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京丹後のジョブなび

表裏表紙は、京丹後市の特産品「丹後ちりめん」の生地をイメージしています。
丹後ちりめんは生地表面の「シボ」と呼ばれる凹凸を特徴とする織物です。
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京丹後市
Kyotango

京都府
Kyoto

京丹後市内に支社・支店・営業所が
ある企業については、
代表的な所在地を表示しています。
詳しくは各社のページをご覧ください。

企業一覧

N

2km

卸小売・サービス 福祉・医療
製造 建設 飲食・宿泊

国道

府道・その他

高速道路

京都丹後鉄道

1 浅井プラパーツ株式会社
2 株式会社韋城製作所
3 株式会社大宮日進
4 株式会社尾崎鐵工
5 株式会社共立
6 株式会社興和
7 株式会社シオノ鋳工
8 株式会社積進
9 株式会社タンゴ技研
10 株式会社西利（京つけもの 西利）
11 株式会社日昌製作所
12 株式会社日進製作所
13 株式会社藤原製作所
14 株式会社峰山鉄工所
15 株式会社紫野和久傳
16 株式会社吉岡商店
17 株式会社リーズワークス
18 木下酒造有限会社
19 京都プラス精機株式会社
20 三省工業株式会社

35 株式会社大北

21 丹後テクスタイル株式会社
22 パナソニック ライティングデバイス久美浜株式会社

25 有限会社岡島三協製作所

23 ヒロセ工業株式会社
24 増錬工業株式会社

26 金下建設株式会社
27 株式会社増田工務店
28 株式会社山寅組
29 株式会社アウルコーポレーション
30 株式会社風蘭
31 KISSUIEN Stay & Food
32 大西衛生株式会社
33 株式会社さとう
34 株式会社スズキ自販京都

36 株式会社橘商店
37 株式会社ベルマリエ
38 株式会社ポラリス
39 株式会社ミネテツ自動車
40 京丹後市総合サービス株式会社
41 京都農業協同組合
42 京都峰山ドライビングスクール
43 ゴダイ株式会社

45 冨田電気通信株式会社
44 但馬信用金庫

46 トヨタカローラ京都株式会社

50 社会福祉法人 京丹後市社会福祉協議会

48 社会福祉法人あしぎぬ福祉会

52 社会福祉法人丹後大宮福祉会 あゆみが丘学園

53 社会福祉法人丹後大宮福祉会 おおみや苑
47 株式会社tango nonno nonna

51 社会福祉法人太陽福祉会

49 社会福祉法人北丹後福祉会
54 社会福祉法人丹後福祉会 
高齢者総合福祉施設 丹後園

56 社会福祉法人みねやま福祉会
55 社会福祉法人はしうど福祉会

掲載企業所在地マップ掲載企業所在地マップ
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丹後町

弥栄町

大宮町

網野町

久美浜町 峰山町

市役所

京丹後
大宮IC
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17
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4 校4
高等学校

上限

200円200
バス運賃

1515
場
浴
水
海

ヶ所

鳴砂で有名な砂浜、約8kmに及
ぶロングビーチなど、さまざまな
海水浴場があります。透き通る海
と遠浅の海岸が人気です。

40温泉
ヶ所泉源では 40

火山活動や断層の影響で泉源が40ヶ所もあ
り、単純泉やナトリウム・カルシウム温泉な
ど、豊富な泉質でいろんな湯が楽しめます。

14ヶ所14
漁船に乗って海を満喫できる港、セ
リ見学ができる港など、多彩な漁港
があります。

港
漁

5 ヶ所5
市が管理するアスレチック、芝生やス
ポーツ広場がある都市公園が5ヶ所
あります。

園
公

園8

ヶ所6
市内各地域に図書館（図
書室）があります。読み聞
かせのほか、工作教室な
どの行事も行っています。

館
書
図

5酒蔵 軒5
良質な米を使った酒づくりも盛
んな京丹後。若手醸造家などが
特色ある地酒を製造しています。

医療施設

施設26
市立病院を含む病院が
4施設あり、うち3施設で
救急診療も実施。診療
所は22施設あります。

こども園

校17
小学校

校6
中学校

園7
保育所

数字にすると意外とすごい京丹後。
あなたはいくつの京丹後を知っていますか？
全部覚えて、あなたも地元っ子！駅

7 駅7
京都丹後鉄道

何度見ても飽きない京丹後の景色。

何を食べても美味しい京丹後の食材。

あなただけのお気に入りの京丹後を見つけてください。

01

02

03

05

06

10

11

09

07 12

0804

01.ツリーハウス（久美浜町蒲井）
02.金刀比羅神社（峰山町泉）
03.間人ガニ（ズワイガニ）
04.経ヶ岬灯台（丹後町袖志）
05.野間川（弥栄町野間）
06.岩牡蠣
07.ブナ林（大宮町五十河）
08.ビーチブランコゆらり（網野町浜詰）
09.夕日ヶ浦海岸（網野町浜詰）
10.ばら寿司
11.久美浜湾
12.立岩（丹後町間人）
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～京丹後市での暮らしを応援～
支援制度やお役立ち情報をご紹介

移住・定住

子育て

京丹後市定住促進奨学金返還支援補助金

※補助を受けるためには、さまざまな条件を満たし、
　事前に認定を受ける必要があります。
　詳細はQRコードからご確認ください。

地域産業などの担い手となる若者の人材確保及び定住を応援するた
め、市内に定住し、かつ就業（市内から通勤圏内）する方を対象に、大学
等の在学中に借り入れた奨学金の返還相当額について補助します。 京丹後市に定住し、

かつ就業（市内から通勤圏内）する方の

奨学金の返還を
支援します！
最大10年間で360万円補助

京丹後で
がんばる若者を

どこにも負けない
最大級の支援策
真心をこめてお支え
させていただきます!

問：京丹後市教育委員会事務局教育総務課　
　  ℡0772-69-0610

子育て応援サイト
自然豊かなこの地で、子どもとのびのび過ごせるよう子育てを応援します。
・子育て世代包括支援センター「はぐはぐ」の設置
・18歳までの医療費　1か月1医療機関につき「200円」
・こども園、保育所、小・中学校の完全給食
・第3子以降は保育料・副食費等が無料　など問：京丹後市市長公室政策企画課　

　 ℡0772-69-0120

＜掲載物件約80件＞

空き家情報バンク
移住・定住のために
空き家をお探しの方はご利用ください。

移住・定住者向け補助金
移住・定住される方に補助金を支給します。

問：①～④京丹後市市長公室政策企画課 ℡0772-69-0120
　 ⑤京丹後市商工観光部商工振興課 ℡0772-69-0440

移住者（空家に移住する方）
向け補助金11
京丹後市若者U・Iターン
住宅取得等応援補助金44 京丹後市移住支援事業補助金

（地方創生移住支援事業）55
京丹後市結婚新生活
支援補助金22 京丹後市多子世帯・三世代同居・

近居支援補助金33

※それぞれに要件等がありますので、詳細はQRコードからご確認ください。
※予算に限りがありますので、申請をお考えの方は早めに　までご連絡ください。問

たんたんターン
京都府の北部に位置する７市町（福知山市、舞鶴市、綾部
市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）の移住・定住情報
サイトです。

問：京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会
　 （事務局：舞鶴市企画政策課内）　
　 ℡0773-66-1042

今日と明日
京都府公式の移住・定住情報サイトです。

問：京都府政策企画部地域政策室　
　 ℡075-414-4513

介護資格取得等支援制度
介護資格取得のための研修受講料等を補助したり、介護福祉士の養成施設に在学中の方に奨学金を貸与したりします。
・京丹後市介護人材確保育成支援事業補助金（法人向け）
・京丹後市介護人材資格取得支援事業補助金（個人向け）
・京丹後市介護福祉士養成奨学金（学生向け）
※それぞれに要件等がありますので、詳細はQRコードからご確認ください。

問：京丹後市健康長寿福祉部長寿福祉課　℡0772-69-0330 補助金 奨学金

す。

問：京丹後市移住支援センター
「丹後暮らし探求舎」
　 ℡070-1399-5433

お試し住宅
移住を希望している方に、市の気候・風土、日常生活を
体験し、移住前の不安を1つずつクリアしていただけるよ
う、「お試し住宅」を用意しています。ぜひご
利用ください。
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地域と暮らし

市民局ニュース
京丹後市は６町（峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町）で構成されています。
それぞれの町に良さや特徴があり、市では町ごとに「市民局ニュース」を月に一度発行しておりますので、ぜひご覧ください。

問：京丹後市市長公室峰山市民局 ℡0772-69-0711
　 京丹後市市長公室大宮市民局 ℡0772-69-0712
　 京丹後市市長公室網野市民局 ℡0772-69-0713
　 京丹後市市長公室丹後市民局 ℡0772-69-0714
　 京丹後市市長公室弥栄市民局 ℡0772-69-0715
　 京丹後市市長公室久美浜市民局 ℡0772-69-0716

市の情報

市公式 SNS
市に関するさまざまな情報を発信中!
QRコードより、ぜひご登録ください。

月に一度、「広報京丹後」と
「広報京丹後おしらせ版」を
発行しています。

京丹後市暮らしの便利帳
観光情報や行政情報のほか、医療機関の一覧など、
暮らしに関する情報を掲載しています。

問：京丹後市市長公室秘書広報広聴課　℡0772-69-0110

ワーケーション

ワーケーションポータルサイト
市の多彩なコンテンツを組み合わせたワーケーション、企業研修の
プログラムやコワーキングスペースなどを紹介します。

かぶと山公園キャンプ場「虹の家」（久美浜町）内にあるコワーキングスペースの様子。室内からは久美浜湾が臨めます。

問：京丹後市役所商工振興課　
　 ℡0772-69-0440

LINE Facebook 広報京丹後 広報京丹後
おしらせ版

峰山高校
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京丹後市企業・就職サポートサイト

京丹後のジョブなび
京丹後市企業・就職サポートサイト

京丹後のジョブなび

京丹後市地域雇用促進協議
会

公式SNSもご覧ください!

