
提供年月日 ：令和４年(2022 年) １月 25日 

部 局 名：商工観光労働部 

所 属 名：労働雇用政策課 

係 名：雇用確保・就労支援係 

担 当 者 名 ：村山 

連絡先(内線)：077-528-3759（3759） 

 

～就活を“ここから”楽しむ日～滋賀県企業 150 社が出展する合同企業説明会 

「しがジョブフェスティバル」を開催します！ 
背景 

県内企業の新規大学等卒業予定者対象求人数は令和３年７月末時点で前年同期比７.０％増と

なり、一部に持ち直しの動きが見られるものの、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大の影響

を受け、今後の雇用情勢については予断を許さない状況です。 

こうした中で、企業の新規卒業予定者採用活動の広報解禁（３月）に合わせて、求職者が県内

企業の情報を多数獲得できる環境を提供し、求職者と県内企業のマッチングを促進するため、県

内企業 150 社が参加する合同企業説明会を開催します。 

 

内容 

１．日時・会場  

【第１回】 日時：令和４年３月８日（火） 13:00～16:30 

      会場：京都テルサ（京都市南区東九条下殿田町 70 番地） 

    出展企業：40 社 

【第２回】 日時：令和４年３月 18 日（金） 13:00～16:30 

      会場：滋賀県立文化産業交流会館（滋賀県米原市下多良２－137） 

    出展企業：40 社 

【第３回】 日時：令和４年３月 24 日（木） 13:00～16:30 

      会場： YMIT アリーナ（滋賀県草津市野村３丁目３番 27 号） 

    出展企業：70 社 

２. 対象者    ・令和５年３月以降大学等卒業予定者および卒業後３年以内の方 

         ・就職氷河期世代を含む概ね 50 代前半までの一般求職者の方 

         ・外国人留学生の方 

３．参加者見込み ３日間で、求職者の合計参加人数を延べ 600 名と見込んでいます。 

４．参加企業   150 社（別添のとおり） 

５．企画内容   〇企業と学生が気軽に話せるようノースーツを推奨 

          〇先入観を持たずに企業と出会える企業名のない「お楽しみ企業ブー

ス」の設置 

         〇司会と企業担当者による 10 分対談のオンライン配信（２月） など 

６. 参加方法   イベントサイト（https://shigajobpark.jp/festival/）から事前予約

が必要です。 

         各開催日の前日までにお申し込みください。 

７．感染症対策  〇手指消毒やマスクの着用など感染対策を実施したうえで開催します。 

         〇今後の感染の状況によっては中止させていただく場合もございます。

詳細はしがジョブパークのＨＰをご確認ください。 

記者発表資料

（県 政） 



参加企業（五十音順） 

〇京都会場（京都テルサ）40 社 

アイテック株式会社 電気・ガス・水道業 大津市 

アンダーツリー株式会社 サービス・飲食業 彦根市 

株式会社ヰセキ関西中部 卸売・小売業 近江八幡市 

伊丹産業株式会社 卸売・小売業 野洲市 

株式会社伊藤佑ホールディングス 卸売・小売業 日野町 

株式会社太田廣滋賀営業所 卸売・小売業 草津市 

株式会社大津ガスサービスセンター 卸売・小売業 大津市 

大西電子株式会社 製造業 近江八幡市 

岡安ゴム株式会社 製造業 草津市 

株式会社奥田工務店 建設業 日野町 

堅田電機株式会社 製造業 大津市 

株式会社ゴーシュー 製造業 湖南市 

株式会社笹川組 建設業 大津市 

三恵工業株式会社 製造業 栗東市 

社会福祉法人真寿会 医療・社会福祉・教育 東近江市 

