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  アンケートへのご協力をお願いいたします。 

教育機関の皆様 企業の皆様 

会場参加 本冊子のみ参加 会場参加 本冊子のみ参加 
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https://bit.ly/3mTcRUv 

  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、ホームページ掲載致します。 
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1.タイムスケジュール  

 

 Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ 

受付開始 12:30～ 13:30～ 14:30～ 15:30～ 

企業向けガイダンス 12:45～ 13:45～ 14:45～ 15:45～ 

情報交換会開始 ターム制（5 分間） 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～ 

フリータイム制 13:25～ 14:25～ 15:25～ 16:25～ 

グループ入替・教育機関休憩 13:50～ 14:50～ 15:50～ － 

    

   ※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グループ以降のガイダンスは受付スペースで実施いたします。 

  ※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。 

  ※会場内ではマスクの着用を必ずお願いいたします。フェイスシールドもご用意しております。 

    ※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。名刺はネームホルダーごと 

   ご返却ください。 
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 2.参画教育機関 

 

 🔶大学                  (*)オンラインブース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※協定等：☆就職指導会(県内 28 大学) ◆千葉県と県外大学との就職支援協定締結校 

              ◎千葉県インターンシップ推進委員会 

 🔶専修学校 

 

 

 

 

 🔶就労支援機関 

 

 

 

 

 

 

協定等 エリア 学校名 所在地 ブースＮＯ 掲載ページ

1 ☆ 県内 開智国際大学 柏市 1 8

2 ☆ 県内 川村学園女子大学 我孫子市 2 8

3 ☆◎ 県内 敬愛大学 千葉市稲毛区 3（*） 9

4 ☆ 県内 城西国際大学 東金市 4 10

5 ☆◎ 県内 千葉経済大学 千葉市稲毛区 5 12

6 ☆ 県内 千葉商科大学 市川市 7 12

7 ◎ 県内 国立大学法人　千葉大学 千葉市稲毛区 9 13

8 ☆ 県内 中央学院大学 我孫子市 10 13

9 ☆◎ 県内 東京情報大学 千葉市若葉区 11 14

10 ☆ 県内 東京成徳大学 八千代市 12 15

11 ☆ 県内 東邦大学 船橋市 6（*） 15

12 ◆ 近郊 文京学院大学 東京都文京区 8（*） 17

13 県内 神田外語大学 千葉市美浜区 シート 9

14 ◆ 近郊 専修大学 神奈川県川崎市多摩区 シート 10

15 近郊 第一工業大学東京上野キャンパス 東京都台東区 シート 11

16 ◆ 近郊 拓殖大学 東京都文京区 シート 11

17 ☆ 県内 帝京平成大学 市原市 シート 14

18 ☆ 県内 東洋学園大学 東京都文京区 シート 16

19 ☆ 県内 二松学舎大学 東京都千代田区 シート 16

20 ◆ 近郊 立正大学 東京都品川区 シート 17

協定等 エリア 学校名 所在地 ブースＮＯ 掲載ページ

21 県内 千葉日建工科専門学校 千葉市中央区 13 18

22 県内 千葉職業能力開発短期大学校成田校 成田市 シート 18

協定等 エリア 学校名 所在地 ブースＮＯ 掲載ページ

23 県内 ちば地域若者サポートステーション 千葉市美浜区 シート 19
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 3.会場レイアウト 
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 4.会場参加企業（グループ）  

 

 ■Ａグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■Ｂグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■Ｃグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種コード：①製造業･建設業･運輸業、他②～③を除く業種 ②卸売業 ③サービス業 ④小売業 

リクゼミ参加 プロジェクト参加

1 △ 株式会社　アクアテック ③ アウトソーシング業 22

2 新井総合施設　株式会社 ③ 産業廃棄物処分業 23

3 一宮運輸株式会社　関東支社 ① 運輸業、倉庫業、製造補助業、飲料水製造・販売・設置業 24

4 ○ 株式会社 NBSロジソル ① 運輸業(総合物流サービス業) 26

5 興栄燃料　株式会社 ④
①ガソリンスタンドでのカーケア商品販売・営業・軽作業　②プロパンガス顧客への

ルート営業及び新規開拓、器具等取付
31

6 ☆ 〇 株式会社サイプレス・ソリューションズ ③ 情報処理 32

7 創販　株式会社 ① 計装業 38

8 竹村電気工事　株式会社 ① 電力送電線設備の建設および保守 41

9 館山信用金庫 ① 金融機関 41

10 長印船橋青果　株式会社 ② 青果物卸売業 43

11 ☆ ○△ 株式会社　トヨタレンタリース千葉 ③ 自動車のリース・レンタル 46

12 ☆ ○ 社会福祉法人　豊立会 ③ 高齢者福祉事業 51

13 明正工業　株式会社 ① 建設業 53

掲載

ページ

プロジェクト参加状況
会社名 業種コード 業種詳細

リクゼミ参加 プロジェクト参加

1 株式会社　永光自動車工業 ③ ボデー製作、自動車整備・販売 25

2 株式会社　エバーブレス ① 土木工事　主にマンションの外構工事 26

3 ○ 株式会社　オカモト ① 建設業（管工事・土木一式工事） 28

4 ☆ ◎ 株式会社　シルバーとっぷ ② 福祉用具専門商社 35

5 ☆W 株式会社　新栄 ① 非金属製品プレス加工(パソコン、自動車等工業部品製造) 35

6 社会福祉法人　斉信会 ③ 障害のある方への支援 37

7 ☆W ○ 社会福祉法人泉寿会いずみ苑グループ ③ 福祉 37

8 ○ 社会福祉法人　大成会 ③ 障害福祉サービス 39

9 株式会社　大東青果 ④ 青果物(野菜や果物)の小売り 40

10 株式会社　高橋マシニング ① 金属精密機械加工業 40

11 △ 田辺建設　株式会社 ① 建設業 42

12 中外テクノス　株式会社 ③
専門コンサルティング 、環境・建設コンサルタント、非破壊検査、ソフトウェア開

発、電気・計測機器メンテナンス
43

13 天伸　株式会社 ① ばね製造販売 45

14 株式会社　与志建設 ① 総合建築業　不動産業 54

掲載

ページ

プロジェクト参加状況
会社名 業種コード 業種詳細

リクゼミ参加 プロジェクト参加

1 ○ 株式会社　アルファ・オイコス ① 産業用ヒーター・加熱装置等の開発・製造 23

2 株式会社　エイシル ③ 業務システム開発、アプリケーション開発、サーバネットワーク構築 25

3 株式会社　エム・ケイ ③ web制作、業務システム開発、アプリケーション開発、サーバネットワーク構築 27

4 △ 空間情報サービス 株式会社 ① 測量業 29

5 ○ 京設工業株式会社 ① 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 29

6 ☆ ○△ 株式会社　三和テレム ① 情報通信設備工事業・電気工事業 34

7 ☆W ○ 信和産業　株式会社 ① 印刷業（食品パッケージの製造販売） 36

8
セントケア千葉　株式会社

　（セントケア・グループ）
③

弊社は、介護サービスを通し、お客様に「安心・満足・喜び」という信頼を提供しています！訪

問入浴や訪問介護などの訪問系サービスはもちろん、デイサービスや小規模多機能居宅介

護などの施設系サービス、福祉用具のレンタル・販売や住宅リフォームまで、幅広いサービスを

展開しています。

38

9 東京ガスライフバル千葉　株式会社 ④ 東京ガスの委託業務。ガス器具及び住宅設備機器の販売・修理・施工等 45

10 ○ 東邦塗装工業株式会社 ① 塗装工事業 46

11 株式会社　成田デンタル ② 歯科医療（歯科技工物） 47

12 株式会社 ネクステージ ① 情報通信業 48

13 △ ネクストワンインターナショナル　株式会社 ①
オリジナルブランド『with mamaの家』という新築木造戸建住宅を販売・

施工しています。
49

14 W △ ビィー・トランセホールディングス　株式会社 ① 旅客自動車運送業 49

プロジェクト参加状況
会社名 業種コード 業種詳細

掲載

ページ
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■Ｄグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■シート参加 

 

業種コード：①製造業･建設業･運輸業、他②～③を除く業種 ②卸売業 ③サービス業 ④小売業 

 

 □リクルーター養成ゼミ・記号 

 ☆・・昨年度までの通所型セミナーへ参加 

 W・・今年度の Web型セミナーで受講中 

 

 □プロジェクト参加実績・記号 

 ◎・・昨年度までの若手社員リーダー化プログラム・次世代リーダー社員マネジメント力強化研修へ参加 

 ○・・昨年度までの採用・定着・育成をテーマとした他のセミナー、教育機関連携のプログラム参加 

 △・・今年度の採用をテーマとした他のセミナーへのお申込            ※7 ページの説明も併せてご覧ください。 

 

 

 

 

 

リクゼミ参加 プロジェクト参加

1 W 株式会社　赤門 ③
千葉県内に焼肉ファミリーレストラン「赤門」4店舗、黒毛和牛焼肉「凱旋門」11

店舗の展開。
22

2 W △ 株式会社インターコムR&Dセンター ① ソフトウェア業 24

3 エメラルドサポート株式会社 ③ 訪問介護スタッフ 27

4 ○ 株式会社 小島製作所 ① 製造業・建設機械部品製造組立 31

5 ☆ ○ 公益財団法人日産厚生会　佐倉厚生園病院 ③ 医療・福祉 32

6 株式会社 ジャストケア ③ 訪問介護事業・通所介護事業 34

7 ○ 株式会社大電テクニカ ① 電気通信業　電気業　SIビジネス 39

8 ☆ 千葉窯業　株式会社 ① コンクリート製品製造業 42

9 ☆ ○ 社会福祉法人　南生会 ③ 老人介護 47

10 △ 社会福祉法人光福祉会　ひかり保育園 ① 保育所 50

11 ☆ ○ 株式会社　美光商会 ④ ドコモショップスタッフ 50

12 ○ 株式会社 レカムサービス ④ ドコモショップ運営・管理 55

プロジェクト参加状況
会社名 業種コード 業種詳細

掲載

ページ

リクゼミ参加 プロジェクト参加

1 ☆ 〇△ 株式会社 エルピオ ① ガス・電気の供給 28

2 医療法人社団　健恒会 ③ 歯科助手 30

3 社会福祉法人　健恒会 ③ 介護 30

4 三輝工業　株式会社 ① プラント建設 33

5 株式会社　三和システム ① セキュリティ・電気・通信工事業 33

6 株式会社スウィングベーカリー ① 食料品製造業 36

7 ☆W ◎○△ 株式会社　ティーエスケー ①
大型・高層マンション、集合住宅、商業施設ビル、公共施設等建物の

大規模改修工事業。
44

8
社会福祉法人天光会　特別養護老人ホーム

シャイニー中央
③ 介護職 44

9 日本企画　株式会社 ③
IT系企業（情報処理サービス業） 

開発系、インフラ系、運用系等一貫したシステムサービスを提供
48

10 株式会社　フクダ産業 ① 医療機器の開発製造、販売及び輸出入 51

11 株式会社　ホリキリ ① 輸送用機械器具製造業 52

12 ☆ △ 株式会社みかわや ④ 呉服小売業 52

13 株式会社　ミヤコシ ① 産業用印刷機及び加工機の製造・販売・保守 53

14 社会福祉法人　八越会　ちどり保育園 ③ 第二種社会福祉事業　保育所 54

掲載

ページ

プロジェクト参加状況
会社名 業種コード 業種詳細
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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 600 社を越え、提供しているプロ 

