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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１００社集結！』 

 

中堅・中小企業と学生等の出会いの場として、来春大学等を卒業予定の学生等を対象とした広域での就職

面接会を滋賀・京都・奈良労働局が合同開催します。本面接会には、厚生労働省認定の「ユースエール認定

企業」も参加しており、１００社の人事担当者が学生等と面接するなど、インターネットや求人票などの媒体では

伝えきれない各企業の魅力を発信します。 
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就職先発見！大学生等就職面接会 
 
○日時 令和元年10月４日（金）13：00～16：30（受付 12：00～16：00） 
 
 

○場所 京都経済センター 京都産業会館ホール 

(〒600-8565 京都市下京区四条通室町東入ル（阪急烏丸駅・京都市営地下鉄四条駅降車すぐ）) 

 

 
○内容  令和２年３月卒業予定の大学・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年以内の方を対象とした就職面接会を開催します。 
参加企業数は、滋賀県・京都府・奈良県内の 100社、参加学生数は 300名を見込ん 

でいます。 
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１ 就職面接会の開催趣旨 

近年、大学生等の就職環境は大きく改善しており、特に中小企業からは、学生等の大企業志向とあいまって、

必要な人材確保が難しくなっているとの声が多く聞かれます。 

一方で、今春においても多くの学生が就職先を見つけられないまま卒業しており、就職後 3 年以内に早期離

職する若者も、大学等卒業者で 3割近くに上ります。 

このような状況をふまえ、年度後半における大学等卒業予定者の就職活動及び「ユースエール認定企業」をは

じめとする中小企業の採用活動を支援する重点的な取り組みの一環として、府県を跨いで通勤・通学する方が相

互に多い滋賀県・京都府・奈良県の各労働局が連携して標記面接会を合同開催します。 

 

２ 同時開設の各種相談コーナー 

就職面接会のほか、当日は次のコーナーを設置します。 

①  新卒応援ハローワーク職業相談コーナー 

滋賀・京都・奈良・和歌山の各新卒応援ハローワークのコーナーを設置し、学生等からの就職に関するあら

ゆる相談や履歴書やエントリーシートの添削を実施します。 

②  各府県によるＵＩＪターン相談コーナー 

滋賀・京都・奈良の各府県のUIJターンに関するコーナーを設置し、滋賀・京都・奈良への就職について相

談することができます。 

③  労働基準法及び労働基準監督官コーナー 

     ブラックバイト等にかかる労働基準法に関した相談に応じることができます。また「労働基準監督官」の仕事

内容や採用試験などについても紹介します。労働基準監督官は、働く人の労働条件や安全・健康の確保等を

図ることを任務とする厚生労働省の専門職員です。 

 

 





事業所名 業種 所在地

株式会社洛北義肢 製造 京都府

ホッコー株式会社 京都支店 製造 京都府

東邦電気産業株式会社 建設・建築 京都府

株式会社京都イエローハット 小売 京都府

株式会社木下製作所 製造 京都府

スター株式会社 サービス業（接客業 / 調理業） 京都府

影近設備工業株式会社 建設・建築 京都府

株式会社リハビテック 医療・福祉 京都府

株式会社池下設計 京都支店 建築設計業 京都府

日本管工業株式会社 建設・建築 京都府

安田株式会社 卸売 京都府

佐川印刷株式会社 印刷 京都府

京都鰹節株式会社 製造 京都府

株式会社スズキ自販京都 小売 京都府

ＫＳＲ株式会社 情報・通信 京都府

トスレック株式会社 製造 京都府

株式会社昭和電業社 卸売 京都府

株式会社特殊高所技術 その他 京都府

京都青果合同株式会社 卸売 京都府

株式会社watowa 小売 京都府

テック・ワーク株式会社 製造 京都府

エムケイ石油株式会社 小売 京都府

エムケイ株式会社 サービス 京都府

テラメックス株式会社 製造 京都府

株式会社千代田セールズ社 製造 京都府

社会福祉法人浩照会 医療・福祉 京都府

株式会社大安 製造 京都府

協和化成株式会社 製造 京都府

京都ＥＩＣ株式会社 製造 京都府

社会福祉法人悠仁福祉会 医療・福祉 京都府

社会福祉法人青谷学園（障害者支援施設ＤＯ） 医療・福祉 京都府

社会福祉法人三福福祉会 医療・福祉 京都府
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事業所名 業種 所在地

