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三重県内の若者応援企業が７６社になりました 

― 新たに１３社が宣言 ― 

 

三重県内の若者応援企業 （各企業のＰＲシートは別紙のとおりです） 

第６４号「万協製薬 株式会社」（多気郡多気町） 

第６５号「社会福祉法人 長茂会」（尾鷲市） 

第６６号「有限会社 みはま介護センター」（南牟婁郡御浜町） 

第６７号「三交興業 株式会社」（亀山市） 

第６８号「三重いすゞ自動車 株式会社」（津市） 

第６９号「株式会社 タカキタ」（名張市） 

第７０号「株式会社 中田商事」（伊賀市） 

第７１号「RESORT SQUARE」（亀山市） 

第７２号「社会福祉法人 寿泉会 しおりの里」（津市） 

第７３号「医療法人 碧会 しおりの里」（津市） 

第７４号「株式会社 ヒラマツ」（津市） 

第７５号「虹の夢津」（津市） 

第７６号「株式会社 三交タクシー」（津市） 

                    現在 計７６企業 

 

「若者応援企業」とは 

一定の労務管理の体制が整備されており、若者（35歳未満）のための求人をハローワークに提出し

ている企業であって、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・

中堅企業を「若者応援企業」として積極的にＰＲ等を行っていきます。 
 

 

若者と地域の中小・中堅企業とのマッチングを進めるとともに、中小・中堅企業が若者に対し広

く企業情報を公開する採用慣行の確立を図り、若者を正社員として採用・育成していく機運を醸成

するために、「若者応援企業宣言」事業の取組みを実施しています。 

「若者応援企業」最新情報は、三重労働局ホームページへ掲載しています。 

⇒ http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/nwes2014/26031901.html 

【照会先】 

三重労働局職業安定部 

地方訓練受講者支援室長 

   和田  理 

 地方訓練受講者支援室長補佐 

           米澤 尚之 

電 話 059-261-2941 

厚生労働省 三重労働局発表 

平成 26 年 10 月 30 日(木) 
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NO 事業所名 所在地 事業内容 NO 事業所名 所在地 事業内容

