
丹波の魅力
　丹波は、兵庫県の中央東部に位置する篠山市と丹波市からなり、北東で
は京都府と接しています。山々が連なる間に盆地状の地形がつくられ、年間
を通じて昼夜間の寒暖差が激しく、秋から冬にかけて発生する「丹波霧」は
豊かな緑を幻想的に覆います。こうした特有の気候風土により育まれる「丹
波黒大豆」「丹波栗」「大納言小豆」「丹波山の芋」などは丹波ブランドとし
て全国に知られ、重宝がられています。
　昔ながらの農村風景や城下町のまちなみが残されていることも丹波の特
徴です。篠山城の城下町として栄えた伝統文化や時代ごとの風土や生活
を唄に読み込んだデカンショ節の世界が現代に息づいていることが評価され
「丹波篠山 デカンショ節　民謡に乗せて歌い継ぐふるさとの記憶」は文化
庁の日本遺産に認定されました。
　2006年８月に丹波市山南町の川代渓谷で中生代白亜紀前期（１億１千万
年前）に繁栄したティタノサウルス形類の恐竜化石が発見され、大きな話題と
なりました。「丹波竜」という名前が付けられ、丹波の歴史の壮大さを感じさせ
るとともに、新たな観光資源として人気を集めています。
　また2017年、新たに日本遺産の認定を受けた日本六古窯の一つ「丹波
焼」は、その発祥が平安時代末期までさかのぼり、登り窯と蹴りロクロ（左回転
ロクロ）とともに、伝統技術を今に受け継いでいます。
　そして、丹波の強みはこれら豊かな地域資源を持ちながら、阪神間から鉄
道や自動車で約1時間半の圏域に位置していることです。単に都心部から丹
波に週末に遊びに行くというだけでなく、丹波の魅力にひかれた若い人たち
が移り住んで、古民家を改装してカフェをオープンしたり、空き家に移住して農
業を始めたりといった事例が増えつつあります。

知ってる？

丹波篠山デカンショ祭
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あしだこーぽれーしょん

㈱アシダコーポレーション

展示会「SIGN EXPO 2017」出展ブース

〒669-3801 丹波市青垣町東芦田494  TEL.0795-87-0306

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

当社は、販促アイテム・ユニフォームの企画・製造・販売を総合的に展開してい
る企業です。多種多様なアイテムを扱っており、企画から販売までを社内一貫
で行うことによって、小ロット多品目に対応できることが強みです。取り扱い
製品は、のぼり旗、横断幕、大型ステッカー、プリントウェア（Tシャツ・ツナギ
等）などで、多様なサイン広告物を取り扱っております。その中でも布製品へ
の印刷が主力です。「短納期・高品質・低価格」をキャッチフレーズに、常に良
質な製品づくりを心掛ける事によって、お客様からより一層信頼していただけ
るように努めています。従業員のうち、50％以上が女性、20代～30代も約半
数と女性や若い人が多く活躍しています。

当社の強みは、「短納期で高品質」です。短い期間で、品質
が良いものを作るのは大変な時もありますが、社内の雰囲気
は良く、先輩方も丁寧に教えてくれるので仕事がしやすく、
とても楽しい職場です。

（株）アシダコーポレーション

■創業・創立／1991年
■資本金／ 1,500万円
■売上高／ 4億　999万円（2014年8月期）

3億6,938万円（2015年8月期）
4億5,675万円（2016年8月期)

■従業員数／42名
■平均年齢／41.8歳
■業態／製造業

サイン制作部 製作 2 課

足立 亜美さん
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いわさきでんきせいさくしょ

㈱岩崎電機製作所

来たれ、未来を創る人！

〒669-2325 篠山市河原町226-2  TEL.079-554-1211

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

■事業内容：自動車を生産する産業用ロボット、電力会社の送電を制御する
装置、携帯電話やパソコンに使われている半導体の製造装置、医療機器装
置などの生活の場に欠かせない製品のものづくりに携わっています。

■研究開発：製品検査を自動かつ無人で行う自動検査装置システムの開発に
力を入れるなど、新しい事にも積極的に挑戦しております。

世界最先端技術の製品を作る岩崎電機には、少し難しい
けど“おもしろい仕事”、ちょっと厳しいけど“おもしろ
い先輩”などたくさんのおもしろいがあります。新しい
ことにチャレンジしたい人、仕事を楽しみたい人のご応
募をお待ちしています。（写真は弊社で活躍中の若手社員）

（株）岩崎電機製作所

■創業・創立／1969年
■資本金／ 9,819万円
■売上高／ 59億5,000万円（2014年8月期）

75億円　 　 　 （2015年8月期）
98億円　 　 　 （2016年8月期）

■従業員数／259名
■平均年齢／42.5歳
■業態／電気機械器具製造業

取締役副社長

藤平 尚子さん
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おおつき

㈱オオツキ

地元店舗のスタッフです。共に働きましょう

〒669-3402 丹波市春日町新才518  TEL.0795-74-0179

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

昭和32年、日用雑貨問屋として創業。昭和37年、株式会社として法人化。以
来、皆様のお役に立ちたい一心で作業服、作業用品の小売へと業種を変更
し、おかげさまで法人化55年を迎えさせていただきました。
私達は今後も皆様のお役に立てるよう「頑張っておられる人、働かれている人
を応援する」会社であり続け、「100年先も愛されている」会社づくりをめざし
ています。

