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経営理念

私たちは人と自然とのかかわり
を大切にし、食を守り、地域に
愛されるJAグリーン近江をめざ
します。

１.地域を大切にし、発展的未
来を共に創造する。
２.人々の「幸福」かつ「安定」
した生活設計に寄与する。
３.常に積極的で、最良のサー
ビスを提供する。
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No.077

No.078

グリーン近江農業協同組合

滋賀中央信用金庫

所在地：滋賀県東近江市八日市町1-17
TEL：0748-25-5100
HP：http://www.jagreenohmi.jas.or.jp/

所在地：滋賀県彦根市中央町５番９号
TEL：0749-22-7723
HP：http://www.shigachushin.jp

地域に愛されるＪＡグリーン近江を目指しています
　平成6年10月1日に９JAが合併し、県下最大規模を誇る大型合
併JAとして発足いたしました。合併から20年余り、刻々と変化
し、厳しさを増す環境の中、組合員・地域社会と共に成長してき
ました。今後もより一層地域に愛される存在となれるよう努力し
ていくとともに、『農家組合員の所得増大』『農業生産の拡大』『地
域の活性化』を実現するべく活動してまいります。

働き方等、次の時代に向けた議論を行っています
○毎週水曜日をノー残業デーとし、18時になったらパソコン
　を自動切断するなど、早く帰る体制づくりをしております。
○管理者が配下職員の労働時間の把握を徹底することで、残業時　
　間を削減できるように努力しております。
○支店長・室部長といった幹部職員により、働き方改革など次の
　時代のJAの方向性が議論されております。

長期経営計画「しがちゅうしん５か年計画」
　昨年度より、将来を見据えたビジネスモデル構築のため、長期
経営計画として「-まっすぐ未来-しがちゅうしん５か年計画」を
策定、融資に軸足を置いた金融仲介機能の発揮と取引先企業の課
題解決に積極的に取組むと共に地域の活性化に向き合い、内部管
理態勢の充実・強化、役職員のコンプライアンス意識の向上に努
め、地域の皆様に親しまれ、信頼される金庫を目指しております。

「働き方改革」の実現に向けて
　当金庫では、「ワークライフバランスの取組」、「イクボス宣言」、

「メンタルヘルス・ケア」等に取組んでいる。経営者や管理者が
率先して仕事と私生活のバランスを取り、職場の部下やスタッフ
の仕事と私生活の調和を応援するように努めています。

代表者 ：三井久雄
資本金：443,000万円
従業員：539名

（男性295名・女性244名）
設立：1994年

代表者 ：沼尾護
資本金：12億7000万円
従業員：377名

（男性246名・女性131名）
設立：1914年

売上金：1,558,000万円
１年目支給額（年収）：252万円
休日休暇：土日祝
勤務時間：8：30～17：00

売上金：13億5,500万円
１年目支給額（年収）：250万円前後
休日休暇：完全週休２日制（土・日・祝）
勤務時間：8：15～17：00

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

くるみん認定

●女性活躍推進法の行動計画
●彦根市家庭教育協力企業協定証

滋賀県女性活躍推進
企業認証制度

滋賀県イクボス
宣言企業

理事長 沼尾護

経営役員会 会長 三井久雄男性36名 女性38名

平均20～25名程度（男女比６：４）
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《基本理念》　地域金融の担い
手として与えられた社会的使命
と役割に誇りを持ち、地域と地
域の人 と々の共感と信頼を大切
に健全経営のもと活力ある長浜
信用金庫を目指す。

「Happy　Triangle」
ハッピートライアングル

（三方よし）
Synergy　笑顔で幸せな人生
Passion　感動で輝く人生
Share　　愛で平和な世界
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No.079

No.080

長浜信用金庫

株式会社エフアイ

所在地：滋賀県長浜市元浜町３番３号
TEL：0749-63-3321
HP：http://www.nagashin.co.jp

所在地：滋賀県栗東市安養寺6-1-44エフアイビル2階
TEL：077-551-2531
HP：https://www.efuai.co.jp/

『滋賀・湖北をもっと元気にしたい』
　「長浜市をはじめとする滋賀県湖北地域の発展に貢献したい」
その思いから、長浜信用金庫は1923年（大正12年）の創業以来
95年以上にわたり、地域金融機関として付加価値の高い金融サー
ビスを提供し続けてきました。私たちが事業活動において最も大
切にしているのは、お客様との信頼関係。つまり当金庫の仕事は、
常に人を思い、幸福を創造していくサービス業といっても過言で
はありません。

当金庫の「働き方改革」への取組み
　当金庫は、平成28年７月に滋賀県と「産業振興等に関する協定書」
を締結。これに伴い、同年12月に「イクボス宣言」を行い「イクボ
ス宣言企業」に登録。平成29年３月には「滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業」にも登録しております。また、平成30年４月に

