフト制。1ヶ月変形労働時間制。
連絡先：管理部 村田 義治（むらた よしはる） 0852-62-0611
murata@matsunoyu.jp

事業概要 「佳翠苑皆美」は、玉造温泉の客室数109室の大型観光ホテルです。ま
た、明治21年創業の皆美グループ発祥の旅館「皆美館」が松江しんじ湖温泉にあり、
現在は和のオーベルジュとしてレストラン＆宿泊の新しい業態で活動しています。
さらに、和食レストランとして「味皆美ふじな亭」、お弁当仕出し部門の「お届け厨房」、通販・オンラインストアである「皆
美オンラインストア」など幅広い分野で成長を続けております。
資本金 (有)玉造皆美4,500万円、(有)松江皆美館4,500万円、(有)みなみ商事320万円
設立 1888年
売上高（直近） 230,000万円
従業員数（直近） 300名
過去3年間の新卒採用実績 35名(離職者数19名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：各5名(フロント・レストラン/客室/調理それぞれ5名 資格不要)
給与・初任給・手当等 客室スタッフ（220,000円）、調理師（194,000円）、フロント・レストラン（193,000円）食事
手当、通勤手当、奉仕手当（チップ）、家族手当、着物手当ほか
年間休日数 105日(公休100日+リフレッシュ休暇5日）
月平均残業時間 23時間
社員の平均勤続年数 14年
連絡先：皆美グループ本部 濵岡 範行（はまおか のりゆき） 0852-62-0577 keiri@minami-g.co.jp

三菱マヒンドラ農機株式会社

美作グループ(マツダ・コマツ・オートバックス)

外資系農業機械メーカーとしてマヒンドラ&マヒンドラ社の製品開発力、グ
ローバル展開力と三菱重工グループのトータルな技術力を最大限に活用
し、農業機械の開発を通して農業の発展に貢献しています。

やっぱり仕事は楽しくないとダメ！との代表の言葉通り、どんどんチャレンジで
きるグループです。地域に愛される会社、地元で頑張っている会社としてPRし成
長を続けています。

事業概要 農業機械（トラクター・コンバイン・田植機等）の開発設計および販売
資本金 450,000万円
設立 1945年2月16日
売上高（直近） 4,370,000万円
従業員数（直近） 1422名（グループ連結）
過去3年間の新卒採用実績 8名(離職者数0名)
採用予定者数 開発設計志望者合わせて5名（新卒、既卒3年以内）
給与・初任給・手当等 221,200円（大学院卒） 206,200円（大学卒・高専専攻科卒）196,200円（高専卒）
年間休日数 123日
月平均残業時間 20時間
社員の平均勤続年数 18.36年
勤務形態 シフト勤務なし。週休2日制（基本的に土日祝休み 会社カレンダーによる）
連絡先：人事総務部 人事課 柴田（しばた） 0852-52-2111
mam-saiyou@mam.co.jp

事業概要 美作グループは70年に渡る歴史の精神を継ぐ、岡山県北、山陰を代表する
トータルカーライフサポーターです。
資本金 3,850万円
設立 1952年
売上高（直近） 430,000万円
従業員数（直近） 195名
過去3年間の新卒採用実績 22名(離職者数8名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内・中途：各5名：販売+ピットで５名(ともに文理不
問・自動車免許)
給与・初任給・手当等 高卒：160,820円〜 大卒：183,320円〜 中途：要相談、 資格手当有
年間休日数 平均93日(マツダ91日、コマツ86日、オートバックス100日)
月平均残業時間 3社平均15時間
社員の平均勤続年数 ９年
勤務形態 マツダ水曜日定休日、コマツ日・祝第2土曜日休、オートバックス水曜定休日
表彰、認定等 健康経営優良法人2022(大規模法人部門)：オートバックス
津山市ワークライフバランス推進企業認定：マツダ・コマツ・オートバックス
連絡先：人事採用部 水嶋 隼人 080-2910-8423 mizushima＠mimasakugroup.com

〒699-0195 島根県松江市東出雲町揖屋667-1
https://www.mam.co.jp/
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〒699-0201 島根県松江市玉湯町玉造1218-8
https://www.minami-g.co.jp/

〒708-0886 岡山県津山市昭和町1-86
http://www.mimasakugroup.com
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参加企業紹介
モルツウェル株式会社