京丹後の企業の情報やセミナー、
イベントなどお役立ち情報を発信しています！

Instagram Facebook

https://kyotango-jobnavi.org/
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

0201

金型製造　山下 明良 2013年入社　京丹後市網野町出身

166,400円～190,000円
●初任給

・検査
・品質管理

・鍛造作業者
・金型製造

●募集職種

年 115日	 土日、GW、年末年始等
	 （会社カレンダーによる）

●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

38歳●平均年齢

株式会社 韋城製作所

新しい未来の想像を
　　　若いヒューマンパワーで創造する会社です。

IU 障

休日は子供がサッカーと野球をし
ているので応援しながら観戦を楽
しんでいます。子供たちがいつも
元気よく楽しそうにプレーしてい
るのを見て自分も元気をもらって
います。

複雑な図面をすばやく、理解する、
加工知識を少しでも多く身に付け
自分のスキルアップを目指す。得
た知識は共有し、後輩たちにも教
えていけるようにしたいです。

元気が一番！！　
弊社に興味ある方はお気軽に連絡下さい

堀江 幸弘
0772-62-1139
morimoto@ijyouforge.jp

より必要とされる会社造りに挑戦しています。

〒 627-0014 京丹後市峰山町四軒 20-2
TEL 0772-62-1139

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で8分
丹海バス「吉原」バス停より徒歩5分

IU 障

製造部 MC 課 生産技術チーム　田家 信貴 2006年入社　京丹後市丹後町出身

165,000円
●初任給

・機械加工
●募集職種

年 112日　※弊社カレンダーに準ずる
●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

41.4歳●平均年齢

浅井プラパーツ株式会社

家族と毎日を楽しく過ごしなが
ら、合間にランニング等で体を動
かしたり、家庭菜園等を楽しんで
います。

ものづくりの魅力を、若手社員に
もっと伝えていき、多軸加工など
の技術を磨いていきたいです。

モノづくりに携わりたい！という想いを持っている方。
人の気持ちを汲み取り応援できる、話をしっかり聞け
る方を求めています。
柔軟な発想で一緒にモノづくりを通して未来に向けた
社会に貢献しましょう！

代表取締役　浅井 健史
0772-64-4976
info@plaparts.jp

メリハリのある、
働きやすい環境づくりに力を入れています。

〒 629-2504 京丹後市大宮町善王寺 379-1
TEL 0772-64-4976

京都丹後鉄道「京丹後大宮駅」より車で7分、徒歩40分
丹海バス「姫御前」バス停より徒歩3分

世界で活躍する製品群内部の精密部品製造で
未来に繋がるお手伝いをしています。
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

0403

品質管理係　尾崎 和樹 2019年入社　京丹後市大宮町出身

高校卒
その他

170,520円～185,976円
176,400円～205,800円

●初任給

・プレス作業員
・NC旋盤操作作業
・材料切断業務

●募集職種

年 113日●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

38歳●平均年齢

株式会社尾崎鐵工

若い力でさらに進化！
業界では言わずと知れたステンレス ・
継手の尾崎として評価を頂いています。

IU 障

丹後出身の自分としては、自然に
囲まれた中で仕事が出来る事に安
心を感じています。
都会には無い、のんびりとした雰
囲気の中で、休日は職場の方や友
人達とゴルフを楽しんでいます。

鍛造の業界では難しい分野と言え
る「 ステンレス鍛造」 の分野で、
継続的に質の良い製品を提供し、

「ステンレス鍛造は尾崎」と思って
頂ける様な、信頼有る品管に成り
たいです。

明るく元気でエネルギッシュな人、未経験者も大歓
迎！必要な資格も取得可能です。強みは小ロット・多
品種生産のできるところです。1 日の段取り替えは 1
ライン 5 回、ステンレスの尾崎として名が通っており、
全国から注文が来ます。また、社長の従業員想いなと
ころが、うちの会社の良いところのひとつです！！

業務係　濱野 勝徳
0772-68-0330
0330@ozkf.jp

高能率・高賃金（設けられる企業体質づくり）の実現・
快適で活気あるキレイな工場づくりの実現

〒 629-2502 京丹後市大宮町河辺 1173
TEL 0772-68-0330

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で7分、「京丹後大宮駅」
より車で10分／丹海バス「川東」バス停より徒歩5分

金型課　鳥垣 尚城 2014年入社　京都府与謝郡与謝野町出身

大学卒
高校卒

195,500円
160,000円

●初任給

・プレスオペレーター
・設計技術者
・保全

●募集職種

年 120日　※当社カレンダーによる
●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

45.5歳●平均年齢

株式会社 大宮日進

私たちと一緒にモノづくりの原点に携わってみませんか！

休日は、ソフトボールやアウトド
アを楽しんでいます。

通常作業はもちろん、異常が起き
た時でも臨機応変に対処できるよ
うになりたい。

日々、変化し続ける厳しい時代ではありますが、鍛造と
いう仕事を通じて、モノづくりの原点に携わってみません
か。私たちと共に、熱い想いをカタチにしましょう！

管理部 管理課 課長　小川 晃
0772-68-0800
akira-ogawa@nissin-mfg.co.jp

私たちの会社はモノづくりのスタートを “ 鍛造 ” を
通じて担う重要な仕事をしています。

〒 629-2532 京丹後市大宮町谷内 195 番地
TEL 0772-68-0800

京都丹後鉄道「京丹後大宮駅」より車で5分
丹海バス「延利線	大宮ロードパーク」バス停より徒歩20分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

0605

生産課 木工組立　後藤 龍輝 2019年入社　京丹後市丹後町出身

大学卒
高校卒

182,000円
166,000円

●初任給

・木工加工
・木工組立
・梱包・軽作業

●募集職種

日曜他会社カレンダーに準ずる
●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

39.4歳●平均年齢

株式会社 興和

休日は、地元間人の港でドライブ
をしたり家族と過ごしたりしてリ
フレッシュしています。

今年の部署異動で、生産の中枢を
担う責任あるポジションで作業を
することになり、より生産性を上
げて作業することを目標に取り組
んでいます。自分の作業だけでな
く、後輩の指導にも携われるよう
視野を広げていきたいです。

私たちは、止まることなく成長し続ける企業です。大切なの
は、知識や経験だけではない、完成品の先にいるお客様を想像
しながら仕事をすること。その中で一人一人が高めるスキル、
仲間と磨き合う人間性。成長できる可能性はあなたの一歩か
ら！就職希望者向けの社内見学も随時行っておりますので、お
気軽にご連絡ください。興和のものづくりを通して一緒にはじ
めませんか？未来のあなたづくり。

専務取締役　森 陽平
0772-62-0456
yohei-m@kowa-kt.jp

こだわりの品質、短納期、多品種小ロット生産。
継続的な売上向上により社員の待遇改善のための評価制度に
も力を入れております。

〒 627-0034 京丹後市峰山町泉 475 番地
TEL 0772-62-0456

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で5分
丹海バス「峰山」バス停より徒歩10分

製造　坪倉 優介 2013年入社　京丹後市弥栄町出身

大学卒
高校卒

190,000円
170,500円

●初任給

・食鳥処理加工全般
●募集職種

年108日（週2日）●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績4ヶ月）●賞与

40.2歳●平均年齢

株式会社 共立

地元丹後をはじめ、京阪地域のお客様に、
鮮度が高く安心していただける
京都府産チキンを製造販売しています。

IU 障

休日は、旅行や買物、お菓子作り
をしたり、冬はスノーボードに行
きます。最近は料理も勉強中。

私は、この会社で食を通じて地元
の皆さんを笑顔にしたいと思って
います。

丹後の地で鶏肉の製造販売を始めて 56 年。鮮度の高
さも自慢ですが、お客様に安心していただける「美味
しいチキン」を提供できるよう日々心掛け励んでいま
す。わたしたちと一緒に自慢のチキンを製造販売して
いただける若い世代を待っています。

総務部　谷 美紀
0772-62-1858
kyoritu-1858@cotton.ocn.ne.jp

京都府認定の「京のこだわり畜産物生産農場」の
鶏肉、玉子を販売しています。

〒 627-0051 京丹後市峰山町二箇 1492
TEL 0772-62-1858

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分
丹海バス「二ケ橋」バス停より徒歩3分

～丹後から支える日本中の暮らし～
㈱興和はタカラスタンダード㈱の
協力工場です

IU 障
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0807

管理部 営業課　竹中 美玖 2020年入社　京丹後市大宮町出身

大学・高専卒
短大卒

210,000円
190,000円

●初任給

・技術職
・事務職（製造・設計支援）
・事務職（IT 業務支援）
・営業職

●募集職種

年117日●休日

有●年次昇給

年2～3回●賞与

44.8歳●平均年齢

株式会社 積進

私たちは先端分野の企業と共に
未来に繋がる仕事をしています。

IU 障

京丹後の海はどこも綺麗でお気に
入りです！写真は間人に行ったと
きのもので、後ろに見えているの
は立岩という一枚岩です。

積進という会社をもっと多くの
人・企業に知ってもらえるように、
広報に力を入れていきたいです。

モノづくりに関心がある方、色々な経験がしてみたい
方、チームワークを大切にされる方を求めています。
未経験の方でも、充実した社内研修 ( 教育マニュアル )
や親切な指導のもと、実務 ( 現場力 ) がしっかり身に
つくため、製造・設計支援の事務職には女性が多く活
躍しています。

管理部 総務・人事課　光田 絢子
0772-62-1020
saiyo@sekishin.co.jp

海外展開を視野にいれています。

〒 627-0042 京丹後市峰山町長岡 1750-1
TEL 0772-62-1020

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で約8分、徒歩
約40分

鋳造部仕上班　中岸 晃尚 2018年入社　京丹後市久美浜町出身

大学院・大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

195,000円
190,000円
185,000円

●初任給

・鋳造ワーカー
・機械加工オペレーター

●募集職種

年105日（週2日）●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

35歳●平均年齢

株式会社シオノ鋳工

わたしたちは社員と地域が元気になる会社を作ります

IU 障

海がとても綺麗で見ているだけで
気持ちが落ち着きます。京丹後は
空気もとても綺麗でとても生活し
やすいです。

同じ部署の人たちを引っ張って率
先して仕事をして残業減にするこ
とです。

当社は「要」という経営理念と、「100 年後も成幸であ
り続ける」というビジョンを持っています。その理念
とビジョンに深く共感できる人に入社してもらい、こ
の会社の要として活躍してもらえて、成長に幸せを感
じて欲しいと思っています。

代表取締役社長　塩野 浩士
0772-42-6288
recruit@shiono-cast.com

" 丹後地域を元気にする"ということに
挑戦しています。

〒 629-2421 与謝郡与謝野町金屋 1917-1
TEL 0772-42-6288

京都丹後鉄道「与謝野駅」より車で15分
丹海バス「上司谷公園口」バス停より徒歩10分



19 20

製
造

製
造

障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

1009

あじわいの郷工場 浅漬下漬室　水口 皓貴 2018年入社　京丹後市大宮町出身

大学院卒
大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

204,110円
190,540円
183,010円
175,470円

●初任給

・製造
・事務

●募集職種

年 105日　※シフト制
●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

43.5歳●平均年齢

株式会社 西利（京つけもの）あじわいの郷工場

「旬 おいしく、 やさしく。」 は、
京つけもの西利の社業の目標です。

IU 障

休日は、友人とドライブなどを楽
しんでいます。工場の男子会にも
さそってもらい一緒に食事をして
楽しんでいます。

部署内のメンバーをまとめミスの
無いような仕事をしていきたいで
す。フォークリフト・漬物製造管
理士などの資格を取って更に頑
張っていきたいです。

西利のチャレンジはトップダウンではなく、ボトムアップによ
るものです。お客様と接する最前線である販売職が実際の
お客様の声をヒントに考えたり、製造部門から提案があるな
ど、現場主導でチャレンジする企業です。 製造・研究開発の
仕事は、バイタリティーがあり、人と一緒に頑張れることが大
切です。 一生懸命に物事に取り組める方をお待ちいたしてお
ります。

営業本部 通信販売事業部 部長　杉山 栄一
075-361-8181
nishiri@nishiri.co.jp

京漬物業界のリーダーとして「旬 おいしく、やさしく。」のテー
マのもと、人に自然にやさしい京漬物を求めながら伝統の継承
と伝統を基本に創る新しい味、発想の挑戦をしております。

〒 627-0132 京丹後市弥栄町木橋
TEL 0772-65-8181

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分／網野駅前から
バス30分、丹後王国「食のみやこ」バス停下車すぐ