1 　藪建設　株式会社 　津市 　一般土木建築工事業 39 　藤井撚糸　株式会社 　四日市市 　製糸業・紡績業

2 　株式会社　光機械製作所 　津市 　金属加工機械製造業 40 　御在所ロープウエイ株式会社 　四日市市 　鉄道業

3 　株式会社　オートセンターモリ 　伊賀市 　自動車小売業 41 　医療法人　三愛 　四日市市 　病院

4 　株式会社　松阪鉄工所 　津市
　建設用・建築用
　金属製品製造業

42 　株式会社　ミエスレート 　四日市市 　セメント・同製品製造業

5 　株式会社　主婦の店 　尾鷲市 　総合スーパー 43 　垣善フレッグ　株式会社　四日市ＧＰ 　四日市市 　食料品製造業

6 　熊野精工　株式会社 　熊野市 　プラスチック製品製造業 44 　石井燃商　株式会社 　四日市市 　燃料小売業

7 　伊賀越　株式会社 　伊賀市 　調味料製造業 45 　株式会社　ダイハツ三重 　四日市市 　自動車小売業

8 　社会福祉法人　清光会　紀南ひかり園 　熊野市 　障害者福祉事業 46 　株式会社　津松菱 　津市 　百貨店

9 　三坂ライト工業　株式会社 　四日市市 　プラスチック製品製造業 47 　株式会社　ナルックス 　四日市市 　セメント･同製品製造業

10 　社会福祉法人　ユートピア 　四日市市 　福祉・介護事業 48 　社会福祉法人　明合乃里会 　津市 　福祉・介護事業

11 　三重測量設計　株式会社 　四日市市 　測量技術サービス業 49 　東海ランド　株式会社 　鈴鹿市 　遊技場

12 　ワンツーワン個別学院　山手通り校 　四日市市 　学習塾 50 　マスダエンタープライズ　株式会社
　三重郡
　菰野町

　はん用機械・
　同部分品製造業

13 　朝日土木　株式会社 　四日市市 　土木工事業 51 　ICDAホールディングス　株式会社 　鈴鹿市 　自動車小売業

14 　株式会社　イナバＦＳ 　四日市市 　飲食店 52 　株式会社　オートモール 　鈴鹿市 　自動車小売業

15 　高砂建設　株式会社 　四日市市 　土木工事業 53 　株式会社　ホンダ四輪販売三重北 　鈴鹿市 　自動車小売業

16 　株式会社　四季の郷 　四日市市 　福祉・介護事業 54 　株式会社　ほくせい 　桑名市 　冠婚葬祭業

17
　フォルクスワーゲン三重北
　吉田自動車販売　株式会社

　三重郡
　川越町

　自動車小売業 55 　中央産商　株式会社 　津市 　建築材料卸売業

18 　株式会社　小杉食品 　桑名市 　食料品製造業 56 　株式会社　エヌ・イー・ジー 　四日市市 　専門サービス業

19 　株式会社　ＳＨＩＮＥＩ　なでしこの家
　員弁郡
　東員町

　福祉・介護事業 57 　藤井鉄工　株式会社 　四日市市 　金属加工機械製造業

20 　社会福祉法人　慈恵会 　伊勢市 　福祉・介護事業 58 　株式会社　豊栄モータース 　鈴鹿市 　自動車整備業

21 　中央建設　株式会社 　四日市市 　一般土木建築工事業 59 　株式会社　キング観光 　桑名市 　遊技場

22 　特定非営利活動法人　みえみえなび
　三重郡
　川越町

　情報処理・
　提供サービス業

60 　森下弁柄工業　株式会社 　伊賀市
　無機化学工業製品
　製造業

23
　コスモ石油販売　株式会社
　三重カンパニー

　四日市市 　燃料小売業 61 　社会福祉法人　伊賀市社会事業協会 　伊賀市
　社会保険・社会福祉・
　介護事業

24 　株式会社　ホンダカーズ三重東 　四日市市 　自動車小売業 62 　三交伊勢志摩交通　株式会社 　伊勢市
　一般乗合旅客自動車
　運送業

25 　アップルオートネットワーク　株式会社 　四日市市 　自動車小売業 63 　医療法人　浜口耳鼻咽喉科 　鈴鹿市 　一般診療所

26 　有限会社　マミー不動産 　四日市市 　不動産賃貸業 64 　万協製薬　株式会社
　多気郡
　多気町

　医薬品・化粧品製造業

27 　三重綜合警備保障　株式会社 　四日市市 　警備業 65 　社会福祉法人　長茂会 　尾鷲市 　福祉・介護事業

28 　株式会社　東海クボタ 　四日市市 　小売業 66
　有限会社　みはま介護センター
　みはまショートステイセンター

　南牟婁郡
　御浜町

　福祉・介護事業

29 　東海物産　株式会社 　四日市市 　科学製品卸売業 67 　三交興業　株式会社 　亀山市 　食堂・レストラン

30 　セントケア三重　株式会社 　四日市市 　福祉・介護事業 68 　三重いすゞ自動車　株式会社 　津市 　自動車小売業

31 　三昌運輸倉庫　株式会社 　四日市市
　一般貨物自動車
　運送業

69 　株式会社　タカキタ 　名張市 　農業用機械製造業

32 　株式会社　ホンダカーズ三重 　松阪市 　自動車小売業 70 　株式会社　中田商事 　伊賀市 　一般貨物自動車運送業

33
　株式会社　グリーンタウン
　呼吸嚥下ケアプラニング

　亀山市 　福祉・介護事業 71 　ＲＥＳＯＲＴ　ＳＱＵＡＲＥ 　亀山市 　理容業

34 　みえ呼吸嚥下リハビリクリニック 　亀山市 　一般診療所 72 　社会福祉法人　寿泉会　しおりの里 　津市 　福祉・介護事業

35
　東海西部運輸　株式会社
　三重支店

　亀山市
　一般貨物自動車
　運送業

73 　医療法人　碧会　しおりの里 　津市 　福祉・介護事業

36 　株式会社　山野建設 　伊勢市 　一般土木建築工事業 74 　株式会社　ヒラマツ 　津市
　一般産業用機械・
　装置製造業

37 　旭工機　株式会社 　津市 　建築材料卸売業 75 　虹の夢津 　津市 　福祉・介護事業

38 　社会福祉法人　四日市福祉会 　四日市市 　障害者福祉事業 76 　株式会社　三交タクシー 　津市
　一般乗用旅客自動車
　運送業

若者応援宣言企業一覧（平成26年10月17日現在 76社） 



事業所番号