 グラムの累計利用社数は約 1900 社、教育機関の皆様のご参加は約 280 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。今年度は、新型コロナ感染拡大防止という取り組みの中、 

 プロジェクトのメイン講座となるリクルーター養成ゼミは、オンデマンド配信のスタイルをとるなど 

 対応をしてまいりました。例年 7 月に実施しておりました就職情報交換会に関しても対面を避け、書面 

 開催といたしましたが、対面式へのニーズも高かったことから、今回は入替制と参加数の制限を設けた 

 形で実施させていただくこととなりました。求職者側、採用側も手探りで進んでいる採用活動となるか 

 と思います。プロジェクトの取組が少しでも必要な情報提供の場として機能していけばと考えております。 

  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。 

 

 企業情報シート：目次ページ・プロジェクト参加状況について 

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

 【☆：リクルーター養成ゼミ W：リクルーター養成ゼミ Web セミナー】 

   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、時にネガティブと考 

  えられるような情報開示の必要性、その開示方法、タイミングまで考えて発信することでミス 

  マッチを防ぐ採用活動が実施できるように学んでいきます。また学生にとって、魅力と感じる 

  自社の良さは何か、社内への取材などの課題に取り組みながら見出していく方法など、採用活 

  動で役立つ内容となっているのはもちろんのこと、その取り組みが社内活性策にもつながって 

  いくような設計となっております。 今年度は Web セミナー形式でお届けしております。 

 

 【◎○△：他の講座、セミナーについて】 

   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、管理職層に向けた次世代リーダー 

  社員マネジメント力強化研修といった階層別の研修も実施しております。いずれもリクルーター 

  養成ゼミ同様アクティブラーニング形式、PBL 方式で進行する講座となっており、リクルーター 

  養成ゼミとの連動性もある講座です。あいにく今年度の実施はございませんが、いずれも参加者 

  本人はもとより、送り出し企業の上司の方の評判も高い講座となっております。 

 ◎：若手社員リーダー化プログラム・次世代リーダー社員マネジメント力強化研修 参加企業 

 ○：採用・定着・育成をテーマとした他のセミナー、教育機関連携のプログラム参加企業 

 △：これから実施の他のプログラムへの申込企業 

 

  ◆詳しくは、千葉県商工会議所連合会・ホームページでも 

   紹介しております。  http://www.cfcci.or.jp/ 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ カイチコクサイダイガク 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 開智国際大学 教務学生課 [課長代理] 吉村 辰二郎 千葉県柏市 56：44 

HP アドレス https://www.kaichi.ac.jp/ 連絡先電話番号 04-7167-8655 連絡先メール shinjiro.yoshimura@kaichi.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
国際教養学部国際教養学科 

教育学部教育学科 初等教育専攻・中等教育専攻（英語）・中等教育専攻（国語） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

少人数だからこそできる「探究型の学び」と「国際英語の学び」を大切に、世界の人々や文化を理解・尊敬し、

教育あるいは国際教養分野の専門性を生かし、平和で豊かな国際社会の実現に貢献できる人材を育成すること

を目指しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

就職がゴールではなく、その先の人生につながるものと考え、少人数大学の特徴を活かし、学生一人ひとりと

顔を合わせ、個々の学生に合わせた就職支援を行っています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 26 総合職(11)、営業(7)、その他(8) 50 
総合職 (18)、営業 (12)、販売職

(11)、その他(9) 
 

うち県内 

就職者数 
0  3   

卒業総数 33  67  110 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

近年の傾向を見ると、サービス業、卸売・小売業の割合が多くなっています、幅広い業種の企業に就職してい

ます。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

小人数・アクティブラーニング型の授業を取り入れているため、「自分の意見」を持っている学生が多いと感

じます。留学生は、東南アジアからの学生が多く、複数の言語を話せるなど、語学スキルが高いです。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

正課のインターンシップ授業を実施しています。原則、３日間以上のインターンシップに参加することを単位

認定の対象とし、成績評価には、インターンシップ受入れ企業による評価も取り入れています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

後期授業は対面で行っており、今後、企業説明会なども大学内で、対面で行う予定でございます。 

本学学生向けの説明会の開催をご検討頂ければ幸いでございます。 

 
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 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に「教養」そして社会に貢献するの「資格」この二つの柱とした教育を展開して

おります。 

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。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 211 
販売（51）・サービス（37）・事務（３

3）・幼稚園教諭（28） 
186 

事務（37）・サービス（35）・販売

（31）・幼稚園教諭（12） 
 

うち県内 

就職者数 
43 

幼保関係（24）・事務（5）・営業（３）・

栄養士（2）・小学校教諭（2） 
38 

幼保関係（23）・事務（5）・小学校

教諭（4）・その他（6） 
 

卒業総数 242  224  27４ 

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・サービス業で６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・東京都に在住しており、自宅通学者が多いことが特徴です。千葉県への就

職は全体の約２０％にあたります。新型コロナの影響のため例年より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ございましたらご連絡いただけますよう、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 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

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 キャリア教育部 
[ゼネラルマネージャー]  

杉本 雅視 
千葉市美浜区 

男性 30% 

女性 70％ 

HP アドレス https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/ 連絡先電話番号 043-273-1598 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,イベロアメリカ言語学科,国際コミュニケーション学科 

【来年度新設】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 

「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を建学の理念に、世界の懸け橋となる人材を育成しています。 

グローバル化が進む中で「世界共通語としての英語」の習熟が必要不可欠であると考え、本学は全学科･専攻

で「ダブルメジャー」という外国語学部としては他に類例のない教育モデルに挑戦していきます 

就職支援方針と 

具体的な取組 

本学では「将来のキャリア形成」を大学教育の一環と捉え、低年次からの進路支援と徹底した就職支援を行っ

ています。企業の方や卒業生を招いての講演会をはじめ、グループワーク、自己分析や職業適性検査、そして

業界･企業研究、ビジネス･インターンシップなど、実践的できめ細かなプログラムを実施しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 668 総合職/営業(370)・その他（298） 771 
総合職(247)・営業(128)・その他

（396） 
 

うち県内 

就職者数 
76 総合職(26)・営業(19)・その他（31） 88 総合職(20)・営業(6)・その他（62）  

卒業総数 778  931  822 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

本学の学生は主に航空・運輸・物流、小売・飲食、商社・卸売、情報・通信の業界に就職する割合が約半分を

占めています。特に航空業界については対策講座を毎年開講し多くの学生が参加します。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の学生は授業の中でグループワークやプレゼンを通してコミュニケーション取ることが多く、仕事に対し

ても、人との繋がりやコミュニケーションを大切にする傾向があります。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学では学生へのキャリア教育の一環として職業意識の育成等キャリア形成のために、夏期・春期の長期休業

期間を利用した正課（単位認定）でのインターンシップに力を入れています。また、昨年までは国内だけでは

なく、アジアを中心とした海外インターンシップにも力を入れて取り組んでいます。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

学生には様々な可能性を知っていただくため、企業様と接する機会を多く提供したいと考えております。 

是非情報交換させていただけますと幸いです。 

 

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 
［キャリアセンター長］ 

中山 雄二 
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・こども教育学科） 

※2021 年度 教育学部開設 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神「敬天愛人」のもと、「知識と教養」「専門性に基づく思考力・判断力」「多様性の理解と協働性の

実践」を柱として、教育研究を展開。近年は、経営学科に「地域産業コース」、国際学科に「観光マネジメン

ト専攻」を開設し、地域経済の活性化に寄与する人材の育成に注力。2021 年 4 月に教育学部を新設し、教

員養成に更に力を注ぐ。社会のニーズに応える取り組みとして、「エアポート NARITA 地域産業学」「AI・デ

ータサイエンス」などの特色ある副専攻プログラムも実施しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりの将来設計に則した進路指導を実施し、資質や長所を生かせる就職へとつなげます。就職活動準備

セミナーをはじめ、就職フェア・学内選考会の開催など学生と企業のベストマッチングを可能にする本学独自

の就職指導を行っています。本学の特徴でもあるキャリア教育を徹底し、「チバイチバン」プロジェクトの下

で就業力の育成を推進しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 321 
総合職(56)、営業・販売職(140) 

教員(56)、その他(69) 
241 

総合職(71)、営業・販売職(92) 

教員(37)、その他(41) 
 

うち県内 

就職者数 
154 

総合職(27)、営業・販売職(48) 

教員(50)、その他(29) 
100 

総合職(32)、営業・販売職(23) 

教員(35)、その他(10) 
 

卒業総数 355  286  427 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

就職希望率と就職内定率共に県内トップクラスの就職実績を誇り、小規模大学ならではの手厚い就職サポート

を行っている。金融業界、空港・観光業界をはじめとする、様々な業界にわたり幅広い業種に就職している。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

素直で実直な学生が多い。また、キャリアセンター主催の就活準備課外講座等に積極的に参加する学生が多く、

昨年度は延べ 1,100 名以上の学生が参加するなど、就職活動に対する意識が非常に高い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

事前指導・実習（５日間）・事後指導の通年科目（２単位の認定あり・経営学科のみ必修科目） 

事前指導は、ビジネスマナーにはじまり企業研究、プレゼンテーション、グループワークなどさまざまな内容

を用意、安心して実習の準備ができます。実習後は学内に受入企業様を招いてインターンシップ報告会を実施。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

2021 年３月卒・既卒等の求人情報をお待ちしております。ぜひお声がけ頂きますようお願い致します。本学

キャリアセンターでは、企業様と連携して学生の就職活動を支援し、学生を育て送り出していきたいと考えて

おります。年間を通して数多くの就職支援講座および就職活動準備セミナーを開催しておりますので、ぜひ企

業様のご協力をお願い致します。今後とも本学学生へのご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ ジョウサ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 城西国際大学 
キャリア形成・ 

就職センター 
[就職課長] 篠塚 秀樹 千葉県東金市 

男性５２％ 

女性４８％ 

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、就職活動支援などの個別面談に取り組んでいます。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 793 
営業、サービス、事務、 