製造３課　田中 颯馬 2018年入社　京丹後市網野町出身

大学卒
高専卒
高校卒

183,200円
174,000円
160,000円

●初任給

・生産技術職
●募集職種

年 120日●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

43歳●平均年齢

株式会社 タンゴ技研

モノづくりを通じて、 広く社会に貢献することを
目指しています

IU 障

普段（休日）は、地元の社会人野
球チームに所属し、野球を楽しん
でます

私は、 マシニング作業者として、
早く一人前になるため、日々努力
しています

社員がいろいろなことにチャレンジ出来る環境の提
供、女性の活躍できる環境づくりに力を入れるなど人
材育成の充実を図っています。
やる気のある人、チャレンジ精神の豊富な人を求めて
います

管理部　畑中 孝一
0772-62-0318
koichi-hatanaka@tango-giken.co.jp

モノづくりを通じて、広く社会に貢献することを
目指しています

〒 627-0041 京丹後市峰山町菅 123 番地の 1
TEL 0772-62-0318

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で5分、徒歩20分
丹海バス「菅」バス停より徒歩5分
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1211

設備技術課　石丸 嘉久 2022年入社　大阪府東大阪市出身

大学院卒
大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

216,280円
204,680円
182,580円
162,180円

●初任給

・設計業務
・研究開発 /生産技術
・製造 /保全
・経理 /人事

●募集職種

年 120日（週 2	日）●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績3.4ヶ月）●賞与

46歳●平均年齢

株式会社 日進製作所

日進製作所は 「精密加工」 を武器に、
“ ものづくり” の未来を創造しています

IU 障

京丹後市には景色が良い所や、海
鮮等の美味しい食べ物が近くで食
べれるので、休みの日にはサイク
リングに出かけます。

新しい技術に挑戦し知識を身につ
け、更なる品質向上のため日進社
員として誇りを持ち仕事を頑張り
たいです。

日進製作所は、“夢と希望” を持って働ける人材を求め
ています。海外拠点で活躍したい、という夢を持って入
社された方や、出身地である京都府北部地域に貢献した
い、という希望を持って入社された方など、様々な先輩
が働いています。ご自身それぞれの “夢と希望” を叶え
るために自発的に行動できる方を当社は求めています。

人事部 人事課　兼久 嘉教
0772-62-1111
recruit@nissin-mfg.co.jp

仕事面の充実だけでなく、
社員の働きやすい環境の充実にも力を入れています。

〒 627-0037 京丹後市峰山町千歳 22
TEL 0772-62-1111

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分、徒歩20分
丹海バス「峰山」バス停より徒歩10分

総務課 2006年入社　京丹後市峰山町出身

大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒・その他

175,000円
170,000円
165,000円

●初任給

・工作機械部品加工
・工作機械部品加工

●募集職種

年 114日（週 2日）●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

47歳●平均年齢

株式会社日昌製作所

私たち（株）日昌製作所は、地域社会に貢献する
高水準の技術力をお客様に提供しています

IU 障

都会にはない、田舎特有の健やかさ。従業員全員から信頼される社員です。

経験者の方、大歓迎です。　　　　　　　　
未経験者の方も大丈夫です。先輩社員が親切に指導致
します。
やる気がある方なら、どなたでも大歓迎です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務課　上田 正裕
0772-62-0866
info@nissho-mfg.co.jp

従業員が笑顔で仕事ができるような
企業を目指しています。

〒 627-0027 京丹後市峰山町安 158
TEL 0772-62-0866

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分、徒歩30分
丹海バス「峰山」バス停より徒歩15分
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1413

製造部 生産管理課 検査係　井下 寛治 2016年入社　京丹後市丹後町出身

大学卒
高校卒

180,000円
164,000円

●初任給

・鍛造
・技術
・検査
・生産管理

●募集職種

年 114日●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績4.5ヶ月）●賞与

39歳●平均年齢

株式会社 峰山鉄工所

「技術！」 「品質！」 「信頼！」 のミネテツ
～一人一人が主人公～

IU 障

景色がきれいなので、ドライブを
したり時期になれば家庭菜園や釣
りなどをして楽しんでいます。

外観検査や使用している機械の構
造などを熟知し、トラブル等に対
応し、それをいかして部署の人に
説明して教えれるようになりたい
です。

当社は「技術・品質・信頼」をモットーに社員一人一
人が主人公となって活躍できる場を目指します。明る
く元気な方、チャレンジ精神あふれる方、モノづくり
に興味のある方、ぜひ当社で働いてみませんか？未経
験者でも歓迎、丁寧に指導いたします。

管理部　西村 早苗
0772-62-0088
nishimura@minetetsu.com

「鍛造」のすべての可能性と限界に挑戦！

〒 627-0003 京丹後市峰山町内記 546
TEL 0772-62-0088

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で5分、
徒歩20分

製造　井上 勘太郎 2022年入社　京丹後市大宮町出身

高校卒 168,500円
●初任給

・MCフライス・CNC旋盤エンジニア
●募集職種

年 105日●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

35.7歳●平均年齢

株式会社 藤原製作所

お客様の安心 ・ 安全 ・ 正確な商品へ繋げるために、
確かな製品を感謝を込めてお届けしています

休日はドライブをすることが多い
です。京丹後の風景を楽しみなが
ら走るのが好きです。

確実・正確に作業をして、安心し
て仕事を任せてもらえるような社
員を目指します。

未経験者大歓迎。現在の主力メンバーも他業種からの
転職者が主なので、未経験の方に寄り添った指導が可
能です。また、地元高校卒業生や女性の雇用にも力を
入れています。
資格や知識は問いません、“前向きに取り組む意欲” “向
上心” を持った方をお待ちしています！

総務　藤原 麻希
0772-62-2627
info@fujiwarass1985.co.jp

「更なる信頼・信用を目指す」を合言葉にして、
誠実に仕事に取り組む！
コミュニケーションを大切にしている、アットホームな会社です。

〒 627-0043 京丹後市峰山町新治 2151
TEL 0772-62-2627

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分
丹海バス「新治」バス停より徒歩5分

IU 障
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1615

生コン事業部　坪倉 瑠奈 2022年入社　京都府与謝郡与謝野町出身

職種により異なります●初任給

・ミキサー車運転手
・重機オペレーター
・コンクリート試験室
・自動車整備士
・現場管理者・建設作業員

●募集職種

年 90日●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

51歳●平均年齢

株式会社 吉岡商店

「弥栄の吉岡商店」 社是は “ 誠意”。
社訓は貢献 ・ 挑戦 ・ 感謝 ・ 個性、
そして心と心を結ぶことです。

IU 障

四季折々の風景を楽しむことがで
き、子どもと過ごす時間がゆった
りと過ぎていきます。加えて、海
が近く、マリンスポーツが好きな
私には最高の場所です。

私は車が大好きで、大型免許を取
得しミキサー車を運転していま
す。 資格を取り経験を積んでト
レーラーの運転にチャレンジした
いです。

弊社は、日頃からご贔屓にしてくださる業者様から、自動車
整備業、一般建設業、鉄工加工業、産業廃棄物中間処理・
収集運搬業、一般貨物自動車運送事業等幅広く事業運営さ
せて頂いております。地域と共に歩み発展し続け、地域の活
性を第一として考え、ここ京丹後市の皆様にいつまでも愛さ
れる企業でありたいと思います。社員一人一人、努力を惜し
まず邁進してまいります。

代表取締役　吉岡 正美
0772-65-2645
myoshioka@yoshiokasyouten.jp

地域の皆さまと共に歩み成長していく
「地域密着型企業」を目指しています。

〒 627-0132 京丹後市弥栄町木橋 845 番地
TEL 0772-65-2645

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で11分、徒歩78分
丹海バス「木橋」バス停より徒歩1分

菓子製造

大学院卒
大学卒
短大卒
高専・専門・高校卒

184,000円
182,000円
180,000円
176,000円

●初任給

・製造
・品質、出荷、生産管理

●募集職種

年 105日（週 2日）●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

36歳●平均年齢

株式会社紫野和久傳

人でしかできないものを人の手でつくり伝えたい

IU 障

今の目標は練りの部署の仕事を
しっかりと覚えて、他部署でも役
に立てるようになりたいです。

和の文化に関心の深い方、仕事を通じて自己成長をな
さりたい方、そうなる為の努力を惜しまず継続できる
方。未経験の方も多く活躍してる職場です。

経営管理部　栗尾 陽子
075-415-1800
kurio@wakuden.jp

京丹後から全国へ食産業発信に挑戦し続けています

〒 629-3559 京丹後市久美浜町谷浅谷 276-31
TEL 0772-84-0988

京都丹後鉄道「久美浜駅」より車で10分
丹海バス「谷工業団地前」バス停より徒歩5分
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1817

      

営業　木下 光 2017年入社　京丹後市久美浜町出身

大学卒 180,000円～210,000円
●初任給

・瓶詰・出荷作業員	( 正社員 )
・日本酒	酒造工	( 季節雇用)

●募集職種

年 88日（月7日）●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

43歳●平均年齢

木下酒造有限会社

答えがひとつではない。 だからこそ面白いのが酒造り。

IU 障

サッカーやスノボー、 魚釣りや
キャンプなどアウトドアを楽しん
でいます。

京丹後市久美浜町で造られた “玉
川” を日本国内だけでなく世界に
も発信し、この地域ごとブランド
にしていきたい。

流行りの酒質を追うのではなく、自分達が” 旨い” と思う酒を造
り続けています。熟成を楽しむことができる丈夫な酒質、飲む温
度帯で見せる多彩な表情、蔵に住み着く微生物で醸す “自然仕
込” シリーズの個性的な味わいは、他の蔵にはない「玉川」の特
徴です。流行りの酒質ではないため普及に努力は必要となります
が、その努力を真面目に続けていただける方、会社と一緒に成長
しよう、会社の将来を支えようという意思のある方の応募をお待
ちしております。

総務　橋田
0772-82-0071
tamagawa@sake-tamagawa.com

日本酒に秘められた幅と可能性を表現する一環として
『熟成酒』に力を入れています。

〒 629-3442 京丹後市久美浜町甲山 1512
TEL 0772-82-0071

京都丹後鉄道「かぶと山駅」より徒歩3分京都丹後鉄道「網野駅」より車で9分
丹海バス「島津大谷」バス停より徒歩2分

ワイヤ－放電　梅田 奨平　 2020年入社　京丹後市峰山町出身

大学院・大学卒
短大・高専・
専門・高校卒・その他

別途　応相談

187,500円

●初任給

・金型加工技術者
●募集職種

年 110日（週 2日）●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績3.7ヶ月）●賞与

38.8歳●平均年齢

株式会社リーズワークス

私たちは 「変わり続ける」 金型屋です

IU 障

芝生や遊具の整備が充実した施設
が多く、休日には友達や家族と身
体を動かして遊んでいます。

日々変化するお客様のニーズを汲
みながら、品質のよい金型をつく
るためのアイデアを生み出せる人
材になりたいです。

私たちは、自動車用のナットを生産する為の金型を
作っています。
お客様の要望は時代の変化と共に変わり、私たちもそ
のご要望に応えるため日々変わり続けています。
製造業・ものづくりが好きな方・興味がある方は、私
たちとものづくりをしましょう。

丹後工場　古川 克浩
0772-72-3577
furukawa@rees-works.co.jp

「ものづくり改革」に取り組んでいます

〒 629-3121 京丹後市網野町島津 2152 番地
TEL 0772-72-3577
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2019

