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  ※アンケートへのご協力をお願いいたします。 

  

千葉県商工会議所連合会 千葉県商工会連合会 共催 

 ✥ プロジェクト・ホームページ   https://www.chiba-saiyoryoku.jp 

県内高等学校  県内中小企業 

ご協力頂きましたアンケートの集計結果はメール連絡の上、 

https://bit.ly/3wopVWe 

教育機関の皆様はこちら    企業の皆様はこちら 

https://bit.ly/2TwURFi 
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1.タイムスケジュール  

 

 Ａグループ Ｂグループ 

受付開始 10:00～ 10:40～ 

ガイダンス （B グループ実施時：教育機関ブースは休憩） 10：15～ 11:00～ 

情報交換会開始          ターム制（5 分間） 10:20～ 11:05～ 

                      フリータイム制 10:45～ 11:30～ 

グループ入替／終了予定時刻 10:57～ ～11:45 

    ※教育機関の皆様へのガイダンスはＡグループと同時に会場内で行います。 

  ※Ｂグループのガイダンスは、会場内・教育機関の休憩中に実施いたしますので、A グループで参加の 

   企業の皆様は、速やかな入替にご協力をお願いいたします。 

  ※プログラムの進行に関しましては、状況によって変更の可能性がございます。 

 

 ◆事務局よりお願いとお知らせ 

  会場参加の皆様 

   1.会場内ではマスクの着用を必ずお願いいたします。教育機関の皆様に配布のフェイスシールドは、 

     そのままお持ち帰り下さいますようお願いいたします。 

     2.企業の参加者は、受付でお配りするネームホルダーへ名刺を入れてご参加ください。受付確認としま 

     すので、名刺はネームホルダーごとご返却ください。 

       3.会場の様子を写真撮影させて頂きます。事業の報告、ホームページ掲載など限定した形での公開と 

     なりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。お顔の映り込みに抵抗のある方は、撮影しており 

     ますスタッフまでお声がけください。 

    4.新型コロナの感染拡大防止対応として、会場内換気の為窓を開放しております。冷房が効きにくく 

     なっておりますこと、ご理解のほどよろしくお願いいたします 

  就職情報交換会ご参加の皆様 

    情報シート冊子作成に際し、お忙しい中ご対応頂きましたこと、改めてお礼申し上げます。 

お名刺を入れたまま 

ご返却ください。 
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2.参画教育機関一覧 

 

 
 

◆6/25(金)就職情報交換会[高等学校]　　参加教育機関一覧

◆会場参加

学校名 所在地 掲載ページ ブースNO

1 千葉県立安房拓心高等学校 南房総市 16

2 千葉県立市川工業高等学校 市川市 3

3 千葉県立浦安南高等学校 浦安市 17

4 千葉県立生浜高等学校 千葉市中央区 5

5 千葉県立君津青葉高等学校 君津市 14

6 千葉県立佐倉東高等学校 佐倉市 12

7 千葉県立清水高等学校 野田市 7

8 千葉県立白井高等学校 白井市 8

9 千葉県立千葉大宮高等学校 千葉市若葉区 15

10 千葉県立松戸南高校 松戸市 4

11 千葉県立千葉工業高等学校　全日制の課程 千葉市中央区 13

12 千葉県立千葉商業高等学校 千葉市中央区 1

13 千葉県立東金商業高等学校 東金市 11

14 東京学館船橋高等学校 船橋市 10

15 中山学園高等学校 船橋市 6

16 千葉県立成田西陵高等学校 成田市 2

17 千葉県立若松高等学校 千葉市若葉区 16 9

◆会場参加就労支援機関

学校名 所在地 掲載ページ ブースNO

18 ちば地域若者サポートステーション 千葉市美浜区 16 18

◆書面参加

学校名 所在地 掲載ページ

19 千葉県立市川昴高等学校 市川市

20 千葉県立市原緑高等学校 市原市

21 千葉県立浦安高等学校 浦安市

22 千葉県立君津商業高等学校 富津市

23 千葉県立関宿高等学校 野田市

24 千葉県立館山総合高等学校　定時制 館山市

25 千葉県立千葉商業高等学校　定時制 千葉市

26 千葉県立船橋豊富高等学校 船橋市

27 千葉県立八千代西高等学校 八千代市

28 千葉県立四街道北高等学校 四街道市

13

14

15

8

9

10

11

12

17

18

19

20

21
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3.会場レイアウト 
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4.参画企業一覧（グループ） 
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5.千葉県採用力向上サポートプロジェクトについて 

 

 平成 28 年度にスタートして以降、採用力向上をテーマに人材の採用・育成・定着を軸とした 

 プログラムを提供しているプロジェクトです。企業の登録数は 700 社を越え、提供しているプロ 

 グラムの累計利用社数は 2500 社以上、教育機関の皆様のご参加は約 400 校と、千葉県内の産学 

 連携の推進と企業の支援を続けております。 

  本就職情報交換会を通じて、教育機関の状況と採用意欲の高い企業の情報を共有することで、千葉県  

 内に就職を希望する学生が一人でも多くなることを目指しております。 

  また昨年度に引き続き、目次ページにて、当プロジェクトのメイン講座ともいえるリクルーター 

 養成ゼミの参加状況なども掲載しておりますので、参考にしていただけますと幸いです。 

 

 目次ページ・参加状況について 

  ------------------------------ 

 【☆★：リクルーター養成ゼミ】 

   アクティブラーニング形式を取り入れた PBL 方式（問題解決型）による取り組みで、各企業 

  の採用責任者、担当の方が課題を通じて社内を巻き込みながら、半年にわたって参加される講座 

  となります。求人チャネルや選考場面にあわせた自社の魅力の発信の仕方や、時にネガティブと 

  考えられるような情報の開示やその方法に至るまで考えて発信することでミスマッチを防ぐ採用 

  活動を実施していきます。今年度は対面式と Web 形式で 7 月下旬より実施予定です。 

  ☆：今年度、リクルーター養成ゼミに申込 

  ★：昨年度までのリクルーター養成ゼミに参加 

 【◎○：他の講座、セミナーについて】 

   昨年度までに実施している入社 3 年までを対象とした若手社員リーダー化プログラムをはじめ、 

  プロジェクトで提供しておりますセミナー等への参加状況をお伝えしております。 

 ◎：今年度、若手社員リーダー化プログラムに申込 

 ○：昨年度までの若手社員リーダー化プログラムや採用・定着・育成をテーマとしたセミナー、 

   教育機関連携プログラム参加 

 

 

  ◆詳しくは、採用力向上サポートプロジェクトホームページをご覧ください。 

     https://www.chiba-saiyoryoku.jp 

※ 新たにプロジェクトホームページを作成いたしました。各実施プログラムのお知らせや、 

     アンケートの集計結果、リクルーター養成ゼミにご参加頂いた企業の皆さまからのコメント、    

     教育機関の皆様に向けたプロジェクト紹介ページなどご用意しております。 

                   

          

https://www.chiba-saiyoryoku.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂ ｱﾜﾀｸｼﾝ ｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立安房拓心高等学校 川上 利夫 0470-47-2551 南房総市 
男性６２％ 

女性３８％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/awa-ah/ 連絡先メールアドレス awa-ah@chiba-c.ed.jp 

学科編成 総合学科（文理系列、園芸系列、畜産系列、土木系列、調理系列） 

進路（就職） 

指導支援の方針 

生徒一人一人が、その能力や適性に応じた主体的な進路選択ができるよう計画的・組織的に指導する。 

・発達段階に応じたキャリア教育を展開する。・各種検査、LHR 等をとおして生徒の自己理解を深めさせる。 

・進路情報の収集を積極的に行い、生徒及び保護者に迅速に提供する。・利用しやすい進路指導室にする。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

・専門４系列については、それぞれの専門分野で、地域との連携を含めた体験的な学習を行い、将来の適性、

自己理解等に結びつけている。また、文理系列でも、専門教育の一環として行われる資格取得を多くの生徒が

積極的に目指すなど、普通科の学びに加え多様な学習を行っている。 

・１学年から計画的なガイダンス、カウンセリングを行い生徒の意識を高め、進路決定につなげている。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １０５ 
販売職、製造職、調理職、介護職、サー

ビス、技術職、公務員、 等 
９８ 

販売職、製造職、調理職、介護職、

サービス、技術職、公務員、等 
１０３ 

うち県内 

就職者数 
５７ 

販売職、製造職、調理職、介護職、サー

ビス、技術職、公務員 , 等 
55 

販売職、製造職、調理職、介護職、

サービス、技術職、公務員 等 
67 

卒業総数 １５２  １６２  １４５ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

調理系列は調理職へ、土木系列は建設業に就職する傾向が強い。特に、調理系列では顕

著である。他の系列の就職先は多様である。地元に就職する者はホテル、医療関係、福

祉施設などが多い。また、地元の行政機関に公務員として就職する生徒も増加している。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

小規模な学校（学年４クラス）ではあるが、毎年、就職希望者が１００名程度と多い。

地域でも、就職を目指すなら本校へという期待が大きい。生徒は、純朴で素直、欠席等

も少なく真面目な生徒が多い。人口減少地域のためか、厳しい競争にさらされた経験が

少なく、ややのんびりとしたところがある。 

畜産系列(２年)近隣優

良酪農家、調理系列

(２年)地元ホテル等、

現場実習 ５日間 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

・生徒は安房地区に居住しているため、県内の企業であっても宿舎が必要な場合が多く、ご配慮いただきたい。 

・求人票の事業内容、会社の特長、仕事の内容等は、高校生がわかるような平易な表現にしていただきたい。 

 今年度もよろしくお願いいたします。 

 

カナ 
チバケンリツ 

イチカワコウギョウコウトウガッコウ 
進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立市川工業高等学校 須藤 綾子 047-378-4186 市川市 
男子 80％ 

女子 20％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp 連絡先メールアドレス a.sdu5@chiba-c.ed.jp 

学科編成 機械科・電気科・建築科・インテリア科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
求人票と会社見学での納得（整合）のいく進路支援 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
求人票の見方や給料と税金の関係など 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 146 技術職・保守点検・鉄道・施工管理等 151 
技術職・保守点検・鉄道・施工管理

等 
150（未定） 

うち県内 

就職者数 
70 技術職・保守点検・・施工管理等 80 技術職・保守点検・・施工管理等 未定 

卒業総数 224  246  237 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

技術職やエレベーター等の保守や大工職が人気だが、内装（インテリア）や 

舞台（大道具）関係も人気がある。 

また、映像関係に就きたい生徒も増えてきている。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 
コミュニケーション（仕事スキル）が高い生徒が多い。 本年度は未定 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

インテリア科の生徒（女子）の内装（インテリア関係）や補修（リペアリング）などの技術職や事務職の仕事の紹介を

要望します。 
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ 
チバケンリツウラヤスミナミ 

コウトウガッコウ 
進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立浦安南高等学校 大串 彰宏 047-352-7621 浦安市高洲 
男性５４％ 

女性４６％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/urayasuminami-h/ 連絡先メールアドレス a.oogsh@chiba-c.ed.jp 

学科編成 
全日制課程・普通科 

第 1 学年：4 学級  第２学年：4 学級  第 3 学年：4 学級 

進路（就職） 

指導支援の方針 

○学問・職業、志望先の学校・企業、自己の３つの理解を深める支援・指導を行う。 

○社会人としてのマナー，資質を育む支援・指導を行う。 

○個人面談での生徒との対話により，生徒の理解を深めたり，考えを整理したりする支援・指導を重視する。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

○1 年時：進路講演会、キャリアガイダンス 

○2 年時：進路ガイダンス、校外バス見学会 

○3 年時：進路ガイダンス、企業見学会、応募前指導 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 45 
介護職、販売職、機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、 

組み立て加工、保安職等 
42 

介護職、販売職、機械ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、 

組み立て加工、保安職等 
３９ 

うち県内 

就職者数 
24 同上 23 同上 １９ 

卒業総数 108  118  １１９ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

○事務的職業（1７％）、○販売業（1７％）、○生産工程の職業（１９％）、 

○建設・採掘の職業（３％）、○サービス業（2８％）、○運搬・清掃・包装等（１９％） 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

○明るく、素直な性格で思いやりにあふれる一面が垣間見られる。 

○物事に一途な面があるため、１つのことに熱中する姿が見られる。 
7 月に 3 日間 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
生徒の職業理解、企業理解を深めるためのご支援・ご協力をお願い致します. 

 

カナ チバケンリツ オイハマ コウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 
千葉県立 生浜 高等学校 

全日制・三部制の定時制 
上原 美和 ０４３－２６６－４５９１ 千葉市中央区 

男子：女子 

６：４ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/oihama-h/ 連絡先メールアドレス m.sky10@chiba-c.ed.jp（上原） 

学科編成 
全日制の課程 普通科 

三部制の定時制の課程（午前部・午後部・夜間部）普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

 １年次より、分野別ガイダンスやインターンシップ、千葉市主催の企業訪問、適性検査等を通じて社会へ出

て働くことの意味や自分の将来像を考えていく時間を取っています。また、定期的に生徒と進路面談を行なっ

たり、卒業生を学校へ招いて就職活動報告を発表する場を設けたりして、進路決定の一助としております。卒

業年次となったら毎週就職ガイダンスを行ない、受験に備え本格的な活動を始めます。コミュニケーション力

の涵養を重視しており、生徒が伝える力を身に付けることができるよう小論文模試を実施しております。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

 各学年次進路ガイダンスの実施、進路講演会の開催、ポートフォリオの実施 

 就職支援員の駐在（週３日） 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ７６ 
販売職・運輸物流・事務職・機械オペレータ

ー・介護医療・組立製造加工 等 
７２ 

機械製造オペレーター・運輸物流・

食品製造・接客販売・公務員 等 
１０４ 

うち県内 

就職者数 
５５  ５１  １０４ 

卒業総数 ２０９  ２２３  ２３４ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

本校は千葉・市原市内から通学している生徒が中心で、卒業生の約３割が就職を希望し

ております。生徒たちは地元での就職・自宅からの勤務を希望する者が多く、本年度は製

造業（特に食品製造）やサービス業（販売、ゴルフ場等）、物流（特に男子）、福祉の業界

に興味をもっている生徒が多くみられます。 

インターンシップ

の 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

学習や部活動など、一つ一つの活動に真剣に向き合う、真面目な生徒が多いです。外国

にルーツを持つ生徒も多数在籍しており、語学力を活かした就労を希望しております。 
毎年夏季休業中 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 いつもお世話になっております、本年度も宜しくお願い申し上げます。 

mailto:a.oogsh@chiba-c.ed.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ キミツアオバコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立君津青葉高等学校 島貫 輝 0439（27）2351 君津市 
男５７％ 

女４３％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/kimitsuaoba-h/ 連絡先メールアドレス t.shmnk@chiba-c.ed.jp 

学科編成 
総合学科（農業、環境、食品、商業、土木、家庭・福祉、普通）7 系列  

※令和 3 年度入学生から商業を除く 6 系列 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒一人一人が、その能力や適性などに応じた主体的な進路選択ができるよう計画的・組織的に指導する。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

１年生：講話「職業と学びの結びつき」 分野別体験学習 企業見学 卒業生と語る会 進路体験発表会 

２年生：就職講話、社会人講話 インターンシップ（全員） 就職ガイダンス 進路体験発表会 

３年生：地元企業人事担当者の就職講話 学校比較 面接練習会 ジョブカフェ「社会人準備セミナー」 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ５７ 
製造業、介護職、販売職、サービス 

事務職、技術職、公務員 
５７ 

製造業、介護職、販売職、サービス 

事務職、技術職、公務員 
５５ 

うち県内 

就職者数 
５１ 

製造業、介護職、販売職、サービス 

事務職、技術職、公務員 
５１ 

製造業、介護職、販売職、サービス 

事務職、技術職、公務員 
５５ 

卒業総数 １００  ９６  ９２ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

土木系列は公務員技術職や施工管理関係の職種、食品系列は調理関係の職種、家庭・福

祉系列は介護職を、環境系列は森林保全関係職種やゴルフ場コース管理を、商業系列は

事務職を、農業系列は農業関係職種を選ぶ生徒が多い。その他に、日本製鉄関連会社、

ゴルフ場（キャディ）、販売、サービス業を希望している。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

生徒のほとんどが木更津市、君津市に在住しており、自宅からの通勤を希望している。

久留里線利用者が大半を占め、通学に長時間をかけて登校しているが、遅刻・欠席する

生徒の数が少なくなった。資格取得に積極的な生徒が多い。 

夏季休業中、冬季休

業中に 5 日間実施 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
多くの企業の方と直接お話しをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

カナ チバケンリツサクラヒガシコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立佐倉東高等学校 石川和雄 043-484-1024 佐倉市 
男子 30% 

女子 70% 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakurahigashi-h/ 連絡先メールアドレス sahigasinro@gmail.com 

学科編成  普通科 服飾デザイン科 調理国際科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 個々人の進路希望に添った適切な指導と進路実現 100％を目指す。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 年１０回の就職者集会による継続的就職指導 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 47  調理 接客販売 33   調理 接客販売 37 

うち県内 

就職者数 
30  調理 接客販売 25   調理 接客販売 30 

卒業総数 228   調理 接客販売 225   調理 接客販売 228 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

 地元の企業・自宅から通勤可能な企業への希望が多い。調理・服飾の専門学科の 

生徒は専門分野への志望が強い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

 真面目で素直な性格の生徒が多い。他人に対する気配りが出来る優しい性格である。 

 与えられた仕事は誠実に取り組み、着実にやり遂げることができる。やや積極性に 

欠ける面がある。 

高 2 の夏休み 

5 日間 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

 慎重・厳格な審査をしている為とは思いますが、入社試験の結果の連絡は次の指導もあるので早めにしていた 

だきたい。 
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツシミズコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立清水高等学校 門野和人 04-7122-4581 野田市 
男性８０％ 

女性２０％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/chb-shimizu-bh/ 連絡先メールアドレス shimizu-bh@chiba-c.ed.jp 

学科編成 食品科学科、機械科、電気科、環境化学科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

・キャリア教育の視点による、３年間を見通した体系的・継続的な進路指導を行う。 

・各学科・各学年等と連携を図り、進路情報の収集・整理に努め、「ミスマッチの防止」に繋げる。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

進路希望調査（全学年）、進路適性検査（各学年）、基礎学力向上朝学習（全学年）、進路説明会（各学年）、分

野別進路説明会（３学年）、進路ガイダンス（３学年ジョブカフェちばによる講座）、インターンシップ（各学

科）、企業見学会（各学科）、保育実習（昨年度、今年度はコロナウイルスの影響により中止）など 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １１８ 
生産工程、メンテナンス、機械オペレー

ター、保安、物流関係、事務等 
１００ 

生産工程、メンテナンス、機械オペ

レーター、保安、物流関係、事務等 
１０９ 

うち県内 

就職者数 
８７  ７６   

卒業総数 １５３  １３７  １４８ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

自分の学科で学んで来たことを生かせる就職先を考える生徒が多い。学科ごとに特徴が

あり、先輩の進んだ企業を選ぶ傾向も見られる。自宅から通える範囲の事業所を選ぶ生

徒が多い。近年は、物流系を希望する生徒が増えてきている。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

純朴で、物静かな生徒が多い。専門教科に積極的に取り組み、日々の学習や資格取得の

ための補講等にも真面目に取り組む姿が見られる。入学時より、就職を希望する生徒が

大半を占め、「働くこと」についての意識が高い生徒が多いと感じる。 

各学科で対応 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 

カナ チバケンリツシロイコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立白井高等学校 麻生悠太 047-491-1511 白井市 
男性 53.7% 

女性 46.3% 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/shiroi-h/ 連絡先メールアドレス y.asu16@chiba-c.ed.jp 

学科編成 普通科 全学年 ６学級 

進路（就職） 

指導支援の方針 

 本人・保護者の希望を十分に聞き取った上で、納得できる企業に挑戦させる。 

 卒業生からの情報も参考にしつつ、優良企業を薦める。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 就職講座と題し、履歴書作成や面接指導、小論文、SPI 対策講座を実施している。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 26 製造、事務、販売、サービス、保安 21 製造、事務、販売、サービス 14 

うち県内 

就職者数 
26  21  14 

卒業総数 222  213  232 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
 事務、製造、販売、サービスが主であるが、縁故就職も一定数いる。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

 それほどきつくなく、比較的自宅から近い位置の職場に勤められる仕事を選ぶ傾向が

ある。人と接することが得意な生徒と不得意な生徒、半々といった様子である。 
０名 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

 コロナの関係も有り、色々とご苦労されているかと存じます。 

しっかりと指導をしてから送り出しますので、企業見学をさせていただく際にはよろしくお願いします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ ちばけんりつちばおおみやこうとうがっこう 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立千葉大宮高等学校 小嶋卓哉 043-264-1981 千葉市若葉区 
男子４５％ 

女子５５％ 

HP アドレス https://cmsl.chiba-c.ed.jp/chibaohmiya-h/ 連絡先メールアドレス t.kjm33@chiba-c.ed.jp 

学科編成 通信制課程普通科 学年はなく入学年度別に組編成されている。 

進路（就職） 

指導支援の方針 

就職者３７名（１８．９％） 

通信制課程の学校のため、進路も本人の選択に任せている。 

現在のところ、就職希望の者に関しては、卒業学年になってからの進路部主導の指導が主である。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

大学・専門学校を招いての進路説明会を年に一度実施している。 

本年度からはキャリアコンサルタントによる面談を始めた。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ３７ 製造業・販売業 ４１ 製造業・販売業 未定 

うち県内 

就職者数 
３５ 製造業・販売業 ３８ 製造業・販売業 未定 

卒業総数 １９６  ２０９  未定 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

生徒は求人票を見る段階から活動を始めるが、賃金と利便性を優先して志望先を 

決める傾向がある。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

なし 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

就職に関して明確な志望動機を有している者は少ない。また、精神的に弱さを持つ 

者が多く、就職をすることに自信が持てない生徒も多い。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
コロナウイルス感染症の蔓延下の求人の状況について知りたい。 

 

カナ マツドミナミコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立松戸南高等等学校 進路指導主事 043-391-2820 松戸市 
男子 50％ 

女子 50％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/matsudominami-h/ 連絡先メールアドレス  

学科編成  三部制 定時制 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 4 月より研修開始、6 月下旬見学先業種決定 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
 面接指導 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 69  69  50 

うち県内 

就職者数 
     

卒業総数 194  212  195 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
 小売・製造・警備 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 
 大人しい子が多い  

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ 
チバケンリツチバコウギョウ 

コウトウガッコウ 
進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立千葉工業高等学校 皆川 勝博、大木正臣 043-264-6251 千葉市中央区 
男性 94.5% 

女性 5.5% 

HP アドレス Heeps://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-th/ 連絡先メールアドレス m.ook6@chiba-c.ed.jp （大木） 

学科編成 
工業化学科（3 クラス）、電子機械科（6 クラス）、電気科（5 クラス）、情報技術科（3 クラス）、理数工学科

（3 クラス） 

進路（就職） 

指導支援の方針 

(1)全ての教育活動を通じたキャリア教育の推進を図る。(2)個々の生徒に応じた適切な進路指導の充実を図

る。(3)望ましい職業観・勤労観の育成に努める。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

(1) 全学年進路希望調査（4 月全学年）、(2)校内進路別ガイダンス（4 月 3 年生）、(3)基礎力診断テスト 

（4 月 1･2 学年）、(4)ジョブカフェちば主催の高等学校向け事業（8、12、2 月全学年）、(5)校内企業別ガ

イダンス（5 月 2･3 学年）、(6)卒業生講話（1 月 3 学年）、(7)課題研究による企業連携（5 月～3 学年）、 

(8)インターンシップ事業（2 学年 10 月～）、等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 185 製造オペレーター、技能職、技術職 156 製造オペレーター、技能職、技術職 155 

うち県内 

就職者数 
149 製造オペレーター、技能職、技術職 122 製造オペレーター、技能職、技術職 124 

卒業総数 261  258  269 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

(1) 製造オペレーター、技能職、技術職等を希望する。 

(2)自宅通勤を希望する生徒が多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

(1)3 ヵ年皆勤者が多い、(2)明るく、挨拶が良くできる。(3)部活動を加入している生徒

が比較的多い。 

1･2 学年対象 
実施時期は、10 月 
以降を予定 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

本校は、就職者数は毎年約 180 名近くおりましたが、昨年度は 30 名近く減少しました。コロナ禍の影響かと思われ

ます。今年も 4 月の進路希望調査だと昨年度と同様な数値でした。今後とも、本校の教育活動にご支援・ご協力を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

カナ チバショウギョウコウコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立千葉商業高等学校 小川あゆみ 043-251-6335 千葉市中央区 
男５０ 

女５０ 

HP アドレス http://cmsl.chiba-c.ed.jp/chiba-ch/zennichi/ 連絡先メールアドレス sinro.chiba-ch@chiba-c.ed.jp 

学科編成 全学年８クラス ２学年から商業科６クラス、情報処理２クラスに分かれる 

進路（就職） 

指導支援の方針 
就職は学校斡旋がほぼ９割、進学は大学進学を中心に指定校制度、公募制度を利用 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

１学年より総合学習を利用して各学年とも年間１０回以上実施。３年からは分野別に分かれて放課後等も実施 

就職においては３年よりガイダンスが１０回ほど。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 115 事務、技能 98 事務、技能 98 

うち県内 

就職者数 
35 事務、技能 

 

35  

 

事務、技能  

卒業総数 318  314   

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
 事務職を希望する生徒が８割超えている 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

 簿記などの商業検定などを資格取得していない生徒は皆無、ほとんどの生徒が３種類

以上取得、中には日商簿記１級取得の生徒もいる。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 

 

 

mailto:m.ook6@chiba-c.ed.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツトウガネショウギョウコウトウガッコウ  進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立東金商業高等学校 鈴木 悠 0475-52-2265 東金市 
男性 46％ 

女性 54％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/toushou/ 連絡先メールアドレス toshocareer@gmail.com 

学科編成 商業科（３クラス）・情報処理科（１クラス） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
「夢をカタチに 東商ブランド」をキャッチフレーズに、生徒一人ひとりの自己実現に向け支援しています。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

1 年次よりマナー指導、コミュニケーション講座、小論文指導を計画的に実施している。３年次には進路希望

別に外部講師を招いて進路ガイダンスを実施している。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ４９ 事務職・販売職、製造職等 ２９ 事務職・販売職、製造職等 ４５ 

うち県内 

就職者数 
４９  ２８  ４５ 

卒業総数 １５４  １５６  １５７ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
女子は事務職を希望する生徒が多く、男子は製造職、技能職を希望する生徒が多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

 入学時よりマナー指導を行っており、挨拶などの礼儀作法を身につけている生徒が多

い。純朴で真面目な生徒が多い。 
２年生の夏休み 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 

 

カナ ﾄｳｷｮｳｶﾞｯｶﾝﾌﾅﾊﾞｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 東京学館船橋高等学校 楠・大川 043-457-4611 船橋市 
男性 70% 

女性 30％ 

HP アドレス http://gakkan-f.jp/ 連絡先メールアドレス  okawa-to@gakkan-f.jp 

学科編成 普通科・情報ビジネス科・美術工芸科・食物調理科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

生徒の興味・関心を尊重 

就職活動を通じて将来を考えることのできる指導 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

就職希望者に向けたハローワーク講師や校内就職担当教員によるガイダンスを開催 

食物調理科については生活産業基礎の教科にて実施 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 27 調理・点検員・生産スタッフ・大工等 26 調理・警備・小売・介護・配送員等 28 

うち県内 

就職者数 
15  11  未定 

卒業総数 242  290  293 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

食物調理科は約半数が就職を希望し、飲食・サービス業界や委託給食等調理師としての

就職を志望することが多い。 

 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

是非・善悪を自主的に判断し、責任をもって行動できる。思いやりと相互協力の精神が

ある。明るく、礼儀正しい。 

 

食物調理科はホテル

でのインターシップ

を昨年度は３日間実

施。他学科は無 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 

 
 



- 15 - 

 

 

採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ ナカヤマガクエンコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 中山学園高等学校 大畑 直也 047-422-4380 船橋市本町 
男 65％ 

女 35％ 

HP アドレス http://nakayama-gakuen.ac.jp/ngh/ 連絡先メールアドレス ohata@nakayama-gakuen.ac.jp 

学科編成  普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 

本校では、１年次より職業観・勤労観の育成に取り組んでいます。 

 また、自己理解を進めることで、自分は何ができるのか、何がしたいのかを考えさせています。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

ガイダンスやセミナーを開催し、実際に現場で働く方の 

 意見を伺い、進路活動に役立てています 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 19 
販売職・事務職・介護職、清掃業、建設業 

 等、 
14 

販売職・事務職・運送業、介護職、 

飲食業 等、 
 

うち県内 

就職者数 
11  8   

卒業総数 85  86   

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種や職種で決める生徒よりも、会社見学に伺ってから選択する生徒が増えた。 

 また、勤務地が自宅から通える範囲で選択する生徒が多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 
真面目な性格で、指示されたことをきちんと最後までやり遂げる生徒が多い。  

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
早期離職を防ぐためにも、会社見学に伺った際には、包み隠さず伝えていただきたい 

 

カナ ナリタセイリョウコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立成田西陵高等学校 霜鳥慶太 0476-26-8111 成田市 
男性 67% 

女性 33％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/naritaseiryo-h/ 連絡先メールアドレス seiryoshinro@gmail.com 

学科編成 
農業を中心とする３学科（園芸科２クラス、土木造園科１クラス、食品科学科 1 クラス）と、商業系の 1 学

科（情報処理科 1 クラス）から編成される特色ある学校です。 

進路（就職） 

指導支援の方針 

進学よりは就職希望の生徒の方が多いため、就職するための指導に力を入れています。また進学についても資

格取得を目的とした専門学校への進学希望が多いので、その希望を叶えるための支援をしています。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

土木造園科では学習の成果を試す機会、現場実習として２年次の夏休みを利用してインターンシップを実施し

ています。また、各分野で活躍している比較的若い卒業生を招いて在校生に働くことの意味や苦楽を語っても

らう「卒業生に学ぶ会」を実施しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 101 各分野 95 各分野 95 

うち県内 

就職者数 
100  95  95 

卒業総数 181  181  183 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

コロナ以前は毎年 100 名以上の就職希望者がいましたが、現在は就職には多少慎重に

なっている模様です。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

日頃、身体を使って実習する機会が多いために、作業には慣れており、就労する意欲は

全員が持っているように思われます。素直な生徒が多く、就職した後もしっかりと働い

てくれるものと信じています。地元の企業で働き、地元に貢献したい、と希望している

ものがほとんどです。 

（ただし土木造園科以外の実績は

ありません。） 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

素直で誠実な若者たちばかりです。是非とも彼らに活躍の場を与えていただけたらと思います。よろしくお願いしま

す。 
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツワカマツコウトウガッコウ  進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立若松高等学校 市原 智浩 043-232-5171 千葉市若葉区 男４・女６ 

HP アドレス http://cms1.chiba-c.ed.jp/chb-wakamatsu-h/ 連絡先メールアドレス t.ichhr11@chiba-c.ed.jp 

学科編成 全日制の課程・普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
全員第一希望への内定・合格を目指す。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
外部講師を招いてのガイダンス・月２回の進路通信の発行。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １５ 販売業・運輸業・ゴルフ場・製造業 １２ 販売業・運輸業・ゴルフ場・製造業  

うち県内 

就職者数 
１５  １２   

卒業総数 ３１２  ３１２  ３１３ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

男子は運輸業・ゴルフ場・製造業希望が多い。女子は販売業・キャディ・接客業希望が

多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

部活動加入者が多いこともあり、明朗で礼儀正しく真摯な生徒が多く、企業の方からは

高い評価をいただいている。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
本年度もよろしくお願いいたします。 

 

◆会場参加就労支援機関 

カナ チバチイキワカモノサポートステーション  担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 ちば地域若者サポートステーション 相談支援員 木原 泰典 千葉市 
男 6 割 

女４割 

HP アドレス http://chibasapo.jp 連絡先電話番号 043-351-5531 連絡先メール kihara@chibasapo.com 

設置学部・学科・コース・専攻 
厚生労働省・千葉県委託事業の就労支援施設です。現在就学、就労していない 15 歳～49 歳の方が対象で、 

無料キャリアカウンセリングと無料グループワーク等により就職の支援をしています。 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

あなたの「一歩踏み出す力」を応援します！個人面談とグループワークで就職に必要な力をつけ、職場体験 

で働くイメージをつけて就職まで継続的な支援をしています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

・キャリアコンサルタント、臨床心理士、相談支援員による個別面談 ・就労に必要な力をつけるためのグル

ープワーク ・企業内での職場体験 ・企業理解を深めるための職業人講話等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 84 接客販売、福祉介護、情報通信等 56 接客販売、福祉介護、情報通信等 未定 

