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2021年 7月 8日（木）13：00～17：00 

モリシアホール（対面・オンライン）／書面参加 

 

 

 

 

【事務局】 千葉県商工会議所連合会 中小企業人材採用サポートグループ 

TEL043-222-8170 FAX043-222-8171 

 

 

 

 

  ※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 

大学・専修学校  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/3jDVY0L 

教育機関の皆様はこちら    企業の皆様はこちら 

https://bit.ly/369cKwL 
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1.タイムスケジュール  

 

 Ａグループ C グループ 

受付開始 12：45～ 14:45～ 

ガイダンス （C グループ実施時：教育機関ブースは休憩） 13：00～ 15：00～ 

情報交換会開始          ターム制（5 分間） 13：15～ 15:15～ 

                      フリータイム制 14：05～ 16:05～ 

グループ入替／終了予定時刻 14：55 16：55 

    ※ 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。 

  ※ C 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。 

 

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 

 

 

🔶大学

協定等 学校名 所在地 掲載ページ ブースNo

1 亜細亜大学 東京都武蔵野市 16

2 ◆ 神奈川大学 神奈川県横浜市 11 *

3 ☆ 川村学園女子大学 我孫子市 7

4 ☆◎ 神田外語大学 千葉市美浜区 2

5 ◆ 共立女子大学・共立女子短期大学 東京都千代田区 9

6 ☆◎ 敬愛大学 千葉市稲毛区 15

7 ☆ 城西国際大学 東金市 5

8 ☆◎ 聖徳大学・聖徳大学短期大学部 松戸市 14 *

9 ◆ 専修大学 神奈川県川崎市 17

10 第一工科大学（旧　第一工業大学）2021年4月1日付 東京都台東区 18

11 ◆ 拓殖大学 東京都文京区 8

12 ☆ 千葉商科大学 市川市 シート

13 ◎ 国立大学法人　千葉大学 千葉市稲毛区 1

14 ☆ 帝京平成大学 市原市 12*

15 ◆ 東海大学 神奈川県平塚市 6

16 ☆ 東京成徳大学　八千代キャンパス 八千代市保品2014 22

17 ◆ 東洋大学 東京都文京区 シート

18 ☆ 二松学舎大学 東京都千代田区 10

19 ☆◆ 日本大学 東京都千代田区 23

20 平成国際大学 埼玉県加須市 19

21 ◆ 立正大学 東京都品川区 13*

22 ☆◆ 和洋女子大学 市川市 シート

*オンライン

🔶専修学校

協定等 学校名 所在地 掲載ページ ブースNo

23 千葉職業能力開発短期大学校　成田校 成田市 シート

24 千葉職業能力開発短期大学校　千葉キャンパス 千葉市中央区 20

25 千葉日建工科専門学校 千葉市中央区 3

26 ㈻秋葉学園　成田国際福祉専門学校 成田市 4

🔶就労支援機関

協定等 学校名 所在地 掲載ページ ブースNo

27 ちば地域若者サポートステーション 千葉市美浜区幕原西4-1-10 21 21

20

14

15

16

17

18

19

13

☆就職指導会(県内大学)

◆千葉県と県外大学との就職支援協定

◎インターンシップ推進委員会

8

9

10

11

12
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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） 

 

 

Aグループ

リクゼミ
参加

プロジェクト
参加

会社名 業種分類 業種詳細 掲載ページ

1 株式会社 青木電気工事 2.建設・建築 電気工事業 24

2 ★ ○ 明日教育 株式会社 7.その他サービス 学習塾運営 25

3 ★ ◎ 株式会社 エニプラ 10.情報通信 ソフトウエア、情報処理 26

4 ◎○ 株式会社 ＮＢＳロジソル 4.運輸・物流 総合物流サービス業 26

5 興栄燃料 株式会社 7.その他サービス
①ENEOSサービスステーショ ンでのカーケア商品販売及び軽作業

②プロパンガス供給先へのルート営業及び新規顧客開拓
28

6 ★ ○ 株式会社 サイプレス・ソリューションズ 10.情報通信 情報処理 29

7 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）
31

8 ★ ○ 信和産業 株式会社 1.製造業 食品パッケージの製造・販売 32

9 スミテック 株式会社 1.製造業 金属塑性加工及び金属接合インサート成形 33

10 ★ ○ 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 34

11 ○ 株式会社 大東青果 6.小売・飲食
東京、埼玉、千葉を中心に、商業施設にテナント出店することで青果専門店

を展開。販売する野菜や果物は、青果市場と直接取引。青果市場から店舗ま

で、毎日配送しています。
35

12 ★ 千葉窯業 株式会社 1.製造業 コンクリート製品製造業 36

13 ★ ○ 株式会社 ティーエスケー 2.建設・建築 総合改修工事業 37

14 ★ ○ 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
37

15 ○ 東邦塗装工業 株式会社 2.建設・建築
原子力・火力発電所の塗装工事　石油化学プラント・橋梁・煙突の防蝕塗装工事

コンクリート構造物の防蝕工事　建築物総合改修工事　建築物塗装工事全般 38

16 ★ ○ 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 41

17 三ツ矢エミタスタクシーHD 株式会社 4.運輸・物流 一般乗用旅客自動車業 42

18 ☆ ◎ 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 43

19 ☆ 合同会社 WakuWakuカンパニー 8.医療・福祉・介護 放課後等デイサービス 44

Cグループ

リクゼミ
参加

プロジェクト
参加

会社名 業種分類 業種詳細 掲載ページ

1
★ 株式会社 赤門 6.小売・飲食 飲食業 24

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 25

3
☆ ◎○ 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 27

4 ○ 京設工業 株式会社 10.情報通信
ソフトウェア開発、機械・製品設計、電気・電子回路

設計、ＤＴＰ業務
27

5 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 28

6 三輝工業 株式会社 2.建設・建築 水処理プラントの設計・施工・管理 30

7 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
30

8 CEPホールディングス  株式会社 7.その他サービス 理美容業 31

9 ★ ◎ 株式会社 新栄 1.製造業
OA機器・自動車・工業用製品等精密部品プレス加工

業
32

10 ★ ○ 株式会社 ZENウェルネス 8.医療・福祉・介護 有料老人ホーム 33

11 ◎○ 田辺建設 株式会社 2.建設・建築 総合建設業 35

12 株式会社 タムラカントウ 2.建設・建築 管工事 36

13 ★ 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 38

14 ○ ネクストワンインターナショナル 株式会社 2.建設・建築
「with Mamaの家」は、千葉県内房エリアを中心に地域に根差した

住宅施工・販売をしております。
39

15 株式会社 ファーストステージ 8.医療・福祉・介護 在宅総合福祉サービス 40

16 株式会社 ホリキリ 1.製造業 輸送用機械器具製造業 41

17 ○ 村山鋼材 株式会社 1.製造業 鉄鋼業 42

18 株式会社 メガテック 2.建設・建築 製鉄業 43
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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。 

◆書面参加

リクゼミ
参加

プロジェクト
参加

会社名 業種分類 業種詳細 掲載ページ

1 坂本飼料 株式会社 1.製造業 養魚用配合飼料製造 29

2 ◎○ 株式会社 大電テクニカ 2.建設・建築 電気通信建設業 34

3 ☆ ○ 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 39

4 ○ ハイテック精工 株式会社 1.製造業 自動化システム事業部、熱処理事業部 40

https://www.chiba-saiyoryoku.jp/
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- 8 - 

 

🔶大学                               採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 アジアダイガク 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 亜細亜大学 
学生部     

キャリアセンター 
八木 康太 東京都武蔵野市 

男性５５％ 

女性４５％ 

HP アドレス https://www.asia-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 0422-36-3270 連絡先メール career@asia-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
経営学部（経営学科、ホスピタリティ・マネジメント学科）、経済学部、法学部、国際関係学部（国際関係学

科、多文化コミュニケーション学科）、都市創造学部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

教育理念「多様な夢に挑戦し、アジアの未来に飛躍する人材を育成する」を具体化

した「国際社会で貢献できる有為な人材の育成」「人間性重視の教育」「新しい社会

を創り出す創造力あふれる人材の育成」の三つを「教育の基本方針」としている。 

就職支援方針と 

具体的な取組 
大学の「学び」を「なりたい自分」へ、新味で丁寧なサポートを 4 年間一貫で実施している 

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 1350 
営業職（762）、事務職（157）その他

（430） 
122８ 

営業職（６０３）、事務職（1７５）

その他（4５０） 
 

うち県内 

就職者数 
44 

営業職（16）、事務職（9）その他（１

９） 
48 

営業職（14）、事務職（14）その他

（２０） 
 

卒業総数 1601  1584  1752 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

卸売、サービス業、情報通信が多い。学科特性で観光業を志望する学生が一定数いたが、他業種に方向転換 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
学部特性上、おもてなしの精神やグローバル志向の学生が比較的多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 
基本学生主体で参加させている。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
22 卒の採用を継続されている企業様がありましたら求人をお願いします。 

 

カナ カナガワダイガク 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 神奈川大学 就職支援部就職課 [課長] 小山 智子 神奈川県横浜市 
男性：70％ 

女性：30％ 

HP アドレス www.kanagawa-u.ac.jp 連絡先電話番号 045-664-3710 連絡先メール 
shushoku-kyujin@kanagawa-

u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 法学部 経済学部 経営学部 外国語学部 国際日本学部 人間科学部 理学部 工学部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
「ゼミ・卒研の神大」と呼ばれる本学では少人数教育を重視し、対話形式の学びを数多く展開しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

職業観を身に着け、社会的・職業的な自立を支援するために、必要な能力等を体系的に培うキャリア教育の検

証・改善を実施し、更なる充実を図ります。入学直後から自分のキャリアを考えられるように支援しています。 

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 3315 公務、金融、情報通信など 3166   

うち県内 

就職者数 
47 金融、輸送、流通 40   

卒業総数 3925  4030  4933 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

製造業、金融業、小売業の希望が多く、加えてＩＴ企業希望が増えています。 

安定志向の学生が増加し、業績に着目することが増えている印象です。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
自力の考えで進められる学生と、内定を取るための答え求めながら進める学生がいるので二極化しています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

国内インターンシップの授業は１,2 年生が履修する科目として前学期と後学期に開講しています。５日以上

の対面実習を単位認定の条件としていますが、昨年は休講、今年度はオンライン実習を可として開講していま

す。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

面接は最初の 3 秒でほぼ決まると言われる企業様もありますが、不器用な学生が増えていますので、じっく

り学生を見ていただきたいと思います。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 カワムラガクエンジョシダイガク 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 川村学園女子大学 就職支援室 [室長] 木村貴行 千葉県我孫子市 
男性   ０％ 

女性１００％ 

HP アドレス https://www.kgwu.ac.jp 連絡先電話番号 04-7183-5553 連絡先メール shushoku@kgwu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

我孫子キャンパス：文学部（史学科 心理学科 日本文化学科） 教育学部（幼児教育学科 児童教育学科） 

         生活創造学部（生活文化学科） 

目白キャンパス ：文学部（国際英語学科） 生活創造学部（観光文化学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「感謝の心」を基盤とした「自覚ある女性」の育成と「社会への奉仕」を建学の理念としています。女性の力

が社会でますます必要とされる現代において、大きな力となるのが「教養」と「資格」です。激しく変化する

社会を柔軟に乗り越えるための「教養」、そして社会に貢献するための「資格」、この二つを柱とした教育を展

開しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりと向き合う個別指導を基本とし、各種講座やガイダンス、講師を招いてのライブトークを開催。就

活生を勇気づけ、活動がスムーズに進められるよう支援しています。特に就職委員の教員とゼミ担当教員・職

員が三位一体となり情報共有し、それぞれの学生に寄り添ったサポートをとっています。 

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 186 
事務（37）・サービス（35）・販売（31）・

幼稚園教諭（12） 
201 

サービス（34）・販売（33）・保育

士（28）・事務（25） 
 

うち県内 

就職者数 
38 

幼保関係（23）・事務（5）・小学校教諭

（4）・その他（6） 
66 

幼保関係（32）・小学校教諭（9）・

サービス（9）・事務（7）・販売（4） 
 

卒業総数 224  261  294 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

学生の視野が広がっていないせいか、自分の経験から派生した業界・業種を選びがちです。業界でいうと小売

業・サービス業など 職種では販売職（営業含む）・事務職・サービス職業従事者で５割前後になります。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

物事に真面目に取り組み、素直なところが特徴です。また、目白キャンパスの学生は活発で、我孫子キャンパ

スの学生はおおらかなタイプが多く見受けられます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

当大学では単位制にはしていませんが、学生には積極的に参加するよう促しています。推奨している期間は授

業のない長期休業や週末などになります。千葉県経営者協会からインターンシップ情報をいただいて学生に周

知するなど行っています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学の学生は主に千葉県・茨城県・東京都に在住し、自宅通学者が多いことが特徴です。千葉県への就職者は

全体の約 30％にあたります。新型コロナ影響のため多くの学生が現在も活動中です。今後とも求人情報・イ

ンターンシップ情報など是非ご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

カナ カンダガイゴダイガク 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 神田外語大学 
キャリア教育 

