2019 年 9 月 19 日
各位

【地域創生】地元企業と若年者等のマッチングを支援

「さかいジョブマッチ交流会」を開催します！
～ 池田泉州銀行 × 堺市 産業振興連携協定事業 ～
株式会社池田泉州銀行（頭取 CEO 鵜川 淳）は、堺市（市長 永藤 英機）と連携し、2019
年 10 月10日（木）
・11 日(金)の 2 日間、地域の雇用促進を図ることを目的に「さかいジョブ
マッチ交流会」を開催します。
当行では、堺市との産業振興連携協定に基づく事業として、2012 年から本交流会を開催し
てきました。本年度は、堺市の地元企業を中心とした企業 40 社が参加する予定です。
当行はこれからも堺市と連携し、“地域創生”に積極的に取り組んでまいります。
記
１．日

時 ：

2019 年 10 月 10 日（木）
、11 日（金）10：30～17：10

２．場

所 ： サンスクエア堺 Ａ棟２階 第１会議室・第２会議室
（堺市堺区田出井町２－１

ＪＲ阪和線「堺市駅」より約 300m）

３．主 催 者 ： 堺市、さかい JOB ステーション、池田泉州銀行
４．出展企業 ： 合計 40 社（2 日間合計）
５．出展要件 ： 堺市に本社または事業所を保有する企業
６．参 加 者 ：

15 歳から 39 歳までの若年求職者（2020 年大学等新卒予定者含む）

７．参 加 費 ： 無料
８．参加方法 ： 予約不要、当日直接会場にお越しください
９．実施内容 ： ■企業 PR タイム
・企業の人事担当者や先輩社員が、自社の魅力を発信します。
■個別交流タイム
・求職者と企業が気軽に交流しながら、本音で情報交換できます。
■ハローワーク堺による就活応援セミナー
・10 日（木） 「企業はココを見ています」
・11 日（金） 「自分に合う企業を見つけるためのコツ」

以

上

新しい合説の
カタチ !!

10/10 ・11
木

１５歳から３９歳までの若年求職者

40

【主催】堺市、池田泉州銀行、さかいＪＯＢステーション
【共催】ハローワーク堺
【協力】大阪府総合労働事務所南大阪センター、堺商工会議所、堺経営者協会、公益財団法人堺市産業振興センター、
公益財団法人堺市勤労者福祉サービスセンター、ジョブシップさかい（公益財団法人堺市就労支援協会）、特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム
（堺雇用労働推進会議（堺市域労働ネットワーク）共同事業）

日、月、祝、サンスクエア堺の休館日、年末年始
第 2 ・ 第 4 月曜日が祝日のときは翌日火曜日

地元企業への就職 に踏み出す2日間！

新しい合説の
カタチ !!

企業の人事担当者や先輩社員が自社の魅力を発信する『企業ＰＲタイム』
、気軽に交流しながら “ホンネ” を聞
いたり、
“ここだけ！” の情報をキャッチできる『個別交流タイム』など “さかいの企業を理解できる”２日間です。
参加する企業は、
「人材育成に注力する企業」や「サポート体制が充実している企業」
「独自の技術力で存在感
抜群な企業！」など、魅力ある企業ばかり！１回の交流会に参加する企業は１０社に限定！だから、参加者と
企業とがゆっくり、気軽に、双方向で話ができ、お互いを理解することができます。“地元企業への就職” に踏
み出す絶好のチャンス！お見逃しなく！

10:30

10/10

10/11

交流会①（10 社）

交流会③（10 社）

企業ＰＲタイム

企業ＰＲタイム

（10:30 〜 11:30）

（10:30 〜 11:30）

個別交流タイム

個別交流タイム

（11:30 〜 13:10）

（11:30 〜 13:10）

13:10
13:50
14:30

就活応援セミナー

第 2 会議室

交流会②

企業ＰＲタイム

企業ＰＲタイム

（14:30 〜 15:30）

（14:30 〜 15:30）

個別交流タイム

個別交流タイム

（15:30 〜 17:10）

就職活動を頑張るあなたへ！
ハローワーク堺から応援メッセージ！！

10/10 木

13:50 〜
14:20

「企業はココを見ています‼」

企業が採用選考において、応募者の
（経歴じゃない）
“
何を” “どこを” 見
ているのか！！
企業の求人相談に対応する担当者が
ココだけの情報をお伝えします。

13:50 〜 14:20

交流会④（10 社）

（10 社）

就活応援セミナー

（15:30 〜 17:10）

10/11金
13:50 〜

14:20
「自分に合う企業を
見つけるための “コツ” !」

「イイ会社に就職したい」「面接でう
まくいかなくって・・・」求職活動
では不安や悩みは尽きないもの。
自 分 に 合 う 企 業 と 出 会 う た め に、
“今！” できることを就職相談の担
当者がお伝えします。

17:10

第 2 会議室 2

10

セミナー

13:50 〜 14:20

就職活動の参考に
しましょう！

記入コーナー

＆休憩コーナー

10/10 ・11
木

さかいジョブマッチ交流会（10月10日・11日）参加企業一覧
■10月10日(木) 10:30〜13:10
ﾌﾞｰｽ
NO.

