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はは じじ めめ にに

就就職職はは、、社社会会人人ととししててのの大大切切なな第第一一歩歩でですす。。

でではは、、人人はは何何ののたためめにに働働くくののででししょょううかか。。

ひひととつつのの理理由由ととししてて、、経経済済的的なな目目的的ががああるるででししょょうう。。

ななぜぜなならら、、人人はは、、生生活活ししてていいくくたためめにに一一定定のの収収入入がが必必要要だだかかららでですす。。

ししかかしし、、働働くく目目的的はは決決ししててそそれれだだけけででははなないいとと思思いいまますす。。

たたととええばば、、生生涯涯をを通通じじたたややりりががいいやや自自分分のの理理想想のの姿姿（（ああるるいいははイイメメーージジ））をを追追求求ししたたいい、、とと

いいっったた自自分分のの強強いい想想いいがが、、ももううひひととつつ大大ききなな目目的的ととししててああるるののででははなないいででししょょううかか。。

人人のの働働くく目目的的やや、、想想いいははささままざざままでですすがが、、いいずずれれににししててもも人人はは働働くくここととにによよっってて収収入入以以外外にに

もも、、価価値値ああるる何何かかをを得得よよううととししてていいるるよよううなな気気ががししまますす。。

そそししてて、、そそののたためめにに人人はは一一生生懸懸命命、、努努力力ししまますす。。

ここのの努努力力ここそそがが、、実実はは自自分分のの社社会会人人ととししててのの成成長長ににつつななげげてていいくくたためめのの大大切切なな鍵鍵ににななるるののでで

ははなないいででししょょううかか。。

ももちちろろんん、、働働くく過過程程でで、、嬉嬉ししいいここととやや楽楽ししいいここととももああれればば辛辛いいここととやや悲悲ししいいこことともも、、数数多多くく

経経験験すするるででししょょうう。。

ししかかしし、、ここううししたた経経験験ををひひととつつひひととつつ乗乗りり越越ええてて何何かかをを成成しし遂遂げげたたとときき、、私私たたちちはは何何ももののにに

もも代代ええががたたいい素素晴晴ららししいい達達成成感感やや満満足足感感をを感感じじらられれるるののででははなないいででししょょううかか。。

つつままりり、、仕仕事事ととはは、、生生ききるるたためめのの一一定定のの収収入入をを確確保保すするる手手段段ででああるるとと同同時時にに、、私私たたちちにに達達成成

感感やや満満足足感感をを実実感感ささせせててくくれれるる、、かかけけががええののなないい存存在在ななののでですす。。

そそんんななかかけけががええののなないい存存在在ととななるる仕仕事事とと出出会会ううたためめ、、わわたたししたたちちはは就就活活をを始始めめななけけれればばなならら

なないい時時期期ががややっっててききまますす。。

どどううかか、、ここのの冊冊子子をを活活用用しし、、ああななたたがが希希望望すするる会会社社にに出出会会いい、、就就職職しし、、将将来来ににわわたたっっててかかけけ

ががええののなないい何何かかをを得得てていいたただだけけれればば幸幸いいでですす。。

羽羽島島商商工工会会議議所所
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   株式会社アートジャパンナガヤ設計 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 長屋 榮一 

 

所所 在在 地地   〒501-6224 

羽島市羽島市正木町大浦 460番地 

                                              

業業 種種   飲食サービス業                   

 

従従業業員員数数   280名（グループ合計 350名） 

 

資資 本本 金金   1,000万円 

       

設設立立年年月月   1990年 11月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

平成 ２年１１月 長屋設計株式会社 設立 

平成１０年 ４月 株式会社ｱｰﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾅｶﾞﾔ設計へ 

社名変更 

平成１６年 ４月 うららびより関 開設 

平成２０年 ４月 名古屋事務所 開設 

平成２３年 ３月 うららびより柳津 開設 

平成２４年 ４月 うららびより羽島 開設 

平成２６年 ３月 うららびより江南 

KOTI江南店 開設 

平成２６年 ４月 うららびより芋島 開設 

平成２７年１１月 ｱｸｱﾚｶﾞｰﾚｽﾃｰｼﾞⅠ（ﾏﾝｼｮﾝ）建設 

平成２７年１１月 Aqua Viage 

しっぽふる Studio.COM 開設 

平成２８年 ８月 子ども食堂 開設 

平成３１年 ３月 ｱｸｱﾚｶﾞｰﾚｽﾃｰｼﾞⅡ（ﾏﾝｼｮﾝ）建設 

令和 １年１０月 まごころ弁当芋島店 開業 

令和 ２年 ８月 うらら整骨院芋島本院 開業 

令和 ２年１２月 今日もひとり占め 開業 

令和 ３年１１月 今日もひとり占め 岐阜羽島店 

開業 

令和 ４年 ３月 カフェ ふたり占め珈琲 開業 

令和 ４年 ４月 虹色びより丸の内 開設 

 

事事業業内内容容  

建築設計・監理、認知症対応型共同生活介護、 

小規模多機能型居宅介護、住宅型有料老人ﾎｰﾑ、 

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅、介護付き有料老人ﾎｰﾑ、 

不動産賃貸業、ｴｽﾃ事業、ﾍﾟｯﾄｻﾛﾝ・ﾎﾃﾙ、 

ﾌｨｯﾄﾈｽ事業、飲食店、食ﾊﾟﾝ専門店、配食ｻｰﾋﾞｽ、 

整骨院、ﾍﾟｯﾄ共生型障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

～豊かな創造は、豊かな環境を創り出す。～  

人が暮らす快適な環境人が集まる安らぎのある住

まい。建物は、生活における感性の表現であり街の

一部です。美しくしかも機能的で、快適であってこ

そ良い建築物と言えます。 

私たちアートジャパンナガヤ設計は、自然と人と動

物が共存する豊かな環境創りを目指します。 

 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

［アルバイト・パート］  

7:00-18:00で応相談 週 2・1日 3h～ok 

例)7-10時、9-15時、11-18時等 ★社員登用有 

週末のみなども ok フルタイム大歓迎 

 

［社員］ 

シフト制 

7:00-16:00、9:00-18:00(休憩 1h) 

 

休休日日・・休休暇暇  

［社員］月 8-9日休み、年次有給休暇 

 

給給与与・・賞賞与与  

当社規定による 

［社員］昇給 年 1回・賞与 年 2回 

［A・P］昇給あり（能力・経験による） 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 完備 

 

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）その他 1名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）その他  2名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

店舗ではパンとカフェが併設しているからこそで

きる自家製パンを使ったメニューをお客様に提供で

き、ありがとうの言葉を直接いただけるので、やり

がいに繋がっています。マニュアル、研修期間もあ

り安心。会社もサポートしてくれるので自分のアイ

デア、企画など活かせるチャンスがあります。                                  

社内では他業種もあり、互いに学べ、助け合える仲

間もいてくれるのでありがたいです。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

子ども食堂（地域の子供から高齢者までが気軽に集

える場所を作ろうと開設。） 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  

  
 

 
■TEL   058‐392-1616     ■FAX   058‐391-1189 

■URL   医院・福祉施設の建築設計│アートジャパンナガヤ設計 (ajn.co.jp) 

■E-mail urara-jimukyoku＠ajn.co.jp 

ククリリニニッッククやや福福祉祉施施設設ををメメイインンにに多多岐岐ににわわたたるる建建築築設設計計をを手手掛掛けけるる設設計計事事務務所所でですす。。  

設設計計ののノノウウハハウウをを活活かかしし福福祉祉施施設設運運営営やや飲飲食食店店・・エエスステテ・・ペペッットトササロロンン運運営営ななどどをを行行っってていいまますす。。  

今今回回はは、、一一周周年年をを迎迎ええるるカカフフェェ「「ふふたたりり占占めめ珈珈琲琲」」でで一一緒緒にに働働いいてていいたただだけけるるススタタッッフフをを募募集集しし

てていいまますす。。  

おお店店をを一一緒緒にに盛盛りり上上げげててくくれれるる元元気気なな方方大大歓歓迎迎！！  
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不動産賃貸業、ｴｽﾃ事業、ﾍﾟｯﾄｻﾛﾝ・ﾎﾃﾙ、 

ﾌｨｯﾄﾈｽ事業、飲食店、食ﾊﾟﾝ専門店、配食ｻｰﾋﾞｽ、 

整骨院、ﾍﾟｯﾄ共生型障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

～豊かな創造は、豊かな環境を創り出す。～  

人が暮らす快適な環境人が集まる安らぎのある住

まい。建物は、生活における感性の表現であり街の

一部です。美しくしかも機能的で、快適であってこ

そ良い建築物と言えます。 

私たちアートジャパンナガヤ設計は、自然と人と動

物が共存する豊かな環境創りを目指します。 

 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

［アルバイト・パート］  

7:00-18:00で応相談 週 2・1日 3h～ok 

例)7-10時、9-15時、11-18時等 ★社員登用有 

週末のみなども ok フルタイム大歓迎 

 

［社員］ 

シフト制 

7:00-16:00、9:00-18:00(休憩 1h) 

 

休休日日・・休休暇暇  

［社員］月 8-9日休み、年次有給休暇 

 

給給与与・・賞賞与与  

当社規定による 

［社員］昇給 年 1回・賞与 年 2回 

［A・P］昇給あり（能力・経験による） 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 完備 

 

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）その他 1名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）その他  2名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

店舗ではパンとカフェが併設しているからこそで

きる自家製パンを使ったメニューをお客様に提供で

き、ありがとうの言葉を直接いただけるので、やり

がいに繋がっています。マニュアル、研修期間もあ

り安心。会社もサポートしてくれるので自分のアイ

デア、企画など活かせるチャンスがあります。                                  

社内では他業種もあり、互いに学べ、助け合える仲

間もいてくれるのでありがたいです。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

子ども食堂（地域の子供から高齢者までが気軽に集

える場所を作ろうと開設。） 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  

  
 

 
■TEL   058‐392-1616     ■FAX   058‐391-1189 

■URL   医院・福祉施設の建築設計│アートジャパンナガヤ設計 (ajn.co.jp) 

■E-mail urara-jimukyoku＠ajn.co.jp 

ククリリニニッッククやや福福祉祉施施設設ををメメイインンにに多多岐岐ににわわたたるる建建築築設設計計をを手手掛掛けけるる設設計計事事務務所所でですす。。  

設設計計ののノノウウハハウウをを活活かかしし福福祉祉施施設設運運営営やや飲飲食食店店・・エエスステテ・・ペペッットトササロロンン運運営営ななどどをを行行っってていいまますす。。  

今今回回はは、、一一周周年年をを迎迎ええるるカカフフェェ「「ふふたたりり占占めめ珈珈琲琲」」でで一一緒緒にに働働いいてていいたただだけけるるススタタッッフフをを募募集集しし

てていいまますす。。  

おお店店をを一一緒緒にに盛盛りり上上げげててくくれれるる元元気気なな方方大大歓歓迎迎！！  
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株式会社アイ．エス．テイ 羽島事業所
 

 

■TEL    058-391-6100   ■FAX    058-391-6464 

■URL    https://www.istcorp.jp 
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株式会社アイ．エス．テイ 羽島事業所
 

 

■TEL    058-391-6100   ■FAX    058-391-6464 

■URL    https://www.istcorp.jp 

 

＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名  株式会社アイ．エス．テイ 羽島事業所 

                       

代代 表表 者者  代表取締役社長 阪根 利子 

 

所所 在在 地地  〒501-6224 

      羽島市正木町大浦 3322 

                                              

業業 種種  製造業 

 

従従業業員員数数  65名 

       

資資 本本 金金  8,000万円 

 

設設立立年年月月  2003年 12月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

2003年 12月 

日興毛織株式会社より毛織事業を取得し 

｢株式会社日興テキスタイル｣を設立。 

伝統産業再建への挑戦を開始。                             

 

2016年 5月 

日興テキスタイルの繊維事業を I.S.Tに吸収、 

テキスタイル事業部として事業を継続。 

 

事事業業内内容容  

ポリイミド樹脂を軸とした高機能高分子材料、Ｏ

Ａ機器用機能性部材、各種テキスタイル素材および

製品、不燃繊維素材および応用製品、計量機器、な

どを中心とした新しい材料と製品の研究開発および

それらの製造。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  
人に優しく、笑顔で幸せになる会社にします。 
 
人が必要とするものを提供します。     
  
わたしたちはとてもシンプルで当たり前のことで

すが、従業員やその家族が、安心、安全、健康、豊
かに暮らせる会社にしたいと考えています。 
 
人が豊かに暮らすためには、地球環境も豊かでな

くてはなりません。 
                               
わたしたちは化学を通じて人や地球に貢献する会

社でありたいと考えています。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

8時 30分～17時 15分 

一部交代勤務あり 

 

休休日日・・休休暇暇  

年間休日 115日 

 

給給与与・・賞賞与与  

昇給 年 1回 

賞与 年 2回  

  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険 

財形貯蓄制度 

個人型確定拠出年金 

独身寮 

育児休業制度 

介護休業制度 

時短勤務制度 

勤続年数表彰制度 

無料英会話教室 

懇親会補助 

社員旅行                                   

  

採採用用実実績績  

中途採用 2名                                    

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）高校卒 2名 

中途採用 1名 

 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2019年度入社 高校卒 

高校の先生の薦めをきっかけに入社を決めました。 

「工場」と聞くと、機械の製造という印象を持って

いましたが、繊維・プラスチック・カーボン製品の

製造があり様々な仕事が経験できます。また、製造

に関わったものがお客様の役に立てていることにや

りがいを感じます。 

上司や先輩の方々は丁寧に仕事を教えてくれるの

で、安心して仕事を覚えることができました。 

大型連休もあり、社員誰でも有休が取りやすい職

場環境が自慢です。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・地域団体への各種協賛 

4



 

    
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  

    株株式式会会社社  愛愛幸幸  
 

 
■TEL   058‐216-8511     ■FAX   058‐216-8512 

■URL   https://aisachi.co.jp/ 

■E-mail info@aisachi.co.jp 

 

平平成成１１８８年年のの創創業業以以来来、、電電気気事事業業をを通通ししてて、、おお客客様様ののニニーーズズにに応応ええ、、地地域域社社会会のの発発展展ののたた
めめにに取取りり組組んんででききままししたた。。ここれれかかららはは新新ししくく機機械械事事業業ににもも挑挑戦戦ししてていいきき、、トトーータタルルソソリリュュ
ーーシショョンンをを提提供供すするるここととでで、、おお客客様様にに喜喜ばばれれ感感謝謝さされれるるここととをを目目的的ととししてて、、モモノノづづくくりりのの
発発展展にに貢貢献献ししてていいききたたいいとと考考ええてておおりりまますす。。   
社社員員のの想想いいをを詰詰めめ込込んんだだ働働ききややすすいい快快適適ななオオフフィィスス環環境境ががアアピピーールルポポイインントトでですす。。   
集集中中出出来来るるククワワイイエエッットトルルーームム、、女女性性専専用用ののパパウウダダーールルーームム、、仮仮眠眠がが出出来来るるベベッッドドルルーームム、、
くくつつろろげげるるゴゴロロ寝寝エエリリアア、、おお酒酒がが飲飲めめるるババーーカカウウンンタターー、、リリララッッククスス効効果果ののああるるカカフフェェエエ
リリアアななどどななどど、、社社員員のの要要望望をを反反映映ししたた魅魅力力的的ななオオフフィィススににななりりまますす。。   
日日経経ニニュューーオオフフィィスス賞賞２２００２２２２のの中中部部ニニュューーオオフフィィスス奨奨励励賞賞をを受受賞賞ししたたオオフフィィススににももなな
りりまますす。。ここののよよううななオオフフィィスス環環境境ががああるる製製造造業業・・モモノノづづくくりり企企業業はは、、岐岐阜阜県県下下でではは数数少少なな
いいとと思思いいまますす。。   
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   株式会社 愛幸 

                       

代代 表表 者者   代表取締役社長 福元 政雄 

 

所所 在在 地地   〒501-6238 

羽島市江吉良町江中 7丁目 23番地 

                                              

業業 種種   自動機の設計・製作・施工 

 

従従業業員員数数   31名 

 

資資 本本 金金   3,000万円 

       

設設立立年年月月   2007年 6月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

2006年 1月 個人事業主として創業 

2007年 6月 株式会社愛幸電機 法人設立 

2015年 4月 新社屋完成 社屋移転 

2017年 6月 工場増設 

2020年 1月 機械設計 開始 

2022年 1月 株式会社愛幸電機から株式会社愛幸 

2022年 1月 へ社名変更 

2022年 3月 新社屋完成 社屋移転 

2022年 4月 機械事業 開始 

2022年 6月 シェアオフィス事業「AS Village」 

2022年 1月 開始 

  

事事業業内内容容  

・事業内容 

主に自動車や半導体の生産に関わる自動制御装置、

自動機の設計・製作・施工を行っております。構想

検討から搬入据付、メンテナンス、海外 SVまで一貫

して対応しています。 

自動車業界では、大手メーカー様の組立工場や溶

接工場、塗装工場などの自動化を得意としており、

半導体業界では、搬送機械、検査機械など多岐にわ

たり対応しております。 

 