接客業なので、第一に人と関わる事の好きな人、そういう前
向きに取り組む人、相手（人）を認められる人、共に成長で
きる人を求めています。新人研修として、入社後に会社内
容、商品知識、接客方法等を学びます。

（株）オオツキ

■創業・創立／1962年（創業1957年）
■資本金／ 1,800万円
■売上高／ 18億7,900万円（2015年5月期）

19億6,800万円（2016年5月期）
18億9,979万円（2017年5月期）

■従業員数／104名
■平均年齢／44.5歳
■業態／小売業

店舗販売部 販売スタッフ共育課 課長

横谷 彩香さん
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おーりす

オーリス㈱

人と暮らしを豊かにする感動をお届けします

〒669-2346 篠山市西岡屋681-1  TEL.079-552-7772

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

オーリスは、クローゼットや玄関収納、洗面カウンターなどのシステム収納家
具を、自社で開発、製造・販売までを手掛けるメーカーです。
主な取引先は、積水ハウス㈱、旭化成ホームズ㈱ などです。
「やさしさにこだわる技術が、ここちよい暮らしにかわる」をオーリスビジョ
ンに掲げ、さまざまな暮らしにあるさまざまな心地よさを共有し、仕舞いや
すさ、動きやすさ、使いやすさといったやさしさにこだわりつづけ、いつも今
の暮らしに合う価値を提供します。オーリスの強みは、自社開発ならではの商
品開発力と提案力にあります。細部にまで創意工夫を行い、高品質でお客様
に長く愛されるオンリーワンのモノづくりにこだわり続けます。

幅広い年齢の先輩が多くいますので、いろいろなことを気軽
に話せる職場です。いろいろなことに興味を持ち、何事にも
前向きに取り組める人を待っています。人々の日々の暮らし
に寄り添った仕事をしてみませんか。

オーリス（株）

■創業・創立／1990年
■資本金／ 8,000万円
■売上高／ 40億3,600万円（2015年3月期）

37億　700万円（2016年3月期）
37億7,300万円（2017年3月期）

■従業員数／252名
■平均年齢／38.4歳
■業態／収納家具製造業

総務

脇田 浩人さん
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おんどりふくしかい

社会福祉法人 恩鳥福祉会

指定障害者支援施設・ポプラの家玄関と
障害者通所施設・たんば園本館

〒669-3309 丹波市柏原町柏原4283-36  TEL.0795-73-0501

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

法人が設立され、30年余りになります。この間、通所施設１施設から運営
し、それを皮切りに、2つ目の通所施設、親亡き後も365日利用できる入所施
設、さらに市内6か所に少人数の利用者が寝泊まりできるグループホームを運
営するに至ります。
市内はもちろん、県内の多くの障害がある方にご利用いただいています。

皆さん、人と人とのつながりが薄れている中、ホットな人間的触れ
合いを仕事としてみませんか。障害があっても生き生き生活してい
たり、社会に貢献する職業の一端を担う作業をしていたり頑張って
いる障害者と共に歩んでいきませんか。ぜひ見学に来てください。

社会福祉法人 恩鳥福祉会

■創業・創立／1985年
■資本金／非公開
■売上高／非公開 
■従業員数／65名
■平均年齢／55.5歳
■業態／障害者福祉事業

ポプラの家 副施設長

亀井 弘康さん
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きくや

キクヤ㈱

キクヤ 氷上店　《丹波市氷上町本郷 488 番地 1》

〒669-2205 篠山市網掛391番地1  TEL.079-594-2535

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

『お客様の満足と喜びの追求』をモットーにしています。
ギフト部（丹南店・氷上店）では、～ギフトは真心をおくること～贈られた人
の気持ちを一番の喜びとして、贈るシーンに合わせた商品をお客様に提供して
います。
ネット事業部では、楽天・Yahooなどで店舗運営し、商品の受注・発送を行っ
ています。丹波篠山の特産物（黒枝豆・山の芋・猪肉など）も全国に販売して
います。
葬祭部では、篠山市・丹波市で2つの葬祭会館を運営し、まごころをこめて

『お葬儀』という大切な儀式のお手伝いをしています。

熱きハートのある方、大歓迎です。冠婚葬祭業は、人の『あたたかみ』を
感じることができるやりがいのある仕事です。葬祭部は、ご奉仕の心。ギ
フト営業であれば、ガッツのある方。接客は人とお話することが好きな方。
ＥＣ事業部はｗ e ｂ運営をしたい方。是非、一緒にがんばりましょう。

キクヤ（株）

■創業・創立／1974年
■資本金／ 1,000万円
■売上高／ 6億9,307万円（2015年5月期）

7億9,887万円（2016年5月期）
8億1,677万円（2017年5月期）

■従業員数／53名
■平均年齢／42.1歳
■業態／冠婚葬祭業

代表取締役　

遠山 雅治さん
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きょうえいじゅし

共栄樹脂㈱

篠山市にある本社外観

〒669-2728 篠山市西阪本461番地  TEL.079-593-1313

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

肉・魚・惣菜・弁当・冷食・菓子など食材を入れるプラスチック容器をはじめ、
あらゆる食品包装容器用の中間材料であるプラスチックシートを製造してい
ます。
また、家庭電化製品・自動車・エレクトロニクス・住宅関連用の中間材料である
プラスチックプレート等の製造も行っています。

