
　〈ろうきん〉は労働組合や生活協同組合のはたらく仲間が、
お互いを助け合うために、資金を出し合ってつくった協同組
織の金融機関です。はたらく人とその家族が安心して快適な
日々を送れる社会づくりをめざしています。
世の中に数多くある金融機関の中で、純粋にはたらく人の
福祉金融機関と呼べるのは、〈ろうきん〉しかありません。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔出 資 金〕
〔創　業〕
〔預金残高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県静岡市葵区
黒金町 5-1
古川 正明
38 億円
1953 年 3月 1日
1兆 1,759 億円
694 名
静岡県富士宮市
弓沢町 109-1
勤労者に対する預金や
ローン・各種金融サー
ビスの提供

Q&A

新入社員に求めるものは？

仕事において、個人で何を成したかよりも、誰にどんなバトン
を繋いだかに価値があることに気付きました。それ以降、仕事
における喜びの軸は、抱える職員・チームの成長に重きを置い
ています。共に働いた仲間が、自分の成長を信じ、奮闘してい
る様子を見聞きすることが何より嬉しく思います。

〒420-0044
静岡県静岡市葵区西門町1-20

勤労者の生活を金融面から支えることが〈ろうきん〉
の使命です。他者や社会へ貢献する利他の心を持っ
ていてほしいです。

〈ろうきん〉は労働金庫法に基づいて、営利を目的と
せず公平かつ民主的に運営されています。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

先輩社員として一言！

金融知識はもちろんのこと、福祉や生活に対する考
え方など自分の心を豊かにすることが出来ると思い
ます！

皆さんが“何をしたいのか”、“何に喜びを感じるのか”
今一度自分と向き合う時間を大切にして下さい！
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　昭和 41年、まだ「水ぶきお掃除法」しかなかった静岡県富士宮
市に、初めて科学的で衛生的な「乾式清掃のお掃除法」を普及さ
せたのが当社です。主婦にとってはつらい毎日のお掃除を少しで
も楽に、という願いを込めて創業したのが、ダスキン富士宮の歴
史の始まりでした。現在、ダスキン富士宮は静岡県と山梨県のお
客様にサービスを提供しています。この地には世界に誇る日本一
の富士山があります。この富士山に負けない社員の成長を願い、
富士山を取り巻く街々をきれいにすることで、ダスキン富士宮の
経営目標が達成されるのです。日本一の富士山を四方から仰ぎ見
ながら美しき流れをつくり、素晴らしい２１世紀を創造していき
ます。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
黒田 13-1
渡辺 一弘
3,000 万円
1966 年 7月 5日
12 億円（2020 年度）
55 名
ダスキン製品のレンタ
ル並びに販売、各事業
所・店舗の環境整備環
境衛生サービス

Q&A

新入社員に求めるものは？

楽しんで前向きに仕事に取り組み、自分で興味をもって、自分
から動く。明るく、元気にあいさつができる。こんな人がダス
キン富士宮では活躍しています。

〒418-0034
静岡県富士宮市黒田13-1

誠実さと責任感です。嘘をつかない、ごまかさない、
与えられたことを最後までやりぬくことが大切です。

「お客様の生活に寄り添う」会社です。

会社の魅力は？

会社を一言で表すと？

先輩社員として一言！

複数の事業があり、本人の希望で事業部間の異動が
可能なので様々な商品やサービスに関わることがで
きます。

お客様から笑顔で「ありがとう」と言って頂ける。
お客様の反応を直接得られるので、やる気になります。

　当社は日産自動車直営のカーディーラーです。
100％電気自動車のリーフや全く新しいカタチの電気自動車
である e-POWER、高速道路単一車線での自動運転システムプ
ロパイロットなど日産の高い技術力が詰まった車をお客様に
お届けしています。
最先端技術に触れ、運転の楽しさや快適さをお客様に感じて
いただくことが私たちのやりがいに繋がっています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕

〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県静岡市駿河区
中吉田 14-29
馬場 勝也
9,000 万円
1966 年 4月
211 億円
（2020 年度実績）
595 名
静岡県富士宮市
舞々木町 28
・日産の新車、各種中
古車の販売
・自動車整備全般（車
検、点検、一般修理等）

Q&A

新入社員に求めるものは？

当社では社員同士が交流できる社内イベントが盛りだくさん
です！新入社員が入社した4月には、新入社員歓迎ソフトボー
ル大会が開催されています。その他にも、フットサル大会や
カート大会などのイベントがたくさんあり社員同士の交流の
場となっています。

〒422-8001
静岡県静岡市駿河区中吉田14-29

ずばり、当たり前のことを当たり前にやることで
す！挨拶をする、時間を守るなど社会人としての基
本です。

目標に向かってコツコツ努力できる方、先輩から言
われたことを素直に実行できる方を求めています。

会社の魅力は？

どんなスキルを求める？

どんな社風？

自動運転や電気自動車などワクワクするような最新
の技術に触れることが出来ることです！

明るく、面倒見の良い先輩が多い職場です。何でも
相談できるアットホームな雰囲気です。
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　地域金融機関として富士・富士宮地区を中心に「ふじしん」の
愛称で親しまれている信用金庫です。「地域社会の繁栄に貢献する」
という基本理念を大切にして、地域の産業を中心とした経済の発
展と地域住民の生活がより豊かになることを目指して日々仕事に
取り組んでいます。皆さんが快適に暮らせるお手伝いとして資産
運用のアドバイスを提供し、生活のお金のことで困ったことを一
緒に解決していきます。富士・富士宮地区には地域経済を支える
様々な業種の多くの中小企業があります。ふじしんの主な取引先
である中小企業へ融資や会社経営の相談などの支援をすることで
地域社会の発展に貢献しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔出 資 金〕
〔創　業〕
〔経常収益〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

静岡県富士市青島町
212 番地
浅見 祐司
8億 1,200 万円
1953 年 2月
52 億 5,638 万円
304 名
・富士宮支店
　静岡県富士宮市
　城北町 66
・富士宮東支店
　静岡県富士宮市
　東町 9-5
・預金業務・貸出業務
・為替業務
・保険窓口販売業務
・証券業務

Q&A

新入社員に求めるものは？

信用金庫の仕事は大きく分けると預金、融資、営業の 3 つの
仕事があります。営業の仕事では地域のお客様を訪問し、一
人一人に合った商品を提案します。ライフプランの相談や会
社の経営改善のサポートはお客様の役に立ててやりがいを感
じます。

〒417-8686
静岡県富士市青島町212番地

地元が好きで地域の発展のために活躍し、人と接す
ることが好きで明るく元気で笑顔が素敵な方。

信用金庫は地域社会の発展を優先した事業を行い、
地域の皆様が豊かになれるお手伝いをしています。

入社したらどんな成長ができる？

ほかの会社と大きく違う特徴は？

会社の魅力は？

時代の変化に柔軟な対応ができ、地域やお客様の課
題解決に向けて活躍できる人材育成に力を入れてい
ます。

地域のイベントに参加する機会も多く、仕事を通し
てお客様と地域とのつながりを実感できます。

　当社は道路、河川・砂防、公園、開発業務等の土木設計及
び建築設計（調査・計画・設計）を通じて、安心・安全・魅
力あるまちづくりに貢献しています。
日々、進化する最新技術を積極的に取り入れ、高い技術力と
豊富な知識を持ち、多様化するニーズにいち早く対応できる
よう前進しています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔事業内容〕

静岡県富士宮市
小泉 468 番地の 1
小野寺 久子
1,000 万円
1952 年 10 月
非公開
41 名
設計コンサルタント事
業、調査・測量事業、
情報システム開発事業
GIS、3Ｄ計測事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

最新技術を積極的に取り入れることにより、効率的に業務を進
めることができるようになりました。社内での働き方改革も進
んでいます。より働きやすい環境になるよう取り組んでいます。