1.電気事業 

2.機械事業 

3.シェアオフィス事業 

［AS Village］http://as-village.com/ 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

・愛幸理念 

一．人間性を高め、社員の幸せを追求する 

二．お客様に感謝され、愛される 

 

「社員が幸せを感じられる会社」を目指し、 

社員の心づくりを大切にしています。 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

8：30～18：00フレックスタイム制（休憩 90分） 

アシスタント期間は基本 8：30～18：00となります 

 

休休日日・・休休暇暇  

年末年始休暇・夏季休暇・年次有給休暇 

年間休日 121日 

 

給給与与・・賞賞与与  

平均年齢 30歳、未経験者 96％   
電気設計・機械設計・工事組立 

初任給 高卒 180,000円～  
住宅手当、技術手当、扶養手当、通勤手当、 

社内規定あり 

賞与 年 2回（前年度） 

昇給 年 1回 

  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保

険）退職金制度、定期健康診断、インフルエンザ予

防接種、完全フレックスタイム、フリーアドレス、

男性育児休暇、オフィスコンビニ、フリードリンク、

カジュアル出勤制度、昼食補助、社内イベントの出

勤扱い、マイカー通勤 OK（駐車場無料） 

  

採採用用実実績績  

中途採用 5名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 1名 

その他 2名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2019年入社 大垣工業高校卒 

お客様と直接やり取りしながら製品を作るための

装置を作り上げていけること、ものづくりの初めか

ら終わりまでに携わることができるのが入社してよ

かったと感じています。自分が設計に携わった装置

が思い通りに動いた瞬間や、お客様の困りごとを解

決し感謝されたときにやりがいを感じます。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

地域貢献の一環として、プロバスケットボールリー

グ（B リーグ）B3所属の岐阜スゥープス様とパートナ

ーシップを締結しました。 

岐阜スゥープス様はじめ地域と共に、愛幸も成長発

展していくことを目指しています。 

ごろ寝エリア 

フリードリンク 

 

    
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  

    株株式式会会社社  愛愛幸幸  
 

 
■TEL   058‐216-8511     ■FAX   058‐216-8512 

■URL   https://aisachi.co.jp/ 

■E-mail info@aisachi.co.jp 

 

平平成成１１８８年年のの創創業業以以来来、、電電気気事事業業をを通通ししてて、、おお客客様様ののニニーーズズにに応応ええ、、地地域域社社会会のの発発展展ののたた
めめにに取取りり組組んんででききままししたた。。ここれれかかららはは新新ししくく機機械械事事業業ににもも挑挑戦戦ししてていいきき、、トトーータタルルソソリリュュ
ーーシショョンンをを提提供供すするるここととでで、、おお客客様様にに喜喜ばばれれ感感謝謝さされれるるここととをを目目的的ととししてて、、モモノノづづくくりりのの
発発展展にに貢貢献献ししてていいききたたいいとと考考ええてておおりりまますす。。   
社社員員のの想想いいをを詰詰めめ込込んんだだ働働ききややすすいい快快適適ななオオフフィィスス環環境境ががアアピピーールルポポイインントトでですす。。   
集集中中出出来来るるククワワイイエエッットトルルーームム、、女女性性専専用用ののパパウウダダーールルーームム、、仮仮眠眠がが出出来来るるベベッッドドルルーームム、、
くくつつろろげげるるゴゴロロ寝寝エエリリアア、、おお酒酒がが飲飲めめるるババーーカカウウンンタターー、、リリララッッククスス効効果果ののああるるカカフフェェエエ
リリアアななどどななどど、、社社員員のの要要望望をを反反映映ししたた魅魅力力的的ななオオフフィィススににななりりまますす。。   
日日経経ニニュューーオオフフィィスス賞賞２２００２２２２のの中中部部ニニュューーオオフフィィスス奨奨励励賞賞をを受受賞賞ししたたオオフフィィススににももなな
りりまますす。。ここののよよううななオオフフィィスス環環境境ががああるる製製造造業業・・モモノノづづくくりり企企業業はは、、岐岐阜阜県県下下でではは数数少少なな
いいとと思思いいまますす。。   
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   イワタ継手鋼業株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 岩田 雅治 

 

所所 在在 地地   〒501-6257 

羽島市福寿町平方 355 

                                              

業業 種種   建設業                   

 

従従業業員員数数   9名 

 

資資 本本 金金   500万円 

       

設設立立年年月月   1988年 1月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

1988年 鉄筋ガス圧接業として「岩田組」設立 

1997年 鉄筋組立作業の請負開始 

2001年 鉄筋工事の請負開始 

2017年 イワタ継手鋼業株式会社に組織変更 

2021年 本社移転 羽島市へ 

2021年 優良圧接会社認定を受ける 

 

事事業業内内容容  

建築や、土木の現場で使用する鉄筋は 12mまでです。 

施行する建物や橋、高速道路等では鉄筋を繋げる必

要があります。その繋げる工法の一つに【ガス圧接】

があります。圧接工事は鉄筋コンクリート建物の約

90％程度を占め、最も普及している工法です。登録

鉄筋基幹技能者・鉄筋技能士免許を併せ持つ弊社は

ガス圧接工事のみでなく鉄筋組立作業も同時に行う

ことが出来る県内唯一の会社です。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

・人との出会いを常に大切にし、お客様第一を考え 

ます 

・感謝の気持ちを大切にし、誠心誠意の努力を怠り 

ません 

・最善の技術とサービスで信頼される努力をします 

・環境保全活動、社会福祉に貢献します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

勤勤務務時時間間  

8：00～17：00（7時間労働） 

休憩時間 10:00と 15:00に 30分ずつ 

         昼に 1時間 

 

休休日日・・休休暇暇  

土曜日、日曜日、GW、お盆、年末年始  

 有給休暇  他 

 

給給与与・・賞賞与与  

月給 27万 ～ 50万 

昇給年 1回 

賞与年 2回 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

交通費規定支給、社会保険完備、 

家賃補助制度規定支給、家族手当規定支給、 

食事会、社員旅行 

 

採採用用実実績績  

中途採用 1名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2020年入社 高校卒                                           

製造業からの転職で全くの未経験でしたが、どんな

ことにも真剣に向き合って教えて頂き免許取得しま

した。 

色々な現場へ行くので人との出会いも多く、楽しく

働き甲斐もあります。 

アットホームな会社で一緒に働く仲間を募集して

います。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・西濃青年つどい協議会（24期会長） 

・岐阜県青年のつどい協議会 

（2012年理事長・現 顧問） 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  

  
 

 
■TEL   058‐325-8756     ■FAX   058‐325-8757 

■URL   http://www.iwata-joint.com 

■E-mail info@iwata-joint.com 

特殊な免許が必要となる仕事ですが、中途採用で入社した建設業未経験の方で

も１年で免許（鉄筋手動ガス圧接１種）取得できました。  

丁寧に指導し一緒に練習を行ってくれる先輩もいますので安心してください。

また、将来的に独立を目指している方には独立補助制度もあります。  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   イワタ継手鋼業株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 岩田 雅治 

 

所所 在在 地地   〒501-6257 

羽島市福寿町平方 355 

                                              

業業 種種   建設業                   

 

従従業業員員数数   9名 

 

資資 本本 金金   500万円 

       

設設立立年年月月   1988年 1月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

1988年 鉄筋ガス圧接業として「岩田組」設立 

1997年 鉄筋組立作業の請負開始 

2001年 鉄筋工事の請負開始 

2017年 イワタ継手鋼業株式会社に組織変更 

2021年 本社移転 羽島市へ 

2021年 優良圧接会社認定を受ける 

 

事事業業内内容容  

建築や、土木の現場で使用する鉄筋は 12mまでです。 

施行する建物や橋、高速道路等では鉄筋を繋げる必

要があります。その繋げる工法の一つに【ガス圧接】

があります。圧接工事は鉄筋コンクリート建物の約

90％程度を占め、最も普及している工法です。登録

鉄筋基幹技能者・鉄筋技能士免許を併せ持つ弊社は

ガス圧接工事のみでなく鉄筋組立作業も同時に行う

ことが出来る県内唯一の会社です。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

・人との出会いを常に大切にし、お客様第一を考え 

ます 

・感謝の気持ちを大切にし、誠心誠意の努力を怠り 

ません 

・最善の技術とサービスで信頼される努力をします 

・環境保全活動、社会福祉に貢献します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

勤勤務務時時間間  

8：00～17：00（7時間労働） 

休憩時間 10:00と 15:00に 30分ずつ 

         昼に 1時間 

 

休休日日・・休休暇暇  

土曜日、日曜日、GW、お盆、年末年始  

 有給休暇  他 

 

給給与与・・賞賞与与  

月給 27万 ～ 50万 

昇給年 1回 

賞与年 2回 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

交通費規定支給、社会保険完備、 

家賃補助制度規定支給、家族手当規定支給、 

食事会、社員旅行 

 

採採用用実実績績  

中途採用 1名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2020年入社 高校卒                                           

製造業からの転職で全くの未経験でしたが、どんな

ことにも真剣に向き合って教えて頂き免許取得しま

した。 

色々な現場へ行くので人との出会いも多く、楽しく

働き甲斐もあります。 

アットホームな会社で一緒に働く仲間を募集して

います。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・西濃青年つどい協議会（24期会長） 

・岐阜県青年のつどい協議会 

（2012年理事長・現 顧問） 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  

  
 

 
■TEL   058‐325-8756     ■FAX   058‐325-8757 

■URL   http://www.iwata-joint.com 

■E-mail info@iwata-joint.com 

特殊な免許が必要となる仕事ですが、中途採用で入社した建設業未経験の方で

も１年で免許（鉄筋手動ガス圧接１種）取得できました。  

丁寧に指導し一緒に練習を行ってくれる先輩もいますので安心してください。

また、将来的に独立を目指している方には独立補助制度もあります。  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   合同会社介翔 

                       

代代 表表 者者   代表 永田 雄一 木全 ゆみ 

 

所所 在在 地地   〒501-6244 

羽島市竹鼻町丸の内 2丁目 1番地 

                                              

業業 種種   介護事業（障害福祉サービス）         

 

従従業業員員数数   5名 

 

資資 本本 金金   400万円 

       

設設立立年年月月   2021年 3月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

2021年 3月 

合同会社介翔 設立 
 
2021年 11月 

生活介護事業所かいと 開所 

 

事事業業内内容容  

障害があり介護を必要とされる方に対して、昼間に

おいて事業所にお越しいただき、入浴・排泄・食事

等の介護を行います。また、創作的活動、レクリエ

ーション、送迎、生活等に関する助言や相談などの

サービスを提供します。 

医療的ケアが必要な利用者様にもニーズに合わせ

た支援を実施いたします。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

『普通の暮らしを幸せに』 

障害のあるなしに関わらず、当たり前の暮らしを当

たり前に。 

私たちは利用者様と、できる事を一緒に考え一緒に

取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

9：00～18：00 

 

休休日日・・休休暇暇  

 木、日、祝 

 

給給与与・・賞賞与与  

規定による 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

社会保険完備 

 

採採用用実実績績  

中途採用 2名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2021年入社                                           

開所したばかりの新しい施設です。みんなで意見を

出し合いみんなで成長していく笑顔がいっぱいの会

社です。 

看護師・生活支援員募集中。 

 

身体介護 

入浴や排泄、食事などの一般的な介
護のサポートをまごころを込めて行
います。 

生活等に関する相談と助言 

個々の特性に合わせた過ごし方のご提
案をいたします。生活する上でのお困
りごと等、ご相談もお聞きいたします。 

その他日常生活上の支援 

利用者様それぞれのニーズに合わせ
たご支援を実施いたします。 

送迎業務 

車椅子のまま乗れるリフト車両を用
意し、利用者様の送迎を安心・安全
に行います。 

レクリエーション 

季節ごとのイベントを催し、楽しみの
提供をすることや利用者様のご希望
をお聞きし、一緒に行き先を考えなが

ら外出の機会も提供いたします。 

創作的活動 

利用者様の個々の特性に合わせた、
季節やテーマごとの作品作りの場を
提供いたします。  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  
  合合同同会会社社  介介翔翔  

 
 
■TEL   058‐216-7912     ■FAX   058‐216-7913 

■URL   https://kaito-llc.co.jp 

■E-mail info＠kaito-llc.co.jp                       

かかいいととのの想想いい 
『一緒に可能性を拡げていきたい』 かいとでは利用者様の好きな事、やりたい事

を見つけるサポートとそれを最大限に伸ばすサポートを大事にしてまいります。 

利用者様の当たり前の生活を大切にし、障害があるから「これはダメ」「あれもダ

メ」ではなく、目をキラキラしながら新しいことに挑戦できるようになってほしい。 

そのきっかけに【かいと】がなれたらと思っています。  
 

障障害害ののああるる方方へへ、、一一人人ひひととりりにに合合っったた

ままごごこころろをを込込めめたた生生活活介介護護ササーービビススをを提提供供ししまますす。。 
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   合同会社介翔 

                       

代代 表表 者者   代表 永田 雄一 木全 ゆみ 

 

所所 在在 地地   〒501-6244 

羽島市竹鼻町丸の内 2丁目 1番地 

                                              

業業 種種   介護事業（障害福祉サービス）         

 

従従業業員員数数   5名 

 

資資 本本 金金   400万円 

       

設設立立年年月月   2021年 3月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

2021年 3月 

合同会社介翔 設立 
 
2021年 11月 

生活介護事業所かいと 開所 

 

事事業業内内容容  

障害があり介護を必要とされる方に対して、昼間に

おいて事業所にお越しいただき、入浴・排泄・食事

等の介護を行います。また、創作的活動、レクリエ

ーション、送迎、生活等に関する助言や相談などの

サービスを提供します。 

医療的ケアが必要な利用者様にもニーズに合わせ

た支援を実施いたします。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

『普通の暮らしを幸せに』 

障害のあるなしに関わらず、当たり前の暮らしを当

たり前に。 

私たちは利用者様と、できる事を一緒に考え一緒に

取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

9：00～18：00 

 

休休日日・・休休暇暇  

 木、日、祝 

 

給給与与・・賞賞与与  

規定による 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

社会保険完備 

 

採採用用実実績績  

中途採用 2名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2021年入社                                           

開所したばかりの新しい施設です。みんなで意見を

出し合いみんなで成長していく笑顔がいっぱいの会

社です。 

看護師・生活支援員募集中。 

 

身体介護 

入浴や排泄、食事などの一般的な介
護のサポートをまごころを込めて行
います。 

生活等に関する相談と助言 

個々の特性に合わせた過ごし方のご提
案をいたします。生活する上でのお困
りごと等、ご相談もお聞きいたします。 

その他日常生活上の支援 

利用者様それぞれのニーズに合わせ
たご支援を実施いたします。 

送迎業務 

車椅子のまま乗れるリフト車両を用
意し、利用者様の送迎を安心・安全
に行います。 

レクリエーション 

季節ごとのイベントを催し、楽しみの
提供をすることや利用者様のご希望
をお聞きし、一緒に行き先を考えなが

ら外出の機会も提供いたします。 

創作的活動 

利用者様の個々の特性に合わせた、
季節やテーマごとの作品作りの場を
提供いたします。  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  
  合合同同会会社社  介介翔翔  

 
 
■TEL   058‐216-7912     ■FAX   058‐216-7913 

■URL   https://kaito-llc.co.jp 

■E-mail info＠kaito-llc.co.jp                       

かかいいととのの想想いい 
『一緒に可能性を拡げていきたい』 かいとでは利用者様の好きな事、やりたい事

を見つけるサポートとそれを最大限に伸ばすサポートを大事にしてまいります。 

利用者様の当たり前の生活を大切にし、障害があるから「これはダメ」「あれもダ

メ」ではなく、目をキラキラしながら新しいことに挑戦できるようになってほしい。 

そのきっかけに【かいと】がなれたらと思っています。  
 

障障害害ののああるる方方へへ、、一一人人ひひととりりにに合合っったた

ままごごこころろをを込込めめたた生生活活介介護護ササーービビススをを提提供供ししまますす。。 
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＜会 社 概 要＞