「半日有給休暇制度」を導入し、有給休暇の取得推進を図っています。

従業員満足／成長実感が高いのが自慢☆
　女性専用30分健康体操教室「カーブス」：筋トレを通じて「健
幸」な人を増やす仕事だから、そこにはたくさんの感動がありま
す。お客様が「豊かで幸せな人生」を送られている事を知った時、
また「ありがとう」という言葉をいただいた時に「この仕事をやっ
てて良かった」という貢献感・充実感が深まります。知識や経験
は問いません。人の喜ぶ顔を見るのが好き、健康の大切さを広め
たいと思う方にぴったりの仕事です。

スタッフそれぞれに合った働き方を一緒に考えます
　結婚、妊娠・出産、育児、介護…女性には仕事を続けて行きにくくな
るタイミングってありますよね。そんな時に仕事を辞めずに続ける方法
をスタッフと一緒に考えます。一旦途切れたキャリアを元に戻す事は出
来ません。長い目で自分の人生を見た時に、どんな選択肢があるのか、
どの選択がベストなのか…アドバイスをくれる先輩はたくさんいます！

代表者 ：田邊功
資本金：783百万円
従業員：209名

（男性142名・女性67名）
設立：1923年

代表者 ：北野裕子
資本金：1,000万円
従業員：32名

（男性2名・女性30名）
設立：1992年

売上金：-
１年目支給額（年収）：243～266万円
休日休暇：土日祝
勤務時間：8：30～17：00

売上金：2億8,000万円
１年目支給額（年収）：240万円
休日休暇：年間107日
勤務時間：9：00～18：00

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●「滋賀でいちばん大切にしたい会社2017、2018」二年連続認定

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県女性活躍推進
企業認証制度

滋賀県イクボス
宣言企業

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県イクボス
宣言企業

滋賀県女性活躍推進
企業認証制度

理事長 田邊功

代表取締役社長 北野裕子

男性22名 女性15名

12名
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１. 私たちは、まずお客様あっての企業であるこ
とを常に考え行動します。２.私たちは、常に学
び成長して、真心のこもったサービスと、より良
質の機械や製品、品質を提供します。３. 私た
ちは、環境や労働条件が改善され、社員が幸せ、
ゆとり、豊かさを味わえる会社を作ります。

｢育てます。湖国の優良ドライバー」が合言葉です。
①常に時代を先取りした指導に心がけています。②
お客様の立場に立った予約･コースプランでお待ち
しています。③相性のよいインストラクターが選べ
ます。④親切で好感の持てる対応が心情です。⑤
快適な教習環境でライセンスに挑戦できます。
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No.081

No.082

滋賀建機株式会社

滋賀県自動車協同組合

所在地：滋賀県愛知郡愛荘町中宿160-1
TEL：0749-42-8668
HP：https://www.sk-grp.co.jp/

所在地：滋賀県大津市梅林1-3-10　滋賀ビル9F
TEL：077-522-5344

建設機械等のレンタル・販売・修理、イベント事業、太陽光発電事業
　建設機械等のレンタル・販売・修理等において滋賀県ではトッ
プシェアです。県下の８営業所と本店サービス工場にてサポート
体制を整え、各種現場の建設機械ニーズに迅速かつ細かく対応し
ています。他に太陽光発電事業とプロバスケットＢリーグや各種
イベントの会場設営、映画撮影の支援を行うイベント事業を行っ
ています。グループ会社５社を有しオフィスから足場・仮設ハウ
ス、備品などのレンタルも行っています。ゴルフ練習場も経営し、
遠方ですが長野県戸狩温泉スキー場も弊社が経営しております。 

社内行事や福利厚生なども充実、明るい職場です
　４つの行動指針 ｢誠意・創意・熱意・謝意｣ ･･･のもと、全従
業員がお客様第一主義を掲げ、一つの目的に向かって進んでいま
す。個々の能力が発揮出来、自由闊達な社風です。社内行事や福
利厚生なども充実しており、社員は皆明るく働いています。

自動車教習所を４所運営する滋賀交通グループ企業
　自動車教習所は、｢地域の交通安全推進センター｣ として事故
なく運転できる人を育成する仕事を担っており、大津教習所(大津
市神宮町)、石部教習所(湖南市石部口)、野洲教習所(野洲市野洲)、
甲賀教習所(甲賀市水口町)の４所を経営しています。毎年、数多
くの方が当自動車教習所を卒業して運転免許証を取得され、厳し
い交通社会の中で安全運転に努めておられます。

従業員が働きやすい職場であることを目指してます
　計画年休制度のほか、介護休業制度、育児休業制度も充実して
います。女性従業員はもちろん、複数の男性従業員も育児休業取
得実績があります。働きやすい職場、地域に密着した職業として
地域社会から交通事故がなくなることを目標に「教習指導員」と
いう遣り甲斐のある仕事を選べる人を求めています。