センター 
[部長]  杉本 雅視 千葉市美浜区 

男：女 

３：７ 

HP アドレス https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/ 連絡先電話番号 
043-273-1598 

内線）522 
連絡先メール job@kanda.kuis.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

・外国語学部…英米語学科/アジア言語学科(中国語専攻・韓国語専攻・インドネシア語専攻・ベトナム語専攻・タイ語専攻) 

イベロアメリカ言語学科(スペイン語専攻・ブラジル・ポルトガル語専攻)/国際コミュニケーション学科(国際コミュニケーション専攻・

国際ビジネスキャリア専攻)  ・グローバルリベラルアーツ学部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学理念「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を柱に、一人ひとりが言葉を通じたコミュニケーションにより、お互いを認めあい尊重し

あうあたたかな世界を目指しております。「少人数」「参加型」「実践的」をキーワードに、言語だけでなくその国の背景まで理解し、

国際社会に貢献できる人財の育成を行っております。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生の長期的な幸福度を考えた「職業キャリアの良いスタート」が切れるよう、職員一同サポートしております。特に現在は「女性活

躍推進企業」「情報通信業」「製造業」「運輸・物流業」等をキーワードに支援を行っており、コロナ禍においても早期からオンラインツ

ールを活用した企業説明会や学生面談を実施しております。 

就職実績 

 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 771 名 営業(128)、販売(95)、SE(50)、事務(32)等 714 名 
営業(149)、販売(84)、SE(64)、事務

(26)等 
－ 

うち県内 

就職者数 
88 名 

グランドスタッフ(15)、教員(13)、販売(9)、

SE(6)、営業(6)等 
88 名 営業(17)、教員(16)、事務(8)、SE(5)等 － 

卒業総数 931 名 － 927 名 － 984 名 

学生の主な就職に関する傾向 

（業種や職種等、その割合等） 

情報・通信（14.3％）小売・飲食（14.2％）商社・卸売（10.2％）製造（10.2％）航空・運輸・物流（8.8％） 

※本学ホームページ掲載 2018～2020 実績 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

思いやりがあり心優しく、誠実で素直な学生が多くおります。学生は異文化・言語を専門的に学んでいるため、他者とのコミュニケー

ションを大切にし、互いに理解しあい協力しながら物事を進めていくことができます。 

インターンシップの取組状況（単位

制、推奨期間、回数等） 

《単位制》 ビジネスインターンシップⅠ：インターンシップ応募に向けた準備講座（2 単位/２～4 年生対象） 

     ビジネスインターンシップⅡ：実際に行ったインターンを単位認定する科目（2 単位/2～3 年生対象） 

《推奨期間》夏期・春期等の長期休業期間 

《大学主催プログラム数》2019 年度実績 国内 47 件・海外 33 件 

※2020 年度は新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い実施無し。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学には『人とのコミュニケーション』を大切にしている学生が多くおり、7 割以上は女子学生が占めております。 

「女性が活躍できる・働きやすい」「海外との接点があり語学を活かせる」「IT 等、文系でもスキルを新たに習得して働ける」等のキー

ワードで事業展開されている企業様がいらっしゃいましたら、是非とも情報交換をさせて頂ければと存じます。 

https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 キョウリツジョシダイガク 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 共立女子大学 
学生支援課 

キャリア支援 

グループ 

【課長】石川 昌宏 東京都千代田区 女性 100％ 

HP アドレス https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3237-2525 連絡先メール shushoku@kyoritsu-wu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
家政学部（被服学科/食物栄養学科/建築・デザイン学科/児童学科）、文芸学部、国際学部、看護学部、 

ビジネス学部（2020 年 4 月開設） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

本学は、自立と努力（精神的自立）、創造とキャリア（職業的自立）、協働とリーダシップ（社会的自立）の 3

つのビジョンを掲げています。特に、「協働とリーダーシップ」は、3 つのビジョンの中で最も重要なものと

位置づけ、他者と協働する中で自分らしいリーダーシップをいかんなく発揮できるよう正課授業・正課外活動

において教育を行っています 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生が自身のキャリアを創造し、主体的に選択できるよう支援を行っています。キャリア形成のためのガイダ

ンスから始め、年次進行と共に自己理解ワークや業界研究、筆記試験対策、個別相談等、学生個々に合わせた

支援を実施しています。 

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 1090 
専門職（370）・事務職（286）・ 

営業/販売職（358）・その他（76） 
1029 

専門職（383）・事務職（277）・ 

営業/販売職（294）・その他（75） 
 

うち県内 

就職者数 
95 

専門職（44）・事務職（22）・ 

営業/販売職（22）・その他（7） 
87 

専門職（36）・事務職（21）・ 

営業/販売職（20）・その他（10） 
 

卒業総数 1191  1192  1140 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

多様な学部・科を有する本学では、学生の業種・職種も多岐に渡っていますが、サポート業務を希望する学生

が多い傾向です。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

他者との関わりの中で自身の役割を理解する力に長けており、傾聴力と協調性が高いのが特長と考えておりま

す。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

2020 年度インターンシップ参加者は、延べ 1,443 名です。（日数・形態の指定なし） 

本学では 5 日以上のインターンシップを推奨しています。 

単位認定等は特にありません。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

求人票はキャリタス UC で受付しております。本学ホームページをご確認ください。 

よろしくお願い申し上げます。 

 

カナ ケイアイダイガク 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 敬愛大学 キャリアセンター ［参与］菊入 哲夫 千葉市稲毛区 
男性 70％ 

女性 30％ 

HP アドレス https://www.u-keiai.ac.jp/ 連絡先電話番号 043-284-8333 連絡先メール career@u-keiai.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

経済学部 経済学科 経営学科 

国際学部 国際学科 

教育学部 こども教育学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

敬愛大学の教育は、「敬天愛人」の建学の精神にもとづいて、学生一人ひとりを敬愛し、きめ細かく丁寧に働

きかけ、個々の可能性を引き出しながら、社会の発展に積極的に貢献できる人材を育成することを基本理念と

しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

キャリアセンターが推進する「チバイチバン」プロジェクトなど、独自のキャリア教育ときめ細かな就職サポ

ートプログラムによって、毎年高い就職率を実現しています。 

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 241 総合職（131）事務（73）教員（37） 292 総合職（197）事務（48）教員（47）  

うち県内 

就職者数 
100 総合職（33）事務（32）教員（35） 145 総合職（74）事務（28）教員（43）  

卒業総数 286  353  419 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種はいろいろな業種に就職している。偏りはない。最近の女子学生の傾向は、事務職から総合職（営業）に

シフトしつつある 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の学生は、千葉県出身者が約 80％であり千葉県での就職希望者が多い。体育会系の学生も多く明朗闊達

で誠実な学生が多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

選択科目になっており、約 50％の学生がインターンシップに参加する。（8～9 月） 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

給与・賞与額や福利厚生の明確な記載をお願いしたい。 

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 ジョウサイコクサイ 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 城西国際大学 
キャリア形成・ 

就職センター 

[キャリアカウンセラー] 

野瀬 裕美 
千葉県東金市 

男性５１％ 

女性４９％ 

HP アドレス https://www.jiu.ac.jp/ 連絡先電話番号 0475-55-8888 連絡先メール shushoku@jiu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

 看護学部看護学科／薬学部医療薬学科／福祉総合学部福祉総合学科・理学療法学科／ 

 環境社会学部環境社会学科／経営情報学部総合経営学科／メディア学部メディア情報学科／ 

 国際人文学部国際文化学科・国際交流学科／観光学部観光学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

 「国際教育」、「地域基盤型教育」、「キャリア形成教育」を人材育成の３本柱にしています。 

 ・世界に広がる海外協定校への留学派遣実績が豊富。 

 ・産業界や自治体、専門職との連携など、地域と連携しながら学ぶ実学教育を推進。 

 ・社会で活躍する自分を１年次からデザインするためのキャリア形成支援を推進。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

城西国際大学（ＪＩＵ）の就職活動支援の指針は、 

「J：情熱をもって I：一所懸命に U：打ち込める仕事 をみつけてもらいたい」 

全学での就職適性検査、資格取得講座の推奨、就職活動支援イベントの開催などに取り組んでいます。 

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 815 
 営業、サービス、事務、 

 情報処理・通信技術、 

医療専門職 他 

769 
 販売、営業、サービス、事務、 

 情報処理・通信技術、 

医療職 他 

  － 

うち県内 

就職者数 
246 209   － 

卒業総数 1,012 1,194 1,481 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

 医療・福祉 約 30％、卸売・小売業 約 20％、情報通信 約 10％、サービス業 約 2５％ 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

 課外活動所属や海外留学経験者の活発な学生、おとなしいが真面目でコツコツ取り組む学生などが 

多く見受けられる。一部、就職活動に出遅れる学生が見受けられる。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

 学科教員が窓口となって授業科目として単位認定をおこなっている正課のインターンシップと、 

企業等からご案内をいただいている正課外のインターンシップの２種に取り組んでいる。 

正課外のインターンシップは、キャリア形成・就職課が窓口として学生に案内をしています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

 ミスマッチを防止するうえで、短期で離職してしまう方の傾向や、リーダーシップを発揮している 

 方の性格的な傾向などの人物特性などをご説明いただきたい。 

 

カナ ｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸ・ｾｲﾄｸﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｸﾌﾞ 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 聖徳大学・聖徳大学短期大学部 キャリア支援課 主査 佐藤智子 千葉県松戸市 女 100％ 

HP アドレス https://www.seitoku-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 047-365-7451 連絡先メール career@wa.seitoku.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
児童学部児童学科、心理福祉学部心理学科、社会福祉学科、文学部文学科、人間栄養学部人間栄養学科、看護

学部看護学科、音楽学部演奏学科、音楽総合学科、短期大学部保育科、短期大学部総合文化学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の理念「和」の精神の下、思いやり、優しさ、協調性といった美しい心をしっかりと育みます。独自の教

育カリキュラムを通じて、高い品性と深い教養を身に着け、専門性を極めた高い実践力を持つ人間力豊かな女

性の育成を目指しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりの学生の適性や目標を見極め、きめ細かい就職支援を行っています。 

・学生全員との個別面談を実施し、学生の進路志望の把握と就職活動の不安をフォローします。 

・クラス担任と連携し、就職内定が決まるまで全学挙げて学生を支援します。 

・ワンランクアップのキャリアを歩みたい企業系就職希望者対象の「シューカツ特別講座」など、学生の職業

観や価値観に対応するための充実した講座を開設しています。 

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 919 
保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、管理栄養

士、栄養士、総合職、事務職など 
849 

保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、管理

栄養士、栄養士、総合職、事務職など 
 

うち県内 

就職者数 
216 同上 275 同上  

卒業総数 969  900  934 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

幅広い業界・職種に就職しております。 

女子大学という事から、事務職での就職を希望する学生が多いです。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

聖徳大学は建学以来、大切にしてきた「人間性の教育」を柱に、資格取得や就職活動のその先、就職後まで見据え

た教育に重きを置いています。どんな環境にあっても力強く生き抜ける力をもつ人材を社会へ送りだしています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

学内でインターンシップマッチングフェアを実施。夏休みでのインターンシップ参加を推進している。長期の

インターンシップであれば単位取得可能。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

千葉県出身の学生が多い事から、千葉県での就職を希望する学生が多いです。ぜひ求人を頂けると幸いです。

宜しくお願い致します。 

https://www.jiu.ac.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 センシュウダイガク 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 専修大学 
キャリアセンター 

事務部 

キャリア形成支援課 

［主任］ 橋本 順子 

 

東京都千代田区 

神奈川県川崎市 
男性 63％  

女性 37％ 

HP アドレス https://www.senshu-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 044-911-1269 連絡先メール local@acc.senshu-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

【経済学部】現代経済学科、生活環境経済学科、国際経済学科 【法学部】法律学科、政治学科 【経営学部】

経営学科、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 【商学部】ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ学科、会計学科 【文学部】日本文学文化学科、英語英米

文学科、哲学科、歴史学科、環境地理学科、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ学科 【ﾈｯﾄﾜｰｸ情報学部】ﾈｯﾄﾜｰｸ情報学科 【人間科

学部】心理学科、社会学科 【国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部】日本語学科、異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「社会知性の開発」（１）地球的視野からの問題をとらえることができる国際性（２）自ら問題を見つけ、主

体的に解決できる知力（３）解決のために人を動かすことができる説得力（４）納得・共感させるもととなる

深い人間理解と倫理観。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生一人ひとりの顔が見えるきめ細やかな支援を通し、学生の個性と実力を活かす道を共に考え、学生の就職

への主体的な決断を支える。 

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 3,539 
総合職(1,486)、営業(568)、事務系

(227)、その他(1,258) 
3,234 

総合職(1,295)、営業(452)、事務

系(252)、その他(548) 
 

うち県内 

就職者数 
80 

総合職(34)、営業(5)、事務系(8)、その

他(33) 
71 

総合職(35)、営業(3)、事務系(5)、

その他(15) 
 

卒業総数 4,014  4,010  4,423 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種は、情報通信 16.9％、教育公務 13.2％、金融 7.2％です。職種は、総合職 40.0％、営業 14.0％、 