企企 業業 名名 株式会社川瀬組

代代 表表 者者 代表取締役社長 川瀬 嘉洋

所所 在在 地地 〒

羽島市小熊町

業業 種種 総合建設業

従従業業員員数数 名

資資 本本 金金 万円

設設立立年年月月 年 月

企企業業沿沿革革

昭和 年 月 日

川瀬組を創立し土木一式工事の請負を経営する

昭和 年 月 日

川瀬組建築工事一式工事部門を設ける

昭和 年 月 日

組織変更 株式会社川瀬組 資本金 万円となる

昭和 年 月 日

川瀬組一級建築士事務所登録（第 号）取得

平成 年 月

資本金 万円に増資する

平成 年 月

取得 取得

令和元年 月

ぎふ建設人材育成リーディング企業

ゴールド 認定

事事業業内内容容

総合建設業

土木工事業、建築工事業、舗装工事業、造園工事業、

とび土工工事業、防水工事業、塗装工事業、

内装仕上げ工事業、管工事業、大工工事業、

水道整備工事業、解体工事業、しゅんせつ工事業、

屋根工事業

経経営営理理念念、、経経営営方方針針

お客様の満足を得る技術・品質の向上に努める。

社会の発展と貢献に寄与し会社の向上に努める。

目標は常に高く行動は社員自ら創造し知識の

向上に努める。

勤勤務務時時間間

～

休休日日・・休休暇暇
週休 日制 土日祝
年末年始休暇・夏季休暇・年次有給休暇
年間休日 日以上

給給与与・・賞賞与与

初任給 大卒 円

高卒 円

昇給 年 回

賞与 年 回

決算賞与有

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））

各種保険完備、退職金制度、永年勤続表彰、

特別休暇制度、バースデープレゼント制度

資格手当、資格取得支援 全額費用負担 合格祝い

金 、定期健康診断、インフルエンザ予防接種、

コロナ対策手当等

採採用用実実績績

新卒（ 年 月卒） 高校卒 名

採採用用予予定定

新卒（ 年 月卒） 大学卒 名

新卒（ 年 月卒） 高校卒 名

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ

可 ・ 不可

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ

可 ・ 不可

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ

令和 年度入社 高校卒

在学中より自分の造ったものが地図に残る仕事で

ある建設業に興味があり、地元企業で働きたい思い

がありました。また、福利厚生が充実していて年間

休日が 日もありプライベートを充実させながら

働ける職場だと感じたから決めました。

新入社員研修制度が充実していて、入社後外部研修

や社内研修を通して社会人としての

マナーや建設業界についての基礎を勉強する事が

できます。また、私自身普通科出身で

不安はありましたが先輩社員が親身になって仕事

を教えてくれる上に分からない事など

聞きやすい環境で働きやすい職場だと思います。

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動

・川と海のクリーン大作戦（長良川）

・川と海のクリーン大作戦（木曽川）

・道路清掃（羽島市内）

・青色回転灯車パトロール巡回（羽島市内）

・通学路道路横断誘導

・木曽川下流アダプト 長良川右岸

 

未来を描き未来を創り出す技術集団として川瀬組は産業の基盤である建設業を通じて

未来志向のインフラ整備を目指しています。

弊社は土木、建築、造園の施工から社会基盤の

メンテナンスまで幅広く顧客様の要望に応える

よう日々、技術の向上に励んでいます。

さらに現場に 施工の活用を拡張して働き方の

変化により川瀬組の未来も変わってきています。

そして幸せや喜びを感じるまちづくりを目指して邁進しています。        

  

  

  

  

  

■ ■

■

■

11



 

＜会 社 概 要＞

企企 業業 名名 株式会社川瀬組

代代 表表 者者 代表取締役社長 川瀬 嘉洋

所所 在在 地地 〒

羽島市小熊町

業業 種種 総合建設業

従従業業員員数数 名

資資 本本 金金 万円

設設立立年年月月 年 月

企企業業沿沿革革

昭和 年 月 日

川瀬組を創立し土木一式工事の請負を経営する

昭和 年 月 日

川瀬組建築工事一式工事部門を設ける

昭和 年 月 日

組織変更 株式会社川瀬組 資本金 万円となる

昭和 年 月 日

川瀬組一級建築士事務所登録（第 号）取得

平成 年 月

資本金 万円に増資する

平成 年 月

取得 取得

令和元年 月

ぎふ建設人材育成リーディング企業

ゴールド 認定

事事業業内内容容

総合建設業

土木工事業、建築工事業、舗装工事業、造園工事業、

とび土工工事業、防水工事業、塗装工事業、

内装仕上げ工事業、管工事業、大工工事業、

水道整備工事業、解体工事業、しゅんせつ工事業、

屋根工事業

経経営営理理念念、、経経営営方方針針

お客様の満足を得る技術・品質の向上に努める。

社会の発展と貢献に寄与し会社の向上に努める。

目標は常に高く行動は社員自ら創造し知識の

向上に努める。

勤勤務務時時間間

～

休休日日・・休休暇暇
週休 日制 土日祝
年末年始休暇・夏季休暇・年次有給休暇
年間休日 日以上

給給与与・・賞賞与与

初任給 大卒 円

高卒 円

昇給 年 回

賞与 年 回

決算賞与有

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））

各種保険完備、退職金制度、永年勤続表彰、

特別休暇制度、バースデープレゼント制度

資格手当、資格取得支援 全額費用負担 合格祝い

金 、定期健康診断、インフルエンザ予防接種、

コロナ対策手当等

採採用用実実績績

新卒（ 年 月卒） 高校卒 名

採採用用予予定定

新卒（ 年 月卒） 大学卒 名

新卒（ 年 月卒） 高校卒 名

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ

可 ・ 不可

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ

可 ・ 不可

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ

令和 年度入社 高校卒

在学中より自分の造ったものが地図に残る仕事で

ある建設業に興味があり、地元企業で働きたい思い

がありました。また、福利厚生が充実していて年間

休日が 日もありプライベートを充実させながら

働ける職場だと感じたから決めました。

新入社員研修制度が充実していて、入社後外部研修

や社内研修を通して社会人としての

マナーや建設業界についての基礎を勉強する事が

できます。また、私自身普通科出身で

不安はありましたが先輩社員が親身になって仕事

を教えてくれる上に分からない事など

聞きやすい環境で働きやすい職場だと思います。

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動

・川と海のクリーン大作戦（長良川）

・川と海のクリーン大作戦（木曽川）

・道路清掃（羽島市内）

・青色回転灯車パトロール巡回（羽島市内）

・通学路道路横断誘導

・木曽川下流アダプト 長良川右岸

 

未来を描き未来を創り出す技術集団として川瀬組は産業の基盤である建設業を通じて

未来志向のインフラ整備を目指しています。

弊社は土木、建築、造園の施工から社会基盤の

メンテナンスまで幅広く顧客様の要望に応える

よう日々、技術の向上に励んでいます。

さらに現場に 施工の活用を拡張して働き方の

変化により川瀬組の未来も変わってきています。

そして幸せや喜びを感じるまちづくりを目指して邁進しています。        

  

  

  

  

  

■ ■

■

■
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   岐阜商工信用組合 

                       

代代 表表 者者   理事長 森嶋 篤男 

 

所所 在在 地地   〒500-8812 

岐阜市美江寺町 2丁目 4番地 3 

                                              

業業 種種   金融業 

 

従従業業員員数数   341名(2022年 3月末) 

 

出出 資資 金金   92億 4700万円(2022年 3月末) 

       

設設立立年年月月   1953年 9月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

昭和２８年 ９月 岐阜市柳ヶ瀬通り 5丁目において 

        岐阜商工信用組合として設立 

昭和３０年 ５月 本店を岐阜市今沢町 17番地へ移転 

昭和６０年 ６月「しょうしんクラブ」発足 

平成２３年１２月 「しょうしんインターネットバンキ 

ング」取扱開始 

平成２８年 ８月 東濃・加茂郡の営業エリアの拡大 

平成２８年 ９月 加納支店の電子記帳台導入(県初) 

平成３１年 １月 本部・本店を岐阜市美江寺 2丁目 

4番地 3へ新築移転 

令和 ２年 ２月 当組合本部・本店建屋が岐阜市景観 

賞を受賞 

令和 ３年 ４月 相続業務の外部委託開始 

令和 ４年 ３月 延滞債権管理業務の外部委託開始 

 

事事業業内内容容  

  金融業務全般 

岐阜県美濃地方を中心に本店を含む全 21店舗。 

お取引は原則、当組合営業エリアにお住まい、ま

たはご勤務・事業をされている方が対象です。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

１．しょうしんの経営は組合員の相互扶助と共存共

栄の実をあげることを基本とする。 

２．しょうしんの業務の原点は、地元に愛され、信

頼され、そして地元に貢献することにある。 

 

勤勤務務時時間間  

8:30～17:15 

 

休休日日・・休休暇暇  

完全週休 2日制（土日祝） 

年末年始休暇、年次有給休暇（最大 20日付与）等 

  

給給与与・・賞賞与与  

初任給：大卒 200,000円(2022年度実績) 

※中途採用は個別相談 

昇給 年 1回 

賞与 年 2回 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険、財形貯蓄、職員貸付制度、 

「福利厚生倶楽部」契約 等 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

採採用用実実績績  

 新卒（2022年 3月卒）大学卒 5名 

中途採用（2020年度）    7名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 10名程度 

 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可    

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可    

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

令和 2年入社 大学卒 

営業担当者として、法人や個人の事業を営んでい

るお客様の所に訪問活動を行っています。お客様の

不安や悩みを聞き、お客様に寄り添った融資の提案

やアドバイスをして、「しょうしんさんに相談して

よかった」等の感謝の言葉を頂けた時には、本当に

この仕事をしてよかったと思います。また、しょう

しんでは本部で約 1年間の充実した研修制度があり、

営業店でも頼りになる先輩職員が多く、安心して仕

事ができています。  

  

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

地域行事への参加、協賛 

献血、お絵描きコンテストなど 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

岐岐阜阜商商工工信信用用組組合合      
■TEL    058-214-6354 

■FAX    058-214-6087 

■URL    http://www.shoushin.co.jp 

■E-mail  saiyou@shoushin.co.jp 

地域のみなさまとともに歩む「あなたの街のふれあいバンク」、“しょうしん”です。 

“しょうしん”は地域に密着した、きめ細かいサービスを目指しており、地元の中小

事業者や地域住民の方々とのコミュニケーションを大切にする金融機関です。 

また、“しょうしん”と職員との信頼関係を大切にして、職員の物心両面の持続的な

幸せを追求し続けています。 

全全力力投投球球！！  おお客客様様ののたためめにに！！  地地元元ののたためめにに！！  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   岐阜商工信用組合 

                       

代代 表表 者者   理事長 森嶋 篤男 

 

所所 在在 地地   〒500-8812 

岐阜市美江寺町 2丁目 4番地 3 

                                              

業業 種種   金融業 

 

従従業業員員数数   341名(2022年 3月末) 

 

出出 資資 金金   92億 4700万円(2022年 3月末) 

       

設設立立年年月月   1953年 9月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

昭和２８年 ９月 岐阜市柳ヶ瀬通り 5丁目において 

        岐阜商工信用組合として設立 

昭和３０年 ５月 本店を岐阜市今沢町 17番地へ移転 

昭和６０年 ６月「しょうしんクラブ」発足 

平成２３年１２月 「しょうしんインターネットバンキ 

ング」取扱開始 

平成２８年 ８月 東濃・加茂郡の営業エリアの拡大 

平成２８年 ９月 加納支店の電子記帳台導入(県初) 

平成３１年 １月 本部・本店を岐阜市美江寺 2丁目 

4番地 3へ新築移転 

令和 ２年 ２月 当組合本部・本店建屋が岐阜市景観 

賞を受賞 

令和 ３年 ４月 相続業務の外部委託開始 

令和 ４年 ３月 延滞債権管理業務の外部委託開始 

 

事事業業内内容容  

  金融業務全般 

岐阜県美濃地方を中心に本店を含む全 21店舗。 

お取引は原則、当組合営業エリアにお住まい、ま

たはご勤務・事業をされている方が対象です。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

１．しょうしんの経営は組合員の相互扶助と共存共

栄の実をあげることを基本とする。 

２．しょうしんの業務の原点は、地元に愛され、信

頼され、そして地元に貢献することにある。 

 

勤勤務務時時間間  

8:30～17:15 

 

休休日日・・休休暇暇  

完全週休 2日制（土日祝） 

年末年始休暇、年次有給休暇（最大 20日付与）等 

  

給給与与・・賞賞与与  

初任給：大卒 200,000円(2022年度実績) 

※中途採用は個別相談 

昇給 年 1回 

賞与 年 2回 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険、財形貯蓄、職員貸付制度、 

「福利厚生倶楽部」契約 等 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

採採用用実実績績  

 新卒（2022年 3月卒）大学卒 5名 

中途採用（2020年度）    7名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 10名程度 

 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可    

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可    

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

令和 2年入社 大学卒 

営業担当者として、法人や個人の事業を営んでい

るお客様の所に訪問活動を行っています。お客様の

不安や悩みを聞き、お客様に寄り添った融資の提案

やアドバイスをして、「しょうしんさんに相談して

よかった」等の感謝の言葉を頂けた時には、本当に

この仕事をしてよかったと思います。また、しょう

しんでは本部で約 1年間の充実した研修制度があり、

営業店でも頼りになる先輩職員が多く、安心して仕

事ができています。  

  

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

地域行事への参加、協賛 

献血、お絵描きコンテストなど 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

岐岐阜阜商商工工信信用用組組合合      
■TEL    058-214-6354 

■FAX    058-214-6087 

■URL    http://www.shoushin.co.jp 

■E-mail  saiyou@shoushin.co.jp 

地域のみなさまとともに歩む「あなたの街のふれあいバンク」、“しょうしん”です。 

“しょうしん”は地域に密着した、きめ細かいサービスを目指しており、地元の中小

事業者や地域住民の方々とのコミュニケーションを大切にする金融機関です。 

また、“しょうしん”と職員との信頼関係を大切にして、職員の物心両面の持続的な

幸せを追求し続けています。 

全全力力投投球球！！  おお客客様様ののたためめにに！！  地地元元ののたためめにに！！  
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■TEL 058-392-7778
■FAX 058-392-7470
■URL https://hashima-showakensetsu.co.jp
■E-mail showa99@lily.ocn.ne.jp
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＜会 社 概 要＞ 

企企 業業 名名 昭和建設株式会社 

代代 表表 者者 代表取締役社長 増田 伸司 

所所 在在 地地 〒501-6232 

羽島市竹鼻町狐穴 1374 

業業 種種 建設業 

従従業業員員数数 34名 

資資 本本 金金 2,590万円 

設設立立年年月月 1958年 5月 

企企業業沿沿革革                    

昭和３６年１１月 岐阜県知事許可 

（一般第 296号土木工事）を受ける 

昭和４８年１１月 岐阜県知事許可 

（一般―ほ装工事） 

（特定―土木工事）を受ける 

昭和５３年１２月 一般建設業許可に（とび・土工） 

を追加 

平成１２年 １月 一般建設業許可（管工事・造園工 

事・水道施設工事）を追加 

平成１４年 ６月 特定建設業許可（ほ装・とび・土 

工工事・管工事・造園工事・水道 

施設工事）を追加 

平成２０年 ４月 太陽光システム事業開始 

平成２０年 ８月 特定建設業許可 

（建築工事）を追加  

平成２９年１１月 特定建設業許可に（塗装工事・防 

水工事・解体工事）を追加 

事事業業内内容容  

・舗装工事

(アスファルト舗装工事・地盤改良工事)

・土木工事

（土地造成工事・排水溝工事・構造物工事・

下水道工事・ウェルポイント工事） 

・電柱関連工事

（大手電気施設工事業者様からの請負工事）

・建築工事

（鉄筋コンクリート工事・木造建築工事・

リフォーム工事）

・太陽光発電システム工事

（太陽光発電所及びＧＳ基礎工事・蓄電池）

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

社訓『誠実・信用・努力』 

社是『過去の延長線上に未来はない 

常に変化に対応する企業になる』 

勤勤務務時時間間  

8:00～17:00（休憩 90分） 

休休日日・・休休暇暇  

有給休暇有り GW・夏季休暇・年末年始 

日曜日、祝日 

他は休日カレンダーによる（年間休日 104日） 

給給与与・・賞賞与与 

年 1回昇給・賞与（6月・12月） 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険 

（健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険） 

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）高校卒 3名 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）高校卒 2名 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

可 ・ 不可

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

可 ・ 不可

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2018年入社 高校卒 

当初、緊張と不安でいっぱいの中、先輩

及び上司の方々の指導のおかげでだんだん

仕事を覚えていき、今では現場も任せても

らえるようになりました。

現場をこなしていくうちに綺麗に出来る

ようになり、やりがいを感じるようになり

ました。 

自分は飽き性ですが、ほぼ毎日違う現場

なので、飽き性の方でも長く続けれる会社

だと思います。 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・消防団協力事業

・地元自治会との災害時における協力に関する協定

の締結

・羽島市内道路清掃

■TEL 058-392-7778
■FAX 058-392-7470
■URL https://hashima-showakensetsu.co.jp
■E-mail showa99@lily.ocn.ne.jp
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   有限会社スペースプラン 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 木下 淳一 

 

所所 在在 地地   〒501-6233 

羽島市竹鼻町飯柄 337番地 3 

                                              

業業 種種   サービス業 

 

従従業業員員数数   11名 

 

資資 本本 金金   300万円 

       

設設立立年年月月   1991年 4月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

1991年 4月 

有限会社スペースプランの前身、有限会社唐商を 

設立。雑貨販売業（自社で催事販売）をスタート 

 

1992年～1998年 

次第に催事企画業の要望が増え、催事販売業から 

催事企画業に主軸事業を変更 

 

1999年 2月 

有限会社スペースプランに社名変更 

 

2023年 1月 

年間 1,500回の催事を企画開催しています 

  

事事業業内内容容  

商業施設や駅などの物産展やスイーツ販売などの

催事出店を企画する事業 

  