社会福祉法人よこた福祉会

全国の介護施設向けに「安心安全な真空調理済食品」を、島根では「地域の困り
ごと解決」を三河屋事業で展開し、ふるさとに貢献する事業を目指しています。

あなたの手のぬくもりが、誰かのこころをあたためる。あなたの心のぬくも
りが、誰かの暮らしをあたためる。そしていつの間にか誰かにあなたがあた
ためられている。
「尊いお仕事ですね」と声を掛けていただき「ありがとう」
と感謝していただける瞬間がここにはあります。

〒690-0876 島根県松江市黒田町454-3
https://morzwell.co.jp/

事業概要 ①高齢者施設向け食品製造販売
②システム・ソフト開発、コンサルティング ③厨房運営
資本金 1,000万
設立 1997年11月1日
売上高（直近） 107,000万円（2021年8月）
従業員数（直近） 137名（※常勤役員3名、正社員32名、パート102名）
過去3年間の新卒採用実績 5名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒2名：製造職 2名/文理不問、普通自動車運転免許（AT限定可）
既卒3年以内2名：製造職2名/文理不問、普通自動車運転免許（AT限定可）
中途3名：製造職2名/営業職1名/文理不問、普通自動車運転免許（AT限定可）
給与・初任給・手当等 180,000円〜220,000（最終学歴、資格等により変動します）
年間休日数 107日
月平均残業時間 月平均15時間程度
社員の平均勤続年数 4.2年（2021年度）
勤務形態 公休日：月9日 変動シフト制・有給休暇・育児休業・介護休業・子の看護休業・生理休暇・慶弔休暇
表彰、認定等 経済産業省「はばたく2021中小企業・小規模事業者300社」受賞、地域未来牽引企業、いきいき雇用
賞、しまね女性の活躍応援企業等
連絡先：管理統括部/CSES課 浅野 貴之（あさの たかゆき）/小堀 さゆり（こほり さゆり） 0852-20-2400
asano@morzwell.co.jp/kohori@morzwell.co.jp

事業概要 特別養護老人ホーム、デイサービス事業、ホームヘルパー事業等
設立 1986年
売上高（直近） 44,235万円
従業員数（直近） ９2名
過去3年間の新卒採用実績 4名(離職者数0名)
採用予定者数 既卒3年以内：3名(文理不問、管理栄養士、看護師)
給与・初任給・手当等 初任給 大学：172,500円 短大・専修：169,500円
年間休日数 124日
月平均残業時間 1.4時間
社員の平均勤続年数 15.2年
勤務形態 １か月単位変形労働時間制
表彰、認定等 ユースエール認定
連絡先：総務課 石原 正照（いしはら まさてる） 0854-52-2567
yokohu-1@jeans.ocn.ne.jp

株式会社ヤマト

リョーノーファクトリー株式会社

山陰の物流を支える上で地域でなくてはならない存在として、山陰エリア
の企業をバックアップしています。
「安心・安全・高品質」を目的とし、お客
様に満足して頂ける業界No.1企業を目指しています。

生産に関するほぼ全ての工程を有しており、生産管理・部品調達・生産技術
のサポート部門もあわせた一貫したものづくり体制を整えています。完成品
が出来る工程を間近で見ながら仕事ができる環境は格別です。

事業概要 「働く車」を中心として、自動車の電気関係部品の修理取付、カーエア
コンの修理、自動車部品商品の卸売販売、コーティング等
資本金 1,200万円
設立 1934年
売上高（直近） 190,000万円
従業員数（直近） 130名
過去3年間の新卒採用実績 ７名(離職者数２名)
採用予定者数 営業職・企画：2名、メカニック職：5名 ※文理不問・普通自動車運転免許(A/T不可)
新卒：4名、既卒3年以内：1名、中途：2名
給与・初任給・手当等 大卒185,500円/高専・短大177,700円/専修171,700円/中途 当社規定
年間休日数 101日
月平均残業時間 12時間
社員の平均勤続年数 20年
勤務形態 勤務時間 9：00〜17：30 週休2日(隔週土曜休み、他当社カレンダーによる)、日祝休み
連絡先：企画室 橋本 崇範(はしもと たかのり) 0852-23-1501
soumu@kk-yamato.jp