（フリガナ）バンキョウセイヤクカブシキガイシャ

所在地

14

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度

⑩職場の風景

・受入可能時期　：応相談
・受入人数　　　　：応相談
・実施できる内容：全部署対応可能です。

・受入可能時期　：応相談
・受入人数　　　　：応相談
・実施できる内容：製造ライン、試験室等

⑬出張講話の可否
⑭その他

25年度
4

　うち在籍人数 1 3 3

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 1 4
23年度 24年度

２４０４－１０２１３１－６

事業所名 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂１１６９－１４２

事業所ＰＲシート　　　　 No.064

写真張り付け欄（写真はなくとも可）

③新卒者以外の正規雇用労働者（35
歳未満）の採用実績及び定着状況

採用人数 0 0
23年度 24年度

0
　うち在籍人数 0 0 0

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

社外講習、技能検定（有機溶剤、危険物等）希望者は全員受けることができ
ます。また業務をモジュール化し、各工程の習熟度がわかる仕組みがありま
す。ひとりひとりが目標を持ち習熟度を上げていくようにしています。

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れの
可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑤育児休業の取得実績
（女性） 100

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）
（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

30 時間

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣言」事業）
とした内容となっております。予めご了承ください。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

弊社は外用薬（クリーム剤、軟膏剤、液剤）専門の受託メーカーです。大手
企業等へ向けて開発提案、共同開発も行っています。
「社長直行便提案書」や「読書感想文」などひとりひとりの気づきを促す仕組
みや、社員同士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを活性させる「プチコミファミリー制度」など弊
社にはたくさんの面白い取組みがあります。
有給休暇取得、育児休業取得の推進にも力を入れており、男女ともに働き
やすい職場づくりを目指しています。
興味のある方は是非一緒に働きましょう！！
詳しくは弊社のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ。また弊社社長　松浦信男のフェイスブックをご覧
ください。

特別な資格は必要ありません。明るくてｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが円滑にできる人。

誕生日休暇、リフレッシュ休暇（勤続年数に応じて）、
プチコミファミリー制度（食事会（年３回）・海外旅行（年１回））
社内設置自販機無料　　ＤＶＤ，漫画無料貸出

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）



事業所番号

所在地

12

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度
⑩職場の風景

・受入可能時期　：
・受入人数　　　　：
・実施できる内容：

・受入可能時期　：
・受入人数　　　　：
・実施できる内容：

⑬出張講話の可否
⑭その他

25年度
4

　うち在籍人数 2 0 2

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 4 5
23年度 24年度

2408-1073-0

事業所名
社会福祉法人長茂会
三重県尾鷲市大字南浦４５８７－４

事業所ＰＲシート　　　　

（フリガナ）シャカイフクシホウジンチョウモカイ

No.065

③新卒者以外の正規雇用労働者
（35歳未満）の採用実績及び定着状
況

採用人数 7 13
23年度 24年度

9
　うち在籍人数 5 11 8

25年度

①社内教育・キャリアアップ制度等 法人内研修、外部研修、各種資格手当等

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

応相談
随時

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

施設見学・現場体験

⑤育児休業の取得実績

（女性） 100
（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

2 時間

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣言」事
業）とした内容となっております。予めご了承ください。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

東紀州地域で約40年に渡り、高齢者・福祉介護事業に携わっております。現
在17の施設・事業所を運営しておりますので、多様な経験を積むことも可能
です。ぜひ私たちと一緒に働いてみませんか。

