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真面目な笑顔が

ここにあります

2023年春卒業予定

新卒社員募集中！



社 名 協栄設備サービス株式会社

本 社
〒623-0115 京都府綾部市渕垣町久田14番地の1
TEL(0773)45-3260(代) FAX(0773)43-3215
MAIL info@kyoei-setsubi.com

設 立

取引銀行

昭和59年10月15日

みずほ銀行 京都北都信用金庫

加入団体 綾部商工会議所

主な取引先
（敬称略）

オムロン株式会社 三ツ星ベルト技研株式会社
日硝興産株式会社 ケンコーマヨネーズ株式会社
綾部トーヨーゴム株式会社 株式会社タイヨーアクリス

資本金

従業員

10,000,000円

380名（内、オムロン綾部事業所 175名、
三星ベルト事業所45名、他161名）

営業内容
請負業務
人材派遣業務
清掃業務 産業廃棄物収集運搬業務

資 格
人材派遣業 派）26-050003
有料職業紹介事業26-ユ-300304
産業廃棄物収集運搬事業京都府 第02600131430号
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会社概要

※ ２０２２年６月現在

綾部本社（渕垣町）

A会議室（1階）

B会議室（2階）

2階へ
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沿革
昭和34年1月 当社旧親会社である「京都油化工業株式会社」創業