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

「日本を代表する催事企画会社で在り続ける」 

を理念とする。 

 

お客様に喜んでいただく声、催事出店者様に喜んで

いただく声、商業施設や駅などのご担当者様に喜ん

でいただく声、このような「声」をいただくことが

弊社のやりがいです。 

 

これからも喜んでいただく声をもっともっと増や

すべく、常に時代にあった催事出店を創造していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

9：00～18：00 

 

休休日日・・休休暇暇  

週休 2日制（土日） 

ＧＷ、お盆、年末年始休暇、年次有給休暇 

 

給給与与・・賞賞与与  

月給 23万円～28万円＋インセンティブ 

固定残業 30時間含む ※超過分は別途支給 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険・マイカー通 OK（駐車場無料） 

健康診断・インフルエンザ予防接種・ 

食事会、社員旅行 

  

採採用用実実績績  

中途採用 1名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 1名 

その他 1名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2022年入社 大学卒 

風通しがよく自由度が高い会社です。 

20～40 代の社員が中心で、女性も多く活躍してい

ます。和気あいあいとした明るい雰囲気で、人から

感謝される、働きがいのある仕事です。 

〖〖北海道物産展〗〗  〖〖スイーツ催事〗〗  〖〖鉄道忘れ物掘り出し市、理由あり品処分大市〗〗  

 

  
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  
    有有限限会会社社ススペペーーススププラランン  
 

 
■TEL   058‐216-7900     ■FAX   058‐216-7910 

■URL   https://space-plan.biz 

■E-mail j_kinoshita@space-plan.biz

催催事事企企画画事事業業をを展展開開すするる国国内内
トトッッププククララススののシシェェアアをを誇誇るる
会会社社でですす。。  
おお取取引引様様へへ企企画画・・提提案案ななどど売売上上
向向上上ののノノウウハハウウをを提提供供ししてていい
くくここととでで、、おお客客様様ややおお取取引引先先そそ
ししてて、、働働くく社社員員もも喜喜びびをを積積みみ重重
ねねてていいくくここととをを大大切切ににししてていい
るる会会社社でですす。。  

〖〖九州物産展〗〗  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   有限会社スペースプラン 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 木下 淳一 

 

所所 在在 地地   〒501-6233 

羽島市竹鼻町飯柄 337番地 3 

                                              

業業 種種   サービス業 

 

従従業業員員数数   11名 

 

資資 本本 金金   300万円 

       

設設立立年年月月   1991年 4月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

1991年 4月 

有限会社スペースプランの前身、有限会社唐商を 

設立。雑貨販売業（自社で催事販売）をスタート 

 

1992年～1998年 

次第に催事企画業の要望が増え、催事販売業から 

催事企画業に主軸事業を変更 

 

1999年 2月 

有限会社スペースプランに社名変更 

 

2023年 1月 

年間 1,500回の催事を企画開催しています 

  

事事業業内内容容  

商業施設や駅などの物産展やスイーツ販売などの

催事出店を企画する事業 

  

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

「日本を代表する催事企画会社で在り続ける」 

を理念とする。 

 

お客様に喜んでいただく声、催事出店者様に喜んで

いただく声、商業施設や駅などのご担当者様に喜ん

でいただく声、このような「声」をいただくことが

弊社のやりがいです。 

 

これからも喜んでいただく声をもっともっと増や

すべく、常に時代にあった催事出店を創造していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

9：00～18：00 

 

休休日日・・休休暇暇  

週休 2日制（土日） 

ＧＷ、お盆、年末年始休暇、年次有給休暇 

 

給給与与・・賞賞与与  

月給 23万円～28万円＋インセンティブ 

固定残業 30時間含む ※超過分は別途支給 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険・マイカー通 OK（駐車場無料） 

健康診断・インフルエンザ予防接種・ 

食事会、社員旅行 

  

採採用用実実績績  

中途採用 1名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 1名 

その他 1名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2022年入社 大学卒 

風通しがよく自由度が高い会社です。 

20～40 代の社員が中心で、女性も多く活躍してい

ます。和気あいあいとした明るい雰囲気で、人から

感謝される、働きがいのある仕事です。 

〖〖北海道物産展〗〗  〖〖スイーツ催事〗〗  〖〖鉄道忘れ物掘り出し市、理由あり品処分大市〗〗  

 

  
    
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  
    有有限限会会社社ススペペーーススププラランン  
 

 
■TEL   058‐216-7900     ■FAX   058‐216-7910 

■URL   https://space-plan.biz 

■E-mail j_kinoshita@space-plan.biz

催催事事企企画画事事業業をを展展開開すするる国国内内
トトッッププククララススののシシェェアアをを誇誇るる
会会社社でですす。。  
おお取取引引様様へへ企企画画・・提提案案ななどど売売上上
向向上上ののノノウウハハウウをを提提供供ししてていい
くくここととでで、、おお客客様様ややおお取取引引先先そそ
ししてて、、働働くく社社員員もも喜喜びびをを積積みみ重重
ねねてていいくくここととをを大大切切ににししてていい
るる会会社社でですす。。  

〖〖九州物産展〗〗  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   日興製薬株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役社長 日置 惠子 

 

所所 在在 地地   〒501-6312 

羽島市上中町一色 467番 1 

                                             

業業 種種   医薬品製造販売業                   

 

従従業業員員数数   185名 

 

資資 本本 金金   4,300万円 

       

設設立立年年月月   1950年 10月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

昭和２５年１０月 日興製薬株式会社として 

医薬品製造販売業を創業                               

平成 ５年１０月 江吉良工場を新設                       

平成１８年 ５月 本社新社屋、配送センターを新設                

平成１８年１０月 本社工場を新設                        

平成２４年 ６月 羽島インター物流倉庫を新設                   

平成３０年 ３月 羽島インター工場を新設 

 

事事業業内内容容  

医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、 

医薬品原薬、食品添加物及び工業用薬品の製造販売 

  

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

豊かな想像力と高い倫理観を持ち、社会へ貢献し続

けることで、すべての人々との相互信頼を確立する。 

  

勤勤務務時時間間  

8:30～17:15 

 

休休日日・・休休暇暇  

土日祝日（年に数回土曜出勤日有） 

年間休日 119日 

 

給給与与・・賞賞与与  

・賞与 年 2回  

・昇給 年 1回 

  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険、企業年金基金、 

退職金制度、永年勤続表彰 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

羽島インター工場 
  

  

採採用用実実績績  

2022年 中途採用 9名（正社員） 

2022年 パート  3名 

  

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒  5名 

新卒（2020年 3月卒 その他 若干名 

募集職種 ①製造 

②生産技術 

③品質管理 

 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可  

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

令和 2年には、羽島市へ消毒用アルコール製剤の寄

付や、災害時における医療物資の調達に関する協定

を締結。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
      

■TEL   058-398-2541      ■FAX  058-398-5861 

■URL    http://www.nikko-pharm.co.jp 

■E-mail  info@nikko-pharm.co.jp 

医薬品の品質および、安全性を最大限に確保し、安定供給に努めることを製薬

企業の責務とし、皆さまに信頼され、社会に貢献できる企業を目指します。  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   日興製薬株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役社長 日置 惠子 

 

所所 在在 地地   〒501-6312 

羽島市上中町一色 467番 1 

                                             

業業 種種   医薬品製造販売業                   

 

従従業業員員数数   185名 

 

資資 本本 金金   4,300万円 

       

設設立立年年月月   1950年 10月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

昭和２５年１０月 日興製薬株式会社として 

医薬品製造販売業を創業                               

平成 ５年１０月 江吉良工場を新設                       

平成１８年 ５月 本社新社屋、配送センターを新設                

平成１８年１０月 本社工場を新設                        

平成２４年 ６月 羽島インター物流倉庫を新設                   

平成３０年 ３月 羽島インター工場を新設 

 

事事業業内内容容  

医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、 

医薬品原薬、食品添加物及び工業用薬品の製造販売 

  

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

豊かな想像力と高い倫理観を持ち、社会へ貢献し続

けることで、すべての人々との相互信頼を確立する。 

  

勤勤務務時時間間  

8:30～17:15 

 

休休日日・・休休暇暇  

土日祝日（年に数回土曜出勤日有） 

年間休日 119日 

 

給給与与・・賞賞与与  

・賞与 年 2回  

・昇給 年 1回 

  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険、企業年金基金、 

退職金制度、永年勤続表彰 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

羽島インター工場 
  

  

採採用用実実績績  

2022年 中途採用 9名（正社員） 

2022年 パート  3名 

  

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒  5名 

新卒（2020年 3月卒 その他 若干名 

募集職種 ①製造 

②生産技術 

③品質管理 

 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可  

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

令和 2年には、羽島市へ消毒用アルコール製剤の寄

付や、災害時における医療物資の調達に関する協定

を締結。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
      

■TEL   058-398-2541      ■FAX  058-398-5861 

■URL    http://www.nikko-pharm.co.jp 

■E-mail  info@nikko-pharm.co.jp 

医薬品の品質および、安全性を最大限に確保し、安定供給に努めることを製薬

企業の責務とし、皆さまに信頼され、社会に貢献できる企業を目指します。  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   株式会社 羽島企画 トータルケアMama’s                      
 

代代 表表 者者   代表取締役社長 宇野 恵利子 
 

所所 在在 地地   〒501-6264 

所在地   羽島市小熊町島 2丁目 102番地 1 
 

業業 種種   介護、保育 
 

従従業業員員数数   255名（グループ合計 350名） 
 

資資 本本 金金   1,000万円 
 

設設立立年年月月   1999年 3月 
 

企企業業沿沿革革                                                                              

平成１１年 ３月 ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・家事代行業をｽﾀｰﾄ 

平成１２年 ３月 羽島企画を法人化                                                                 

平成１２年 ５月 介護保険法 訪問介護事業 

平成１３年 １月 介護保険法 居宅介護支援事業       

平成１６年 ３月 介護保険法 通所介護事業、託児所

の開所 

平成１８年 ７月 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾏﾏｰｽﾞの家、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ  

ﾏﾏｰｽﾞ駒塚開所 

平成１８年 ９月 ｼｮｰﾄｽﾃｲ ﾏﾏｰｽﾞの家 梅松開所 

平成１８年１１月 ｼｮｰﾄｽﾃｲ ﾏﾏｰｽﾞの家 朝霧開所 

平成２１年 ７月 訪問入浴ﾏﾏｰｽﾞの湯 開設、ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

平成２２年 ４月 ﾏﾏｰｽﾞの家 まさき開所、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ  

ﾏﾏｰｽﾞまさき開所 

平成２３年 ４月 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾏﾏｰｽﾞ開設 

平成２４年１０月 住宅型有料老人ﾎｰﾑ ﾏﾏｰｽﾞﾊｰﾄ開所 

平成２６年 ４月 ｹｱﾏﾈｽﾃｰｼｮﾝ ﾏﾏｰｽﾞ岐阜開所、ﾘﾊﾋﾞ 

平成２６年 ４月 ﾘ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾏﾏｰｽﾞ開所、ﾏﾏｰｽﾞｷｯｽﾞ 

平成２６年 ４月 ｱｶﾃﾞﾐｰ開校 

平成２６年１１月 商号を有限会社から株式会社に 

変更 

平成２９年 ２月 岐阜県子育て支援ｴｸｾﾚﾝﾄ企業認定 

平成３０年１１月 ﾊｯﾋﾟｰﾅﾁｭﾗﾙﾏﾏｰｽﾞﾀｳﾝ開設 

岐阜県介護人材育成事業者認定制 

度 ｸﾞﾚｰﾄﾞ 2 

平成３１年 ３月 厚生労働省「はたらく母子家庭・ 

父子家庭応援企業表彰」受賞 

平成３１年 ４月 企業主導型保育施設 

ほほえみｷｯｽﾞ園 CHIKUSA開園 

令和 １年 ６月 創業 20周年記念祝賀会 

令和 １年 ７月 企業主導型保育施設 

ほほえみｷｯｽﾞ園 駒込 開園 

令和 ２年 １月 羽島市子育て支援企業 優秀賞 

令和 ２年１１月 GLOBAL LITTLE GARDEN in GIFU 

 HASHIMA 開園 

令和 ２年１１月 ぎふ・いきいき介護事業者 

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 1認定 

令和 ３年 ２月 企業主導型保育施設 

ほほえみｷｯｽﾞ園ぎふ小鳥 開園 

令和 ３年 ９月 GLOBAL LITTLE GARDEN in GIFU 

HASHIMA -Sprout- 
えいごの幼稚舎 
Mama's International Kinderschool 開校 
 

 
 
 

事事業業内内容容  

居宅介護支援、訪問介護、障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ、 

訪問入浴、訪問看護、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、ｼｮｰﾄｽﾃｲ、 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、住宅型有料老人ﾎｰﾑ、介護福祉ﾀｸｼｰ、 

ﾒｲﾄﾞｻｰﾋﾞｽ、ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾘｽｸｰﾙ、                                             

企業主導型保育施設 
 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

★住み慣れた地域で安心した老後を★                                           

私たちは「寄り添う介護、思いやりをカタチに・・・」

を基本理念としています。利用者の皆さまが、「住み

慣れた地域で、見慣れた景色の中、なじみのある人

たちに囲まれながら、いつまでも安心して暮らして

いきたい」という思いに、寄り添う介護を目指して

います。 
 

勤勤務務時時間間  

（例）日勤  9:00～18:00 

早番  7:00～16:00 

遅番 11:00～20:00 
 

休休日日・・休休暇暇 

年間休日 110日  

誕生日休暇、記念日休暇、年次有給休暇 
  

給給与与・・賞賞与与  

当社規程による 昇給 年 1回 ・ 賞与 年 2回 
  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険                                   
 

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）短大卒 1名 

新卒（2019年 3月卒）高校卒 2名 

中途採用 7名 
 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 2名 

新卒（2019年 3月卒）高校卒 2名 
 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

令和 4年入社 高校卒 
ご家族や利用者様の笑顔がみられたとき、「ありが

とう」の感謝の言葉をいただいたときに、この仕事
をやってよかったと感じます。マンツーマン研修が
あり、わからないことはすぐに聞くことができるの
で安心です。楽しいことばかりではありませんが、
協力しあえる関係で笑顔があふれています。 
 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・中学生の職場体験受入れ 

・地域の方を対象に「まさきまつり」を開催 

・小、中学生対象「介護チャレンジスクール」開催 

（グループ企業） 

・NPO法人 Forsmile（当社パートナー）による 

講演会、フェスタ開催（グループ企業） 

 

  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

「介護」「子育て」「人材育成」 
あなたの一生涯の暮らしを応援しています。 

  
  

  
  
 

職員一人ひとりに寄り添いライフステージに合わせた最適な働き方を考えます。出産後も育児休暇

を経て多くの職員が復帰し、育児休暇を何度も取得している職員もいます。仕事だけでなく家庭や

子育ての相談も気軽にし合える雰囲気です。未経験・無資格の方でも安心して長く働けるよう、研

修を実施しています。介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士、保育士資

格取得の費用を会社が負担します。 

株株式式会会社社  羽羽島島企企画画    
  
  
      

■TEL    058-391-7313    ■FAX   058-391-7339 

■URL    https://www.hashimakikaku.com 

■E-mail  info@hashimakikaku.com 
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   株式会社 羽島企画 トータルケアMama’s                      
 

代代 表表 者者   代表取締役社長 宇野 恵利子 
 

所所 在在 地地   〒501-6264 

所在地   羽島市小熊町島 2丁目 102番地 1 
 

業業 種種   介護、保育 
 

従従業業員員数数   255名（グループ合計 350名） 
 

資資 本本 金金   1,000万円 
 

設設立立年年月月   1999年 3月 
 

企企業業沿沿革革                                                                              

平成１１年 ３月 ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・家事代行業をｽﾀｰﾄ 

平成１２年 ３月 羽島企画を法人化                                                                 

平成１２年 ５月 介護保険法 訪問介護事業 

平成１３年 １月 介護保険法 居宅介護支援事業       

平成１６年 ３月 介護保険法 通所介護事業、託児所

の開所 

平成１８年 ７月 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾏﾏｰｽﾞの家、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ  

ﾏﾏｰｽﾞ駒塚開所 

平成１８年 ９月 ｼｮｰﾄｽﾃｲ ﾏﾏｰｽﾞの家 梅松開所 

平成１８年１１月 ｼｮｰﾄｽﾃｲ ﾏﾏｰｽﾞの家 朝霧開所 

平成２１年 ７月 訪問入浴ﾏﾏｰｽﾞの湯 開設、ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

平成２２年 ４月 ﾏﾏｰｽﾞの家 まさき開所、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ  

ﾏﾏｰｽﾞまさき開所 

平成２３年 ４月 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝﾏﾏｰｽﾞ開設 

平成２４年１０月 住宅型有料老人ﾎｰﾑ ﾏﾏｰｽﾞﾊｰﾄ開所 

平成２６年 ４月 ｹｱﾏﾈｽﾃｰｼｮﾝ ﾏﾏｰｽﾞ岐阜開所、ﾘﾊﾋﾞ 

平成２６年 ４月 ﾘ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾏﾏｰｽﾞ開所、ﾏﾏｰｽﾞｷｯｽﾞ 

