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図１は平成 30 年 4 月時点で操業されている企業と進出が決定している企業を表したものですが、
業務エリアの土地については概ね企業が決まってきているといった状況となっております。また進出

2018 年 3 月

された企業の業種等については以下表１のとおりとなっています。

ゆめみヶ丘岸和田への進出企業について
都市エリアでは造成工事も進みまちづくりが進む中で、操業を開始された企業も増えてきました。
今回はゆめみヶ丘岸和田に進出された企業についてご紹介したいと思います。

表１ 進出企業について（五十音順、平成 30 年 4 月時点）
企

業 名

池鉄工㈱
㈱ｶﾝﾀﾞﾏｼﾅﾘｰ

①

岸和田市給食ｾﾝﾀｰ

①

④

②

種

状

況

企業部会

生産用機械器具製造業
中古工作機械整備再生ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ事業
学校給食調理、配送

協和化工㈱

工業用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品加工業

㈱興徳ｸﾘｰﾅｰ

産業廃棄物処理業、環境事業等

㈱高洋商会

木材・木製品製造業、金属製品製造業

操業中

操業中

☆

㈱三興製作所

伝導部品製造業

操業中

☆

JA いずみの

農産物直売所「愛彩ﾗﾝﾄﾞ」
（道の駅）

営業中

☆

農業用機械部品製造業

操業中

☆

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ

営業中

ﾌﾟﾗﾝﾄ建設工事及びﾒﾝﾃﾅﾝｽ工事

操業中

㈱西田機械工作所
ﾆｼﾀﾞｼﾝ㈱

②

業

日興製綱㈱

金属工作機械製造業
寝具の製造輸入販売及び工場・倉庫賃貸業
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟの製造、加工販売

③
林金属㈱
③
④

㈱廣野鐵工所
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ
藤﨑ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

金属製品製造業

松浪硝子工業㈱

微細精密ガラス加工製品の製造・販売

㈲ﾏﾙｴｽ化成工業

電気機械器具用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業
☆

空調設備ﾀﾞｸﾄ工事、設計施工及び現場監理

操業中

☆

業務用空調機の配管加工、組立

操業中

☆

医療機器・理化学機器販売

㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ

精密機器製造装置製造業

㈱利晃製作所

※
図１

企業の状況について

☆

建設中

宮野医療器㈱

㈱樂

☆

☆印は現時点で企業部会の活動に参画頂いている企業です。

各企業における求人募集について
下記企業では現在求人募集を行っております。ご興味のある方は、各企業の担当まで直接お問い
合わせください。
㈱三興製作所
(住所)岸和田市
岸の丘町 3-2-55
(担当)前田
(連絡先)
072-489-3300

㈱廣野鐵工所
(住所)岸和田市
岸の丘町 3-2-8
(担当)総務部
(連絡先)
072-479-2877

㈱利晃製作所
(住所)岸和田市
岸の丘町 2-5-10
(担当)管理部 採用担当
(連絡先)
072-489-3636

㈱興徳ｸﾘｰﾅｰ
興徳ｸﾘｰﾅｰ
(住所)岸和田市
岸の丘町・稲葉
町・尾生町・岸之
浦町
(担当)総務部 採用係
(連絡先)
072-479-2460

業種：スプロケットホイル、歯車など伝導部品製造販売
業務内容：工作機械オペレーター（未経験者は社内研修にて指導します）
雇用形態：正社員（試用期間終了後、社内審査の後に正社員登用。勤務態度、能力によ
り早期に正社員登用もあり）
就業場所：本社工場（生産部製造課）
就業時間：8：30～17：30（実動 8 時間）
（休憩昼食 12 時 10 分から 13 時まで 50 分、15 時に 10 分有）
休日：会社休日に準ずる（年間 110 日 ほぼ土日）
賃金：別途お問い合わせください。
時間外労働あり、残業代別途支給（月平均 5～20 時間あり）、昼食補助有り（給
食半分会社負担）、昇給：年１回、賞与：年２回、交通費 ：別途支給
加入保険：社会保険、厚生年金、雇用保険、退職金制度有り
定年制度有り：60 歳定年 65 歳まで再雇用制度有り
福利厚生：慰安旅行（平成 30 年 7 月沖縄予定）
、忘年会等
その他詳細については面談時にお伝えします。
職種：機械加工（加工、板金、組立）
雇用形態：契約社員（正社員への転換制度有）、正社員
就業時間：①8:00～17:00 ②6:00～15:00 ③19:00～4:00(交替制)
基本給：別途お問い合わせください。
諸手当：通勤手当、家族手当支給
賞与：年 2 回（正社員のみ）
保険：健康保険、厚生年金、雇用保険、退職金共済（正社員のみ）
休日：週休 2 日（土、日）、年末年始・お盆・GW 休暇あり
福利厚生：社員食堂・駐車場完備、制服支給、社員旅行、etc…
その他詳細については面談時にお伝えします。
事業内容：業務用空調機をはじめ冷熱機に関する配管加工全般
業務内容：製造にかかわる業務全般（機械オペレーター、ろう付け他）
雇用形態：正社員
期間の定め：なし(試用期間：３か月)
就業場所：本社 岸和田工場
就業時間：8 時 20 分～16 時 55 分
休憩時間：65 分
休日：日曜他（会社カレンダーによる 土曜日 ２回/月程度出勤）
時間外労働：あり（月平均 27 時間）
※時間外・休日手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当 有
加入保険：雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
その他詳細については面談時にお伝えします。
これからは環境ビジネス！３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の仕事に関心の
ある方、お待ちしています！
募集職種：事務職・工場ｽﾀｯﾌ・分析ｽﾀｯﾌ・ドライバー（同ｸﾞﾙｰﾌﾟ）
雇用形態：正社員（期間の定めなし、試用期間あり）
月給（※）
：150,000 円～317,000 円（経験能力による）
就業場所（※）
：岸和田市（岸の丘町・稲葉町・尾生町・岸之浦町）
就業時間（※）
：原則 8:00～17:30（休憩 90 分、時間外等あり）
休日休暇（※）
：土日・祝日、夏期休暇、年末年始休暇
資格（※）
：学歴・経験不問。フォークリフト等の資格があれば尚可
待遇：車通勤可、昇給有、賞与、各種社会保険完備
応募：お電話のうえ、履歴書（写真貼付）を郵送等ください。
（※）職種によって異なります。詳しくは採用係までご連絡ください。
その他詳細については面談時にお伝えします。

