
地元高校生へのメッセージ

あわじしまぎゅうにゅう

淡路島牛乳㈱

安全・安心な牛乳・乳製品

〒656-0472 南あわじ市市善光寺26番地1
TEL.0799-42-0516

　淡路島牛乳の工場には、淡路島の酪農家に
よって生産された生乳が、毎日約50トン運
び込まれてきます。当社はその生乳を原料に
した牛乳をはじめ、コーヒー、ヨーグルト、
焼プリン、チーズ等を製造し、近畿・中四国・
関東方面へ販売しています。
　淡路島牛乳のおいしさの秘密は第一に新鮮
さです。搾乳から製造までを短距離・短時間

で行うことができ、産地直送でお客様へお届
けしています。
　淡路島牛乳工場は、HACCP（総合衛生管
理製造過程）の取得等、品質管理に万全を期
しており、「新鮮で安全・安心・安定」をスロー
ガンに、お客様に喜んでいただける製品作り
に積極的に取り組んでいます。

淡路島牛乳では、若くて・真面目で・やる気のある人材を求めています。
学校給食でなじみのある淡路島牛乳を使った製品をぜひ一緒に作りませ
んか？製品作りに興味のある方、大歓迎！ぜひ一度工場見学にお越しく
ださい。

■設立（創業）／2016年
■資本金／6,000万円
■売上高／40億3,618万円
　（2022年3月期）
■従業員数／75名
■平均年齢／42.6歳
■業態／製造・販売業

牛田 尚宏
製造部製造一課 課長

企業データ

おいしさの秘密は産地直送の新鮮さ

公式サイト

淡路島牛乳㈱

南
あ
わ
じ
市
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地元高校生へのメッセージ

南あわじ農業と産地の発展と農業所得の向上に貢献

〒656-0462 南あわじ市市青木18-1
TEL.0799-42-5200

　当JAでは「魅力ある農業を次世代へ」act
を中期3カ年計画基本方針として実践し、総
合事業（信用・共済・購買・販売・営農・給
油所・農機自動車センター）を活かした事業
展開により組合員の農業経営の発展と生活の
向上、および農業所得の向上に寄与していま
す。

　南あわじ市は、温暖な気候に恵まれ、三毛
作を行い農業産地として成り立っており、組
合員が生産し、JAへ出荷された安心安全な
野菜を安定的に全国へ供給しています。また
特産品の一つのタマネギ『淡路島たまねぎ』
は42,000トンを取り扱い、ブランド品とし
て全国の量販店や消費者へ届けています。

農業を主体とした総合事業を営み、様々な業務形態があります。各業務
ごとの研修や資格取得が可能で仕事を通じて自身の特性も活かすことが
できます。私たちと組合員や地域の発展と農業所得の向上に取り組みま
しょう。

■設立（創業）／1990年
■出資金／39億38万円
■事業総利益／27億8,798万円
　（2022年3月期）
■従業員数／334名
■平均年齢／42.8歳
■業態／農協事業全般業

菅田 千咲
総務部 企画管理課

企業データ

魅力あるあわじ島の農業を次世代へ

あわじしまのうぎょうきょうどうくみあい（じぇいえーあわじしま）

あわじ島農業協同組合
（JAあわじ島） 公式サイト淡路島

ブリッジ

あわじ島農業協同組合（ＪＡあわじ島）

南
あ
わ
じ
市
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地元高校生へのメッセージ

しゃかいふくしほうじん あわじしまふくしかい

社会福祉法人 淡路島福祉会

南あわじ市内各拠点で事業を展開しています

〒656-0446 南あわじ市八木寺内373番地の1
TEL.0799-42-5899

　淡路島福祉会は、1986年の春、地域の皆
様の温かいご支援をうけ、産声をあげました。
以来三十余年、現在では南あわじ市内7拠点
において、特別養護老人ホーム・養護老人ホー
ム・介護老人保健施設・デイサービス等の老
人福祉事業、訪問介護・居宅介護支援事業、
障害者支援サービス等の事業を運営していま
す。