 情報処理・通信技術、 

医療専門職 他 

815 
 営業、サービス、事務、 

 情報処理・通信技術、 

医療専門職 他 

  － 

うち県内 

就職者数 
236 246   － 

卒業総数 957 1,012 1,125 

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 15％、サービス業 約 20％ 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

 体育会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。 

 一部には、自己分析や業種・業界研究が足りないことで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で単位認定をおこなっている正課のインターンシップと、企業独自で 

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。 

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

事務課キャリア 

形成支援課 

[課長] 渡辺 正志 
東京都千代田区 

神奈川県川崎市 

男性 60% 

女性 40％ 

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。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 3,421 
総合職（1,495）、営業（540）、事務系

（170）、その他（1,216） 
3,539 

総合職(1,486)、営業(568)、事務

系(227)、その他(1,258) 
3,500 

うち県内 

就職者数 
64 

総合職(32)、営業(3)、事務系(6)、その

他(23) 
80 

総合職(34)、営業(5)、事務系(8)、

その他(33) 
75 

卒業総数 3,881  4,014  4,000 

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 17.9％、教育公務 10.7％、金融 8.3％です。職種は、総合職 42.0％、営業 16.0％、警

察官 10.0％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。学問を通して、自分の特性を理解し、自分に適したキャリアを考える学生

も少なくありません。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」「どんな学びの苦労があって、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。 

https://www.jiu.ac.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ ダイイチコウギョウダイガク 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 第一工業大学 キャリアセンター 
[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.daiichikoudai.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 

第一工業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高度エンジニアとして活躍できる人材育成しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 
6

6 
総合職(9)・営業(4)・ＩＴ職(45)・その他（8） 

5

1 
総合職(1)・営業(8)・ＩＴ職(40)・その他（0）  

うち県内 

就職者数 
1 総合職(0)・営業(0)・その他（1） 1 総合職(0)・営業(1)・ＩＴ職(0)その他（0）  

卒業総数 
7

0 
 

6

3 
 83 

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：7 割、その他：3 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。 

 

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 
就職キャリアセンター 

就職部 就職課 
[課長補佐] 谷口 哲明 

東京都文京区 

・八王子市 
７：３ 

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 

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 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 

大学院 :  経済学研究科 商学研究科 言語学研究科 国際協力学研究科 地方政治行政研究科 工学研究科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神及び教育目標に基づき､国際性､専門性､人間性を備えた人材を育成することを目標とし､具えるべき以下の３つの

資質･能力を身につけ､各学科の学位授与方針を満たした学生に学士の学位を授与｡ 

国際性：多様な世界の人々や自分たちの社会をよく理解し、尊重する柔軟な姿勢を持ち、自国を含め世界の人々と協働して、

問題の発見や課題の解決ができること。 

専門性：それぞれの専門分野における基礎的な知識を修得し、これを実際の現場において活用し問題の発見と解決を図ること

ができること。 

人間性：自らの目標を持ち、その実現のため積極的に行動すると共に他人の思いや考えを受け止め理解し、自分の思いや考え

を的確に表現して意見を交わすことができること。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学部によるキャリア教育をベースに各学部と協働し、早い時期から社会への関心を持たせ、学生個々のキャリアビジョンに応

じて指導（アドバイス）就職ガイダンス（１年次より） インターンシップ  ゼミナールにおける社会人基礎力の育成  業

界フェア（業界職種研究）  合同企業説明会 他 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 1874 
営業(841)、事務(190)、情報処理技術者

(177)、他 
1805 

営業(821)、事務(191)、情報処理技術者

(175)、販売(133)、他 
 

うち県内 

就職者数 
65 

営業(30)、事務(11)、接客サービス(8) 

、販売(4)他 
66 

営業(32)、事務(11)、接客サービス(6)、

販売(6)、他 
 

卒業総数 2220  2119  2375 

学生の主な就職に関する傾向（業種

や職種等、その割合等） 

サービス 26.0% 卸・小売 24.1% 情報通信 13.2% 製造 8.8% 建設 5.9% 金融保険 5.7%  

運輸 4.9% 不動産 4.2% 公務員 4.0% その他 3.2% 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
素直 好奇心旺盛 活動的 

インターンシップの取組状況（単位

制、推奨期間、回数等） 

就職キャリアセンター主催インターンシップ ： 夏季、春季に実施 5 日間以上 学内選考、合格者の事前研修あり 次の

3 点を目的とする①「働く」ことの意義を学び、将来のキャリア形成への理解を深める。②企業とビジネスの仕組みを学ぶ 

③ビジネスマナーを学び社会性を身につける。 単位：学生本人が各学部に申請（各学部のカリキュラムにより、条件あり） 

学外インターンシップ ： 学生本人が自由応募 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

今年度の千葉県出身学部 4 年生は２８２名です。何卒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 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケイザイダイガク 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 千葉経済大学 キャリアセンター [室長] 玉田 聡子 千葉市稲毛区 
男性 85％ 

 女性 15% 

HP アドレス https://www.cku.ac.jp 連絡先電話番号 043-253-9928 連絡先メール dcareer@cku.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 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

学生が各自の進路を決める段階において、現在の学修と将来の就職とのつながりが見えるキャリア別の７つの

コースを設置しています。人間力・社会人基礎力も含めたそれぞれの就職に必要な「真の学力」を身に着けま

す。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

少人数教育の利点を活かし、個別指導に重点を置き、適性や希望により職業紹介及び進路や就職に関する相談

に応じています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 162 
営業職(92) 事務職(17) 

サービス職(26) その他(27) 
141 

営業職(70) 事務職(19) 

サービス職(18) その他(34) 
 

うち県内 

就職者数 
52 

営業職(31) 事務職(9) 

サービス職(4) その他(8) 
47 

営業職(28) 事務職(9) 

サービス職(3) その他(7) 
 

卒業総数 186  170  267 

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・小売業、サービス業、情報通信業、建設業、金融・保険業、公務員 他 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
真摯に積極的に就職活動に取り組んでいます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

■正課型：2020 年度状況 前期授業 15 コマ（2 単位）+夏季休業期間内に 2 社×2 日間の実習+後期研修 2

コマ+報告発表。履修者 2 年生 8 名、3 年生 17 名 

■自由応募型：2019 年度状況 4 月ガイダンス・4～6 月応募対策セミナー・7 月オリエンテーション・夏季

休業期間中に参加。参加者 セミナー（3 年生のみ）97 名、インターンシップ（3 年生のみ）94 名 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

 

 

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 [センター長] 川瀬 功 市川市国府台 
男性 75％ 

女性 25％ 

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 

本学では、建学の精神に基づき、「実学教育」を通じて創設者・遠藤隆吉が唱える「治道家」を育成すること

を教育の理念とし、以下の力を身につけ、所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、学位を授与する。 

 治道家とは、「大局的見地に立ち、時代の変化を捉え、社会の諸課題を解決する、高い倫理観を備えた指導者」

を指す。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

企業との連携(アライアンス企業ネットワーク)を積極的に推進し、就職マッチングサイト「me R AI」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支援制度も数多く設けている。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 1018 
販売・営業職（594）事務職（75）サ

ービス職（82）その他（267） 
1147 

販売・営業職（644）事務職（54）

サービス職（145）その他（304） 
704 

うち県内 

就職者数 
142 

販売・営業職（91）事務職（12）サー

ビス職（10）その他（29） 
178 

販売・営業職（123）事務職（16）

サービス職（13）その他（26） 
111 

卒業総数 1153  1281  1551 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

金融・IT・小売・商社等、多岐にわたります。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

企業からは「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。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

3 学年を対象とした、企業インターンシップを紹介する学内イベントを毎年実施しています。 

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 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２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 亀井寿代 千葉市稲毛区 
男性 60％ 

女性 40％ 

HP アドレス http://www.chiba-u.jp/careercenter/ 連絡先電話番号 043-290-2167 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。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 1,319 
事務従事者，教員，技術職，看護師・

保健師 
1,351 

事務従事者，教員，技術職，看護師・

保健師 
 

うち県内 

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

卒業総数 2,416  2,414  2,480 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
直近のデータでは，情報通信業への就職の割合が高くなっている点が目立っています。 

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，今年度のインタ

ーンシップでは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 チュウオウガクインダイガク 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 中央学院大学 就職部就職課 [課員] 我孫子市 
男子８５％ 

女子１５％ 

HP アドレス https://www.cgu.ac.jp/ 連絡先電話番号 
04-7183-6520 

内線 269 
連絡先メール shushoku@cgu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

商学部商学科・商学総合コース、経営コース、国際ビジネスコース、経済コース、スポーツキャリアコース 

法学部法学科・司法コース、行政コース、ビジネスキャリアコース、フィールドスタディコース、スポーツシ

ステムコース 

現代教養学部現代教養学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

公正な倫理観と社会観の涵養を目指し、徹底した少数教育を通して社会人スキルと想像力を備えた有能な社会

人の育成 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人一人にそり寄った指導を行うとともに(STAND BY YOU)、各種講座、面接指導を行っています。現在は

オンライン面接に向けての指導に注力 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 473 販売小売業 528 販売小売業  

うち県内 

就職者数 
61 サービス業 78 サービス業  

卒業総数 536 公務 621 公務 748 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
公務員、卸小売業、サービス業の希望が多い傾向。最近では SE を希望する学生もおります。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
積極性と行動力があり、何事にも真摯に取り組む。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学ではインターンシップを単位化は行っておりません。あくまで自身の進路に向けた準備、企業研究の一環

として参加を促しております。推奨期間としては 3 日～5 日ほどでお願いできればと考えております。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

引き続き求人票のご提供をお願いいたします。OBOG の情報をいただけると幸いです。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ テイキョウヘイセイダイガク（チバ） 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 [主任] 森 健次 市原市 
男性７０％ 

女性３０％ 

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 
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）  

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 

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。  

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 99% 医療技術者、販売、教員、公務員、サービス - 

うち県内 

就職者数 
40％ 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） 

業種は主に、医療、福祉、教育、公務、生活関連サービス、小売業などである。    

職種は主に、医療技術者、販売従事者、教員、公務員、サービスなど幅広い傾向にある。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
素直、挨拶がきちんとできる、元気がある、判断力に優れている 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップは 3 年生で単位制を取っている。原則参加期間は、4 月～1 月を推奨。 

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。 

 

カナ トウキョウジョウホウダイガク 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 東京情報大学 キャリア課 [課長補佐] 瑞泉 真樹 千葉市若葉区 
男性：80％ 

女性：20％ 

HP アドレス http://www.tuis.ac.jp 連絡先電話番号 043-236-4614 連絡先メール shushoku@affrs.tuis.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 総合情報学部・総合情報学科、看護学部・看護学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