平成２６年 ４月 ｱｶﾃﾞﾐｰ開校 

平成２６年１１月 商号を有限会社から株式会社に 

変更 

平成２９年 ２月 岐阜県子育て支援ｴｸｾﾚﾝﾄ企業認定 

平成３０年１１月 ﾊｯﾋﾟｰﾅﾁｭﾗﾙﾏﾏｰｽﾞﾀｳﾝ開設 

岐阜県介護人材育成事業者認定制 

度 ｸﾞﾚｰﾄﾞ 2 

平成３１年 ３月 厚生労働省「はたらく母子家庭・ 

父子家庭応援企業表彰」受賞 

平成３１年 ４月 企業主導型保育施設 

ほほえみｷｯｽﾞ園 CHIKUSA開園 

令和 １年 ６月 創業 20周年記念祝賀会 

令和 １年 ７月 企業主導型保育施設 

ほほえみｷｯｽﾞ園 駒込 開園 

令和 ２年 １月 羽島市子育て支援企業 優秀賞 

令和 ２年１１月 GLOBAL LITTLE GARDEN in GIFU 

 HASHIMA 開園 

令和 ２年１１月 ぎふ・いきいき介護事業者 

ｸﾞﾚｰﾄﾞ 1認定 

令和 ３年 ２月 企業主導型保育施設 

ほほえみｷｯｽﾞ園ぎふ小鳥 開園 

令和 ３年 ９月 GLOBAL LITTLE GARDEN in GIFU 

HASHIMA -Sprout- 
えいごの幼稚舎 
Mama's International Kinderschool 開校 
 

 
 
 

事事業業内内容容  

居宅介護支援、訪問介護、障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ、 

訪問入浴、訪問看護、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ、ｼｮｰﾄｽﾃｲ、 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、住宅型有料老人ﾎｰﾑ、介護福祉ﾀｸｼｰ、 

ﾒｲﾄﾞｻｰﾋﾞｽ、ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌﾟﾘｽｸｰﾙ、                                             

企業主導型保育施設 
 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

★住み慣れた地域で安心した老後を★                                           

私たちは「寄り添う介護、思いやりをカタチに・・・」

を基本理念としています。利用者の皆さまが、「住み

慣れた地域で、見慣れた景色の中、なじみのある人

たちに囲まれながら、いつまでも安心して暮らして

いきたい」という思いに、寄り添う介護を目指して

います。 
 

勤勤務務時時間間  

（例）日勤  9:00～18:00 

早番  7:00～16:00 

遅番 11:00～20:00 
 

休休日日・・休休暇暇 

年間休日 110日  

誕生日休暇、記念日休暇、年次有給休暇 
  

給給与与・・賞賞与与  

当社規程による 昇給 年 1回 ・ 賞与 年 2回 
  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険                                   
 

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）短大卒 1名 

新卒（2019年 3月卒）高校卒 2名 

中途採用 7名 
 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 2名 

新卒（2019年 3月卒）高校卒 2名 
 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

令和 4年入社 高校卒 
ご家族や利用者様の笑顔がみられたとき、「ありが

とう」の感謝の言葉をいただいたときに、この仕事
をやってよかったと感じます。マンツーマン研修が
あり、わからないことはすぐに聞くことができるの
で安心です。楽しいことばかりではありませんが、
協力しあえる関係で笑顔があふれています。 
 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・中学生の職場体験受入れ 

・地域の方を対象に「まさきまつり」を開催 

・小、中学生対象「介護チャレンジスクール」開催 

（グループ企業） 

・NPO法人 Forsmile（当社パートナー）による 

講演会、フェスタ開催（グループ企業） 

 

  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

「介護」「子育て」「人材育成」 
あなたの一生涯の暮らしを応援しています。 

  
  

  
  
 

職員一人ひとりに寄り添いライフステージに合わせた最適な働き方を考えます。出産後も育児休暇

を経て多くの職員が復帰し、育児休暇を何度も取得している職員もいます。仕事だけでなく家庭や

子育ての相談も気軽にし合える雰囲気です。未経験・無資格の方でも安心して長く働けるよう、研

修を実施しています。介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福祉士、保育士資

格取得の費用を会社が負担します。 

株株式式会会社社  羽羽島島企企画画    
  
  
      

■TEL    058-391-7313    ■FAX   058-391-7339 

■URL    https://www.hashimakikaku.com 

■E-mail  info@hashimakikaku.com 
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創業１３６年という伝統の上に、製造技術の向上や商品開発には果敢に挑む創造・開発企業 
 

長い歴史に裏付けされた取引先との信頼は確固たるもので、従業員は使命感を持って仕事に取り 
組めるので、やりがいもひとしお。 
また、製造技術の向上や商品開発については、常に挑戦的なスタンス。 
だからこそ、業界のリーディングカンパニーのポジションに立ち続けられています。 

  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                  

    
  
  

■TEL  058-392-2121 ■FAX 058-392-2126        

■URL  http://www.hasetora.co.jp     

■E-mail  den-yasuda@hasetora.co.jp 
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名〇〇〇長谷虎紡績株式会社 

                       

代代 表表 者者〇〇〇代表取締役社長 長谷 享治 

 

所所 在在 地地〇〇〇〒501-6236 

羽島市江吉良町 197-1 

                                              

業業 種種〇〇〇繊維製造 

 

従従業業員員数数〇〇〇217名 

       

資資 本本 金金〇〇〇9,500万円 

 

設設立立年年月月〇〇〇1947年 1月   

 

企企業業沿沿革革                                            

明治 20年(1887年)長谷製糸工場を創業                                                                

昭和 22年(1947年)長谷虎産業株式会社設立 

昭和 22年（1947年綿糸製造を開始 

昭和 26年(1951年)長谷虎紡績株式会社と改称 

昭和 36年(1961年)日本で最初にカーペット製造に 

昭和 36年(1961年)着手 

昭和 58年(1983年)カーペット JIS表示工場となる 

昭和 62年(1987年)創業 100周年 

平成 15年(2003年)エコマーク認定のリサイクル 

昭和 36年(1961年)カーペットタイル生産を始める 

平成 16年(2004年)中国上海に海外工場の設立 

平成 19年(2007年)米国テネシー州に海外工場の 

昭和 36年(1961年)設立 

令和元年(2019年)繊研新聞社創業 70周年記念賞を

平成 19年(2007年)受賞 

        

事事業業内内容容  

カーペットならびに各種繊維製品の 

製造・加工・販売     

 

主な取引先  

紡績：ゴールドウイン、ミズノ、ダスキン 

カーペット：サンゲツ、トヨタ、住友ゴム 

  

経経営営理理念念  

  三方善しの経営 

（相手善し、国家・社会・環境善し、自分善し） 

  

経経営営目目標標  

社会になくてはならない企業を目標 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

【【カカーーペペッットト施施工工】】  

  

  

  【【本本社社】】  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

9:00～17:30 

交替勤務 6：00～14：00、14：00～22：00 

 

休休日日・・休休暇暇  

年間 111日 

  

給給与与・・賞賞与与  

初任給 高校卒 176,000円 

大学卒 206,000円 

 賞与  年 2.4ヶ月 

昇給  年 1.7％ 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種保険、財形貯蓄、社員旅行、互助会、運動会、 

ＯＢ会、各種表彰                                         

各リゾートクラブ加入                        

 

採採用用実実績績  

 新卒（2023年 3月卒）大学卒 2名 

新卒（2020年 3月卒）高校卒 8名 

  

採採用用予予定定  

新卒（2023年 4月卒）大学卒  5名 

新卒（2020年 3月卒）高校卒 12名 

 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ                                            

令和 4年入社 高校卒                                           

当社は創業 136年を迎える歴史と伝統のある会社

です。創業以来培われた技術を活かし、ほかではま

ねのできない高付加価値商品、お客さまが幸せに感

じて頂ける商品を提供しています。 

入社 2年で出産育児休暇を取得し復帰しています。 

とてもやりがいのある職場なので、ぜひ一緒に働

きましょう。 

  

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

2020年より、尾州ひつじサミットに参加 

 2022年、羽島市も協賛となり、 

「はしま deマルシェ」に参加し羽毛回収を行った 

 

創業１３６年という伝統の上に、製造技術の向上や商品開発には果敢に挑む創造・開発企業 
 

長い歴史に裏付けされた取引先との信頼は確固たるもので、従業員は使命感を持って仕事に取り 
組めるので、やりがいもひとしお。 
また、製造技術の向上や商品開発については、常に挑戦的なスタンス。 
だからこそ、業界のリーディングカンパニーのポジションに立ち続けられています。 

  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                  

    
  
  

■TEL  058-392-2121 ■FAX 058-392-2126        

■URL  http://www.hasetora.co.jp     

■E-mail  den-yasuda@hasetora.co.jp 
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株株式式会会社社花花村村材材木木店店  
 

 
■TEL   058‐391-2126     ■FAX   058‐391-2112 

■URL   http://www.marumo-hanamura.co.jp 

■E-mail info@marumo-hanamura.co.jp 

明治２８年と言えば、日清戦争の時代となりま

す。以降１２９年間に渡り、社歴があります。 

何度ともなく危機的な状況になっても、社員一

丸となり、窮地から脱してきました。  

近年はリフォームの需要に富んだ会社となり、

特にＷＥＢを介しての受注も多く、東海三県  

幅広く業務をしています。  

数年前に新社屋が完成し、働きやすい環境が整

っています。  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   株式会社花村材木店 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 花村 吉隆 

 

所所 在在 地地   〒501-6232 

羽島市竹鼻町狐穴 3285（栄町 3丁目） 

                                              

業業 種種   建設業                   

 

従従業業員員数数   14名 

 

資資 本本 金金   1,350万円 

       

設設立立年年月月   1895年 5月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

明治２８年  初代社長 花村利一                                      

      福寿町本郷にて材木商を始める                             

昭和 ９年  本郷から竹鼻へ会社を移転させる                                

昭和２１年 合資会社から株式会社となる         

昭和５５年 建築業を始める                             

昭和６１年 現社長 花村吉隆 4代目社長に就任 

 

事事業業内内容容  

総合建築となり、ヒアリング・現地調査・設計・施 

工・引渡し・アフターメンテンナスとお客様と寄り

添う、仕事となります。                                                                     

図面に起こした建物が、現実に建つとそれは壮大で、

やりがいのある仕事です。  

  

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

一、我社は地域の材木店・工務店として 住まいと

人の『安心・安全・健康』を守り、『耐震・環境』に

も配慮し、『快適さ』を提供致します。                

 

二、長年の経験を活かした提案力、日々の努力と有

資格者を備えた技術力、材木店ならではの『材料へ

のこだわり』をもった家造りを致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

勤勤務務時時間間  

8：00～17：30（休憩時間 90分） 

 

休休日日・・休休暇暇  

第 2、4土曜、日曜日、祝祭日、 

GW、お盆、年末年始     

 

給給与与・・賞賞与与  

年 1回昇給、賞与（年 2回） 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

資格取得支援、資格取得手当 

 

採採用用実実績績  

新卒（2021年 3月卒） その他 1名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒） 大学卒 1名 

新卒（2020年 3月卒  高校卒  1名 

新卒（2020年 3月卒  その他  1名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2019年入社 大学卒                                           

施工監督を担当しています。畑違いの職種からの転

職で大変不安でしたが先輩方や  

職人さんも親切な方が多く、建築の『イロハ』を丁

寧に教えて頂けました。 

現在 3年目ですが、新築を数棟担当して自信もつき、

現在は不動産関係も担当しています。 

数年後には宅建を取得したいです。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・中学校の職場体験 

・エコキャップ回収運動 

・材木端材の無償提供 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  

株株式式会会社社花花村村材材木木店店  
 

 
■TEL   058‐391-2126     ■FAX   058‐391-2112 

■URL   http://www.marumo-hanamura.co.jp 

■E-mail info@marumo-hanamura.co.jp 

明治２８年と言えば、日清戦争の時代となりま

す。以降１２９年間に渡り、社歴があります。 

何度ともなく危機的な状況になっても、社員一

丸となり、窮地から脱してきました。  

近年はリフォームの需要に富んだ会社となり、

特にＷＥＢを介しての受注も多く、東海三県  

幅広く業務をしています。  

数年前に新社屋が完成し、働きやすい環境が整

っています。  
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＜会 社 概 要＞ 
 
              フィーカ ファーム 

企企 業業 名名   ＦＩＫＡ ＦＡＲＭ 株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 大田 佑真 

 

所所 在在 地地   〒501-6242 

羽島市竹鼻町錦町 10番地 

うらら 104号 

                                              

業業 種種   介護事業所（訪問看護）                   

 

従従業業員員数数   9名 

 

資資 本本 金金   100万円 

       

設設立立年年月月   2021年 11月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

2021年 11月 18日  

FIKA FARM株式会社設立 

 

2022年 4月 1日 

FIKA訪問看護リハビリステーション開業 

 

2022年 9月 

介護・医療保険を使用しない自費サービス 

「訪問美容 FIKA」開始 

 

事事業業内内容容  

介護保険法による高齢者を対象とした訪問看護、介護

予防訪問看護   

医療保険法による障がい者、小児疾患、精神疾患患者

を対象とした訪問看護   

保険を使用しない自費サービス：訪問美容サービス  

  

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

①FIKAの理念 

訪問看護で働くスタッフが FIKAのような温かい 

時間とコミュニケーションを取ることで従業員 

満足度が向上します。スタッフが生き生きと働く 

環境があり、その結果、訪問看護を受ける利用者 

様へより温かい時間とケアを提供することがで 

きます。 

 

②医療職の働き方改革 

医療職は、患者様・利用者様へ医療サービスを提 

供する一方で、サービス残業やハラスメントなど 

の問題があり、その場所で長く働く環境作りが難 

しい職種でもある。医療職に対する社会人として 

の接遇や言葉遣い、労務への意識、売上の意識作 

り等を図り、根本的な働き方改革を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤勤務務時時間間  

正社員：8時 30分から 17時 30分  

パート：8時 30分から 17時 30分の間で 

1日に 3時間以上勤務 

 

休休日日・・休休暇暇  

年間休日 110日  

年末年始休（12月 29日〜1月 3日まで） 

リフレッシュ休暇（有給と別で年 3日間） 

 

給給与与・・賞賞与与  

給与：月給 25万円〜30万円 

時給：1,500円  

賞与：業績による 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

社会保険完備、制服支給、看護物品支給、 

社用スマートフォンか社用タブレット支給、 

社用車有、駐車場有、駐輪場有、直行直帰有、 

電子カルテ採用 

 

採採用用実実績績  

中途採用 4名 

 

採採用用予予定定  

中途採用 3名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2022年入社 大学卒                                           

看護師の資格を大学で取得した後、病院で５年間努め

てから訪問看護の道へ進みました。病院での下積み経

験があったほうがスムーズに訪問看護の仕事が出来る

と思います。今後の医療福祉介護の時代は、病院で入

院するのではなく自宅で医療や介護を受けられる体制

となっていきます。いま流行の訪問看護の世界へみな

さんもぜひ一緒に働きましょう！看護師、准看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が働いています。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

①2021年 1月 

岐阜県立各務原西高等学校へ職業人講演会実施  

②2022年 8月 27日 

キッズタウン 2022へ岐阜県理学療法士会として参加 

③2022年 12月 

一宮市立浅井中学校へ職業人講演会実施  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  
  ＦＦＩＩＫＫＡＡ  ＦＦＡＡＲＲＭＭ株株式式会会社社  

 
 
■TEL   058‐372-8755     ■FAX   058‐372-8756 

■URL   https://fikafarm.vercel.app/ 

■E-mail fikafarm2022@gmail.com 

FIKA とはスウェーデンのコーヒータイムの文化のことを「 FIKA」といいます。

スウェーデンの人々にとって自分の時間を穏やかに過ごす時間であり、家族

や友人、仕事仲間とコミュニケーションを取るための大切なひと時とされて

います。  

 訪問看護で働くスタッフが FIKA のような温かい時間とコミュニケーショ

ンを取ることで従業員満足度が向上します。スタッフが生き生きと働く環境

があり、その結果、訪問看護を受ける利用者様へより温かい時間とケアを提

供することができます。  

訪訪問問看看護護でで働働くくススタタッッフフもも   

看看護護をを受受けけるる人人々々もも   

全全ててのの人人にに温温かかいい FFIIKKAA をを。。   

27



 

＜会 社 概 要＞ 
 
              フィーカ ファーム 

企企 業業 名名   ＦＩＫＡ ＦＡＲＭ 株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 大田 佑真 

 

所所 在在 地地   〒501-6242 

羽島市竹鼻町錦町 10番地 

うらら 104号 

                                              

業業 種種   介護事業所（訪問看護）                   

 

従従業業員員数数   9名 

 

資資 本本 金金   100万円 

       

設設立立年年月月   2021年 11月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

2021年 11月 18日  

FIKA FARM株式会社設立 

 

2022年 4月 1日 

FIKA訪問看護リハビリステーション開業 

 