その他 16.9％です。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

専修大学は、志の実現のため学生を全力でサポートしています。そうした環境の中、学生達は専門分野の知識・

技能の目標レベルを高めながら、成功体験を積み重ねようと努力する学生が多いことが特徴です。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

当課で取り扱うインターンシップは、課外活動として実施しているため単位は付与されません。 

推奨期間は就業体験を伴う 3 日間～5 日間とし、夏期および春期休暇期間中に実施しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

大学での学びは多様化しています。面接などでは、ぜひ積極的に大学の学びを質問してください。大学での経

験を詳しく訊くことが、より普段着の学生理解につながるでしょう。「大学の学びから、どんな思考や価値観

を身につけたのか」「どんな苦労があって、どう対応したのか」などの経験に着目していただけると幸いです。 

 

カナ ダイイチコウカダイガク 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 第一工科大学 
キャリアサポート

センター 

就職・厚生係長 

村田 誠蔵 
東京都台東区 

男性７０% 

女性３０％ 

HP アドレス http://ueno.daiichi-koudai.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3847-8000 連絡先メール s.murata@ueno.daiichi-koudai.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
学部:工学部 学科:鹿児島キャンパス：航空工学科、情報電子システム工学科、機械システム工学科、自然環境工学科、 

建築デザイン学科 上野キャンパス:情報電子システム工学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

IT 技術の普及により、グローバル社会において、今後ますます重要になってくると思われる、アジアのマーケットで活躍でき

る人材の育成を目指す。技術的素養（IT 関係）の育成にとどまらず、ビジネスや マネージメントスキル（能力）をあわせ持

つ人材を育てます。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

第一工科大学東京上野キャンパスには、情報電子システム工学科・情報工学ビジネスコースがあります。 成長の著しいアジ

アマーケットで活躍できる人材を育成すべく、ICT、IoT、MOT など、幅広いスキル獲得に向けて学生指導しています。本学

の指導の柱は、情報通信技術の修得です。 システムエンジニア・プログラマ・WEB デザイナーとして活躍するために必要な

スキルを指導しています。ソフトからハードまで一通りのコンピュータ知識を身に付け、就職活動に備えます。 情報システ

ムやネットワーク・C 言語・JAVA・HTML などの基礎能力の修得から高度な ICT 技術者を目指す技能修得まで網羅したカ

リキュラム群が有り、これらを通して将来は、アジアマーケットで高度エンジニアとして活躍できる人材育成をしています。 

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 ５１ 総合職(1)・営業(8)・ＩＴ職(40)・その他（２） ４８ 
総合職(１１)・営業(６)・ＩＴ職(１７)・ 

その他（１４） 
 

うち県内 

就職者数 
１ 総合職(0)・営業(1)・ＩＴ職(0)その他（0） １ 

総合職(0)・営業(０)・ＩＴ職(0)その他

（１） 
 

卒業総数 6２  ８２                                         １０1 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
情報通信の仕事：5 割、その他：5 割 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

東京上野キャンパスにおいては留学生が多いため、ＹＥＳとＮＯの区分に分け物事を考える習慣

があり、国際感覚で行動する傾向がある。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップの単位制については検討中で、今後、様々な整備をして行く予定。現時点では、

1～5 日間の期間で数回の参加で指導している。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

東京上野キャンパスは、留学生を多く抱えているため、特に日本語の向上するカルキュラムに力

を入れていますので、日本人と同様に採用をして頂きたいと考えています。 

http://ueno.daiichi-koudai.ac.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 タクショクダイガク 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 拓殖大学 就職部就職課 山口 洸志郎 東京都文京区 
男性 70% 

女性 30% 

HP アドレス https://www.takushoku-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3947-7205 連絡先メール shushoku@ofc.takushoku-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

【文京キャンパス】商学部（経営学科・国際ビジネス学科・会計学科）、政経学部（法律政治学科・経済学科） 

【八王子国際キャンパス】外国語学部（英米語学科・中国語学科・スペイン語学科・国際日本語学科）、 

国際学部（国際学科）、工学部（機械システム工学科、電子システム工学科、情報工学科、デザイン学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神である「積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を具えた有為な人材の

育成」に基づく教育目標を掲げ、教育の質の向上や国際的通用性の確保を目指して、３つの基本方針を定め、

国際性、専門性、人間性を備えた人材の育成に取り組んでいます。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

就職部と各学部がそれぞれの特色を活かし、普段から教員・職員が連携して、学生一人ひとりの希望や適性の

把握に努めています。1･2 年次からガイダンスやインターンでキャリアを考える機会を設け、3 年次以降は

年間約 70 種類のプログラムを通して、事前準備や業界･企業研究、面接対策などを実施しています。 

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 1901 営業職・事務職・その他全職種 1714 営業職・事務職・その他全職種 - 

うち県内 

就職者数 
66 営業職・事務職・その他全職種 63 営業職・事務職・その他全職種 - 

卒業総数 2119 - 2189 - 2092 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

文系学部はサービス業や卸･小売業への就職割合が全体の半数を超えています。情報通信業や運輸業、製造業

へ就職する学生も多いです。理系学部は情報通信業や製造業を始め、サービス業や建設業の志望者もいます。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の育成目標でもある「タフな人間力」と「国際的な視野」を養っている学生が多い印象です。 

大学生活を通して実践の場を多く経験することで、失敗や挫折をしても次に活かせる人間力を鍛えています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学と企業と連携し、中長期の就業体験を提供する拓大インターンを夏季･春季休暇期間に実施しています。

公募型のインターンであっても、学部ごとに一定条件を満たした場合には単位認定を受けることもできます。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
企業様より率直なご意見を伺えればと存じます。宜しくお願いいたします。 

 

カナ チバショウカダイガク 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 千葉商科大学 
キャリア支援セン

ター 
［主任］ 宮内 知治 市川市国府台 

男性 70% 

女性 30％ 

HP アドレス https://www.cuc.ac.jp/ 連絡先電話番号 047-373-9705 連絡先メール career@cuc.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
◆商経学部 ・商学科・経済学科・経営学科 ◆政策情報学部 ・政策情報学科 ◆サービス創造学部 ・サ

ービス創造学科 ◆人間社会学部 ・人間社会学科 ◆国際教養学部 ・国際教養学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

千葉商科大学がめざしているのは、適材適所の天職教育です。天職教育とは「学術、質実、人倫」の三教育を

通じ、物事を客観的に捉えた総合的な視点から、個々の判断を下すことのできる人材を育てることです。千葉

商科大学ではこの考えに沿って、「実学」を重んじた教育方針を採っており、社会で使える専門知識を実践し

ながら学ぶ体制が整備されています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

キャリア支援センターでは、「輝く未来にベストマッチング」を合い言葉に、企業様との連携（CUC アライア

ンス企業ネットワーク）を積極的に推進し、大学独自の就職マッチングサイト「me R AI（みらい）」や学内

合同企業説明会等、学生にベストマッチの就職先を見つけられる就職支援を実施しています。 

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 1150 
販売・営業職（650）事務職（50）サ

ービス職（150）その他 
1100 

販売・営業職（650）事務職（100）

サービス職（120）その他 
 

うち県内 

就職者数 
180 

販売・営業職（120）事務職（15）サ

ービス職（15）その他 
170 

販売・営業職（120）事務職（15）

サービス職（15）その他 
 

卒業総数 1300  1300  1450 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

卸売業・小売業（約 30％）、情報通信業（約 20％）、金融業・保険業（約 10％）、不動産業（約 10％） 

その他様々な業種に就職しています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

企業の皆さまからは「粘り強く、自ら発信していく人材が多い」「素直で誠実、ビジネスパーソンとして活躍

する基礎ができあがっている」等の評価をいただくことが多いです。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

実施期間に関わらず、就業体験を伴うインターンシップへの参加を積極的に促しています。 

毎年、1～3 年生を対象にした、企業の皆さまにインターンシップを紹介いただく学内イベントを年 2 回実施

しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

随時求人情報・インターンシップ情報を募集しております。 

企業の皆さまとの情報交換は、対面・オンラインのどちらでも対応しております。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ ﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 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 国立大学法人 千葉大学 学務部就職支援課 
[キャリア支援係長] 

亀井 寿代 
千葉市稲毛区 

男性 60％ 

女性 40％ 

HP アドレス 
https://www.chiba-u.jp 

            /careercenter/ 
連絡先電話番号 043-290-2177 連絡先メール ded2167@office.chiba-u.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 国際教養学部・文学部・法政経学部・教育学部・理学部・工学部・園芸学部・医学部・薬学部・看護学部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

学位授与方針：千葉大学は以下を修得した学生に対して，学位を授与します。 

「自由・自立の精神」，「地球規模的な視点からの社会とのかかわりあい」，「普遍的な教養」，「専門的な知

識・技術・技能」，「高い問題解決能力」 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生の高い就業意識の育成とともに，学生の主体的な進路選択によるキャリア設計を目指し，進路指導，

就職ガイダンス，就職相談，就職試験対策等の内容の充実に努めています。 

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 1,351 
事務従事者，教員，公務員，技術職， 

看護師・保健師 等 
1,299 

事務従事者，教員，公務員，技術職，

看護師・保健師 等 
 

うち県内 

就職者数 
 295 教員，公務員，看護師・保健師 等   321 教員，公務員，看護師・保健師 等  

卒業総数 2,414  2,435  2,541 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
昨年度に引き続き，情報通信業への就職の割合が高くなっています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学には多種多様な学部・学科があり，そこに所属する学生の個性も様々ではありますが，概して向学心

が高く真面目な学生が多いと感じます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

正課内のインターンシップの取扱いについては，各学部ごとに単位化の要件が定められています。 

正課外のインターンシップは学生の自主性に委ねていますが，どちらの場合においても，感染症予防につ

いてしっかりと対策を講じたうえで参加するよう，指導を行っています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学では，求人情報配信システム「キャリタスＵＣ」による学生への求人情報の公開を行っております。

企業様より求人・インターンシップ情報をご登録いただけますと幸いです。詳細につきましては，就職支

援課ホームページにてご確認ください。 

 
カナ ﾃｲｷｮｳﾍｲｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ（ﾁﾊﾞｷｬﾝﾊﾟｽ） 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 帝京平成大学（千葉キャンパス） 就職支援室 【担当主任】森 健次 市原市 
男性８０％ 

女性２０％ 

HP アドレス https://www.thu.ac/jp/ 連絡先電話番号 0436-74-6469 連絡先メール kenji.mori@thu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
千葉キャンパス設置学部学科はつぎのとおり 〇健康医療スポーツ学部 ・理学療法学科 ・作業療法学科 ・柔道整復学科 ・医療スポーツ学

科（救急救命士コース/トレーナー・スポーツコース/アスリートコース）・リハビリテーション学科（作業療法コース・理学療法コース）  

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

健康医療スポーツ学部は、建学の精神（実学の精神）を基本理念とし、幅広い視野に立った教養を基礎とする専門分野における知識・技術を身に

つけ、国際的視野に立って活躍できる人間愛にあふれた人材の養成を教育目的に掲げている。各学科の学位プログラムの課程を修め、以下の知識・

理解、思考力・判断力・表現力、実践力、積極的な社会貢献姿勢を有するに至った者に学位を授与する。学士（理学療法学・作業療法学・柔道整

復学・保健科学・看護学）1. 社会生活を営む上で、多様な文化や背景を理解し、意見を交わすことができる知識とコミュニケーション能力を有し

ている。2. グローバル社会に対応でき、身体的・精神的な健康情報を把握し、必要な行動を示すことができる自己管理能力を有している。3. 各

専門領域の知識と技術および態度、それらを適切に活用できる実践力と責任感、倫理観を有している。4. 一般常識を大切に考え、社会や障がいの

ある人に対して、積極的に健康管理・医療・スポーツなどを介しながら貢献できる能力を有している。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生一人ひとりに対して、ニーズに合ったきめ細やかな就職サポートを展開する。自己分析、履歴書・エントリーシート作成、

インターンシップ、面接（集団含む）、集団討論、適性検査、業界研究 などの各講座を就職ガイダンスとして開講している。 

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 9９%  医療技術者、販売、教員、公務員、サービス 9７%  
医療技術者、販売、教員、公務員、サー

ビス 
― 

うち県内 

就職者数 
５０％ 医療技術者、販売、教員、公務員、サービス ５０％ 

医療技術者、販売、教員、公務員、サー

ビス 
― 

卒業総数 ― ― ― ― ― 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
医療技術者、販売従事者、教員、公務員、サービスなど、毎年同じ傾向にある 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
素直、広い視野で物事を見ることができる、挨拶がきちんとできる、元気がある 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップⅡで単位制を採用。単位授与の条件として、5 日間以上の参加を要件とする。例年、多くの学生が履修して

おり、1 人あたり 1 社から 3 社の参加状況にある。情報は大学就職支援室からの他、リクナビ・ 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
県内出身の学生が非常に多いので、是非とも求人をよろしくお願いいたします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 トウカイダイガク 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 東海大学 キャリア就職担当 青木 敦 神奈川県平塚市 7：3 

