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事業内容 郡上市の総合移住相談窓口

住所 岐阜県郡上市八幡町島谷130－1

ホームページ http://www.furusato-gujo.jp/

開所時間 平日 10：00～17：00

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容
主に高速道路上のサービスエリア
　　　　　　　　　　　　　　　　(ひるがの高原上下線)の運営

住所 岐阜県郡上市高鷲町鷲見5414番地38

ホームページ http://www.hiruganosa.sakura.ne.jp

従業員数 約60人(アルバイト・派遣社員・季節雇用者含む）

勤務時間 1日7.5時間　又は8時間

休日 個人による　年間87日から107日程度

福利厚生　※
社会保険・労働保険・中退共加入　寮有　研修旅行2年に
1回有

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容 総合建設業

住所 岐阜県郡上市八幡町旭1035番地

ホームページ http://www.takagakigumi.co.jp

従業員数 65名

勤務時間 8：00～17：00

休日 第2・第4土曜日・日曜・祝日　盆休み・年末年始

福利厚生　※ ＢＢＱ大会・慰安旅行・技能講習補助

※各社会保険、労働保険に加入しています。

担当者から
一言

（１３０字以内）

郡上に住んだらどんな暮らし？移住したら？Uターンした
ら？？…住まいやレジャー、地域のつながりなど、「郡上
暮らし」を郡上に移り住んだ相談員がご紹介します。一休
みに、お気軽にお立ち寄りください。
郡上でチャレンジする人を応援する「郡上カンパニー」の
取り組みも始まっています。

①        一般社団法人　郡上・ふるさと定住機構

設立20年を迎え、「笑顔で迎え、笑顔で帰す」を経営理念
に、お客様と地域との懸け橋となるべく様々なサービスの
提供を模索しながら地域の成長を視野に運営していま
す。また働きやすい職場環境を常に考え、従業員の新た
なキャリアアップ・スキルアップの援助に努力しています。

担当者から
一言

（１３０字以内）

地方ゼネコンとして、建築・土木業をはじめ、個人向け住
宅についてはパナソニックと提携して事業展開を進めて
います。資格取得にも　日建学院の公認校の認可を得
て、授業料の補填等バックアップを行っています。

担当者から
一言

（１３０字以内）

② 株式会社スクラム　ひるがの高原サービスエリア

③ 株式会社高垣組

企業紹介VTR 

http://www.furusato-gujo.jp/
http://www.hiruganosa.sakura.ne.jp/
http://www.takagakigumi.co.jp/


事業内容 スクリーン印刷機の製造

住所 岐阜県郡上市八幡町市島字田之上１３５７－３

ホームページ http://www.seria.co.jp

従業員数 145名

勤務時間 8:30～17:30

休日 土日祝　冬季

福利厚生　※ 確定拠出年金　団体生命

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護（ショートステ
イ）、軽費老人ホーム（ケアハウス）、デイサービスセン
ター、
訪問介護・看護ステーション、居宅介護支援センター

住所 岐阜県郡上市八幡町旭663-6

ホームページ http://www.seseragi-r.com

従業員数 113人

勤務時間 ①8:30～17:30  ②7:00～16:00  ③10:00～19:00

休日
週休2日制（勤務シフトによる）、夏期休暇、
リフレッシュ休暇 他

福利厚生　※
健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害保険、退職金
共済、慶弔制度、職員互助会、職員旅行、親睦会 他

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容
公共の土木工事・電力施設の建設建築工事・アウトドア
事業

住所 岐阜県郡上市八幡町稲成819

ホームページ なし

従業員数 男　１０名　　女　２名　（計　１２名）

勤務時間 8：00～１７：00

休日 週休２日制（土・日）　・　夏季休暇　・　年末年始休暇

福利厚生　※ 社員旅行・賞与年２回・退職金制度（建退共）

※各社会保険、労働保険に加入しています。

担当者から
一言

（１３０字以内）

株式会社名畑組

せせらぎ街道沿いの豊かな自然の中で、介護・看護分野
の７つの事業所を運営しています。笑顔と思いやりのある
方、明るくて元気な方を歓迎します。資格や免許のある方
はもちろん、働きながら資格取得をめざしたい方を全力で
応援します。随時の施設見学も受け付けています。