昭和43年9月 当社旧親会社が「協栄商事株式会社」に社名変更

昭和59年10月 協栄商事株式会社の子会社として「協栄設備サービス株式会社」を京都市左京区に設立

昭和61年4月 京都府綾部市で清掃事業を開始

昭和63年11月 当社旧親会社が「協栄ビル管理株式会社」に社名変更

平成元年9月 京都府綾部市にて工場内業務請負（電子機器製造）を開始

平成5年1月 京都府綾部市渕垣町薮下8番地へ本社移転

平成11年9月 京都府綾部市にて工場内業務請負（食品製造）を開始

平成12年2月 京都府綾部市にて工場内業務請負（ゴム製品製造）を開始

平成15年9月 一般労働者派遣事業許可証取得、事業開始

平成18年11月 産業廃棄物収集運搬業許可証取得、事業開始

平成23年10月 一般労働者派遣事業拡大（食品、木材、ガラス、介護、事務、配送、プログラム等）

平成24年11月 有料職業紹介事業許可証取得、事業開始

平成25年4月 京都府舞鶴市にて学校内業務請負（学生寮管理、校内・寮清掃）を開始

平成26年4月 京都府綾部市にて食堂管理業務を開始

平成27年12月 京都府綾部市渕垣町久田14番地の1へ本社移転

誠心奉仕 和親協力 研鑚向上

社是

ものづくりを通じて、地域・社会の暮らしに貢献しています。



２０２３年春
新卒社員の募集について

みなさんが就職先を選ぶとき、

・どんな仕事をするか？ ・どこで仕事をするか？ ・どれだけ稼ぎたいか？ ・どれだけ休日がほしいか？

・・・何となくイメージは浮かんでいても実際に就職先を選ぶ時には、やはり迷うのではないでしょうか？

そんな時には『どんな環境でどんな人と仕事をするのが自分に合っていそうか？』を

ぜひとも想像してみて下さい。自己分析も良し、身近な人に聞いてみるのも良し。

これからの長い長い人生、その多くの時間を過ごす就職先では、『人のつながり』

つまり、『どんな人と仕事をするのか？』そして、『長く勤められる環境かどうか？』が、

とても大切になってきます。どんな仕事も厳しさはつきものです。

でも、良い環境で良い人と一緒に仕事をすれば、厳しさがバネになり、必ず良い社会人になれます。

協栄設備サービス㈱は大企業でも有名企業でもありませんが、人のつながりを最も大切にする会社です。

真面目な笑顔がここにあります。そして、ものづくりにあなたのパワーを求めています！

先生、親御様に相談の上、よくご検討下さい。

協栄設備サービス株式会社は、働きやすい環境・風土の中で、

ものづくりを学びたい若者を待っています。 4

ない時

ある時

良い職場環境が
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人・環境

風土仕事内容

収入安定感

公務員 大企業

職人
中堅
企業

• 業界・企業を選ぶ

• 職種を選ぶ

• 勤務エリアを選ぶ

協栄設備サービスは、こんな会社です。

就職先の選び方は、人それぞれ

一流メーカーの製品づくりを一手に引き受け。

ものづくりのプロ集団！
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協栄設備サービス㈱ 本社

オムロン綾部事業所

実際の通勤圏内

遠方の場合は
会社寮利用可能

三ツ星ベルト事業所

会社概要

• 業界・企業を選ぶ

• 職種を選ぶ

• 勤務エリアを選ぶ
➢ 西舞鶴市街地から車で約２０分

➢ 福知山市街地から車で約３０分

➢ 最寄り駅：ＪＲ舞鶴線淵垣駅

本社・就業場所

綾部市内の事業所
主な勤務エリアは



学校の成績は優秀であるに越したことはありませんが、協栄設備サービスでの仕事は、

ごくごく平均的であれば何も心配することはありません。

ただ、求める人物像への拘りはあります。

たとえ他人の２倍の能力があったとしても、それが安定して発揮できなければチーム

としては弱体化してしまいます。ごくごく平均的な人が『１％の努力』を地道に積み

重ねることができれば、それがチームとして最大の強みになります。

話好きな人、物静かな人、スポーツが得意な人、勉強が得意な人・・・世の中には

色々な人がいますが、私たち協栄設備サービス株式会社は、どんなタイプの人であっ

ても、プロセスを大切にする素直な人物を求めています。

求める人材像
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２倍の能力を持つ出勤率の低い人 １．０１倍の能力を持つ出勤率の高い人＜

人材＝人財



➢ 学校に行く！

➢ 将来の夢と目標を描く！

➢ 資格取得にチャレンジ！

在学中に取り組んでいただきたいこと
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高校生活を思いっきり
楽しんでください！

やりがい・スキルアップ

➢ 大手メーカー工場での優れた環境で仕事ができる！

➢ 人が優しい。人に優しい。有休休暇を取得しやすい！

➢ やる気しだいで、専門職・管理職へステップアップ！

➢ 安全・衛生・メンタルケアのシステムが充実している！

➢ 技能手当制度が充実している！（既定資格を取得すると毎月手当支給）

たくさんの生産ラインがあります。
自分に合った作業がきっと見つかります！

➢ 給与（初任給） 月額１６０，０００円～１７０，０００円（残業、諸手当、交通費等含まず）
（実績） 月額１６０，０００円～３００，０００円以上（職務給、諸手当、交通費等含む）