学位授与の方針(ディプロマポリシー)：総合情報学部 社会人・組織人として活躍するために必要な問題発見能

力、問題解決能力、そして論理的思考力などの汎用的技能を身に付け、多様な分野が複雑に関連しながら進化

を続けている情報社会の方向性とその進化の過程に存在する課題を総合的、多面的な見方で捉え、解決するこ

とができる能力を身につけた学生に学士（総合情報学）の学位を授与する。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

≪キャリア教育≫本学では、独自のキャリア支援プログラム「J ナビ：総合的キャリア教育」を展開している。 

本プログラムは、カリキュラムと連動した様々な取り組みを通して、学生に将来の自分をイメージさせ、自分

にとっての生きがい、職業人としてのやりがい、自立・独立、社会への貢献など多種多様な価値観を形成する

ことを目的としており、２年次生より学年進行に合わせてプログラムを展開している。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 320 情報処理・通信技術者、営業・販売 325 情報処理・通信技術者、営業・販売  

うち県内 

就職者数 
63 営業・販売 60 営業・販売  

卒業総数 403  384  459 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
本学の専門領域が「情報」であることから、「情報・通信」の業種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 
比較的控えめ雰囲気がありますが、素直で誠実な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） 

本学は、キャリア教育の一環として、３年次に単位制科目（選択）として実施しています。夏期休業期間中（８

月上旬から９月上旬）に実習期間５日間を基準にインターンシップへ参加しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
千葉県内出身学生が多く、就職希望学生の割合が高いことから、本学への求人を是非ともお願い致します。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

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・遠藤 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)、福祉心理学科(※2)、日本伝統文化学科(※3)、国際言語文化学科(※3) 

（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 ※2：2018 年度より募集停止 ※3：2018 年度入学者より十条台キャン

パス、2019 年度より募集停止 

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の職員が一丸となり、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て細やかな支援を行います。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 35 営業、販売、サービスなど 105 

うち県内 

就職者数 
33 営業、販売、サービスなど 3 営業、販売、サービスなど 30 

卒業総数 131  126  130 

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 

教育理念「共生とコミュニケーション」を基に「人間理解」「多文化理解」「豊かな自己表現」を学んだ学生は、

真面目でコミュニケーション力が豊かな「有徳有為」な人材です。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

3 年生向けにインターンシップを選択科目(単位制)で設置しております。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。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

千葉キャンパスの学生は 5 割近くが千葉出身ですが、年々と都内就職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、東京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。 

 

カナ トウホウダイガク 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 東邦大学 
キャリアセンター

（理学部担当） 
[課長] 高橋 光代 船橋市 

男性 47％ 
（理学 62％） 

女性 53％ 
（理学 38％） 

HP アドレス https://www.ncareer.tohou.ac.jp/index.html 連絡先電話番号 047-472-1823 連絡先メール shoku@toho-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

習志野キャンパス：理学部（化学科、生物学科、生物分子科学科、物理学科、情報科学科、生命圏環境科学科）、

薬学部、健康科学部（看護学科）、大学院（理学研究科、薬学研究科）。大森キャンパス：医学部、看護学部、

大学院（医学研究科、看護学研究科）。 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

東邦大学は、90 有余年の歴史と伝統のある自然・生命科学の総合大学です。学位授与方針：本学は、建学の

精神と教育理念のもと、「高い倫理観と豊かな人間性をもって、自然と生命の科学で社会に貢献する人材」を

育成することを使命としています。各学部で定める所定の教育課程を修め、下記の能力を身に着けた学生に学

士の学位を授与します。 

「知識・技能と課題解決力、共存型リーダーシップ、社会的責任感・倫理観、自己研鑽、科学的研究心、国際性・多様性」 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生一人ひとりの希望をかなえるために、キャリアセンターの職員と各学科の教員が徹底した個人指導を行っ

ています。「就職講座」「公務員試験対策講座」などの各種講座や企業合同説明会、進路ガイダンスなどの就職

関連イベントが多数開催され、内定獲得までのステップを確実に刻めるようにきめ細かに指導しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 554 
医療専門職、総合職、エンジニア職、営業、 

教員、事務職、その他 
555 

医療専門職、総合職、エンジニア職、 

営業、教員、事務職、その他 
 

うち県内 

就職者数 
164 同上 116 同上  

卒業総数 703 左記の実績数は習志野キャンパス分記載 720 左記の実績数は習志野キャンパス分記載 781 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

医療系、教育系、公務員、化学系、環境系、情報通信、など多岐にわたる就職を希望しております。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の学生は、素直で真面目で心優しい学生が多く、学部学科を超えた交流があり幅広視野と実験実習により

身につけられた論理的思考をもち理学系の強みを生かし幅広く業界・職種で活躍しております。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

理学部のみ選択科目としています。履修した学生には、連携企業様に東邦枠として夏休み５日以上のインター

ンシップの受入をお願いしております。事前にマナーを含む５回の講義と事後に成果報告会を義務づけていま

す。学部では貴重な機会として、今年は感染予防も指導したうえ実施いたしました。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学理学部では、化学科、生物学科、生物分子科学科、物理学科、情報科学科、生命圏環境科学科の６学科か

ら毎年５００名以上の学生が卒業および修了しています。千葉県内出身者も多く県内での就職を希望している

学生が一定数おりますので、貴社の採用状況をお教えいただけますようお願いいたします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ トウヨウガクエンダイガク 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 東洋学園大学 キャリアセンター [部長] 金子 光雄 東京都文京区 
男性 56.9％ 

女性 43.1％ 

HP アドレス https://www.tyg.jp/ 連絡先電話番号 03-3811-1905 連絡先メール shushoku@of.tyg.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

グローバル・コミュニケーション学部・グローバル・コミュニケーション学科/英語コミュニケーション学科 

人間科学部・人間科学科 

現代経営学部・現代経営学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「自彊不息（じきょうやまず）」すなわち「自らたゆまず努力を続ける」を建学の精神とし、時代の変化に柔

軟に対応する幅広い知識や考え方を学ぶ教養教育に加え、グローバルな視点を持ち、自ら考え、行動する人を

目指し全学部で必修化。各学部の特性を活かし、好奇心を持ち、自らを探究する自律的学習者を育成します。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

少人数制だからこそできるきめ細やかなサポート体制で、エントリーシート・履歴書の添削や模擬面接、筆記

試験対策講座や就活に役立つ課外講座、企業見学ツアーなど多彩なプログラムを実施。キャリア教育科目と連

動し、自らのキャリアを構築する力を培う支援が特徴。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 342 
営業・販売職（208）事務職（53）サ

ービス職（43）その他（38） 
373 

営業・販売職（188）事務職（42） 

サービス職（77）その他（66） 
 

うち県内 

就職者数 
21 

営業・販売職（11）事務職（5）サービ

ス職（3）その他（2） 
16 

営業・販売職（8）事務職（1）サー

ビス職（6）その他（1） 
 

卒業総数 428  480  641 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

広く多様な業界に就職している。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

素直、調和を取る、各学部の特性が学生にも反映されている（グロ：社交的、人間：思いやりがある、現代：

行動力がある） 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

単位認定するキャリア教育科目を複数設定。1 年次「スタートアップインターンシップ」（学内）、2.・３年次

「インターンシップ演習」（学外）を開講している。推奨期間としては、1～2 週間。短期間のものであれば、

夏季・春季など長期休暇を利用して、複数社のインターンシップ体験を勧めている。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

まだまだ伸び代がある学生なので、入社してからの成長に期待して育成してほしい。 

 

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 アドレス 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。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 530 販売・営業職、事務職、教員等 558 販売・営業職、事務職、教員等  

うち県内 

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

卒業総数 652  654  740 

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（15％）・小売業（12％）・卸売業（11％） 

国際政治経済学部：情報通信業（14％）・サービス業（12％）・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育成して頂きたいと願ってい

ます。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ ブンキョウガクインダイガク 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 文京学院大学 キャリアセンター [担当マネジャー] 平野敬一 東京都文京区 
男性 38% 

女性 62％ 

HP アドレス https://www.u-bunkyo.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-5684-4901 連絡先メール khirano@bgu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

外国語学部英語コミュニケーション学科 経営学部経営コミュニケーション学科 人間学部 コミュニケー

ション社会学科、児童発達学科、人間福祉学科、心理学科 保健医療技術学部 理学療法学科、作業療法学科、 

臨床検査学科、看護学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神である「自立と共生」の理念を理解し、校訓である「誠実」「勤勉」「仁愛」を実現し、グローバル

社会にふさわしい、幅広い教養と、実務社会の要請に適う技能を身に付け社会に貢献できる人材を育成します。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

自立と共生を理念として、グローバル社会で活躍する人材を育成 

本学では、学生一人一人の「自己の可能性の探求と、主体的なキャリアデザインの形成」をサポートするための、BUNKYO-

Career Design Program を実施し、独自の個別就職支援と徹底した実学教育を行っています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 865 

総合職（274）・サービス(81)・事務(51) 

・販売(10)・技術(38)・医療専門職(171)・

福祉専門職(52)・保育士(59)・教員(37)・製

造技術者（4）・看護師（68）・その他（20） 

812 

総合職(271)・事務(47)・技術職(47)・ 

サービス(52)・販売(3)・医療専門職

(180)・保育士(62)・福祉専門職(39)・

教員(35)、製造技術者（2）・看護師（67）・

その他（7） 

 

うち県内 

就職者数 
29 

総合職(6)・事務(2)・専門職（4）、教員（1）・

サービス（5）・医療専門職（4）・看護師（5）・

その他（2） 
33 

総合職(5)・事務(1)・医療専門職(9)・ 

福祉専門職(3)・教員(2)・サービス（3）・

医療技術者（5）技術職（2）・看護師（3） 
 

卒業総数 989  925  1,172 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

外国語学部、経営学部、人間学部コミュニケーション社会学科および心理学科では企業就職希望者が多く、人

間学部児童発達学科･人間福祉学科、保健医療技術学部では専門職を希望する学生が多くいます。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
インターンシップや実習、ボランティア活動などを通じて、思いやりを身に付けている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） 

外国語学部では国内外の、経営学部では豊富な国内のそれぞれ正課インターンシッププログラムを整えていま

す。（今年度前期は新型コロナウィルス感染拡大の影響でとりやめております） 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

委員会活動やサークル等、様々な活動に真剣に取り組んでいる学生が多いため、それらの面も評価して頂ける

とありがたいです。 

 

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 
キャリアサポート

センター 
[部長] 吉岡 重雄 

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 03-3492-6697 連絡先メール yoshiokas@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） 

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。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 1,891 
総合職(529)、営業・販売職(477)、事

務職(194)、SE 職(184) 
1,913 

総合職(478)、営業・販売職(454)、

事務職(205)、SE 職(201) 
 

うち県内 

就職者数 
92 

公務(24)、総合職(19)、営業・販売職

(18)、事務職(9)、SE 職(7) 
107 

総合職(28)、営業・販売職(26)、公

務(18)、事務職(9)、福祉職(7) 
 