大山工場 角物ライン　下谷 琉生 2022年入社　京丹後市大宮町出身

大学卒
短大卒
高専卒
専門卒
高校卒

195,000円～210,000円
185,000円～190,000円
190,000円～205,000円
185,000円～190,000円

175,000円

●初任給

・機械加工
・生産技術
・検査
・製造補助

●募集職種

年 117日●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績3.5ヶ月）●賞与

42歳●平均年齢

三省工業株式会社

私たちは、 世界中のモノづくり企業に、
オーダーメイドの超硬質材料を提供しています。

IU 障

自然豊かでのどかなところ。食べ
物がおいしいところ。 週末はス
イーツ作ってます。

目標を持っていろんなことに挑戦
し自身の技術力を向上させていき
たいです。

特殊な製品を扱う当社に入社する人は、ほとんどが未経験
者だったため、一から教育をして育てる文化が根付いてい
ます。そのため求める人材は教育を受ける中で向上心と目
標を持ち、前向きに試行錯誤しながら仕事に取り組める人
です。
特色のあるモノづくりをしているので、モノづくりに興味
がある人は歓迎です。

大山工場 総務担当　今西 康太
0772-75-0266
imanishi-kouta@sansei-cad.co.jp

社内外を最大限活用した人材教育の質向上に挑戦しています。
一人一人に応じたスキルアップとやりがい向上を目指しています。

〒 627-0211 京丹後市丹後町大山 681-1
TEL 0772-75-0266

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で20分
丹海バス「大山工業団地前」バス停より徒歩1分

製造課 業務 G 生産管理担当　吉岡 豊 2019年入社　京丹後市峰山町出身

大学卒
短大・専門卒
高校卒

180,000円
170,000円
160,000円

●初任給

・プラスチック成形オペレーター
・射出成形金型設計者
・プラスチック製品の検査・軽作業
・事務員

●募集職種

年 110日（週 2日）●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績0.5ヶ月）●賞与

京都プラス精機株式会社

Human ＋“ Plus” ＝ Technology
無数の“ プラス” を積み重ね、 進化しつづける。
技術は人間から生まれるもの、人間そのものである。

IU 障

たくさんの観光地やグルメ、 四季
折々の味覚が楽しめ、春夏秋冬を
感じながら生活できるのが魅力で
す。

品質・コスト・納期をクリアーしてい
くには、多くの部署、担当者等との
連絡が不可欠であり、各方面から感
謝される人財であり続けます。

私達は、緑豊かな自然の中で資源を大切に、そして環
境に優しい事業活動を目指し、そんな中で更なる技術
革新に燃え、新しいニーズへのアプローチを常に続け
ています。責任と誇り、そして大きな喜びが私たちを
前へ “プラス” へとかき立てています。それに共鳴し
あえ、元気のある方を私たちは求めています。

管理部　友松 義博
0772-62-5566
tomomatsu@kyoto-plus.co.jp

“人のパワー ” を、技術にかける。日々無数の “ プラス ” を積
み重ね、進化し続ける事をモットーに、社員一同邁進しており
ます。

〒 627-0006 京丹後市峰山町赤坂 91-13
TEL 0772-62-5566　

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分、徒歩30分
丹海バス「赤坂」バス停より徒歩8分
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2221

製造部  計測製造課　飯田 裕樹 2022年入社　京都府舞鶴市出身

大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

176,600円
172,000円
168,800円

●初任給

・製造部門（ものづくり部門）
・事務職（スタッフ部門）

●募集職種

年129日　（年次有給休暇一斉取得日含む）
●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績5ヶ月）●賞与

45.3歳●平均年齢

パナソニック ライティングデバイス久美浜株式会社

「ものづくり力」 でお客様と社会に貢献
圧倒的なスピードと高い技術力で最適なものづくりを
追求しています。

IU 障

入社してからランニングを習慣に
しており、自然豊かで空気のきれ
いな環境を走るのは気持ちが良い
です。

配属先の仕事は幅広く難しいです
が、完璧に身に着けて頼りにされ
るような存在になりたいです。

私たちの会社は世界中の皆様にご利用いただくものづく
りをしています。年齢・部署を問わず話しやすい職場な
ので、お互いをフォローし、何にでもチャレンジすること
ができます。まだまだ成長過程の会社ですが、品質と
スピードには自信があります。モノづくりに興味のある方、
私たちと一緒に成長したい方の応募をお待ちしています。

経営管理部 人事・総務課　坂下 裕美子
0772-84-0241
pldvk-saiyo@gg.jp.panasonic.com

顧客感動企業として、社会やお客様の発展に貢献し、
常に期待以上の [ 価値提供 ]をし続けます。

〒629-3551 京丹後市久美浜町永留小字下川原94番
TEL 0772-84-0241

京都丹後鉄道「久美浜駅」より車で10分
丹海バス「永留」バス停より徒歩7分

別注織布課　松村 魅羅 2019年入社　京丹後市出身

大学卒
高校卒

192,000円
162,000円

●初任給

・製造技術職
●募集職種

年 114日●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

44.8歳●平均年齢

丹後テクスタイル株式会社

京丹後の地で 76 年、 熟練した手織り技術による
緞帳・緞通の製品作りを現代に受け継いでおります。

IU 障

海・山などの自然に囲まれ、食べ
物がおいしいです。

ハンドフックの技術を極めなが
ら、手織り緞通や綴れ織緞帳等の
伝統技術にも携わりたいです。

国会議事堂・高級ブティックから皆さんの足元にある
カーペットまで幅広く手掛けています。初めてでも問
題ありません。伝統技術を継承し、次代の担い手とな
る活発で元気のある方をお待ちしております。

代表取締役　糸井 義知
0772-72-0860
tango-tex@tea.ocn.jp

創業から 76 年目を迎え、伝統工芸品である手織緞通（絨毯）、および綴織
緞帳といった手織技術を維持継承しながら、カーペット分野において高級ｸﾗｽ
であるフックドカーペットをメイン事業として変化するインテリア内装の要望に
応えるべく日々努力・前進しています。

〒 629-310１ 京丹後市網野町網野 2648
TEL 0772-72-0860

京都丹後鉄道「網野駅」より車で5分
丹海バス「網野高校前」バス停より徒歩2分
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2423

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で5分
丹海バス「赤坂工業団地前」バス停より徒歩3分

管理課　村尾 由起子 2017年入社　京都府宮津市出身

大学・短大・高専・専門卒
高校卒
その他

170,000円～
168,000円～

要相談

●初任給

・管理
・生産工程
・専門・技術

●募集職種

年108日（月9日）　会社カレンダーによる
●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

42歳●平均年齢

増錬工業株式会社

増錬工業はものづくりを通じて
社会に貢献している企業です。
スローガン「とにかくやってみよう。なるべくはやく。」

IU 障

丹後の美しい景色やおいしいもの
を求めて、近場へでかけています

取引先含めた市場ニーズを察知し、
「この人に任せたら安心！」と思って
いただける対応を目指します。

社内の雰囲気等を感じてもらいたいので、会社見学も
随時行っております。ぜひお気軽にご連絡ください。

代表取締役 社長　増田 圭佑
0772-62-0352
keisuke-masuda@masren.co.jp

提案型の総合的なものづくり企業を目指しています。

〒 627-0006 京丹後市峰山町赤坂 91-21
TEL 0772-62-0352

製造部生産管理係　A.W 2022年入社　京都府与謝郡与謝野町出身

大学院卒
大学・高専卒
短大・専門卒
高校卒

200,000円
190,000円
180,000円
170,000円

●初任給

・機械加工エンジニア
・生産管理業務

●募集職種

年 113日　
（会社カレンダーによる）１年変形労働時間制

●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

36歳●平均年齢

ヒロセ工業 株式会社

ヒロセ工業は金属切削加工技術の最先端の
ものづくりを届けるエンジニア集団です。
２０２３年春には、 縁と縁をつなぐ未来を見据えた
ものづくりプラットフォームをオープンします。

IU 障

休日は、よくドライブをしていま
す。京丹後は自然豊かで、昔から
よく海に行っています。

沢山経験を積み、ひとつでも多く
の仕事を任せてもらえるようにな
りたいです。

最近、丹後にこんな会社があったなんて知らなかった !
という感想を良く聞かせていただきます。ヒロセ工業は
田舎にありながら、最先端のものづくりを行っています。
ご興味のある方は、ぜひ実際の現場を見にきてください ! 　
I ターン、U ターンの方も大歓迎です !!

管理部　廣瀬 和加子
0772-64-3594
hirosekanri@hirose-kogyo.co.jp

2023 年春頃に開発展示棟が完成します ! 
自社製品の展示販売、観光と産業をつなぐ
新たな事業に挑戦します !

〒 629-2504 京丹後市大宮町善王寺 743 番地
TEL 0772-64-3594

京都丹後鉄道「京丹後大宮駅」より車で5分、徒歩30分
丹海バス「善王寺公民館前」バス停より徒歩5分
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建築工事部　小松 竜 2020年入社　京都府与謝郡与謝野町出身

大学院卒
大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

238,000円
230,000円
218,000円
204,000円

●初任給

・土木施工管理職
・建築施工管理職
・技能職

●募集職種

年 109日●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

46.6歳●平均年齢

金下建設株式会社

道をつくり、橋を架け、建物を建て、
街と街を結び、人と人を繋ぎ、暮らしを豊かにする。

丹後地域は自然がとても豊かなの
で、休日はドライブついでに、景色
を眺めにに行ったり、丹後地域の美
味しい料理を食べに行きます。

一つの現場を任せられるようにな
りたいです。現場監督として、た
くさんの知識を吸収し、経験を積
んで、スキルアップしていきたい
と思います。

当社は創業以来、モノづくりが好きな人が集まって、道
をつくり、建物を建て、橋を架け、人と人、街と街を繋
げてきました。これからも自然環境と人の暮らしの調和
を考えた開発を行っていくため、地域を良くしていきたい、
人々の暮らしに役立ちたいという「志」や「使命感」を持っ
て取り組む人材を求めています。

執行役員 人材開発担当　狩野 哲也
0772-46-3151
info@kaneshita.co.jp

充実した研修制度と資格取得支援で
大きく成長できます！

〒 629-2251 京都府宮津市字須津 471 番地の 1
TEL 0772-46-3151

京都丹後鉄道「岩滝口駅」より車で1分、徒歩3分
丹海バス「須津」バス停より徒歩1分

IU 障

製造 2 課　吉田 優治 2019年入社　京都府与謝郡与謝野町出身

年 105日　会社カレンダーによる
●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

47歳●平均年齢

有限会社 岡島三協製作所

お客様の要望に対応し、 安定した高品質の製品を
提供出来るよう頑張っています。

IU 障

海・山に囲まれ四季折々の食を満
喫できる所です。

まだ使った事のない機械を使える
ようになり資格にもチャレンジし
ていきたいです。

健康で元気がある方。社交性があり何事にも挑戦する
意欲のある方募集中です。

取締役顧問　中野 正五
0772-62-2891
oss@blue.ocn.ne.jp

良品質の製品、部品をお客様に提供出来るよう
頑張っています。

〒 627-0006 京丹後市峰山町赤坂 587-5
TEL 0772-62-2891

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で5分
丹海バス「赤坂工業団地前」バス停より徒歩1分

・機械オペレーター
●募集職種

（材料切断・MC、NC旋盤等を使用
し工作機械や理化学機器等の金属部
品の製造）

その他 170,000円～200,000円
●初任給
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建築部　藤原 洋人 2021年入社　京丹後市峰山町出身