うち県内 

就職者数 
84  56  未定 

卒業総数 91  63  未定 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
年度により違いはあるが、体力が必要な業種、職種は避ける傾向がある。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

真面目で優しく、コミュニケーションが少し苦手な利用者が多い。 

理系高学歴の利用者も多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

厚労省の仕様で、週 20 時間以上 3 ケ月以内の職場体験を年 6～7 回行っています。 

ご協力いただける企業様募集しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

職業人講話、職場見学、職場体験等ご協力いただける企業様を募集しています。 

年 2 回（千葉市、八千代市）の合同企業説明会（無料）を開催予定。詳細などはお問い合わせください。 
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

 ◆書面参加 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｲﾁｶﾜｽﾊﾞﾙｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立市川昴高等学校 大塚裕章 047-371-2841 市川市 
男性 43% 

女性 58% 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/i.subaru-h/ 連絡先メールアドレス ichikawasubaru_shinro@yahoo.co.jp 

学科編成 普通科：各学年８クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 

生徒が自己の進路に明確な意識を持て、希望を実現できる進路指導を行う。 

「進路とは 自分の生き方を決めることである」 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
進路ガイダンス：各学年学期１回／就職講座（３年）全９回 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 5 接客・販売・事務 8 営業・事務 1 

うち県内 

就職者数 
0  5 製造技能・検査・販売・事務 0 

卒業総数 311  310  314 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

斡旋就職実績（過去 10 年間） 

建設 6、製造 18、食品製造 11、電気ガス 3、鉄道運輸 9、郵便 5、食品小売 8、 

販売 10、金融 8、サービス 16、宿泊 5、飲食 5、理美容 6、教育 1、病院 1、 

介護 9、警備 3 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

人柄のよい（対人関係を良好に保つことができる）生徒が多い。やるべきことが明確に

示されていれば、それに対してよく頑張る。丁寧に根気よく仕込めばものになる。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
今年度（6 月時点）は、洋食見習希望 1 名（サッカー部）のみです。 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂｲﾁﾊﾗﾐﾄﾞﾘｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立市原緑高等学校 中澤 浩二 0436-75-0600 市原市 
男性４２％ 

女性５８％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/ichiharamidori-h/ 連絡先メールアドレス k.nkzw4@chiba-c.ed.jp 

学科編成   全日制 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 生徒の将来像、志望理由、適性及び能力等をふまえて、主体的かつ適切な進路選択について支援する。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

進路説明会、就職ガイダンス、面接指導、公務員・看護医療系講座、公務員看護医療系ガイダンス、 

履歴書指導、企業見学、各種講演会 等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数  ４９ 生産工程、事務、販売、サービス 等 ３９ 
生産工程、事務、販売、サービス、 

公務員 等 
２９ 

うち県内 

就職者数 
４９ 同上 ３９ 同上 ２９ 

卒業総数 １１１  １０４  １１５ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

以前は、生産工程系に就職する生徒の割合がとても多かったが、昨年実績及び 

今年度の希望先は、販売並びにサービス系の増加が目立つ。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

明るく、素直で、コミュニケーション能力のある生徒が多い。 

多くの生徒は就職希望先を絞り込みつつある。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 特になし 

 

https://cms1.chiba-c.ed.jp/i.subaru-h/
mailto:ichikawasubaru_shinro@yahoo.co.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケンリツウラヤスコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立浦安高等学校 金子 光裕 047-351-2135 浦安市海楽 
男性 50% 

女性 50％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/urayasu-h/ 連絡先メールアドレス m.knk52@chiba-c.ed.jp 

学科編成 全日制普通科 1 年 5 クラス 2 年６クラス 3 年 6 クラス 合計 17 クラス 生徒総数 613 人 

進路（就職） 

指導支援の方針 

（１）生徒一人一人が、夢を持ち自分の可能性を広げる進路選択ができる力、進路決定まで粘り強く努力で

きる力を育成する。 

（２）生徒の進路決定率９０％以上を維持する。 

（３）学校斡旋就職希望者の内定率１００％を目指す。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

1 年 進路説明会、進路適性検査、探究ゼミ、進路別バス見学会、進路講座 

2 年 進路説明会、進路達成プログラム、キャリアカウンセリング、インターンシップ、進路講座、面接指導 

３年 進路説明会、進路講座、面接指導、会社見学、推薦入試説明会、共通テスト説明会、入試前講習会 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 47 製造、情報通信、運輸、販売、サービス等 ３６ 建設、運輸、販売、サービス等 ２４ 

うち県内 

就職者数 
17  ７  10 

卒業総数 ２３４  ２２４  ２２９ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

就職希望者は例年 35 名から 40 名程度。今年度は 2４名と少なく、女子の割合が高い。

「事務」、「理美容関係(美容師・エステ・ネイル等)」、「接客・サービス」、「福祉・介護」

「ホテル・観光」「製造」等へ就職希望が多い。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

おとなしく真面目な生徒が多い。教員から指示されたことには取り組めるが、自ら考え、

主体的に行動することは苦手な生徒が多いと感じる。また、打たれ弱いところがある。 

今後は、主体的な態度と精神面(メンタル)のより良い育成に注力していく必要がある。 

例年は 2 学期末だ

が、今年度より 1 学

期末の実施へ変更。 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
会社見学の際に、「転居を伴う異動の有無」や「勤務地」について詳細に説明していただくと助かります。 

 

カナ 
チバケンリツキミツショウギョウ 

コウトウガッコウ 
進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立君津商業高等学校 積田浩明 0439-65-1131 富津市 
男子 66％ 

女子 34％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/kimisho/ 連絡先メールアドレス Kimisho.chiba.shinro@gmail.com 

学科編成 １年生 商業科５クラス ２・３年生 商業科各４クラス、情報処理科各１クラス 

進路（就職） 

指導支援の方針 
生徒一人ひとりの個性を大切にし、可能性や適性に合わせた進路指導を行う。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

１年生：職業体験学習 ２年生:インターンシップ、社会人講話、職業適性検査 ３年生：クレペリン検査、 

分野別ガイダンス、外部講師による面接指導 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 99 製造、販売、事務、公務員 105 製造、販売、事務、公務員 103 

うち県内 

就職者数 
97 同上 104 同上 102 

卒業総数 197  200  188 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

男子は自宅通勤兼（富津市～千葉市の湾外沿い）企業の現業職が多い。特に、日本製鉄

及びその関連企業が多い。女子はそれに加え、事務職や販売職、ゴルフ場等多岐にわた

る。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有り 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

真面目で素直な生徒が多い。商業高校の特徴として、資格取得も積極的で、きちんとし

た生徒が多い。 
 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
女子の事務職はないか。 
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カナ チバケンリツセキヤドコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立関宿高等学校 島 章裕 04-7198-5006 野田市木間ヶ瀬 
男性 58％ 

女性 42％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/sekiyadohigh/ 連絡先メールアドレス sekiyado-h@chiba-c.ed.jp 

学科編成 普通科３クラス展開（2 年次より、教養コースと情報ビジネスコースの選択制） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
自己理解及び社会理解を促進させ、生徒自らの力で個性を生かした進路実現を目指す 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

３年次：進学就職個別指導、社会人としての基礎講座    ２年次：職業適性検査、進路ガイダンス 

１年次：職業体験講座、進路見学会、進路講演会 

卒業生から後輩へのメッセージ、介護体験、保育実習、看護・公務員希望者指導なども実施 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 39 
事務職・食品機械製造・販売・ドライバー・倉庫・自

動車整備・建設・介護・サービス 45 
事務・食品機械製造・販売・ドライバー・倉庫・

自動車整備・建設・介護・理美容・サービス 39 

うち県内 

就職者数 
36  40  23 

卒業総数 68  71  60 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

全卒業予定者のうち、６～７割が学校斡旋での就職を希望。地元志向が強く、自宅か

ら通える範囲（野田、流山、柏、春日部、越谷、吉川、板東、猿島など）で企業を探し

ている。県境が近いため、県内だけではなく埼玉方面や茨城方面の希望も多い。男子人

気は製造や流通、自動車整備。女子人気は事務職、販売、理美容関係。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無し 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

成功体験が少ないためか、自分に自信が無い生徒が多い印象。思うことはあっても、

それを言葉や文章にすることが難しい。自己アピールに目立った特徴はないが、少しず

つ地道に努力を続けることができる真面目な生徒が多い。 

 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

自動車免許の取得を入社までに必須ではなく、入社後ある程度まで取得に余裕を持たせて欲しい。家庭の金銭的な

事情で、高校在学中に教習所へ通うことが困難な生徒が増えてきた。 

 

カナ チバケンリツタテヤマソウゴウコウトウガッコウ  進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立館山総合高等学校 北鹿渡 賢一 ０４７０（２２）２２４２ 館山市 
男性６０％ 

女性４０％ 

HP アドレス https://cms2.chiba-c.ed.jp/tateyamasogo/ 連絡先メールアドレス k.ktkd@chiba-c.ed.jp 

学科編成 定時制の課程 普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
就職を中心に生徒が納得のいく進路実現を目指す。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
年間数回の個人面談の充実と社会人講話の実施で、社会とのつながりを実感しながら自己実現を行う。 

就職実績 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 １ 製造業 ３ サービス業 ８ 

うち県内 

就職者数 
１ 製造業 ３ サービス業 ７ 

卒業総数 ２  ４  ９ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
販売やホテル業、福祉も含めサービス業が中心で、機械などの製造業もいる。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

なし 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

おとなしく、人とのコミュニケーションが苦手な生徒もいるが、真面目で責任感が強

い生徒がほとんどである。アルバイトの実施率も高く、働く意欲は非常に高い。 
なし 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
生徒数は少ないが、選択肢としての多くの企業から求人票がいただきたい。よろしくお願いします。 

 

https://cms2.chiba-c.ed.jp/tateyamasogo/
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カナ チバショウギョウコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉商業高等学校（定時制） 新井 宗幸 043-251-6335 千葉市  
男性 60％ 

女性 40％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-ch/ 連絡先メールアドレス m.ari47@chiba-c.ed.jp 

学科編成  商業科（１～３年次：各 3 クラス、４年次：1 クラス） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 スクールカウンセラーと連携しながら生徒の発達段階に応じて、焦らず希望先を決めていく 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

 課題研究・LHR 等を活用し、進路活動全般に関する指導を各学期 2 回程度実施。進路の進め方や礼儀・マ

ナー等校内ガイダンスを５・６月頃に４回程度実施。面接指導、履歴書の書き方指導、企業の選び方、卒業生

の講話等外部ガイダンスを夏季休業中および２月に実施。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ９ 事務、配送業、生産工程、製造販売 ３ 運輸、馬の調教、生産工程 未定 

うち県内 

就職者数 
８  ３  未定 

卒業総数 ４０  ２５  ３３ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

年度によって希望する職種は大きく変動する。近年は工場勤務・配送業などを希望す

る生徒が増えてきた。事務職やアパレル希望者もいる。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

 まじめで落ち着いて優しい生徒と授業や部活動ともに積極的に参加する生徒と極端

に分かれる傾向がある。学校全体的にとても落ち着いている。しかし、コミュニケーシ

ョンを取れるようになるのに非常に時間がかかる生徒も少なくない。 

 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
難しいとは思いますが、生徒に近隣の企業を知る・触れる機会がもっとたくさん提供できれば嬉しいです。 

 

カナ フナバシトヨトミコウトウガッコウ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 船橋豊富高等学校 金城 承紀 ０４７－４５７－５２００ 船橋市 
男性６０％ 

女性４０％ 

HP アドレス https://cms1.chiba-c.ed.jp/toyokou/ 連絡先メールアドレス なし 

学科編成 普通科（情報コース、福祉コース、文理コース） 

進路（就職） 

指導支援の方針 
きめ細やかな出口指導 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 
進路ガイダンス、ジョブカフェ、インターンシップ、仕事の学び場など 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 91 
販売職・事務職・機械オペレーター、組み立て

加工 等 
４８ 

販売職・事務職・機械オペレーター、組

み立て加工 等 
６９ 

うち県内 

就職者数 
９１  ４８  ６９ 

卒業総数 １７９  １６８  １４４ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

販売職、事務職を希望する生徒が多い。その一方、建築関係の職を希望する生徒は年々

少なくなっている。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

無 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

指示されたことを誠実に遂行することができる生徒が多い。その一方、コミュニケーシ

ョン能力に欠ける。 

コロナウイルス感染

予防のため取りやめ 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 

生徒が会社の雰囲気をしっかり理解した上で就職試験受験を決定できるよう、会社見学の際に、実際の仕事現場やオ

フィス見学だけでなく、先輩社員との交流会などを入れていただけると幸いです。また、少しずつ増えているオンラ

イン面接に関して、本校は設備の関係上対応できませんので、対面での面接試験をご検討いただくようお願いします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----教育機関情報------- 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾔﾁﾖﾆｼｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立八千代西高等学校 金丸 理恵 047(450)2451 八千代市 男女半々 

HP アドレス http://www.chiba-c.ed.jp/yachiyonishi-h 連絡先メールアドレス yachiyonishi-h@chiba-c.ed.jp 

学科編成  普通科 

進路（就職） 

指導支援の方針 
 生徒個々の性格、性質を考え、間違いのない選択と自立に向けての活動を意識させる。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

 1 年次の進路ガイダンスから、3 年次の就職ガイダンスまで、生徒の進路希望実現に向け数多くの説明会と

進路相談を実施している。就職支援担当教員を中心に進路指導主事、3 学年就職担当及び学年職員で連携協力

し指導にあたっている。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ７８ 
製造業 運送業 介護職 販売 事務 

サービス業 
７０ 

製造業 運送業 介護職 販売 

事務 サービス業 
８０ 

うち県内 

就職者数 
４６ 

製造業 運送業 介護職 販売 事務 

サービス業 
６８ 

製造業 運送業 介護職 販売 

事務 サービス業 
８０ 

卒業総数 １６４  １５９  １６２ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

上記の業種・職種について、生徒の希望がほぼ均等に分かれている。自宅通勤を希望

する生徒が多いが、中には県内企業に就職を希望しつつ、入寮等自宅外通勤を希望する

生徒も若干名いる。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 
 おとなしくて素直であり、アルバイトで就業経験を積んでいる生徒が多い。  

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 特になし 

 

カナ ﾁﾊﾞｹﾝﾘﾂﾖﾂｶｲﾄﾞｳｷﾀｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 進路（就職）指導担当者 連絡先電話番号 学校所在地 生徒の男女比率 

学校名 千葉県立四街道北高等学校 野々宮 令子 043-422-1788 四街道市 
男子３５％ 

女子６５％ 

HP アドレス http://cms2.chiba-c.ed.jp/yotsukaidokita-h/ 連絡先メールアドレス sinro.yotsukaidokita-h@chiba-c.ed.jp 

学科編成  普通科：各学年 6 学級、現 2 年生より保育基礎コースが設置されている。 

進路（就職） 

指導支援の方針 

生徒の進路実現に向けて、就職指導の充実に努めている。各人の職業観を養いつつ、個々の適性に合致した

業種・職種の選択を支援している。 

実施されているキャリア教育、

就職支援対策の内容 

全学年で進路ガイダンスを実施。 

就職希望者に向けては、３年次より就職ガイダンスを 1３回実施している。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月卒 2021 年 3 月卒 2022 年 

3 月卒予定数 実績数 主な採用職種 実績数 主な採用職種 

就職者数 ４１ 
事務・販売・キャディ・製造・オペレー

ター・空港保安 等 
３２ 

事務・販売・キャディ・介護・調理・

警備・オペレーター 等 
２９ 

うち県内 

就職者数 
３９  ３２  ２９ 

卒業総数 ２２９  ２２３  ２３０ 

生徒の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

就職希望者の割合 男子２０％・女子８０％ 

女子が多いこともあって、事務・販売・サービス・製造職の希望が多い。 

また、ほとんどが自宅からの通勤を望んでいる。 

インターンシップの 

送り出し実績有無 

有（昨年度はコロナで

実績なし） 

進路（就職）指導担当の先生 

から見た生徒の特長・特性 

 素直で、コミュニケーションをきちんととれる生徒が多く、積極的に学校生活を送っ

ている。家庭の事情でアルバイトをしている生徒もおり、就業経験は比較的ある。 

２年次夏季休業中 

幼児教育・介護のみ 

求人企業へのご意見、

ご要望、ご希望 
 可能な限り、応募前職場見学の実施をお願い致します。 
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7.参画企業一覧（50 音順） 