卒業総数 2,206  2,309  2,718 

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（2020 年 3 月卒：13.5％）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。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２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 進路指導部 [担当部長] 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 / 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 / 資格試験に沿った授業内容で、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 
授業参観 / 校内就職説明会 / インターンシップ / アルバイト研修 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 81 建設(55) / 不動産(4) / 他(22) 66 建設(52) / 他(14) - 

うち県内 

就職者数 
35 建設(21) / 不動産(1) / 他(13) 19 建設(14) / 他(5) - 

卒業総数 106 就職(75％) / 進学(13％) / 他(13％) 102 就職(65％) / 進学(10％) / 他(25％) 142 

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 
地元志向もあって、県内の希望者は多い / 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 回または授業後、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 
千葉県内での就職も伸ばしたい。流通、サービス業など、他業種からの求人も募集 

 

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

 2019 年 3 月修了 2020 年 3 月修了 2021 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 36 
設計,加工,組立等（９）、航空機整備士等航空

関連（２７） 
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） 
 

うち県内 

就職者数 
９ 

設計,加工,組立等（７）、航空機整備士等航空

関連（２）、 
７ 設計,加工,組立等（７）  

修了総数 38  4４  46 

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。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２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７割 

女３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。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 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 ５９ 
接客販売、福祉介護、情報通信、 

清掃等 
８４ 接客販売、福祉介護、情報通信等 未定 

うち県内 

就職者数 
５９  ８４ 

 

 
未定 

卒業総数 ６３  ９１  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）                    ア～サ行 

 

 

 

 

 

 

 
 

リクゼミ参加 プロジェクト参加

1 W 株式会社　赤門 ③
千葉県内に焼肉ファミリーレストラン「赤門」4店舗、黒毛和牛焼肉「凱旋門」11店舗

の展開。
シート 22

2 △ 株式会社　アクアテック ③ アウトソーシング業 Ａ 22

3 新井総合施設　株式会社 ③ 産業廃棄物処分業 Ａ 23

4 ○ 株式会社　アルファ・オイコス ① 産業用ヒーター・加熱装置等の開発・製造 Ｃ 23

5 一宮運輸株式会社　関東支社 ① 運輸業、倉庫業、製造補助業、飲料水製造・販売・設置業 Ａ 24

6 W △ 株式会社インターコムR&Dセンター ① ソフトウェア業 シート 24

7 株式会社　永光自動車工業 ③ ボデー製作、自動車整備・販売 Ｂ 25

8 株式会社　エイシル ③ 業務システム開発、アプリケーション開発、サーバネットワーク構築 Ｃ 25

9 ○ 株式会社 NBSロジソル ① 運輸業(総合物流サービス業) Ａ 26

10 株式会社　エバーブレス ① 土木工事　主にマンションの外構工事 Ｂ 26

11 株式会社　エム・ケイ ③ web制作、業務システム開発、アプリケーション開発、サーバネットワーク構築 Ｃ 27

12 エメラルドサポート株式会社 ③ 訪問介護スタッフ シート 27

13 ☆ 〇△ 株式会社 エルピオ ① ガス・電気の供給 Ｄ 28

14 ○ 株式会社　オカモト ① 建設業（管工事・土木一式工事） Ｂ 28

15 △ 空間情報サービス 株式会社 ① 測量業 Ｃ 29

16 ○ 京設工業株式会社 ① 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 Ｃ 29

17 医療法人社団　健恒会 ③ 歯科助手 Ｄ 30

18 社会福祉法人　健恒会 ③ 介護 Ｄ 30

19 興栄燃料　株式会社 ④
①ガソリンスタンドでのカーケア商品販売・営業・軽作業　②プロパンガス顧客へのルー

ト営業及び新規開拓、器具等取付
Ａ 31

20 ○ 株式会社 小島製作所 ① 製造業・建設機械部品製造組立 シート 31

21 ☆ 〇 株式会社サイプレス・ソリューションズ ③ 情報処理 Ａ 32

22 ☆ ○
公益財団法人日産厚生会

佐倉厚生園病院
③ 医療・福祉 シート 32

23 三輝工業　株式会社 ① プラント建設 Ｄ 33

24 株式会社　三和システム ① セキュリティ・電気・通信工事業 Ｄ 33

25 ☆ ○△ 株式会社　三和テレム ① 情報通信設備工事業・電気工事業 Ｃ 34

26 株式会社 ジャストケア ③ 訪問介護事業・通所介護事業 シート 34

27 ☆ ◎ 株式会社　シルバーとっぷ ② 福祉用具専門商社 Ｂ 35

28 ☆W 株式会社　新栄 ① 非金属製品プレス加工(パソコン、自動車等工業部品製造) Ｂ 35

29 ☆W ○ 信和産業　株式会社 ① 印刷業（食品パッケージの製造販売） Ｃ 36

30 株式会社スウィングベーカリー ① 食料品製造業 Ｄ 36

31 社会福祉法人　斉信会 ③ 障害のある方への支援 Ｂ 37

32 ☆W ○ 社会福祉法人泉寿会いずみ苑グループ ③ 福祉 Ｂ 37

33
セントケア千葉　株式会社

（セントケア・グループ）
③

弊社は、介護サービスを通し、お客様に「安心・満足・喜び」という信頼を提供しています！訪問入

浴や訪問介護などの訪問系サービスはもちろん、デイサービスや小規模多機能居宅介護などの施

設系サービス、福祉用具のレンタル・販売や住宅リフォームまで、幅広いサービスを展開しています。

Ｃ 38

34 創販　株式会社 ① 計装業 Ａ 38

掲載

ページ

プロジェクト参加状況
会社名 業種コード 業種詳細 参加形態
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参画企業一覧（50 音順目次）                    タ～ラ行 

 

 

 

 □リクルーター養成ゼミ・記号 

 ☆・・昨年度までの通所型セミナーへ参加 

 W・・今年度の Web型セミナーで受講中 

 

 □プロジェクト参加実績・記号 

 ◎・・昨年度までの若手社員リーダー化プログラム・次世代リーダー社員マネジメント力強化研修へ参加 

 ○・・昨年度までの採用・定着・育成をテーマとした他のセミナー、教育機関連携のプログラム参加 

 △・・今年度の採用をテーマとした他のセミナーへのお申込            ※7 ページの説明も併せてご覧ください。 

リクゼミ参加 プロジェクト参加

35 ○ 社会福祉法人　大成会 ③ 障害福祉サービス Ｂ 39

36 ○ 株式会社大電テクニカ ① 電気通信業　電気業　SIビジネス シート 39

37 株式会社　大東青果 ④ 青果物(野菜や果物)の小売り Ｂ 40

38 株式会社　高橋マシニング ① 金属精密機械加工業 Ｂ 40

39 竹村電気工事　株式会社 ① 電力送電線設備の建設および保守 Ａ 41

40 館山信用金庫 ① 金融機関 Ａ 41

41 △ 田辺建設　株式会社 ① 建設業 Ｂ 42

42 ☆ 千葉窯業　株式会社 ① コンクリート製品製造業 シート 42

43 中外テクノス　株式会社 ③
専門コンサルティング 、環境・建設コンサルタント、非破壊検査、ソフトウェア開発、電

気・計測機器メンテナンス
Ｂ 43

44 長印船橋青果　株式会社 ② 青果物卸売業 Ａ 43

45 ☆W ◎○△ 株式会社　ティーエスケー ①
大型・高層マンション、集合住宅、商業施設ビル、公共施設等建物の大規模改修

工事業。
Ｄ 44

46
社会福祉法人天光会　特別養護老人ホーム

シャイニー中央
③ 介護職 Ｄ 44

47 天伸　株式会社 ① ばね製造販売 Ｂ 45

48 東京ガスライフバル千葉　株式会社 ④ 東京ガスの委託業務。ガス器具及び住宅設備機器の販売・修理・施工等 Ｃ 45

49 ○ 東邦塗装工業株式会社 ① 塗装工事業 Ｃ 46

50 ☆ ○△ 株式会社　トヨタレンタリース千葉 ③ 自動車のリース・レンタル Ａ 46

51 株式会社　成田デンタル ② 歯科医療（歯科技工物） Ｃ 47

52 ☆ ○ 社会福祉法人　南生会 ③ 老人介護 シート 47

53 日本企画　株式会社 ③
IT系企業（情報処理サービス業） 

開発系、インフラ系、運用系等一貫したシステムサービスを提供
Ｄ 48

54 株式会社 ネクステージ ① 情報通信業 Ｃ 48

55 △ ネクストワンインターナショナル　株式会社 ① オリジナルブランド『with mamaの家』という新築木造戸建住宅を販売・施工しています。 Ｃ 49

56 W △ ビィー・トランセホールディングス　株式会社 ① 旅客自動車運送業 Ｃ 49

57 △ 社会福祉法人光福祉会　ひかり保育園 ① 保育所 シート 50

58 ☆ ○ 株式会社　美光商会 ④ ドコモショップスタッフ シート 50

59 株式会社　フクダ産業 ① 医療機器の開発製造、販売及び輸出入 Ｄ 51

60 ☆ ○ 社会福祉法人　豊立会 ③ 高齢者福祉事業 Ａ 51

61 株式会社　ホリキリ ① 輸送用機械器具製造業 Ｄ 52

62 ☆ △ 株式会社みかわや ④ 呉服小売業 Ｄ 52

63 株式会社　ミヤコシ ① 産業用印刷機及び加工機の製造・販売・保守 Ｄ 53

64 明正工業　株式会社 ① 建設業 Ａ 53

65 社会福祉法人　八越会　ちどり保育園 ③ 第二種社会福祉事業　保育所 Ｄ 54

66 株式会社　与志建設 ① 総合建築業　不動産業 Ｂ 54

67 ○ 株式会社 レカムサービス ④ ドコモショップ運営・管理 シート 55

参加形態
掲載

ページ

プロジェクト参加状況
会社名 業種コード 業種詳細
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ 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 千葉県内店舗 
経営企画室人事 

セクション 
[チーフ] 松浦 彩恵 

HP アドレス http://www.akamon.co.jp/ 連絡先電話番号 047-484-3301 連絡先メール saiyou@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・主体性がある方 

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 2 倍強となる約 11％！ 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委機関名 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

大卒 4 7 7 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、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 
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／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 

 

カナ カブシキガイシャ アクアテック 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 アクアテック 市原市 有 総務人事部 [採用担当] 水島 正明  

HP アドレス http://www.aquatech-group.co.jp/ 連絡先電話番号 0436-42-5911 連絡先メール oubo@aquatech-group.co.jp 

当社が求める人物像 
①気持ちよく挨拶ができる人 ②ウソなく素直に報告できる人 ③相手を気遣うことができる人  

④何かひとつ本気で打ち込んだことがある人 

事業概要 PC・スマートフォン向け電子部品や倉庫、物流施設での管理などを中心とした人材サービスを行っています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

