
 
 
  

 
 
 

１．事業概要 
新型コロナウイルス感染症の影響下で離職され正社員を目指す求職者（以下「離職者」と表記）と

人材ニーズがあり正社員の採用を求める企業との「研修を通じたマッチング」の機会を提供し、離職者
の正社員としての雇用を支援します。 

 
２．研修受入れ企業雇用型（志望分野・企業が決まっている離職者向け支援） 

 
求人開始時期 令和 3 年 4 月 27 日から 
研修受入れ企業 １１７社※（別紙一覧・県労働政策課 HP に掲載）※R3.4.27 現在 

（今後も引き続き、研修受け入れ企業を募集） 
求人情報 ハローワーク、民間の求人サイト・人材紹介事業者等または各企業 HP 

（求人票等に『和歌山県離職者の再就職支援事業』の求人と明示） 
申込先 ハローワーク、民間の求人サイト・人材紹介事業者等へ申込み、 

または各企業へ直接申込み 
 
３．県が委託した人材派遣会社雇用型（志望分野・企業が決まっていない離職者向け支援） 

 
求人開始時期 令和３年５月 1 日から 
研修受入れ企業 オフィスメイト㈱ （電話番号：0739-22-6037） 
求人情報 ハローワークまたは研修受入れ企業の HP 

（求人票等に『和歌山県離職者の再就職支援事業』の求人と明示） 
募集人数 20 名 
申込先 ハローワークまたは研修受入れ企業へ直接申込み 

  ※6 月以降に第 2 弾として 30 名追加募集予定 

 
 
 