 

 

リクゼミ
参加

プロジェクト
参加

会社名（漢字） 業種 業種詳細 掲載ページ

1 相川建設 株式会社 2.建設・建築 とび・土工工事、建設業

2 ◎○ 内宮運輸機工　株式会社 2.建設・建築 移動式クレーンリース業

3 ○ 株式会社　ＮＢＳロジソル 4.運輸・物流 総合物流サービス業

4 ☆ ◎○ 株式会社　奥山 2.建設・建築 建築設計・施工・施工図・養生・美装工事・不動産

5 ○ 社会福祉法人　九十九里ホーム 8.医療・福祉・介護 介護、看護、保育教諭等

6 株式会社 広域高速ネット二九六 12.その他業種 ケーブルテレビ放送業

7 ★ ○ 公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院 8.医療・福祉・介護 医療、福祉

8 サンコー・エア・セルテック株式会社 4.運輸・物流, 7.その他サービス
【航空関連事業】航空機製造（主翼・胴体などの構造組立及び検査）、航空機機体クリーニング及び客室整備、

機械設備・物流機器の保守メンテナンス、国際航空貨物取扱（倉庫内上屋業務）、輸出入通関関連事務、他

9 株式会社 三和システム 2.建設・建築 電気通信工事業

10 三和総業 株式会社 2.建設・建築, 12.その他業種 メンテナンス・清掃事業（建設 /設備・設備工事関連 /その他サービス）

11 ○
社会福祉法人 治生会

（特別養護老人ホーム 船橋あさひ苑）
8.医療・福祉・介護 高齢者介護施設

12 株式会社 ジャンガ・テック 10.情報通信 情報サービス業

13 社会福祉法人 松栄会 8.医療・福祉・介護 特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅介護支援事業、地域包括支援センターなど

14 株式会社 新日本空調サービス東京 7.その他サービス 空調設備メンテナンス(保守・点検・清掃)

15 ○ 進和建設　株式会社 2.建設・建築 総合建設業

16 ★ ○ 信和産業 株式会社 1.製造業 食品パッケージの製造・販売

17 ★ ○ 株式会社 ZENウェルネス 8.医療・福祉・介護 有料老人ホーム

18 ★ ○ 社会福祉法人 泉寿会　いずみ苑グループ 8.医療・福祉・介護 福祉

19 ★ ○ 有限会社 綜合電設 2.建設・建築
防犯カメラやセンサーなどの設置を中心に、電気、通信分野の工事を行っています。近年は防犯

コンサルティングやリースにも取り組んでいます。

20 ○ 株式会社　大電テクニカ 2.建設・建築 電気通信建設業

21 竹村電気工事株式会社 2.建設・建築 電気工事業

22 ◎〇 田辺建設 株式会社 2.建設・建築 総合建設業

23 株式会社　タムラカントウ 2.建設・建築 管工事

24 ★ 千葉エンジニアリング　株式会社 7.その他サービス 地質調査業

25 ★ 千葉窯業 株式会社 1.製造業 コンクリート製品製造業

26 ★ ○ 株式会社　ディーシーエム 6.小売・飲食 カウンターアドバイザー・携帯電話及び周辺機器の販売

27 日工マシナリー 株式会社 1.製造業, 2.建設・建築 水門、建設用産業機械、防災関連製品（防水板）等の製造・販売

28 ★ 株式会社 日本保安 12.その他業種 私服による店内保安の専門会社

29 株式会社 日本トラフィックサービス 4.運輸・物流 航空貨物取扱業

30 ○ ノーザンミツワ　株式会社 6.小売・飲食 リテール事業　レストラン事業

31 ○ ノザキ建工 株式会社 2.建設・建築 杭打ち工事業

32 ☆ ○ 株式会社P.R.A. 1.製造業
半導体・液晶製造装置周辺機器の設計・製作。新品・中古機器の輸入販売及び修理サービス。各種電子制御機
器の開発・設計・製造・販売。

33 ★ 株式会社 プラントベース 2.建設・建築, 3.卸・商社 建設工事　コンクリート補修工事　サイロメンテナンス業　

34 ★ ○ 社会福祉法人 豊立会 8.医療・福祉・介護 高齢者福祉サービス

35 株式会社 ホリキリ 1.製造業 輸送用機械器具製造業

36 ★ ○ 松本ESテック　株式会社 1.製造業 金属製品製造業

37 ○ 村山鋼材 株式会社 1.製造業 鉄鋼業

38 ☆ ◎ 明正工業 株式会社 2.建設・建築 建設業、プラントメンテナンス業、設備工事業

39 株式会社メガテック 2.建設・建築 製鉄業 43

※6ページをご覧ください

42
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38

39

40

41

30
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34

35

24

25

26
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28

29



- 24 - 

 

千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報------- 

カナ アイカワケンセツ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 相川建設 株式会社 柏市北柏  無 総務部 
[ 採用担当顧問] 

佐藤雅則  

HP アドレス  連絡先電話番号 04-7166-3661 連絡先メール sato.aikawakk@jcom.zaq.ne.jp 

当社が求める人物像 

【会社のみんなが、あなたにお会いできる日を楽しみにしています】 相川建設は社員１１名の小さな会社です。幅広

い年齢層の社員が、それこそ家族のような関係を築いています。もちろん仕事のオンとオフはきっちりしています。

年齢関係なくバカ話をして盛り上がったり、現場周辺の美味しい 店に行ったりと仲の良さが自慢の社風です。 

事業概要 
１９６８年の設立以来、足場組立ほか、とび工事、コンクリート打設や掘削土工事を中心に 地元柏市で５０年以上事

業展開しています。歴史は古い会社ですが 従業員の働き方を考え、日々新しいことに日々取り組んでいます。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

◎「見て覚えろ」なんて言いません。常に自社の先輩スタッフとチームで仕事ができ、無理なく仕事が覚えら

れます。◎免許・資格取得を応援（一定条件有り）。◎毎月一回全社員が揃う親睦会を実施。多くの社員が焼肉

や焼き鳥などを目当てに参加しています（笑）。相川建設は従業員の幸せを何より願っている会社です。 

主な募集職種（名） ＜建築現場での足場組立が中心＞とび・土工。将来独立の夢も叶えられます。 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
転勤ナシ！一生モノの技術が身に付けられます。◇現場は千葉県内を中心に、埼玉や

東京がエリアです。現場によっては直行直帰もＯＫ。残業もほぼありません。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 ０ ０   

専修学校卒 ０ ０   

高卒 ０ ０ ３  

研修制度 

新人研修 

普通科卒業予定の方も、建築・土木業界に興味・関心があれば、 ぜひチャ

レンジしてください。入社後、この仕事について基礎 から学べるように充

実した職業訓練プログラムを用意してます。 入社前準備： 

資格、経験など 

面接では当社の社長が直

接お会いいたします。仕

事の思いや将来のこと、

お互いじっくり話そう！ 
社員研修 

◆資格や技能を未経験からでも身につけられる外部研 修に参加できます。 

◆未経験でも建設業界でキャリアアップできるよう一人前に育てます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

仕事以外でもご飯を食べに行ったり、遊びにいったりと、みんな本 当に仲

が良い。社員たちがここで、しっかりと落ち着いて仕事ができる環境と人間

関係の良さが、なによりも自慢の会社です。 

公的認定 
雇用環境整備適正事業者認定

（申請中） 

 

カナ ウチミヤウンユキコウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 内宮運輸機工 株式会社 市川市塩浜 有  総務部 [ 採用担当 ] 吉原崇史  

HP アドレス http://www.uchimiya.co.jp 連絡先電話番号 047-398-6611 連絡先メール soumu@uchimiya.co.jp 

当社が求める人物像 誰とでもコミュニケーションがとれる方。 

事業概要 建設業・運送業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
工事現場に欠かすことのできない移動式クレーンを多数保有し、国家的なプロジェクトを多数手がけています。 

主な募集職種（名） 重量とび職 自動車整備士 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 重量物の据付・解体作業 移動式クレーン等の整備・塗装作業 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 7 4 10  

専修学校卒 1 0   

高卒 1 0 2  

研修制度 

新人研修 入社後約 3 週間の新人研修（座学・実技） 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

玉掛技能講習（会社負担） 
社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
福利厚生サービスのベネフィットワンが利用可能 公的認定  
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報------- 

カナ エヌビーエスロジソル 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ＮＢＳロジソル 
木更津市  

八街市 
無 

人材戦略部 

東日本ｴﾘｱ 
[担当] 谷口 和美 

HP アドレス http://nbsnet.co.jp/ 連絡先電話番号 048-987-2400 連絡先メール ktaniguchi@nbsnet.co.jp 

当社が求める人物像 
大きな声で返事、挨拶ができる方 

相手の目を見て､話を聞く、話すことができる方 

事業概要 
総合物流サービス業(各種トラック輸送・コンテナ輸送等の運送業務、倉庫保管、運営業務、通関業務、物流コンサル

ティング業務、引越サービス 等) 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業以来,5０年以上の歴史を誇る総合物流サービス企業です｡主力の「建材物流」を中心に､無人化フェリー輸送、  

国際物流業務(通関)等､付加価値のある物流サービスを幅広く提供しています。 

主な募集職種（名） 物流オペレーター（構内作業及び配送業務の助手） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 住宅用資材（戸建て住宅用のサッシ、建材商品等）の入出庫、保管業務、建築現場への配送     無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 2 5 6  

専修学校卒     

高卒 ２ 2 2  

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（社会人としての基礎を学ぶ機会-就業規則、基本的なビジネ

スマナー、物流関連の講義や施設、営業所の見学 等） 入社前準備： 

資格、経験など 
特になし 

社員研修 新任所長研修、選抜研修、フォローアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
借上げ社宅制度、資格取得支援制度、通信教育制度、趣味支援制度 公的認定 特になし 

 

カナ オクヤマ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 奥山 千葉市若葉区 無  [代表取締役] 奥山栄臣  

HP アドレス https://co-okuyama.co.jp 連絡先電話番号 043-232-0511 連絡先メール 
okuyama-s@co-

okuyama.co.jp 

当社が求める人物像 誠実に物事に対応し、一つのことに粘り強く取り組める方 

事業概要 建築設計・施工・施工図・各種清掃工事・ケレン・養生工事・養生材料の販売・不動産取引業・労働者派遣事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

千葉県内で早くから美装工事や施工図作成の業務を行い、大手ゼネコン５社はもとより、中堅・地場ゼネコンまで幅

広い取引先を持つことで安定的に受注があり、売上高も順調に伸びています。高い技術を有した社員を多く抱えるこ

とで、取引先より「奥山に任せれば大丈夫」という高い評価をいただいています。 

主な募集職種（名） 美装工事（養生・クリーニング工事）／設計職（設計・施工図業務） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 美装工事：建築現場内でのクリーニング（清掃）／設計職：建築施工図の作成 
有（１DAY 及び１

WEEK） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 1 1 千葉大学・千葉工業大学・日本大学 

専修学校卒 0 1 1 国際理工 

高卒 0 1 3 東総工業・京葉工業・明聖高校・桜林高校・八街高校 

研修制度 

新人研修 
１～３か月程度、社外での研修及び社内での OJT を活用した研修を行い、

マナーや道具の使い方、作業手順などを学びます。 入社前準備： 

資格、経験など 

建設業に関するニュース

を読んだり、建物を気に

して見るようにしてくだ

さい。 社員研修 
マナーからビジネススキルの研修をオンラインで提供しています。各種勉強

会や現場見学会などを定期的に行っています（設計職） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

全国各地の宿泊施設を有す東急ハーヴェストクラブ・従業員対象の医療保険

（入院時）・リーダー会の芋煮会などの行事（設計職） 
公的認定  

 

http://nbsnet.co.jp/
mailto:ktaniguchi@nbsnet.co.jp
https://co-okuyama.co.jp/
mailto:okuyama-s@co-okuyama.co.jp
mailto:okuyama-s@co-okuyama.co.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報------- 

カナ シャカイフクシホウジン クジュウクリホーム 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人 九十九里ホーム 
匝瑳市・横芝光町・ 

香取市・山武市 
有 法人本部 [採用担当] 相澤雅則 

HP アドレス https://www.99-home.com 電話番号 0479‐72‐1400 連絡先メール honbu@99-home.com 

当社が求める人物像 人と接する仕事を希望する人 

事業概要 

病院を中核とした高齢者・障害者施設の運営。匝瑳市・横芝光町、香取市、山武市にも施設があり、それら各施設が連

携を組みながら地域に開かれた社会福祉法人として、利用者の方々に良心的なサービスを提供しています。         

また、JR 飯倉駅前に新しい形の「福祉のまちづくり」を目指し、すでにあるこども園、特養の他に、現在サービス付

き高齢者向け住宅等の建設を進めています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

地域の人々が安心して暮らせるための福祉サービスを提供することにより、人のために役立ち感謝される仕事です。

創立 80 年を超える歴史のある法人全体で、約 900 人の職員が「やりがい」を目指して働いています。福祉の仕事に

不安がある人も、ご相談に応じます。 

主な募集職種（名）  看護・介護職・栄養士・調理員・リハビリ・保育教諭、他 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  医療・福祉・子育て支援の仕事（高齢者・障害者の介助、レクリエーション、生きがい支援） 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 ５ ５ １０ 淑徳大・城西国際大・和洋女子大・敬愛短大・植草大・東京情報大、他 

専修学校卒 ５ ５ １０ 成田国際福祉専門学校・大原学園・千葉医療秘書専門学校・京葉福祉専門学校他 

高卒 ５ １０ １０ 
銚子商・市立銚子・県立銚子・旭農・東総工・八日市場敬愛・横芝敬愛・匝瑳・松

尾・下総・八街・千葉黎明・多古他        

研修制度 

新人研修 
法人全体で実施(仕事の内容、心構え、基本的知識・技術) 

入社前準備： 

資格、経験 

施設見学歓迎 

医療・福祉関係の資格者 

優遇, 

(無資格者も就職後に働き

ながら資格取得可能です） 
社員研修  各施設にて実施(福祉介護に関する専門的知識・技術) 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

健康保険・厚生年金・企業年金基金・雇用保険・労災保険・退職金制度、   

その他に法人内職員の親睦会・サークル活動多数あり 
公的認定 

社員いきいき!元気な会社宣言

企業 

 

カナ コウイキコウソクネットニイキュウロク 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 広域高速ネット二九六 佐倉市、酒々井町 無 
管理本部 

総務部 
[採用担当] 木場 

HP アドレス https://www.catv296.co.jp 連絡先電話番号 043-497-0296 連絡先メール h.kiba@catv296.co.jp 

当社が求める人物像 
・常に前向きにチャレンジできる人 

・チームワークを大切にし協調性がある人 

事業概要 

当社は 1987 年 10 月に全国に先駆けて、佐倉市に都市型ケーブルテレビとしてスタートしました。テレビサービ

ス、インターネットサービスや、固定電話サービスは多くの方に親しまれています。現在では、ＦＴＴＨ化（光サービ

ス）や、ＭＶＮＯ事業、光コラボレーション等の新規事業にも取り組んでおります 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

佐倉市をはじめ、千葉県内１５市町を事業エリアとして、地域密着のケーブルテレビ局です。 

地域のブロードバンドのリーディングカンパニーとして躍進しています。 

主な募集職種（名） 営業職、技術職、事務職、放送制作職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

当社サービスの提案を行う営業職、お客様のお困りごと解決や、設備の保守を行う技術職、バッ

クヤードで課金入力業務等を行う事務職、コミュニティチャンネルの番組を制作する放送制作

職があります。 

無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 9 4 

15 

千葉経済大、東京情報大、東京成徳大、千葉商科大、敬愛大、和洋女子大、千葉工

大、聖徳大、麗澤大、日本大、城西国際大、帝京平成大、順天堂大、国際武道大 

専修学校卒 1 2 
船橋情報ビジネス、千葉経済大学短期大学部、東京 IT 会計、大原簿記公務員、東

京経営短期大 

高卒 5 0 佐倉西、佐倉南、佐倉東、犢橋、成田西陵、富里、八街、流山南、大網、他 

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（外部、内部）、接遇研修、 

新入社員フォローアップ研修、部門実地研修、他 入社前準備： 

資格、経験など 

運転免許は入社前の取得

が望ましい 

入社後、資格取得支援制

度があります。 
社員研修 

階層別研修、職種別研修、コンプライアンス研修、 

マネジメント研修、他 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
全社懇親会、福利厚生サービス 公的認定  
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報------- 