プリント基板に、スマートフォンに、弊社の製品は、最先端
の分野で使用されています。弊社の強みは、オーダー
メードの製品を作れること。小森グループの企業理念であ
る「顧客感動企業の実現」を目指し、お客様に満足と感動
をもたらす企業となるべく邁進しています。

⑥

建設工事や災害復旧等、地域に貢献できるだけでなく、
長良川の自然を生かしたラフティング事業、また天然資源
を生かしたヤナ漁（天然鮎を捕り料理を提供）など、幅広く
活躍できる会社です。

担当者から
一言

（１３０字以内）

株式会社セリアエンジニアリング④

⑤ 社会福祉法人 心誠会 せせらぎ緑風苑

担当者から
一言

（１３０字以内）

http://www.seseragi-r.com/


事業内容 金融業務全般（預金業務・融資業務・為替業務等）

住所 岐阜県郡上市八幡町新町９６１番地

ホームページ http://www.hachimanshinkin.jp

従業員数 男性72名　女性64名　計136名

勤務時間 8：45～17：30

休日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始

福利厚生　※ 厚生年金基金　確定企業給付年金　等

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容
建築、土木、その他建設請負業、一級建築士事務所、
宅地建物取引業

住所 岐阜県郡上市大和町剣1760

ホームページ https://yamasita-c.com

従業員数 48人

勤務時間 8：00～17：00

休日 日曜、祝日、土曜隔週、夏季（５日間）、冬季（６日間）

福利厚生　※ 退職金共済

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容 行政サービス

住所 岐阜県郡上市八幡町島谷２２８

ホームページ http://www.city.gujo.gifu.jp/

従業員数 866名

勤務時間 8：30～17：15

休日 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始

福利厚生　※ 有給休暇、病気休暇、特別休暇等の各種休暇制度

※各社会保険、労働保険に加入しています。

担当者から
一言

（１３０字以内）

当社は多くの人々に支えられお陰様で創業４０年を迎え
ています。当社の建物づくりは「健康・心・環境」を考え建
ててから２０年３０年と立つ中で愛着が増していく感動ある
建物を目指しています。

⑨ 郡上市役所

⑧ 株式会社ヤマシタ工務店

担当者から
一言

（１３０字以内）

八幡信用金庫は郡上市に本店を置く唯一の金融機関で
す。地域経済のため、地域の皆様のため一緒に力をつく
しましょう。

担当者から
一言

（１３０字以内）

郡上市は日本の、そして岐阜県のほぼ中央部に位置して
おり、土地の約９０％を森林が占める自然豊かなまちで
す。美しい森林から作り出される長良川は清流として名高
く、清流長良川の鮎が世界農業遺産に登録されました。
自然豊かで住みよいまち郡上のために働いてみません
か。

⑦ 八幡信用金庫

企業紹介VTR 

http://www.hachimanshinkin.jp/
https://yamasita-c.com/
http://www.city.gujo.gifu.jp/


事業内容
障がい福祉サービス事業（日中活動支援、共同生活援助
等）

住所 岐阜県郡上市白鳥町白鳥33-17

ホームページ http://www.gujo-bunanoki.com

従業員数 60人

勤務時間 8：00～17：00又は8：30～17：30（１年変形労働時間制）

休日 年間105日（原則　日祝祭日・隔週土曜日・夏季・冬季休暇）

福利厚生　※ 岐阜県共済会、職員互助会

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容 土木建設業

住所 岐阜県郡上市八幡町島谷1613番地

ホームページ http://www.kigoshigumi.co.jp

従業員数 26名

勤務時間 8：00～17：00

休日 毎週土日・祝祭日

福利厚生　※ 健康保険・厚生年金・退職金（建退共）

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容 郡上ヴァカンス村ホテル、郡上ヴァカンス村スキー場営業

住所 郡上市高鷲町鷲見2363-395

ホームページ http://www.gujyokogen-hotel.com/

従業員数 90名

勤務時間 シフト制

休日 シフト制

福利厚生　※ 社員寮　ゴルフ場優待料金

※各社会保険、労働保険に加入しています。

主に公共団体の発注する土木工事を手がけている会社
です。弊社の募集する人材は、土木に精通した専門学科
の卒業生だけではありません。学生時代に得た、仕事に
対する夢と情熱を持って、自分の未来を築ける人です。土
木に関する専門知識や資格は、仕事に携わる中で得られ
ます。