下記活動指針にご賛同頂け、面接・適性検査・表現力を確認するための作文の結果が総合的に良い方。
　　（１）ご利用者の人権・人格を尊重し、地域社会とのつながりを深めます。
　　（２）ご利用者のお心に寄り添い、心豊かな明るい暮らしを提供します。
　　（３）日々省察と研鑽を重ね、高い倫理観と専門知識・技術の習得に努めます。
　　（４）役職間、部門間、拠点間が日頃から対話し、法人一丸となって問題解決に取り組みます。
　　（５）社会福祉活動を通じ、お互いを信頼し合える地域社会の実現に貢献します。

雇用、労災、健康、厚生、退職金共済

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）
随時実習計画等に応じて
応相談
施設見学・現場体験



事業所番号

所在地

2.5

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑧求める人材・選考基準
⑨福利厚生制度
⑩職場の風景

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

⑬出張講話の可否
⑭その他 資格のない方も受け入れます。お気軽にお問い合わせください。

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

家庭的で明るい職場の雰囲気で働きやすい環境となっています。
是非お待ちしています。

福祉に熱意のある方

慶弔見舞金、出産祝金　他

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

応相談

応相談

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

職場見学・職場体験

⑤育児休業の取得実績

（女性） 0

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

0 時間

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

月１回の社内全体研修
社外研修、勉強会への参加

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

0

　うち在籍人数 2 1 0

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数 4 2

23年度 24年度

事業所名 有限会社　みはま介護センター
　       　　 みはまショートステイセンター
三重県南牟婁郡御浜町下市木３７２８－２

（フリガナ）ユウゲンガイシャ　ミハマカイゴセンター　ミハマショートステイセンター

事業所ＰＲシート　　　　 No.066

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 0 0

23年度 24年度 25年度

1

　うち在籍人数 0 0 1

2408-614344-4

建物の外観施設内の様子



事業所番号
（フリガナ）　サンコウコウギョウカブシキガイシャ

所在地

4.1

（男性） - ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度

⑩職場の風景

・受入可能時期　：応相談

・受入人数　　　　：応相談

・実施できる内容：応相談

・受入可能時期　：応相談

・受入人数　　　　：応相談

・実施できる内容：応相談

⑬出張講話の可否

⑭その他

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

当社は、三重交通グループの一社で、レジャー・サービス事業として、
名阪関ドライブイン及び名阪上野ドライブインを経営しております。

明るく元気で笑顔で接客のできる方

社会保険、食事補助、三重交通グループ各社優待

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑤育児休業の取得実績

（女性） 100

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

21 時間

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数 1 4

23年度 24年度

3

　うち在籍人数 1 3 3

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

入社後3ヶ月は、ドライブイン内の各部署をOJTにより経験し、7月に本
配属となります。

２４０９－１０３６１１－２

事業所名
三交興業株式会社

三重県亀山市関町萩原39番地

事業所ＰＲシート　　　　 No.067

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 12 5

23年度 24年度 25年度

11

　うち在籍人数 9 4 8



事業所番号
（フリガナ）ミエイスズジドウシャ　カブシキガイシャ

所在地

①社内教育・キャリアアップ
制度等

3

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度
⑩職場の風景

・受入可能時期　：随時

・受入人数　　　　：若干名

・実施できる内容：自動車整備に伴う軽作業

・受入可能時期　：随時

・受入人数　　　　：若干名

・実施できる内容：工場見学

⑬出張講話の可否
⑭その他

⑤育児休業の取得実績

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

「運ぶを支える」という企業理念のもと、地域に密着した企業活動を展
開してきました。

仕事は「個人プレー」ではなく「チームプレー」で行うものと考え、「人」の
力を重視し、活気ある人材を求めます。

会員制リゾート施設の利用、社員親睦旅行の実施

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

1

25年度

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

日／年

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況 　うち在籍人数 2 5

（女性） 100
（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

23 時間

新入社員指導員制度を導入、新人一人に対し1名、指導員を任命、仕
事面、生活面での適切なアドバイスにより定着を図っている

採用人数 6 6
23年度 24年度

1

1 9
23年度 24年度

事業所ＰＲシート　　　　 No.068