カナ 
コウエキザイダンホウジンニッサンコウセイカイ 

サクラコウセイエンビョウイン 
千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 公益財団法人日産厚生会 佐倉厚生園病院 佐倉市 無 総務課 [人事担当] 原田 一樹  

HP アドレス https://www.sakurakouseien.jp/ 連絡先電話番号 043-484-2161 連絡先メール k-harada@sakurakouseien.jp 

当社が求める人物像 
誰とでもわけ隔てなく話ができ、協力ができる方。 

向上心をもち、常に興味や疑問をもちながら業務ができる方。 

事業概要 病院、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、訪問リハビリステーション、居宅介護支援事業所 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

高齢者医療、リハビリに特化した緑豊かな療養環境の病院です。 

ワークライフバランスを推進し、「仕事の充実・プライベートの充実」を目指し取り組んでいます。 

また病院理念に「真心と信頼」を掲げ、理念に沿った患者様のケア、サポートをしています。 

主な募集職種（名） ①：看護補助者（病院の介護士）②：看護師 ③作業療法士 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

①：患者様への看護補助、介護業務（食事、排泄、入浴等）、レクリエーション業務（立案、進行・運動会、

クリスマス会等） 

②：医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟における患者様への看護業務 

③：医療療養病棟、回復期リハビリテーション病棟における患者様へのリハビリテーション業務 

有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 1 2 2 東京情報大学、城西国際大学、国際医療福祉大学 他 

専修学校卒 3 3 3 大原学園千葉校、千葉医療秘書専門学校、藤リハビリテーション学院、八千代リハビリテーション学院 他 

高卒 1 2 3 成田西陵高校、富里高校、印旛特別支援学校さくら分校 

研修制度 

新人研修 就業規則、接遇、医療安全、感染対策など 

入社前準備： 

資格、経験など 
②、③ 各必須免許 

社員研修 

年 1 回院内研究発表会、年 1 回法人内の発表会 

医療安全、感染対策等の院内研修、また各部署主催の勉強会 

その他、学会やセミナー参加といった院外研修あり 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

職員無料送迎バス（佐倉駅、京成佐倉駅⇔病院） 

職員寮（1Ｋ：10,000 円 2ＤＫ：25,000 円） 

親睦クラブ（ディズニー日帰り旅行、ホテルディナー、スポーツ観戦等） 

保養施設（東急ハーヴェスト） ・ 永年勤続表彰 

公的認定  

 

カナ サンコー・エア・セルテック  千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 サンコー・エア・セルテック 株式会社 
成田市（空港内外） 

山武郡芝山町 

船橋市、市川市 

有 人事部 [人事部長] 池川博幸 

HP アドレス  https://www.sanko-as.co.jp/ 連絡先電話番号  03-3234-1399 連絡先メール  h-ikegawa@sanko-as.co.jp 

当社が求める人物像 強い信念と、チャレンジ精神を持って 仕事（業務）に取り組む人。 

事業概要 

【航空関連事業】①航空機機体クリーニング及び客室整備（ＪＡＬ国内線・国際線） ②航空機製造（ボーイング機種

の主翼・胴体の組立・検査） ③国際航空貨物取扱い及び通関関連事務（空港内外の倉庫における航空貨物の搬入・蔵

置・引渡） ④機械設備・物流機器整備（自動搬送装置、コンベア、産業用ロボットなどの保守点検） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

取引先顧客は大手の航空会社、重工、貨物運送事業者（フォワーダー）、機械メーカーです。若手従業員が多く在籍し、

自社の教育訓練施設を完備し基礎訓練を通じて知識・技術を習得し第一線で活躍。航空業界・物流業界で幅広く事業

を展開しており、社内でのキャリアチェンジやスキルアップが実現可能です。 

主な募集職種（名） ③国際航空貨物取扱い機材 ④機械設備・物流機器整備 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
・輸出入航空貨物のトラックからの取卸し・積込み、航空機機材「コンテナ」への積込み・解体 

・機械設備・物流機器の新規据え付け工事及び定期点検並びにトラブル対応（修理、他） 
有 

(職場見学・実習体験、他) 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 9 10 5 東京情報大学、明海大学、千葉商科大学、千葉工業大学、流通経済大学、他 

専修学校卒 7 14 15 国際ﾄﾗﾍﾞﾙ・ﾎﾃﾙ・ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校、千葉情報経理専門学校、他 

高卒 10 11 10 県立清水高校、県立千葉工業高校、県立八千代西高校、県立市原緑高校、他 

研修制度 

新人研修 新入社員研修（入社時）、フォローアップ研修（入社３ヶ月後） 
入社前準備： 

資格、経験など 

③普通自動者免許(尚可) 

④普通自動者免許(必須) 

※経験は不要 社員研修 
中堅社員研修、管理監督者研修、メンタルヘルス研修 

世話役研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

独身寮完備（成田市本三里塚）、資格取得支援制度あり、世話役制度あり 

（入社後３ヶ月間先輩社員が相談役となり業務面・生活面をフォロー） 公的認定 ・特になし 

https://www.sakurakouseien.jp/
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報------ 

カナ サンワシステム 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 三和システム 千葉市若葉区 無 総務部 [採用担当]安部 忍  

HP アドレス https://www.sanwa-system.com/ 連絡先電話番号 043-284-1001 連絡先メール s-abe@sanwa-system.com 

当社が求める人物像 

・モノづくりが好きな方 

・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT 限定可） 

・粘り強く向上心を持って物事に取り組める方 

事業概要 電気通信工事業・機械警備工事・電気工事業・消防施設工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

人々の生活に関わる幅広い工事を手掛けているので、どんな不景気にも左右されにくい安定基盤のもと 

一生モノのスキルを身に着けることができます。（業務に必要な、技能講習などの参加費用はもちろん会社負担。） 

何と言っても弊社の魅力は、雰囲気の良さ！新しく入社される方でもすぐに馴染みやすい環境です。 

主な募集職種（名） 電気通信工事士、電気工事士 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

•携帯電話のアンテナ工事（電波の品質向上、速度改善の工事） 

•セキュリティ工事（インターホンなどの設置・修理工事、防犯カメラやセンサーの設置） 

•電気、通信工事（オフィスや官公庁などの電気通信工事） 

無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 0 0 帝京平成大学様 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 有（業務の基礎について社内講習とマナーを含む社外研修） 
入社前準備： 

資格、経験など 

要普通自動車運転免許

（AT 限定可） 

未経験歓迎 社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険完備・駐車場完備・年 1 回の健康診断・退職金制度(中退共)・振替

休日制度・社内勉強会・慶弔、災害見舞金・全額会社負担による任意での社

員旅行（コロナ感染防止の為しばらくは自粛）・ホテルの保養施設※規定有 

公的認定 
 

 

 

カナ サンワソウギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 三和総業 株式会社 成田市 有 無 総務部 [事務長] 石井由美子 

HP アドレス http://www.sanwa-sogyo.co.jp 連絡先電話番号 0476-22-4156 連絡先メール soumu@sanwa-sogyo.co.jp 

当社が求める人物像 

●身体を動かして仕事をすることが好きな方 ●お客様やスタッフとコミュニケーションがしっかりと取れる方 

●チームワークを発揮して連携することができる方  ●人に喜んでもらえることを実行することが好きな方 

●自然環境を守ることに興味・関心のある方  ●水処理の仕組み、国家資格の取得に興味・関心のある方 

事業概要 
●総合設備工事及び電気工事・土木工事●総合ビル管理並びに貯水槽の清掃・管理●水処理プラント及び合併処理浄

化槽設計、施工及び維持管理●一般・産業廃棄物収集運搬●給排水衛生工事●貯水槽維持管理及び清掃 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

●住環境に関わる事ならばどんな事でも対応できること●元請けで請け負えること●特定建築物を監理できる 

●緊急対応力、アフターフォロー力が成田地域 No1●30 年以上のお客さまが 80％ 

主な募集職種（名） 技術系総合職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 環境を守る設備である浄化槽・貯水槽を中心とした維持・管理・分析、それに伴う施工と管理 有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 5 千葉商科大学・千葉工業大学・日本大学・東邦大学 

専修学校卒 0 0 5  

高卒 0 0 5  

研修制度 
新人研修 試用期間：入社から 3 か月間。育成期間：試行期間終了～3 か月間 

入社前準備： 

資格、経験など 
特になし 

社員研修 独自制度（三和グレード） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

●社員親睦旅行は旅行費用 50％支給●保養所（勝浦市）あり●健康診断 

●インフルエンザ予防接種補助●誕生日/結婚記念日プレゼント●社内表彰 

●永年勤続表彰●独自の評価制度 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業・ｴｺｱｸｼｮﾝ 21 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報----- 

カナ ジセイカイ フナバシアサヒエン 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人 治生会 船橋あさひ苑 千葉県船橋市 無 特養統括 [特養統括] 辻 誠 

HP アドレス http://www.jiseikai.sakura.ne.jp 連絡先電話番号 047-430-7781 連絡先メール funabashiasahien@leaf.ocn.ne.jp 

当社が求める人物像 

・高齢者介護に携わるワーカーとして、まず自らの健康を確立して業務に携わることが大切だと考えています。 

・業務遂行をしながら高齢者の生活を支えるなか、自らの人生に置き換えても色々と考えさせられる場所であり、 

それに共感できる感受性が大切だと考えます。 

・チームケアの中で、物事に対する率先した姿勢・事態に協調できる姿勢をそれぞれ持っていることが大切です。 

事業概要 ・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、短期入所生活介護 および 通所介護（予防サービス含） 等 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・当事業所は他所への転勤がありません。市内の他施設と比べて車・電車やバスでの交通の弁が良い立地です。 

・介護老人福祉施設として、24 年目のキャリアで施設ケアを実践しております。近年より社会的ニーズの高い 

【看取り介護】を行っており、協力医療機関と密接な連携によって実践しております。 

・高校卒業生の新人が多い中、介護福祉士国家試験への挑戦率も高く、この数年 10 名以上合格者がおります。 

主な募集職種（名） 介護職員 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 看取りまで含めた介護老人福祉施設における 要介護高齢者の 24 時間を支える介護サービス 無 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 0 なし 

専修学校卒 0 1 0 江戸川学園おおたかの森専門学校、東京福祉専門学校、成田国際福祉専門学校等 

高卒 2 2 3 船橋豊富高校、船橋北高校、八千代西高校、市川南高校、佐倉東高校 他多数 

研修制度 

新人研修 

新人研修 ３日間 座学・実技（実技は当事業所独自プログラム有） 

→ 先輩職員がついての実地指導期間 （約 3 ヶ月間） 

→ 初年度の夏前後には、夜勤を含む各業務を独力で行えるまでフォロー 入社前準備： 

資格、経験など 

・（資格）介護職員初任者 

研修 取得が望ましいが、 

無資格での就業に問題は

ありません。 

・（経験）ボランティアの

体験等 
社員研修 

施設内研修（運営基準における法定研修 等） 

施設外研修（外部研修、ZOOM 研修への参加） 

それぞれ、年間多数行います 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

福利厚生：雇用・労災・健保・厚生年金・退職金共済・通勤手当・住居手当・

資格手当 など 
公的認定  なし 

 

カナ ジャンガ テック 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ジャンガ・テック 千葉市美浜区 無 管理部 [採用担当] 松居朋恵 

HP アドレス https://www.janga.co.jp/ 連絡先電話番号 043-213-3501 連絡先メール jinji@janga.co.jp 

当社が求める人物像 
ジャンガから社会貢献するやる気のある方、自分の意見を言って実行できる出る杭、前向きにチャレンジしていける

方 

事業概要 

○ＡＩによる人事・労務業務自動化システム＆サービス提供 

○顔認証による入退管理・受付け管理システム提供 

○請負受託システム設計、開発、運用 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

○日本一早く個客識別マーケティングを実施、１０年以上の実績 

○日本初バックオフィスシステムクラウド化、１９年目のＩＴ企業 

○女性も活躍している企業です。 

主な募集職種（名） 営業補佐、SE 補佐 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
【営業補佐】議事録作成、資料の修正等オンラインで資料説明にチャレンジできる方 

【ＳＥ補佐】マニュアル修正、テスト等 
○有  無 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 1 0 6 千葉工科大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 あり（ＯＪＴ） 
入社前準備： 

資格、経験など 

特にありません。 
必要なのは 2 年後もジャ

ンガではたらくというや
る気です。勉強会あり。 

社員研修 あり 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・月 1 回の勉強会 

・各種イベント（社員旅行、Ｚｏｏｍ飲み会など） 
公的認定  

http://www.jiseikai.sakura.ne.jp/
mailto:funabashiasahien@leaf.ocn.ne.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報----- 

カナ シャカイフクシホウジン ショウエイカイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人 松栄会 松戸市 無 総務部 [総務部長] 鏑 木
かぶらぎ

 

HP アドレス http://happy-sunflower.or.jp 連絡先電話番号 047-311-2100 連絡先メール info@happy-sunflower.or.jp 

当社が求める人物像 
 対人援助が主な仕事になります。人のお世話をすることが苦にならず、誰かを幸せにすることに喜びを感じることの

できる人材を募集します。 

事業概要 

 当法人は事業開始から 20 年経ち、現在は社会福祉法人として介護老人福祉施設 90 床をベースに、短期入所生活

介護、通所介護、居宅支援介護、サービス付き高齢者向け住宅などの事業を行っており、加えて、松戸市から 2 か所

の地域包括支援センターの運営を受託し、幸せな地域づくりに貢献しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 新型コロナウィルス感染の拡大、いわゆるコロナ禍においても、人の暮らし、そして命を支えなくてはならないエ

ッセンシャルワークとして、一人一人が誇りをもって利用者の方々に向き合っています。人生の最後のステージを充

実した素敵な時間にして「いい人生だった」と締めくくってもらうためのお手伝いをしています。 

主な募集職種（名）  介護職員・看護職員・（管理）栄養士・事務職員・生活相談員・マネジメント職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  要介護高齢者の自立支援のための介護サービスの提供 有 ○無  

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 1  

専修学校卒 0 1 3 江戸川大学総合福祉専門学校 聖徳大学 松山福祉専門学校 

高卒 3 1 3  千葉県立松戸向陽高校 千葉県立流山高校 青森県立鶴田高校 

研修制度 

新人研修 
 配属部署において約 3 か月間の新人トレーニングを行った後にシフト勤

務に移行する 入社前準備： 

資格、経験など 

 入職前に約 1 週間の現

場体験実習を行う。経験

は不問だが、職種や状況

に応じ必要な資格取得支

援を行う。 
社員研修 

 定期的な職員対象の研修と、新人職員に一部スタッフを加えたステップア

ップ研修など多彩な研修体制を整えている。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 リフレッシュ休暇制度、時間単位の有給休暇制度などいち早く導入し、働

き続けられる環境の整備に努めている。また、地域の方と一緒に行う夏まつ

りなどコロナ禍で休止中だが、季節の行事を中心に行っている。 

公的認定 
 臨床栄養士養成施設 

認知症介護指導者３名在籍 

 

カナ シンニホンクウチョウサービストウキョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 新日本空調サービス東京 千葉県浦安市富士見 有 メンテナンス 髙橋 由有子 

HP アドレス https//www.japas.co.jp 連絡先電話番号 0473558980 連絡先メール yuko.takahashi@japas.co.jp 

当社が求める人物像 
◎何事にも愚直に取り組める方 

 【備考】お客様先での現場作業がメインになりますので、長髪・茶髪・ピアス・刺青は厳禁です。 

事業概要 
 オフィスビル・大型商業施設・ホテル・空港・テーマパーク等、様々な建物の空調設備を対象とした 

 トータルメンテナンス（各種機器の点検・修理・清掃及び保守計画の提案） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

◎お客様からの「信頼」／長い歴史と多くの実績を誇る当社。実績が信頼に繋がり、多くの人々が訪れる大規模施設を任せて頂けています。 

◎社員の「安心」／給与・賞与のカット、リストラの実績無し。社員には定年まで安心して働いてほしいと考え、これからも“終身雇用”を目指します。 

主な募集職種（名） 空調設備メンテナンススタッフ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

入社後は先輩社員について現場を経験。簡単な作業補助からスタートし､定期点検、消耗部品交換、フィルター・ダクト清掃等

の業務に携わり、現場の流れや感覚をつかんでいくと同時に ｢職長･安全衛生責任者｣などの資格を取得。資格取得は､講習を受

ければ難しくないので､ご安心下さい。作業に慣れてきた後、現場の責任者としての複数名のアルバイトへ指揮をしながら作業

を進めていただきます。 

無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 0  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 5 6 10  千葉県立京葉工業高校／千葉県立市川工業高校／ 