共栄樹脂は、風通しの良い和気あいあいとした職場です。入
社当時は製造部のラインオペレーターとして夜勤をしまし
た。夜勤に慣れるまで体は大変でしたが、同世代の社員と過
ごした時間は、とても楽しい思い出です。

共栄樹脂（株）

■創業・創立／1973年
■資本金／ 2億6,475万円
■売上高／ 115億6,922万円（2014年12月期）

106億7,471万円（2015年12月期）
100億7,945万円（2016年12月期）

■従業員数／235名
■平均年齢／38.1歳
■業態／プラスチック製シート・プレートの

製造業

製造部 主任

谷田 哲也さん
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きようかい　

医療法人社団 紀洋会　

1998年開設の介護老人保健施設　咲楽荘

〒669-2202 篠山市東吹1015番1  TEL.079-590-2121

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

「地域に根ざした誠実でより良い医療・介護の実践」を法人理念にかかげ、岡
本病院を母体に、市内で初めての老人保健施設を開設し、訪問看護・居宅介
護支援・通所リハビリ・通所介護4事業所・小規模2事業所・グループホーム5
事業所を展開、医療と介護の現場が協力・連携を図り、ご利用者・ご家族のた
めのサービス提供に努めています。また、三田市、丹波市、京都府八幡市にも
介護施設を開設し、利用ニーズに応えられるよう日々活動しています。
職員一人ひとりを大切な人財と考え、研修制度の充実を図り、互いが刺激しあ
い、夢ややりがいを求められるシステムを作ることで、より良いサービスへと
つなげていきます。

子供が 9 ヶ月の時に非常勤で入職しました。院内保育園にも慣
れ、子供の成長に合わせて無理せず徐々に勤務時間を延ばし現
在は常勤として所長職に就いています。共に働く仲間と協力し、
利用者の方々に寄り添える介護を !! 家族の一員になりませんか。

医療法人社団 紀洋会

■創業・創立／1991年
■資本金／21億3,000万円
■売上高／非公開 
■従業員数／521名
■平均年齢／40.7歳
■業態／医療・福祉業

グループホーム篠山 所長

宮原 珠梨さん
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きょうわじゅしこうぎょう

協和樹脂工業㈱

1/100 ミリの精度を実現した当社の製品群

〒669-3403 丹波市春日町長王620-1  TEL.0795-74-2277

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

当社はエンジニアリングプラスチック複合精密成形と成形用金型を中心に、
多様な工業部品を製造しています。自動車に不可欠なイグニッションコイル
や電動パワーステアリングの部品など自動車分野を中心に私たちの技術力が
活かされています。成形にとどまらず、金型そのものを自らつくり上げ、自
動生産設備の導入を進めることで、お客様が満足する精度を実現。モノづく
りに関してどこにも負けない自信があり、大手自動車メーカーからも多大な
信頼を受けています。

最初は不安でしたが、先輩方が優しく接してくださるので、
楽しく仕事しています。私たちが作った製品が、身近に走っ
ているたくさんのクルマに使われているのを見ると、とても
達成感があり、誇りに思っています。

協和樹脂工業（株） 

■創業・創立／1976年
■資本金／ 5,000万円
■売上高／ 18億8,912万円（2015年5月期）

20億8,588万円（2016年5月期）
19億8,777万円（2017年5月期）

■従業員数／145名
■平均年齢／37.7歳
■業態／製造業

製造部 第一製作課

植木 歩香さん
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けいじゅきねんかい とくべつようごろうじんほーむ ふれあいのさと もくせい

社会福祉法人 敬寿記念会 特別養護老人ホームふれあいの郷「もくせい」

利用者の方の楽しみである行事の写真です

〒669-3801 丹波市青垣町東芦田1303  TEL.0795-87-1170

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

職員の年齢は様々ですが、若い職員が増えてきており、男性職員も活躍して
います。当施設はワークライフバランスを大切にしており、育児などの「家庭」
と「仕事」の両立をしながら働く女性職員が多くいます。
また、職員の腰痛予防のために、介護リフトの導入や、マッスルスーツといっ
た機器を取り入れたり、残業をなくし定時に退勤できるように取り組んだり、
職員が働きやすい環境作りに力を入れています。無資格から働き、介護福祉
士の資格を取得した職員も多くおり、未経験の方でも資格取得に向けて全面
的にサポートいたします。互助会による食事会や日帰り旅行、一泊旅行など
もあり、職場内の親交を深めています。

未経験の介護の仕事で、とても不安でしたが、一から優しく
指導してくださる先輩方と、毎日優しく話しかけてくださる
利用者に囲まれて、楽しく働いています。今は資格取得を目
指し、レベルアップできるように頑張っています。

社会福祉法人 敬寿記念会 特別養護老人ホームふれあいの郷「もくせい」

■創業・創立／ 1991 年
■資本金／非公開
■売上高／非公開 
■従業員数／ 105名
■平均年齢／ 43.2歳
■業態／老人福祉事業

施設サービス課

足立 留華さん
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ささめばり

㈱ささめ針

日本での拠点はこの本社のみとなります

〒669-3144 丹波市山南町奥573-1  TEL.0795-77-0212

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

日本の釣り人口は約1,000万人といわれ、数々の釣り人が清流や河川、湖沼、
そして海で魚釣りというスポーツレジャーを楽しまれております。ささめ針の
製品はそのような方々に魚釣りのさらなる楽しさを演出し、大きな感動を与
えていけるものと信じております。
社員一人一人の個性を活かし、若い社員が積極的にチャレンジしていける環境
を整えております。確実に若い力が原動力となって社内には明るい雰囲気が
みなぎっております。