株式会社ダイサン 建設業 草津市 

ダイトロン株式会社 製造業 栗東市 

高島鉱建株式会社 建設業 高島市 

株式会社ＴＡＤコーポレーション サービス・飲食業 高島市 

株式会社ツカサ 卸売・小売業 栗東市 

株式会社ディーアクト 製造業 湖南市 

デュプロ株式会社 その他 栗東市 

トヨタカローラ滋賀株式会社 卸売・小売業 草津市 

トラストガーデン株式会社 

アクティバ琵琶 

医療・社会福祉・教育 大津市 

株式会社ナイキ 製造業 彦根市 

日伸工業株式会社 製造業 大津市 

日本ポリスター株式会社 製造業 湖南市 

日本黒鉛商事株式会社 製造業 大津市 

社会福祉法人八起会 医療・社会福祉・教育 湖南市 

株式会社ピアライフ 金融・保険・不動産業 大津市 

株式会社日の丸重機 建設業 大津市 

社会福祉法人びわこ学園 医療・社会福祉・教育 野洲市 

合同会社ふくろう 医療・社会福祉・教育 草津市 

フジノ食品株式会社 卸売・小売業 彦根市 

株式会社平安製作所 製造業 高島市 

株式会社ほくつう 建設業 大津市 

株式会社ホリゾン 製造業 高島市 

HondaCars 滋賀東 

（株式会社ホンダクリオ滋賀） 

卸売・小売業 栗東市 

株式会社湯元舘 サービス・飲食業 大津市 

株式会社レイマック  製造業 守山市 



参加企業（五十音順） 

〇米原会場（滋賀県立文化産業交流会館）40 社 

株式会社アイズケア 医療・社会福祉・教育 彦根市 

アコース株式会社 製造業 米原市 

株式会社イズミ 金融・保険・不動産業 彦根市 

株式会社エノモト 製造業 長浜市 

エルナープリンテッドサーキット 

株式会社 

製造業 長浜市 

株式会社近江イエローハット 卸売・小売業 長浜市 

近江化学工業株式会社 製造業 米原市 

大塚産業グループ 製造業 長浜市 

奥伊吹観光株式会社 サービス・飲食業 米原市 

カシロ産業株式会社 卸売・小売業 長浜市 

株式会社加貫ローラ製作所 製造業 長浜市 

近畿化学工業株式会社 運輸・物流業 東近江市 

社会福祉法人湖北会 医療・社会福祉・教育 長浜市 

湖北精工株式会社 製造業 長浜市 

株式会社 CMC Solutions 情報サービス・通信業 東近江市 

滋賀カーバイド株式会社 電気・ガス・水道業 愛荘町 

滋賀工業株式会社 建設業 長浜市 

新江州株式会社  製造業 長浜市 

第一合成株式会社 製造業 日野町 

株式会社大翔 建設業 長浜市 

大洋産業株式会社 製造業 彦根市 

髙橋金属株式会社 製造業 長浜市 

田辺工業株式会社 建設業 長浜市 

谷庄建設株式会社 建設業 彦根市 

東京移動通信株式会社 サービス・飲食業 彦根市 

長浜キヤノン株式会社 製造業 長浜市 

株式会社ナショナルメンテナンス その他 彦根市 

株式会社橋本建設 建設業 彦根市 

特別養護老人ホームハッピーライフ 

ゆりの郷 

医療・社会福祉・教育 愛荘町 

扶桑工業株式会社 製造業 長浜市 

株式会社フタバヤ 卸売・小売業 米原市 

株式会社ホンダカーズ滋賀中央 卸売・小売業 大津市 

松尾バルブ工業株式会社 製造業 彦根市 

松阪興産株式会社 製造業 長浜市 

宮川バネ工業株式会社 製造業 東近江市 

株式会社宗重商店 建設業 長浜市 

株式会社メイコン 運輸・物流業 日野町 

株式会社明豊建設 建設業 長浜市 

利高工業株式会社滋賀工場 製造業 米原市 

ワボウ電子株式会社 製造業 長浜市 



参加企業（五十音順） 

〇草津会場（ＹＭＩＴアリーナ）70 社 

ア・ア・ン コーポレーション 

株式会社 

建設業 湖南市 

株式会社アダムスセキュリティ その他 草津市 

安全索道株式会社 製造業 守山市 

石友ホームグループ 建設業 栗東市 