大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

225,000円
210,000円
175,000円

●初任給

・建築施工管理
・土木施工管理

●募集職種

年 100日（週 2日）　
休日：当社カレンダーによる

●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

株式会社 山寅組

おかげさまで創業 130 余年。
これからも丹後の未来を創造します。

運転ができるようになり高校生の
時よりも移動範囲が広がったので
休日には京丹後市のお店や自然を
楽しんでいます。

1 級建築士の資格を取得すること
です。数をこなし現場管理のスキ
ルアップを目指します。

当社のページをご覧いただきありがとうございます！当社が求め
る人材は、①建築に興味がある人②素直で向上心がある人③自
主的に考えて “考動” できる人④人（地域）の役に立ちたい人⑤
一級建築士・施工管理技士を目指す人です。経験者はもちろん、
未経験者の方も積極的に採用し、ご活躍いただいております。
当社の採用は人柄を重視しますので、選考の際はあなたのありの
ままをお見せください！皆様にお会いできるのを楽しみにしており
ます。

総務部　安達・井上
0772-62-0308
info@yamatora.co.jp

安全で安心して働ける職場作りに努めています。

〒 627-0027 京丹後市峰山町安 204-7
TEL 0772-62-0308

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で5分、徒歩20分
丹海バス「峰山」バス停より徒歩8分

IU 障

土木工事部　節安 歩冬 2020年入社　京丹後市網野町出身

大学院・大学・
短大・高専・専門卒
高校卒

270,000円
233,000円

●初任給

・土木作業　配管作業
●募集職種

年 109日（週 2日）　変形労働時間制
●休日

有●年次昇給

年3回（賞与・歩合年３回）●賞与

45歳●平均年齢

株式会社 増田工務店

「未来創造！丹後から全国へ！！」
創業60年を迎える「増田工務店」です！

丹後から全国まで幅広く公共工事を手掛ける工務店です！

大きな公園があり、休みの日は子ど
もと一緒に遊べるところです。途中
が丘公園（京丹後はごろも陸上競技
場）は、私が入社１年目の時に改修
工事に携わりました。そんな思い出
深い公園で家族と一緒に休日を楽し
んでいます。

大きな現場を仕切って完成させる
ことのできる現場監督になりたい
です。

勉強が得意な人、スポーツが得意な人、手先が器用な
人…どんな人にも適性と能力が必ずあります。業務で必
要な知識は会社にあるので、入社してから身に付けてい
ただければ十分です。大切なのは人柄とやる気です。

代表取締役　増田 幸二
0772-62-7043
info@masudakoumuten.co.jp

チャレンジ精神を絶えず持ち続けています。
技術・技能・人材を生かし、
地域社会の発展に貢献することを目指しています。

〒 627-0004 京丹後市峰山町荒山 843 番地の 1
TEL 0772-62-7043　

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で3分、徒歩15分
丹海バス「荒山大橋前」バス停より徒歩1分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

3029

女将　岸本 裕季子 2011年入社　京都府京都市出身

大学卒
高校卒

200,000円
180,000円

●初任給

・施設管理
・フロント（接客・館内清掃含む）

●募集職種

年 105日　
シフト制　予約状況により休日出勤有り

●休日

無●年次昇給

年1回●賞与

48歳●平均年齢

株式会社 風蘭

源泉かけ流し温泉を持つ1日7組限定のお宿です。
少ない客室だからこそできる温かいおもてなしを
お客様に提供できるように心がけて
日々、奮闘しております。

なんと言っても海が綺麗。
海は心を和ませてくれます。

おもてなしと言うのは奥深いもの
です。やりがいのある仕事だと誇
りにおもいます。日々、勉強して
います。

不器用でも一生懸命に努力する人材を求めています。

女将　岸本 裕季子
0772-83-9050
info@1-pen.net

温かいおもてなしを心がけて高みを目指しております。
難しいマニュアルはなく、業務改善の為の意見を誰もが発信
しやすい職場です。

〒 629-3424 京丹後市久美浜町蒲井 522-1
TEL 0772-83-9050

京都丹後鉄道「久美浜駅」より車で15分

IU 障

京都丹後鉄道「夕日ヶ浦木津温泉駅」より車で5分、
徒歩15分／丹海バス「木津上野」バス停より徒歩8分

フロント接客部　前野 2019年入社　大阪府出身

大学院・大学卒
短大・高専・専門・高校卒

182,000円
176,000円

●初任給

・総合職
・調理師
・フロント接客

●募集職種

年 107日（月9日）　週40時間勤務
●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

40.4歳●平均年齢

株式会社アウルコーポレーション

すべてはお客様のかけがえのない
一日のために

海が好きなので、海岸までよく散
歩をします。夏はサップを体験し、
楽しみました。

自分にしかできないこと、自分だ
からできることは探せば必ず誰に
でもあると思うので、それを追求
し、会社から『頼られる』存在に
なりたいです。

観光業は進化をし続ける業種です。当社はただ現状を維持
するのではなく、世間の動きと需要を感じながら、『今』に
合ったおもてなしを提供できるよう、日々試行錯誤を繰り返
しています。お客様の一番近くで接して働いているスタッフが
意見を出し合うので、忙しい中でもやりがいを感じられます。

『プロとして』お客様に携わりたい方にぜひ入社をしていただ
きたいです。

人事総務部　吉田
0772-74-9018
yoshida@kasyouengroup.com

すべてはみんなの幸せのために

〒 629-3245 京丹後市網野町浜詰 266
TEL 0772-74-9018

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています!

採用担当者

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています!

採用担当者

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ

3231

管理部　高田 葉輝 2019年入社　京丹後市峰山町出身

大学院卒
大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒
その他

220,000円
200,000円
190,000円
170,000円
180,000円

●初任給

・施設維持管理
・浄化槽管理士
・配管工

・一般事務
・ガーデナー

●募集職種

年 105日　※当社カレンダーによる
●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績1.5ヶ月）●賞与

47.7歳●平均年齢

大西衛生株式会社

「まもる ・ めぐる ・ つなぐ」
人と地球が共存する循環型の未来

正直、京丹後は夏は暑いし冬は雪
も多くて大変なことがありますが、
その季節に合った遊びができるので
個人的には好きです。都会に住む
魅力も感じていますが田舎に住んで
休みの日に行く都会ほど楽しいもの
はないと思います。

この会社で一番年下ですので、今
現在現役の先輩方の背中を見て成
長していきたいと思っています。そし
て先輩が築いてくれたものを僕たち
が継承し、拡大していきたいです。

「次世代にきれいな水を届けたい」共に環境貢献して
頂ける仲間を募集しています。現状に満足せず自分自
身のスキルを磨きたいと考えている方どうぞお問合せ
下さい。

総務部　田中 雅彦
0772-75-0189
office@ohnishi-eco.co.jp

SDGs の取組み、ウェルビーイング向上を目標に
取組んでいます。

〒 627-0211 京丹後市丹後町大山 1381
TEL 0772-75-0189

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で20分
丹海バス「丹後中学校前」バス停より徒歩1分

IU 障

フロント業務　山下 彰太郎 2022年入社　京丹後市網野町出身

・レセプション
・バンケット
・レストラン
・調理

●募集職種

年 105日（月６～８日）●休日

年2回●賞与

37歳●平均年齢

KISSUIEN Stay & Food

素の自分で過ごせるような滞在拠点を、
私たちは目指しています。

京丹後市の自慢でもある海が一番
好きです。写真を撮ったり、自分
の車で走ったりと、京丹後を楽し
んでいます。

お客様のニーズにできるだけ多く
お応えできるスタッフになれるか
を意識して、日々のフロント業務
を行なっています。

私たちの経営理念は変化する一瞬一瞬を満足につなげると
いう意味を込めて「Live」としています。自律的判断を行う「自
由度」をキーワードに、「私たちはユニークなホテルになる」
をビジョンとし、さらなる成長を目指します。日々変わるニー
ズに応えるために、全員で情報を共有し最高のおもてなしを
実現できるよう力を合わせていける仲間。そこに新たに加わ
るあなたを私たち全員でバックアップします。

Kissuien Corporation.　小牧 和代
0772-62-5111
info@kissuien.jp

京丹後 ZERO カーボンチャレンジ宣言を
推進しています！

〒 627-0012 京丹後市峰山町杉谷 943
TEL 0772-62-5111

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で2分、徒歩10分
丹海バス「峰山駅」バス停より徒歩10分

IU 障

その他 158,000円～350,000円
●初任給

有●年次昇給
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ
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直販部 / 峰山店　西草 奏穂 2020年入社　京丹後市網野町出身

大学院・大学卒
短大・専門卒
高校卒

204,000円
185,000円
172,000円

●初任給

・営業職（直販）
・営業職（業販）
・自動車整備士

●募集職種

年 110日●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績5.3ヶ月）●賞与

37.5歳●平均年齢

株式会社スズキ自販京都

お客様の毎日に寄り添う
スズキのクルマを通して京都のみなさまに
安心で快適なカーライフを
提供しています。

とにかく京丹後の海と夕日が大好
きです！休日は友達とドライブに
行ったり、丹後のカフェなど開拓
しています。

「あなただから買いたい」と思って
いただいたり、アフターフォロー
などすべてお任せ頂けるような存
在になりたいです。

スズキ自販京都は京都の地元に密着した営業活動、ア
フターサービスを行っているため、地元に愛着のある方、
京都が好きな方を求めています。また、クルマの営業と
いうと販売のイメージが強いですが、お客様との関係作
りが大切なお仕事です。人と話す事が好きな方や、接客
業に興味のある方は、自分のファンを作ってみませんか？

管理本部 総務人事課　野口 小百合・三浦 春菜
075-924-6600
recruit@j-kyoto.sdr.suzuki

京都をスズキ車でいっぱいに！！！

〒 627-0041 京丹後市峰山町菅 942-3
TEL 0772-62-5075

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で6分
丹海バス「にしがき長岡店前」バス停より徒歩3分

IU 障

大学卒
短大・専門卒
高校卒

208,000円
184,000円
174,000円

●初任給

・総合職（新卒）
・食品売場担当
・食品製造担当

●募集職種

年 110日（週 2日）　
10:00～19:15、13:00～21:15などのシフト制。

●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績4.2ヶ月）●賞与

42.2歳●平均年齢

株式会社さとう

地域のお客様の暮らしを衣食住から支えます

生活に欠かせないサービスの提供を総合的に取り扱う
当社。勤務する社員の活躍領域も、店舗での販売スタッ
フや調理スタッフはもちろん、店舗のマネジメント、
新規店舗の開発、情報管理、物流サービスなど多岐に
渡ります。自分の持ち味を仕事でも活かせる環境の中
で、私たちと一緒に頑張りましょう。

人事部採用課　原田・和田・山本
0773-27-7300
saiyou@sato-kyoto.co.jp

1666 年創業。350 年をこえる、ほんとうの地域密着。

〒627-0004 京丹後市峰山町荒山182番地（フレッシュバザール峰山パーク店）等
TEL 0773-27-7300（本部人事部）

京都丹後鉄道「峰山駅」より徒歩で15分
（フレッシュバザール峰山パーク店）

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

3635

調理部門 2017年入社　京丹後市網野町出身

176,000円●初任給

・調理
・販売

●募集職種

月8日●休日

無●年次昇給

年2回（昨年度実績1.5ヶ月）●賞与

30歳●平均年齢

株式会社橘商店

「京丹後一愛される魚屋 ・ 橘商店」

海が好きなので休みの日に釣りや
海水浴に気軽に行けるのが京丹後
の魅力のひとつです

元気で明るい人を求めています！！経験等は問題あり
ません！！！周りのスタッフが１から丁寧に教えてく
れます。田舎の中にある小さなお店なのでお客様もス
タッフもアットホームな環境です。