釣りが好き過ぎて釣りの学校に入学して専門知識を学び、今
のささめ針で働かせていただくことになりました。会社とは
堅苦しいものだと思っていましたが、とても楽しく明るい雰
囲気で仕事に励んでおります。

（株）ささめ針

■創業・創立／1981年
■資本金／ 2,400万円
■売上高／ 14億1,209万円（2014年12月期）

15億5,240万円（2015年12月期）
17億1,500万円（2016年12月期）

■従業員数／57名
■平均年齢／39.5歳
■業態／釣具製造販売業

営業企画部

西村 優伯さん
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ささやましょうけん

篠山証券㈱

お客様一人一人のニーズに誠心誠意お応えいたします !

〒669-2324 篠山市東新町220番地  TEL.079-552-1160

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

当社は篠山に本店、柏原・和田山に営業所を持つ、堅実経営を基盤に地方の
特色を生かした地域密着型の証券会社です。

「お客様を大切にする会社」を目指して、お客様から信頼され選ばれる存在
であり続けるために、お客様のニーズに合った商品の提供や資産運用のお手
伝いをしています。地域とともに発展していく会社を目指して日々努力して
います。

私たちの仕事はお客様の資産形成の手助けをする事です。地
元密着型なので住み慣れたフィールドで自分の力が発揮で
き、やりがいの持てる仕事だと思います。経済の知識が身に
つく仕事なので是非一度お店に来てみてください！

篠山証券（株）

■創業・創立／1949年
■資本金／1億円
■売上高／非公開 
■従業員数／23名
■平均年齢／41.0歳
■業態／第一種金融商品取引業

企画部

岸本 愛子さん
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さんそうえんふくしかい とくべつようごろうじんほーむ おかのはな

社会福祉法人 三相園福祉会 特別養護老人ホーム おかの花

緑に囲まれ、日当たりも良い環境にある「おかの花」外観

〒669-3401 丹波市春日町山田170番地  TEL.0795-74-1700

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

おかの花は、丹波市春日町の西北部に位置し、三方を緑豊かな山林・田畑に
囲まれた南向きでなだらかな丘陵地にあります。基本理念「愛と協調」～思い
やりと助け合いの精神を大切に～、笑顔とあいさつを絶やさず、利用者が安
全で安心できる心豊かな生活の実現を目指し頑張っています。
また、社会福祉事業の中心的な役割を果たすことにより、地域へ貢献できる
拠点として成長していきたいと考えています。
ホームページをリニューアルしましたのでご覧ください。
http://okanohana.jp

私達は基本理念「愛と協調」のもと、利用者様に毎日笑顔で過ごして
いただけるよう頑張っています。そのためには、私達が笑顔でないと
良いサービスも提供できません。若い職員も多く、明るく楽しい雰囲
気の職場です。人と接することが好きな方、是非一緒に働きましょう !!

社会福祉法人 三相園福祉会 特別養護老人ホーム おかの花

■創業・創立／1996年
■資本金／非公開
■売上高／非公開 
■従業員数／65名
■平均年齢／45.0歳
■業態／社会福祉業

介護副主任

酒井 一栄さん
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せいほうかい （ろうじんほけんしせつ さんなんさくらのさと）

社会医療法人社団 正峰会 （老人保健施設 さんなん桜の里）

丹波市山南町にある「さんなん桜の里」

〒669-3145 丹波市山南町野坂221番地5  TEL.0795-70-5700

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

社会医療法人社団正峰会は、平成５年に西脇市黒田庄町で大山病院を開院し
て以来、「地域とともに、あなたと生きる。」を基本理念に掲げ、医療・介護
活動を行ってきました。
丹波市にある「さんなん桜の里」や「メディケア柏原」をはじめとして、近隣の
西脇市のほかに、南は神戸市、北は京都府舞鶴市を拠点として活動をしています。
大山病院を母体として、介護老人保健施設・特別養護老人ホーム・グループ
ホーム・在宅支援部など、幅広い分野で事業展開を行い、地域密着の医療活
動と福祉・介護事業に取り組んでおります。
福利厚生の充実を行い、グループ内スポーツジムの利用が無料、グループ内
保育園完備、年１回の１週間連続休暇取得奨励など、働きやすい環境を整え
ています。

正峰会では様々な職種の職員が、「地域とともに、あなたと生き
る。」という理念のもと業務に当たっています。一人ひとりが誇
りと責任を持って、保健・医療・福祉に関わる仕事に熱意を燃
やしています。熱意とやる気を胸に、一緒に働いてみませんか。