➢ 加入保険：雇用、労災、健康、厚生

➢ 退職金制度：あり（勤続５年以上）

➢ 定年制：あり（一律６０歳） ※再雇用制度：あり（上限７０歳まで）

➢ 育児休業実績、介護休業実績、看護休暇実績：あり

➢ 年次有給休暇：入社６ヶ月経過後１０日付与、消化日数実績：７日／２０日（取得率４０％）

➢ 賞与：あり（前年度実績：計２ヵ月、但し入社１年以上）

➢ 年間休日：１２３～１３０日（事業所別の工場カレンダーあり）

待遇
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安全・快適な職場です。

オムロン綾部事業所

マシンオペレータ、半田付け、手組み、検査など色々な仕事があります。



技術を習得、
活かせる会社

です。

10職場紹介

品質管理

設備保全・改善

専門職（品質・設備・改善）
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8:45 始業

12:00 お昼休み

17:30 終業
残業をする場合は15分間の休憩後、
17:45開始、30分単位。

＊超勤（残業・休日出勤）は法令の範囲内。

＊交替勤務の職場もあります。

基本は17:30始業、深夜2時15分終業、

2週間～1ヶ月交替目安。事前にシフトを組みます。

トイレタイム（7分間）

（45分間）

午後始業後

トイレタイム（7分間）

＊8時～8時30分ぐらいを目処に出社。

（安全のため、ある程度余裕をもって

出社することが望ましい）

＊作業服に着替え現場へ。

タイムカードを打刻しラジオ体操！

（安全に作業するための諸準備をする）

＊朝礼後、作業開始！

＊終業時の片付け・清掃後、タイム

カードを打刻し着替えて退社。

【昼食】自由に選べます！

・お弁当を持参

・オムロン食堂を利用

（1食400円～500円位。メニュー豊富です）

・構内コンビニで買う
（パン、ジュースなど）

一日の流れ



オムロン株式会社の主力

工場でのお仕事です。

安全で快適な職場環境

です。

食堂やコンビニもあり、

空調完備でとても

綺麗な工場です。

工場敷地内は

全面禁煙です。

年間休日は約１３０日。

しっかりリフレッシュ

できます。

自動車通勤、電車通勤

いづれもＯＫです。

製造職をメインに、技術

系、現場事務系の業務が

多数あります。

『こんな仕事がしたい！

』・・将来的に希望する

職種への転向も可能です。

入社時の専門知識、技能は

必要ありません。

丁寧に指導します。

元気いっぱい！コツコツ

と！ものづくりが好き！

色々な世代や性格のメン

バーが多数働いています。

新しい仲間を歓迎して

います！
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約200名のメンバーが

若い力を待っています！

10代、20代が
多数活躍中！

男女比率
ほぼ １：１

若手 ～ 熟年層まで
バランスの良い分布！

こんな事業所です！



従業員 42名（男性28名、女性14名）

三ツ星ベルト綾部工場での業務内容

・産業用ベルトの原材料投入業務

・産業用ベルトの製造・検査業務

・出荷、物流業務

・食堂等管理業務

・構内清掃業務

就業場所

京都府 綾部市 城山町 ７－１

（綾部工業団地内 高倉公園から徒歩3分）

身体を動かし活気のある
若者の多い職場です
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製品使用例（一部）

さまざまな機械等に
使用されています！

自動車ファンベルト

スライドドア駆動

バイク変速

自転車駆動

ウォシュレット駆動

スノーモービル変速

UFOキャッチャー駆動

農業機械駆動
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現場の紹介②

検査工程 梱包工程 出荷工程

“ ものづくり ”にあなたのパワーを！！

職場紹介
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１日の流れ （勤務は基本1週間交代、昼勤のみの職場もあり）

・０７：４５～ラジオ体操

休憩時間

・昼勤 １０：００～10分間、１２：００～昼休み(40分)、１５：００～10分間

＊休憩は休憩室、屋外喫煙所あり 昼食は食堂で注文弁当、持参弁当

・２０：００～始業

・０５：００終業

・１９：４５～ラジオ体操

・０５：１５～残業

昼勤 夜勤

・夜勤 ２２：００～10分間、００：００～昼休み(40分)、０３：００～10分間

休日

土、日 ＊年末年始、GW、盆休み（各10日前後） 年間休日120日前後

通勤方法

基本的に自家用車

週40時間労働の為、週4日、5日勤務あり

・０８：００～始業
・１７：００終業
・１７：１５～残業
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応募前職場見学についてのお知らせ
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応募前職場見学につきましては、７月公開予定の求人票（補足事項・特

記事項欄）に記載しております日程にて実施させていただきます。

※ これ以外の日時をご希望の際は、お問合せ下さい。

受付、お問合せは、事業所ごとに行なっておりますので、見学をご希望の

事業所、または本社まで、お電話下さい。

また、新型コロナウィルス感染拡大防止の面から、事業所構内へ入館で

きない場合も想定されますので、本社会議室での動画、資料による見学

となる場合がありますことを予めご了承お願いします。



私たちと一緒に、ものづくりに
チャレンジしてみませんか？

新卒求人に関する最新情報は当社ホームページ

https://kyoei-setsubi.com/
新着情報をご覧下さい。

18

https://kyoei-setsubi.com/
https://kyoei-setsubi.com/