2000 年 6 月に千葉県市原市八幡の地に設立以来、地域密着の事業展開を行い、時には地域の皆様やお取引様に 

支えをいただきながら着実に成長を続けてまいりました。 

現在では日本全国に複数拠点を構え、グループ会社を保持する企業にまで拡大しております。 

主な募集職種（名） 製造オペレーター及び手作業による部品組立業務 
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 
【電子機器の製造・検査・製品評価業務】 

クリーンルーム内でオートメーション化された製造機械の操作が主な業務です。 
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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 4 9 10  

専修学校卒 1 0 5  

高卒 5 8 10  

研修制度 

新人研修 3 泊 4 日の合宿研修（入社時） 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

特になし 
社員研修 

健康診断・安全衛生教育・その他、弊社独自のカリキュラムにより、 

専門分野に対する、レベルアップの教育・研修を実施。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 

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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ アライソウゴウシセツ カブシキカイシャ 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 新井総合施設 株式会社 君津市 無 
総務部 

総務人事課 
[課長] 村上 勇 

HP アドレス http://www.arax-g.jp/ 連絡先電話番号 03-6220-1902 連絡先メール i-murakami@arax-g.jp 

当社が求める人物像 環境インフラ事業に携わりたい方、社会貢献したい方、人々の生活を陰ながら支えたい方 

事業概要 

産業廃棄物の最終処分場の保有及び維持管理・運営 

産業廃棄物や千葉県内における焼却施設等の廃棄物を受け入れ埋立を行っています。 

活動に伴い発生する廃棄物を受け入れ処理することで社会に貢献する環境企業です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

首都圏最大級の廃棄物埋立処分場を保有、運営しております。 

現在、第Ⅲ期埋立処分場を建設しており、国内最大級の廃棄物処理業者を目指しております。 

主な募集職種（名） 総合職(東京都勤務)、技術職および事務職(千葉県勤務) 
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 

総合職：営業、経理、総務 

技術職：行政との折衝、施設の維持管理 

事務職：取引先対応、提出書類作成、その他総務 

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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 5 3 10 千葉工業大学、和洋女子大学、千葉商科大学 

専修学校卒    木更津工業高等専門学校 

高卒    市原高校、長挟高校、君津商業高校、君津青葉高校、木更津東高校 

研修制度 

新人研修 
約一ヶ月、業界について学ぶ研修・ビジネスマナー研修・パソコン研修を 

行います。 入社前準備： 

資格、経験など 

入社までに普通自動車 

免許(AT 限定可)の取得 

 
社員研修 

月一回、自己啓発研修を行っています。 

また、業務上必要となる資格の取得は全額会社負担。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

退職金制度、育児介護休暇制度 

公的認定 

ISO14001 

ウェステック大賞2005 環境

大臣賞 

 

カナ カブシキガイシャ アルファ・オイコス 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 アルファ・オイコス 佐倉市 無 
管理部 

総務人事 GR 
[採用担当] 五十嵐倫子 

HP アドレス http://alpha-oikos.co.jp/ 連絡先電話番号 043-498-2105 連絡先メール tigarashi@alpha-oikos.co.jp 

当社が求める人物像 

私たちは、「チャレンジ精神」をもって新しいものに挑戦しようとする人、「熱意と行動力」をもってやり抜こうと 
する人、「チームワーク」を大切に切磋琢磨していく人を求めています。頭で考え、言葉で伝え、行動で変えていく、 

その経験の積み重ねが必ず将来の糧になります。私たちと共に学び、共に行動し、共に成長していきましょう！ 

事業概要 産業用ヒーター・加熱装置等の開発・製造 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

わが社は、産業用ヒーター･加熱装置等の開発･製造メーカーとして、さまざまな産業を支える「熱」に関わるモノづく 
りを通じて、お客様や社会のあらゆるニーズやウォンツに、オーダーメイドのモノづくりでお応えしています。社内で 
は、１５０名の幅広い世代が集い交流し、社員を家族のように大切にしています。一人ひとりが向上心をもって挑戦し、 

みんなが応援し、会社は社員の頑張りを真剣に評価しています。 

主な募集職種（名） 製造・技術職    購 買 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 
製造・技術職：産業用電熱機器の製造･製品開発、生産管理（工程･品質･原価）、改善活動 等 

購   買   職：部材発注・仕入・検品、見積、外注管理、調達先の開拓 等 

有 

（毎夏５日間以上） 

 

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 ０ ２ ２ 千葉工業大学・日本大学・工学院大学・東洋大学・東京電機大学・麗澤大学 等 

専修学校卒 ０ ０ １ 木更津工業高等専門学校・市原高等技術専門校 等 

高卒 ２ ０ ２ 千葉工業高校・京葉工業高校・佐倉高校・印旛高校・八街高校・東邦高校 等 

研修制度 

新人研修 
入社後３ケ月間の新入社員研修を行い、社会人としての心構えや知識・ 
スキルの習得し、仕事に必要な知識や技術、また業務内容や企業風土・ 

企業理念・就業規則等を学び、仕事や会社への理解を確実に深めます。 
入社前準備 

資格、経験 

など 

仕事に関する図書紹介 

や情報提供を行います。 
資格・経験は特に必要 
ありません。 社員研修 

階層別研修、専門技術・技能研修、公的資格取得支援制度等を通じて社 

員教育を実施するとともに、ＯＪＴによる実務指導を行っています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

昇給：年１回、賞与：年２回、手当：家族･住宅･通勤の各種手当･昼食 
補助･誕生祝い、各種社会保険完備、退職金制度･財形貯蓄･育児介護休 

業制度等、完全週休２日制、夏季・年末年始休暇（年間休日１２４日） 
公的認定 

「ユースエール認定事業所」 
「健康経営優良法人2020  
中小規模法人部門」 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ イチミヤウンユカブシキカイシャ カントウシシャ 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 一宮運輸㈱ 関東支社 市原市・袖ヶ浦市 無 総務部 [採用担当] 一宮
いちみや

 欣
やすし

 

HP アドレス https://www.ichimiya.co.jp/tran/ 連絡先電話番号 0436-62-0138 連絡先メール yasushi_ichimiya@unnyu.ichimiya.co.jp 

当社が求める人物像 
目標に向かって意欲的に行動できる人・未知な分野への好奇心/チャレンジ精神がある人 

・状況に柔軟に対応できる人 

事業概要 
貨物輸送・倉庫保管管理・化学工場内での製造補助業務/輸送業務・産業廃棄物の収集運搬・ 

ボトルウォーターの製造/配送/販売・引っ越し業務 など 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
幅広い事業展開・様々な人事教育制度あり・アットホームな社風・安定した業績を維持・資格取得支援制度あり 

主な募集職種（名） 製造オペレータースタッフ 
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 化学工場内製造プラントでの製造・出荷に関する業務（原料投入・出荷業務・検査業務 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒 4 4 4 君津青葉高校、市原高校、木更津総合高校、市原緑高校、千葉経済大学付属高校 

研修制度 

新人研修 
一宮グループ研修（入社年度 2 回）・フォローアップ研修（2 年目と 4 年目

に実施）・配属後面談 等 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

（AT 限定可） 

社員研修 
目標管理面談（年に 2 回）・スペシャリスト育成制度（物流技術管理士）・ 

中堅社員研修（年に 1 回）・安全教育研修 女性社員研修 等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

従業員団体（親幸会）による多様な厚生行事の実施・一般社員と会社幹部と

の合同で行う経営企画会議（経営協議会・年に 2 回）・ 

新築の社員寮（2020 年 12 月完成予定） 

公的認定 
グリーン経営認証、G マーク認

定営業所、引越優良事業者 

 

カナ (カ）インターコムアールアンドディーセンター 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 インターコム R&D センター 南房総市千倉町 無 管理部 [採用担当] 宮川 晴美 

HP アドレス https://www.intercom-rdc.co.jp/ 連絡先電話番号 0470-28-5666 連絡先メール recruit@intercom-rdc.co.jp 

当社が求める人物像 
自ら考え、周囲とコミュニケーションを取って行動する人。 

共に成長できる環境でチャレンジしてみたい方、ぜひご応募ください！ 

事業概要 
グループ会社である(株)インターコム（パソコン通信ソフト 売上 20 年連続 No.1）の業務の一端を担い、 

コールセンター業務、IT ソフトウェア開発・検査業務、商品の組立て及び配送センター業務を行っています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
２０～３０代の方が中心となって活躍しており風通しも良く、１人 1 人の頑張りがしっかりと評価される社風です。 

主な募集職種（名） 

①コールセンター職 

②テストエンジニア職 

③開発エンジニア職 

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 

①製品の使い方やエラー対応方法を電話やメールでお客様へご案内します。 

②ソフトウェアのテスト業務です。将来的にはテストの設計も行っていただきます。 

③パッケージソフトの新機能開発、カスタマイズ開発を行います。 

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委機関名 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

大卒 1    

専修学校卒  1   

高卒 2 4  長狭高校、安房拓心高校 

研修制度 

新人研修 外部：新入社員向けビジネス研修  
入社前準備： 

資格、経験など 

弊社およびグループ会社

のホームページをご覧に

なり、理解を深めておい

てください。 社員研修 OJT 研修、スキルアップ研修 等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

各種社会保険完備、交通費規定内支給、各種休暇制度、慶弔見舞金 

資格取得支援、メンター制度、レクリエーション補助制度 
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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ エイコウジドウシャコウギョウ 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 株式会社 永光自動車工業 千葉市若葉区 無 財務部 [財務部チーフ] 吉野 隆行 

HP アドレス https://www.ea-net.co.jp 連絡先電話番号 043-231-8211 連絡先メール 
info@ea-net.co.jp 

ceo@ea-net.co.jp 

当社が求める人物像 知的好奇心が旺盛で、自ら学び、よく考え、行動できる、社会人たるにふさわしい人。 

事業概要 
特種用途自動車設計製作、ボデー架装製作、自動車販売・車検・修理 

選挙カーレンタル、選挙参謀サービス、遊具企画製作販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

顧客に寄り添う創意工夫溢れる提案力で、高い技術力をベースに、さまざまな特種車を設計製作しており、顧客から

絶対的な安心と信頼をお寄せいただいております。自動車だけでなく、明るく柔軟な発想でさまざまなものづくりに

チャレンジしています。「ものづくりで社会貢献」がわが社の経営理念です。 

主な募集職種（名） 営業（2 名）、技術者（金属加工・溶接・組立等）（4 名）、設計・デザイン（1 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 営業（既存顧客回り、新規営業）、技術者（現場技術作業）、設計・デザイン（設計等実務） 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 1 2 千葉工業大学、明海大学、日本大学、千葉商科大学 