藤﨑ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
藤﨑ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
(住所)岸和田市
岸の丘町 2-1-15
(担当)藤﨑
(連絡先)
072-489-2711

㈱樂
(住所)岸和田市
岸の丘町 2-1-25
(連絡先)
0725-54-2454

各種プラント建設及びメンテナンス工事を行っております。
機器製造及び工事スタッフ、設計スタッフ、管理スタッフを募集しております。
経験者大歓迎です。
その他詳細については面談時にお伝えします。

株式会社樂では、更なる会社の発展のために現場スタッフ・運送業務の求人を募集中で
す。
私たちの仕事はテナントなどの店舗・商業施設・学校・公共施設における空調やダクト
現場施工・運送業務を行っております。
弊社では社内会議を毎月末に開き、その中で施工や製造における安全指導や、幹部社員
が人材育成セミナーで得た情報の共有など、社員の成長に力を入れております。
また、玉掛けや高所作業車、フォークリフトなど仕事に必要な資格は会社負担で取得で
きます。皆さまのご応募を心よりお待ちしております。
その他詳細については面談時にお伝えします。

また下記企業については現在建設中等ではありますが随時募集を行っております。こちらにつき
ましてもご興味ある方は、各企業の担当まで直接お問い合わせください。
松浪硝子工業㈱
松浪硝子工業㈱
(担当)労務課 早﨑
(連絡先)
072-433-3666

宮野医療器㈱
宮野医療器㈱
(担当)総務部
(連絡先)
078-371-2121

ゆめみヶ丘工場は建設中であり、竣工次第募集予定（平成 31 年 5 月予定）
現在、本社工場（岸和田市八阪町 2-1-10）勤務の募集中
雇用形態：①正社員、②パート
終業時間：８：00～17：20（交代勤務有（うち休憩 60 分）
、１年単位変形労働制）
基本給：①月額、②時間給
休日：年間 128 日、土日祝、年末年始（当社カレンダー有）
賞与：年 2 回（4.8 ヶ月社員昨年実績）
定昇：①年 1 回（昨年実績 2％）
、②パート昇給あり（昨年実績 1.6％）
退職金：正社員 3 年以上
交通費：交通機関利用者全額支給。以外は距離により支給
定年：60 才定年。再雇用制度有
保険：各種社会保険完備
その他詳細については面談時にお伝えします。
医療機器・理化学機器の販売をしています。現在ゆめみが丘に物流センターを建設中で、
平成３０年８月操業開始の予定です。
倉庫内での作業スタッフとしてアルバイト・パートを募集します。
業務内容 商品のピッキングなど倉庫内での作業、未経験者歓迎
職種 医療・介護・福祉その他商品の品出し（ピッキング）
、倉庫管理、入出庫
その他詳細については面談時にお伝えします。
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都市計画変更に伴う説明会の開催について
岸和田市丘陵土地区画整理区域内において、今後のまちの更なる活性化に向け、一部都市計画
変更を検討しており、丘陵地区に土地を所有されている方を対象に下記のとおり説明会を開催し
ます。事前申込み等ございませんので、ご出席をご希望の方は当日山直市民センターまでお越し
ください。
日

時：平成 30 年４月８日（日曜日）午後１時 30 分～3 時 00 分

場

所：山直市民センター２階

第１・２会議室

また案については以下の期間で閲覧することができます（概要は岸和田市 HP でも閲覧可）。
縦

覧

期

間：平成 30 年 4 月 11 日（水曜日）～４月 25 日（水曜日）

縦

覧

場

所：岸和田市役所 別館２階

都市計画課

意見書提出期限：平成 30 年 5 月 2 日（水曜日）までに住所、氏名、電話番号及び意見を
記入のうえ下記窓口へ提出又は郵送（必着）
窓

口：岸和田市 都市計画課
〒596-8510 岸和田市岸城町 7 番 1 号
電話番号 072-423-9629