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 8
　うち在籍人数 1 8 7

2403－69－4

事業所名 三重いすゞ自動車株式会社

三重県津市垂水字中境505番地

写真張り付け欄（写真はなくとも可）

25年度



事業所番号
（フリガナ）

所在地

4.3

（男性） ― ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度

⑩職場の風景

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

⑬出張講話の可否

⑭その他

7

　うち在籍人数 5 6 9

 2406-000521-4

事業所名
株式会社タカキタ

2 1

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数 1

〒518-0441 三重県名張市夏見2828

24年度
②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数

25年度

新入社員集合研修、職種別・階層別研修、各種資格取得研修、他

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

　うち在籍人数 1

日／年

2

23年度 24年度

1

25年度

9

23年度

10

①社内教育・キャリアアップ
制度等

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑤育児休業の取得実績

（女性） ―

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

18.1 時間

事業所ＰＲシート　　　 No.069

カブシキガイシャ　タカキタ

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

定着率が高く、働きやすい環境。全員の顔がわかる規模なので、技術
系、事務系の壁がなく社員同士の交流も活発。アットホームな雰囲気
です。

やる気があればどんどん任される。やりたいことはどんどん挑戦させて
くれる社風です。

各種社会保険、従業員短期・長期貸付金制度、従業員持株会制度、独身寮、他

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）



事業所番号
（フリガナ）カブシキガイシャ　ナカタショウジ

所在地

6

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度

⑩職場の風景

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

⑬出張講話の可否

⑭その他

25年度

1

　うち在籍人数 0 1 0

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 0 1

23年度 24年度

2406-102027-0

事業所名
株式会社　中田商事

三重県伊賀市荒木野々浦893-1

事業所ＰＲシート　　　　 No.070

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数 11 10

23年度 24年度

9

　うち在籍人数 2 4 6

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

・新入社員教育プログラムあり
・半期に一度の人事考課
・各種資格取得支援制度あり

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

1～3人

随時

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

職場見学・配送補助・整備補助

⑤育児休業の取得実績

（女性） 100

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

40 時間

安全性優良事業所認定・グリーン経営認証・男女がいきいきと働いている企業

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

安全、安心など職場環境でスキル向上に努め、天職として永続的就労
を
共に目指しましょう

素直で積極的な人材

無事故表彰・災害保険制度（怪我時）

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

随時

1～3人

配送補助・整備補助



事業所番号

所在地

①社内教育・キャリアアップ
制度等

10

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度

⑩職場の風景

・受入可能時期　：随時

・受入人数　　　　：２人

・実施できる内容：接客応対、アシスタント業務

・受入可能時期　：随時

・受入人数　　　　：２人

・実施できる内容：接客応対、アシスタント業務

⑬出張講話の可否

⑭その他

25年度

3

　うち在籍人数 2 0 3

採用人数 2 2

23年度 24年度

2409-613361-6

事業所名
ＲＥＳＯＲＴ　ＳＱＵＡＲＥ

亀山市天神２－２１－２

事業所ＰＲシート　　　　 No.071

（フリガナ）リゾート　スクエア

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数 1 1

23年度 24年度

　うち在籍人数 1 1

25年度

アシスタント技能検定や、職業訓練校や各種講習会、ヘアショー、コン
テストなどによりスキルアップの教育システムになっております

②新卒者の採用実績及び
定着状況

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　 　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑤育児休業の取得実績

（女性） 100

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

20 時間

遠方からの就職者に援助等あり

（　　　　可　 　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

当店は美容師、理容師、レセプション、ネイリスト、アイリストなどのかた
が一緒に働いています。パートさんも働きやすい環境をめざしパートサ
ロンもオープンしました

明るく元気な接客業に適した方

団体共済加入、社員旅行

（　　　　有 　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可 　　　　　・　　　否　　　　　　　）