　めまぐるしく変わる福祉情勢の中で、 常に
利用者のニーズを把握し、利用者本位の質の
高いサービスを提供できるよう、人材育成や
福利厚生の充実に取り組んでおり、経営理念
である「地域に親しまれ 信頼される 福祉事
業所に」の実現のため、全職員一丸となって
努めてまいります。

介護の仕事は多くの人の人生に携わりながら自分自身も成長できる仕事
です。私自身も利用者様の「ありがとう」の言葉に喜びを感じながら充
実した日々を過ごしています。私たちと一緒にやりがいを感じてみませ
んか？とっても明るい職場ですよ！

■設立（創業）／1986年
■基本金／非公開
■事業活動収入／非公開
■従業員数／350名
■平均年齢／47.7歳
■業態／社会福祉事業

福原 朱梨
特別養護老人ホーム翁寿園 介護職員

企業データ

地域に親しまれ信頼される福祉事業所に

公式サイト

社会福祉法人 淡路島福祉会

南
あ
わ
じ
市 淡路島

ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

ビジョン「あなたの夢 地域の未来 ともに歩みます」

〒656-0012 洲本市宇山3丁目5番25号
TEL.0799-22-1020

　信用金庫はただ単に“お金を預かる”“お
金を貸す”だけの金融機関ではありません。
人と人とをつなぎ、地域の暮らしを支え、地
域を発展させることが本当の仕事です。
　地域社会は今、少子高齢化や人口減少と

いった様々な問題を抱えています。それらに
立ち向かい、地域の未来にチャレンジしてい
く。淡路信用金庫ではそんなやりがいのある
仕事に取り組むことができます。

■設立（創業）／1937年
■出資金／12億7,857万円
■売上高／非公開
■従業員数／380名
■平均年齢／39.8歳
■業態／金融業

杉本 郁弥
営業担当（2019 年入庫）

企業データ

人と人とをつなぎ、地域の暮らしを支える

あわじしんようきんこ

淡路信用金庫
公式サイト

淡路信用金庫

洲
本
市

お客様が何かに困ったとき、一番に相談してくれる金融機関「ファース
トコールバンク」であり続けるために、お客様とのコミュニケーション
とチャレンジ精神を大切に、日々、自身の成長を実感しながら過ごして
います！

淡路島
ブリッジ

くるみん認定企業
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地元高校生へのメッセージ

あわじどけん

淡路土建㈱

〒656-0014 洲本市桑間706番地
TEL.0799-22-2525

　創業以来130余年、地域社会に貢献するこ
と、社内での和を大切にすることを経営信条
とし、淡路島だけでなく、兵庫県下で活動し
てきました。
　土木事業では、道路、舗装、港湾、橋

きょうりょう

梁、
トンネル工事など、幅広い分野で数多くの実

績を残しています。建築事業では、生活の場
からくつろぎの場まで多様なニーズに応える
高度な建築フィールドを展開しています。
　私たちが手掛けた道路や建物によって、
人々の暮らしが便利になり企業が潤う、そん
な姿を見ることが何よりの喜びです。

土木・建築は肉体労働のイメージがありますが、施工管理の仕事は、よ
り良い建物・構造物を造ることです。完成した時には大きな達成感があ
り、関わった建物が地域の目印として地図に残るので、大変やりがいを
感じます。

■設立（創業）／1885年
■資本金／9,600万円
■売上高／36億1,800万円
　（2021年6月期）
■従業員数／140名
■平均年齢／42.0歳
■業態／建設業