2022年 9月 

介護・医療保険を使用しない自費サービス 

「訪問美容 FIKA」開始 

 

事事業業内内容容  

介護保険法による高齢者を対象とした訪問看護、介護

予防訪問看護   

医療保険法による障がい者、小児疾患、精神疾患患者

を対象とした訪問看護   

保険を使用しない自費サービス：訪問美容サービス  

  

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

①FIKAの理念 

訪問看護で働くスタッフが FIKAのような温かい 

時間とコミュニケーションを取ることで従業員 

満足度が向上します。スタッフが生き生きと働く 

環境があり、その結果、訪問看護を受ける利用者 

様へより温かい時間とケアを提供することがで 

きます。 

 

②医療職の働き方改革 

医療職は、患者様・利用者様へ医療サービスを提 

供する一方で、サービス残業やハラスメントなど 

の問題があり、その場所で長く働く環境作りが難 

しい職種でもある。医療職に対する社会人として 

の接遇や言葉遣い、労務への意識、売上の意識作 

り等を図り、根本的な働き方改革を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤勤務務時時間間  

正社員：8時 30分から 17時 30分  

パート：8時 30分から 17時 30分の間で 

1日に 3時間以上勤務 

 

休休日日・・休休暇暇  

年間休日 110日  

年末年始休（12月 29日〜1月 3日まで） 

リフレッシュ休暇（有給と別で年 3日間） 

 

給給与与・・賞賞与与  

給与：月給 25万円〜30万円 

時給：1,500円  

賞与：業績による 

 

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

社会保険完備、制服支給、看護物品支給、 

社用スマートフォンか社用タブレット支給、 

社用車有、駐車場有、駐輪場有、直行直帰有、 

電子カルテ採用 

 

採採用用実実績績  

中途採用 4名 

 

採採用用予予定定  

中途採用 3名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2022年入社 大学卒                                           

看護師の資格を大学で取得した後、病院で５年間努め

てから訪問看護の道へ進みました。病院での下積み経

験があったほうがスムーズに訪問看護の仕事が出来る

と思います。今後の医療福祉介護の時代は、病院で入

院するのではなく自宅で医療や介護を受けられる体制

となっていきます。いま流行の訪問看護の世界へみな

さんもぜひ一緒に働きましょう！看護師、准看護師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が働いています。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

①2021年 1月 

岐阜県立各務原西高等学校へ職業人講演会実施  

②2022年 8月 27日 

キッズタウン 2022へ岐阜県理学療法士会として参加 

③2022年 12月 

一宮市立浅井中学校へ職業人講演会実施  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
    
  

  
  
  

      
  
  ＦＦＩＩＫＫＡＡ  ＦＦＡＡＲＲＭＭ株株式式会会社社  

 
 
■TEL   058‐372-8755     ■FAX   058‐372-8756 

■URL   https://fikafarm.vercel.app/ 

■E-mail fikafarm2022@gmail.com 

FIKA とはスウェーデンのコーヒータイムの文化のことを「 FIKA」といいます。

スウェーデンの人々にとって自分の時間を穏やかに過ごす時間であり、家族

や友人、仕事仲間とコミュニケーションを取るための大切なひと時とされて

います。  

 訪問看護で働くスタッフが FIKA のような温かい時間とコミュニケーショ

ンを取ることで従業員満足度が向上します。スタッフが生き生きと働く環境

があり、その結果、訪問看護を受ける利用者様へより温かい時間とケアを提

供することができます。  

訪訪問問看看護護でで働働くくススタタッッフフもも   

看看護護をを受受けけるる人人々々もも   

全全ててのの人人にに温温かかいい FFIIKKAA をを。。   
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   不二精工株式会社                      

                       

代代 表表 者者   代表取締役 髙木 力           

 

所所 在在 地地   〒501-6257  

        羽島市福寿町平方 13丁目 60番地 

                                              

業業 種種   産業設備事業                   

 

従従業業員員数数    39名  

 

資資 本本 金金    4800万円 

       

設設立立年年月月   1960年6月         

 

事事業業所所概概要要                                                                              

 【日本】不二精工株式会社 本社（羽島市） 

     宮崎事業所（宮崎県）/白河事業所(福島県) 

     不二商事株式会社 本社（羽島市） 

     木曽岬事業所（三重県） 

      

 

事事業業内内容容  

    産業設備事業 

・タイヤ部品ビードワイヤー生産用専用機の開発/ 

製造/販売/保守 

・各種産業の生産ライン用専用設備の開発/製造/ 

販売/保守 

・精密鍛造プレスの開発/製造/販売/保守 

・自然エネルギー発電設備の開発/製造 

・自然エネルギー発電事業 

リース/レンタル事業 

不動産賃貸事業 

ライフデザイン事業 

飲食事業 

損害保険事業 

化粧品事業部 

 

 

 

企企業業方方針針  

タイヤビードワイヤーの生産から創業した不二精工ですが、 

今は製造業からは遠ざかり、第二の創業期を迎えております。 

これまで培ってきたことを上手につなげ、時には捨て去り、 

とにかく次の今のこの時代に必要とされる企業であるべく、 

トップ自ら常に挑戦し続けることを約束します。 

2025年までに次の10年を支える事業を2つ作るべく、 

業種を問わず、新規事業に取り組んでおります。 

仕事をするのに年齢もスキルも必要ありません、必要なのは、 

自分ならできるという自信と目標をやり遂げる力です。 

不二精工では一緒に次の時代を作れる仲間を募集しており

ます。 

社員自身が豊かになる事、この地で商売をさせてもらった羽

島の為になる仕事をする事。 

この2つを大切にして共に働いていきましょう。 

 

 

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

  本社・事業所 8:00～17:00 

    

  

休休日日・・休休暇暇  

事業所別当社所定のカレンダー 

（本社：年間休日125日 土曜・日曜、夏季休暇、 

年末年始休暇、他） 

 

給給与与・・賞賞与与  

  昇給：年1回  

賞与：年2回（夏・冬） 

 

福福利利厚厚生生  

    健康保険  

厚生年金保険等の社会保険 

  退職金制度（確定給付年金） 

  特別休暇制度 
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   不二精工株式会社                      

                       

代代 表表 者者   代表取締役 髙木 力           

 

所所 在在 地地   〒501-6257  

        羽島市福寿町平方 13丁目 60番地 

                                              

業業 種種   産業設備事業                   

 

従従業業員員数数    39名  

 

資資 本本 金金    4800万円 

       

設設立立年年月月   1960年6月         

 

事事業業所所概概要要                                                                              

 【日本】不二精工株式会社 本社（羽島市） 

     宮崎事業所（宮崎県）/白河事業所(福島県) 

     不二商事株式会社 本社（羽島市） 

     木曽岬事業所（三重県） 

      

 

事事業業内内容容  

    産業設備事業 

・タイヤ部品ビードワイヤー生産用専用機の開発/ 

製造/販売/保守 

・各種産業の生産ライン用専用設備の開発/製造/ 

販売/保守 

・精密鍛造プレスの開発/製造/販売/保守 

・自然エネルギー発電設備の開発/製造 

・自然エネルギー発電事業 

リース/レンタル事業 

不動産賃貸事業 

ライフデザイン事業 

飲食事業 

損害保険事業 

化粧品事業部 

 

 

 

企企業業方方針針  

タイヤビードワイヤーの生産から創業した不二精工ですが、 

今は製造業からは遠ざかり、第二の創業期を迎えております。 

これまで培ってきたことを上手につなげ、時には捨て去り、 

とにかく次の今のこの時代に必要とされる企業であるべく、 

トップ自ら常に挑戦し続けることを約束します。 

2025年までに次の10年を支える事業を2つ作るべく、 

業種を問わず、新規事業に取り組んでおります。 

仕事をするのに年齢もスキルも必要ありません、必要なのは、 

自分ならできるという自信と目標をやり遂げる力です。 

不二精工では一緒に次の時代を作れる仲間を募集しており

ます。 

社員自身が豊かになる事、この地で商売をさせてもらった羽

島の為になる仕事をする事。 

この2つを大切にして共に働いていきましょう。 

 

 

  

  

  

  

  

勤勤務務時時間間  

  本社・事業所 8:00～17:00 

    

  

休休日日・・休休暇暇  

事業所別当社所定のカレンダー 

（本社：年間休日125日 土曜・日曜、夏季休暇、 

年末年始休暇、他） 

 

給給与与・・賞賞与与  

  昇給：年1回  

賞与：年2回（夏・冬） 

 

福福利利厚厚生生  

    健康保険  

厚生年金保険等の社会保険 

  退職金制度（確定給付年金） 

  特別休暇制度 
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   有限会社ペン・テック 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 田中 茂 

 

所所 在在 地地   〒501-6239 

       羽島市江吉良町江南 1丁目 3番地 

                                              

業業 種種   建築塗装 

 

従従業業員員数数   7名 

 

資資 本本 金金   500万円 

       

設設立立年年月月   平成 17年 4月 

 

企企業業沿沿革革 

創業 昭和３９年４月 １日 田中塗装店 

設立 平成１７年４月１９日 有限会社ペン・テック 

 

事事業業内内容容  

１、住宅の塗替え工事  

２、アパートの塗替え工事  

３、住宅改修・リフォーム工事 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

ペンテックに塗装を依頼していただいたお客様に、

喜んでいただくことと、一緒に働く仲間がペンテッ

クで働いていて楽しいと喜びあえること。 
  
勤勤務務時時間間  

7：30～17：30(8時間労働) 

休憩時間合計 2 時間： 

10時と 15時に 30分ずつ・昼に 1時間 

 

休休日日・・休休暇暇  

週休 2 日制隔週年末年始・ 

お盆・ゴールデンウイーク・会社カレンダー  

・6か月以上経過後年次有給休暇 10 日 

  

給給与与・・賞賞与与  

日給 10,000 円～15,000 円 

(220,000～330,000 円 22 日間)                                  

賞与 年 2 回（計 1.5か月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福福利利厚厚生生  

社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・ 

退職金制度（勤続 5 年以上） 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

平成 26年入社 中学校卒 

いろんな会社を転々としましたが、まさかペンテ

ックでこんなに仕事が続くとは思わなかったです。 

2 年くらい経ったころから、早くペンキが塗れる

ようになり仕事が楽しいです。 

社長は細かくてめんどくさいですが、めんどうみ

てくれるので、いいとおもいますよ。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・小学校、中学校で校舎を子供たちと一緒に塗装 

するボランティア活動。 

・災害被災地ボランティア支援（東北復興 15 回・ 

熊本復興 10 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
有有限限会会社社ペペンン・・テテッックク      

■TEL    0120-505-885      ■FAX  058-391-5503 

■URL    http://www.pen-tec.net/ 

■E-mail  pen-tec1@ccn.aitai.ne.jp
  

「「外外でで体体をを使使いい、、汗汗をを流流しし働働いいててみみよよううかかなな。。」」とと思思うう、、ああななたたににぴぴっったたりりのの仕仕事事でですす。。職職人人はは最最初初

はは素素人人かからら始始ままりりまますす。。ペペンンテテッッククでではは、、初初めめててのの方方ににはは刷刷毛毛のの持持ちち方方、、塗塗料料のの名名前前ななどど、、わわかかりりやや

すすくく何何度度もも丁丁寧寧にに教教ええてていいききまますす。。資資格格取取得得のの意意欲欲ががああるる人人ににはは、、社社長長がが優優ししくく根根気気よよくく知知識識をを伝伝ええ、、

確確実実にに資資格格取取得得ををササポポーートトししてていいききまますす。。（（合合格格祝祝いい金金 1100  万万円円））建建築築塗塗装装のの会会社社のの中中でではは、、定定着着すす

るる若若いい職職人人がが多多くく、、手手にに職職がが就就けけばば現現場場をを任任さされれ、、ややりりががいいののああるる会会社社でですす。。  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   有限会社ペン・テック 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 田中 茂 

 

所所 在在 地地   〒501-6239 

       羽島市江吉良町江南 1丁目 3番地 

                                              

業業 種種   建築塗装 

 

従従業業員員数数   7名 

 

資資 本本 金金   500万円 

       

設設立立年年月月   平成 17年 4月 

 

企企業業沿沿革革 

創業 昭和３９年４月 １日 田中塗装店 

設立 平成１７年４月１９日 有限会社ペン・テック 

 

事事業業内内容容  

１、住宅の塗替え工事  

２、アパートの塗替え工事  

３、住宅改修・リフォーム工事 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

ペンテックに塗装を依頼していただいたお客様に、

喜んでいただくことと、一緒に働く仲間がペンテッ

クで働いていて楽しいと喜びあえること。 
  
勤勤務務時時間間  

7：30～17：30(8時間労働) 

休憩時間合計 2 時間： 

10時と 15時に 30分ずつ・昼に 1時間 

 

休休日日・・休休暇暇  

週休 2 日制隔週年末年始・ 

お盆・ゴールデンウイーク・会社カレンダー  

・6か月以上経過後年次有給休暇 10 日 

  

給給与与・・賞賞与与  

日給 10,000 円～15,000 円 

(220,000～330,000 円 22 日間)                                  

賞与 年 2 回（計 1.5か月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福福利利厚厚生生  

社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・ 

退職金制度（勤続 5 年以上） 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

平成 26年入社 中学校卒 

いろんな会社を転々としましたが、まさかペンテ

ックでこんなに仕事が続くとは思わなかったです。 

2 年くらい経ったころから、早くペンキが塗れる

ようになり仕事が楽しいです。 

社長は細かくてめんどくさいですが、めんどうみ

てくれるので、いいとおもいますよ。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

・小学校、中学校で校舎を子供たちと一緒に塗装 

するボランティア活動。 

・災害被災地ボランティア支援（東北復興 15 回・ 

熊本復興 10 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
有有限限会会社社ペペンン・・テテッックク      

■TEL    0120-505-885      ■FAX  058-391-5503 

■URL    http://www.pen-tec.net/ 

■E-mail  pen-tec1@ccn.aitai.ne.jp
  

「「外外でで体体をを使使いい、、汗汗をを流流しし働働いいててみみよよううかかなな。。」」とと思思うう、、ああななたたににぴぴっったたりりのの仕仕事事でですす。。職職人人はは最最初初

はは素素人人かからら始始ままりりまますす。。ペペンンテテッッククでではは、、初初めめててのの方方ににはは刷刷毛毛のの持持ちち方方、、塗塗料料のの名名前前ななどど、、わわかかりりやや

すすくく何何度度もも丁丁寧寧にに教教ええてていいききまますす。。資資格格取取得得のの意意欲欲ががああるる人人ににはは、、社社長長がが優優ししくく根根気気よよくく知知識識をを伝伝ええ、、

確確実実にに資資格格取取得得ををササポポーートトししてていいききまますす。。（（合合格格祝祝いい金金 1100  万万円円））建建築築塗塗装装のの会会社社のの中中でではは、、定定着着すす

るる若若いい職職人人がが多多くく、、手手にに職職がが就就けけばば現現場場をを任任さされれ、、ややりりががいいののああるる会会社社でですす。。  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   丸栄コンクリート工業株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役社長 棚橋 肇 

 

所所 在在 地地   〒501-6293 

       羽島市福寿町間島 1518 

                                              

業業 種種   製造業 

 

従従業業員員数数   710名（グループ合計 786名） 

       

資資 本本 金金   6,964万円 

 

設設立立年年月月   1949年 4月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

１９２５年１０月 

棚橋商店として創業 

セメント二次製品と製造販売を開始            

 

１９５７年 ６月 

現称号、丸栄コンクリート工業株式会社に改称 

                

２０２２年 ８月 

「自走式床版搬送据付装置」アームローラー工法が 

「第 24回国土技術開発賞」創意開発技術賞を受賞 

 

事事業業内内容容  

コンクリート二次製品の企画・設計・製造・販売 

スポーツ施設の管理・運営 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

１．お客様に対して、優れた品質の製品を提供する

ことによって社会に貢献する。        

 

２．常に研究と創意工夫を怠らず、最先端の技術の

確保に努める。               

 

３．会社の繁栄とともに従業員の生活向上に努め、

企業精神に徹して、地域社会に奉仕する。  

  

勤勤務務時時間間  

本社、各営業所：8:30～17:30 

東京支店、名古屋支店、大阪支店：9：00～18：00 

工場：8:30～17:30 

 

休休日日・・休休暇暇  

年間休日 120日（計画年休含む） 

 

給給与与・・賞賞与与  

賞与：年 2回 

（最大 5.8ヶ月 昨年実績） 

  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険制度、確定給付企業年金、 

確定拠出年金、財形貯蓄、社宅（借り上げ）、 

資格取得補助、帰省費補助 等                                   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）大学卒  4名 

新卒（2019年 3月卒）高校卒  3名 

中途採用（2022年 4月～2023年 1月）29名                                    

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 10名 

新卒（2020年 3月卒）高校卒 10名 

 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2022年入社 大学卒 

羽島市出身の方なら、「え、ここ会社だったの？」

と驚かれるかもしれない場所が本社です。私は関東

にある大学へ進み、羽島市には Uターン就職で戻っ

てきました。芸術系に身を置いていましたが、「もの

づくりに関わりたい」と思い切って畑違いの分野へ

飛び込み、もうすぐ 1年が経とうとしています。コ

ンクリート知識０の状態からスタートしましたが、

経験・知識豊富な上司の方々が全力でサポートして

くださいます。そのおかげもあり、自身の提案が採

用されるまでの難しさや面白さを体感できるように

なってきました。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

風力発電で CO2削減に貢献しています。  

 