HP アドレス https://www.u-tokai.ac.jp/ 連絡先電話番号 0463-58-1211 連絡先メール job@tsc.u-tokai.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

文系・理系の枠にとらわれない、統合的な思考力と多角的な視点からの洞察力、多様な価値観の受容、優れた

創造力と行動力の養成へつなげます。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

東海大学では、「就職活動も教育の一環」の理念に基づき、独自のプログラムを提供。学生ひとり一人に対し

て、選択した進路にあわせた支援を行うことで、高い就職率を維持しています。 

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 5,023 
営業（1,177）・情報処理（604） 

その他（3,242） 
4,739 

営業（1,518）・情報処理（514） 

その他（2,707） 
 

うち県内 

就職者数 
856 

営業（124）・情報処理（102） 

その他（630） 
846 

営業（154）・情報処理（97） 

その他（595） 
 

卒業総数 6,278  6,345  6587 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

多岐に亘る学部学科があるので幅広い業界に就職していますが、昨年度はコロナ禍の影響もあり、 

航空・運輸・サービス業への就職者数が激減している。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
 本学学生は、のんびりして、穏やかな学生気質がある。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学では、2 年生に特化した独自のインターンシップを 20 年以上前より行っています。昨年度はコロナ禍で

対面の実施単位制インターンシップは一部学科のみ。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

学生への求人やインターンシップ情報の提供は、求人ポータルサイト「キャリタス UC」への登録と提供をお

願いいたします。また卒業生の在社名簿管理をおこなっているので、在社名簿の提供にもご協力ください 

 

カナ トウキョウセイトクダイガクヤチヨ 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 
東京成徳大学 八千代キャンパス 
※東京都北区十条台にもキャンパスあり 

八千代事務部 渡邉 八千代市 5:5 

HP アドレス https://www.tsu.ac.jp/ 連絡先電話番号 047-488-7115 連絡先メール syusyoku@tsu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

八千代：健康・スポーツ心理学科(※1) 

（十条台：国際学科、日本伝統文化学科、国際言語文化学科、臨床心理学科、子ども学科、経営学科） 

※1：2020 年度入学者より十条台キャンパス 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神「有徳有為な人間の育成」と大学の教育理念「共生とコミュニケーション」に基づき定められた、

各学部・学科が求める専門的な知識、技能の学修水準に達し、さらに社会人としての基礎的能力を身につけ、

所定の単位を修得した者に学位を授与しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

「学生一人ひとりの未来のために細やかな就職支援を行っています」一般企業や教職・保育職への就職、進学

など、進路は多岐にわたります。一人ひとりの学生が納得のいく道へ進めるように、担当教員と就職支援担当

職員が一丸となり、学生生活を学生とともに振り返りながら希望の進路実現へ向け細やかな支援を行います。 

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 102 営業、販売、サービスなど 80 営業、販売、サービスなど 40 

うち県内 

就職者数 
17 営業、販売、サービスなど 16 営業、販売、サービスなど 10 

卒業総数 119  117  50 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

希望業種は卸売・小売・社会福祉を中心に多岐に及びます、企業規模は中小企業がメインです。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
積極性には欠けますが、素直で実直な学生が多く在籍しています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

単位制の授業を開講しております。履修者は夏季休業期間中に 5 日間以上の就業体験を必須としております。

ただし、コロナウイルスのリスク回避の為、代替え措置も対応しております。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

八千代キャンパスの学生は 5 割程度が千葉出身ですが、年々と都内勤務への志向が強まってきております。

地元企業で活躍することの魅力について、ご教授いただければ幸いです。なお、十条台キャンパスへの移転が

年次進行で進んでおります(2022 年 3 月末に完全移転予定)が、引き続き求人情報をいただければ幸いです。 

 

文・文化社会・政治経済・法・教養・体育・健康・情報理工・理・工 （湘南キャンパスのみ）全 19 学部 75 学科 
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 トウヨウダイガク 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 東洋大学 
就職・キャリア支援部  

就職・キャリア支援課 
［主任］白井・中澤・堀口 

東京都文京区 

他３ｷｬﾝﾊﾟｽ 

男性 59% 

女性 41％ 

HP アドレス https://www.toyo.ac.jp 連絡先電話番号 03-3945-7280 連絡先メール mlcareer@toyo.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

2021 年度現在【全４キャンパス、13 学部 45 学科】 

【白山７学部】文、経済、経営、法、社会、国際、国際観光 【川越 2 学部】理工学部、総合情報学部 

【板倉２学部】生命科学部、食環境科学部  【赤羽台２学部】ライフデザイン学部、情報連携学部 

※2023 年度【２学部：5 学科開設】福祉社会デザイン・健康スポーツ科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

1887 年創立した本学は全４キャンパスに文系・理系学部 13 学部を擁し、約 3 万名の学生が集う総合大学

として、国際化、キャリア教育、哲学教育の三つを柱とした教育を実践しております。スーパーグローバル大

学創生支援事業採択を受け、外国人留学生数も増加しています。就職先（業種別）では製造・小売業、情報通

信業、製造業、金融・保険業、運輸業、サービス業等、幅広い業界で活躍する多くの卒業生を輩出しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

コロナ禍の現在は、就職支援行事・企業説明会・個別相談はオンラインで実施。全学生向けに就職活動支援セ

ミナー、インターンシップガイダンス、業界理解セミナー等に力を入れております。個別学生向けに外国人留

学生、UIJ ターン希望学生、公務員志望者、障がい学生、アスリート学生等への就職支援を行っております。 

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 5,710 
総合職(2,200)、営業職(792)、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ関

連・SE(523)、一般事務職(458)、技術関連

職(390)、教員（136）等 
5,664 

総合職(1,880)、営業職(863)、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ｰ関連・SE(634)、一般事務職(441)、技

術関連職(358)、教員(121) 
 

うち県内 

就職者数 
212 

総合職(98)、一般事務職(28)、教員(28) 

営業職(12)、福祉職(10) 等 
206 

総合職(75)、一般事務職(36)、営業

職(24)、教員(17)、福祉職(9) 等 
 

卒業総数 6,682  6,962  7,116 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種別就職状況(2020 年 3 月卒)：①卸・小売業(16.6%) ②情報通信業(16.0%) ③製造業(9.5%) ④金融・

保険業(7.2%) ⑤建設業(5.4%) ⑥公務員(5.2%) ⑦医療・福祉(5.1%) ⑧不動産業(4.6%) ⑨教育・学習支援

業（4.2％）⑩学術研究（3.9％）⑪運輸業、郵便業（3.6％）⑫生活関連・サービス・その他(18.７％) 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

各企業様からの評価は、素直で真面目な学生が多く、入社後に活躍する人材が多いとご評価いただいておりま

す。文系から理系まで幅広い学問分野を要する総合大学として、多様な個性を持つ学生が多く学んでおり、次

代を担うグローバル人材としての活躍が期待できる行動力や協調性を備えた学生も多く在籍しております。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

全学年・全学部対象、2023 年卒対象、理系学生対象等、幅広い分野のインターンシップに参加しており、 

本学では【東洋大学インターンシップシステム】等を通じて、学生へ募集情報の周知を行っております。 

※単位認定につきましては、学部によって日数や単位認定に関する各種条件は異なります。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学 HP「キャリア教育・就職支援 － 企業の皆様へ」（https://www.toyo.ac.jp/academics/career/vc/）

より、求人情報やインターンシップ情報をご登録いただくことが可能です。お電話やメール、ご郵送等でのご

連絡も受け付けております。ご不明な点等がございましたら、上記担当までお問合せください。 

 

カナ ニショウガクシャダイガク 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 二松学舎大学 
キャリアセンター

事務部 
部長 逆井 勇 東京都千代田区 

男性 50％ 

女性 50％ 

HP https://www.nishogakusha-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3264-7997 連絡先メール kudan-cc@nishogakusha-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
文学部（国文学科・中国文学科・都市文化デザイン学科） 

国際政治経済学部（国際政治経済学科・国際経営学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

本学は 140 年前から受け継がれる、グローバル時代を見据えた建学の精神に基づき、「国語力」つまり言葉の

力を高めることが「真のグローバル人材」を育むという理念を貫いて指導を行っています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

希望の進路実現に向けて、徹底的に面倒を見て、学生一人一人の顔が見える指導と支援を行っています。①正

課授業「キャリアデザイン」「キャリア教育」との連携 ②多彩なキャリア支援プログラム ③3 年次全員進

路個人面談実施等 

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 550 販売・営業職、事務職、教員等 500 販売・営業職、事務職、教員等  

うち県内 

就職者数 
50 販売・営業職、事務職、教員等 70 販売・営業職、事務職、教員等  

卒業総数 650  650  800 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

文学部：教員（17％）・小売業（15％）・サービス業（11％） 

国際政治経済学部：情報通信業（23％）・サービス業（13％）・卸売業（10％） 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

学生は知識を活用して問題を解決する力が増加したことで、学修成果の向上にも繋がっています。また、教員

を志す者も多く、素直・真面目・誠実・粘り強さ等を備えた学生が多いことも本学の特徴です。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

大学協定型インターンシップのための事前事後指導として「インターンシップ特別講座」を開講しています（正

課授業ではなく、単位なし）。夏休み・冬休み等長期休暇期間での開催を推奨致します。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
本学学生の個性を活かし、就職後は企業様の一員として社会に貢献できる人材に成長することを願っています。 

https://www.toyo.ac.jp/
mailto:mlcareer@toyo.jp
https://www.toyo.ac.jp/academics/career/vc/
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 ニホンダイガク 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 日本大学 学生部就職課 課長  野口 眞一 東京都千代田区 
男性 66.8% 

女性 33.2% 

HP アドレス http://www.nihon-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-5275-8133 連絡先メール h-shushoku@nihon-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
法学部，文理学部，経済学部，商学部，芸術学部，国際関係学部，危機管理学部，スポーツ科学部，理工学部，

生産工学部，工学部，医学部，歯学部，松戸歯学部，生物資源科学部，薬学部，通信教育部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
https://www.nihon-u.ac.jp/disclosur/purpose/diploma_policy/ 

就職支援方針と 

具体的な取組 

方針：学生が能動的かつ主体的に活動し，満足度の高い就職が実現できるよう支援する 

取組：学部間連携支援体制，独自の就職支援サイト運営，公務員試験対策プログラムの充実，校友ネットワー

クの活用 

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 13,561 
総合職(3,268)，営業(3,191)，IT・ソ

フトウエア関連(1,511)等 
12,240 

総合職(2,581)，営業(2,724)，建

築・土木設計関連(1,250)等 
 

うち県内 

就職者数 
546 

公務員(126)，総合職(98)，営業職(73)

等 
481 

公務員(107)，総合職(73)，営業職

(65)等 
 

卒業総数 16,500  17,136  16,012 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

製造業，情報通信業，卸・小売業，サービス業をはじめ，各学部の特色に合った幅広い分野に進出。官公庁で

は特に地方公務員に進む学生が多い。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
素直です。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

一部の学部で単位認定あり。推奨期間は主に夏期休暇期間で，５日以上。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

近年の学生への率直な意見をお伺いしたい。 

 

カナ ヘイセイコクサイダイガク 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 平成国際大学 キャリアセンター 葛西 康之 加須市 
男 85％ 

女 15％ 

HP アドレス http://www.hiu.ac.jp/ 連絡先電話番号 0480-66-3355 連絡先メール career@hiu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
 法学部 法学科 法律コース 政治コース スポーツ健康学部 スポーツ健康学科  

大学院法学研究科 法律学専攻 政治・行政専攻 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

 学士（法学）学士（スポーツ健康学）修士(法学) 

 教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、学校法人佐藤栄学園の建学の精神である「人間是宝」を

旨として、幅広い教養を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、もって我が国及び国際社会の発展と

人類の福祉に寄与しうる人材を育成することを目的とする。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

就職基礎能力を身につけることができる「正課授業」と、就職活動を計画的に進めるために必要なガイダン

スやセミナーからなる「キャリアセンター主催講座」を柱に、 個別相談に重点を置いたきめ細やかな対応で”

なりたい自分”の実現をサポートしている。 

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 191 
サービス業 卸売・小売業 

建築業 医療・福祉 
212 

卸売・小売業 サービス業 

教育・学習支援業 
 

うち県内 

就職者数 
59  71   

卒業総数 207  234  300 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

 営業職 31.1％ 総合職 29.7％ 一般職 5.7％ ほか 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

 大学では、部活を推奨しているため、大変多くの部活生が活動している。そのため、大学行事など、学生が

積極的に参加をするのが特徴となっている。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

 企業インターンシップの授業にて単位制がある。 

 夏休みと冬休み期間を推奨している。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

 埼玉県の北東部にある大学ですが、千葉県からも多く通学しております。また、最近では地元就職を希望し

ている学生が多くいますので、よろしくお願いいたします。 

 

mailto:career@hiu.ac.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 リッショウダイガク 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 立正大学 熊谷キャリアサポート課 [課長] 川田 雅広 
東京都品川区 

埼玉県熊谷市 

男性 62% 

女性 38％ 

HP アドレス http://www.ris.ac.jp 連絡先電話番号 048-536-6016 連絡先メール kawatama@ris.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