社会医療法人社団 正峰会（老人保健施設 さんなん桜の里）

■創業・創立／1993年
■資本金／ 非公開
■売上高／ 73億4,827万円（2015年3月期）

78億5,374万円（2016年3月期）
84億5,000万円（2017年3月期）

■従業員数／1,542名
■平均年齢／40.0歳
■業態／医療・福祉業

理事長

大山　正さん
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だいきょうこうぎょう

大協工業㈱

組立工程　モノづくりの醍醐味が味わえます

〒669-2726 篠山市黒田字ルの坪549番地  TEL.0795-593-1161

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

今年で創業50年目に入りました。当社は、〝ヤマトミシン〟というブランドの
特殊工業用ミシンを生産しています。ヤマトミシングループでは、マザー工場
という重要なポジションを担っています。特殊工業用ミシンは一般家庭用ミ
シンの10倍もの高速回転を必要とし、機構部品には1000分の1ミリという高
精度が求められる精密機械ですが、長年積み上げた高度な技能とノウハウで
高品質ミシンづくりを支えています。社員たちはこうしたハイレベルのモノづ
くりに日々取り組み､技術者として醍醐味や、やりがいを感じています。

固定観念にとらわれず、のびのびとした社風です。やりたい
事は失敗を恐れず、取り組んでほしいと思います。しっかり
フォローいたします。

大協工業（株）

■創業・創立／1969年
■資本金／ 7,705万円
■売上高／ 3億2,400万円（2015年3月期）

3億6,700万円（2016年3月期）
4億2,680万円（2017年3月期）

■従業員数／87名
■平均年齢／37.9歳（正社員）
■業態／工業用ミシン製造業

代表取締役会長

山田 司郎さん
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たんばかいばらふくしかい かいばらけやきえん

社会福祉法人 丹波柏原福祉会 柏原けやき苑

愛の心で人と地域に愛の架け橋づくり「和」

〒669-3313 丹波市柏原町北山はぶ縄手289番地1  TEL.0795-73-1185

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

老後は健康で生活の豊かさが実感でき、幸せに暮らせることが誰もの願いで
す。家庭的な雰囲気を大切にし、基本理念「愛の心」をもとに、安全安心な
日々の生活をお過ごしいただき、ご利用者様お一人お一人の個性や生活のリ
ズムに沿った介護と日常生活でのお世話、機能訓練等を行っています。
また、施設域内の「クリニック」との連携で福祉と医療の一体化によるさらな
る安心と心温まる一味違う品質サービスで思いやりと信頼の架け橋、シフト
サービスで日々楽しんでいただく支援をいたします。

福祉の仕事に従事して、言っても過言でない「心愛の大切さ」
を実感しています。ご利用者様お一人お一人の「笑顔と手の
温もり」に、今日の自分があると自問の毎日です。毎日がご
利用者様から何かを貰っている実感の日々です。

社会福祉法人 丹波柏原福祉会 柏原けやき苑

■創業・創立／2000年
■資本金／1 億8,000 万円
■売上高／非公開
■従業員数／135名
■平均年齢／38.2歳
■業態／福祉業

生活相談員

古川　司さん
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たんばささやま のうぎょうきょうどうくみあい

丹波ささやま農業協同組合

安全・安心なブランド農畜産物を提供しています

〒669-2212 篠山市大沢438-1  TEL.079-594-1121

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

農協は「相互扶助」の精神のもとに、組合員の農業経営と生活を守り、地域
のみなさまとともによりよい暮らしを築くことを目的とした協同組合です。営
農、生活アドバイザーとしての指導や事業、JAバンクの信用事業、生命と財産
を守る共済（保険）事業、生産・生活資材を共同購入する購買事業、農畜産物
の販売事業、農機具・自動車販売の経済事業、地域に貢献する利用事業、介
護サービスを行う高齢者福祉事業、資産管理事業等を実施し、豊かな地域社
会の実現に取り組んでいます。

高校卒業後、ＪＡに入組して感じたことは、仕事をするにあ
たり、「礼儀」、「信頼」はもちろん、自ら考え行動すること
の大切さです。お客様の「生の声」が直接聞ける、やりがい
のある職場だと断言できます。

丹波ささやま農業協同組合

■創業・創立／2002年
■資本金／ 22億1,557万円
■売上高／ 20億3,909万円（2015年3月期）

19億9,059万円（2016年3月期）
19億2,508万円（2017年3月期）

■従業員数／302名
■平均年齢／41.4歳
■業態／総合事業

（営農・信用・共済・生活経済）

丹南営農経済支店

外室 和紀さん
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たんばひかみ のうぎょうきょうどうくみあい

丹波ひかみ農業協同組合

ＪＡ丹波ひかみ本店外観

〒669-3461 丹波市氷上町市辺440番地  TEL.0795-82-0170

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

地域の方々や組合員の皆さまとの「ふれあい」を大切にし、「期待と信頼」
「経営改革の実践」「地域社会への貢献」を基本姿勢に営農経済事業、信用
事業、共済事業の総合事業を展開しております。
また、上記の事業の他、食農教育活動やふれあい活動にも力を注いでおり、
農業と地域社会に根ざした組織としての社会的役割を果たすため、日々業務
活動を行っております。

私にとって農協は小さな頃から身近なものでした。家が農家
でしたので、両親の会話の中にも「農協さん」という言葉が
よく出てきていて、まさに日常の一部でした。私たち若い力
でＪＡに新しい風を吹かせましょう！

丹波ひかみ農業協同組合

■創業・創立／1990年
■資本金／23億2,210万円
■売上高／非公開 
■従業員数／397名
■平均年齢／37.3歳
■業態／営農経済･信用･共済等総合事業