  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

■TEL    058-393-0211   ■FAX    058-392-9682 

■URL    https://www.maruei-con.co.jp 

■E-mail 0 hr-tanahashi@maruei-con.co.jp  

当社の製品は、地面に埋まってしまうものも多いですが、目立
たなくても人々の生活を支える「縁の下の力持ち」となる仕事で
す。ご自身が携わった製品が施工され、今後何十年も人々の生活
を支え、社会に貢献する非常にやりがいのある仕事です。                        
私たちと共に、50 年、100 年先の未来を創造しませんか。 

創業大正１４年 

プレキャストコンクリートの可能性を追求し 
時代が求める機能性、施工性を実現します。 
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   丸栄コンクリート工業株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役社長 棚橋 肇 

 

所所 在在 地地   〒501-6293 

       羽島市福寿町間島 1518 

                                              

業業 種種   製造業 

 

従従業業員員数数   710名（グループ合計 786名） 

       

資資 本本 金金   6,964万円 

 

設設立立年年月月   1949年 4月 

 

企企業業沿沿革革                                                                              

１９２５年１０月 

棚橋商店として創業 

セメント二次製品と製造販売を開始            

 

１９５７年 ６月 

現称号、丸栄コンクリート工業株式会社に改称 

                

２０２２年 ８月 

「自走式床版搬送据付装置」アームローラー工法が 

「第 24回国土技術開発賞」創意開発技術賞を受賞 

 

事事業業内内容容  

コンクリート二次製品の企画・設計・製造・販売 

スポーツ施設の管理・運営 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

１．お客様に対して、優れた品質の製品を提供する

ことによって社会に貢献する。        

 

２．常に研究と創意工夫を怠らず、最先端の技術の

確保に努める。               

 

３．会社の繁栄とともに従業員の生活向上に努め、

企業精神に徹して、地域社会に奉仕する。  

  

勤勤務務時時間間  

本社、各営業所：8:30～17:30 

東京支店、名古屋支店、大阪支店：9：00～18：00 

工場：8:30～17:30 

 

休休日日・・休休暇暇  

年間休日 120日（計画年休含む） 

 

給給与与・・賞賞与与  

賞与：年 2回 

（最大 5.8ヶ月 昨年実績） 

  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

各種社会保険制度、確定給付企業年金、 

確定拠出年金、財形貯蓄、社宅（借り上げ）、 

資格取得補助、帰省費補助 等                                   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）大学卒  4名 

新卒（2019年 3月卒）高校卒  3名 

中途採用（2022年 4月～2023年 1月）29名                                    

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 10名 

新卒（2020年 3月卒）高校卒 10名 

 

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2022年入社 大学卒 

羽島市出身の方なら、「え、ここ会社だったの？」

と驚かれるかもしれない場所が本社です。私は関東

にある大学へ進み、羽島市には Uターン就職で戻っ

てきました。芸術系に身を置いていましたが、「もの

づくりに関わりたい」と思い切って畑違いの分野へ

飛び込み、もうすぐ 1年が経とうとしています。コ

ンクリート知識０の状態からスタートしましたが、

経験・知識豊富な上司の方々が全力でサポートして

くださいます。そのおかげもあり、自身の提案が採

用されるまでの難しさや面白さを体感できるように

なってきました。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

風力発電で CO2削減に貢献しています。  

 

  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

■TEL    058-393-0211   ■FAX    058-392-9682 

■URL    https://www.maruei-con.co.jp 

■E-mail 0 hr-tanahashi@maruei-con.co.jp  

当社の製品は、地面に埋まってしまうものも多いですが、目立
たなくても人々の生活を支える「縁の下の力持ち」となる仕事で
す。ご自身が携わった製品が施工され、今後何十年も人々の生活
を支え、社会に貢献する非常にやりがいのある仕事です。                        
私たちと共に、50 年、100 年先の未来を創造しませんか。 

創業大正１４年 

プレキャストコンクリートの可能性を追求し 
時代が求める機能性、施工性を実現します。 
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   八州製作株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 瀬古 知里 

 

所所 在在 地地   〒501-6304 

羽島市舟橋町出須賀 4-68 

                                              

業業 種種   製造業 

 

従従業業員員数数   83名 

 

資資 本本 金金   1,000万円 

       

設設立立年年月月   1963年 7月 

 

企企業業沿沿革革 

昭和 38年 7月創業、プラスチック金型の設計・製

作を行う。 

昭和 40年よりダイカスト金型に特化した設計・製

作に移行。 

平成元年 8月に現在の本社事務棟・工場を新設移転、

平成 5年に竹鼻工場を新設稼働している。 

主に自動車関連のダイカスト部品、他にガス器具、

自転車関連のダイカスト部品の金型も設計・製作し

ている。 

平成 26年累計 8000型を達成し、令和 5年 1月現在

で累計 10100型を超えている。 

長年培った技術力や最新設備の導入にて、耐久性の

ある金型を顧客に提供し信頼・信用を得ている。 

  

事事業業内内容容  

主に自動車関連のダイカスト部品、他にガス器具、

自転車関連のダイカスト金型の設計・製作をしてい

ます。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

ダイカスト金型の可能性を追求し、暮らしを豊かに

するモノづくりの一翼を担う企業を目指す。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜会 社 概 要＞ 
 

勤勤務務時時間間  

8：10～17：00 

（休憩時間 12：00～12:45  15:00～15:15） 

 

休休日日・・休休暇暇  

日曜日 当社カレンダーあり 
 

給給与与・・賞賞与与  

大卒初任給 241,000円 

高卒初任給 203,000円 

賞与 年 2回 

 

福福利利厚厚生生  

家族手当 

住宅手当 
 

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）高校卒 1名 

中途採用（2021年度）    3名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 2名 

新卒（2020年 3月卒）高校卒 2名 

新卒（2020年 3月卒）その他 2名 
 
職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

令和 3年入社 大学卒 

社員同士、年齢や部署を超えて仲が良く、良い雰囲

気で仕事ができます。入社後は、研修を経て仕上部

門に配属されました。覚えることがたくさんあって

大変ですが、先輩方のサポートもありながら、日々

いろんなことに挑戦しています。徐々に任されるこ

とも増えてきて、モノづくりの面白さを感じながら

仕事をしています。                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

八八州州製製作作株株式式会会社社      
■TEL   058-398-3535    ■FAX   058-398-2252 

■URL   https://www.yashima-ss.co.jp 

■E-mail  takagi@yashima-ss.co.jp
  

１１９９６６３３年年のの創創業業以以来来、、５５００年年以以上上ににわわたたりり、、自自動動車車産産業業をを中中心心にに、、１１００００００００

型型以以上上ののダダイイカカスストト金金型型のの設設計計・・製製作作をを行行っってておおりりまますす。。長長年年のの技技術術のの蓄蓄

積積とと革革新新をを続続けけ、、顧顧客客かかららのの信信用用をを勝勝ちち取取るるとと共共にに、、最最新新鋭鋭のの生生産産設設備備をを

活活用用ししたた、、高高いいククォォリリテティィをを追追及及しし続続けけ、、顧顧客客要要望望にに応応ええ、、存存在在価価値値ののああるる

企企業業でであありり続続けけるるたためめのの努努力力をを重重ねねてていいまますす。。  
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＜会 社 概 要＞ 
 

企企 業業 名名   八州製作株式会社 

                       

代代 表表 者者   代表取締役 瀬古 知里 

 

所所 在在 地地   〒501-6304 

羽島市舟橋町出須賀 4-68 

                                              

業業 種種   製造業 

 

従従業業員員数数   83名 

 

資資 本本 金金   1,000万円 

       

設設立立年年月月   1963年 7月 

 

企企業業沿沿革革 

昭和 38年 7月創業、プラスチック金型の設計・製

作を行う。 

昭和 40年よりダイカスト金型に特化した設計・製

作に移行。 

平成元年 8月に現在の本社事務棟・工場を新設移転、

平成 5年に竹鼻工場を新設稼働している。 

主に自動車関連のダイカスト部品、他にガス器具、

自転車関連のダイカスト部品の金型も設計・製作し

ている。 

平成 26年累計 8000型を達成し、令和 5年 1月現在

で累計 10100型を超えている。 

長年培った技術力や最新設備の導入にて、耐久性の

ある金型を顧客に提供し信頼・信用を得ている。 

  

事事業業内内容容  

主に自動車関連のダイカスト部品、他にガス器具、

自転車関連のダイカスト金型の設計・製作をしてい

ます。 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

ダイカスト金型の可能性を追求し、暮らしを豊かに

するモノづくりの一翼を担う企業を目指す。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜会 社 概 要＞ 
 

勤勤務務時時間間  

8：10～17：00 

（休憩時間 12：00～12:45  15:00～15:15） 

 

休休日日・・休休暇暇  

日曜日 当社カレンダーあり 
 

給給与与・・賞賞与与  

大卒初任給 241,000円 

高卒初任給 203,000円 

賞与 年 2回 

 

福福利利厚厚生生  

家族手当 

住宅手当 
 

採採用用実実績績  

新卒（2022年 3月卒）高校卒 1名 

中途採用（2021年度）    3名 

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒）大学卒 2名 

新卒（2020年 3月卒）高校卒 2名 

新卒（2020年 3月卒）その他 2名 
 
職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

令和 3年入社 大学卒 

社員同士、年齢や部署を超えて仲が良く、良い雰囲

気で仕事ができます。入社後は、研修を経て仕上部

門に配属されました。覚えることがたくさんあって

大変ですが、先輩方のサポートもありながら、日々

いろんなことに挑戦しています。徐々に任されるこ

とも増えてきて、モノづくりの面白さを感じながら

仕事をしています。                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

八八州州製製作作株株式式会会社社      
■TEL   058-398-3535    ■FAX   058-398-2252 

■URL   https://www.yashima-ss.co.jp 

■E-mail  takagi@yashima-ss.co.jp
  

１１９９６６３３年年のの創創業業以以来来、、５５００年年以以上上ににわわたたりり、、自自動動車車産産業業をを中中心心にに、、１１００００００００

型型以以上上ののダダイイカカスストト金金型型のの設設計計・・製製作作をを行行っってておおりりまますす。。長長年年のの技技術術のの蓄蓄

積積とと革革新新をを続続けけ、、顧顧客客かかららのの信信用用をを勝勝ちち取取るるとと共共にに、、最最新新鋭鋭のの生生産産設設備備をを

活活用用ししたた、、高高いいククォォリリテティィをを追追及及しし続続けけ、、顧顧客客要要望望にに応応ええ、、存存在在価価値値ののああるる

企企業業でであありり続続けけるるたためめのの努努力力をを重重ねねてていいまますす。。  
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弊社は今期で２３期目となります。地域密着で介護事業を行っています。特にグループホームですので、認知症

介護が主になります。超高齢化社会、認知症高齢者の社会問題がとりだたされていますが、高齢者になっても

安心して暮らせるように介護に励んでいます。 

事業目的は「認知症になってもみんなが安心して暮らせる社会に貢献する。」です。 

会社の理念は「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に人類社会の進歩発展に貢献する。」としていま

す。働きやすい環境にも取り組んでおります。４年前から委員会を作り、各事業所間でも交流や勉強会が出来る

ようにしています。部活動や木鶏会も行っています。 

昨年からはキャリアパス制度を具体的に始め、仕事の明確化、具体化して、キャリアを積み上げていけるように

しています。 

２３期としては丸の内の新築移転をして保育所を作り、女性の働きやすい環境に取り組みました。また配食事業

を行い、さらに安心、安定、やりがいを追求していきます。 

                

  

  
  
  
  
  

  

  
  
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

■TEL    058-392-7813    ■FAX   058-392-7805 

■URL    https://yumekazoku.co.jp/  

■E-mail  ciao@waltz.ocn.ne.jp       
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弊社は今期で２３期目となります。地域密着で介護事業を行っています。特にグループホームですので、認知症

介護が主になります。超高齢化社会、認知症高齢者の社会問題がとりだたされていますが、高齢者になっても

安心して暮らせるように介護に励んでいます。 

事業目的は「認知症になってもみんなが安心して暮らせる社会に貢献する。」です。 

会社の理念は「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に人類社会の進歩発展に貢献する。」としていま

す。働きやすい環境にも取り組んでおります。４年前から委員会を作り、各事業所間でも交流や勉強会が出来る

ようにしています。部活動や木鶏会も行っています。 

昨年からはキャリアパス制度を具体的に始め、仕事の明確化、具体化して、キャリアを積み上げていけるように

しています。 

２３期としては丸の内の新築移転をして保育所を作り、女性の働きやすい環境に取り組みました。また配食事業

を行い、さらに安心、安定、やりがいを追求していきます。 

                

  

  
  
  
  
  

  

  
  
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

■TEL    058-392-7813    ■FAX   058-392-7805 

■URL    https://yumekazoku.co.jp/  

■E-mail  ciao@waltz.ocn.ne.jp       

 

＜会 社 概 要＞  
 

企企 業業 名名   有限会社 夢家族                      

                       

代代 表表 者者   代表取締役 髙木 初雄             

 

所所 在在 地地   〒501-6244 

羽島市竹鼻町丸の内 10丁目 31 

                                              

業業 種種   介護事業                   

 

従従業業員員数数   50名 

       

資資 本本 金金   300万円 

 

設設立立年年月月   2000年 2月         

 

企企業業沿沿革革                                                                              

平成１３年 ２月 夢家族設立 

平成１３年１０月 グループホーム事業開始 

平成１４年 ２月 グループホーム正木開設 

平成１４年 ５月 グループホーム丸の内開設 

平成１４年 ６月 グループホーム柳津開設 

平成１４年１０月 グループホーム三ツ柳開設 

令和 元 年１０月 配食事業部開設 

 

事事業業内内容容  

介護事業、配食事業 

 

経経営営理理念念、、経経営営方方針針  

理念： 

全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に人

類社会の進歩発展に貢献する。 

「安心感」誰もが安心して暮らせる社会を創造し、

貢献する。 

 

事業目的： 

事業を通じて明るく楽しい社会を想像し、実現する。 

認知症になってもみんなが安心して暮らせる社会

に貢献する。 

 

勤勤務務時時間間  

7:00 ～ 16:00 

9:00 ～ 18:00 

10:00 ～ 19:00（9：30～18：30） 

18:00 ～  9:00（夜勤） 

 

休休日日・・休休暇暇  

週休 2日 シフト制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

給給与与・・賞賞与与  

17.5万円～27万 

介護福祉士手当、交通費、各種資格手当、夜勤手当、

扶養手当、保育手当 等あり 

 

賞与：1.5倍～3.5倍 

  

福福利利厚厚生生（（諸諸制制度度））  

退職金、育児休暇、キャリアパス 

部活動（園芸部、ウォーキング部、テニス部、 

華道部等、職員の希望で増やします）                                  

委員会（介助力向上・接遇・防災・ 

レクリエーション） 

 

採採用用実実績績  

中途採用 3名                                    

 

採採用用予予定定  

新卒（2024年 3月卒） 大学卒 1名 

新卒（2020年 3月卒） 高校卒  2名 

新卒（2020年 3月卒） その他 1名 

  

職職場場体体験験・・イインンタターーンンシシッッププ受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可      

                                     

企企業業・・工工場場見見学学受受けけ入入れれ  

 

可   ・  不可 

 

企企業業にに在在籍籍ししてていいるる先先輩輩かかららののメメッッセセーージジ  

2017年入社 短大卒 

とてもアットホームで働きやすい職場で、みんなで

和気あいあいと働いています。 

委員会もあり、他の事業所から勉強になることばか

りです。これからもステップアップしていきたいで

す。これから介護を始める方にはピッタリではない

かと思います。 

 

企企業業のの地地域域貢貢献献活活動動  

こども１１０番の家   

利用者さんとの地域のゴミ拾い 

地域の方に料理教室開催 
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グルメ

施 設

イベント

文化・歴史

　毎年5月3日に行われる美濃竹鼻まつりは、竹鼻
町にある八劔神社の祭礼で、豪華絢爛な山車が町
中を練り歩きます。山車は全部で13輌あり、約半
数ずつが隔年交互に曳行されます。山車はきらび
やかな大幕・見送り幕をまとい、芸術的にも大変
素晴らしいものです。ぜひ一度ご観覧ください。

ぎふ羽島駅前フェス
　秋頃に開催される市民参加型イベント。
市の活性化を目指して、食・文化・産業に
ちなんだ多種多様なイベントが行われま
す 。
主催：同実行委員会

場所：JR岐阜羽島駅周辺 他

円空
　円空は、現在の羽島
市上中町に生まれたと
さ れ る 江 戸 時 代
（1632年～1695年）
の修行僧で、洪水で非
業の死を遂げた母の
供養のため出家して全
国を行脚する放浪の旅
に出ました。流浪の中
で円空は、庶民の幸福
を願って、12万体もの
仏像を彫刻しました。