障がいのある人たちが地域で経済的にも自立・自律して
暮らせるよう支援する仕事です。さらには、障がいのある
人たちとともに「おかげさま、おたがいさま」の心でつなが
る地域づくりの活動に取り組みます。

担当者から
一言

（１３０字以内）

小中学校の合宿としてのご利用が多く、最も多感な時期
の生徒たちのお世話を担えるところにやりがいを感じま
す。

⑬ 郡上バカンス株式会社

⑪

担当者から
一言

（１３０字以内）

　　　　　社会福祉法人　ぶなの木福祉会

⑫

担当者から
一言

（１３０字以内）

株式会社　木越組

http://www.kigoshigumi.co.jp/
http://www.gujyokogen-hotel.com/


事業内容 モータ製造（エアコン用、シュレッダー用、水中ポンプ用）

住所 岐阜県郡上市白鳥町中津屋1393番地

ホームページ http://www.aichi-elec.co.jp/sae/

従業員数 99名（男性90名、女性9名）

勤務時間 8：00～17：00（休憩60分含む）

休日 118日（完全週休2日制【土日休み】、GW・夏季・冬季休暇含む）

福利厚生　※ 各種手当、各種祝金、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ接種補助など

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容 太陽光・風力発電設備設置工事

住所
本社：愛知県一宮市伝法寺2-12-9
郡上営業所：岐阜県郡上市八幡町小野4-2-14

ホームページ http://s-u-c.co.jp

従業員数 11名

勤務時間 8：30～17：30

休日 日・祝ほか／土日祝も休めます♪　夏季・冬季　有休他

福利厚生　※ 厚生年金　中退共

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容 ひるがの高原「牧歌の里」を運営管理する会社

住所 岐阜県郡上市高鷲町鷲見2756番地2

ホームページ ｈｔｔｐs：//www.bokka.co.jp/

従業員数 正社員30名　パート・アルバイト80名（季節雇用者を含む）

勤務時間 8：15～17：00　　夏季8：15～18：00　冬季　9：15～17：00

休日 平日シフト制　　繁忙時2週3休　　その他週休2日　

福利厚生　※ 社会保険完備　中退共加入　社員寮有り（要相談）

※各社会保険、労働保険に加入しています。

営業所は東京と福島にもあります。

資格・学歴は問いません。明るくてやる気のある方を募集
します。Ｕターン・Ｉターン歓迎　　自分のアイデアで新しい
事に挑戦できる会社、いろんな職種が有る為、あなたの”
やってみたい”が必ず見つかる会社です。

担当者から
一言

（１３０字以内）

株式会社牧歌コーポレーション

「ハーメティックモータ」というニッチなモータ業界で高い
シェアを誇る会社です。創業45年。地元白鳥町在住の方
が従業員の６割以上を占めており、地域に根ざした会社
です。平均勤続年数は21.2年で（一般的に20年以上が優
良企業）定年まで安心して勤められる会社です。

白鳥アイチエレック株式会社

⑯

⑮ 株式会社エネテクエンジニアリング

担当者から
一言

（１３０字以内）

⑭

担当者から
一言

（１３０字以内）

工場外観 

作業風景 製品 

http://s-u-c.co.jp/


事業内容 障害福祉事業、高齢福祉事業

住所 岐阜県郡上市八幡町初納字堂前397番地

ホームページ http://riaraizuwa.web/fc2.com/

従業員数 55名

勤務時間 １カ月単位の変則労働制

休日 シフトに準ずる　月平均　6～8日

福利厚生　※ 各種社会保険制度

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容 観光ホテル、レストラン及び喫茶店の経営

住所 岐阜県郡上市八幡町柳町一の平511-2

ホームページ http://www.hotel-sekisuien.jp/

従業員数 34人

勤務時間 7：30～16：30、9：00～18：00、13：00～22：00

休日
週休2日制(予約状況などに応じてシフトによる）、
６カ月経過後有給休暇10日(最長20日)

福利厚生　※
各種保険、住宅手当、慶弔費、退職金、社外研修、
その他

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容
コンタクトレンズのケアソリューションの製造、ケア用品の
成形、コンタクトレンズの製造及びコンタクト原材料の生
産