＜品川キャンパス＞仏教学部（宗・仏教学科）、文学部（哲・史・社会・文学科）、経済学部（経済学科）、経営

学部（経営学科）、心理学部（臨床心理・対人/社会心理学科、法学部（法学科） 

＜熊谷キャンパス＞社会福祉学部（社会福祉・子ども教育福祉学科）、地球環境科学部（環境システム・地理

学科）、データサイエンス学部（データサイエンス学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「モラリスト×エキスパート」を育む。という教育目標を揚げ、「人間・社会・地球に関する総合大学」とし

て、多様性を育む学修環境の充実と、創造的な研究活動の高度化を図っています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

キャリア形成支援・就職活動支援・資格取得支援の 3 つを柱として支援を行っています。キャリア形成支援プ

ログラムである「キャリア開発基礎講座」をはじめ、職業観を養う「インターンシップ」、無理・無駄なく確

実に就職活動の準備を進められる実践的なプログラム「キャリアアワー」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 1913 
総合職(478)、営業・販売職(454)、事

務職(205)、SE 職(201) 
1790 

総合職(452)、営業・販売職(419)、

事務職(181)、SE 職(177) 
 

うち県内 

就職者数 
107 

総合職(28)、営業・販売職(26)、公務

(18)、事務職(9)、福祉職(7) 
146 

総合職(38)、営業・販売職(39)、公

務(21)、事務職(14)、福祉職(11) 
 

卒業総数 2309  2319  2767 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

中小企業を希望する学生が増加傾向にあり、勤務地については、特定のエリア（首都圏）を希望する学生が多

くなっています。ここ数年は情報通信業に就職をする学生が多くなっています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

「真面目」と評される学生が多く、社会に出てコツコツ粘り強く仕事に取り組む姿勢が評価されています。ま

たクラブ活動やサークル活動を行っている学生が多いので、素直で明るく活発な学生が多いです。その他、社

会貢献活動やボランティア活動も積極的に行っています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学では平成 15 年より単位制のインターンシップを導入しており、令和元年度までに延べ 3,379 名の学生

が就業体験を行っております。実習前にはマナーを中心とした授業、実習後には振り返りの授業や受入企業を

招聘しての実習報告会を行っており、半年以上の充実したカリキュラムとなっています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学への求人申し込みは「求人受付 NAVI」にてお願い致します。求人受付 NAVI でしたら「自己申告書」「青

少年雇用情報シート」と共に求人をご登録頂け、手間もコストも不要です。速やかに求人が受理され、学生に

公開されます。 

 

カナ ワヨウジョシダイガク 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 和洋女子大学 
進路支援センター

事務室 
【室長】野澤 和世 市川市国府台 女性 100％ 

HP アドレス  連絡先電話番号 047-371-1125 連絡先メール k-nozawa@wayo.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

□人文学部⇒日本文学文化学科（専攻：日本文学、書道、文化芸術）、心理学科、こども発達学 

□国際学部⇒英語コミュニケーション学科、国際学科 

□家政学部⇒服飾造形学科、健康栄養学科、家政福祉学科 □看護学部⇒看護学科   

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
人を支える「心」と「技術」を持って行動する女性の育成 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりと”向き合い”きめ細やかなサポートを行う。3 年次に担任のキャリアカウンセラーが全学生と個

人面談を実施し、以降翌年の内定獲得まで学生一人ひとりの特長を踏まえながらのサポートをしていきます。 

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 512 
総合職(108)､営業･販売(60)､事務職
(79)､管理栄養士(65)､幼稚園教諭･保
育士(76)､教員(24)､SE(15) 

533 
総合職(115)､営業･販売(62)､事務
職(53)､管理栄養士(73)､幼稚園教
諭･保育士(71)､教員(22)､SE(25) 

 

うち県内 

就職者数 
215  258   

卒業総数 554  593  752 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

総合職、営業、販売、事務職、および、各学科で取得する資格(管理栄養士、幼稚園教諭、保育士、教員など)

を生かし専門職として就職している 

担当部署・担当者から見た 
学生の特長・特性 

「人を支える心」と「人を支える技術」を兼ね備えた学生。「人を支える心」は、芯のあるしなやかさ、好き
な道を選ぶ勇気と自信、人に優しく自分に厳しい倫理観、人を思いやる行儀のよさ、人を尊重し自分に誇りを
持つ自律心・独立心。人を支える技術」は、新しいことを積極的に学ぶ力、社会の要請を発見・解決する意欲
と能力、人の意見に対する理解力と批判力、自分の意見を分かりやすく発表する力。 
素直で真面目で明るい学生が多いです。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学は単位制をとっていません。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、学内選考型のインターンシップで

はなく自由応募型に変更。学内インターンシップ合同企業説明会を 6 月に Zoom にて開催。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学の大学専用の求人システムにて求人情報を学生に配信しています。企業様のオリジナルの求人票で結構で

すので、メールや郵送でご送付くださいますようお願いいたします。 
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🔶専修学校                                     採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 ﾁﾊﾞｼｮｸｷﾞｮｳﾉｳﾘｮｸｶｲﾊﾂﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｯｺｳﾅﾘﾀｺｳ 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 
千葉職業能力開発短期大学校 

成田校 
学務援助課 

[就職支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ] 

 宮道 真 
成田市並木町 

男性９0% 

女性１0％ 

HP アドレス 
http://www3.jeed.go.jp/ 

chiba/college/ 
連絡先電話番号 0476-22-4351 連絡先メール CBJN.1474@jeed.go.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 『生産技術科』および『航空機整備科』 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

当校は厚生労働省所管の短期大学校で、職業と直結した技能・技術の習得を目的とし、カリキュラムも 

理論を学ぶ講義形式だけでなく、最新の設備を用いて少人数による実習・実験を多く取り入れています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

企業の求める人材や業界の特徴を学生が把握できるよう、求人企業の会社説明会や見学会を多く実施。 

個別支援に重点を置き、学生一人ずつの特性や価値観と企業側のニーズの双方向のマッチングを推進。 

１年次から「キャリア形成概論」や「職業社会概論」といった内容を組み込み、社会人として不可欠な 

基本的知識やビジネスマナーをはじめ、就職試験対策模試などを授業で対応。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2020 年 3 月修了 2021 年 3 月修了 2022 年 

3 月修了見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 ４２ 
設計,加工,組立等（13）、航空機整備士等航空

関連（28）、その他（１） 
３８ 

設計,加工,組立等（１５）、航空機整備士

等航空関連（２３） 
 

うち県内 

就職者数 
７ 設計,加工,組立等（７） １５ 

設計,加工,組立等（１３）、航空機整備士

等航空関連（２） 
 

修了総数 ４４  4５  ５１ 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

生産技術科：機械、金属、鉄鋼、自動車等の製造業が約 9 割（設計、加工、組立等）進学が約 1 割。 

航空機整備科：航空・運輸関連企業が約 9 割、官公庁・製造業が約 1 割。（職種の大半が航空機整備士） 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

生産技術科：各種技能検定にもチャレンジして「モノづくりのプロ」を目指し、殆どが製造業に就職。 

航空機整備科：修了前の二等運航整備士資格の取得と、整備士として航空関連業界への就職を目指す。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップ期間については、単位として取扱う。２週間（土日夜間除く１０日間）を原則とするが、 

短期間も可。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

・学校や学科の詳細や求人票様式等をホームページでご確認頂き、ご連絡をお待ち致しております。 

・工場見学や個別の説明会（学内での実施含む）の機会をご検討願えればと思います。 

 

カナ チバショクギョウノウリョクカイハツタンキダイガッコウ 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 
千葉職業能力開発短期大学校 

千葉キャンパス 
学務援助課 就職支援アドバイザー 千葉市中央区 

男性 90％ 

女性 10％ 

HP アドレス 
http://www3.jeed.go.jp/chiba/

college/ 
連絡先電話番号 043-242-4192 連絡先メール CBJC.3239@jeed.go.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 電気エネルギー制御科／電子情報技術科／住居環境科／メカトロニクス技術科（日本版デュアルシステム） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

少人数制で実践的な学びを得て、社会に必要とされる「ものづくりのプロフェッショナル」を養成する、 

高度職業訓練と呼ばれる短期大学校となります。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

目の前にある内定だけでなく、いかに定着していけるか、自分自身が満足・納得できる働き方を目指してもら

う力を養っていけるよう、取り組んでいます。 

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 38 技術職（38） 38 技術職（38）  

うち県内 

就職者数 
19  18   

卒業総数 49 （うち、進学者９名） 56 （うち、進学者 14 名） 62 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

機械系保守・メンテンナンス職／施工管理職／ソフトウェア開発者 等の職種を希望する学生多数。 

（科の学びに合った求人から、就職する学生が大多数） 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
非常に素直で真面目である反面、積極性や自主性に欠ける傾向が高い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

取組において、ケースバイケースであり、学務援助課と科の連携により実施。 

（５日間以上は推奨されない） 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

「上手に話す」ことを苦手とする学生が多いことから、いくら人柄よく成績が優秀であっても、面接で内定を

いただけないケースが散見されています。じっくりと見ていただけると嬉しく思います。 

http://www3.jeed.go.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 チバニッケンコウカセンモンガッコウ 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 千葉日建工科専門学校 学生課 ［学生課長］上野智巳 千葉市中央区 
男性 80% 

女性 20％ 

HP アドレス http://cnp.ac.jp/ 連絡先電話番号 043-241-1300 連絡先メール satoshi.ueno.g@gmail.com 

設置学部・学科・コース・専攻 建築ＣＡＤ技術科 / デザイン設計科 / 環境創造科 / 建築経営研究科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
専門士取得 / 資格試験の内容に沿ったカリキュラムで建築系資格の受験者を促進 

就職支援方針と 

具体的な取組 
Zoom 就職説明会 / インターンシップ 

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 66 建設（52） / 他（14） 52 建設（49） / 他（3） - 

うち県内 

就職者数 
19 建設（14） / 他（5） 17 建設（17） / 他（0） - 

卒業総数 102 就職（65％）/進学（10％）/他（25％） 127 就職（41％）/進学（15％）/他（44％） 153 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
建設業：建築施工管理職、ＣＡＤ設計、工場内の製造・事務、土木施工管理の求人数も増加傾向 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
就職意欲が強い・戸建て住宅の設計希望者が増えている / 留学生多数在籍 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

 

単位認定はない / 週 1 回または授業時間外、長期休暇中 / 要望に応じて相談 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
千葉県内での就職を伸ばしたい。 

 

カナ 

（ガク）アキバガクエン  

ナリタコクサイフクシセンモンガッコウ 
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 
(学)秋葉学園  

成田国際福祉専門学校 
就職部 室長 瀬山晋吾 成田市 ４：６ 

HP アドレス naritakokusaifukushi.jp 連絡先電話番号 0476-26-1511 連絡先メール ｓ＿seyama1511@live.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 医療秘書学科・介護福祉士学科・保育士学科・国際戦略経営学科・国際福祉コミュニティ学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
専門士/誠実、創造、積極 

就職支援方針と 

具体的な取組 

適材適所へ就職、完全就職をめざす。 

就職研修、面接、作文指導、個別相談を中心に指導 

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 ８８ 保育、介護、事務 ４８ 保育、介護、事務 ― 

うち県内 

就職者数 
７８     〃 ４１     〃 ― 

卒業総数 ９８  ８５  ６８ 

学生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、販売、営業、現業（工場）、生活支援（保育・介護） 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
明るく誠実で責任感が強い学生が多い 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

 

実習、ボランティア 等 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

 

医療、保育、介護、国際戦略経営（留学生）の学科があります。 

 

http://cnp.ac.jp/
mailto:ｓ＿seyama1511@live.jp
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🔶就労支援機関                                 採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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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7.参画企業一覧（50 音順目次） 

 
 

 

 