吉岡 夏希
0772-74-1155
tachibanafishshop@gmail.com

「京丹後一愛される魚屋・橘商店」

〒 629-3241 京丹後市網野町木津 16
TEL 0772-74-1155

京都丹後鉄道「夕日が浦木津温泉駅」より車で2分、
徒歩10分／丹海バス「中立」バス停より徒歩0.5分

IU 障

（株）大北 豊岡出張所 業務課　寺内 優佳 2020年入社　京丹後市網野町出身

200,000円●初任給

・保安
●募集職種

年 119日（週 2日）●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

55歳●平均年齢

株式会社 大北

安全を守るために安全のスペシャリストとして
多種多様の職種で貢献しております。

京丹 後は 地 域のつながりが強く、
農家の方が野菜や果物などを家に
持ってきてくれるなど、人が温かく優
しいです。また、自然に囲まれていて、
海では貝（にな貝）やわかめを、山
ではワラビ採りなどができ、自然を
身近に感じることが幸せです。

女性ならではの目線で広報作成広報
配布、踏切夜間工事に伴う通行止
め業務を通して保安のスペシャリス
トになることを目指しています。

一生懸命仕事をしてくれる人。
何にでも挑戦できる人を求めています。

業務課　高家 美奈子
0772-72-3028
takaya@daihoku.com

鉄道工事保安の一貫として、道路使用許可・工事広報作成を
しています。
女性の採用にも力を入れています。

〒 629-3121 京丹後市網野町島津 37
TEL 0772-72-3028

京都丹後鉄道「網野駅」より車で5分、徒歩30分
丹海バス「島津口」バス停より徒歩2分

IU 障

慣れて流れもわかるようになった
ので新商品開発にも携わっていけ
たらと思います
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

［TEL］

3837

丹後長寿商店　池辺 2000年入社　京丹後市出身

大学院・大学卒
短大・高専・専門・高校卒

175,000円
170,000円

●初任給

・土産店における販売員
●募集職種

年 107日（月9日）●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

44.1歳●平均年齢

株式会社ポラリス

すべての旅人の道しるべとなる
お店を目指して

自然豊かできれいな海があり、空気
がいいのでとても過ごしやすいです。
休みが平日ですが、趣味を楽しんだ
りドライブに出たりなどしています。

丹後の魅力やおいしいものをもっと
たくさんの方々に発信できるように、
目に留まるようなページを作成して
いきたいです。独学の部分を改めて
勉強していこうと思っています。

土産物屋は物をただ売るだけの仕事ではありません。
丹後に旅行に来られたお客様が帰りに立ち寄られて土
産物を購入されるということは、旅の思い出をスタッ
フが一緒に創造するのです。お客様一人ひとりが笑顔
で帰っていただけるよう、スタッフ一同気を引き締め
て頑張っています。私たちと元気いっぱいに一緒に働
きましょう。

人事総務部　吉田
0772-74-9018

地域特産物の開発

〒 629-3241 京丹後市網野町木津 5
TEL 0772-74-9018

京都丹後鉄道「夕日ヶ浦木津温泉駅」より車で1分
丹海バス「夕日ヶ浦木津温泉駅」バス停より徒歩5分

IU 障

はーとホール セレモニースタッフ　田村 稔浩 2019年入社　京丹後市峰山町出身

185,000円～195,000円●初任給

・ブライダルスタッフ
・セレモニースタッフ

●募集職種

年 92日（月7 ～ 8日）●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

38.8歳●平均年齢

株式会社ベルマリエ

「ありがとう」 で溢れる企業

休日はよくドライブに出掛けま
す。車やバイクで夕日を受けなが
ら京丹後市の海岸線を走っている
と、とても気持ちいいです。

だれよりもお客様の気持ちに寄り
添えるスタッフを目指します。

未経験者歓迎！先輩社員が一から指導します。人と接
するのが好きで誰かの為に頑張りたい人、素直で誠実
な人を求めます。

ベルマリエ　森野 悟志
0772-62-5560
bell-m@crocus.ocn.ne.jp

社員満足度の向上に力を入れています。

〒 627-0041 京丹後市峰山町菅 578-1
TEL 0772-62-5560

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で5分
丹海バス「菅」バス停より徒歩5分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

4039

放課後児童クラブ　黒木 良美 2008年入社　京丹後市峰山町出身

業種によって異なる●初任給

・学童保育支援員
・給食調理員

●募集職種

年 125日	週 2日　※職種によって異なる
（上記は学童保育であるが、土曜日出勤もシフトにより有）

●休日

有●年次昇給

職種によって異なる（年１回～年２回）
●賞与

53歳●平均年齢

京丹後市総合サービス株式会社

「人の和と人は財なり」をモットーに、京丹後市のみなさんに
「安心安全で質の高い心のかようサービス」を
提供しています。

休日は、パンを作ったり、パン屋さ
ん巡りをしながら景色のいい場所を
探す旅に出かけることが最高の癒し
です。京丹後市内の海へ夕日を見に
行くのも好きです。

子どもを安 全に見守る為には、ス
タッフが働きやすい環境と人間関係
が大切だと思います。日々、みんな
と話ができ、居心地のいいと思える
職場にしたいと思っています。

京丹後市内の保育所、学校の給食調理、学童保育が主
な業務であるので、子どもが大好きであることや、ほ
ぼ女性職場ですので明るくコミュニケーションが得意
な人を求めています。
今の時代は、難しいことかもしれませんが社員が仕事
を楽しめることが重要だと思っています。

Executive Manager 井田 徳正
0772-65-0088
toku2589-ida@kyotango-service.co.jp

人の役に立てるよう、常にスピーディーな対応を心がけています。
社内の異業種間でも助け合いができる、社員に恵まれている
会社です。

〒 627-0111 京丹後市弥栄町溝谷 3464 番地　
TEL 0772-65-0088

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分　
丹海バス「弥栄病院前」バス停より徒歩3分

IU 障

保険担当　中西 寛徳 2011年入社　京丹後市峰山町出身

163,000円～350,000円●初任給

・自動車整備士
●募集職種

年 96日　※日曜休み、土曜は隔週休み
●休日

有●年次昇給

年3回（業績による）●賞与

52歳●平均年齢

株式会社 ミネテツ自動車

車のことなら何でも OK ！

夏は久美浜湾などでジェット
スキーを楽しんでいます。

自動車の保険については、安心して
任せて頂けるようになりたいです。

『好きこそ物の上手なれ』と申しますが、好きな事（整備）
を仕事にしませんか？　元気で向上心のある人を求めます。
VIP 試乗会（毎年）では『Z34』、『R35GT-R（2019 年型）』、『ケ
ンメリ GT-R（復刻版　ロッキーオート製）』、『ポルシェ 911（991
型）』等をレンタルしました。一緒に楽しく仕事をしましょう。
各種資格取得に力を入れています。※ 2 級整備士、英会話
できる人、特に優遇します。

平田 貴彦、山中 孝
0772-62-3636
minetetujiko@mxa.nkansai.ne.jp

『車好き大募集』
『スタッフ全員が整備士です！（フロント女性も全て）』

〒 627-0004 京丹後市峰山町荒山 343
TEL 0772-62-3636

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で2分
丹海バス「峰山駅」バス停より徒歩6分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

4241

教務課　谷口 宗立 2022年入社　京都府宮津市出身

161,000円～172,000円●初任給

・教習指導員
●募集職種

年 86日（月7日）●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績2ヶ月）●賞与

44歳●平均年齢

京都峰山ドライビングスクール

「笑顔になる 行きたくなる」
私たちは、社員一丸となってお客様満足を追求しています

京丹後は景色の良いとところが多
いので休日はサイクリングを楽し
んでいます。

私は今後、さらに資格を取得して
幅広いお客様の教習に携わってい
きたいと思っています。

未経験者の方もサポートいたします。お客様と接する
ことが好きな方、向上心のある方お待ちしております。

由利 安樹子
0772-62-0637
inf@mds0637.com

社員育成に力を入れています
指導員、検定員資格取得等のスキルアップを応援します

〒 627-0004 京丹後市峰山町荒山 738 番地
TEL 0772-62-0637

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で5分、徒歩10分
丹海バス「峰山案内所」バス停より徒歩15分

IU 障

国道9号線道の駅ガレリアかめおか
福知山方面側隣り

久美浜支店資金共済課共済係　葉賀 剛矢 2017年入社　京丹後市久美浜町出身

大学院・大学卒
短大・専門卒

190,000円
175,000円

●初任給

・農業協同組合業務全般
・総合職（各事業窓口事務、営業支援）
※未経験者歓迎

●募集職種

週 2日　
※月一回土曜日は、一斉訪問日のため出勤

●休日

有●年次昇給

年3回（昨年度実績4.5ヶ月）●賞与

43.1歳●平均年齢

京都農業協同組合

組合員との絆を大切にして、愛され、
信頼されるJAをめざします。

地域の人がとても優しく、ステキな
人ばかり。また四季も満喫できるの
で一年がとても楽しいです。

私の日々の活動を通して、「JA」を
若い方などたくさんの方に知っても
らいたいたいです。それが地域貢献
だと思っています。

私たちは、明るく、元気に、地域に愛される人材を求めてい
ます。農業、信用、共済など、暮らしに関わる事業を通じて、
組合員様や利用者様に喜んでもらうことが、自分自身の仕
事のやりがいや地域貢献にもつながります。職場の雰囲気
や環境もよく、職員一人一人を大切にする職場だと思います。
地域に役立つ素晴らしい仕事を一緒に創りましょう。

人事部 主任　長主 久美
0771-22-5505
jinji-3@kyoto-ja.jp

〇京都の農業の発展と人 の々ために力を尽くせる唯一無二の組織
〇情報・技術だけでなく、これからは共済と金融事業をもっと大きく

〒 621-0806 京都府亀岡市余部町天神又 2
TEL 0771-22-5505

IU 障



53 54

卸
小
売
・サ
ー
ビ
ス

卸
小
売
・サ
ー
ビ
ス

障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

4443

豊岡北支店　井尻 有加 2011年入社　兵庫県豊岡市出身

大学卒

短大・専門卒

（総合職）189,000円
（一般職）161,500円

159,500円

●初任給

・総合職（正職員）
・一般職（正職員）

●募集職種

有●年次昇給

年2回（昨年度実績4.8ヶ月）●賞与

37.9歳●平均年齢

但馬信用金庫（久美浜支店）

私たちは、 地域に信頼され、
必要とされる金庫をめざします。

自然が豊かで、子供をのびのびと
育てるにはもってこいの環境で
す。休日は、子供と公園に行った
りして遊んでいます。

お客様に寄り添い、お客様のご要
望に対して最適なご提案ができる
職員になりたいです。

当金庫は、“人を愛する人”、“地域を愛する人”、“仕事
を愛する人” を求めています！
あなたの地域に対する想いを、一緒に実現しましょ
う！

人事部　橋本 敏
0796-23-1200
jinji@tanshin.co.jp

2024 年の100 周年に向けて、より一層地域や企業の発展に
寄り添い、提案実行できる信用金庫を目指します。

〒 629-3410 京丹後市久美浜町 77-1
TEL 0772-82-1122

京都丹後鉄道「久美浜駅」より車で5分、徒歩10分
丹海バス「久美浜病院前」バス停より徒歩5分

IU 障

年 120日（週 2日）●休日

ドラッグストア事業部　シバタ ミサキ 2021年入社　京丹後市出身

大学卒
短大・専門卒
高校卒

190,000円
180,000円
170,000円

●初任給

・ドラッグストア事業部（一般職）
・ドラッグストア事業部（総合職）

●募集職種

年 107日（週 2日）
※シフト制（月8-9日の休日）

●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

37歳●平均年齢

ゴダイ株式会社

あなたの まちの ゴダイです

四季折々に移り行く移り行く自然
の豊かさは京丹後の財産だと日々
感じます。休日には読書したりと、
のんびり過ごしています。

幅広いご相談に対応できるよう、
日々学び、「やっぱりゴダイやわ〜」
と言われる店舗づくりに貢献した
いです。

弊社の強みは、地元積極採用と手厚い研修フォロー！生
まれ育った地元で活躍したい！地元に貢献したい！そんな
地元愛に溢れた方をお待ちしています。19 年新入社員
の登録販売者試験の合格率はなんと 90％！理解出来る
まで徹底的に教育担当者が教えます。学部学科は不問！
自分が成長出来る環境で！活躍しましょう！！