事業概要 三菱農業機械のトラクター、コンバイン、乗用田植機の製造
資本金 2,000万円
設立 1977年10月28日
売上高（直近） 1,759,000万円
従業員数（直近） 425人
過去3年間の新卒採用実績 18名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒4名：生産技術（理系）・生産管理（不問）・調達購買（不問）
給与・初任給・手当等 高専卒 188,500円、 大卒 198,500円、 大学院卒 208,500円
手当：家族手当、住宅手当、通勤手当 等規則に基づき支給
年間休日数 122日
月平均残業時間 21.4時間
社員の平均勤続年数 10年
勤務形態 シフト：無、休日：週休2日（基本 土・日休み）、 勤務時間：8:15〜17:00 ※フレックス制度有り
連絡先：管理部 佐伯 廣美（さえき ひろみ） 0852-52-2725
hiromi.saeki@mam.co.jp

〒690-0011 島根県松江市東津田町1298-3
https://www.kk-yamato.jp/
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〒699-1821 島根県仁多郡奥出雲町稲原５７番地1
http://yokota.or.jp

〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋686-1
http://www.ryono-f.co.jp/
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参加企業紹介
株式会社

渡部製鋼所

〒693-0011 島根県出雲市大津町1378
https://w-seiko.co.jp

本年５月から新鋳造工場が稼働し、２０２３年３月には創立100周年を迎え
ますが、今後も更なる挑戦を続け、出雲の伝統技能とも言える高い鋳造技
能を持つ社員を育成しています。
事業概要 長年培った技術は業界で高い評価を受けており、国内はもとより広く
世界の機械工業に貢献しています。
資本金 9,850万円
設立 1923年3月1日
売上高（直近） 271,500万円
従業員数（直近） 166名
過去3年間の新卒採用実績 5名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒(既卒3年以内含)13名：製造総合職10名、事務総合職3名 ※ともに文理不問・資格不要
中途5名：製造技能職5名
給与・初任給・手当等 大卒：200,740円 、高専卒：192,696円 現物給与、世帯・住宅・時間外・通勤等
年間休日数 117日（土日完全週休2日制、長期休暇はGW,年末年始、盆）
月平均残業時間 20時間
社員の平均勤続年数 16年
勤務形態 勤務時間 8:00〜16:55（日勤のみ）
表彰、認定等
連絡先：総務部 曽田 淳男 0853-21-3344
sota@w-seiko.co.jp/

〒699-3671 島根県益田市津田町1071番地3
http://MelcopowerDevice.co.jp

当社は三菱電機のグループ会社です。世界トップクラスの三菱電機のパワー
デバイスは、家電製品、自動車、電鉄、太陽光発電システム等に幅広く使用
される高性能・高品質かつ地球にやさしい半導体製品です。島根工場では、
金属プレス加工・樹脂成形の高度な技術を駆使して様々な加工部品を生産
しています。
事業概要 三菱電機の高性能な各種パワーデバイスの製造事業を中心に、それに
関する部品加工や資材の運営などパワーデバイス製品に関するさまざまな関連事業を展開しています。
資本金 3,000万円
設立 2002年
売上高（直近） 2,813,714万円
従業員数（直近） 1,191名
過去3年間の新卒採用実績 1名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒：1名（技術職）、既卒３年以内・中途：4名(技術職1名、製造職3名)
給与・初任給・手当等
給与162,000〜260,000円、交替手当、連続操業手当、扶養手当
年間休日数 121日
月平均残業時間 21.6時間
社員の平均勤続年数 14年
勤務形態 日勤制 ①08：00〜16：45
交替制 ①08：00〜16：45、②20：00〜04：45
連絡先：業務部 総務一課 グループリーダー 帖佐 武彦(ちょうさ たけひこ) 0856-27-2005
Chosa.Takehiko@zb.MitsubishiElectric.co.jp

社会福祉法人みずうみ

ヒラタ精機株式会社

地域福祉のまちづくりとして、子どもから高齢者、障がい者まで様々な人た
ちが生活を継続していけるよう福祉サービスを幅広く展開しています。電動
カートの運行、カフェや小さなストアの運営も行っています。

当社は切削工程・熱処理工程・研削工程・組立工程・出荷までを自社内に有
しており、この一貫生産体制の確立により、あらゆる顧客の要求に対応し、
自動車メーカーやミッションメーカーへの部品供給を行っております。

