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就職先発見！大学生等就職面接会を開催します 

滋賀県・京都府・奈良県内の事業所が 

京都に８０社集結！ 

 

来春の大学等卒業予定者を対象とした就職面接会を滋賀・京都・奈良労働局が合同開催します。厚生労働省

認定の「ユースエール」「くるみん」「えるぼし」認定企業も複数参加しており、８０社の人事担当者が学生等

と面接するなど各企業の魅力を直接発信します。 

今年度最大規模の３府県合同の学生就活イベントです。是非ともメディアの皆様には積極的に取り上げていただ

き、未内定学生へのチャンス提供にご協力をお願いいたします。 
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就職先発見！大学生等就職面接会 

 
○日 時 

令和３年１１月２５日（木）１２：００～１６：００（受付１１：３０～１５：３０） 
 
○場 所 

みやこめっせ ３階 第３展示場（京都市左京区成勝寺町９－１） 
 
○内 容 

・今春（令和４年３月）卒業予定の大学生等を対象とした対面式の就職面接会です。 
・参加企業数は、滋賀県・京都府・奈良県内の８０社、参加学生数は２００名を見込んでいます。 

 
○対 象 

・今春卒業予定の大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生及び大学等卒業後 
概ね３年以内の方 

・現在３年生等の学生の企業研究のための見学も歓迎！ 
※コロナ対応のため原則「事前予約制」ですが、当日参加も歓迎 します。 
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認定マークについて 

 

○ユースエール認定企業 

若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、雇用管

理の状況などが優良な中小企業（３００人以下）が一定の要件を満

たし、申請を行うことにより、厚生労働大臣の認定を受けることが

できます。 

 

 

○くるみん認定企業 

 仕事と子育ての両立支援の取組が優良な企業を認定しています。

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定、届出を行った

事業主が、一定の要件を満たし、申請を行うことにより厚生労働大

臣の認定を受けることができます。 

 

 

○えるぼし認定企業 

 女性活躍推進の取組が優良な企業を認定しています。女性活躍推

進法に基づく行動計画の策定・届出を行った事業主が、一定の要件

を満たし、申請を行うことにより厚生労働大臣の認定を受けること

ができます。  

 





Ｎｏ． 所管局 事業所名 備考 Ｎｏ． 所管局 事業所名 備考

1 京都 社会福祉法人　嵐山寮 42 滋賀 旭光精工　株式会社 ユースエール

2 京都 株式会社　ＥＮＧＩＮ 43 滋賀 株式会社　奥田工務店 くるみん

3 京都
社会福祉法人　北野健寿会

特別養護老人ホーム　西陣憩いの郷
44 滋賀 医療法人社団　仁生会 
甲南病院 くるみん

4 京都 京都ダイヤモンド工業　株式会社 ユースエール 45 滋賀 社会福祉法人　八起会 くるみん

5 京都 株式会社　京都新聞印刷 ユースエール 46 滋賀 株式会社　三東工業社 くるみん

6 京都 社会福祉法人　たんぽぽ福祉会 ユースエール 47 滋賀 アサヒサンクリーン　株式会社　京都支店 えるぼし

7 京都 株式会社　丸正髙木商店 48 滋賀 谷庄建設　株式会社 くるみん

8 京都 株式会社　リハビテック ユースエール 49 滋賀 株式会社　昭建 くるみん

9 京都 日本電気化学　株式会社 50 滋賀 鴻池運輸　株式会社　滋賀流通センター営業所 くるみん

10 京都 株式会社　長村組 51 滋賀 株式会社　桑原組 くるみん

11 京都 株式会社　宮川電設工業 52 滋賀 イオンビッグ　株式会社 くるみん、えるぼし

12 京都
社会福祉法人　倣襄会　高齢部門

地域密着型特別養護老人ホームあゆみ
53 滋賀 綜合警備保障　株式会社 くるみん、えるぼし

13 京都 株式会社　ゼロワン 54 滋賀 株式会社　富士薬品 えるぼし

14 京都 岩本印刷　株式会社 55 滋賀 株式会社　内田組 くるみん

15 京都 二九精密機械工業　株式会社 56 滋賀 社会福祉法人　びわこ学園

16 京都 エムケイ石油　株式会社 57 滋賀 滋賀特機　株式会社

17 京都 テック・ワーク　株式会社 58 滋賀 株式会社　平田自工
ホンダカーズ土山

18 京都 トスレック　株式会社 59 滋賀 株式会社DOMCON

19 京都 京都青果合同　株式会社 60 滋賀 キンキダンボール　株式会社

20 京都 ニシムラ　株式会社 61 滋賀 奥伊吹観光　株式会社

21 京都 安田　株式会社 62 滋賀 株式会社　ヒロセ

22 京都 ニッポンレンタカー関西　株式会社 63 滋賀 株式会社　ホンダクリオ滋賀

23 京都 医療法人社団　千春会 64 滋賀
社会福祉法人　永山会

特別養護老人ホーム　しがそせい苑

24 京都 テラメックス　株式会社 ユースエール 65 滋賀 有限会社　山田保険事務所

25 京都 日本ウエスト　株式会社 66 滋賀 株式会社　中通

26 京都 株式会社　森川製作所 67 奈良 福井水道工業　株式会社 ユースエール

27 京都 社会福祉法人　同和園 68 奈良 社会福祉法人　福住会 ユースエール

28 京都 日通トランスポート　株式会社　京都支店 69 奈良 有限会社　ナイスケアサポート ユースエール

29 京都 須河車体　株式会社 70 奈良 株式会社　MSTコーポレーション

30 京都 西田製凾　株式会社 71 奈良 税理士法人　森田会計事務所

31 京都 株式会社　岩井製菓 72 奈良 株式会社　キステム

32 京都 高槻電器工業　株式会社 73 奈良 株式会社　豊国

33 京都 株式会社　京光製作所 74 奈良
社会福祉法人　信和会

特別養護老人ホーム　おきなの杜
ユースエール

34 京都 有限会社　大野組 75 奈良 株式会社　日本ベルアージュ ユースエール

35 京都 社会福祉法人　三福福祉会 ユースエール 76 奈良 ビッグテクノス　株式会社

36 京都 株式会社　大嶋カーサービス 77 奈良 株式会社　ハンナ　田原本営業所

37 京都
社会福祉法人　京都眞生会

特別養護老人ホーム　綾部はなみずき
78 奈良 釜屋化学工業　株式会社

38 京都 弥栄電設工業　株式会社 79 奈良 株式会社　ササイナカムラ

39 京都 社会福祉法人　大樹会 80 奈良 社会福祉法人　協同福祉会
あすなら苑 くるみん

40 京都 株式会社　日進製作所 くるみん 81 奈良 東洋シール工業　株式会社

41 京都 社会福祉法人　丹後大宮福祉会
おおみや苑 くるみん

「就職先発見！大学生等就職面接会（11月25日）」参加事業所一覧