一圓テクノス株式会社 建設業 彦根市 

株式会社市金工業社 製造業 草津市 

株式会社 

イチバン・コーポレーション  

サービス・飲食業 彦根市 

株式会社伊藤組 建設業 彦根市 

株式会社ＡＵＣ 建設業 東近江市 

株式会社エフアイ サービス・飲食業 近江八幡市 

社会福祉法人近江ちいろば会 医療・社会福祉・教育 湖南市 

近江鉄道株式会社 運輸・物流業 彦根市 

株式会社尾賀亀 卸売・小売業 近江八幡市 

株式会社かんき建設 建設業 近江八幡市 

関西産業株式会社  製造業 彦根市 

株式会社カンセツ その他 草津市 

キステム株式会社 情報サービス・通信業 大津市 

キヤノンマシナリー株式会社 製造業 草津市 

株式会社近畿予防医学研究所  サービス・飲食業 大津市 

社会福祉法人グロー 医療・社会福祉・教育 近江八幡市 

社会福祉法人甲南会 

特別養護老人ホームせせらぎ苑 

医療・社会福祉・教育 甲賀市 

湖国精工株式会社 製造業 大津市 

社会福祉法人湖南会 医療・社会福祉・教育 守山市 

株式会社駒月 製造業 甲賀市 

コムシス株式会社 情報サービス・通信業 草津市 

サイチ工業株式会社  製造業 栗東市 

株式会社三東工業社 建設業  栗東市 

株式会社ジーテクト  製造業 甲賀市 

社会福祉法人慈惠会ゆいの里  医療・社会福祉・教育 守山市 

滋賀シミズ精工株式会社 製造業 甲賀市 

滋賀中央信用金庫  金融・保険・不動産業 彦根市 

滋賀テレコム株式会社  情報サービス・通信業 大津市 

滋賀びわ湖青果株式会社  卸売・小売業 大津市 

滋賀ホンダ販売株式会社  卸売・小売業 草津市 

株式会社ジョーニシ 製造業 甲賀市 

新生化学工業株式会社  製造業 大津市 

株式会社信和ゴルフメンテナンス サービス・飲食業 甲賀市 

社会福祉法人すぎやまの家  医療・社会福祉・教育 高島市 

社会福祉法人洗心福祉会  医療・社会福祉・教育 甲賀市 



〇草津会場（ＹＭＩＴアリーナ）70 社 

株式会社千成亭風土  卸売・小売業 彦根市 

株式会社大正堂  卸売・小売業 甲賀市 

株式会社タオ  情報サービス・通信業 草津市 

TB カワシマ株式会社  製造業 愛荘町 

ティーマネジメント株式会社 

（テレポートグループ） 

その他  大津市 

株式会社手原産業倉庫  運輸・物流業 栗東市 

東海電工株式会社  製造業 野洲市 

中島商事株式会社  卸売・小売業 東近江市 

西村建設株式会社  建設業 湖南市 

ニシムラ株式会社  卸売・小売業 栗東市 

株式会社ニチイ学館大津支店  医療・社会福祉・教育 大津市 

日本シーエムアイ株式会社  製造業 湖南市 

日本観光開発株式会社  サービス・飲食業 湖南市 

株式会社ハートフレンド  卸売・小売業 大津市 

橋本不動産株式会社  金融・保険・不動産業 守山市 

株式会社ピーダブルビー 製造業 草津市 

株式会社ビジョンメガネ  卸売・小売業 野洲市 

株式会社日吉   その他 近江八幡市 

廣瀬バルブ工業株式会社  製造業 彦根市 

社会福祉法人美輪湖の家大津  医療・社会福祉・教育 大津市 

富士電波工業株式会社  製造業 湖南市 

株式会社プレイ比良  サービス・飲食業 大津市 

平和商事株式会社  サービス・飲食業 草津市 

宮川印刷株式会社  出版・印刷業 大津市 

株式会社向茂組  建設業 東近江市 

株式会社目片鉄工所  製造業 大津市 

株式会社山久  卸売・小売業 長浜市 

ヤマナカアドバンスマテリアル 

株式会社  

製造業 大津市 

株式会社やまみ  製造業 甲賀市 

株式会社ユニテツク滋賀事業所  サービス・飲食業 東近江市 

ヨコハマタイヤ滋賀販売株式会社  卸売・小売業 長浜市 

 

 

 

 