大原 直也
建築部

令和元年度 兵庫県環境にやさしい事業者賞

企業データ

安全、安心な地域づくりに貢献しています

公式サイト

淡路土建㈱

洲
本
市

淡路島
ブリッジ
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地元高校生へのメッセージ

淡路日の出農業協同組合 本店

〒656-2131 淡路市志筑3112-14
TEL.0799-62-6200

　JAは、相互扶助の精神のもとに農家の営
農と生活を守り高め、よりよい社会を築くこ
とを目的に組織された協同組合です。業務内
容は、農業の技術や経営の相談にのる営農相
談事業、野菜や米など農畜産物を扱う販売事
業、肥料・農薬・生活用品等を扱う購買事業、
貯金や資金貸付を行う信用事業、「ひと・いえ・

くるま」の保障を行う共済事業など総合事業
を実施しています。
　当JAでは、地域に根ざした協同活動に取
り組み、組合員や地域の方々に必要とされる
組織づくりと地域貢献活動に取り組んでいま
す。私たちと一緒に地域農業の振興と豊かな
地域社会を築いていきましょう。

■設立（創業）／1993年
■出資金／18億4,435万円
■従業員数／286名
■平均年齢／37.6歳
■業態／農協事業全般業

増田 有紗
洲本支店　金融課金融係

企業データ

地域に根ざした協同活動で農業を振興

あわじひのでのうぎょうきょうどうくみあい

淡路日の出農業協同組合
公式サイト

淡路日の出農業協同組合

淡
路
市

失敗を恐れずどんどん新しいことに挑戦してください。私も社会に出る
時は不安でいっぱいでしたが、相談できる上司、声をかけてくれる先輩
がいたのでやってこれました。ぜひ私と地域に貢献できる職員を目指し
ましょう。
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地元高校生へのメッセージ

いずみふーどましなり あわじこうじょう

㈱イズミフードマシナリ 淡路工場

淡路工場の正門です

〒656-0122 南あわじ市広田広田552-1
TEL.0799-44-2077

　大正14年淡路島にて創業し、長年にわた
り培ってきた技術力を基盤として、食品業界
の発展に貢献してまいりました。
　当社の技術、製品はコンビニやスーパーな
どでよく目にする、缶コーヒー・ペットボト
ル飲料、 調味料等に多く使用されており、機
械・技術を通して非常に身近な消費財に携

わっているのも当社の大きな特徴の一つです。
　古い会社ではありますが、若い人も多く、
活発に意見交換がされる風通しの良い職場環
境です。
　2022年には淡路工場　本館新事務所も竣
工し、新たな気持ちで従業員一同業界の発展・
繁栄のために今後も取り組んでまいります。

皆さんが普段口にされている、飲料やアイスクリームをはじめとする各
種食品が作られている機械・装置などを、大手メーカーへ納入していま
す。あの「ガリガリ君」も当社設備で製造されています。

■設立（創業）／1925年
■資本金／1億2,000万円
■売上高／50億2,600万円
　（2022年3月期）
■従業員数／131名
■平均年齢／39.6歳
■業態／製造業

吉本 圭司
取締役社長

企業データ

「人と技術」をモットーに食品業界の発展に貢献

公式サイト

㈱イズミフードマシナリ 淡路工場

南
あ
わ
じ
市
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地元高校生へのメッセージ

全国１位のあわじ島バーガー本店がある道の駅うずしお（23年1月にリニューアル予定）

〒656-0503 南あわじ市福良字鳥取丙947-22
TEL.0799-52-1157

　当社は2004年7月に設立した南あわじ市
出資の第三セクター会社であり、現在「道の
駅うずしお」ならびに「うずの丘 大鳴門橋
記念館」の2つの観光施設を運営しておりま
す。【淡路島の食】【うずしお】をはじめ淡路
島の魅力をより多くの皆様に伝え、地域経済

の発展に寄与する大きな役割を担っている会
社と自負しております。
　「淡路島にもっと淡路島を」をテーマに、
地方ならではの方法で強烈に販促し、「淡路
島」のファンになっていただく活動をしてい
ます。