研修制度 

新人研修 
同期の繋がりと社会人としての基礎力に重点をおき、基本動作・企業理念を

学び、将来をイメージしながら仕事に取り組む大切さを伝える。 入社前準備： 

資格、経験など 

◎普通自動車運転免許を

取得（ＡＴ限定可）。 
社員研修 

社会人として、会社人として、目標を立てられる社員に成長してもらえるよ

う、年次で計画的に社内研修と社外研修を織り交ぜながら実施。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

フットサル、バスケットやボウリング等の社外活動も積極的に実施。毎年の

決算パーティーや社員旅行・BBQ には、日頃の感謝を込めて家族も招待し

ています。 

公的認定  
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報----- 

カナ シンワケンセツ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 進和建設 株式会社 千葉県内、東京都  無 総務部 [採用担当] 石原陽子  

HP アドレス http://www.sinwa-k.jp 連絡先電話番号 0436-22-8181 連絡先メール soumu@sinwa-k.jp 

当社が求める人物像 
 向上心があり、自ら工夫し考えられる方。 

協調性があり、はきはきとした元気な方。 

事業概要  官公庁並びに民間企業発注工事の施工管理（現場監督）を行う総合建設業の会社です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 国土交通省、千葉県、市原市など優良工事表彰を多数受賞する等、品質管理安全管理に高い評価を頂いております。 

 転勤なし、経営安定。 

主な募集職種（名） 
 建築施工管理技士 

土木施工管理技士 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  施工計画、品質・工程・安全の管理、工事の予算管理 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 1 早稲田大学・千葉大学・千葉工業大学 

専修学校卒 0 0 1 国際理工情報デザイン専門学校 

高卒 0 1 0 京葉工業高校 

研修制度 

新人研修  弊社グループ会社にて研修あり。 
入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車運転免許 

社員研修  外部機関にて研修あり。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

フリードリンク、社員旅行（国内・国外・ディズニーリゾート）、 

家賃補助制度、資格取得奨励制度、親睦会活動（バーベキュー・花見会他）、

永年勤続表彰など 

公的認定  ISO9001・14001 取得 

 

カナ シンワサンギョウ  千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 信和産業 株式会社 八千代市 無 総務課 [    ]  国分良子 

HP アドレス https://shinwa417.co.jp/ 連絡先電話番号 047-411-7715 連絡先メール r-kokubu@shinwa417.co.jp 

当社が求める人物像 

弊社の仕事はどの部署においても”チーム”で行います。よって「みんなで話し合い、仕事を進める協調性」がある方 

毎年のように新しい設備の導入などいろいろな事にチャレンジする社風なので、「今迄の方法よりも、より良い方法を

考える改善意欲」のある方 を求めております。 

事業概要 食品パッケージの製造・販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

平成 18 年 7 月に設立したまだ若い会社ですが、毎年のように新しい設備を導入し、技術力・生産力を向上させてお

ります。お取引先が大手食品メーカーなので、安定性が高く、転勤も基本ないので千葉県で長く・安定した仕事をす

ることが出来る会社です。 

主な募集職種（名） 総合職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
生産職：生産設備を操作し、フィルムの印刷や加工を行います 

営業職：お取引先担当者と商談し、新しいパッケージの企画・提案を行います 
有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 3 8 3～6 日本大学、専修大学、獨協大学、東京電機大学、千葉商科大学、亜細亜大学 

専修学校卒 3 1 2～5 船橋情報ビジネス専門学、千葉職業能力開発短期大学 

高卒 7 12 4～9 八千代西高校、我孫子東高校、佐倉西高校、船橋豊富高校、船橋古和釜高校 

研修制度 

新人研修 

入社後、約 1 ヶ月間社内にてほぼすべての部署を回り・研修を行います。ま

た同時並行で社会人としてのマナー・報連相、食品パッケージの基本を座学

で学んで頂きます。 入社前準備： 

資格、経験など 

特にございません。 

ただ出来ればアルバイト

や部活・サークル活動な

ど集団で物事に取り組む

でほしいです。 
社員研修 

今年から千葉県が主催する千葉県の中小企業向け採用力向上サポートプロ

グラムでも講師として指導されている岸守先生をお招きし、各階層のでの研

修も開始しました。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

行事：毎年 新年会・ボウリング大会・バーベキュー大会、2 年ごとに社員

旅行を行っております。その他 半年ごとに部署ごとでコミュニケーション

会という食事会を会社負担で行っております。 

公的認定 
“社員いきいき！元気な会社”

宣言企業 

http://www.sinwa-k.jp/


- 32 - 

 

千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報----- 

カナ アシステッドリビングナラシノ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 
株式会社 ZEN ウェルネス 

アシステッドリビング習志野 
習志野市・千葉市稲

毛区・若葉区・緑区 
有 採用担当 採用担当 

HP アドレス https://www.zenwellness.co.jp/ 連絡先電話番号 047-489-1100 
連絡先 

メール 
info-narashino@zenwellness.co.jp 

当社が求める人物像 
経営理念の一つに「自ら考え行動ができる人」を揚げています。サービスや方針に対する意見を発信し、積極的に行

動できる人であれば、ご活躍頂けること間違えありません。 

事業概要 
介護事業に関する一切の業務 

東京・千葉・埼玉・神奈川にて９施設を展開しております。今年、東京に新規オープンを控えています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

都市型プチリゾートをテーマとし、非日常的空間を演出しています。入居者様が安心安全にお暮しになられる終（つ

い）のすまいをご提供しています。 

主な募集職種（名） 介護職員 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 高齢者施設での介護業務全般 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 1 2 10 帝京平成、淑徳、日本女子体育、獨協、和光、日本社会事業 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 OJT 研修・フォローアップ研修・ビジネスマナー研修 
入社前準備： 

資格、経験など 
介護系資格 

社員研修 適宜 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

パレット健康組合 

全社挙げてのレク大会開催 
公的認定 

 

 

 

カナ       せんじゅかい 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 社会福祉法人泉寿会 いずみ苑グループ 千葉市若葉区 
有 

（若葉区内） 
人事 学卒担当 山初世津子 

HP アドレス http://senjyu-kai.com/ 連絡先電話番号 043-232-2601 連絡先メール 
job@senjyu-kai.com 

job@senjyu-kai.org 

当社が求める人物像 

高齢者福祉施設に入所されている方は様々な生活歴をお持ちです。例えば、海外勤務で活躍していた方や教師だった

方もいらっしゃれば、農家だった方に専業主婦だった方もいらっしゃいます。 

そのため、何事も否定をせずに思いやりを持って、柔軟に受け入れ、自身の糧に出来るような方の方が介護業界で仕

事をする上では向いていると考えています。 

事業概要 

千葉市若葉区内で 4 施設 12 事業を運営。自立の方が入所されるケアハウス、病院を退院後にリハビリをしてご自宅

に戻ることを目指している方が入所するリハビリケアセンター、終の棲家としての特別養護老人ホーム等があります。

病院が母体のため、福祉から医療までトータルにマネジメントしています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

介護業界にはネガティブな印象が付きまとっていますが、当法人はユースエールの認定を千葉市第一号で受け 5 年連

続で更新をしています。職員の働きやすい職場を整え、働きながら取得が可能な国家資格（介護福祉士）の取得を目

指す等、職員の永続的なキャリアにも注力して研修に出してキャリアを磨く提案もしています。 

主な募集職種（名） ケアサポーター（介護職）、栄養士、セラピスト（機能回復訓練士） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

高卒の場合、介護職で入職となります。介護の仕事というとすべて手伝う雰囲気がありますが、

ご利用者様の残存機能を見極め、できないところを補っていくのが介護の仕事になります。短

大・大卒では介護職にプラスして栄養士・セラピストの採用も行っています。 

有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 1 1 3 植草学園短期大学、敬愛大学、淑徳大学、城西国際大学、清和大学、和洋女子大学 

専修学校卒 2 4 1 中央介護専門学校、京葉介護専門学校、東京福祉専門学校 

高卒 1 0 1 千城台高等学校、桜林高等学校、泉高等学校、植草大学付属高等学校 

研修制度 

新人研修 
2 カ月半の配属前研修あり。その後は配属先での OJT 研修を行いつつ、外

部研修への参加を行っています 入社前準備： 

資格、経験など 

ケアサポーターは不問。 

栄養士とセラピストは資

格取得見込みであること 社員研修 
5 年目～7 年目をターゲットとした中堅職員研修を実施 

業務に必要な知識や技術の研修に関しては随時、外部研修等に参加 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

海外研修への推薦、納涼祭、敬老会 

育児短時間制度以外の「短時間正社員制度」あり。遠方（公共交通機関で 50

分以上）の職員は２年間月 2 万円で利用できる社宅あり。 
公的認定 ユースエール認定企業 

 

mailto:job@senjyu-kai.com
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報---- 

カナ ソウゴウデンセツ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 有限会社 綜合電設 千葉市緑区 無  [代表取締役] 宮下賢一 

HP アドレス https://sogodensetu.co.jp 連絡先電話番号 043-291-2242 連絡先メール join_us@sogodensetu.co.jp 

当社が求める人物像 

・新しい仕事に楽しんでチャレンジできる方。 

・自分の意見をはっきり言えて、他人の意見をしっかり聞ける方。 

・施工先で失礼のない程度にしっかり挨拶ができる方。 

事業概要 

・カメラやセンサーなどの防犯工事、Wi-Fi や LAN などの通信工事、照明などの電気工事を行っています。 

・大手警備会社のセキュリティ工事が主ですが、近年は落雷抑制型避雷針工事や新築大規模建築の電気工事なども行

っています。さらに、カメラ設置に関し防犯コンサルティングも行うなど、業務の幅が広がっています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

５年前に創業者から二代目に代替わりし、大きく社風が変わりました。 

・大手会社複数からの直接受注や公共事業など、様々なタイプの工事があるため知識の幅が広がります。 

・先輩から丁寧に教えてもらうことで、一生使える知識と技能が身に付きます。 

主な募集職種（名） 工事担当者 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
会社から、オフィス、店舗、工場、住宅などの現場に車で向かい、工事を行います。規模に応じ

て 2～10 名程度のチームで協力して現場を仕上げます。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒 １ １ ２ 千葉工業高等学校、生浜高等学校 

研修制度 

新人研修 
社会人としての基本マナーに始まり、電気工事士など国家資格取得、電気や

通信に関するの外部講習と、OJT を組み合わせて 1 年間実施します。 入社前準備： 

資格、経験など 

自動車免許は MT を取得

してください。 
社員研修 

技能向上や安全衛生に関する研修はもちろん、全員でのマネジメントゲーム

研修も行い、楽しみながら仕事力の向上を目指します。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・自動車通勤の場合、ドライブレコーダーを会社負担で付けられます。 

・私用の電設資材、家電製品は仕入価格で購入可能です。 
公的認定 

新人研修内容は厚生労働大臣「実

戦型人材養成システム」認定 

 

カナ ダイデンテクニカ 千葉県内 勤務地 
転勤の有

無 
採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 大電テクニカ 
千葉市稲毛区 

香取市北 
有 総務部 [ 次長 ] 公平 良人 

HP アドレス http://daiden-tec.co.jp/ 連絡先電話番号 0478-54-5781 連絡先メール r-kohei@daiden-tec.co.jp 

当社が求める人物像 
明るく向上心のある方を歓迎しています。初めは技術に不慣れでも技術に興味があれば、必ず自己の成長を実感でき

ます。協調性と責任感を持ってチームワークを大切にしてくれる人を広く求めています。 

事業概要 

・IT 工事（ネットワーク設備の構築、及び電話に係る工事全般） 

・電気工事（太陽光設備、EV 充電設備等の設備工事） 

・SI（システム インテグレーション）事業部（各種 IT システム、アプリケーションに係るソフトウェア開発） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

自分が工事に携わった成果が完成物として世の中に残る事、仕事上の創意工夫がお客様に喜ばれること、日々の技術

や知識の向上など自分の成長を実感できることなど、とても働き甲斐のある会社です。 

チームワークを大切にし、先輩社員は後輩の面倒見が良い温かい雰囲気の会社です。 

主な募集職種（名） 電気通信工事業務 と SI（システム インテグレーション）業務 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
電気通信工事（主に IT 関連設備の施行工事）と企業（クライアント）が収益向上に向けた業務

をシステム化させるためのコンサルティング、設計、開発、運用、保守のシステム構築です。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 2  

専修学校卒 0 0 2  

高卒 2 1 2  

研修制度 

新人研修 
社内外におけるビジネスマナー、専門スキル研修、資格取得のための研

修、先輩社員による現場実践 OJT など多様です。 入社前準備： 

資格、経験など 

当社のホームページを閲

覧してください 

経験不問です 社員研修 
全社員対象に、業務に必要な資格取得やスキルアップ研修の機会を計画

して取り組んでおります。（実施に伴う費用は全て会社負担です） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険（雇用、労災、健康、厚生年金）完備  

有志社員によるサークル活動（釣り、ゴルフ、寺社仏閣参拝 など） 
公的認定 

●プライバシーマーク認定事業者 

●千葉県社員いきいき！元気な会社！

宣言企業！ 

●CO2CO2 スマート宣言事業所 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報---- 

カナ タケムラデンキコウジ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 竹村電気工事 株式会社 八街市 有 無 総務部 [採用担当] 山城啓生 

HP アドレス http://www.tden.jp 連絡先電話番号 043-440-1901 連絡先メール yamashiro@tden.jp 

当社が求める人物像 明るくまじめで素直な人、千葉県内で働きたい人、野外が好きな人 

事業概要 東京電力パワーグリッド㈱の送電線の建設及び、保守工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

皆様の快適な暮らしを守る為の最重要インフラである送電線を維持している仕事です。 

自分の携わった仕事が各所にあり、記憶に残るとともに、やりがいと誇りの持てる仕事です。 

当社の技術力と安全への取り組みはお客様にも高く評価されています。 

主な募集職種（名） 現場作業者 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 送電線工事（鉄塔建替、修繕、新設等）の現場作業、鉄塔等の高所での作業が主体 有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 １ ２ １ 敬愛大学、千葉経済短期大学、帝京平成大学 

専修学校卒 ０ ０ ０  

高卒 ０ ０ ２ 八街高校、成田西陵高校、千葉黎明高校、千葉工業高校、佐倉西高校 

研修制度 

新人研修 
雇入れ教育、電気取扱業特別教育、新入社員研修（外部）、 

フォローアップ研修（外部）、架空送電部門新入社員研修（外部） 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

（ＡＴ不可） 
社員研修 中堅社員研修（外部） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険（健康・雇用・労災）、厚生年金、退職金（勤続 3 年以上）、 

社員寮有、ＧＬＴＤ保険加入済、定期健康診断（年 1 回） 

社内ＢＢＱ、社員旅行、クラブ活動（野球） 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

カナ タナベケンセツ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 田辺建設 株式会社 市原市 無 管理部 [採用担当] 大原 薫 

HP アドレス http://tanabe.biz/ 連絡先電話番号 025-544-3333 連絡先メール ohara@tanabe-kensetu.co.jp 

当社が求める人物像 
自ら考え、行動する人（自ら物事を考え、課題解決に向けて行動力をもって取り組む） 

責任感のある人（困難な課題に対しても辛抱強く取り組み、最後まで責任をもってやり遂げる） 

事業概要 
■公園・道路・鉄道・橋梁・港湾等 ■オフィス・商業ビル・マンション・工場等の設計施工、余暇関連事業の開発 

■工場の改修や商業ビル・住宅などのリフォーム  ■土地建物など不動産再有効利用の企画、資産形成への支援 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業以来、お付き合いのある企業様とのお取引が多い為、お客様からの信頼は絶大です。 

近年は、永年に亘る信用の積み重ねにより、新しいお客様をご紹介していただくこが多々あります。 

主な募集職種（名） 建築施工管理職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
建築施工管理の仕事。 

建築は工場内の現場で、新設より修繕工事がウエイトを占めています。 
有 

（3 日間～2 週間） 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育委機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 2 0 1  