代表者 ：蔭山明夫
資本金：7,500万円
従業員：121名

（男性99名・女性22名）
設立：1971年

代表者 ：雲修一郎
資本金：29,600万円
従業員：90名

（男性56名・女性12名・パート22名）
設立：1957年

売上金：42億円
１年目支給額（年収）：250～300万円
休日休暇：年間105日
勤務時間：8：00～17：00

売上金：60,000万円
１年目支給額（年収）：330万円
休日休暇：年間105日
勤務時間：9：00～18：00

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

代表取締役社長 蔭山明夫

理事長 雲修一郎

男性18名 女性10名

男性２名 女性２名
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小型船舶を操縦される方に、
そのための必要な知識及び能
力を真に取得していただくこと。
マリンレジャーを楽しんでいた
だけるよう様々な情報発信、安
全思想の普及を目指します。

スポーツを通じて地域に夢中に
なれる場所を創造する
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No.083

No.084

株式会社滋賀ボート免許センター

株式会社滋賀レイクスターズ

所在地：滋賀県大津市雄琴4-1-5
TEL：077-578-6757
HP：https://www.shigaboat.com

所在地：滋賀県大津市におの浜4-7-5
TEL：077-527-6419
HP：https://www.lakestars.net/

国土交通省登録の小型船舶教習所です。
　モーターボートや水上バイクの操縦に必要な小型船舶免許を取得するための教
習所です。小型船舶免許は、国家資格で、国家試験を受験して取得するのですが、
平成16年からの法改正で、国家試験に代わる役割を果たす国土交通省登録教習所
が民間にも認められるようになりました。当社は、その登録教習所として近畿運
輸局で第１号の登録を平成19年から受けています。琵琶湖で教習を行ってる小型
船舶教習所となりますが、業務としては、教員としての業務のみならず、小型船
舶免許の申請に関する事務や接客、電話等による受付等の業務などがあります。

心に余裕のもてる仕事環境を。
　当社はサービス業であり、土日祝日は出勤となります。ハイシーズンの夏季は多忙で、休日も
週１日を取るのがやっとという状況でした。また、教習業務や、免許申請の業務は、専門性が高く、
少人数の当社では代われる者がなく、社員ひとりにかかる負担が大きくなっていました。そのた
め、それぞれがお互いの業務補完を行えるような体制づくりに努め、交代制でハイシーズン中で
も週休２日、閑散期の冬期には大型休暇取得と、心に余裕がもてる職場づくりに努めています。

スポーツ振興を通じて地域を元気に！
　滋賀県唯一のプロスポーツクラブであり、スポーツを通じて地
域に夢中になれる場所を提供するべく活動しています。
　スポーツを通じた社会課題の解決にも力を入れており、単なる
スポーツ振興に留まらない地域社会の活性化をもたらします。
　チケット販売からスポンサー営業、スクール運営など、BtoBか
らBtoCまで幅広い業務に携わることができます。

多様な働き方の推奨と労働生産性の向上を目指す
　正社員のみならず、アルバイト、パートの雇用枠を増やすこと
により、それぞれの都合の良い形で業務に取り組むことが可能と
なっています。
　また、人事評価制度を軸とした業務整理と労働生産性の向上に
より、スタッフの負担を減らしながらも業績向上に向けてチャレ
ンジする企業風土が醸成されています。

代表者 ：櫻井謙一
資本金：300万円
従業員：10名

（男性８名・女性２名）
設立：1990年

代表者 ：西村大介
資本金：1億円
従業員：20名

（男性15名・女性5名）
設立：2007年

売上金：7,500万円
１年目支給額（年収）：250～300万円
休日休暇：週休２日火曜と不定休
勤務時間：9：00～18：00

売上金：5億円
１年目支給額（年収）：240～400万円
休日休暇：土日祝
勤務時間：9：00～18：00

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●国土交通省登録小型船舶教習所　近小教第１号

代表取締役 櫻井謙一

代表取締役 西村大介

４名

男性９名 女性４名
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お客様に満足や幸せを提供す
るフードサービスビジネスを営
み、地域社会に貢献するととも
に、働く仲間の物心両面の幸
福を追求する。

社会に必要とされる
企業活動を行う
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No.085

No.086

株式会社ファイブスター

有限会社松研社

所在地：滋賀県彦根市松原町1880番5
TEL：0749-22-1307
HP：https://www.f-star.co.jp

所在地：滋賀県東近江市五個荘石塚町18-1
TEL：0748-48-8048
HP：http://www.shouken-group.com

株式会社ファイブスターはこんな企業です。
◆私たちファイブスターは創業35年、平和堂グループの一員とし
て、関西・北陸の1府6県に「ココス」「海座」「伝五郎」を合計
94店舗を展開しています。◆私たちの特徴的な社風は、今日入社
したアルバイトさんから社長まで、全員「さん付け」で呼びます。
同じ働く仲間の中で見えない壁を作りたくないからです。お互い
が相手を尊重しあい、人間関係が良好なところが自慢です。 

外食なのに休める！
　私たちは2013年より働き方改革を進めてまいりました。まず
店舗の営業時間短縮を決断・実行し、残業時間を減らして休みや
すい環境を整えました。また、地区長中心に地区内の応援を活発
に行い、全員が計画的に休日取得できるよう取組んでいます。　
まだ取組み途中ですが月８回休みが取れる状態になりました。
2019年は更に働き方改革を推進します!