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 株式会社 青木電気工事 2.建設・建築 電気工事業

2 ★ 株式会社 赤門 6.小売・飲食 飲食業

3 ★ 明日教育 株式会社 7.その他サービス 学習塾運営

4 ◎ 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

5 ★ ○ 株式会社 エニプラ 10.情報通信 ソフトウエア、情報処理

6 ○ 株式会社 ＮＢＳロジソル 4.運輸・物流 総合物流サービス業

7 ☆ ◎○ 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

8 ○ 京設工業 株式会社 10.情報通信 ソフトウェア開発、機械・製品設計、電気・電子回路設計、ＤＴＰ業務

9 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

10 興栄燃料 株式会社 7.その他サービス
①ENEOSサービスステーションでのカーケア商品販売及び軽作業

②プロパンガス供給先へのルート営業及び新規顧客開拓

11 ★ ○ 株式会社 サイプレス・ソリューションズ 10.情報通信 情報処理

12 坂本飼料 株式会社 1.製造業 養魚用配合飼料製造

13 三輝工業 株式会社 2.建設・建築 水処理プラントの設計・施工・管理

14 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

15 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）

16 CEPホールディングス  株式会社 7.その他サービス 理美容業

17 ★ ◎ 株式会社 新栄 1.製造業 OA機器・自動車・工業用製品等精密部品プレス加工業

18 ★ ○ 信和産業 株式会社 1.製造業 食品パッケージの製造・販売

19 スミテック 株式会社 1.製造業 金属塑性加工及び金属接合インサート成形

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

21 ★ ○ 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

22 ○ 株式会社 大電テクニカ 2.建設・建築 電気通信建設業

23 株式会社 大東青果 6.小売・飲食
東京、埼玉、千葉を中心に、商業施設にテナント出店することで青果専門店を展開。販売する野

菜や果物は、青果市場と直接取引。青果市場から店舗まで、毎日配送しています。

24 ◎○ 田辺建設 株式会社 2.建設・建築 総合建設業

25 株式会社 タムラカントウ 2.建設・建築 管工事

26 ★ 千葉窯業 株式会社 1.製造業 コンクリート製品製造業

27 ★ ○ 株式会社 ティーエスケー 2.建設・建築 総合改修工事業

28 ★ ○ 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

29 ○ 東邦塗装工業 株式会社 2.建設・建築
原子力・火力発電所の塗装工事　石油化学プラント・橋梁・煙突の防蝕塗装工事

コンクリート構造物の防蝕工事　建築物総合改修工事　建築物塗装工事全般

30 ★ 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

31 ○ ネクストワンインターナショナル  株式会社 2.建設・建築 「with Mamaの家」は、千葉県内房エリアを中心に地域に根差した住宅施工・販売をしております。

32 ☆ ○ 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

33 ○ ハイテック精工 株式会社 1.製造業 自動化システム事業部、熱処理事業部

34 株式会社 ファーストステージ 8.医療・福祉・介護 在宅総合福祉サービス

35 ★ ○ 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

36 株式会社 ホリキリ 1.製造業 輸送用機械器具製造業

37 三ツ矢エミタスタクシーHD 株式会社 4.運輸・物流 一般乗用旅客自動車業

38 ○ 村山鋼材 株式会社 1.製造業 鉄鋼業

39 ☆ ◎ 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

40 株式会社 メガテック 2.建設・建築 製鉄業

41 ☆ 合同会社 WakuWakuカンパニー 8.医療・福祉・介護 放課後等デイサービス 44

36

37

35

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

38

39

40

41

43

42
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 3 年度  -----企業情報------- 

カナ アオキデンキコウジ 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 株式会社 青木電気工事 千葉県全域 有 無 総務 [採用担当] 上岡謙一  

HP アドレス http://www.aokidenki.co.jp 連絡先電話番号 04-7173-2341 連絡先メール aoki-jinji@aokidenki.co.jp 

当社が求める人物像  積極性 協調性 体力に自信 

事業概要  電力会社の送電線路の建設及びに保守点検業務 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
 アットホームな社風  ライフライン（電気業）従事の為、業績安定 

主な募集職種（名）  現場施工管理者 
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  調査施工計画作成 着工打合せ 着工 工事（仮設・基礎・組立・架線） 保守管理 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 1   東京電気大学 

専修学校卒 0 0 1  

高卒 2 6   千葉県立［白井高校・鎌ヶ谷西高校・流山北高校・我孫子東高校・流山高校］ 

研修制度 

新人研修 新人マナー教育 現場体験 部門別研修 東京電力新人社員研修への参加 
入社前準備： 

資格、経験など 

 普通自動車運転免許 

（AT 限定不可）入社前 

取得願います 

社員研修  玉掛け講習 CAD 講習 ドローン講習 フォークリフト講習 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 お盆、年末年始、長期休暇（５～１０日程度）、忘・新年会、 

 暑気払い、有志ゴルフコンペ 公的認定 
 

 

 

カナ アカモン 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 赤門 県内 16 勤務地 県内店舗 
経営企画セク

ション 
[主任]井越健太  

HP アドレス http://akamon.co.jp/ 連絡先電話番号 047-484-3301 連絡先メール k.ikoshi@akamon.co.jp 

当社が求める人物像 コミュニケーション力がある方/素直な方/自主性がある方 

事業概要 県内に焼肉ファミリーレストラン『赤門』を 11 店舗、黒毛和牛焼肉『凱旋門』を 4 店舗展開。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

株式会社赤門の経常利益率は、飲食業界全体の 3 倍強となる約 14％！ ご提供する料理の“価格と品質”や“お客様

目線で考え抜いた店舗設備の改装”、従業員から上がる“新メニューやサービスのアイデア”に還元・投資したうえで、

残った利益を次の出店に必要な資金として蓄えるという堅実経営を貫いています。 

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 接客/調理/店舗運営/経営数字管理/教育/商品開発等 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 7 4 10 
江戸川大学、秀明大学、千葉商科大学、東京情報大学、早稲田大学、明治大学、千

葉大学、他 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 
入社 3 ヶ月間で、社員としての心構えや、社内の歴史、調理技術、ビジネス

マナーなどの研修を実施。 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許（AT 可） 

社員研修 
一般層向け社員研修、理念研修、店長研修、調理技術研修、宿泊研修等全て

の社員を対象にする研修を多数実施。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

食事補助（勤務日半額）／従業員割引制度（20％off）／永年勤続表彰制度

／退職金制度／慶弔見舞金制度 ／子どもの誕生日お祝い制度／住宅手当／

引越し手当／家族手当／産前・産後休暇／育児・介護休暇／健康診断（年 2

回）／社員旅行（全店休業でパートナーさんも参加） 

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 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 3 年度  -----企業情報------- 

カナ アスキョウイク 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 明日教育 株式会社 
千葉市・船橋市・松

戸市・流山市・柏市 
有 総務 [代表取締役]村上泰一 

HP アドレス 
https://sites.google.com/asuky

o.com/info/home 
連絡先電話番号 047-411-2051 連絡先メール taichi.murakami@asukyo.com 

当社が求める人物像 
能力や過去の実績はいりません。素直さと誠実さを最も重要視しています。「塾」とは子どもたちに「自信をつける」

場所だという世の中にしたいと思っています。そんな綺麗事を一緒に本気でやってくれる方、ぜひ来て下さい。 

事業概要 

「やる気スイッチ」でおなじみの「スクール IE」をフランチャイズ展開している会社です。千葉県で１０教室運営し

ており、県内では最大手のグループです。学習塾は成績を上げる事は手段であり、自信をつける事が目的という考え

で運営している会社です。理念の影響の輪を広げる為にも５年間で２０教室まで増やす予定です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

縦割りの組織を解体し、法人を中心にした横になる組織を作り、選挙で次の役職が決まるなど画期的な取り組みにチ

ャレンジしています。また、昨年にはアルバイト１１０名にも休業手当を出した事が評価され、商工会議所連合会よ

り「コロナ禍で社員を守った企業」に選ばれました。さらに社歌もできました！HP でぜひ視聴して下さいね！！ 

主な募集職種（名） 室長・副室長（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 
子ども達に自信をつけるミーティングを行います。また、うちの子には幸せになってほしいとい

う保護者の想いに寄り添った面談をしていく事です。 
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 ５ ２ ３ 日本大学 

専修学校卒 ０ ０ ２ 東邦大学 

高卒 ０ ０ ０  

研修制度 

新人研修 FC 本部による 2 週間の基本的な業務研修や弊社独自の基礎研修あり。 
入社前準備： 

資格、経験など 

特になし。学歴不問。 

社員研修 
昇格研修は１ヶ月間の実務研修あり。facebook ではエピソードで事例共有

や研修の動画がいつでも使用できるようになっています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

入社式では事業計画発表会を行います。社員合宿も行い、互いの理解を深め

ています。また１０月には事業計画立案会議は社員が誰でも参加可能で、社

員みんなで会社をつくっています。 

公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

 

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 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 3 年度  -----企業情報------- 

カナ エニプラ 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 エニプラ 千葉市中央区 無 
管理部 

採用グループ 
[採用担当 ]高橋菜穂  

HP アドレス https://any-plus.co.jp/ 連絡先電話番号 043-306-7600 連絡先メール recruit@any-plus.co.jp 

当社が求める人物像 自分以外の考え方やアドバイスを受け入れられる、柔軟性のある方。また自分の好奇心を大切に出来る方。 

事業概要 
WEB 系や業務系システムの企画・開発・保守まで多岐にわたるプロジェクトがあります。 

また WEB や JAVA の受託開発実績があります。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

仕事もプライベートも楽しめる会社です。社内での交流の活性化させる為のコミュニケーションの場を多く提供。 

エンジニア同士の交流は非常に盛んです。また社外での時間も大切にしていただけるよう様々な休暇制度を整備。 

主な募集職種（名） IT エンジニア職 
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 
システム開発：業務システム設計/開発/運用保守・WEB サービス設計/開発/運用保守 等 

インフラ構築：ヘルプデスク/PC キッティング/ユーザサポート・サーバ設計/構築/運用保守等 
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 7 7 ８ 和洋女子大学、東邦大学、帝京平成大学、 

専修学校卒 3 1 4 船橋情報ビジネス、国際理工情報デザイン専門、船橋高等技術、職業能力開発 

高卒     

研修制度 

新人研修 ビジネススキル・テクニカルスキル(4 月～5 月の 2 カ月間) 

入社前準備： 

資格、経験など 

資格経験不問 

社員研修 
フォローアップ研修(配属後 3 年間半年に 1 回実施) 

中堅社員研修、リーダー研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

【福利厚生】特別休暇（コミケ休・趣味休暇・恋愛休暇・失恋休暇） 

【行事】エニプラ Awards(社内技術発表会) 
公的認定 

P マーク 

 

 

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 

 

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

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 
 

 

 

カナ ケイセツコウギョウ 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 京 設 工 業 株 式 会 社 千葉市習志野市 有 総務課 [課長] 石井寛人 

HP アドレス https://www.keisetsu.co.jp/ 連絡先電話番号 
047-453-7711 

090-2424-8516 
連絡先メール h_ishii@keisetsu.co.jp 

当社が求める人物像 
各技術分野において、『エンジニアとして高い技術を身につけたい』、『新たなことにチャレンジしたい』など、 

何事にも積極的（前向き）に、取り組める人材を求めています。 

事業概要 各種ソフトウェア開発、機械設計、電気・電子回路設計、製品設計（プラスチック容器設計）、DTP 業務 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

企業カルチャー「常に新しいものを求め、変化を恐れず、変化を楽しむ」 

創業より５８年を迎え、各設計・開発分野（ソフト、機械・製品・電気設計）の職種が豊富です。 

主な募集職種（名） ①ソフトウェア開発 ②機械・製品設計 ③電気・電子回路設計 ④ＤＴＰ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 

①ファームウェア開発、アプリケーションソフトウェア開発、機器の評価・検証 

②ＣＡＤを使用した機械・製品等の設計（自動化機器・容器等の設計）、装置等の設計・製作 

③シーケンス制御設計、電子回路設計、機械装置等の設計・製作 

④Illustrator、Photoshop、InDesign 等を使用したＤＴＰ業務 

有り 

※ＣＡＤを使用した 

機械・製品等の設計 

業務 

 

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 3 1 

10 

千葉工業大学、日本大学、東京情報大学 

専修学校卒 0 0 ポリテクカレッジ千葉（千葉職業能力開発短期大学校） 

高卒 0 0  

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（社内外での教育訓練）、及びソフトウェア・各種設計等の 

技術研修（社内各事業所/部門）、他 
入社前準備： 

資格、経験など 

各分野の技術系の資格 

取得を推奨。 

※資格手当制度あり 

（３千円～７千円／月） 社員研修 

ソフトウェア・各種設計等の技術研修（社内各事業所/部門）、他 

※ISO9001、ISO14001 及び ISO13485 の各マネジメントシステム 

（国際規格）の教育訓練プロセスを運用 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
社員旅行/慰安旅行 ※2017 年度～2019 年度の実施実績あり 公的認定  

https://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 大学・専修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   

 

 

カナ コウエイネンリョウ 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 興栄燃料 株式会社 
千葉市、佐倉市、 

習志野市、八千代市 

  有（左記

市内にて） 
総務部 [課長] 高橋 英雄 

HP アドレス 
http://www.koei- 

e.jp/company/ 
連絡先電話番号 043-242-3221 連絡先メール info@koei-e.jp 

当社が求める人物像 漠然とでもいいので先ずは仕事をしなければという気持ちを抱いてる人 

事業概要 
エネルギー製品（ガソリン、プロパンガス）の販売、及びそれらを通したカーケア商品、ガス器具の販売、軽作業 

また太陽光発電システム・エネファーム等の環境配慮型エネルギー機器の取扱い 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

① 地元密着の地域に愛される企業風土 

② 充実した資格取得制度(危険物乙 4、整備士、設備士、電気工事等) 

③ 常に必要とされるエネルギー販売を通じた事業展開 

主な募集職種（名） ① 営業・販売員 
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 ENEOS サービスステーションでのカーケア商品販売・軽作業及び接客 

② プロパンガス供給先への保安点検・ルート営業及び新規顧客の開拓 

無（受入れ可能だけど

応募実績無し） 

 