専修学校卒 1 0 1 日本自動車大学校、千葉県自動車大学校 

高卒 1 1 １ 大網高校、八千代高校、千城台高校 

研修制度 

新人研修 
OffJT による新入社員研修あり。 

社会人一般研修は全員受講、職種毎に新人研修あり。 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許推奨。 

職種毎に渡す資料の読

了。各種資格取得推奨。 社員研修 
OffJT による社員研修あり。 

職種毎に社員研修・技術研修あり。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

各種社員割引制度。会員制リゾート施設利用可。禁煙手当制度あり。 

ＢＢＱ大会、忘年会（納会）。社内サークル支援。社員旅行（休止中）。 

英会話習得支援。各種資格取得手当及び支援。 

公的認定 
千葉市元気企業認定、千葉県経

営革新計画承認 

  

カナ カブシキガイシャ  エイシル 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 エイシル 千葉市中央区 無 営業部 [採用担当] 川口 福美 

HP アドレス http://www.asil.co.jp/ 連絡先電話番号 043-216-2664 連絡先メール f-kawaguchi@asil.co.jp 

当社が求める人物像 

文理不問！チームワークを大切にできる方大歓迎です。入社後に外部のプログラミングスクールへ通学いただくので、

プログラミングや IT の経験は不要です。IT に何らかの興味があり、今後エンジニアとして技術を習得し続けることが

苦ではない方、お待ちしております。 

事業概要 
ソフトウェア開発（システムエンジニアリングサービス、受託開発、自社パッケージ開発） 

パッケージソフトの代理店販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

毎年増益・増員を重ね好調に事業拡大中です。官公庁・自治体系のお仕事が多く、景況に左右されにくい安定性が 

あります。社員の 8 割が千葉在住であり、都内のプロジェクトに配属となっても通勤範囲など配慮しております。 

主な募集職種（名） システムエンジニア 
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 BtoB での業務アプリ開発（プログラミング） 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 1 3 江戸川大学、流通経済大学（松戸キャンパス） 

専修学校卒  1  船橋情報ビジネス専門学校 

高卒     

研修制度 

新人研修 
外部プログラミングスクール(3 ヶ月)、IT リテラシー研修、セキュリティ研

修、ビジネスマナー研修 入社前準備： 

資格、経験など 

なし 

社員研修 
社内プログラミング勉強会、e ラーニング（資格取得支援）、ビジネスマネ

ジメント研修、コーチング研修、 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社内プログラミング勉強会（手当有）、資格取得支援制度、英会話教室（手

当有）、業務外の傷病に対する保険制度、テーマパークや飲食店で利用でき

る福利厚生クーポン、再雇用制度 

公的認定 
健康企業宣言、健康優良企業認

定 ※R2.10 認定予定 

 

mailto:info@ea-net.co.jp


- 26 - 

 

 採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２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 八街市 木更津市 有 無 
経営戦略部 

人材開発室  

東日本ｴﾘｱ 

 

[採用担当] 谷口 和美 

 

HP アドレス http://www.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 経営理念に共感し､会社と共に成長していける人 

事業概要 運輸業（総合物流サービス業） 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

ﾄﾗｯｸ､ｺﾝﾃﾅ輸送､倉庫保管､海外貨物の取り扱いまで幅広い物流サービスを手がけています｡若手社員からベテラン社員

まで 和気あいあいとした活気ある会社です｡ 

主な募集職種（名） 大卒：事務系総合職 高卒：倉庫作業員 
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 

大卒:：配車･倉庫管理・営業・管理企画等ｼﾞｮﾌﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝを経験し､将来的にはマネジャー職･ 

幹部職を目指していただきます｡ 

高卒：主に自社倉庫での商品管理､荷役などを行います。 

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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ２ ２ ２  

専修学校卒     

高卒 ２   ２ ２  

研修制度 

新人研修 新人社員研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許があると

可 

社員研修 新任所長研修、選抜研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

資格取得支援制度、通信教育制度、各種従業員表彰制度、趣味支援制度 

公的認定 
 

 

 

カナ カブシキガイシャ エバーブレス 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 エバーブレス   無 管理部 [課長] 佐々木 

HP アドレス  連絡先電話番号 043-441-8300 連絡先メール k.sasaki@ever-bless.com 

当社が求める人物像 向上心旺盛で、責任感ある人材 

事業概要 建設業 マンション新築工事に伴う下水道工事、舗装工事、エクステリア工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
某大手マンションシェア会社が顧客な為、安定的な会社です。 

主な募集職種（名） 現場施工管理、営業、積算 
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 現場の工程管理、施工図見直し（ＣＡＤ）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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 1 日本大学 

専修学校卒 0 0 1  

高卒 0 0 1  

研修制度 

新人研修 外部機関にて研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許。あれば

より可。 

社員研修 随時資格所得 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・退職金 

住宅手当・年二回人間ドック 公的認定 
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 採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ エムケイ 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 エム・ケイ 千葉県市川市 無 総務・人事部 [採用担当] 木下 りさ 

HP アドレス https://m-k-sol.co.jp 連絡先電話番号 047-321-4857 連絡先メール contact-us@m-k-sol.co.jp 

当社が求める人物像 
言われたことだけをやるのではなく積極的に質問をする人、時間を守れる人 

挨拶が出来る人、早め早めの行動が取れる人 

事業概要 
ホームページ制作、web 集客支援、業務システム開発、アプリケーション開発 

サーバネットワーク構築、PC 販売、ソフトウェア・クラウド販売導入支援 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

千葉、東京の顧客を中心に全国展開をしています。顧客の負担を限りなくなくしたホームページ制作サービスを 

提供しています。(現在他競合なし)、普及されている技術と独自技術を組み合わせたソリューション提供が得意 

フラットで自由な社風ですがお客様のために全力を尽くさないとついていけなくなります。 

主な募集職種（名） WEB コンサルタント、営業マーケティング、プログラマー、Web デザイナー 
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 ホームページ制作やシステム開発の受注に向けた活動、受託案件の納品に向けた設計製作活動 有 
（期間など、詳細実績入力可） 

 

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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 １ １ 3 千葉工業大学、東京情報大学、千葉商科大学、和洋女子大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 
マナー研修、実技を兼ねたＯＪＴ 

 入社前準備： 

資格、経験など 

IT 業界に関する知識及び

技術を広く吸収している

こと 社員研修 
任意の外部研修、同業他社との交流 

 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

資格取得支援、社員交流会会費支援 

公的認定  

 

 

カナ エメラルドサポートカブシキガイシャ 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 エメラルドサポート 株式会社 浦安市 無 総務部 [採用担当] 内村 朋美 

HP アドレス http://www.emerald-support.com/ 連絡先電話番号 047-351-4355 連絡先メール soumu@emerald-support.com 

当社が求める人物像 

福祉の仕事が好きなひと。責任感の強いひと。 

明るく前向き！！体力に自信のあるひと！ 

新しいことに興味を持ち、常に成長したい気持ちを持っているひと。 

事業概要 高齢者及び障がい者（児）に対する訪問介護サービス 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

誰もが年を重ね、いつしか何かのサポートを必要とする日がきます。エメラルドサポートでは、実際に家族の介護を

しながら、また子育てをしながら、など様々なライフステージで時間の調整をしながら働く社員がほとんどです。 

最良のサービスの追及と同時に、介護サービスを提供する社員へ最良の職場環境確保できるよう努めています。 

主な募集職種（名） 訪問介護職員 
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 訪問介護サービス及び、訪問介護事業に必要な事務作業 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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 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 入社時 OJT 研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

介護職員初任者研修修了 

※資格取得に掛かる費用

の補助制度あり 

社員研修 介護技術に関する社内定例研修、スキルアップ研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

ユニフォーム貸与、協会けんぽの施設割引各種、自社運営の IT スクール利

用優待 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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ エルピオ 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 エルピオ 市川市・山武郡他 
有 

（希望考慮） 
総務人事課 [採用担当] 能野 麻美 

HP アドレス https://lpio.jp/ 連絡先電話番号 047-372-5105 連絡先メール yokino-a@lpio.jp 

当社が求める人物像 

当社は人間性を大切にする会社です。今迄学んできたことや経験してきたことも、  

もちろん大切ですが、一番大切なことは、会社に入ってから自分自身がどう成長していくかだと当社は考えます。  

失敗を恐れず、何事にもポジティブに挑戦し、成長していける仲間を当社は求めています。 

事業概要 ガスの供給および各種ガス機器の販売、電力小売事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

ガス顧客約７万世帯、電力顧客約 8 万世帯 

 

主な募集職種（名）  営業職（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 
 戸建住宅、集合住宅所有大家、不動産会社、ハウスメーカーなどに当社ガスの供給と電力の供

給提案やガス機器、住宅設備機器の導入提案。 
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 6 9 20 千葉商科大学、城西国際大学、淑徳大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 本社研修（講義・ロールプレイング等）、取引先メーカー勉強会 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許（AT 可） 

社員研修 OJT 研修（1～３ヶ月）、フォローアップ研修、資格取得支援制度 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社用車貸与、社用携帯貸与、全営業所マイカー通勤 OK、資格取得支援制度、 

表彰制度、社宅有り（1,500 円～可／月）、誕生日やクリスマスのギフト 公的認定 
 

 

 

カナ （カ）オカモト 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 オカモト 千葉県市原市 有 ○無  管理部 [―] 玉嶋 綾子 

HP アドレス https://kk-okamoto.jp/ 連絡先電話番号 0436-22-1188 連絡先メール saiyou@kk-okamoto.jp 

当社が求める人物像 
・お客様、取引先、仲間を大事にする。・自ら考え、自らチャレンジする。・未来を創造し、成長できる。 

・夢を持ち、仕事を通じてその夢を実現しようと努力する。・現状維持ではなく、より上を目指す。 

事業概要 市原市を中心に上下水道工事、建物の給排水工事・冷暖房空調工事など管工事、土木一式工事を手掛けております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

・受注工事の 7～8 割が公共工事という安定した当社では、インフラ整備という地域に役立つ仕事をしています。 

・社員の資格取得支援に力を入れており、資格取得費用・受講費用は全額会社が負担しています。 

主な募集職種（名） 水道工事スタッフ 
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 

目的の場所に水を供給するために道路の下に水道管を新設したり、市内の学校などの古くなっ

た水道管を新しくして安全な飲み水を子供たちに提供したり、水道管が破裂した現場に駆けつ

け修繕工事をしたり地域や生活に密着した工事を行っていただきます。 

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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 
2 

 

専修学校卒 0 0  

高卒 0 0 5 千葉工業高校、姉崎高等学校、土気高等学校、市原緑高等学校 

研修制度 

新人研修  
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

普通自動車運転免許 
社員研修 外部講師による技術講習会 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