株式会社ダスキン山城 サービス 京都府

株式会社さとう 小売 京都府

ニンバリ株式会社 製造 京都府

国産部品工業株式会社 製造 京都府

株式会社クリエイティア 製造 京都府

株式会社福岡ゼミナール 教育・学習・出版関連 京都府

社会福祉法人大樹会 医療・福祉 京都府

株式会社日進製作所 製造 京都府

ＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ株式会社(京都丹後鉄道） 運輸・運送 京都府

株式会社和気 滋賀工場 製造 滋賀県

株式会社奥田工務店 建設・建築 滋賀県

夏原工業株式会社 製造 滋賀県

株式会社辻正 建設・建築 滋賀県

エルナープリンテッドサーキット株式会社 製造 滋賀県

アーステック株式会社 測量業、土木設計コンサルタント業 滋賀県

株式会社ホーマーコーポレーション 製造 滋賀県

株式会社桑原組 建設・建築 滋賀県

株式会社びわこホーム 建設・建築 滋賀県

社会福祉法人ひかり福祉会 医療・福祉 滋賀県

葵機械工業株式会社 製造 滋賀県

椿本メイフラン株式会社 製造 滋賀県

株式会社伊藤組 建設・建築 滋賀県

株式会社髙田熔工所 製造 滋賀県

株式会社大正堂 医薬品卸売業 滋賀県

株式会社橋本建設 建設・建築 滋賀県

株式会社ホテルアルファーワン大津 サービス 滋賀県

株式会社センチュリー サービス 滋賀県

株式会社笹川組 建設・建築 滋賀県

納谷塗装工業株式会社 製造（各種金属及び樹脂製品の焼付塗装） 滋賀県

サイチ工業株式会社 製造 滋賀県

國松会計事務所 その他 滋賀県

郷インテックス株式会社 製造 滋賀県

滋賀県商工会連合会 その他 滋賀県

滋賀テレコム株式会社 情報・通信 滋賀県

社会福祉法人瑠璃光会 医療・福祉 滋賀県



事業所名 業種 所在地

株式会社目片鉄工所 金属製品製造業 滋賀県

株式会社アイ・バード 宅配業 滋賀県

近江道路土木株式会社 建設・建築 滋賀県

旭化成住工株式会社 製造 滋賀県

株式会社MSTコーポレーション 製造 奈良県

株式会社アイワ 住宅設備（建設・建築） 奈良県

株式会社文政 サービス 奈良県

永大化工株式会社 製造 奈良県

葛城工業株式会社 製造 奈良県

キステム株式会社 情報・通信 奈良県

株式会社北岡本店 製造 奈良県

株式会社ササイナカムラ その他 奈良県

三和工機株式会社 製造業 奈良県

株式会社ジェオグラフィー 小売 奈良県

株式会社ヒラノK&E 製造 奈良県

株式会社積水化成品天理 製造 奈良県

ダイシン化工株式会社 製造 奈良県

ダイヤコスモ株式会社 小売 奈良県

株式会社ダンデライオン 小売 奈良県

株式会社寺田ポンプ製作所 製造 奈良県

社会福祉法人信和会 医療・福祉 奈良県

東洋精密工業株式会社 製造 奈良県

東洋シール工業株式会社 製造 奈良県

日産プリンス奈良販売株式会社 小売、自動車整備 奈良県

株式会社ハンナ 運輸・運送 奈良県

ビッグテクノス株式会社 製造 奈良県

福井水道工業株式会社 建設・建築 奈良県

社会福祉法人ならやま会 医療・福祉 奈良県

市民生活協同組合ならコープ 小売業 奈良県

社会福祉法人協同福祉会あすなら苑 医療・福祉 奈良県

ホンダ奈良自販株式会社 小売 奈良県

株式会社丸産業 卸売 奈良県

株式会社みやまえ 製造 奈良県

株式会社山食 製造 奈良県

（順不同）