コロナ禍における離職者の再就職 を目的とし 

研修受入れ企業で求人募集を開始します 

令和３年４月２７日 

記 者 会 見 

県労働政策課ホームページ（参画企業の求人情報などを掲載） 

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060600/index.html 

R3.4.20 現在の企業数 

会見時には最新値を記載 

担当課 労働政策課 

担当者 橋本・和田 

電 話 073－441－2790 



〇和歌山県離職者の早期再就職支援事業参画企業一覧

整理
番号

企業名 住所 TEL 業種

1 社会福祉法人寿敬会 和歌山市平尾634番地 073-478-3437 福祉

2 社会福祉法人紀伊松風苑 和歌山市園部1668番地の1 073-455-3676 福祉

3 社会福祉法人紀三福祉会 和歌山市紀三井寺560-2 073-448-2255 福祉

4 社会福祉法人紀伊福祉会 和歌山市西田井224番地 073-462-6020 福祉

5 株式会社松鶴 和歌山市狐島590 073-460-6632 福祉

6 社会福祉法人安原福祉会 和歌山市松原306番地の5 073-479-2500 福祉

7 社会福祉法人みどり会 和歌山市和佐中213番の1 073-477-4374 福祉

8 社会福祉法人喜成会 和歌山市北野128番地 073-462-3033 福祉

9 一般社団法人ウインワークス 和歌山市雑賀崎2017-3 073-446-7272 福祉

10 株式会社屮生 和歌山市吉原747-1 073-479-2829 福祉

11 特定非営利活動法人和歌山自立支援センター 和歌山市今福2丁目7番21号 073-426-5578 福祉

12 株式会社豊工業所 和歌山市雑賀崎2021番地の9 073-448-2731 建設業

13 西村工業株式会社 和歌山市築港5丁目7番地の4 073-431-8191 建設業

14 有限会社ユートピア建設 和歌山市平尾332番地 073-478-4546 建設業

15 協栄電気株式会社 和歌山市東長町7丁目15番地 073-424-3191 建設業

16 株式会社浅井良工務店 和歌山市築港3丁目29番地の4 073-431-3429 建設業

17 ノーリツプレシジョン株式会社 和歌山市梅原579番地の1 073-454-0307 製造業

18 大阪精機工作株式会社 和歌山市梶取36番地 073-451-0237 製造業

19 株式会社小松原 和歌山市築港3-25 073-431-1477 製造業

20 株式会社インテリックス 和歌山市里174-1 073-462-7724 製造業

21 関西化工株式会社 和歌山市田中町4丁目104番地 073-425-5803 製造業

22 山本産業株式会社 和歌山市紀三井寺581の4 073-445-6773 製造業

23 株式会社クズモト 和歌山市西浜1660-108 073-445-3600 建材加工・販売

24 株式会社やすい 和歌山市和歌浦中2丁目1番5号 073-444-0074 食品加工・販売

25 株式会社システムキューブ 和歌山市東蔵前丁3-17 南海和歌山市駅ビル7F 073-499-4803 ＩＴ業

26 株式会社正和情報サービス 和歌山市小人町6番地 073-433-3323 ＩＴ業

27 株式会社JTC 和歌山市友田町二丁目145番地KEG教育センタービル 073-427-8787 教育

28 株式会社KEGキャリア・アカデミー 和歌山市友田町二丁目145番地KEG教育センタービル2F 073-421-1112 教育

29 職業訓練法人キャリアアップ協会　 和歌山市友田町二丁目145番 073-402-1313 教育

30 株式会社けいせい塾 和歌山市園部596番地の171 073-453-2782 教育

31 有限会社レストランフライヤ 和歌山市広瀬中ノ丁1丁目13番地 073-422-0115 飲食業

32 株式会社華祥 和歌山市大垣内592-3 073-465-2055 人材派遣

33 株式会社スタッフバンクジャパン 和歌山市友田町二丁目145番地教育センタービル2F 073-432-1192 人材派遣

34 富士警備保障株式会社 和歌山市汐見町三丁目34番地 073-432-7001 警備業

35 フコク生命和歌山支社和歌山中央営業所 和歌山市三木町中ノ丁15 6F 073-431-3291 その他サービス

36 株式会社MiLL 和歌山市広瀬通丁3丁目30番地 073-436-2252 その他サービス

37 株式会社阪和スタンダードサービス 和歌山市鈴丸丁22マエダビル2F 073-425-0888 その他サービス

38 株式会社有石 和歌山市北島394番地の2 073-451-1634 その他サービス

39 株式会社一歩一歩 和歌山市加納203-4 073-499-4210 その他サービス

40 モバイル・メディア・リンク株式会社 和歌山市向220番地の1 073-457-0505 その他サービス



整理
番号

企業名 住所 TEL 業種

41 税理士法人きのくに未来会計 和歌山市寄合町24番地 073-431-5616 その他サービス

42 有限会社ライフサポート 和歌山市友田町二丁目145番地KEG教育センタービル2F 073-421-1112 その他サービス

43 三共レンタルサービス有限会社 和歌山市今福2丁目7番21号 073-422-0480 その他サービス

44 社会福祉法人中庸会 海南市七山964の1 078-486-0114 福祉

45 社会福祉法人ふじの会 海南市北赤坂3-1 073-483-8888 福祉

46 尾﨑産業株式会社 海南市野上中526 073-487-1150 製造業

47 ヤツイ株式会社 海南市木津118-1 073-485-1077 製造業

48 株式会社上島鉄工所 海南市船尾260番地の100 073-483-1540 製造業

49 アイレス電子工業株式会社 海南市且来840番地 073-483-2276 ＩＴ業

50 有限会社アルバ 海南市阪井955 073-487-0078 医療

51 大十バス株式会社 海草郡紀美野町下佐々1037番地 073-489-2751 運輸・運送

52 株式会社なかモーター自工 海草郡紀美野町動木346-1 073-489-3050 その他サービス

53 社会福祉法人渉久会 紀の川市桃山町最上1254-1 0736-66-4324 福祉

54 山忠建設株式会社 紀の川市貴志川町丸栖1273番地 0736-64-8127 建設業

55 株式会社グラウンド・キャリー 紀の川市豊田26番地の5 0736-77-3206 運輸・運送