飲食店、仕出しお届け料理、食品製造業
　海の無い滋賀に新鮮な海鮮料理をお届けしたいとの思いで、昭
和61年に創業しました。松研の前身である活魚問屋を経て、現在
飲食店舗、宅配、食品製造の３つの事業を展開しています。企業
理念に謳っております、飲食を通じて社会に必要とされる企業活
動を行います。

脱・属人化！仕組みと組織での経営を目指しています
　個人の力量（属人化）により左右される作業工程を見直し、仕
組みと組織で営業することにより、勘と経験のみに頼る事無く、
数値化・マニュアル化し、安定した商品を提供することを目指し、
あらゆる側面からの働き方改革に、現在取り組んでいます。

代表者 ：西川好人
資本金：１億円
従業員：238名

（男性184名・女性54名）
設立：1984年

代表者 ：松原正和
資本金：4,900万円
従業員：90名

（男性30名・女性60名）
設立：1986年

男性11名 女性10名

男性３名 女性９名

売上金：111億1,180万円
１年目支給額（年収）：306万円（大卒）
休日休暇：年間117日
勤務時間：シフト制

売上金：３億5,000万円
１年目支給額（年収）：186万円（新卒高卒）
休日休暇：年間105日
勤務時間：１日８時間

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年
代表取締役 松原正和

代表取締役社長 西川好人

78



経営理念
社員こそが当社のビジネスの
根幹を成すものであり、社員な
くして事業は成立しないと考え
ます。だからこそ、技術だけで
なく人間力も養う研修制度を整
えています。

サ
ー
ビ
ス
・
飲
食
業

医
療
・
社
会
福
祉

No.087

No.088

株式会社ユニテツク滋賀事業所
所在地：滋賀県東近江市八日市上之町9-5
TEL：0748-20-1788
HP：http://www.unitec-co.co.jp/

生涯設計エンジニアとして活躍できる会社です！
●設立以来30年間連続で黒字経営を続けている設計専門企業です。
●自動搬送システムやエレベーター、生産設備、建築部材などの
設計や電気設計、ソフト開発(制御プログラム等)など幅広くおこ
なっており、様々な設計経験を積むことができます。
●生涯技術者であり続けるために「生涯スキルアップ支援制度」
や「通信教育」、「資格取得支援」を用意しております。

年間休日UP！、平均残業時間DOWN！
　年間休日を118日(平成29年度)から120日（平成30年度）に変
更しました。また、業務の見直しや効率化、社員のスキルアップ
により、年間平均残業時間も34.7時間/月から30.9時間/月に削
減されました。

代表者 ：古堅宗信
資本金：1,500万円
従業員：246名

（男性197名・女性49名）
設立：1988年

男性16名 女性１名

売上金：14億4,900万円
１年目支給額（年収）：380万円（大卒）
休日休暇：年間120日
勤務時間：8：30～17：30

会社データ

採用状況 過去3年
代表取締役 古堅宗信

経営理念
当法人の基本理念は、「人にし
てもらいたいと思うことを人にも
しなさい」。職員一人ひとりが
法人、地域社会にいかに貢献
できるかを考え、実践すること
を意味しています。

社会福祉法人近江ちいろば会
所在地：滋賀県湖南市菩提寺327-4
TEL：0748-74-3900
HP：http://chiiroba.jp

多様なサービスで地域包括ケアを実践しています!
　当法人は、自立支援、在宅介護、認知症ケアをコアとして、地
域社会との交流・共生を大切にしながら湖南市、甲賀市でケアハ
ウス、デイサービスセンター、グループホーム、小規模多機能居
宅介護事業所、居宅介護支援センター、ホームヘルパーステーショ
ン、訪問看護ステーションなど19の介護事業を行っています。コ
ンセプトは「街なか、小規模で、ぬくもりある事業」。

ライフワークに応じた働き方を提供しています。
　当法人では職員それぞれのライフワークに応じた働き方を推奨
しています。2017年度では産休・育休の取得率100%。さらに
時短制度を活用し、全員が復職。また、ワークライフバランスの
推進、職場環境や働きやすい労働条件の整備、人材育成に積極的
に取り組んでいる事業者として、滋賀県より「しが介護職員定着
等推進事業者」として登録頂きました。

代表者 ：森口茂
資本金：-
従業員：182名

（男性32名・女性150名）
設立：1994年

売上金：6億9,200万円
１年目支給額（年収）：280～338万円
休日休暇：年間109日
勤務時間：8：30～17：30
またはシフト制８時間勤務

会社データ

採用状況 過去3年
理事長 森口茂男性１名 女性３名（新卒）
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経営理念