事業概要 特別養護老人ホーム、障害者支援施設、通所介護、訪問介護、訪問看
護、地域密着型多機能型居宅介護、居宅介護支援、保育園、飲食業、移動支援など
資本金 10,770万円
設立 1985年7月19日
売上高（直近） 186,747万円
従業員数（直近） 402名
過去3年間の新卒採用実績 24名(離職者数7名)
採用予定者数 新卒3名：福祉総合職1名（福祉系大学）介護職2名（不問）、
既卒３年以内1名：介護職（不問）、中途2名：介護職（不問）
給与・初任給・手当等 大卒166,000円 短大専門卒154,000円、処遇改善手当5,000円、従事手当5,000円、
他資格手当
年間休日数 123日
月平均残業時間 4時間
社員の平均勤続年数 10年
勤務形態 1ヵ月単位のシフト勤務、7：00〜16：00、8：30〜17：30、10：00〜19：00
連絡先：法人本部 人材環境室 武田 英俊（たけだ ひでとし） 0852-27-3443 jinji@mizuumi.jp

事業概要 ヒラタ精機では自動車のトランスミッションに組み込まれる部品を製造
しております。トランスミッションの中でも遊星歯車機構と言われる部分に組み込
まれる製品が主力部品となっております。
また、トランスミッション部品以外においてもハイブリッド部品、エンジン部品、パ
ワーステアリング部品、デフ部品、フォークリフト部品があります。
資本金 5,000万円
設立 1972年
売上高（直近） 1,230,000万円
従業員数（直近） 392名
過去3年間の新卒採用実績 26名(離職者数10名)
採用予定者数 新卒6名：総合職（技術3名、工務技術2名、品質管理1名／全て理系、資格不要)
給与・初任給・手当等 基本給：189,400円 ／ 手当：通勤手当、残業手当、家族手当他
年間休日数 120日
月平均残業時間 20時間
社員の平均勤続年数 12.3年
勤務形態 配属先により、4勤2休の昼夜交代勤務の可能性あり（就業時間は8：00〜18：00）
5勤2休の場合は、常日勤または昼夜交代勤務（就業時間は8：00〜17：00）
表彰、認定等 ＩＡＴＦ16949／ＩＳＯ14001 認証取得
連絡先：総務課 須谷 公彦 0853-62-3600
k̲sutani@ondo.co.jp

〒690-0861 島根県松江市法吉町626-1
http://www.mizuumi.jp
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メルコパワーデバイス株式会社

〒691-0015 島根県出雲市西郷町字小池718番地
https://www.hiratask.co.jp
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参加企業紹介
株式会社昭和測量設計事務所

今井産業株式会社

・「建設コンサルタント事業」と「地盤調査事業」の２本柱で、地域に密着し
た仕事に取り組んでいます。
・仕事はチームで行うことが多いため、お互いのコミュニケーションとチーム
ワークがとても良いところです。

・県内トップクラスの売上
年間600〜800件の工事を手掛け約140憶円の工事を施工しています。
・「社員ファースト」
ノー残業デー推奨やワクチン接種休暇など福利厚生の充実を図っています。

事業概要 建設コンサルタント、補償コンサルタント、測量業、地質調査業、建設業
資本金 1,000万円
設立 1985年6月18日
売上高（直近） 59,000万円
従業員数（直近） 45名
社員寮（益田）
過去3年間の新卒採用実績 8名(離職者数5名)
採用予定者数 新卒：4名、既卒３年以内・中途：各1名
＊技術職4名、営業職1名 技術事務職1名(ともに文理不問・資格不要)
給与・初任給・手当等 大卒（専門系卒）20万円、大卒（専門卒以外）19万円、短大（専門卒以外）17.5万円、通勤手当
年間休日数 96日
月平均残業時間 10時間
社員の平均勤続年数 16.9年
勤務形態 シフト無し、休日：日、祝、第２・４土曜日、勤務時間：8:30〜17:15
連絡先：建設コンサルタント事業部 竹田 善和(たけだ よしかず) 0856-23-6728 info@showa00.co.jp