1

企業名

株式会社 河辺商会

業種
製造

医療法人 恒尚会
2
介護老人保健施設 クローバー悠苑

医療・福祉

事業内容
自動車、家電製品、OA機器、光学機器等のプラスチック製精密部品の設計、成形加工、金型設計製作加工、部品の組立加工
高齢者在宅復帰の為のリハビリ施設

3

株式会社 国誉アルミ製作所

4

シダックス株式会社

サービス

給食・デリカ・フードビジネス、外食・レストラン、商社（食品・農林・水産）、陸運（貨物・バス・タクシー）、サービス（その他）

5

ジャパンエンジニアリング 株式会社

サービス

各種プラント設備のエンジニアリング業務。（配管系の熱応力解析、耐震性能評価、鋼構造計算なども含む）

6

トワロン株式会社

製造

7

株式会社 のらや

宿泊・飲食

手打ち草部うどん「のらや」店舗運営、FC店舗支援業務、食材の製造・販売、オンラインショップ運営

8

株式会社 浜田

卸売・小売

機械・工具・産業機器・鋼材等の卸売業

9

株式会社 マルマサフード

卸売・小売

野菜や果物を取り扱う青果専門の商品商社

10 未来電機システム 株式会社

建設

製造

金属製品加工業

被覆線の製造・加工

電気工事業、電気通信工事業

■10月10日(木) 14:30〜17:10
ﾌﾞｰｽ
NO.

企業名

11 高分子 株式会社
12 コーナン商事 株式会社
13 株式会社 ジェイランド

業種
建設

主にビル・マンション大規模修繕工事、防水工事

卸売・小売

DIY商品の小売を中心としたホームセンター事業

サービス

14 デルタスティール 株式会社
15 ナビオコンピュータ 株式会社

事業内容

製造
情報通信

総合リサイクル店の運営
金属素材卸売業、表面処理業
情報処理サービス、労働者派遣業

16 日新シール工業 株式会社

製造

フィルムを用いたパッケージの製造・開発・販売

17 扶桑工業 株式会社

製造

空調機器部品（エアコン等）及び給湯機器部品の製造及び販売

18 株式会社フタバ

製造

ペーパーコースター、紙ナフキンの製造販売

19 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院
20 株式会社 リークス開発

医療・福祉
建設

社会医療法人ペガサスは馬場記念病院を中核とした医療グループ。救急、急性期から回復期、慢性期、在宅、そして予防医学まで幅
広い分野で医療を提供し地域のニーズに全力で応えています。
地質調査・地盤改良工事・杭打ち工事

■10月11日(金) 10:30〜13:10
ﾌﾞｰｽ
NO.

企業名

業種

21 植田アルマイト工業 株式会社

製造

非鉄金属製造業

22 株式会社 ＮＡＢ

製造

軸受/錠前/自動車部品/省力機器等企画/設計等及び販売

23 株式会社 ケアマスター

サービス

24 株式会社 桜珈琲

宿泊・飲食

事業内容

大阪府を全域とした、ハウスクリーニング・ビルメンテナンス全般・空調機器メンテナンス全般の清掃業
カフェの運営、焼菓子・パン・ケーキの製造／販売、珈琲豆の焙煎／販売

25 昭和鋼管 株式会社

製造

冷間引技鋼管の製造販売

26 株式会社 せせらぎ

医療・福祉

介護・デイサービスの運営

27 泉陽冷熱 株式会社

建設

空調調和、給排水衛生、電気設備、建築工事、設計施工管理

28 鶴田電設 株式会社

建設

電気工事業、電気通信工事業

29 株式会社 ＮＩＣＯ ＬＩＮＥ

卸売・小売

30 株式会社 ハウスフリーダム

不動産

福祉用具のレンタル・販売・住宅改修
不動産仲介事業、新築戸建分譲事業、建設請負事業、損保保険代理事業、不動産賃貸事業、介護事業

■10月11日(金) 14:30〜17:10
ﾌﾞｰｽ
NO.

企業名

業種

31 ＡＬＬＡＧＩ 株式会社

不動産

32 合同会社 エエよん

医療・福祉

33 株式会社 エスビジョンエンタープライズ

サービス

事業内容
注文住宅事業、リフォーム事業、不動産事業、分譲事業、戸建賃貸事業、介護事業
ヘルパー派遣事業（ガイドヘルパー、ホームヘルパー）
１. 小売業・サービス業の店舗を対象に利益をのばすための改善策を屋外広告、一般広告、店舗の内外装の提案など、トー
タル的にプロデュースする仕事 ２. リユース事業 ３. フィットネス事業

34 大阪第一交通 株式会社

運輸

タクシー事業、観光バス事業、保育事業

35 堺共同漬物 株式会社

製造

漬物製造業

36 トヨタカローラ南海 株式会社

卸売・小売

新車・中古車・レクサスの販売、自動車整備、自動車部品・用品の販売、各種損害保険・生命保険の代理店業務他

37 日特ファーネス 株式会社

建設

工業炉設計施工/中外炉工業㈱燃焼機器代理店

38 株式会社 ビー・ティ・アイ

製造

樹脂加工業

39 平野整機工業 株式会社

製造

工場設備の設計から保守メンテナンスまで、自社製品の製造

40 ラインファルト工業 株式会社

建設

①路面標示(道路白線、横断歩道等)の施工 ②道路標識の施工 ③すべり止め舗装の施工 ④点字ブロックの施工 ⑤上記に関わる道
路安全材料の販売