経営理念

つくろう　もうひとつの我が家
利用者の尊厳を保持し、自律
した生活を支援します。
地域に貢献し、地域から信頼さ
れる法人を目指します。

◆『その人らしい生活を大切に
した寄り添うケアの実現』を理
念とし、利用者やその家族等が、

「安心・楽しみ・幸せ」を感
じられるような支援を実践して
います。

医
療
・
社
会
福
祉

医
療
・
社
会
福
祉

No.089

No.090

社会福祉法人大石福祉会

社会福祉法人近江和順会

所在地：滋賀県大津市大石中1-5-14
TEL：077-536-3111
HP：http://www.liverpool.or.jp

所在地：滋賀県湖南市針1325
TEL：0748-72-4705
HP：http://www.ohmiwajunkai.or.jp/

つくろう　もうひとつの我が家
　私たち大石福祉会の母体は、大津市大石で地域医療に取り組ん
できた医療法人。社会福祉法人として平成16年7月に創立し、特
養を中心にショートステイ、デイサービスを運営しています。『つ
くろう もうひとつの我が家』を合言葉に、我が家と同じように、
自分らしく生活していただくことを目標に、自分が入りたい、自
分の親を入居させたいと思える施設作りを目指しております。

働き方改革！介護職の負担軽減をサポート！
　大石福祉会では介護職以外にも入浴専属のパートやお洗濯、
シーツ交換、お食事の準備や洗い物などの生活補助としてまかな
い業務のパートとして勤務して頂いています。フルタイムとパー
トの職員がバランスよく働くことにより、フルタイムで働く職員
の負担軽減と高齢者の方の生活向上にも役立っています。

湖南・甲賀を拠点に高齢者・障がい者を支援☆彡
　◆旧甲西町で初めて開設した特別養護老人ホームである美松苑
を法人本部とし、地域福祉の拠点として歴史と地域を大切にした
事業展開を行っています。◆働きながら学び・成長できる法人で
す。専門職としてのスキルや知識の習得はもちろん、介護福祉士
や介護支援専門員の資格取得の支援も行っています。◆無資格・
未経験でも、安心して働ける育成制度も取り入れています。

働きやすい職場環境を実現するために(^_-)-☆
　◆WLB実現の一環として、業務を切り分け専門職化することで、
職種ごとの業務の軽減を図っています。◆多様な働き方ができる
ように「正規・多様正規・パートタイム」という3つの雇用形態
があります。◆子育て世代やシングル家庭が働きやすい職場環境
を目指し、一定条件のもと、子連れ出勤を認めるなど、安心して
働ける環境作りを行っています。

代表者 ：中山厚彦
資本金：-
従業員：63名

（男性22名・女性41名）
設立：2004年

代表者 ：生田邦夫
資本金：-
従業員：269名

（男性96名・女性 173名）
設立：1991年

売上金：4億4,028万円 
１年目支給額（年収）：271万円
休日休暇：年間107日
勤務時間：シフト制８時間勤務

売上金：14億6,840万円
１年目支給額（年収）：280～320万円
休日休暇：年間113日
勤務時間：1日7.5時間シフト制

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

●健康アクション宣言登録事業所

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

施設長 堤英幸

理事長 生田邦夫

男性７名 女性10名

男性24名 女性69名
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経営理念
ご利用の人権尊重を第一に自
律した暮らしを送れる施設をつ
くるため、職員は熱意を持っ
て自己啓発・相互研鑽に励み、
また地域のニーズに応える法
人運営を行います。

医
療
・
社
会
福
祉

医
療
・
社
会
福
祉

No.091

No.092

社会福祉法人甲賀会
所在地：滋賀県甲賀市甲賀町大原中904
TEL：0748-88-5723
HP：http://www.kougakai.org/

互いに扶けあう福祉を目指して
　「老いを愉しみ　共に扶けあい」　老いることを悲観するのでは
なく、皆と共に扶けあっていけるコミュニティーの場をつくりた
い。この思いで、平成30年に新築リニューアルした特別養護老人
ホーム甲賀荘を中心にデイサービスや小規模多機能型居宅介護事
業、居宅介護支援事業など、地域に根ざした高齢者福祉サービス
を展開しています。

みんなの笑顔を描きたい
　ご利用者の思いを叶え、職員の満足度も高める。そのためにも
介護職員の働き方はとても大事だと考えています。ご利用者にも
職員にも大きなメリットになる話題の介護機器「眠りＳＣＡＮ」
の導入などハード面のサポートを充実させたり、介護職員の日々
の業務をサポートする介助員制度を取り入れたりと、皆が笑顔に
なれる取り組みを続けています。

代表者 ：中村三郎
資本金：-
従業員：71名

（男性18名・女性53名）
設立：1980年

売上金：3億1,021万円
１年目支給額（年収）：275万円
休日休暇：年間110日
勤務時間：1日8時間シフト制

会社データ

採用状況 過去3年

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県女性活躍推進
企業認証制度

理事長 中村三郎男性５名 女性４名

採用状況 過去3年

経営理念
地域の皆様の
安心・信頼・満足を
得られるよう努力します。

医療法人社団仁生会甲南病院
所在地：滋賀県甲賀市甲南町葛木958
TEL：0748-86-3131
HP：http://www.kohnan-shiga.or.jp