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 3  

専修学校卒 0 0 2  

高卒 2 0 4  

研修制度 

新人研修 新人・マナー研修等（金融機関、取引先、商工会議所主催） 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 
販売・営業・商品知識・技術等（金融機関、取引先、商工会議所主催、     

自社内開催等） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

① 約 4 年に 1 回の社員旅行（グァム、サイパン、台湾、韓国等） 

② 積立の財形貯蓄制度 

③ 自社取扱商品の割引制度 

公的認定 
 

 

http://www.koei-/
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 3 年度  -----企業情報----- 

カナ サイプレスソリューションズ 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 サイプレス・ソリューションズ 
千葉市中央区 

及び近郊 
無 人事総務部 [採用担当] 佐藤 萩乃 

HP アドレス https://www.cypress-sol.co.jp/ 連絡先電話番号 03-3245-1311 連絡先メール recruit-east@cypress-sol.co.jp 

当社が求める人物像 
文系・理系は問いません。言語の経験・未経験も関係ありません。大切なのは、コミュニケーションと主体性です。自

ら学ぶ姿勢をもって、周りと協力しながらお仕事をしたい方をお待ちしております。 

事業概要 

創業以来 4７年、製造業から流通業、医療、官公庁まで、長年日本の基幹ビジネスを支えてきた業界屈指の歴史を持

つ老舗 IT 企業です。システムコンサルティングからアプリケーションの開発および保守・運用までトータルソリュー

ションを提供しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

様々な業界・分野のシステムの企画・提案・開発・保守運用を行います。将来はリーダーやマネージャーとしてマネジ

メントや管理業務にも携わることが可能です。大手グループ（ＴＣＳ）に属し、ビッグプロジェクトへの参画も可能

です。 

主な募集職種（名） システムエンジニア（ＳＥ）、プログラマー（ＰＧ） 
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 システム開発およびコンサルティング、インフラ設計および構築・保守・運用 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 48 21 30 千葉商科大学、千葉工業大学、東京情報大学 

専修学校卒 4  未定  

高卒     

研修制度 

新人研修 新入社員導入研修、情報セキュリティー教育、配属先での研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

不問 
社員研修 E-learning、フォローアップ研修、管理職研修 等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

育児短時間勤務の制度：小学校卒業まで適用。 

公的認定 
 

 

 

カナ サカモトシリョウ 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 坂本飼料 株式会社 香取市木内 有 業務部 [担当部長] 池口浩司 

HP アドレス https://www.sakamoto-feeds.co.jp 連絡先電話番号 0478-82-8111 連絡先メール hrd@sakamoto-feeds.co.jp 

当社が求める人物像 

・既存の枠にとらわれない独自の発想、柔軟な対応力をもっている方。 

・何事においても自主的に行動し、前向きでチャレンジ精神をもっている方。 

・自ら課題を見つけ、解決するために自ら考え行動する方。 

事業概要 
養魚用配合飼料の製造・販売。 

事業所は本社・香取工場の他、四国・九州に営業拠点 5 ヵ所。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

設立は 1958 年で 60 年以上の歴史を持ち、世界で初めてブリ用の固形飼料を開発、また、お米の胚芽等に含まれる

有用成分「γ-オリザノール」入り飼料を開発する等、長年に及び業界のパイオニアとしての自負をもっています。 

主な募集職種（名） 生産管理部門 ※採用は総合職とします 
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 香取工場での養魚用配合飼料の製造・出荷業務、生産部門管理業務 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 4 3 3 千葉大学、千葉商科大学、神田外語大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 １ 2 0  

研修制度 

新人研修 入社前研修、新入社員研修（外部研修、通信講座を含みます） 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

普通自動車免許。 

社員研修 階層別研修、各技能研修（外部研修、通信講座を含みます） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 

子育手当、企業年金制度あり。 公的認定 

 

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

カナ サンキコウギョウ 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 三輝工業 株式会社 佐倉市／八街市 有  業務課 高橋 萌花 

HP アドレス http://sanki-kogyo.com/ 
連絡先電

話番号 
03-3667-3041 

連絡先 

メール 
recruiting@sanki-kogyo.com 

当社が求める人物像 
〇専門性を身に付け、モノづくりに興味関心が高い方   

〇資格を活かしたキャリアを目指したい方 〇仲間を大切にできる方 

事業概要 
 超純水・純水製造設備／工場排水・電力・水処理プラント／一般ケミカルプラント 

 の据付と配管工事 弊社工場等によるラックスキッド組立・モジュール化 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

設立から 40 年以上、国内のプラント・製造工場に向けて、数々の水処理施設を施工 

してきました。全国の半導体・液晶プラント、化学プラント、火力発電所、浄水場等で、 

当社が製造し、設置工事を施工した水処理施設が活躍しています。 

主な募集職種（名） 技術系総合職（施工管理／プラント製品製造／CAD） 
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 
水処理施設の建設における管理業務全般から CAD、図面作成、 

書類作成など幅広くお任せします。 
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 ０ １ ３ 東海大学 

専修学校卒 ０ ０ ２  

高卒 ０ ０ ０  

研修制度 
新人研修 新入社員研修、技術研修 入社前準備： 

資格、経験など 

特になし 

社員研修 資格取得支援制度 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

住宅、扶養、通勤 
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 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 

 

カナ ネクサス（ｼｰｲｰﾋﾟｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ） 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 
NEXUS（CEP ホールディングス株式

会社） 
浦安市入船・美浜 有  人事 [    ] 鈴木・阿部 

HP アドレス https://nexus.salon/ 連絡先電話番号 047-390-5544 連絡先メール recruit@cep-hd.co.jp 

当社が求める人物像 人と話すことが好き・おしゃれが好き・接客が好きな方。働きながら国家資格取得を目指したい方。 

事業概要 理容室・美容室・ネイルサロンの経営 ※NEXUS は理容室です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

研修カリキュラムがしっかりしていて、接客や技術の基礎からしっかり教えます。手に職を付けたい、これから資格

取得を目指しながら働く方も支援します！（提携理美容学校あり）20 代の若いスタッフが多く活躍する活気のある職

場です。女性スタッフも多く、子育てと両立して働いているママさんも居て女性の働き方にも理解のある会社です。

お客様は男性 8 割、女性 2 割です。 

主な募集職種（名） 理容師・理容師見習い 
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 見習い期間：受付・電話対応・清掃・洗濯・お客様対応 その後カットやシャンプー等 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     

専修学校卒 15 3 20 東洋理容美容専門学校 

高卒     

研修制度 

新人研修 6～12 ヶ月の新人研修有。お給料をもらいながら学べます。 
入社前準備： 

資格、経験など 

理容師免許 

 

無資格でも働きながら理

容師を目指す方歓迎！ 社員研修 SNS 勉強会や、集客・経営に関する勉強会（不定期） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

交通費全額支給・社会保険完備・社員割引制度・社員旅行・SNS 手当・資

格取得支援 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 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 3 年度  -----企業情報----- 

カナ シンエイ 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 株式会社 新栄 船橋市 無 総務部 [ 部長 ] 金子 孝 

HP アドレス https://shinei-p.co.jp 連絡先電話番号 047-439-5211 連絡先メール 
Takashi.kaneko@shinei-

p.co.jp 

当社が求める人物像 

『モノづくり』に興味がある方であれば、文系・理系は問いません。現に、新卒入社の約 8 割は文系大学出身者です。

小さな部品を作るという地味な仕事ですが、当社のメンバーは明るくポジティブ！何故なら、『モノづくりで世界中の

人々を笑顔にする！』というロマンを掲げているから。同じ価値観を持っている方が、当社にピッタリです！ 

事業概要 
１． 各種 OA 機器・車両・インテリア・工業向け機器の特殊部品製造 

２． 各種機能性材料及び両面粘接着テープの総合加工販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

家電・OA 機器・自動車など、暮らしに密接にかかわる製品に使われる精密部品を、多品種少量生産による短納期対応

を行うことで、価格競争に巻き込まれないビジネススタイルを確立。小さな会社だからこそ One Team となり、国内

顧客のニーズを正確につかみ対応する、柔軟な適応力が魅力！ 

主な募集職種（名） 総合職(営業・営業事務、製造、品質管理、総務・経理等) 
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 
入社した最初の配属は、全て生産部門(製造・品質管理)での業務となります。当社のモノづくり

業務を経験したうえで、営業部門や総務部門への異動が可能になります。 

有 

(夏 5 日、冬 1 日) 

 

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 2 3 千葉工業大学、千葉商科大学、東京成徳大学、和洋女子大学、聖徳大学他 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 
新人研修 入社前内定者研修、通信教育、社内外新入社員研修(Off-JT、OJT)ほか 入社前準備： 

資格、経験など 

営業職希望の方は、普通

自動車免許(AT限定可)が

必須 
社員研修 フォローアップ研修、ステップアップ研修、スキルアップ研修ほか 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

リンパマッサージ(週 1 回)、福利厚生倶楽部加入、ドリンクサーバー設置、

賃貸住宅斡旋制度、社員懇親会(新年会、納涼会、納会等) 公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

 

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

カナ スミテック 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 スミテック 株式会社 野田市 無 総務課 [主任] 松原千晴 

HP アドレス https://www.sumitec.jp/ 連絡先電話番号 04-7129-6380 連絡先メール c-matsubara@sumitec-e.co.jp 

当社が求める人物像 

・中小企業で、最初から責任ある仕事をしてみたいという意欲がある人 

・自ら考え行動できる人、責任感がある人。 

・コミュニケーション能力があり協調性がある人。 

事業概要 
車載用関連部品の金属プレス加工・インサート成形加工事業を主とし、様々な顧客に、多種多様な製品を供給し 

ています。また、海外（ベトナム・ホーチミン）に製造拠点をもち、グローバルな事業展開を推進しています。。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・「匠の技術を持つ」職人さんが多数います。定年を過ぎた職人さんが職場の主力としてイキイキと働いています。 

・新商品の開発など、常に変革を意識し、新しい事業に挑戦する風土があります。 

・女性がイキイキと仕事をし、活躍している職場です。 

主な募集職種（名） 総合職全般 
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 
・事務系：営業職（技術営業）・生産管理 

・技術系：品質管理・製造管理・生産技術、新製品開発 
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 0 0 1  

研修制度 

新人研修 ・各部署のガイダンス研修、現場研修（各部署一週間程度） 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許 

システムプログラ 

ミング 

社員研修 ・外部セミナ等ーを活用した（フォローアップ研修・ステップアップ研修） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・永年勤続表彰 ・退職金制度 ・資格取得手当・マイカー通勤可能 

・各種慶弔関係手当支給 ・年１回 バーベキュー開催等 公的認定 
ISO 14001 取得 

 ISO  9001 取得 

 

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

カナ センジュカイ イズミエングループ 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 

 

 

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 

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

カナ ダイトウセイカ 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 大東青果 
津田沼、新浦安、 

佐倉、富津 
有  人事課 [ 課長 ] 坐間 彰 

HP アドレス http://www.daitoseika.co.jp 連絡先電話番号 042-565-0802 連絡先メール jinji@daitoseika.co.jp 

当社が求める人物像 素直に現状を認め、そこに適応・変革しようとするような積極性のある人 

事業概要 
東京、埼玉、千葉、山梨、群馬で影木ビルやショッピングモール、食品スーパーなどに、テナント出店することで青果

専門店を展開しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

食品スーパーの特性からほとんどのお客様が常連さんですので、お互い顔見知りになり、親密な関係性を持つことが

できます。また、野菜や果物は、毎日青果市場から直送されてきますので鮮度感は抜群です。それらを店舗スタッフ

の目利きで売価や売り方を決めてお客様に提供しています。 

主な募集職種（名） 総合職（将来の店長、幹部琴）として、店舗での接客販売からスタートします。 
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 野菜や果物の袋詰め、パックなどの加工、陳列、販売 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 4 9 10 
千葉大学、千葉商科大学、敬愛大学、江戸川大学、川村学園女子大学、流通経済大

学、明海大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 新入社員研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

資格、経験不問 

入社前に母親などと買い

物に行き、野菜や果物を

選択する基準などを学ぶ 社員研修 新任チーフ、店長研修ほか 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

毎年１月５日にホテルで新年会を実施（全社員の２/３程度の参加）、労災保

険上乗せの傷害保険加入（掛け金全額会社負担） 公的認定 
 

 

 

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  

mailto:jinji@daitoseika.co.jp
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修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 
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千葉県採用力向上サポートプロジェクト 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 3 年度  -----企業情報--- 

カナ     ティーエスケー 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 ティーエスケー 
船橋市 

千葉市美浜区 
有 社長室 [ 室長 ] 髙橋 純一 

HP アドレス http://www.kk-tsk.co.jp/ 連絡先電話番号 043－307-3311 連絡先メール saiyou@kk-tsk.co.jp 

当社が求める人物像 

社員全員が心がけているのが「誠実」という言葉です。その先達の教えを大事にして、何事にも「誠実」で、「素直」

で、「見てみて、聞いてみて、やってみて」の積極的な姿勢のもてる人財。自らを塗り替えることのできる挑戦する 

気持ちのもてる人財。 

事業概要 
建設業の中でも、商業ビル・大型マンション等の既存の建物の大規模修繕工事に特化した会社です。 

地図に残し続ける仕事をしています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業７５年を超える歴史と伝統のある会社です。長年にわたり多くのお客様に守られ育てられて、これからも進化し 