〒418-0022
静岡県富士宮市小泉468番地の1

明るく、前向きな姿勢と気づきのある方 自分が住んでいる場所のまちづくりを通して、最先
端の建設技術を習得することができます。

会社の魅力は？

入社したらどんな成長ができる？

先輩社員として一言！

最新の計測機器を使用し、３D計測・設計データ作
成など進化した IT技術を活用した設計をしています。

知識や自分にできることが増えてくると仕事をする
ことが楽しくなってきます。自慢できるお仕事です。
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朝霧ジャンボリーゴルフクラブは富士山の麓に120万坪（東
京ドーム約 85 個分）の広大な土地を活かし造成された日本
最大級の広さを誇る雄大なコースであり、四季に応じてさま
ざまな顔を見せてくれる富士山を間近で見られるロケーショ
ンなど多くの魅力を持っています。また、朝霧ジャンボリー
オートキャンプ場やヴィーナスガーデンゴルフコースの利用
者も含めると年間約 10 万人のお客様が訪れる富士宮市でも
最大級のリゾート施設です。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕
〔市内事業所〕

〔事業内容〕

東京都江東区牡丹
3-14-15
鈴木　大
6,000 万円
1973 年 3月 8日
10 億 3,000 万円
200 名
静岡県富士宮市
猪之頭 2971
ゴルフ場を中心とした
レジャー施設ならびに
宿泊施設の運営

Q&A

会社を一言で表すと？

サービス業の楽しいところは、お客様と直に接することが多
いので、直接「ありがとう」と感謝の言葉をもらったり、自
分の接客が喜ばれたりすることが多く、その点で幸せややり
がいを日々感じる事が出来るところです。

〒418-0108
静岡県富士宮市猪之頭2971

「我々の商品はサービスであり、我々の仕事はサービ
スの質を高めることである」をモットーとしています。

お客様や従業員とコミュニケーションをとる事を楽
しめる方。

会社の魅力は？

新入社員に求めるものは？

入社したらどんな成長ができる？

社内に様々な職種があり、在籍しながら様々な経験
が出来るので、自身に合った仕事に出会える。

笑顔や礼儀正しい立ち居振る舞い、正しい敬語、コミュ
ニケーション能力、臨機応変な対応力が身に付く。

私たちは環境問題の専門家として、環境測定分析・労働安全衛生・
メンテナンス等のあらゆる角度から環境問題の現状を把握して、
自然豊かな日本の輝かしい未来の維持・向上に努めています。環
境測定分析は「調査・分析」を通して環境問題の向上を提案します。
作業環境測定士は、健康的に働ける職場環境を実現するために労
働安全衛生法に基づき分析・評価および解析を通じて、その改善
対策を提案します。計測機器メンテナンス業務は、設置されてい
る排水処理装置、及び環境測定機器の維持管理が主な仕事です。
環境測定機器の能力を最大限発揮させるよう整備を行い、機器精
度の維持・稼働効率の向上に努めています。

〔所 在 地〕

〔代 表 者〕
〔資 本 金〕
〔創　業〕
〔売 上 高〕
〔従業員数〕

〔事業内容〕

静岡県富士市本市場
422-1
池田 勝弘
1,000 万円
1971 年 12 月 1日
3億 8,000 万円
41 名
（2021 年 10 月 1日）
環境計量事業

Q&A

新入社員に求めるものは？

環境に関する国家資格は多数あります。入社前は資格名も知ら
なかった社員が経験と勉強を重ねて国家資格を取得し、キャリ
アアップしています。国家資格取得支援制度が整っているので
経済的負担が少なく安心です。

〒416-0906
静岡県富士市本市場422-1

挨拶がしっかりでき、礼儀正しく、多くのことに興
味を持ち、何事にも意欲的に取組む人を求めます。

環境測定の専門家。環境に関する国家資格は多数あ
り、多くの社員が数々の国家資格を取得しています。

先輩社員として一言！

会社を一言で表すと？

女性社員が安心して働けます。産休・育休制度は勿論、
子育てしながら国家資格を取得できます。
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