支店金融課 窓口担当

山本 奈央さん
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てくのわーく

㈱テクノワーク

本社工場全景

〒669-2224 篠山市味間北864  TEL.079-594-2625

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

弊社の事業体は社会の情勢を見極め多種多様な取り組みを行っております。
篠山市味間地区では、自動車部品やＬＥＤ照明器具の製造、製造設備の製作、
神戸市西神地区では、ノートパソコンの製造、部品の検査請負業務を行って
います。中でも、本社では自動車部品をメインに取り扱い、環境に配慮した燃
焼効率のよい製品づくりを昼夜通して行っています。自動車産業品質マネジ
メントシステム（ISO/TS16949）の認証を取得の上、三菱電機株式会社三田
製作所様より品質・納期・コストをたたえる「優良賞」を、協力会社として４回
受賞するなど、高い評価をいただいています。

「人の成長は企業の成長」
単なるものづくりのオペレーターではなく、やる気次第で会社を変え
ていけるのが中小企業のいいところです。当社でみなさんの可能性
を伸ばし地元篠山市の将来に向け一緒に盛り上げていきませんか！

（株）テクノワーク

■創業・創立／1983年
■資本金／ 2,000万円
■売上高／ 6億1,139万円（2015年3月期）

6億6,173万円（2016年3月期）
7億5,124万円（2017年3月期）

■従業員数／214名
■平均年齢／41.3歳
■業態／製造業

総務部 マネージャー
板野 安弘さん
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とうようでんき

東洋電機㈱
〒669-3601 丹波市氷上町成松151番地  TEL.0795-82-2220

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

当社は、1934年に創業し、本年創立84年を迎えた三菱電機グループ企業で
す。現在、鉄道車両用機器、配電用機器、電力用機器の3事業を展開していま
す。3事業ともに社会インフラに不可欠な製品を設計からアフターサービスに
至る一貫体制と徹底した品質管理体制で製造しております。社是である「誠
意と堅実」を貫き、誠意をもって製品生産を行い、堅実な事業運営を行うこと
で「お客様に信頼される企業」を目指しています。

当社は「仕事と生活のバランス」を大切にしており、全従業
員が長く勤務できるよう様々な取り組みを行っております。
魅力溢れるこの丹波の地で「長く働き続けたい！」と考えて
いる方は是非当社の門を叩いてみてください。

東洋電機（株）

■創業・創立／1934年
■資本金／ 3億円
■売上高／ 127億9,000万円（2015年3月期）

134億7,700万円（2016年3月期）
138億1,000万円（2017年3月期）

■従業員数／482名
■平均年齢／40.8歳
■業態／電気機械器具製造業

成松工場 製造計画課 工程管理係長

足立　哲さん

当社製品が暮しを豊かにしています

平成25年度 ひょうご仕事と生活のバランス企業表彰 受賞
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なかひょうごしんようきんこ

中兵庫信用金庫

平成19年に三田本部を開設しました

〒669-3601 丹波市氷上町成松226-1  TEL.0795-82-8850

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

北は京都府福知山市から南は神戸市まで 12 市２郡の営業エリアに、28 の店
舗と店外ＡＴＭを配置しています。兵庫県中部経済圏に不可欠な金融機関と
して、また、新しい文化のメッセンジャーとして、健全経営をモットーに「地
域社会の繁栄と豊かな暮らしづくり」をお手伝いしております。
また、金融機能の提供だけでなく、伝統工芸、文化、スポーツといった面も
視野に入れ、広く地域社会の活性化に取り組んでいます。

当金庫は地域発展や人々の暮らしをお手伝いしている地域に
密着した金融機関です。金融という仕事は人々の暮らしに不
可欠な役割を担っており、生まれ育った故郷で社会に貢献し
たいと思う方にはぴったりの企業です。

中兵庫信用金庫

■創業・創立／1969年
■出資金／ 11億8,700万円
■売上高／ 5,192億円（2015年3月期）

5,233億円（2016年3月期）
5,211億円（2017年3月期）

■従業員数／337名
■平均年齢／40.9歳
■業態／金融業

人事部 課長

森田 博康さん
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ひかみせいさくしょ

㈱氷上製作所

チップマウンターによる電子部品の実装工程

〒669-3464 丹波市氷上町石生1767番地の7  TEL.0795-82-3431

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

設計から試作・量産までを一貫して社内で行える製造メーカーです。『環境活
動』にも力を入れ、定期的に『地域清掃活動』を行っているほか、『電力デマ
ンド監視システム』を設置し、工場内の省エネ節電対策に取り組む等、『地
球環境にやさしい製品づくり』を心がけています。
入社後は配属先での現場教育のほか、通信教育および社外の研修制度を活
用した人材育成・能力開発により社会人として必要なスキルを身につけてい
ただきます。

高校生と社会人とでは責任の重さが全く違います。社会人に
は会社や地域に貢献するという責任があり、それに見合うだ
けの収入を得る事が出来ます。皆さんも自分のやりたい事を
実現できる就職先をしっかりと選んでください。

（株）氷上製作所

■創業・創立／2015年
■資本金／2,500万円
■売上高／12億3,800万円（2017年3月期）
■従業員数／135名
■平均年齢／40.0歳
■業態／製造業