ルーツは明治20年開設の県立大津病院深川市場出張所です。
　当院は、昭和39年の開院以来、地域に根ざした医療を実践して
参りました。現在、地域包括ケア病床20床を含む急性期病床100
床、医療療養型病床99床、人工透析センター、健診センター、訪
問リハビリテーション事業所、在宅医療支援センターこうなん・
訪問看護ステーションこうなん・居宅介護支援事業所を運営して
おります。質の高い医療を提供できるよう努力して参ります。

くるみんマークを取得しました。女性が働きやすい職場です。
　当院の女性管理職の割合は75％です。出産や育児でキャリアが
中断しないように応援しています。０～６歳までの子供さんを24
時間対応の院内保育所に預けていただくことができます。また有
給休暇は１時間単位で取得可能、誕生月には３日間の休暇があり
ます。毎週土曜日はノー残業デイです。

代表者 ：古倉みのり
資本金：1,000万円
従業員：328名

（男性68名・女性260名）
設立：1964年

男性12名 女性28名

売上金：-
１年目支給額（年収）：-
休日休暇：107～113日
勤務時間：8:30～17:00その他シフト制

会社データ

くるみん認定

理事長・院長 古倉みのり

●日本医療機能評価機構認定病院

81



採用状況 過去3年

経営理念

経営理念

福祉という枠組を砕いて、街の
中へ溶け込もうとしています。
福祉が進めば進むほど街が豊
かになり皆が暮らしやすくなる
…そんな障がい福祉を目指し
ています。

障害がある人の想いに寄り添
いながら、自己実現に向けて
の支援を行うとともに、ニーズ
に応じた事業を展開し、地域
の社会資源の一つとして重要
な役割を果たします。

医
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・
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祉

医
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祉

No.093

No.094

社会福祉法人滋賀県障害児協会

社会福祉法人湖南会

所在地：滋賀県守山市守山町168番地1
TEL：077-514-1685
HP：http:/www.open-mind.jp

所在地：滋賀県守山市洲本町字井関52
TEL：077-585-8850
HP：http://konankai.or.jp/

地域の皆さんと共に歩む開かれた施設です。
　私たちの施設へのボランティアさんが、平成28年度には年間
2,000人を突破。このことは、地域の皆さんが毎日のように施設
を訪れておられるということを意味しています。平成31年春に開
所する施設へも多くの皆さんにお越しいただけるよう願っていま
す。また地域への貢献を進めるコーディネーターを配置し、地域
の活性化や街づくりのための活動を応援する体制を整えています。

楽しく、気持ちよく働ける職場創りを進めています。
　「働き方改革」この言葉が独り歩きしている感もありますが、
当法人で働く職員には、各々の家庭があり環境も様々です。相互
に理解し受け入れることが大切だと考えています。様々な制度・
規程の改正は当然のこととして、全ての職員が、楽しく、気持ち
よく働ける環境づくりを、皆で考え創り上げていくことが働き方
改革に繋がると考えています。

ひろがれ笑顔　輝けいのち
　私たちは、守山市・野洲市で、知的障害のある人を主な対象と
した障害福祉サービス事業を運営しています。私たちの仕事は、
障害のある人がいきいきとその人らしい生活を送り、その人が持
つ力を発揮できるように支援することです。今春には、知的障害
のある人の暮らしや活動の拠点となる施設を開設します！利用者
さんの笑顔を作るお手伝いをしませんか？

プライベートを充実させる働き方が、秘訣です！
　私たちの仕事は、１日８時間の変則交代勤務なので、長時間勤
務の心配はありません。また、年間公休数も120日以上あるので、
同僚や友達と遊びに行くなどプライベートを充実させたり、結婚
や子育てをしながら家庭と両立させて働くこともできます。さら
に、非正規だった職員が、仕事のやりがいに気付き、正規登用さ
れることも多くなっています。

代表者 ：乗光秀明
資本金：-
従業員：181名

（男性44名・女性137名）
設立：1996年

代表者 ：竹脇義成
資本金：-
従業員：131名

（男性43名・女性88名）
設立：1993年

男性4名 女性17名

男性10名 女性11名

売上金：76,391万円
１年目支給額（年収）：288万円
休日休暇：年間120日
勤務時間：シフト制

売上金：5億5,951万円
１年目支給額（年収）：302万円
休日休暇：年間120日
勤務時間：8:30～17:30等の変則シフト制

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

理事長 乗光秀明

理事長 竹脇義成
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経営理念
Aging in Place
－住み慣れた地域で
自分らしく老いることができる　
社会の実現をめざして－
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No.095

No.096

鈴木ヘルスケアサービス株式会社
所在地：滋賀県彦根市後三条町350-3
TEL：0749-24-0656
HP：www.suzukihealthcare.co.jp