専修学校卒 1 1 1  

高卒 0 0 1 千葉経済高校 

研修制度 
新人研修 

会社概要、就業規則等の説明、現場見学会の社内研修。 

エチケット、マナー等の外部研修。 入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車免許 

社員研修 安全関連の外部講習等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

企業版 401ｋ、 

借り上げ社宅制度、永年勤続表彰制度、業績表彰制度等 
公的認定  

 

http://www.tden.jp/
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カナ タムラカントウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 タムラカントウ 千葉市美浜区 無 管理本部 [本部長] 林 良之 

HP アドレス http://www.tamurakanto.co.jp 連絡先電話番号 043-246-2128 連絡先メール y_hayashi@tamurakanto.co.jp 

当社が求める人物像 コミュニケーション能力があり、何事にも積極的に取組、物事を最後までやり通す方。 

事業概要 空気調和設備におけるダクト工事、ダクト製品製造御販売、保温工事、ダクトクリーニング 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業 54 年を迎え、大手設備会社様と信用と信頼を築き、安定した受注となっています。ダクト業界では大手となり

ます。数々の都内大型プロジェクトへの施工参画をしています。安全、品質を重要視した施工体制を整えています。 

主な募集職種（名） 現場施工管理スタッフ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
ダクト工事現場での施工管理となります。安全・品質・工程の管理業務です。協力会社がスムー

ズに施工出来る様に客先や他職との交渉をします。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 ３ ０ ２ 千葉工業大学、清和大学、千葉職業能力短期大学、千葉経済大学、短期大学 

専修学校卒 １ ０ ２ 敬愛大学、東京情報大学、 

高卒 ２ １ ３ 千葉工業高等学校、旭農業高等学校、東総工業高等学校 

研修制度 

新人研修 新入社員研修、ダクト工業会新人研修、ビジネスマナー研修 
入社前準備： 

資格、経験など 
 

社員研修 コミュニケーション力向上研修、リーダー力向上研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

安全衛生大会（春・秋）、社員旅行、資格報奨制度 

（行事につきましては、コロナ感染対策を考慮して実施しています） 

社員旅行については、中止しています。 

公的認定  

 

カナ チバエンジニアリング 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 千葉エンジニアリング 株式会社 
千葉市美浜区・ 

印西市笠神 
 無 就職担当 [執行役員] 片平好美 

HP アドレス http://www.chiba-eng.co.jp 連絡先電話番号 043-244-2311 連絡先メール adm@chiba-eng.co.jp 

当社が求める人物像 ハキハキとした明るい対応と自己の健康管理がしっかりと出来、協調性のある方 

事業概要 

【現地調査・室内試験・総合解析】地質・土質調査、地盤解析等の地盤関連業務を専門とするエンジニア。道路や橋な

ど社会インフラ整備に欠かせない地質調査。全国各地の様々な地盤を対象に、ボーリング機械を使用して調査したデ

ータの解析を行う。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社の強みは、ほとんど外注業者を使わず「調査」「試験」「解析」を自社で完結する一貫施工。同僚同士である事で、

意思疎通がスムーズ、知識の共有化が顧客の信頼獲得に繋がり顧客リピート率 80％以上です。現場部門には調査の匠

の認定者が 2 名、技術部門では各省庁から優良表彰される事が多くなり、業界内でも注目をされてます。 

主な募集職種（名） ① 地質調査  ② 土質試験  ③ 技術 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 ① 現場にてボーリング作業 ② 土の性質を調べる ③ 現場や試験データのとりまとめ 
有 日大生産工学部

（毎年 8 月） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒    日本大学生産工学部、東京情報大学 

専修学校卒     

高卒 1 1  八街高等学校、成田西陵高等学校 

研修制度 

新人研修 会社の基礎知識（会社概要～経営方針の説明など） 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許（入社ま

でに取得で可） 
社員研修 技術主体の社内勉強会（誰でも参加 OK） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

現在はコロナ禍の影響で中止ですが、例年は、野球大会・社員旅行（全額会

社負担）新社屋屋上での BBQ などの多数のイベントを開催し、社員一人一

人の顔が見える会社です。 

公的認定  
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カナ チバヨウギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 千葉窯業 株式会社 
千葉市中央区・ 

柏市・横芝光町 
有 総務部 [採用担当]  林 拓弥 

HP アドレス http://www.chibayogyo.co.jp/ 連絡先電話番号 043-221-7001 連絡先メール saiyou@chibayogyo.co.jp 

当社が求める人物像 
正直に真正面から向き合うことのできる誠実さ。自分の仕事を最後までやり抜く責任感。困難に直面してもポジティ
ブに考え、立ち向かい、突破する強さ。自分で考え、即実行のできる行動力。相手の話を聞き、自分の意見を伝え、人
の和を作ることが出来るコミュニケーション能力のある方を求めます。 

事業概要 
都市建設に使用されるコンクリート製品の総合メーカーです。 
当社の製品は災害時の液状化対応、街の美観向上のための電線類地中化、自然にやさしい環境製品など安心・安全な
都市作りに貢献しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

大正 10 年の創業から今年で 100 年。安定した基盤のある会社で働きたい方にピッタリです。千葉を中心に関東各都
府県に事業展開をしており、これまで国土交通省や大手ゼネコンとタッグを組み、羽田空港や高速道路、幕張新都心
や大型テーマパークなど、さまざまな都市開発、インフラ整備に関わってきました。 
豊富な商品ラインナップと顧客の多様なニーズに対応できる柔軟な発想が千葉窯業の強みです。 

主な募集職種（名） 大卒：営業職、技術職  高卒：製造係 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

・営業職：建設工事に使用する各種コンクリート製品の提案営業をします。 

・技術職：コンクリート製品の品質・生産管理を担当します。 

・製造係：コンクリート製品の製造を担当します 

有 

（12-2月 1day開催） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 4 5 10 国際武道大学・千葉工業大学・千葉商科大学・中央学院大学・東京情報大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 10 千葉経済大学付属高校、千葉商業高校 

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー研修、工場実習、フォローアップ研修 
入社前準備： 

資格、経験など 
不問 

社員研修 階層別研修、職種別研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・リゾート施設利用補助制度 

・社内表彰制度 

・資格取得奨励制度 

公的認定  

 

カナ  ディーシーエム 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ディーシーエム 佐倉市・四街道市 有 人事部 [ 課長 ] 松永 史朗  

HP アドレス http://www.dcm-gr.jp/ 連絡先電話番号 043-483-0067 連絡先メール matsunaga@dcm-gr.jp 

当社が求める人物像 携帯電話・スマートホンに興味があり、人と接することが好きな方 

事業概要 
携帯電話やスマートホンの新規・機種変更やサービス内容変更・使用方法・故障受付等。その他ドコモに付随したサ

ービスの販売など。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

教育担当のもと、業務の事はもちろん社会人としてのマナーも育成プログラムに採り入れております。先輩がしっか
りサポートするので、離職率が低いのも自慢です。何かあればみんなが自然に声をかけてくれます。 責任者を中心に、
同年代のスタッフが多いので全員が近い存在です。 働きやすく、自然に馴染めるので長期期間働ける環境です。  

主な募集職種（名） カウンターアドバイザー及び携帯電話及びしゅう 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
入社後…社会人としてのマナー研修。携帯電話に係るサービス・商品知識の習得。簡易受付にて
のお客様応対。入社 2～3 か月後…先輩社員と一緒に窓口でのお客様対応。お客様のニーズを引
き出しご提案。ドコモに係るサービスの他、ミーティング、研修等も乗務の一環です。 

無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 - - 

専修学校卒 0 0 - -+ 

高卒 8 7 - 
八街・佐倉南・佐倉西・佐倉東・成田西陵・富里・四街道・四街道北・千葉大宮・

若松・船橋北・船橋豊富・犢橋他 

研修制度 

新人研修 

教育担当のもと入社から 1～2 か月間、社会人としてのマナーから簡易業務
→実務業務へと段階を踏んで進めていきます。併せてＮＴＴドコモの研修
(オンライン)も取り入れ、概ね 6 月から各店舗へ配属となり 1 人 1 名の教
育担当が研修を行います。 

入社前準備： 

資格、経験など 
特にございません。 

社員研修 
ＮＴＴドコモ主催の研修（新入スタッフ入店時研修・各スキル実践研修等）。
その他、業務に資するとして会社が認めた資格・研修については全額補填と
なります。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
生命保険加入・社員旅行 公的認定 特にございません。 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報--- 

カナ ニッコウマシナリー 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 日工マシナリー 株式会社 野田市 無 総務部 [    ] 矢頭伸清 

HP アドレス https://nikkomachinery.co.jp/ 連絡先電話番号 04-7125-1311 連絡先メール 
nobukiyo.yato@nikko-

net.co.jp 

当社が求める人物像 

自分の仕事に誇りと責任を持ち、生涯にわたり当社で活躍していただける方。 

様々な年代（10 代～70 代）の従業員がいる環境で、だれとでも積極的にコミュニケーションをとり、会社の問題解

決に取り組む意欲のある方。 

事業概要 水門・建設産業機械・防災関連製品（防水板）等の製造・販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社はアスファルト・プラントシェアＮｏ．１の日工㈱の完全子会社です。日工㈱の東の生産拠点として、安定した

売上を持っています。また、水門や防災関連製品（防水板）等、独自で扱う製品も堅調に売上を維持・拡大していま

す。 

主な募集職種（名） 総合職（製造・技術・設計・営業） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 自社製品の営業、製品の設計、製造（入社後の研修期間を経て正式配属となります） 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 1  

専修学校卒 0 0 1  

高卒 1 0 2 清水高校 

研修制度 

新人研修 新入社員研修（社内・社外）：社会常識、マナー研修、電話対応 他 
入社前準備： 

資格、経験など 

機械図面が読めると、入

社後に業務が理解しやす

くなります。 

※必須ではありません。 社員研修 各種資格取得のための外部研修への参加 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・夏と冬に行う会社主催の親睦会 

・子供のランドセル購入補助 

・地域福利厚生制度加入 

公的認定  

 

カナ ニホンホアン 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 日本保安 契約先各店舗 有 統括本部 [本部長補佐] 枝松篤史 

HP アドレス https://www.nihon-hoan.co.jp/ 連絡先電話番号 043-226-1722 連絡先メール security@nihon-hoan.co.jp 

当社が求める人物像 「思いやりのある・真面目な・明るく元気な対応」ができる方 

事業概要 
私服（一部制服・スーツ）による店内保安警備業務 

AED 販売、防犯カメラ・防犯機器の販売、ロスプリベンション事業、各種セミナー・コンサル 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

１．警備業界内でも稀な「私服による店内保安警備専門企業」です。首都圏 1 都 6 県＋2 県・約 400 店舗対応。 

２．株式会社トスネット（ジャスダック上場・セコム株式会社と資本業務提携）のグループ会社です。 

３．創業から現在まで「無借金経営」を継続中です。 

主な募集職種（名） 経営陣候補  幹部候補  一般警備員 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  1 人 1 日 1 店舗を巡回しながら、犯罪・不正行為者を見つけて排除していただきます。 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 2 3 2 千葉大学、 千葉経済大学・短期大学部、 日本大学 

専修学校卒 0 2 2 大原学園専門学校、 立志舎 

高卒 0 1 2 千葉県立泉高校 

研修制度 

新人研修 新任研修（座学 4 日間、実地 3 日間） 
入社前準備： 

資格、経験など 

経験不問 

経験者・資格者優遇 
社員研修 現任研修（半期に 1 回）、新卒フォロー研修 など 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

交通費全額支給 

役職手当、資格手当、捕捉手当 など 

各種休暇制度あり 

公的認定  

mailto:nobukiyo.yato@nikko-net.co.jp
mailto:nobukiyo.yato@nikko-net.co.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報--- 

カナ ニホントラフィックサービス 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 日本トラフィックサービス 千葉県成田市 有（少ない） 東京支店 [次長] 松本明生  

HP アドレス https://www.acsjp.com 連絡先電話番号 0476-32-7271 連絡先メール matsumoto-a@acsjp.com 

当社が求める人物像 

・会社とともに、自分も成長させていくという積極支姿勢の人 

・明るく、バイタリティーのある人 

・なんでもいいので、自分の強みや得意なことを自信をもって言える人 

事業概要 航空貨物取扱業（航空貨物の荷捌き、内容点検） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・航空貨物業界において、安全・正確・迅速かつ効率的に、顧客の発展に寄与しております。 

・人財育成に力を入れ、部署の垣根を越えて助け合う、家族的な社風です。 

主な募集職種（名） カーゴオペレーション 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 航空貨物の搬出入チェック、仕分け、ラベリング、書類との確認、貨物情報入力など 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 6 5 5 明海大学、流通経済大学、秀明大学、国際武道大学 

専修学校卒 16 8 15 国際トラベルホテル・ブライダル専門学校 

高卒 0 0 10 東総工業高校、多古高校、八街高校、拓大紅陵高校、桜が丘特別支援学校 

研修制度 

新人研修 新入社員研修、グループ会社合同研修会 
入社前準備： 

資格、経験など 

・特になし 

※入社後、会社にてフォ

ークリフト免許の資格取

得をしていただきます。 社員研修 マナー研修、毎年１回テーマを決めた集合研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・年２回 日帰りバスツアー、お花見など 

・共済会制度あり 

・寮完備 

公的認定 
 

 

 

カナ ノーザンミツワ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 ノーザンミツワ 株式会社 
千葉市中央区・ 

若葉区、成田市 
無 人事 [課長] 松山雅彦 

HP アドレス 
http://www.mitsuwa-

shokai.co.jp/4-07group.html 
連絡先電話番号 043-488-5757 連絡先メール masahiko.matsuyama@ms-gr.jp 

当社が求める人物像 
ワークライフバランスを重視したい方 新しいことに挑戦したい方 安心して長く働きたい方 明るく元気な方 

「食」に興味のある方  

事業概要 
千葉県内でハンバーグレストラン「びっくりドンキー」を 5 店舗、常設型物産店舗「北海道うまいもの館」を 4 店舗

運営しております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

びっくりドンキーは 2021 年度顧客満足度 Nｏ１（JSCI 第 4 回調査飲食部門）を獲得いたしました。北海道釧路市

に本社をおく㈱三ツ輪商会のグループ企業です。充実した教育研修制度で全員のスキルアップを目指しております。 

主な募集職種（名） 店舗運営総合職 店長候補  店舗運営職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
店舗責任者として接客業務、運営業務、販促イベント活動企画提案、スタッフの教育トレーニン

グをおまかせします。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒 1 2 6  

研修制度 
新人研修 入社時ビジネスマナー研修 新人研修 新入社員 12 か月カリキュラム 

入社前準備： 

資格、経験など 
学部学科不問 

社員研修 ハラスメント研修 サービストレーナー研修 店長ライセンス研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

関東手当 20,000/月 住宅手当 関東 40,000/月自己負担 5 千～/月 

赴任旅費支給 転勤にかかる引越費用移動負担をします。 

健康診断オプション補助  

公的認定  

 

mailto:masahiko.matsuyama@ms-gr.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報--- 

カナ ノザキケンコウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 ノザキ建工 株式会社 千葉市美浜区  無 事務統括部 [担当部長] 諫早 道夫 

HP アドレス http://www.nozakikenkou.co.jp 連絡先電話番号 043-243-0185 連絡先メール jimu@nozakikenkou.co.jp 

当社が求める人物像 
積極的に新しい知識・経験の吸収に努められる進取の気性のある人。また、様々な場面でいろいろな人と素直な意見

交換ができる協調性のある人。 

事業概要 

建設構造物の各種杭基礎工事を行っています。 

杭基礎工法には既製杭を地中に埋設する既製杭工法・地中に穴を掘りコンクリートや鉄筋等を建て込んで造る場所打

ち杭工法があります。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

大手ゼネコンとの取引も多く有名な構造物も数多く手がけており、施工実績としてさいたまスーパーアリーナ・幕張

メッセ・東京駅・豊洲市場・千葉市庁舎等があります。当社は信頼と実績を積み重ね、2021 年に創業 50 周年を迎

えます。長年の研究開発の成果として多くの特許や国土交通大臣認定の「認定工法」などを取得しています。 

主な募集職種（名） 施工管理者（見習い） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
先輩の下で、工事現場の施工・安全・工程・原価などを管理し、施工が円滑に進むように段取り