平方勢獅子
　毎年10月の第2日曜日に、羽島市福寿
町平方にある八幡神社で行われる例祭で
す。呼び物は、天下太平・五穀豊穣・家内安
全を祈願し、春秋の和平安楽を感謝・祝福
する行事とし、江戸時代初期より、村人たち
の手により守り伝えられてきた「平方勢獅
子(県指定・無形民俗文化財）」です。素朴な
勢獅子達が、境内狭しと勇壮に、又、滑稽に
舞い踊ります。

場所：羽島市福寿町平方182番地（八幡神社）

ひらかた きおいじし

佐吉大仏
　佐吉大仏は、「美濃聖人」と称
せられた永田佐吉翁によって宝
暦九年（1759)に建立された、高
さ約5mの青銅の釈迦牟尼仏で
す。諸国巡礼の旅先で大病にか
かった佐吉翁が、神仏に祈り全快
したことに対する感謝の気持ちと
して建立したとされています。

 場所：羽島市竹鼻町209（大仏寺）　☎058-391-5032

川魚料理

みそぎだんご

　木曽川、長良川の二大河川に囲まれた羽島は、古
くから水害に悩まされ輪中が発達した地であり、そ
の恩恵による川魚文化の発達した地でもあります。
そのため、なまず、うなぎ、鯉など珍しい絶品川魚料
理を味わうことのできるお店が羽島市内にはたくさ
んあります。

　羽島市には、古来より「みそぎ団子」とい
う野趣豊かな珍菓子があります。毎年6月
30日の「みそぎ神事」の日や、7月1日・15
日の「代々まつり」などの日を中心に市内の
菓子屋・餅屋などで売り出され、米粉のダン
ゴと赤味噌の入り混じった何とも言えない
甘辛い素朴な風味が好評を呼んでいます。

 場所：羽島市竹鼻町2624-1　☎058-391-2234

羽島市歴史民俗資料館
　　　　・羽島市映画資料館
　館内は、円空、織物、輪中など
の郷土資料を所蔵展示している
ほか、全国的にも珍しい公立の
映画資料館が併設されており、
数多くの映画資料が所蔵され
ています。また、すぐ前には竹ヶ
鼻城跡の記念碑があります。

場所： 羽島市竹鼻町蜂尻448番地
☎058-391-8511

テキスタイル
マテリアルセンター

　日本全国のファッション衣料用素材
を集積した国内最大のテキスタイル資
料館です。収蔵している素材は日本全
国の優れた開発素材で、過去40年以
上前のものから最新のトレンド素材ま
で幅広く展示しており、全国的にも高
い評価を得ています。（要事前連絡）

場所：羽島市竹鼻町丸の内6丁目7
☎058-393-2231

不二羽島文化センター
（羽島市文化センター）

　羽島市が文化芸術活動と生涯学習
の中核施設として建設したもので、全
国に誇れる設備と機能を備え、優れた
音楽、舞台芸術の公演はもとより、各
種学習活動が展開できる施設です。

 場所：羽島市竹鼻町2614番地　☎058-322-2303
 休館日：年末年始のみ　営業時間：9:00～16:00

ぐるっと羽島
はしま観光交流センター

　 羽 島 市
の新たな観
光拠点とし
て整備され
た施設です。
「観光交流
休憩所」は、
観 光 客 の

方々の憩いのスペースとなっており、また、明治の土
蔵を改修した「観光案内所・体験スペース」では、江戸
時代から伝わる木綿織物である「美濃縞」の体験コー
ナーや、羽島市のお土産品が一堂に揃う販売所もあ
り、市内の観光案内も行っています。

れんこん料理
　県内生産量の半数以上を占める羽島市の特
産品。れんこんはビタミンCやミネラルが多く、
健康に良い食材として注目されています。「羽
島れんこん友の会」加盟店では、
ミネラルたっぷりのれんこんを使
っためずらしい料理が味わえます。 場所：羽島市竹鼻町2802（竹鼻別院）

　「竹鼻別院のフジ」の華麗な薄紫の花が
咲き乱れるころ、藤棚の下ではお抹茶・飲
食コーナーや、竹鼻町商店街周辺の寺社を
巡るスタンプラリーなど各種イベントが行
われます。

美濃竹鼻ふじまつり

竹鼻まつり

場所：羽島市上中町中526
☎058-398-6264
開館時間：9時～17時
休館日：月曜日

　全長222cmの「十一面観音像」や
その他16体の円空仏を間近に見る
ことができます。また、円空上人が産
湯に使ったといわれる「円空上人産
湯の井戸」が隣接しています。

 場所：羽島市竹鼻町3298-1（八劔神社）
　　　竹鼻商店街周辺

場所：羽島市竹鼻町2765番地☎058-393-0951

不二竹鼻町屋ギャラリー
　竹鼻地区の伝統
的な京風町屋の佇ま
いを残したギャラリー。
熊谷守一、前田青邨
など著名作家の作品
を所蔵。

羽島美濃菊展
　市の花「美濃菊」は気品がある大輪で、
丸花弁の珍しい菊として有名です。東海
地方独特の品種として愛好家も多く、毎
年11月には羽島美濃菊展が開催され、
にぎわいをみせます。
 場所：不二羽島文化センター
　　　（羽島市竹鼻町丸の内6丁目7）｠

中観音堂･羽島円空資料館
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グルメ

施 設

イベント

文化・歴史

　毎年5月3日に行われる美濃竹鼻まつりは、竹鼻
町にある八劔神社の祭礼で、豪華絢爛な山車が町
中を練り歩きます。山車は全部で13輌あり、約半
数ずつが隔年交互に曳行されます。山車はきらび
やかな大幕・見送り幕をまとい、芸術的にも大変
素晴らしいものです。ぜひ一度ご観覧ください。

ぎふ羽島駅前フェス
　秋頃に開催される市民参加型イベント。
市の活性化を目指して、食・文化・産業に
ちなんだ多種多様なイベントが行われま
す 。
主催：同実行委員会

場所：JR岐阜羽島駅周辺 他

円空
　円空は、現在の羽島
市上中町に生まれたと
さ れ る 江 戸 時 代
（1632年～1695年）
の修行僧で、洪水で非
業の死を遂げた母の
供養のため出家して全
国を行脚する放浪の旅
に出ました。流浪の中
で円空は、庶民の幸福
を願って、12万体もの
仏像を彫刻しました。

平方勢獅子
　毎年10月の第2日曜日に、羽島市福寿
町平方にある八幡神社で行われる例祭で
す。呼び物は、天下太平・五穀豊穣・家内安
全を祈願し、春秋の和平安楽を感謝・祝福
する行事とし、江戸時代初期より、村人たち
の手により守り伝えられてきた「平方勢獅
子(県指定・無形民俗文化財）」です。素朴な
勢獅子達が、境内狭しと勇壮に、又、滑稽に
舞い踊ります。

場所：羽島市福寿町平方182番地（八幡神社）

ひらかた きおいじし

佐吉大仏
　佐吉大仏は、「美濃聖人」と称
せられた永田佐吉翁によって宝
暦九年（1759)に建立された、高
さ約5mの青銅の釈迦牟尼仏で
す。諸国巡礼の旅先で大病にか
かった佐吉翁が、神仏に祈り全快
したことに対する感謝の気持ちと
して建立したとされています。

 場所：羽島市竹鼻町209（大仏寺）　☎058-391-5032

川魚料理

みそぎだんご

　木曽川、長良川の二大河川に囲まれた羽島は、古
くから水害に悩まされ輪中が発達した地であり、そ
の恩恵による川魚文化の発達した地でもあります。
そのため、なまず、うなぎ、鯉など珍しい絶品川魚料
理を味わうことのできるお店が羽島市内にはたくさ
んあります。

　羽島市には、古来より「みそぎ団子」とい
う野趣豊かな珍菓子があります。毎年6月
30日の「みそぎ神事」の日や、7月1日・15
日の「代々まつり」などの日を中心に市内の
菓子屋・餅屋などで売り出され、米粉のダン
ゴと赤味噌の入り混じった何とも言えない
甘辛い素朴な風味が好評を呼んでいます。

 場所：羽島市竹鼻町2624-1　☎058-391-2234

羽島市歴史民俗資料館
　　　　・羽島市映画資料館
　館内は、円空、織物、輪中など
の郷土資料を所蔵展示している
ほか、全国的にも珍しい公立の
映画資料館が併設されており、
数多くの映画資料が所蔵され
ています。また、すぐ前には竹ヶ
鼻城跡の記念碑があります。

場所： 羽島市竹鼻町蜂尻448番地
☎058-391-8511

テキスタイル
マテリアルセンター

　日本全国のファッション衣料用素材
を集積した国内最大のテキスタイル資
料館です。収蔵している素材は日本全
国の優れた開発素材で、過去40年以
上前のものから最新のトレンド素材ま
で幅広く展示しており、全国的にも高
い評価を得ています。（要事前連絡）

場所：羽島市竹鼻町丸の内6丁目7
☎058-393-2231

不二羽島文化センター
（羽島市文化センター）

　羽島市が文化芸術活動と生涯学習
の中核施設として建設したもので、全
国に誇れる設備と機能を備え、優れた
音楽、舞台芸術の公演はもとより、各
種学習活動が展開できる施設です。

 場所：羽島市竹鼻町2614番地　☎058-322-2303
 休館日：年末年始のみ　営業時間：9:00～16:00

ぐるっと羽島
はしま観光交流センター

　 羽 島 市
の新たな観
光拠点とし
て整備され
た施設です。
「観光交流
休憩所」は、
観 光 客 の

方々の憩いのスペースとなっており、また、明治の土
蔵を改修した「観光案内所・体験スペース」では、江戸
時代から伝わる木綿織物である「美濃縞」の体験コー
ナーや、羽島市のお土産品が一堂に揃う販売所もあ
り、市内の観光案内も行っています。

れんこん料理
　県内生産量の半数以上を占める羽島市の特
産品。れんこんはビタミンCやミネラルが多く、
健康に良い食材として注目されています。「羽
島れんこん友の会」加盟店では、
ミネラルたっぷりのれんこんを使
っためずらしい料理が味わえます。 場所：羽島市竹鼻町2802（竹鼻別院）

　「竹鼻別院のフジ」の華麗な薄紫の花が
咲き乱れるころ、藤棚の下ではお抹茶・飲
食コーナーや、竹鼻町商店街周辺の寺社を
巡るスタンプラリーなど各種イベントが行
われます。

美濃竹鼻ふじまつり

竹鼻まつり

場所：羽島市上中町中526
☎058-398-6264
開館時間：9時～17時
休館日：月曜日

　全長222cmの「十一面観音像」や
その他16体の円空仏を間近に見る
ことができます。また、円空上人が産
湯に使ったといわれる「円空上人産
湯の井戸」が隣接しています。

 場所：羽島市竹鼻町3298-1（八劔神社）
　　　竹鼻商店街周辺

場所：羽島市竹鼻町2765番地☎058-393-0951

不二竹鼻町屋ギャラリー
　竹鼻地区の伝統
的な京風町屋の佇ま
いを残したギャラリー。
熊谷守一、前田青邨
など著名作家の作品
を所蔵。

羽島美濃菊展
　市の花「美濃菊」は気品がある大輪で、
丸花弁の珍しい菊として有名です。東海
地方独特の品種として愛好家も多く、毎
年11月には羽島美濃菊展が開催され、
にぎわいをみせます。
 場所：不二羽島文化センター
　　　（羽島市竹鼻町丸の内6丁目7）｠

中観音堂･羽島円空資料館
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名神高速道路岐阜羽島インターチェンジ

新幹線岐阜羽島駅

羽島市役所

　羽島市は、岐阜県の南部に位置し、東は木曽川を境として愛知県に
接し、北は岐阜市、羽島郡、西は長良川を隔てて海津市、安八郡に接
し、南は木曽川、長良川に囲まれています。温暖な気候で、水と緑に恵
まれた都市です。

自 然

　古くは伊勢湾に続く海の中にあり、その後の地殻変動により現在
の形になりました。この一帯は低地で、木曽三川の氾濫により洪水に
悩まされ続けてきました。そのため、江戸時代の宝暦年間（1751～
1764）には幕府の命令により、薩摩義士の手によって三川分流工事
が行われました。この工事以後、この地は豊かな穀倉地帯に変わり、
明治以降も農産物や美濃縞の集散地として発展してきました。
　昭和29年4月1日、当時の羽島郡南部の1町9カ村が合併して、県
下9番目の市として羽島市が誕生しました。現在は新幹線岐阜羽島駅
と名神高速道路岐阜羽島インターチェンジがある高速交通網の拠点
として成長を続けています。

歴 史

　愛知県一宮市とともに繊維の一大産地として知られ、岐阜市をは
じめとする全国のアパレル産業を支えています。また、米作や野菜、
果樹、花き栽培などの農業も盛んです。近年は交通拠点としての優
れた立地条件から、物流関連企業の進出が著しく、市の産業構成も
第3次産業の占める割合が伸びています。

産 業

羽島市の概要 羽島市の魅力

2023年3月1日現在

羽島市は東海道新幹線岐阜羽島駅と名神高速道路岐阜羽島インターチェンジを擁する
高速交通の拠点都市。 名古屋の中心部まで10分という交通の便に恵まれた地でありながら、
木曽川・長良川・ 境川に囲まれた水と緑に恵まれた自然豊かな都市でもあります。
自然豊かなマチで住み、都心で働く。 あなたも羽島市で快適LIFEを実現しませんか?

名古屋市で人気の住宅街・千種区菊坂町(地下鉄東山線覚王山
駅付近)などと比べ、お手ごろ価格な住宅地。余った予算で、趣
味・教育・住環境など充実したライフスタイルが実現できます。

子育て世帯必見の保育支援制度や教育環境。 保育園や学校に関する
羽島市の取り組みの一部をご紹介します。
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名神高速道路岐阜羽島インターチェンジ

新幹線岐阜羽島駅

羽島市役所

　羽島市は、岐阜県の南部に位置し、東は木曽川を境として愛知県に
接し、北は岐阜市、羽島郡、西は長良川を隔てて海津市、安八郡に接
し、南は木曽川、長良川に囲まれています。温暖な気候で、水と緑に恵
まれた都市です。

自 然

　古くは伊勢湾に続く海の中にあり、その後の地殻変動により現在
の形になりました。この一帯は低地で、木曽三川の氾濫により洪水に
悩まされ続けてきました。そのため、江戸時代の宝暦年間（1751～
1764）には幕府の命令により、薩摩義士の手によって三川分流工事
が行われました。この工事以後、この地は豊かな穀倉地帯に変わり、
明治以降も農産物や美濃縞の集散地として発展してきました。
　昭和29年4月1日、当時の羽島郡南部の1町9カ村が合併して、県
下9番目の市として羽島市が誕生しました。現在は新幹線岐阜羽島駅
と名神高速道路岐阜羽島インターチェンジがある高速交通網の拠点
として成長を続けています。

歴 史

　愛知県一宮市とともに繊維の一大産地として知られ、岐阜市をは
じめとする全国のアパレル産業を支えています。また、米作や野菜、
果樹、花き栽培などの農業も盛んです。近年は交通拠点としての優
れた立地条件から、物流関連企業の進出が著しく、市の産業構成も
第3次産業の占める割合が伸びています。

産 業

羽島市の概要 羽島市の魅力

2023年3月1日現在

羽島市は東海道新幹線岐阜羽島駅と名神高速道路岐阜羽島インターチェンジを擁する
高速交通の拠点都市。 名古屋の中心部まで10分という交通の便に恵まれた地でありながら、
木曽川・長良川・ 境川に囲まれた水と緑に恵まれた自然豊かな都市でもあります。
自然豊かなマチで住み、都心で働く。 あなたも羽島市で快適LIFEを実現しませんか?

名古屋市で人気の住宅街・千種区菊坂町(地下鉄東山線覚王山
駅付近)などと比べ、お手ごろ価格な住宅地。余った予算で、趣
味・教育・住環境など充実したライフスタイルが実現できます。

子育て世帯必見の保育支援制度や教育環境。 保育園や学校に関する
羽島市の取り組みの一部をご紹介します。
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移住体験住宅 「岐阜羽島ヤドカリの家･円空」

羽島市では、東京23区に在住していた方または東京圏に在住し東京23区
に通勤していた方を対象に、移住支援事業を実施する都道府県が選定した
中小企業等に就業し、羽島市に移住した際に支援金を支給します。

移住
支援金

羽島市のお役立ち情報を発信しています！ 検 索

Instagram TwitterFacebook

興味があるけど、いきなり移住するのは不安だなぁ・・・

まず風土や習慣を感じてみたい！

とお考えの方に、お試しで一定期間滞在し、生活を体験していただく施設です。
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羽島商工会議所
〒501-6241　岐阜県羽島市竹鼻町2635

TEL　058-392-9664
FAX　058-392-6708

e-mail info@hashima-cci.or.jp

この事業は、羽島市からの補助を受けています。令和5年3月30日　羽島商工会議所