事業所番号

所在地

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度
⑩職場の風景

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

⑬出張講話の可否
⑭その他

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

明るく前向きに頑張っていただける方、資格取得にもチャレンジ頂ける
方を求めています。（選考基準；面接、筆記試験）

親睦旅行　・　忘年会　・　三重中勢勤労者サービスセンター加入

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）
随時（応相談）

応相談

ご利用者とのコミュニケーション

6.5日／年　※別途、夏季休暇5日・年末年始5日取得
④有給休暇の取得実績

（有給休暇取得総日数／正社員数）

応相談

随時（応相談）⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

施設見学、ご利用者とのコミュニケーション

⑤育児休業の取得実績

（女性） 100
（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

5 時間
　 私たちの職場では、「安全から安心に、安心からゆとりに～安心実
現にて満たされた暮らしを実現」を事業の柱として、利用者各々への介
護（安心－生活支援サービス）だけではなく、生活を継続するに必要な
医療（安全－医療支援サービス）をも併せて提供させていただくことに
より、利用者各々の生活の充実（ゆとり－楽しみ）をも感じていただくこ
とを喜びとしています。
　 新しく私たちの仲間となるスタッフさんにも、是非この喜びを私たちと
共感していただきたいと思います。

0 1

25年度

①社内教育・キャリアアップ
制度等

　 新卒職員を対象とした研修（1年間）や定期的なグループ内研修、資
格取得支援研修等を人材育成室が中心となって行なっています。

24年度 25年度
6

　うち在籍人数 9 9 4

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数 1 1
23年度 24年度

0
　うち在籍人数

②新卒者の採用実績及び
定着状況

採用人数 15 11
23年度

2403-613445-9

事業所名
社会福祉法人　寿泉会　　しおりの里
 三重県津市野田2035-2

事業所ＰＲシート　　　　

（フリガナ）シャカイフクシホウジン　ジュセンカイ　　シオリノサト

No.072



事業所番号

所在地

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度
⑩職場の風景

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

⑬出張講話の可否
⑭その他

 三重県津市野田2033-1

事業所ＰＲシート　　　　
2403-613446-1

事業所名
（フリガナ）　　イリョウホウジン　ミドリカイ　　シオリノサト

医療法人　碧会　　しおりの里

No.073

①社内教育・キャリアアップ
制度等

　 新卒職員を対象とした研修（1年間）や定期的なグループ内研修、資
格取得支援研修等を人材育成室が中心となって行なっています。

②新卒者の採用実績及び
定着状況

23年度 24年度 25年度
採用人数 6 5 3
　うち在籍人数 6 4 3

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

23年度 24年度 25年度
採用人数 1 0 0
　うち在籍人数

5 時間

0
5.2日／年　※別途、夏季休暇5日・年末年始5日取得

⑤育児休業の取得実績

（女性） 100
（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）
随時（応相談）

応相談

ご利用者とのコミュニケーション

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

　 私たちの職場では、「安全から安心に、安心からゆとりに～安心実
現にて満たされた暮らしを実現」を事業の柱として、利用者各々への介
護（安心－生活支援サービス）だけではなく、生活を継続するに必要な
医療（安全－医療支援サービス）をも併せて提供させていただくことに
より、利用者各々の生活の充実（ゆとり－楽しみ）をも感じていただくこ
とを喜びとしています。
　 新しく私たちの仲間となるスタッフさんにも、是非この喜びを私たちと
共感していただきたいと思います。