調整していく。 
無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 2  

専修学校卒 0 0 2  

高卒 0 0 2  

研修制度 
新人研修 全基連主催 1 か月合宿研修・外部新入社員研修 

入社前準備： 

資格、経験など 
資格・経験不問 

社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

新潟県湯沢に保養所有 

ちば興銀 Big advance 公的認定  

 

カナ ピーアールエー 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 P.R.A. 千葉県松戸市 有 無 総務部 [ 部長 坂本 奈緒美 ]  

HP アドレス http://www.pra.jp/ 連絡先電話番号 047-369-3389 連絡先メール n.sakamoto@pra.jp 

当社が求める人物像 
技術力の向上心と探求心がある意欲的な人物を求めています。 

健康的な精神の持ち主で、周囲との和を重んじる人物であることを重視します。 

事業概要 
半導体製造装置用の周辺機器（静電吸着用高圧電源、高周波整合器、高周波電源、直流電源、搬送ロボット etc.）の 

設計・製造・修理・販売など。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

国内の主要半導体や液晶製造企業（ソニー、パナソニック、キオクシア、キヤノン、マイクロンメモリ・アルバック

etc.）を顧客としています。装置メーカー出身の技術者を中心に優れた開発力を有しており、顧客からの信頼も厚いで

す。残業は少なく、気兼ねなく休暇を取得できます。会社主催の飲み会はありません。 

主な募集職種（名） 技術職（３～５名） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 電子機器の修理、電子回路の設計、電子機器の組み立て 有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 3 2  おおたかの森高校、東葛飾高校、小金高校 

専修学校卒 0 1  野田工科専修学校、京葉高校 

高卒 0 0   

研修制度 

新人研修 社内での技術研修および社外の技術講習会への参加。 
入社前準備： 

資格、経験など 

当社のホームページをよ

く見て下さい。 
社員研修 

社内技術者同士での相互研修。 

社外の講習会への参加。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

就業時間内での食事会の開催、永年勤続表彰（10 年、15 年、20 年…）、 

飲料や菓子類の日常的な提供（差入）、食事補助（昼食 150 円／回）など。 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業、ISO9001 認定 

 



- 40 - 

 

千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報--- 

カナ プラントベース 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 プラントベース 成田市  無 人事課 [採用担当]五十嵐靖子  

HP アドレス http://www.plant-base.com/ 連絡先電話番号 0476-35-3160 連絡先メール pb-support@plant-base.com 

当社が求める人物像 コミュニケーションを大切にする人、目標をもち会社と共に成長できる人 

事業概要 建設業工事；輸入穀物の大型保管倉庫【サイロ】のメンテナンスを行っています。コンクリート補修、塗装、足場 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

特許技術を持ち、他社には負けない工事を行っています。 

取引先は大手上場企業、専門業者の少ない業界なので売り上げは安定しています。 

主な募集職種（名） 建設業 現場作業スタッフ 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 大型穀物倉庫【サイロ】メンテナンス（コンクリート補修、塗装、穀物除去）  無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 0  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 1 3 成田西陵、下総、小見川、佐倉東、富里 

研修制度 

新人研修 新人社員研修（社内・社外） 
入社前準備： 

資格、経験など 
 

社員研修 技能講習にて資格取得（外部） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社員旅行、忘年会・新年会、夏スポーツドリンク配布 

社員寮（3 万円）、資格取得制度 公的認定 
 

 

 

カナ 
ホウタツカイ トクベツヨウゴロウジンホーム 

レイコウエン 
千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 
社会福祉法人豊立会 

特別養護老人ホーム玲光苑 
成田市 有 

法人本部 

総務課 
[課長 ] 二宮 雄太 

HP アドレス http://www.reikouen.or.jp/ 連絡先電話番号 0476-24-2164 連絡先メール ninomiya@reikouen.or.jp 

当社が求める人物像 
“ありがとう”がやりがいのお仕事です。「人に喜んでもらうことでモチベーションが上がる方」 「誰かの役に立ち

たいと考えている方」 の応募をお待ちしております。 

事業概要 

特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、訪問介護、訪問看護、訪問入浴、居宅介護支援事業、小規模多

機能型居宅介護、グループホーム、地域包括支援センター、地域活動支援センター、障がい者相談支援事業、保育園、

病児保育 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

社会福祉法人豊立会では新入職員に対しトレーナー制度を設けており、「その日の疑問はその日に解決する！」をモッ

トーにひとり立ちするまでサポートしていますので、未経験の方でも安心してお勤めいただけます。また、新人研修

や教育体制も充実しているので、介護の基本を学ぶことができます。 

主な募集職種（名） 介護職員（３名） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
ご利用者の日々の生活のサポート。具体的には、食事、入浴、排せつ等の介助、リネンの交換や

レクリエーション、介護記録の作成等。 
有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 1 2 淑徳大学 千葉商科大学 城西国際大学 中央学院大学 帝京平成大学 

専修学校卒 1 1 1 成田国際福祉専門学校 大原医療秘書福祉専門学校 京葉介護福祉専門学校 

高卒 1 1 1 下総高校 富里高校 成田西陵高校 八街高校 

研修制度 

新人研修 新人研修、トレーナー制度により不安なくお勤めできるよう支援します。 

入社前準備： 

資格、経験など 

入職後に介護福祉士実務

者研修を受講するための

サポートがありますの

で、ご安心ください。 社員研修 

年２回の全体研修の他に、中堅職員研修、リーダー職員研修等の経験や役職

に応じた研修や、介護部署での研修会、各種委員会活動により研修を実施し

ています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

介護福祉士国家資格取得支援、事業所内保育園あり。新入職員には社会人と

しての基礎を学ぶ接遇研修を含めた新人研修を実施します。 公的認定  
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報--- 

カナ ホリキリ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 ホリキリ 八千代市 無 管理部総務課 [総務課長]三浦義光  

HP アドレス http://horikiri.co.jp/ 連絡先電話番号 047-484-1112 連絡先メール saiyo@hrk.nhkspg.co.jp 

当社が求める人物像 
先輩の意見を聞ける素直さ、常に創意工夫できる発想力、目の前の仕事を改善し継続できる忍耐力。そしてなにより

元気で明るい人を求めています。 

事業概要 懸架用スプリング、機械用スプリングの開発設計、製造、販売の業務 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業 85 周年を迎えた大型車用サスペンション（ばね）専用メーカーです。高い技術力で国内のみならず海外の顧

客にも信頼されており弊社のスタビリンカは国内シェア独占、世界シェア№1。困った時には助け合える家庭的な

雰囲気の職場でチームワークの良さと抜群の有給取得率が自慢です。  

主な募集職種（名） 技能職 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容  大型ばねの生産ラインでの材料加工･製品塗装･組立･品質検査･耐久実験・出荷などの業務｡ 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 3 2  千葉工業大学、日本大学、東京理科大学、神田外語大学 

専修学校卒 0 0 2  

高卒 4 4 3  市川工業高校、千葉工業高校、佐倉東高校、鎌ヶ谷西高校 

研修制度 

新人研修 
1 週間の座学、外部の安全講習等を出張受講。本配属までの３か月間で職場

をローテーションし適性職場をみきわめます。 入社前準備： 

資格、経験など 

特にありません。 

必要な学習、資格ともに

入社後会社負担で取得し

ていただきます。 社員研修 安全衛生、職長研修、資産形成セミナー、ハラスメント研修等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

各部活動（野球、サッカー、ゴルフ、釣りなど）、グループ持ち株制度有、

組合共催ボウリング大会、ＴＤＲ補助制度等 
公的認定 

社員いきいき！元気な会社宣言

企業/千葉元気印大賞受賞 

 

カナ マツモトイーエステック 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 松本 ES テック 株式会社 千葉市・白井市 有  財務・総務部 
[ｱｼｽﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ] 

  勢〆麻紀 

HP アドレス https:// www.m-est.co.jp 連絡先電話番号 043-273-7174 連絡先メール recruit@m-est.co.jp 

当社が求める人物像 

・モノづくりが好き又は興味がある人。 

・意欲をもって前向きに仕事に取り組む事ができる人。 

・元気に挨拶ができる人 

事業概要 製造業向け電磁鋼板の加工販売・自動車、家電産業向けのモーター部品製造販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

高性能なモーターを部品としている自動車、家電メーカーが主な顧客です。50 年前の設備から最新のものまで、設備

が充実しています。創業以来 74 年間継承された職人的技術と社員の柔軟な発想を大切にしています。 

主な募集職種（名） 製造マシンオペーレーター 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 
・製造マシン操作（ロール状になった鉄板を機械でカット⇒鉄板をプレス機で打抜く⇒部品を付

けて組み立てる等が主な工程）・製品の品質検査 ・工程の管理とそれに伴う資料作成など 
有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 0 0 千葉経済大学、中央学院大学 

専修学校卒 0 0 1 船橋高等技術専門校 

高卒 0 1 1 船橋古和釜高等学校・京葉工業高等学校・船橋二和高等学校など 

研修制度 

新人研修 

・研修計画に従い各工程で製品知識や技術の習得、人事担当フォロー面談 

・高炉メーカー工場見学研修(現在見合わせ中) 

・新入者安全衛生教育、外部機関新人向けセミナー受講 入社前準備： 

資格、経験など 

自動で動く物にはモータ

ーが使われている事を意

識してみましょう。多く

のモーターが生活を支え

ている事が分かります。 社員研修 
・千葉職業能力開発促進センターセミナーを階層ごとに受講 

・資格取得のための外部講習（会社負担） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・インフルエンザ集団予防接種・無料給茶機設置・熱中症対策飲料配布   

・軽井沢をはじめ全国 20 ヶ所あるリゾートホテルを会員価格で利用 

・希望者にはプロバスケットボールチーム試合観戦チケット配布 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報-- 

カナ ムラヤマコウザイ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 
 

千葉県浦安市 

東京都大田区 
有 無 総務部 [ 係長] 渡邉聡治 

HP アドレス http://mks-gr.co.jp/ 連絡先電話番号 047-305-6112 連絡先メール soumu@mks-gr.co.jp 

当社が求める人物像 

●自分で考え自分で行動できる人            ●高い志を持ち、人間として成長できる人 

●協調性があり、チームで力を発揮できる人     ●目標達成のために、粘り強くチャレンジできる人 

●相手の意見を素直に受け止め、自分の意思をはっきり言える人 

事業概要 各種コイル鋼板の切断加工と販売、並びに営業倉庫業、太陽光発電事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業 70 年超、各種製造メーカーから小売業まで、鉄板を供給する日本コイルセンター業界のパイオニア企業です。

世界最大規模のレベラー（剪断加工する機械）を所有し、「創造」「品質」「成長」を経営理念に掲げ業界 TOP クラス

の品質を守り続けています。また継続的に設備更新を行い、人材育成を基盤として企業の体質を強化していくことが、

全社員の成長と幸福の実現につながると考えます。 

主な募集職種（名） 
◇技術職/オペレーター・検査員・入出荷管理員 

◇営業職（ルート営業） 

インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

技術職/世界最大規模の加工機械でコイル鋼板を伸ばし、切って出荷する”製造オペレーター”

業務全般を担当していただきます。営業職/受注販売活動（ルート営業）、工場への加工出荷指

示、入出荷に関する事務等 

有 無 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 2 0 2 専修大学 

専修学校卒 0 0 2  

高卒 2 1 4 京葉工業・姉崎・船橋豊富 

研修制度 
新人研修 

社外研修機関を利用しての研修、及び安全衛生講習等 

入社後はＯＪＴ研修もありフォロー体制も万全です。 入社前準備： 

資格、経験など 

経験・資格不問 

入社に資格取得も含めて

全面的にサポートします 

報奨金制度・資格手当有 社員研修 社外研修機関を利用 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

大学進学支援制度・資格取得支援制度があります。 

社員寮、食事補助費、資格手当、こども手当など支援制度多数あります。 

「土曜会」親睦を図る為のイベント（社員旅行や納涼会等）も！ 

公的認定 
エコアクション 21 認証 

地域未来牽引企業に選定 

 

カナ メイセイコウギョウ 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 明正工業 株式会社 
千葉市中央区 

千葉市緑区 
有 総務経理部 [採用担当]大野、今井 

HP アドレス http://meiseikougyou.co.jp 連絡先電話番号 043-268-3388 連絡先メール kyuujin@meiseikougyou.co.jp 

当社が求める人物像 

挨拶がきちんと出来て、周りとコミュニケーションが取れる方。 

途中で投げ出さず、期日を守って最後までやり遂げることが出来る方。 

失敗を恐れず、明るく、元気な方。最低限の社会人としてのマナーが取れる方。 

事業概要 

◆JFE ｽﾁｰﾙ東日本製鉄所に於ける圧延設備を中心に所内全般のﾒﾝﾃﾅﾝｽと設備改修工事◆一般家庭、集合住宅、公共施

設における建築設備の建設、修繕◆化学ﾌﾟﾗﾝﾄ工事、水処理施設、ｺﾞﾐ処理設備の建設、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ◆上下水道工事、土木工

事◆各種製造設備の建設に伴う製缶、配管、仕上、機械設備据付工事◆設備予防策保全に伴う点検、調査、報告書作成

◆設備増加に伴う据付、土木、仮設足場工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

人が財産の会社です。教育体系、能力効果に基づく人材教育に力を入れながら『安全は全てに優先する』をモットー

にして仕事に取組んでいます。『失敗は生かしてこそ宝』を教訓に経営理念を実践し、益々お客様、社会のためになる 

企業を目指して努力しています。 

主な募集職種（名） エンジニア 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 プラントの保全・修繕。空調設備・給排水設備の設備工事 有 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒 0 2 4 千葉工業大学、日本大学生産工学部 

専修学校卒 0 0 2 国際理工情報 

高卒 0 7 6 千葉工業高校、京葉工業高校、市川工業高校、茂原樟陽高校 

研修制度 

新人研修 3 ヶ月間実施（社会人教育、安全教育、道工具類教育等を実施） 
入社前準備： 

資格、経験など 

特になし。 

普 通 自 動 車 運 転 免 許

（MT）があれば尚可。 社員研修 各種特別教育、 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

中小企業退職金制度加入 

スマイル休暇（会社独自の休暇制度あり。年 6 日） 

資格取得報奨金制度など各種表彰制度あり 

公的認定  
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 高等学校と企業の就職情報交換会 令和 3年度  -----企業情報-- 

カナ メガテック 千葉県内 勤務地 転勤の有無 採用担当部署 [役職]  担当者名 

会社名 株式会社 メガテック 千葉市中央区 有 総務部 
[採用担当] 

岩下、塩澤、井村 

HP アドレス http://www.megatech.jp/ 連絡先電話番号 043‐302‐5201 連絡先メール jinji@megatech.jp 

当社が求める人物像 
・一緒に働く仲間、家族、周りの人達に思いやりを持てる方 

・なにごとにも前向きに好奇心をもって挑戦できる方 

事業概要 
製鉄設備に関するメンテナンス及び操業の請負業務、製鉄機械・建設機械等の設計製作据付工事業、 

ドラム缶ペール缶等の容器製造ライン作業の請負業務、鋼板の加工梱包ライン作業の請負作業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

製鉄所内で主に設備のメンテナンスや工事、操業サポートなど「鉄に関する高度な技術」を提供している会社です。 

距離感のないフラットな職場で、社員が各自の能力を発揮できる環境を整えており、人として成長できるステージが

メガテックにはあります。 

主な募集職種（名） 技能職（製鉄関連業、物流管理） 
インターンシップの 

受け入れ実績有無 

具体的な仕事内容 

コークス炉の耐火物補修・更新工事、コークス炉メンテナンス及び操業助成業務、 

ベルトコンベアの点検及びメンテナンス、溶鉱炉付帯設備のメンテナンス、 

設備の安全対策工事及び設備製作・据付工事（溶接作業等） 

鋼板製品（コイル）の運搬業務、コイルの梱包（クレーンやフォークリフトの運転） 

有 

（実施日応相談） 

 

採用実績数 

・ 

予定数 

 実績数 予定数 
採用実績のある県内教育機関名 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒 22 27 32 千葉工業高校、君津商業高校、市原緑高校、成田西陵高校 等 

研修制度 
新人研修 ビジネスマナー研修、安全教育、道工具教育 入社前準備： 

資格、経験など 
不問 

社員研修 各種資格事前教育、危険体感教育 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

住宅補助手当 25,000 円/月、交替手当・高温手当・奨励手当 

企業型確定拠出年金制度 

独身寮完備（１人１部屋、食事付（朝夕）、月 18,000 円～） 

公的認定  

 

 

 