製造２部 製造２課 電装係

東田 亜斗夢さん
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ひょうごぱるぷこうぎょう

兵庫パルプ工業㈱
〒669-3131 丹波市山南町谷川858番地  TEL.0795-77-1081

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

製材廃材や建築廃材の木材チップを原料と
してパルプを生産し、国内の板紙、建材メー
カー等に販売しています。
また、中国を中心に東南アジアにも輸出しており、日本国内唯一のパルプ市販
専業メーカーです。
パルプ生産工程で発生する、パルプ蒸解廃液（黒液）とリサイクル材・未利用
材を燃料とした２基のバイオマス発電設備により、バイオマスエネルギーの
社会への供給を行っています。

当社は「パルプ」と ｢バイオマスエネルギー」を製造し、木
質資源を余すところなく有効利用する企業を目指し、林業と
森林の再生、活性化ならびに地域社会にいささかでも貢献し
ていきたいと考えています。

兵庫パルプ工業（株）

■創業・創立／1955年
■資本金／ 6,000万円
■売上高／ 148億円（2015年3月期）

162億円（2016年3月期）
155億円（2017年3月期）

■従業員数／153名
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

総務部総務課 課長代理

吉住 晃一さん

原材料の木材チップを炊く釜です
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ふくすみやまゆりのさと やまゆりほーむ

社会福祉法人 福住山ゆりの里 山ゆりホーム

山ゆりホーム スタッフ写真

〒669-2513 篠山市福住740  TEL.079-557-1158

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

社会福祉法人 福住山ゆりの里は、豊な自然の中で「特別養護老人ホーム」「短
期入所生活介護（ショートステイ）」「通所介護（デイサービス）」「居宅介護支
援」「介護予防」等の事業に取り組んでいます。地域に密着し、安心で彩り
のある生活を提供する総合福祉施設です。
その他、地域サポート型特養・認知症対応型デイサービス・自立支援デイ
サービス等々の事業を展開しており、将来の可能性、選択肢が広がる職場で
す。四季折々、季節を感じながら、人生の先輩方と時間を共にし、自己の学
びと成長にも大きく役立つ職場です。
また、平成30年度着工にて、建て替え新築の予定。社員寮も併せて整備中。
新しい職場で、新しいケア・新しいチャレンジを地域と共に進めていきま
す。

いかなる人生の段階、心身の状況にあっても、喜びあるその人らしい
一日を生きていただく事を目的に、日常のあらゆる面をサポートする
お仕事です。地域をより住み良い町・社会にするために、あなたの仕
事を活かしてみませんか。見学、相談質問、随時ご連絡ください。

社会福祉法人 福住山ゆりの里 山ゆりホーム

■創業・創立／1985年
■資本金／非公開
■売上高／ 3億8,570万円（2015年3月期）

4億1,040万円（2016年3月期）
4億3,500万円（2017年3月期）

■従業員数／90名
■平均年齢／45.0歳
■業態／高齢福祉事業

事務長

川越さん
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ふるやこうぎょう

フルヤ工業㈱

明るく元気でやる気に満ちた貴方を待っています

〒669-2211 篠山市大沢新110番地  TEL.079-594-1111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

篠山市

私たちフルヤ工業の役割は、第一にお客様が求める様々な期待にスピー
ディーにお応えすることです。そして同時に“お客様の満足”を一層昇華させ
る「信頼」、すなわち私たちのDNAを守り続けることです。その「信頼」の源
は、固有の成形技術による“ハイテクなものづくり”です。そしてクリーンな環
境を維持する最新鋭設備の工場から創り出す“付加価値の高い製品”を世に
送り出すことです。私たちは、お客様の「夢」をカタチにすることを喜びにして
います。

「報・連・相」の重要性です。わからないことは直ぐに訊く。
問題があれば報告と相談。当たり前のことを日々きちんと行
うことで仕事は円滑に進むと思います。

フルヤ工業（株）

■創業・創立／1918年
■資本金／ 4,500万円
■売上高／ 24億2,100万円（2015年3月期）

21億9,700万円（2016年3月期）
24億5,900万円（2017年3月期）

■従業員数／147名
■平均年齢／36.2歳
■業態／プラスチック製品製造業

生産管理課

田中 里佳さん
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ほそみごふくぐるーぷ

㈱細見互福グループ

20 代から 60 代まで、みんな明るく元気な仲間です

〒669-4141 丹波市春日町黒井1899-1  TEL.0795-74-3258

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

創業98年目『きもののほそみ』として、丹波市、朝来市、舞鶴市に出店してい
ます。成人式の前撮りをする『フォトスタジオ遊』も展開しております。我が
社の仕事は、単にきものを販売することではありません。きものを通じてお
客様に和の文化をお伝えし、感動、幸せを提供します。人生の節目節目で着る
きもの、ご家族様の一生の思い出作りのお手伝いができる素晴らしい仕事で
す。社名にもあるように、我が社の目的はお互いの幸福（しあわせ）をつくる
ことです。お客様はもちろん、取引先様、そして私たち社員とその家族、みん
なで幸福（しあわせ）になることです。そのためにも、私たち自身成長を続け
ていきます。