高齢者介護サービス
　彦根市を中心に甲良町・多賀町において、居宅介護支援事業所
を３箇所、デイサービス（認知症対応型含む）を４箇所、グルー
プホーム１箇所、訪問介護（介護タクシーを含む）１箇所を運営
しており、地域支援事業として３市町より委託運営、また彦根市
地域包括支援センター２箇所を委託運営しております。

より良いケアと働きやすい職場を追求して
　スタッフの職場環境改善に常に取り組んでおり、「ワーク・ラ
イフ・バランス推進企業」に登録いただいているように、年間休
日数が125日であり、年に3回の5連休等の働きやすさがあります。
　女性職員も多数在籍する職場であるため、子育て支援制度を充
実して産休・育休の取得率が100％で、復職時の短時間労働や、
時間有休制度を導入しています。

代表者 ：鈴木則成
資本金：1,000万円
従業員：91名

（男性14名・女性77名）
設立：1999年

男性6名 女性37名

売上金：30,000万円
１年目支給額（年収）：-
休日休暇：年間125日
勤務時間：-

会社データ

採用状況 過去3年

●若者応援宣言企業登録

くるみん認定滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県女性活躍推進
企業認証制度

代表取締役 鈴木則成

経営理念
せせらぎ苑には、地域住民から大きな役割と期待が
よせられています。そこに働く私たちは、関係法令を
遵守するだけにとどまらず、利用者に対しノーマライ
ゼーションと人権尊重の理念に基づき、専門的サー
ビスを提供する義務があり、地域住民の信頼を得る
ために、公平・公正なサービスの実現に努めます。

社会福祉法人甲南会特別養護老人ホームせせらぎ苑
所在地：滋賀県甲賀市甲南町葛木855番地
TEL：0748-86-1020
HP：http://kohnankai.jp

職員・利用者が安心安全で温かい雰囲気のある職場
　せせらぎ苑は、「職員が楽しくなければ、利用者も楽しくない」を
モットーに職員・利用者がお互いに安心・安全、よろこびを感じる
ことができるように暖かい雰囲気ある職場です。 職員の育成面では、
ブラザーシスター制度を取入れ、後輩の悩み相談に先輩がサポート
を行っています。また職員は、内部研修、外部研修に多く参加する
ことで一人一人が成長し、自信に繋がっています。

働きがいのある居心地の良い環境
　職員にとって働きがいのある居心地の良い職場となれるように
キャリアアップに向けた研修の機会の充実、リフレッシュ休暇な
どを取得できるための体制づくりに力を入れています。また、職
員がお互いを信じあえるチームワークと職場づくりのためのコ
ミュニケーション力の向上で職員が長く働き続けられるように取
り組んでいます。

代表者 ：森田則久
資本金：-
従業員：148名

（男性64名・女性84名）
設立：1996年

男性11名 女性10名

売上金：741,258万円
１年目支給額（年収）：290～330万円
休日休暇：年間107日
勤務時間：8：30～17：30

会社データ

採用状況 過去3年

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

苑長 尾崎美登里
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経営理念

経営理念

・ご利用者により幸せなくらしを！
・ご利用者に自立と生きがいを！
・地域とのふれあいを大切にし　
　信頼されるホームに！

社会の福祉に貢献すること、利
用者の「尊厳」と「人権」を
尊重し、良質かつ適切なサー
ビスに努めること、そして、こ
こに働く職員の地位向上を目指
します。

医
療
・
社
会
福
祉

医
療
・
社
会
福
祉

No.097

No.098

社会福祉法人布引会特別養護老人ホーム玉園ハイム

社会福祉法人八起会

所在地：滋賀県東近江市尻無町字山ノ間1170番地の3
TEL：0748-23-6886
HP：http://tama-zono.com/

所在地：滋賀県湖南市丸山四丁目５番１号
TEL：0748-77-0187
HP：http://ｗｗｗ.hachikikai.com

東近江市で最も歴史のある特養です。
　特別養護老人ホームの入所者定員50名と併設ショートステイセ
ンター定員９名の施設です。要介護をお持ちの高齢者の方が毎日
を「生きる」お手伝いをさせていただいています。小さな規模で
すがご利用者本位のサービスを目指し、その方の状態に応じた援
助を心がけています。また、自宅で安心して生活できるお手伝い
をしているケアプランセンターも併設しております。

平均勤続年数は１０年超え。働きやすい職場です。
　年間所定休日が多く、有給消化率も高いので長年勤続する職員
が多いのが特長で、働き方改革は進んでいます。新人からベテラ
ンまで各層バランスよく、アットホームな雰囲気で安心して働け
る職場です。各種研修の参加や、資格取得も施設が積極的に推奨・
援助しています。今後も、「やりがいのある仕事」と「魅力のあ
る職場」を目指していきます。

愛され・選ばれる法人になるために！
　超高齢化社会の日本。私たちがこの地域で担っている役割は
年々大きくなってきています。そんな中、私たちは、「介護は究
極のサービス業である」と捉え、利用者様に気持ちよく利用いた
だける施設であるように努めています。「自分の家族や自分自身
が八起会を利用したいか」ということを常に考え、人それぞれに
違う相手の期待を少しだけこえるサービスを心がけています。