事業概要 土木・舗装・建築工事の施工
資本金 20,000万円
設立 1949年8月31日
売上高（直近） 1,573,710万円
従業員数（直近） 285名
過去3年間の新卒採用実績 （H31〜R3）13名(離職者数2名)
採用予定者数 新卒・既卒3年以内：14名（技術職12名、事務職2名 ※ともに文理不問・資格不要）
中途：12名（技術職9名、技能職2名、営業職1名 ※ともに資格不要）
給与・初任給・手当等 給与：月給制、初任給：182,600円（短大卒）〜、手当等：資格・通勤・扶養手当等
年間休日数 110日
月平均残業時間 34時間
社員の平均勤続年数 15年
勤務形態 シフト無、勤務曜日（月〜金曜日、年間に数日の土曜日）、勤務時間8時〜17時（休憩1時間）
表彰、認定等 こっころカンパニー、しまね女性の活躍応援企業
連絡先：総務部人事課 肥川 靖隆(ひかわ やすたか) 0855-92-1321 yasutaka.hikawa@imai-corp.co.jp

株式会社オネスト

医療法人社団

リモートワークなど新しい働き方を先駆けて実施しています。社内の全室でオンラ
イン商談ができるようにネットワーク環境を整えています。ゴルフやボーリング等の
社内コミュケーションの為のスポーツを行っています。また、個人の文化・スポーツ
活動の支援を行っています。女性専用の休憩室として和室を設けています。

・永年勤続表彰制度、スタッフ用インカムの導入、定時退社励行
・充実した福利厚生！人間ドック費用補助、年末大福引大会など
・産休育休取得後の復帰率100％

〒698-0041 島根県益田市高津四丁目１４−６
http://www.showa00.co.jp

〒699-0111 島根県松江市東出雲町意宇南6-3-1
https://www.onest.co.jp/

事業概要 全国でも数少ないソフトウェアメーカーとして研究・開発・販売を行っています。
自社製品の製造業向け『調達業務改革Web-EDI e商買®』は、国内外の40,000社以上で
ご利用いただいています。
資本金 4,000万円
設立 1995年
売上高（直近） 106,000万円（22年3月期）
従業員数（直近） 57名
過去3年間の新卒採用実績 7名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒・既卒３年以内・中途：10名：ITエンジニア10名、セールスエンジニア若干名、事務職1名
給与・初任給・手当等
〇新卒初任給：
（東京）大学院/256,000円、大学/246,000円、短大・高専・専門/231,000円
（本社）大学院/206,000円、大学/196,000円、短大・高専・専門/181,000円
〇既卒：経験・能力等を考慮の上決定
〇手当：通勤、残業、住宅手当、社宅制度、優績社員表彰制度、資格取得報奨金など
年間休日数 114日
月平均残業時間 30時間
社員の平均勤続年数 13年
勤務形態 月〜金（会社カレンダーあり）
表彰、認定等 第10回中国地域ニュービジネス大賞 受賞 第4回日本IT経営大賞 日本商工会議所会頭賞受賞
経済産業省「地域未来牽引企業」
連絡先：経営企画推進部 松田（まつだ） 0852-67-6175 matsuda.s@onest.co.jp
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〒699-4298 島根県江津市桜江町川戸４７２番地１
https://www.imai-corp.co.jp

回春会

〒690-0812 島根県松江市川原町309-1
http://www.kaishunkai.com/yuyuen/

事業概要 松江市内に高齢者福祉サービスとして在宅系〜施設系まで全12事業
所を展開している
設立 1993年6月
売上高（直近） 183,900万円
従業員数（直近） 300名
過去3年間の新卒採用実績 13名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒：5名、既卒３年以内・中途：各3名（介護職員、看護師、事務員を募集中 ※介護については無資
格も可）
給与・初任給・手当等 介護福祉士/190,000円（資格手当含） 看護師/242,000円（資格手当含）
事務（大卒）162,000円 他多数手当有り
年間休日数 120日
月平均残業時間 無
社員の平均勤続年数 11年
（日勤）8：30〜17：30（早番）7：00〜16：00（遅番）11：00〜20：00
勤務形態 1ヶ月単位のシフト制【介護福祉士】
（夜勤）16：00〜9：00
表彰、認定等 こっころカンパニー
連絡先：悠々園 新田(にった) 0852-34-1558 yuyuen2@jasmine.ocn.ne.jp
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参加企業紹介
前川鋳工造機株式会社