教育採用支援部　井置 正義
079-223-0303
kyuujin@godai.net

学部学科を問わず！医薬品のプロを！

〒 670-0921 兵庫県姫路市綿町 104 スクエアビル 2F
TEL 079-223-0303

JR「姫路駅」より徒歩15分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

4645

京丹後店　岩田 理湖 2022年入社　高知県高知市出身

大学院・大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

221,000円
186,000円
172,000円

●初任給

・営業スタッフ
・整備士

●募集職種

年 110日●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績4.2ヶ月）●賞与

37.5歳●平均年齢

トヨタカローラ京都株式会社

“ 笑顔” と“ おおきに” があふれるお店に

休日はお家でのんびりしたり、大
阪・神戸から遊びに来てくれる友
人と北部観光をして、京丹後の生
活を満喫してます！

お客様に信頼され、愛される営業
スタッフになりたいです。今はま
だ分からないことだらけですが、1
つずつ自分のペースで頑張ってい
きたいます。

当社で活躍する社員は、大きく分けると二通り。
■「クルマが好きで、クルマに携わりたい！」という方。
■「営業として、お客様と長くお付き合いしたい」という方。
営業スタイルに正解はありません、個性を生かしながら
お客様と長いお付き合いを通じ、自らも成長していくそん
な業界で一緒に働きましょう。

企画室　浪江 呂和
075-463-1111
saiyou@corollakyoto.co.jp

顧客満足で京都 NO.1 のカーディーラーに
挑戦しています。

〒 629-2502 京丹後市大宮町河辺 3348
TEL 0772-68-3131

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で7分
丹海バス「マイン前」バス停より徒歩8分

IU 障

工事部　中江 間人 2006年入社　京丹後市丹後町出身

大学院・大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

190,000円-200,000円
180,000円-190,000円
170,000円-180,000円

●初任給

・電気設備工事
・電気通信工事
・家電製品等メーカー修理代行
・携帯電話販売スタッフ

●募集職種

年 105日（月7日）　※隔週土曜休み
●休日

有●年次昇給

年2回●賞与

38歳●平均年齢

冨田電気通信株式会社

人間の無限能力に挑戦し、
心技を持って社会に貢献する

休日は、趣味のスポーツを楽しん
でいます。

私はこの会社でワンランク上の電
気工事士を目指します！

未経験の方も歓迎です。先輩がしっかり最後までサ
ポートします。
希望者は海外研修制度もあり幅広い経験を積むことが
できます。資格取得も意欲的に取組んでいます。
気軽に問い合わせ下さい。

総務課　荒田
0772-65-0001
info@t-dt.com

お客様に「安心・安全な暮らし」を届けます。

〒 627-0131 京丹後市弥栄町和田野 1321-3
TEL 0772-65-0001

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分
丹海バス「溝谷住宅前」バス停より徒歩10分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

4847

特別養護老人ホーム満寿園　中江 伸 2018年入社　京丹後市弥栄町出身

大学卒
短大卒
専門卒
高校卒

184,700円～188,900円
174,100円～185,300円
178,800円～179,400円

169,700円

●初任給

・介護職員
・生活相談員
・管理栄養士
・看護職員

●募集職種

年 114日●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績3.7ヶ月）●賞与

48歳●平均年齢

社会福祉法人あしぎぬ福祉会

つたえる手つたわる心 ：
私たちはご利用者、 ご家族、 地域に
今と未来の安心を届けています

自然が豊かで、時間がゆっくり流
れているような感覚になれる、穏
やかなところがとても気に入って
います。休日は時々ドライブを楽
しんでいます。

介護福祉士のほかにも資格をと
り、もっとご利用者の役に立てる
介護職員になりたいです。

当法人では、“その人の思いを受け入れ、安心して過ごせる、
あたたかみのある施設を目指します” を理念の一番に掲げ、
役職員全員がご利用者のことを一番に考え、ご利用者の皆
様とともに、“みんなで仲良く元気にやろう” をモットーに日々
の業務に励んでいます。福祉に興味のある方、京丹後が大
好きな方、是非とも当法人の仲間と一緒に働いてみませんか。
先ずは総務部までご連絡ください。

総務部　井本 祐司
0772-65-2558
manjyuen@sage.ocn.ne.jp

関わるみんなの安心を考えます

〒 627-0111 京丹後市弥栄町溝谷 4206
TEL 0772-65-2558

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分
丹海バス「溝谷口」バス停より徒歩5分

IU 障

with
加盟園

ばんび～の
ばんび～な
保 育 園

通所
介護

デイサロン
のんの のんな

訪問
介護

ケアサービス
のんの のんな

居宅
介護

ケアプラン
のんの のんな

弁当
配食

手作りお弁当
宅配サービス

人材
育成

京都府介護員
養 成 施 設

訪問介護事業（宮津江尻ふれあいステーション）　若林 浩子 2021年入社　京丹後市大宮町出身

大学・高専卒
短大・専門卒
高 校 卒

189,000円
180,240円
169,360円

●初任給

・保育士
・調理師（員）
・介護支援専門員
・介護福祉士
・研修講師

●募集職種

年 115日（週 2日）●休日

有●年次昇給

46歳●平均年齢

株式会社 tango nonno nonna

仕事や子育て、 介護について
この地域で共に学びながら働ける
環境があります。

社会福祉という課題を地域と共に考える
～ソーシャル ・ コミュニケーション ・ ケアの会社です～

今は海の魅力に取りつかれ、お天
気の良い日はついドライブをした
くなり、お弁当持参で子どもと出
向き、写真を撮ったり貝殻拾いや
お散歩をしています。

人生の先輩である利用者さんにい
つも笑顔で迎えてもらえるよう、
寄り添ったケア・元気の出るケア
に努めていきたいと思います。

社内には保育園がありますので、子育て中の方でも安心して仕事
を始めていただけます。介護や家庭の事情のある方には、柔軟
な働き方をしていただける環境が整っています。また京丹後市や
周辺地域へ移住されたスタッフが多く、これから移住をご希望
の方も是非お問い合わせください。介護のお仕事が初めての方、
一度介護の仕事を離れた方へのキャリアアップ研修も行っていま
すので、資格取得や学び直しをしたい方にはお勧めです。

人材開発応援事業部 総合看護師　田崎 舞
0772-68-1050
tango.mimosa@gmail.com

弊社は「仕事と子育てと介護のサポート」を目的に、ひとり一人に
寄り添うサービスの提供に相応しい人材を、スタッフの個性や能
力、実状に添いながら個別のキャリアアップに取り組んでいます。

〒 629-2502 京丹後市大宮町河辺 1050
TEL 0772-68-1050

京都丹後鉄道「京丹後大宮駅」より車で4分、徒歩26分
丹海バス「大宮町河辺」バス停より徒歩13分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

5049

福祉課　谷口 彩 2022年入社　京丹後市大宮町出身

大学卒
短大卒
高校卒

182,200円～194,700円
163,100円～188,400円

151,700円

●初任給

・看護師
・介護員
・訪問介護員

●募集職種

年 124日●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績4.1ヶ月）●賞与

45.1歳●平均年齢

社会福祉法人 京丹後市社会福祉協議会

ささえ愛 
　たすけ愛 
　　ふれ愛のまち 
　　　　  京丹後

普段は丹後のスポットを巡る「ち
かば旅」をしています。

１人でも多くの人の笑顔が見られ
るような仕事ができるようになり
たいです。

本会は、地域福祉の推進を目的として、地域に出向い
てのつながりづくりやサロン活動、ボランティア活動
などの支援の他、地域で暮らし続けられるよう老人保
健施設やデイサービス事業の運営を行っており、地域
福祉の推進に情熱を持った人材を求めています。

総務課　片山 喜文
0772-65-2100
y.katayama@kyotango-shakyo.jp

「地域のつながりづくりの強化」のため、希薄化が危惧されてい
る地域に足を運び区や地域内の活動団体等との連携を図り、持
続可能な地域づくりの中で地域福祉の推進を図っている。

〒 627-0111 京丹後市弥栄町溝谷 3464
TEL 0772-65-2100

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で10分
丹海バス「弥栄病院前」バス停より徒歩3分

IU 障

特別養護老人ホーム久美浜苑 管理栄養士　池部 希望 2012年入社　京丹後市網野町出身

大学院卒
大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

202,900円
191,800円
181,600円
174,500円

●初任給

・介護職員
●募集職種

年108日（月9日）　※子の看護休暇あり
●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績3ヶ月）●賞与

47歳●平均年齢

社会福祉法人北丹後福祉会 特別養護老人ホーム久美浜苑

地域とともに 「我が家」 のような施設に

休日は、近所や海辺を散歩しなが
ら音楽を聴いて楽しんでいます。

管理栄養士の資格を活かして、ご
利用者の栄養管理はもちろん季節
を感じながら味わって食べる楽し
みをサポートしていきたい。

未経験者も大歓迎です！やる気があれば無資格・未経
験の方でも正規採用します。先輩職員と OJT ノートを
活用して、分かりやすく指導します。経験や職位に応
じた研修制度があり、成長を実感しながら、安心して
長く働くことができます。

法人本部 総務課　荒田 大
0772-82-1555
info@kitatango.jp

①社内研修が充実！　②資格取得応援！　
③人に喜んでもらえる仕事！

〒 629-3410 京丹後市久美浜町 169 番地
TEL 0772-82-1555

京都丹後鉄道「久美浜駅」より車で3分／丹海バス
「京丹後市立久美浜病院」バス停より徒歩1分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

5251

支援部　藤本 一希 2020年入社　京丹後市大宮町出身

大学卒
短大・専門卒
高校卒

199,600円
191,200円
184,000円

●初任給

・生活支援員
●募集職種

年 108日（月9日）●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績4.45ヶ月）●賞与

47歳●平均年齢

社会福祉法人 丹後大宮福祉会 あゆみが丘学園

和やかな雰囲気を大切に、
想いに寄り添う支援を行っています。

休日は、職場の先輩とゴルフをし
たり、カードゲームなどをして楽
しんでいます。

利用者さんが毎日、笑顔で安心して
生活してもらえるように職員さんとの
コミュニケーションをしっかりとって
仕事をしていきたいです。

人と接することが好きで、人を思いやることができる多様な
人材を求めています。経験・資格がない人は資格取得支援
制度でバックアップします。そして、資格のある人はキャリア
アップでバックアップします。職員それぞれの思いに沿ったフ
レキシブルなキャリアパスで、自分らしさを活かせる職場で
す。新たな事業への取り組みも進めており、地域の福祉資源
として果たす役割を向上させていくことを追求していきます。