明るく前向きに頑張っていただける方、資格取得にもチャレンジ頂ける
方を求めています。（選考基準；面接、筆記試験）

親睦旅行　・　忘年会　・　三重中勢勤労者サービスセンター加入

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）
随時（応相談）

応相談

施設見学、ご利用者とのコミュニケーション



事業所番号
（フリガナ）カブシキカイシャ

所在地

①社内教育・キャリアアップ
制度等

9.2

（男性） 0 ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度
⑩職場の風景

・受入可能時期　：随時

・受入人数　　　　：1～2人

・実施できる内容：機械加工及び製缶加工基礎、図面基礎

・受入可能時期　：随時

・受入人数　　　　：1～3人

・実施できる内容：見学のみ

⑬出張講話の可否
⑭その他

25年度
1

　うち在籍人数 0 0 0

採用人数 0 0
23年度 24年度

２４０３－４０６－６

事業所名
株式会社ヒラマツ
三重県津市観音寺町１１６

事業所ＰＲシート　　　　 No.074

ヒラマツ

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数 1 2
23年度 24年度

6
　うち在籍人数 1 2 6

25年度

・社内教育研修の実施(毎月）
・評価制度に基づく能力向上と査定評価の実施
・外部資格の取得(適宜）
・5Ｓ改善活動委員会

②新卒者の採用実績及び
定着状況

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑤育児休業の取得実績

（女性） 0
（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

32 時間

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

｢高い技術力｣と｢ものづくりを楽しむ精神」のもと、生み出した製品に
よって豊かな社会を創り出す事が私達の社会的使命だと考えていま
す。

健康であり、素直であり、自主的に行動できる人財。

慰安旅行(2年毎）、ソフトボール同好会、親睦会(年2回）

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）



事業所番号
（フリガナ）

所在地

①社内教育・キャリアアップ
制度等

（男性） ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度

⑩職場の風景

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

⑬出張講話の可否

⑭その他 新規事業につき採用実績等はありません。

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

ニジノユメツ

平成27年4月に新規オープンする介護付き有料老人ホームです。人と
ともにをコンセプトに関わる全ての人とともに支え合い、笑顔あふれる
地域社会を一緒に目指しませんか？

人と話すのが好きな方。新しいことに興味のある方。介護のプロフェッ
ショナルを目指す方。

資格取得補助金、社員親睦会、各種社会保険加入、宿舎有り

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）

1人～3人

随時

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

建築現場視察とお仕事内容の説明

⑤育児休業の取得実績

（女性）

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

時間

写真張り付け欄（写真はなくとも可）

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数

23年度 24年度

　うち在籍人数

25年度

資格取得に向けた研修制度、新入社員研修、キャリアアップに向けて
の研修、キャリアパスに基づく評価制度。

②新卒者の採用実績及び
定着状況

２４０３－９２１７０５－４

事業所名
虹の夢津

三重県津市観音寺町１１６

事業所ＰＲシート　　　　 No.075

25年度

　うち在籍人数

採用人数

23年度 24年度



事業所番号
（フリガナ）カブシキガイシャ

所在地

①社内教育・キャリアアップ
制度等

15

（男性） - ％　 ％

⑥所定外労働時間（月平均）

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

⑧求める人材・選考基準

⑨福利厚生制度

⑩職場の風景

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

・受入可能時期　：

・受入人数　　　　：

・実施できる内容：

⑬出張講話の可否

⑭その他

25年度

-

　うち在籍人数 - - -

採用人数 - -

23年度 24年度

2403-581-4

事業所名
株式会社三交タクシー

津市乙部1番3号

事業所ＰＲシート　　　　 No.076

③新卒者以外の正規雇用労働
者（35歳未満）の採用実績及び
定着状況

採用人数 2 0

23年度 24年度

0

　うち在籍人数 2 0 0

25年度

入社時、5日間の基礎教育を実施。その後、約1週間の実務教育・添乗
指導を実施します。（技能の習得レベルに応じて期間延長あり）

②新卒者の採用実績及び
定着状況

日／年

⑫職場見学・職場体験の受入れ
の可否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

⑤育児休業の取得実績

（女性） -

（男性：育児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）

（女性：育児休業取得者数／出産した者の総数　　　）

24 時間

サンコウタクシー

（　　　　可　　　　　　・　　　否　　　　　　　）

※事業所ＰＲシートをご覧になった方へ　この事業所ＰＲシートは、35歳未満の方を対象（「若者応援企業宣
言」事業）とした内容となっております。予めご了承ください。

２０歳代の若い方から６０歳の方まで幅広い世代が活躍中です。
地域に根ざした身近な交通機関として、頑張っています。

責任感があり、お客様を大切にできる方
※普通免許取得後、3年以上経過の方

ボウリング大会、釣り大会、みかん狩り等各種親睦

（　　　　有　　　　　・　　　無　　　　　　　）

⑪インターンシップの受入れの可
否

（　　　　可　　　　　・　　　否　　　　　　　）

④有給休暇の取得実績
（有給休暇取得総日数／正社員数）