〒691-0003 島根県出雲市灘分町695
http://www.maekawa-net.co.jp/

今年で創業開始110年、誘致企業島根県第一号。
国内製造される油圧機器コアパーツの8割を弊社が製造していると言われ
「Made in MAEKAWA」の誇りです。機械加工業務拡大を図り新規工場
を取得しました。
事業概要 県内で唯一、建設用機器の油圧機器コアパーツ向けダクタイル鋳鉄製
造、加工業です。主な製品は、コントロールバルブ、旋回モーター、走行モーター、
ピストンポンプ内のコアパーツです。川崎重工を筆頭に大手輸送機器メーカーと取
引しています。
資本金 8,000万円
設立 1940年
売上高（直近） 320,000万円
従業員数（直近） 81名（うち女性12名）
過去3年間の新卒採用実績 6名(離職者数1名)
採用予定者数 新卒：3名、既卒３年以内：3名、中途：12名
給与・初任給・手当等 大卒(202,180円） 中途採用(165,000〜227,030円) 高専(188,500円)
年間休日数 114日
月平均残業時間 33.4時間
社員の平均勤続年数 6.5年
勤務形態 シフト勤務なし、8時〜17時(日勤限定） 年間休日１１４日（年末年始、GW、盆休み）
表彰、認定等 ISO9001、エコアクション21
連絡先：総務 板垣 明裕（いたがき あきひろ） 0853-62-2911
akihiro̲itagaki@maekawa-net.co.jp

株式会社サンテクノス

〒690-0048 島根県松江市西嫁島1丁目2番9号
https://www.sut.co.jp

皆さんが病院で受けられたことがあるエコー（超音波）などの検査を構造物
などに適用して、見えない中身を見えるようにするのが非破壊検査です。社
員は全員未経験で入社し、充実した教育で一人前になります。
事業概要 超音波・エックス線・レーダ等の機器を使って、金属や、その溶接部の検
査を行ったり、橋を主体とするインフラの調査を行っています。
資本金 1,000万円
設立 1980年
売上高（直近） 54,800万円
従業員数（直近） 74名
過去3年間の新卒採用実績 6名(離職者数0名)
採用予定者数 3名、既卒３年以内：1名、中途：1名
給与・初任給・手当等 大学卒：初任給180,000円、現業手当10,000円、調整手当10,000円、精勤手当3,000円
年間休日数 126日
月平均残業時間 22時間
社員の平均勤続年数 15年
勤務形態 基本 ８：３０〜１７：３０ （まれに夜勤１５：００〜翌７：００までのうち8時間程度の勤務があります。）
連絡先：専務取締役 槇原敦夫（まきはら あつお） 0852−22−4478（内線34番）atsuo̲makihara@sut.co.jp

社会福祉法人 石見さくら会

〒696-0103 島根県邑智郡邑南町矢上347番地
https://www.iwamisakurakai.or.jp

子どもからお年寄りまで、幅広い世代へ福祉サービスを提供しております。
職員全員が、働き易い、成長しやすい、充実感が得られやすい、価値観の対
立により人間関係が悪化しない環境作りに取り組んでいます。
事業概要 入所施設事業【特別養護老人ホーム桃源の家、養護老人ホーム香梅
苑】、在宅サービス事業【デイサービスセンター希望の郷、石見さくら会居宅介護
支援事業所】、児童福祉事業【いわみ西保育所、東保育所、子育て支援センター、
日貫保育所】
設立 2003年3月1日
売上高（直近） 93,600万円
従業員数（直近） 216名
過去3年間の新卒採用実績 5名(離職者数0名)
採用予定者数 新卒4名：介護職2名（資格不要）、生活相談員（１名）、理学療法士（１名）
既卒３年以内若干名：介護職、生活相談員、理学療法士
中途若干名：介護職、生活相談員、理学療法士、調理員
給与・初任給・手当等 介護職155,000円〜170,000円、生活相談員173,000円、理学療法士162,000円〜
172,000円 手当：賞与（夏季2ヶ月、冬期2ヶ月/昨年度支給実績）、特別手当、通勤手当、住居手当等各種
年間休日数 122日
月平均残業時間 5時間
社員の平均勤続年数 10.1年
勤務形態 シフト有、週40時間
表彰、認定等 ヘルス・マネジメント認定事業所
連絡先：事務局 日野原 正(ひのはら ただし) 0855‐95‐2504 skr-hinohara@ohtv.ne.jp
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