我が社は、和の心を大切に和の文化を広げ、地域のお客様の
家族の絆づくりを使命とし、地元に根差し、地域一番の愛さ
れるお店を目指しています。社員みんなで和気藹

あいあい

々、明るく
楽しくお仕事をしています。

（株）細見互福グループ

■創業・創立／1921年
■資本金／2,500万円
■売上高／非公開 
■従業員数／20名
■平均年齢／41.2歳
■業態／呉服・服地・寝具小売業

代表取締役

細見 匡彦さん
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みつみふくしかい

社会福祉法人 みつみ福祉会

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

私たちは障害者、高齢者、児童等を対象
とした社会福祉事業を経営しています。
公益性のある社会福祉法人（民間）が母体です。「共に生きる」の基本理念の
もと、丹波市、福知山市、西脇市、神戸市に拠点を置き、ご高齢の方、障害を
お抱えの方、乳幼児など、年齢や障害の有無を問わず、ご希望される福祉サー
ビスを提供することにより、地域での生活に貢献することを社会的な使命と
しています。

温かな人 活発な人 成長する人 力を合わせる人 礼儀正しい
人を求めます。①採用前、採用後、1 年目、2 年目…と経験
年数に応じたフォローを行っています。②福祉は人なり！仕
事を通して地域に貢献できる福祉人を育成します。

社会福祉法人 みつみ福祉会

■創業・創立／1961年
■資本金／非公開
■売上高／非公開
■従業員数／694名
■平均年齢／48.0歳
■業態／福祉業

人事労務部

吉見 直人さん

社会福祉で地域の皆様と共に幸せを追求しています

〒669-4132 丹波市春日町野村65-1  TEL.0795-75-0314
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めいしょうきこう

明昌機工㈱
〒669-3634 丹波市氷上町沼148  TEL.0795-82-7111

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

当社は精密機器を設計製作から電子
制御まで一貫して独自に開発、製造を
行っております。
主力のレーザー機器やナノテク機器、医療機器などを中心に、信頼性の高い
技術力で応えております。
納入先としては大学や国公立研究機関、大手企業の研究開発部門などで、試
験研究用理化学機器および先行試作の機器開発を通じて、日本の最先端の研
究開発・技術開発に貢献しています。

入社するまで、地元にこんなすごい会社があるとは知りませ
んでした。日本の最先端の研究開発に使われる機器を独自に
製作していると知って驚いています。この機会に地元にもこ
んな会社があることをぜひ知っていただきたいと思います。

明昌機工（株）

■創業・創立／1952年（創業1940年）
■資本金／ 3,000万円
■売上高／  8億5,836万円（2015年3月期）

 9億1,196万円（2016年3月期）
10億  420万円（2017年3月期）

■従業員数／51名
■平均年齢／43.0歳
■業態／精密機械器具製造業

製造部 工作課

渕上 峻吾さん

光脱離測定チャンバー

平成29年度 ひょうごオンリーワン企業 認定
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やなせ

柳瀬㈱

1 日約 3 万個 山南町から全国に出荷しています

〒669-3131 丹波市山南町谷川1385  TEL.0795-77-2151

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

当社は、金属や木、ガラスなどの切断や研削・研磨に使用する研磨布紙や不
織布を材料とする研磨材を製造・販売しています。製品は、商社や問屋、ホー
ムセンターを通じ国内はもとより海外にも販売しています。

「磨きのパイオニア」として、プロから一般家庭用、ホビーや美容関係に至
るまで多種多様な商品開発に努めています。

●決してなくならない商品（安定している）
●特許商品が数々ある（他社にはない商品で差別化が出来ている）
●お客様とともに喜びを共有出来る（ニーズに合った商品開発、

特別注文にも対応）こんな会社で一緒に働いてみませんか。

柳瀬（株）

■創業・創立／1972年
■資本金／ 3,500万円
■売上高／ 16億5,900万円（2015年3月期）

17億3,900万円（2016年3月期）
18億1,600万円（2017年3月期）

■従業員数／110名
■平均年齢／38.0歳
■業態／製造業

総務部 総務部長

栗山 武志さん
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よしずみこうむてん

㈱吉住工務店

本社を拠点に幅広く工事を手掛けています

〒669-4132 丹波市春日町野村2465  TEL.0795-74-0712

地元高校生へのメッセージ

企業データ

丹波市

当社は平成28年に創業75周年を迎え、丹波を中心に大規模建築を軸とする
事業活動を行ってきました。公共施設の新築・改修、工場や福祉施設、商業施
設などの民間工事、学校関連施設や医療施設の工事、各種耐震補強工事など
数多くの実績を積み、阪神間にも住宅事業の展示場を建設、西宮市を拠点に
無垢材や自然素材を採用した木造注文住宅や、ゼロエネルギー住宅の推進に
も積極的に取り組んでいます。当社が目指すのは、建物が完成した後もお客
様との絆を大切にできる人間味あふれる会社です。「真実一路」を社是に、規
模や内容に関わらず、ひとつひとつ丹精を込めた仕事をするという姿勢で、み
なさまのお役に立てる企業として日々努めています。

住宅や公共施設などの工事を同時期に複数取り扱っていま
す。そのため若手社員も早い段階から様々な仕事が経験でき、
やりがいをもって挑戦できます。ぜひ私たちと一緒にお客様
に喜ばれるものづくりをしましょう！

（株）吉住工務店

■創業・創立／1942年
■資本金／3,000万円
■売上高／21億 670万円（2015年3月期）

20億 150万円（2016年3月期）
21億2,500万円（2017年3月期）

■従業員数／40名
■平均年齢／40.5歳
■業態／総合建設業

代表取締役社長

吉住 正基さん

41