施設長　大同 衛
0772-68-0770
info@ayumigaoka.jp

働き甲斐を感じる職場づくり、
利用者さんが楽しい生活環境づくりを進めています。

〒 629-2513 京丹後市大宮町延利 200
TEL 0772-68-0770

京都丹後鉄道「京丹後大宮駅」より車で10分
丹海バス「延利」バス停より徒歩5分

IU 障

ショートステイ海山園　宇野 佳成美 2022年入社　京丹後市弥栄町出身

大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒
その他

218,600円
206,100円
192,500円

夜勤5～7500円/回

●初任給

・介護職員
●募集職種

年 108日（月9日）　
有休休暇取得を促進をしています。

●休日

有●年次昇給

年3回●賞与

49歳●平均年齢

社会福祉法人 太陽福祉会

福祉の仕事はとてもクリエイティブ。
＋αの発想から人 ・ 家庭 ・ 地域を元気にする
太陽福祉会です。

綺麗な海や山にかこまれ、ゆった
りとした時間が流れる。そんな丹
後が大好きです。海を見るとリフ
レッシュできます。

福祉業界を担う一員として、生ま
れ故郷のこの地域、丹後全体の福
祉を支え、盛り上げていけるよう
な人になりたいと思い、 日々頑
張っています！

10 〜 80 歳代の幅広い世代が活躍する太陽福祉会です。
ライフワークとの両立がしやすく、安定的に長く勤め
られる職場です。職員満足と法人の満足、互いの成長
イメージを共有することに努めています。明るく前向
きな社風で定着率の良い職場です。

法人本部　大藪 昌代 
0772-83-2525（サポートハウス夢の郷内）
kaizanen020@yahoo.co.jp

経営ポリシーは 4 者満足の追求です。
（利用者満足・地域満足・職員満足・法人満足）

〒 629-3422 京丹後市久美浜町湊宮 467-60
TEL 0772-83-2111

京都丹後鉄道「小天橋駅」より車で3分
市営バス「葛野」バス停より徒歩1分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

5453

第二特養部　谷口 竜平 2010年入社　京丹後市網野町出身

大学院・大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

211,500円
207,500円
204,500円

●初任給

・介護職員
・看護職員
・生活相談員

●募集職種

年 107 ～ 108日（月9日）
●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績4ヶ月）●賞与

社会福祉法人丹後福祉会 高齢者総合福祉施設 丹後園

丹後園には、 ヒトと未来を支えるチカラがある

お祭りが好きで、事業所での夏祭
りでは企画から当日の進行まで携
わり、皆さんと楽しみを共有でき
る喜びを感じました。

社会福祉士の資格を活かし、相談
援助のスキルを高め、 地域のご
利用者が快適に生活できるようサ
ポートしていきたいです。

丹後園は一緒に働いていただける方を募集しています。素直
な人・思いやりのある人・感謝の心をもった人・誠実な人を
求めています。職員は「お一人おひとりを大切に…」の理念
を原点に、日々安心・安全な介護の提供を目指して頑張って
います。超高齢社会において、介護事業はますます重要な
役割を求められていると思います。さあ一緒に挑戦しません
か。お待ちしています。

総施設長　富田
0772-74-9888
tango003@nkansai.net

ウチの介護、いいでしょ

〒 629-3241 京丹後市網野町木津 225 番地の 2
TEL 0772-74-9888

京都丹後鉄道「夕日ヶ浦木津温泉駅」より徒歩
10分

IU 障

デイサービス　高木  博史 2009年入社　京都市出身

大学院・大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒・その他

202,160円～
195,280円～
186,680円～

●初任給

・介護職員
●募集職種

年 108日(月9日)●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績1.5～4.2ヶ月）
●賞与

50歳●平均年齢

社会福祉法人丹後大宮福祉会 おおみや苑

職員のスキルの向上と人材育成を図り、
利用者 ・ 家族 ・ 地域から信頼される施設を
目指しています。

田舎過ぎるわけではなく、普
段の生活には何も支障はあり
ません。食べ物は海の物も山
の物、なんでもめっちゃおいし
い。秋には地域ごとに祭りが
あり、人とのつながりの大切さ
や楽しさを感じられます。

「おおみや苑に行ってよかった。安
心できる。」と思っていただけるよう、
これからも介護業務だけでなく、相
談援助のスキルも高めながら、ご利
用者や職員と楽しく仕事をしていき
たいです。

職員の質の向上のために人事考課制度を導入し、職員が最
大限、能力を発揮できる配置や処遇の実現を目指します。
年齢・勤続年数に関係なく、総合職、専門職、指導職、管
理職へとキャリアアップが可能です。知識よりも経験よりも、
やる気があり、スキルアップや資格取得など常に向上心を持
ち、チャレンジ精神のある人を求めています。

施設長　髙橋 慎治
0772-68-1525
oomiyaen@mxa.nkansai.ne.jp

働きやすい職場環境づくりに努めています。

〒 629-2501 京丹後市大宮町口大野 295
TEL 0772-68-1525

京都丹後鉄道「京丹後大宮駅」より車で5分
丹海バス「口大野団地前」バス停より徒歩5分

IU 障
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障 障害者雇用 社員寮あり短時間労働者雇用（正社員）副業（推奨・許可）積極的な女性雇用 住宅補助制度あり積極的な中途採用（転職、UIターン）アイコンの説明

京丹後のココが好き！ 京丹後のココが好き！会社でやりたいこと 会社でやりたいこと

“ コレ”を頑張っています! “ コレ”を頑張っています!

採用担当者 採用担当者

交 通
アクセス

交 通
アクセス

お問合せは
こちら→

お問合せは
こちら→

現在の労働条件 現在の労働条件

［TEL］
［Mail］ 

［TEL］
［Mail］ 

先輩社員からのメッセージ 先輩社員からのメッセージ

5655

エルダータウン（高齢部門）　後藤 ちはる 2022年入社　東京都昭島市出身

大学院・大学卒
短大卒
高校卒

182,200円～226,000円
164,000円～219,300円
159,600円～163,200円

●初任給

・保育士・保育教諭
・児童指導員
・ケアーワーカ―（高齢）
・看護職員
・事務員

●募集職種

年 118日●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績2ヶ月）　
※年１回（１年目）

●賞与

42.4歳●平均年齢

社会福祉法人 みねやま福祉会

「フクシの仕事で暮らしの困り事を解決する」
これが私たちのミッションです。

家から見える海を眺めてのんびり
したり、同期とランチへ行ったり、
移住者の方とも繋がる機会があっ
たり、丹後の魅力を発掘中です！

今までの福祉に捕らわれず、創造
性を持ちながら、職場で居なくて
はならない存在になる

私たちは利用者さまの願いや自分の想いを実行・実践して
いけるような人材を求めています。法人のことをより知っ
てもらえるように見学やオンラン企画等、たくさんの企画
を実施していますので、ご希望の方はお電話または公式
LINE にご登録の上お気軽にご連絡ください＾＾お待ちし
ています☆

人材開発室　櫛田・大城
070-3799-2608
a-kushida@mineyama-fukusikai.jp
a-ooshiro@mineyama-fukusikai.jp

児童、障がい、高齢、地域と分野や制度の壁を
越えたごちゃまぜの福祉に挑戦しています！

〒 627-0031 京丹後市峰山町呉服 10
TEL 0772-69-5005

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で3分、徒歩15分
丹海バス「峰山」バス停より徒歩3分

IU 障

特養　山本 要 2015年入社　京丹後市峰山町出身

大学院卒
大学卒
短大・高専・専門卒
高校卒

182,500円
178,300円
174,100円
169,900円

●初任給

・介護職員
・看護師

●募集職種

年 110日（月9日）●休日

有●年次昇給

年2回（昨年度実績3.8ヶ月）●賞与

45.1歳●平均年齢

社会福祉法人はしうど福祉会

丹後町の福祉と医療を支えます！

自然豊かな土地と地元でとれた海
産物やお米！天気の良い日にドラ
イブに行くと最高に気持ちいいで
す！

利用者の一人一人が毎日最高の笑
顔で生活していただける。そんな
介護士を目指しています！

私たちは、しっかりとした介護実践を行っていくため
に、職員の育成・育児等のライフステージを支援し、
全員が定年まで働ける組織を育ててきました。「介護
は人」と考えており、資格も大切ですが『優しい気持ち』

『素敵な笑顔』『気づきの感性』『お年寄りに寄り添える』
そんな人材を求めています。

法人事務局　吉岡 年光
0772-75-2496
ichigao-yoshioka@aw.wakwak.com

高い介護力が『あたりまえ』を支えます

〒 627-0224 京丹後市丹後町岩木 487 番地
TEL 0772-75-2496

京都丹後鉄道「峰山駅」より車で25分
丹海バス「清水」バス停より徒歩15分

IU 障



ハローワーク峰山
ハローワーク宮津

ハローワーク峰山（峰山公共職業安定所） ハローワーク宮津（峰山公共職業安定所
　宮津出張所）

地元の企業情報は地元のハローワークへ！

丹後での就職のことなら

駅
山
峰

宮津駅

銀行
至弥栄

病院
宮津警察署

国道178号線

合同庁舎1F

京都府峰山
総合庁舎

野
網
至 GS

ハローワーク峰山
ハローワーク宮津

TEL.0772-62-8609
〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷１４７－１３

ハローワーク峰山（峰山公共職業安定所）

TEL.0772-22-8609 
〒626-0046 京都府宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎１階

ハローワーク宮津（峰山公共職業安定所
　宮津出張所）

「えっ！こんな企業も地元にあったのか」、「こんなこと気が付かなかった
なぁ」など就職に役立つ情報が聞けるかもしれません。また、気になっ
ている求人や、応募に迷っていることがありましたら、お気軽にご相談
ください。お待ちしています。

ハローワークサービスメニューハローワークサービスメニューハローワークサービスメニューハローワークサービスメニュー

他にも職業訓練（ハロトレ）、各種イベント（ミニ面接会など）情報も提供しています。他にも職業訓練（ハロトレ）、各種イベント（ミニ面接会など）情報も提供しています。

就職支援
企業への
紹介

オンライン
サービス

就職支援
セミナーの
実施

　

　

相談担当制

あなたの状況に合わせた求職活動の
支援、個別相談
☆応募書類の書き方案内・添削
☆面接対策のアドバイス

☆オンライン求職登録
☆オンライン職業相談
☆オンライン職業紹介
ＵＩＪターン希望の方是非ご利用ください。

☆専任の担当者が初期相談から就職
　決定までトータルサポートいたし
　ます。

☆応募条件の問い合わせ
☆応募方法の説明
　（応募書類の提出など）
☆面接の設定・予約の連絡、紹介状
　の交付

求人検索は
オンラインで
できるよ！ 便利だね！

峰山峰山

67 68
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京丹後市地域雇用促進協議会
事務局（京丹後市商工振興課内）

〒629-3101 京都府京丹後市網野町網野385番地の1
TEL.0772-69-0440 FAX.0772-72-2030
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京丹後のジョブなび

表裏表紙は、京丹後市の特産品「丹後ちりめん」の生地をイメージしています。
丹後ちりめんは生地表面の「シボ」と呼ばれる凹凸を特徴とする織物です。