続け成長する魅力たくさんの会社です。建設業でありながら、大規模改修工事に特化しており、その分野では千葉 

県内をはじめ関東圏内で大きな実績を残している。受注工事で８０％以上が元請工事、９０%以上が民間工事なのも 

当社の強みであります。 

主な募集職種（名） 施工管理職、営業職 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 
入社後全員、大規模修繕工事現場の監督者のサポートとして、当社の仕事の真髄を覚えて頂き 

ます。一年から二年間の現場での OJT により経験を積み、自分に合った職務をみつける。 
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 7 日本大学、千葉工業大学、芝浦工業大学、東京理科大学、敬愛大学、和洋女子大学 

専修学校卒 7 3 8 国際理工情報デザイン専門学校、中央工学校、東北電子専門学校 

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 
入社後一ヶ月の集合研修、入社後には半年試用期間内の現場研修と 

その後の OJT 等 
入社前準備： 

資格、経験など 

改修工事にかかわる参考

書で用語の解説をよんで

もらえると役立ちます。 

多くの人と接する機会に

触れ経験が豊かになる 

試みをしてください 

社員研修 

全社員全協力会者対象の安全大会の実施・年間二回（７月・１２月） 

全社員全体会議の実施 資格取得のための学校入学、外部研修への参加 

内部フォローアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

鴨川市及び鳴沢村（山梨県）に保養所。社員の親睦を図る場として野球観戦 

。新年賀詞交歓会（講習会を含む）。 公的認定 
「地域未来牽引企業」を 

経済産業省より認定 

 

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。 



- 38 - 

 

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

カナ トウホウトソウコウギョウ 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 東邦塗装工業 株式会社 千葉市中央区 無  [  代表  ] 谷﨑 

HP アドレス https://toho379.co.jp/ 連絡先電話番号 043-263-0033 連絡先メール y-tanizaki@toho379.co.jp 

当社が求める人物像 
◆人と接することが得意！◆プロジェクトを動かすことに興味がある！◆管理／監督業務に将来、関わりたい！ 

◆資格取得でプロフェッショナルになりたい！◆文理不問 男女不問 

事業概要 原子力・火力発電所の塗装工事 石油化学プラント・橋梁・煙突の防蝕塗装工事 コンクリート構造物の防蝕工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

半世紀以上の実績に支えられた、塗装に関するプロフェッショナル集団。社会生活の基盤をなす、電力の安定供給。

それを支える発電設備の維持管理における塗装等、当社は特に豊富な施工実績を持っております。 

主な募集職種（名） 技術系総合職（現場管理／工程管理／施工管理アシスタント／積算／設計） 
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 

各種プラントや発電設備、橋梁や歩道橋といった鋼構造物の防食（防蝕）塗装工事、建築のリニ

ューアル工事を施工します。社会における重要なインフラをより良い状態で長く使っていただ

く施工しています。創業以来 50 年以上の工事実績をもとに、適切な工法、材料で工事を実施。

みなさんには技術者として、施工管理の仕事に携わっていただきたいのです。 

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委機関名 

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 外部研修等、社会人として基礎的な研修を行います。 

入社前準備： 

資格、経験など 

特になし 

社員研修 

約 30 の技術関連の資格取得の全面バックアップ。各種資格取得を応援！ 

週末通（千葉日建、資格学院）！ 費用は会社負担で、取得後は資格手当が

つきます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

通勤手当、資格手当、家族手当 昇給年 1 回、賞与年 2 回 

社会保険完備（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険） 公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業認定 

 

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 
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カナ ネクストワンインターナショナル 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 ネクストワンインターナショナル株式会社 
千葉市中央区／市原市／

袖ケ浦市／木更津市 
 無 総務・人事 [採用担当] 田島 亮 

HP アドレス http://www.next1.co.jp/ 連絡先電話番号 070-1479-8474 連絡先メール r.tajima@next1.co.jp 

当社が求める人物像 
成長したいと願い恐れる事なく常に前を向き進んでいける、成長意欲の向上心が高い人。そして周囲のあらゆる意見

を柔軟に取り入れ自分のものに出来る、変化を恐れない柔軟な思考を持つ人。 

事業概要 新築住宅販売、マンションリフォーム工事、建築施工、設計、不動産売買 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
やる気・成長意欲・向上心が高い社員が多く、上司にも自分の意見をいう機会が多く与えられている会社です。 

主な募集職種（名） 住宅販売営業 
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 
お客様の住まい相談、アドバイス。各専属スタッフを交えたライフプランニング。資金計画立案

やローン返済プラン構築のための金融機関との調整、アフターメンテナンス担当への引継ぎ。 
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 3 東京電機大学、帝京科学大学、日本大学 

専修学校卒 2 1 3 東京テクニカルカレッジ、国際理工情報デザイン、日本工学院 

高卒     

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー研修、キャリアコンサルティング（将来ビジョン設定） 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 社会人としての在り方、営業トレーニング 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

有給休暇、産前・産後休暇制度、育児休暇制度、時短勤務、新卒社員研修 

定期健康診断、交通費支給、各種社会保険完備、月 1 事業部達成会、 

資格取得支援、退職金制度、服装の自由 

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 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 3 年度  -----企業情報--- 

カナ ハイテックセイコウ 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 
ハイテック精工 株式会社 

自動化システム事業部 
千葉市花見川区 無 総務部 [    ] 御園

み そ の

 ・ 蘆田
あ し だ

 

HP アドレス http://www.hightech-seiko.co.jp 連絡先電話番号 043-258-5131 連絡先メール recruit@hightech-seiko.co.jp 

当社が求める人物像 
・機械に興味があり、ものづくりが好き。 ・変化していく事に対して柔軟性がある 

・常に現状に満足しないで、自分から前へ進む姿勢を持つ 

事業概要 搬送システム、部品供給装置、各種専用機と周辺機器などの設計・制作・販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

お客様のご要望に合わせて設計し 

組立から試運転・据付までおこなうオーダーメイドの製品を扱っており、 

食品・自動車部品・医療関係など製造工場の搬送システムやコンベアを設計・制作・販売してます。 

主な募集職種（名）  ・機械設計（技術職） ・営業職 
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 

お客様から要望をうかがい、実際に搬送する商品をお預かりします。 

商品の形状や硬さ、搬送目的などから、どんな機械がより要望に近いものになるか考えだし 

お客様へ提案をします。 

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 1 2 日本大学、千葉工業大学、東京成徳大学、千葉商科大学 

専修学校卒    聖徳大学、流通経済大学、東京情報大学、城西国際大学 

高卒    千葉職業能力開発短期大学校、船橋高等技術専門校 

研修制度 

新人研修 ・外部の新入社員研修  ・社内各部署社での社員研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

入社前に 

オリエンテーションの為

弊社へお越しいただきま

す。 社員研修  月一回 若手社員向けの勉強会を行っております。（ものづくり道場） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・【保険】雇用、労災、健康、厚生、財形 ・社宅有り 会社より徒歩 7 分 

・休日 土,日,祝日  年末年始、GW、夏季休暇 有り 

(月一回土曜日出勤有り ※社内カレンダーによる。年間 114 日） 

公的認定 
 

 

 

カナ ファーストステージ 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 株式会社 ファーストステージ 千葉市他 有 無 
※県内のみ 

総務・人事部 
[採用担当] 米川知美 

[採用担当]  島村京太朗 

HP アドレス http://www.1st-kaigo.jp 連絡先電話番号 043-305-5211 連絡先メール soumu@1st-kaigo.jp 

当社が求める人物像 

人のお世話が好きな方、社会に貢献したい方、子どもが好きな方、マネジメントをしたい方 

経営に興味がある方、早くステップアップしたい方、色々な福祉の仕事をやってみたい方 

自分に合った仕事を見つけたい方 

事業概要 
千葉県内 22 営業所、売上７億円、スタッフ数 200 名、急成長の在宅総合福祉サービスです。常に新しいことに挑戦

し続けています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

若手のうちから責任あるポジションを任せられ、キャリアアップを目指せます。 

自由闊達に意見を延べ、またぶつけ合える環境が当社の特徴です！また個性的で面白く、温かい人が多いのも自慢で

す。福利厚生が充実しており、一生涯働くことが出来る会社です！ 

主な募集職種（名） 児童指導員、機能訓練指導員、総合職、事務員 
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 

高齢者向けサービスは、お客様に長くご自宅で過ごして頂けるよう、幅広いサービスを展開し、

総合的な支援を行います。児童向けサービスは、療育が認められるお子様の学齢期における日常

生活の指導、集団生活の適応などを、放課後や長期休暇時にサポートを行います。 

有 無 
※短期・長期可能 

 

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 ５ 東京成徳大学・淑徳大学・千葉商科大学・帝京平成大学・東海大学 

専修学校卒 ０ 1   

高卒 ０ ０   

研修制度 

新人研修 

配属決定後は OJT を開始し、半年後使用期間が終了すると半年間の振り返

りと今後へ向けフォローアップ研修を開催致します。使用期間終了後は現場

の中核を担うべく日々の業務を通じて経験を積んでいただきます。 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 資格取得勉強会、研修会毎月 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

（福利厚生）リフレッシュ休暇、計画有給 

      ベネフィット・ワン福利厚生制度 

（行事）経営方針発表会、懇親会 

公的認定 
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カナ 

フク)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 
 

 

 

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） 技術職    
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 
 ばねの開発設計、品質検査管理、システム開発、工場ロボット電気制御、回路設計 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 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 
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カナ ミツヤエミタスタクシーホールディングス 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 三ツ矢エミタスタクシーHD 株式会社 
千葉市中央区・  

浦安市 
無 営業部 [    ] 鴇田 

HP アドレス http://www.emitas.jp/ 連絡先電話番号 080-3757-6167 連絡先メール tokita-r@mitsuya-net.com 

当社が求める人物像 
地元で就職したい方、運転が好きな方、手に職をつけたい方、社会貢献をしたい方、接客を通し感謝されたい方、自分

で考えて行動をしたい方、意欲向上心がある方、目標に向かって頑張りたい方 

事業概要 一般乗用旅客自動車運送業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

千葉市内最多車両保有、県庁や市役所、企業、ホテルと様々なクライアントからお仕事を頂いております。最近では

20 代の若手乗務員も増え活躍をしております。新人でも安心して働けるよう全車カーナビ。ドライブレコーダー、防

犯カメラ、防犯ガラス、ETC も完備しております。乗務員同士とても仲が良く風通しが良い職場です。 

主な募集職種（名） タクシードライバー 
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 無線や乗り込み等でお客様を目的地まで安心・安全にお送りするお仕事です。 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     

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 乗務前研修、UD(ユニバーサルデザイン)研修、事故研修等 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許(AT 限定

可)取得後 3 年以上経過 

社員研修 乗務前研修、UD(ユニバーサルデザイン)研修、事故研修等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

野球観戦チケット抽選、クラブ活動（野球・ゴルフ）社内ゴルフ大会 
公的認定 

働きやすい職場認証事業者 

(一部営業所) 

 

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・資格手当あ

り 
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 
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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 
 

 

 

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、技術開発 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社のお客様は主に JFE スチール(株)とその関連会社です。JFE スチール(株)の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あり、特に耐火物関連については世界で

唯一当社だけの技術を持っています。 

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） 総合職（総務、管理、施工管理） 
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 
技術系：技術開発、エンジニアリング、設備工事管理（施工管理） 

事務系：総務、管理 

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 2 1 8 千葉工業大学、千葉商科大学、敬愛大学、等 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー研修、安全教育 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

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・特殊資格手当 

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～）、社宅あり 

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 大学・専修学校と企業の就職情報交換会 令和 3 年度  -----企業情報--- 

カナ ワクワクカンパニー 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 合同会社 WakuWaku カンパニー 船橋市宮本 有 ○無 

放課後等デイ

サービス 

もこもこ 

[代表社員] 田島 聡 

HP アドレス 
http://wakuwaku-

company.com/ 
連絡先電話番号 047-404-9445 連絡先メール waku2.company@gmail.com 

当社が求める人物像 
明るく、子どもの模範になれる意識を持てる方。向上心のある方。子どものために頑張れ、責任感のある方。地域を意

識した勤務ができる。 

事業概要 障害児通所支援 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

明るい雰囲気で、子ども達の成長を職員全員でサポートしている。工作に特化した活動を提供しており、利用児や 

親御さんに喜ばれる作品を持ち帰ってもらっている。 

主な募集職種（名） 臨床心理士、公認心理師、保育士 
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 療育、基本的生活動作支援、衛生美化、記録、活動準備、送迎 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  

専修学校卒 0 0 0  

高卒     

研修制度 

新人研修 事業計画・基本理念・申し合わせ事項の読み合わせ等 
入社前準備： 

資格、経験など 

臨床心理士、公認心理師、

保育士 

社員研修 虐待防止研修・ 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

年２回、地域のお祭りへの参加 

公的認定 

千葉県 放課後等デイサービス

認可 

 

 