温かいマインドの人材を大切に育て、守っていく。
　働く側もより楽しく！そのために「雇用形態に関わらず役職に
つける新人事制度」「連休も取りやすい有休制度はじめ手当・制
度の充実」「産休育休中スタッフへの復職支援プログラム」など
を導入。介護ビジネスをもっと元気に笑顔にするため、挑戦し続
けます。全職員が性別に関係なく、やりがいを持って働けるため、
子育て中の職員も多数活躍しています。

代表者 ：間嶋孝
資本金：-
従業員：43名

（男性15名・女性28名）
設立：1987年

代表者 ：木村文一
資本金：-
従業員：341名

（男性109名・女性232名）
設立：1996年

男性５名 女性10名

男性20名 女性34名

売上金：２億3,400万円
１年目支給額（年収）：-
休日休暇：年間125日
勤務時間：-

売上金：16億5,038万円
１年目支給額（年収）：313万円
休日休暇：年間115日
勤務時間：1勤務7.5時間

会社データ

会社データ

採用状況 過去3年

採用状況 過去3年

滋賀県ワーク・ライフ・
バランス推進企業

滋賀県女性活躍推進
企業認証制度

滋賀県イクボス
宣言企業

理事長 間嶋孝

理事長 木村文一

●しが介護職員定着等推進事業者
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教
育

教
育

No.099

No.100

経営理念
・私たちは日本最高の民間教育企業を目指します。 ・未来を担う子ども達
のために温もりの伝わる、安心と信頼の進学指導を実践します。 ・より満
足をいただける教育サービスを提供とするために、教務の研究開発と社員
の能力開発を積極的に推進します。 ・相互の理解と信頼を基調とする、明
るい社風を形成し、組織の力を社の発展と社員の幸福実現のために活かし
ます。 ・進んで経営の合理化を図り、つねに適正な利益を確保します。 

株式会社成学社
所在地：滋賀県草津市西大路町５- １AS西大路ビル
TEL：06-6373-1526
HP：https://www.kaisei-group.co.jp/recruit/

日本一の総合教育企業を目指しています。
　「開成教育セミナー」と「個別指導学院フリーステップ」の2つ
のブランドを柱に、小学生から高校生を対象とした進学指導を行っ
ています。近年は学童保育事業、保育園・日本語学校の運営も開
始し、0歳から18歳まで、全ての子どもたちの成長をサポートす
る『総合教育企業』を目指すための礎が出来上がりました。今後
も関西だけでなく首都圏でのさらなる展開も視野に入れています。

業界トップクラスの休日数
　当社の年間休日数は、118日（113日＋指定有給5日間）と業
界トップクラスです。夏季休暇は7日程度、冬季休暇も5日程度
と長期間の休みがあり、オンとオフの切り替えを行っています。
また、各事業所のパソコンの社内システムを一定時刻で自動で
シャットダウンする仕組みも入れており、長時間勤務ができない
体制をつくっています。

代表者 ：永井博
資本金：2億3,510万円
従業員：-    
設立：1987年

男性60名 女性62名

売上金：112億4,364万円
１年目支給額（年収）：280～350万円
休日休暇：日曜＋平日1日
勤務時間：13：00～22：00

会社データ

採用状況 過去3年
学院長 永井博

経営理念
『自ら学び、自ら考え、自ら行
動できる、自立した社会に貢献
できる人財の育成』という経営
理念のもと、生徒とともに社員
もそのお手本となるよう心掛け
ています。

株式会社あぐり進学
所在地：滋賀県大津市馬場２丁目ZEZE駅前キューズビル２階
TEL：077-523-5595
HP：http://www.agri-net.co.jp/

主な仕事は子供たちのサポート。授業はしません。
　学習塾と言えば「授業をする」と連想されがちですが、あぐり
進学の高等部は東進衛星予備校、中学部は中学ネット、小学生は
四谷大塚ネットを運営しています。子供たちはPCを通して授業を
受けます。私たちは子供たちの学習計画を立てたり、精神面のサ
ポートをしたり、企画を立てたりします。授業はしません。子供
たちを一生懸命応援する仕事です。

当たり前のことがちゃんとできる会社にする
　半年に一度、社員のみんなで経営指針書作りに参画しています。
目標や経営を見直したり、ときには業務内容や就業体制の見直し
をします。改善が必要であれば改善をしていきます。現場から声
を上げること、それに耳を貸すこと、当たり前のことができる会
社を目指しています。会社の成長が社員の幸せとなるように努力
しています。

代表者 ：青木孝守
資本金：1,000万円
従業員：11名

（男性7名・女性4名）
設立：1984年

男性２名

売上金：29,000万円
１年目支給額（年収）：250万～（大卒22歳）
休日休暇：年間110日
勤務時間：13：45～22：00

会社データ

採用状況 過去3年

●Otsuスマート・オフィス宣言特別賞

代表取締役 青木孝守
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