住所 郡上市八幡町旭清水元15

ホームページ http://www.meniconnect.co.jp/

従業員数 239名　（郡上１85名、本社54名）

勤務時間 ①8：00～17：00　②12：00～21：00　③20：00～5：00 他

休日 120日　土日祝　夏季　年末年始　会社カレンダーによる

福利厚生　※ 退職金制度　社内行事　割引制度

※各社会保険、労働保険に加入しています。

⑱

当社郡上八幡ホテル積翠園は、郡上八幡城の麓にあり、
青々とした空、山、水を体で感じることができる安らぎの
場としてお客様にご利用頂いております。また、２０１９年
７月には、客室と食事会場をリニューアルし、質の高い
サービスを提供したいと考えています。

奥濃飛白山観光株式会社（郡上八幡 ホテル積翠園）

担当者から
一言

（１３０字以内）

清らかな水と空気に恵まれた郡上八幡の地で 、コンタクト
レンズとケア用品の製造を行っている会社です。メニコン
ブランドの国内供給だけでなく、海外にも製品を供給する
などグローバルに展開しています。社員一同熱意もって、
常に新しいことに挑戦し続けています。

⑲

⑰

株式会社メニコンネクト郡上工場

特定非営利活動法人りあらいず和

りあらいず和では、児童から高齢者また、障害者の方を
対象に幅広い支援をしています。今後幅広い支援をおこ
なうため新施設の増設をします。そこで活躍できる人材を
募集します。りあらいずでは若い主任や責任者も多く若者
の活躍できる職場でもあります。興味がある方は是非！

担当者から
一言

（１３０字以内）

担当者から
一言

（１３０字以内）

企業紹介VTR 

http://riaraizuwa.web/fc2.com/
http://www.hotel-sekisuien.jp/
http://www.meniconnect.co.jp/


事業内容
農業協同組合法に基づく営農指導・購買・販売・金融・
共済等の各事業

住所 岐阜県関市若草通1-1

ホームページ http://www.ja-megumino.or.jp

従業員数 1404人

勤務時間 8：00〜17：00　（部署により異なります）

休日 土・日・祝、年末年始　（部署により異なります）

福利厚生　※
各種社会保険・退職金制度・職員預り金制度・職員旅行・
永年勤続表彰制度・資格取得お祝金制度など

※各社会保険、労働保険に加入しています。

                            株式会社ミノグループ　　　　　
株式会社ミノグループ

事業内容 スクリーン印刷用資機材製造販売

住所 岐阜県郡上市美並町上田８－２

ホームページ http://www.mino.co.jp

従業員数 124名

勤務時間 8：30～17：30

休日
日曜　祝日　土曜　年末年始　お盆（会社カレンダーによ
る）

福利厚生　※
各種社会保険　退職金制度　年金基金　社員預金　社員
持株会　永年勤続表彰　社員旅行など

※各社会保険、労働保険に加入しています。

事業内容 宿泊・飲食業

住所 岐阜県郡上市八幡町相生242-3

ホームページ http://www.chitora.co.jp

従業員数 115名（正社員：22名、パート：93名）

勤務時間 9：00～18：00（実労8時間）

休日 当社カレンダーによる

福利厚生　※ 社会保険、退職金制度、財形制度、社員寮あり

※各社会保険、労働保険に加入しています。

担当者から
一言

（１３０字以内）

㉒ 　　　　　　　　　　　　株式会社千虎観光

担当者から
一言

（１３０字以内）

当社は国際観光旅館、日帰り温泉施設、ドライブインを経
営しております。国内問わず海外のお客様も多くお越しに
なり、接客を通じて様々な人と交流することができます。

⑳ めぐみの農業協同組合（JAめぐみの）

㉑

担当者から
一言

（１３０字以内）

　創業から７０年を超える地元密着な会社ですが、拠点を
全国・海外に広げ常に新しい印刷技術の開発に努め、顧
客満足を向上すべく活動しています。社内においても社
員同士が切磋琢磨しながら品質向上に努め、技術の継
承・発展に力を入れています。

地域に密着し、組合員の方から”ありがとう”と感謝される
やりがいのある仕事です。地域貢献や地元で働きたいと
考えている方は是非お待ちしています。また、JAめぐみの
職員像”未来を見据え　今、考え行動しよう！！”を実践
できるような方を募集致します。

http://www.chitora.co.jp/