■設立（創業）／2004年
■資本金／3,000万円
■売上高／10億2,600万円
　（2022年3月期）
■従業員数／64名
■平均年齢／40.8歳
■業態／サービス業

宮地 勇次
総務部 取締役

企業データ

淡路島の食、うずしおの魅力をより多くの人に

うずのくに みなみあわじ

㈱うずのくに 南あわじ
公式サイト

㈱うずのくに 南あわじ

南
あ
わ
じ
市

自分たちが主役になれる会社です。新しいことをすることに全力で応援
できる会社ですので、お客様目線にたってどんどんチャレンジできます。
若い世代も増えてきて、若いチームで目標をもって仕事できる環境です。
一緒に仕事を楽しもう。
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地元高校生へのメッセージ

おかだしぇるせいさくしょ

㈱岡田シェル製作所

難易度の高い砂型を製造している第二工場

〒656-2156 淡路市大町下408
TEL.0799-62-6098

　岡田シェル製作所は、“砂型”の製造をし
ている会社です。砂型は世界中でなくてはな
らない建設機械や車・船などの部品をつくる
ために必要とされるものです。
　当社はその中でも特に難易度の高い製品を
得意としています。最も重要で難しい砂型製
造に挑戦してきたからこそ、日本トップレベ

ルの技術を駆使し、他社ではできない砂型を
製造しております。
　より良い製品づくりに励み日本のものづく
りに貢献することで、より従業員を幸せにで
きる“日本一の砂型メーカー”を目指して全
社一丸で取り組んでいきます。

面倒見がいい先輩方ばかりで、分からないことがあれば気軽に相談でき
る職場です。仕事は大変ですが、自分の成長が目に見えて感じられ、製
品が世界中で役立っているというやりがいも感じられる仕事です。ぜひ
工場見学へお越しください。

■設立（創業）／2006年
　（創業1970年）
■資本金／1,000万円
■売上高／7億8,300万円
　（2022年6月期）
■従業員数／101名
■平均年齢／36.1歳
■業態／製造業

新入社員
製造部・改善PJ課

企業データ

日本一の砂型メーカーを目指して

公式サイト

㈱岡田シェル製作所

淡
路
市
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地元高校生へのメッセージ

かんこうほてるだんしゅう

㈱観光ホテル淡州

淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザの正面玄関

〒656-0022 洲本市海岸通1丁目7番2号
TEL.0799-23-1212

　洲本市内で、リゾート型温泉旅館である
「淡路インターナショナルホテル ザ・サンプ
ラザ」とビジネスホテルの「淡路プリンス
ホテル」「淡路第2プリンスホテル」を運営
しています。淡路インターナショナルホテ
ル ザ・サンプラザはプロが選ぶ日本のホテ
ル・旅館100選に35年連続入選している旅
館で京阪神からのお客様が多く、リピート率

も高く、20回以上ご利用いただいているお
客様も多くいらっしゃいます。
　2022年5月には国連が提唱する「持続可能
な開発目標（SDGs）に賛同し、SDGs宣言
を行いました。地域発展と人々が描く理想の
リゾート提供。働きがいのある職場環境づく
り等、実現に向けた積極的な取り組みを行っ
ております。

旅館業はどんなイメージですか？時間が長い、土日の休みが取れない、
人間関係がきつい。人が遊んでいる時に遊べない等々、これはひと昔前
の話です。遊ぶ時は遊び、仕事をする時は真剣にする、オンオフの切り
替えを大切にしています。基本接客は楽しい仕事です。

■設立（創業）／1958年
■資本金／1,000万円
■売上高／非公開
■従業員数／103名
■平均年齢／50.8歳
■業態／宿泊業

樫本 智之
常務取締役

企業データ

3つの旅館・ホテルを運営、プロから高評価

公式サイト

㈱観光ホテル淡州

洲
本
市

淡路島
ブリッジ
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