56 合同会社三栄メディカルケア 岩出市野上野97 0736-79-3626 福祉

57 株式会社メディカル・ギア・エクウィプメント 岩出市吉田242-9 0736-66-4324 福祉

58 赤井工業株式会社 岩出市畑毛226 0736-62-5800 建設業

59 大東コンクリート有限会社 岩出市溝川55 0736-62-8855 建設業

60 株式会社赤井工作所 岩出市根来2027-2 0736-62-9291 製造業

61 株式会社ドリーム 岩出市高瀬74番地の1 ダイコービル 0736-69-0720 飲食業

62 社会福祉法人光誠会 橋本市隅田町中島1058番地56 0736-37-3000 福祉

63 北辰精工株式会社 橋本市紀ノ光台1-1-11 0736-37-0030 製造業

64 医療法人仁清会 橋本市清水512-7 0736-39-0039 医療

65 東陽染業株式会社 橋本市神野々1225-2 0736-32-3134 繊維・染色

66 原田織物株式会社 橋本市高野口町名古曽821番地の6 0736-42-3509 繊維・染色

67 株式会社日本ハイパイル 橋本市隅田町山内1674 0736-37-2855 繊維・染色

68 株式会社キタオカ 橋本市市脇1丁目33番9号 0736-33-6060 その他サービス

69 南海ゴルフマネジメント株式会社 橋本市隅田町下兵庫1123 0736-36-1111 その他サービス

70 有限会社ワンラヴ 橋本市あやの台1丁目26番地の1 0736-26-7038 その他サービス

71 宗教法人赤松院 伊都郡高野町高野山571 0736-56-2734 宿泊業

72 宗教法人蓮華定院 伊都郡高野町高野山700 0736-56-2505 宿泊業

73 有限会社メディカルサービス有田 有田市宮崎町456-1 0737-85-2622 福祉

74 株式会社上野山塗工所 有田市箕島191 0737-83-3867 建設業

75 株式会社ODEC PRECISION 有田市野416-2 0737-82-3335 製造業

76 株式会社ODEC 有田市野416-2 0737-82-3335 建材加工・販売

77 株式会社紀州有田蒲鉾 有田市宮崎町371 0737-83-2123 食品加工・販売

78 川口水産株式会社 有田市宮原町滝川原212 0737-88-5118 食品加工・販売

79 北村鉄工株式会社 有田郡湯浅町大字吉川1243番地 0737-63-2964 建設業

80 株式会社ユアサ 有田郡湯浅町湯浅3013 0737-63-2323 建材加工・販売

81 まるとも海産 有田郡湯浅町町田325 0737-63-4555 食品加工・販売



整理
番号

企業名 住所 TEL 業種

82 株式会社則種海産 有田郡湯浅町大字田333番地 0737-63-3166 食品加工・販売

83 合同会社TORIYA 有田郡湯浅町湯浅3007 0737-63-6455 その他サービス

84 株式会社坂口製作所和歌山工場 有田郡有田川町清水877-1 0737-25-1150 製造業

85 株式会社梅谷製作所 有田郡有田川町奥392-31 0737-52-8221 製造業

86 株式会社白子松次郎商店 有田郡有田川町大字田口196番地 0737-53-3011 建材加工・販売

87 和歌山アイコム株式会社 有田郡有田川町大字大字徳田1866-1 0737-52-6600 その他サービス

88 有田観光物産センター株式会社 有田郡有田川町大字熊井674番地3 0737-53-2408 その他サービス

89 社会福祉法人博愛会 御坊市名田町野島1番地9 0738-29-3181 福祉

90 株式会社サンクリエーション 御坊市薗350-13 0738-24-1005 建設業

91 紀州ファスナー工業株式会社 御坊市塩屋町北塩屋521番地1 0738-22-3005 製造業

92 有限会社メモリアルウエスト 日高郡美浜町田井272番地1 0738-23-2688 その他サービス

93 社会福祉法人同仁会 日高郡印南町大字山口150番地-1 0738-42-8100 福祉

94 株式会社ナカヱ 日高郡印南町印南2286番地の3 0738-42-0618 食品加工・販売

95 有限会社泰洋電機 日高郡みなべ町東吉田78-3 0739-72-3636 建設業

96 特定非営利活動法人なごみ 日高郡日高川町三百瀬973番地 0738-70-0233 福祉

97 株式会社駒場工務店 日高郡日高川町高津尾1400 0738-54-0314 建設業

98 株式会社療創会 田辺市下呂472番地の4 0739-81-0567 福祉

99 社会福祉法人南紀のぞみ園 田辺市上芳養2915番地 0739-37-8058 福祉

100 有限会社小薮 田辺市宝来町16-6 0739-24-5053 建設業

101 株式会社ハナヨ 田辺市文里二丁目36-23 0739-26-0874 宿泊業

102 株式会社秋富商店 田辺市本町99番地 0739-22-4712 建材加工・販売

103 丸長食品加工株式会社 田辺市新庄町2391番地の7 0739-26-5353 食品加工・販売

104 有限会社自治会印刷所 田辺市稲成町720-9 0739-22-0520 印刷業

105 有限会社谷口自動車 田辺市鮎川597番地の121 0739-48-0978 その他サービス

106 株式会社むさし 西牟婁郡白浜町868番地 0739-43-0634 宿泊業

107 有限会社サワイ 西牟婁郡白浜町栄545-1 0739-45-0115 その他サービス

108 株式会社いこいの村わかやま 西牟婁郡すさみ町周参見4857-3 0739-55-3630 宿泊業

109 社会福祉法人真福会 新宮市千穂1丁目3番の19号 0735-21-0440 福祉

110 田中建設株式会社 新宮市新宮4602番地の1 0735-22-6171 建設業

111 株式会社食縁 新宮市佐野2122番地の3 0735-31-5042 食品加工・販売

112 すずきこどもクリニック 新宮市下田2丁目3-2 0735-28-0111 医療

113 熊野第一交通株式会社 新宮市あけぼの2番21号 073-522-6313 運輸・運送

114 株式会社ハイマート 新宮市井の沢2番23号 0735-29-6076 小売り

115 株式会社ユーアイホテル ホテルなぎさや 東牟婁郡那智勝浦町大字湯川955番地1 0735-52-0015 宿泊業

116 株式会社ケイオープラン 東牟婁郡那智勝浦町大字築地3丁目1番地5 0735-52-5877 その他サービス

117 鈴木石油株式会社 東牟婁郡串本町串本1764 0735-62-1008 その他サービス