〇社内旅行 費用は全額会社負担   〇時間外手当 100％支給 

2018 年：シンガポール、北海道   〇ヘルメット、作業着支給 

2019 年：四国           （入社時 4 着、以後、年 2 着） 

公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ クウカンジョウホウサービス 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 空間情報サービス 株式会社 千葉市中央区 無 総務部 [採用担当] 手嶋 正博  

HP アドレス http://www.i-kjs.com/ 連絡先電話番号 043-222-6694 連絡先メール teshima@i-kjs.com 

当社が求める人物像 

・当社は、県内トップクラスの技術力と機器設備を保有することから、 

チャレンジ精神と行動に対して責任感を有する人 

・業界として経済活動の基盤となる様々な社会インフラの構築に携わることから、地元地域に貢献したい人 

事業概要 

測量・計測事業、情報処理事業、システム開発事業の３事業から成り、測量・計測事業は、公共インフラの整備におい

て最上流の工程になります。情報処理事業は、地理情報システムで運用するデータを作成しシステムに組込み、 

三次元空間モデルの作成を行っています。システム開発事業は、クラウド型地理情報システムのエンジン開発の他、

各種業務アプリケーション開発を手掛けています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
測量技術を活かした GIS を展開し、社会に欠かせないインフラに携わる、社会貢献度の高い仕事です。 

主な募集職種（名） 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 GIS 関連ソフトウェア開発、測量全般、地理情報技術者、官公庁向け営業活動 有(毎年 8 月実施) 

 

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 大正大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 一般的な新入社員研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

健康診断の結果をご用意

いただきます。 

社員研修 社外講習に参加する等の研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

特徴的な福利厚生：法人会員施設の利用、フリースナック 

行事等：社員旅行 公的認定 

千葉県社員いきいき！ 

元気な会社宣言企業 

 

  

カナ ケイセツコウギョウカブシキガイシャ 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 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 3 

10 

千葉工業大学、日本大学、東京情報大学 

専修学校卒 3 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  
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カナ イリョウホウジンシャダン ケンコウカイ 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 医療法人社団 健恒会 船橋市 有  本部 [主任] 坂本 清孝 

HP アドレス https://www.kenkohkai.com/ 連絡先電話番号 047-429-4165 連絡先メール kenkohkai@nifty.com 

当社が求める人物像 診療の流れを先読みして、ドクターから指示される前にアシストができる歯科助手 

事業概要 
歯科診療所（薬園台歯科、船橋日大前さくらパーク歯科、東海神歯科）とデイサービス（10 名/日、家庭的）を 

船橋市内で運営しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
未経験者にやさしい歯医者（毎年、歯科大学から研修医、歯科衛生士専門学校から実習生を受け入れている為） 

主な募集職種（名） 歯科助手 
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 アシスタント、受付、医療事務 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 2  

専修学校卒 0 0 2  

高卒 2 5 4  

研修制度 
新人研修 ３カ月間は研修期間（アシスタント、受付、レセプトの基本知識） 

入社前準備： 

資格、経験など 
普通自動車運転免許 

社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・全体慰労会(年 1 回)、精勤賞表彰(5 年毎に金一封あり)、 

退職金制度(勤続 5 年以上)   
公的認定 

 

 

  

カナ シャカイフクシホウジン ケンコウカイ 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 健恒会 船橋市 無 本部 [主任] 坂本 清孝 

HP アドレス https://kenkohkai.org/ 連絡先電話番号 047-429-4165 連絡先メール saiyou-kenkohkai@mbr.nifty.com 

当社が求める人物像 ご老人のお世話が好きで、常にスキルアップ（資格取得）を目指している方 

事業概要 特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅事業所、在宅介護支援センターを運営しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

職員、利用者様、家族が生活（就業）できて良かったと思える施設を目指して日々取り組んでいます。定年後や 

子育て中、主婦の方も多く働いており、生活スタイルに合わせた就労環境があります。 

主な募集職種（名） 介護職 
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 食事や排せつ、入浴介助、ベットから車イスへの移乗補助、レクリェーションや機能訓練 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 0 1 2  

専修学校卒 0 0 2  

高卒 1 0 2  

研修制度 

新人研修 初任者研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

社員研修 実務者研修、介護技術基礎研修、身体拘束基礎研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・全体慰労会(年 1 回)、精勤賞表彰(5 年毎に金一封あり)、 

退職金制度(勤続 5 年以上)  公的認定 
 

 

https://www.kenkohkai.com/
https://kenkohkai.org/
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

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、習志野市、

八千代市、佐倉市 

有  （左記

市内にて） 
総務・人事 [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 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 

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不 

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 不況に強いエネルギー関連事業 

主な募集職種（名） 販売・営業・軽作業スタッフ（自社でのキャリアアップを前提） 
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 ガソリンスタンドでのカーケア商品販売・営業、車両の軽作業（オイル交換等、洗車） 

② プロパンガス供給顧客先へのルート営業及び新規顧客開拓、器具取付等の軽作業 

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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 3 東京情報大学 

専修学校卒 0 0 2  

高卒 0 0 5  

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（取引先、自社内） 

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 
 

 

 

カナ カブシキガイシャ コジマセイサクショ 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 小島製作所 柏市 無 総務部 [常務取締役] 小島 義一 

HP アドレス http://www.kojimaseisakusho.co.jp 連絡先電話番号 04-7144-4496 連絡先メール kanri@kojimaseisakusho.co.jp 

当社が求める人物像 
創業 70 年を迎え、今後の飛躍につながる人材を求めています。 

当社の過去現在を理解し、未来につながる成長の起爆剤となってほしいです。 

事業概要 
昭和 23 年の創業以来、大手建設機械・産業用油圧機器メーカーの一次下請けとして各種部品を供給しております。

多品種少量生産品を多様な工作機械や溶接技術を駆使して生産しております。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

多品種少量生産品の一貫製造を行う為、溶接・切削加工・組立・塗装・運搬・工程管理・生産技術の各部門間の連携を

取りながらモノづくりに携わることが出来る職場です。ISO14001 取得(2008 年)。 

主な募集職種（名） 生産管理・生産技術 
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 

生産管理では顧客対応、進捗管理、生産計画等の業務となります。生産技術では社内治具設計、

PG、社内設備維持管理等の業務となります。いずれも会社中枢部門の為、生産現場実習を経験

してからの配属となります。 

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委機関名 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

大卒 0 0 1  

専修学校卒 0 0 1  

高卒 0 0 0  

研修制度 
新人研修 

座学研修（図面読解、ISO 教育、安全教育等） 

現場研修（各加工部署での実習） 入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

特になし 
社員研修 資格取得外部研修（フォークリフト、クレーン、玉掛等） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

優待施設にｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、宿泊施設、温浴施設、ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ。 

年間休日の他に一斉有給取得日 5 日有り。 
公的認定 

ISO14001 

千葉県いきいき！ 

元気な会社宣言 

http://www.kojimaseisakusho.co.jp/
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ 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 45 年以上、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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 59 48 50 千葉商科大学、千葉工業大学、東京情報大学 

専修学校卒 9 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 

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 [人事採用] 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をしたい方。 

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、理念に沿って患者様のケア、サポートをしています。 

主な募集職種（名） ①：看護補助者（介護士）②：看護師 ③：作業療法士、言語聴覚士 
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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 1 2 城西国際大学、武蔵野大学他 

専修学校卒 4 3 4 
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、江戸川学園おおたかの森専門学校、 

大原学園千葉校、水戸メディカルカレッジ他 

高卒 0 1 2 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 
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、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 
 

 

https://www.sakurakouseien.jp/


- 33 - 

 

採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２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 
moeka.takahashi@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 〇既成概念にとらわれず、枠を設けず、可能性を信じて、 

幅広く活躍しようとする方 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・純水製造設備据付・配管工事／工場排水・電力・し尿水処理プラント据付・配管工事／一般ケミカルプラ

ント据付・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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ０ ０ ３  

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 

 

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 カブシキガイシャ 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 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ サンワテレム 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 三和テレム 松戸市、千葉市緑区 有 総務部 [副部長] 藤倉 俊秀 

HP アドレス http://www.sanwa-telem.co.jp 連絡先電話番号 047-388-2255 連絡先メール recruit@sanwa-telem.co.jp 

当社が求める人物像 

地道に技術力をたくわえることのできる方、何かをつくりあげることに喜びを見いだせる方。人とのコミュニケーシ

ョンを大切にし、自ら考え、行動を起こすことのできる人を歓迎します。個人の力には限界があるが、多様な個性を

持った一人ひとりの力をかけ合わせることで、新たな力が生まれることを理解しており、人と共感し、協働すること

のできる人を希望します。 

事業概要 
人をつなぐ事業～街の情報通信インフラの発展に貢献しています／情報通信エンジニアリング事業、IT ソリューショ

ン事業、ファシリティ事業、電気通信工事業、電気工事業、建物総合管理 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

事業そのものが社会貢献です。創業 50 年。情報通信技術ならびにファシリティソリューションが生み出す新たな価

値を通じて、お客様に安心と喜びを提供し、豊かな社会の発展に貢献しています。 

主な募集職種（名）  総合職、技術職 ※出身学部に関わらず文系、理系ともに活躍できます！ 
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 
情報通信設備の施工、設計、保守に関わる実務スキルを身につけたのち、IoT に関する受注案件

のプロジェクトマネジメントを担当していただきます。将来の幹部候補です。 
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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 1 1 
3 

江戸川、聖徳、千葉工業、中央学院、日本、流通経済、麗澤、他 

専修学校卒 0 1 大原簿記公務員専門学校千葉校、船橋情報ビジネス専門学校、他 

高卒 0 2 2 市川工業、市立松戸、清水、沼南高柳、松戸国際、松戸六実、拓殖大学紅陵、他 

研修制度 

新人研修 
ビジネスマナー、社会人基礎力、技術研修等。詳細は下記 URL に掲載 

http://www.sanwa-telem.co.jp/recruit/hrdevelopment/ 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許を内定～

入社までに取得（AT 車は

限定解除）。※資格は入社

後に順々に取得でき、奨

励金制度があります。 
社員研修 

・協力会社の社長たちと同席の、士業や専門家が登壇する勉強会 

・各種外部セミナーの受講 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・社員旅行は近年は、北海道、京都・琵琶湖、愛媛松山・道後温泉等。 

・福利厚生施設として、全国の会員制高級リゾートホテルを利用できます

（リゾートトラスト社ベイコート倶楽部、エクシブ） 

公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

 

カナ カブシキガイシャ ジャストケア 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 ジャストケア 千葉市中央区 無 総務 [総務] 永瀬 華子 

HP アドレス https://www.justcare.co.jp/ 連絡先電話番号 043-305-1320 連絡先メール contact@jc-ikoi.com 

当社が求める人物像 ポジティブで自己研鑽できる方。相手の意図を汲んで行動できる方。 

事業概要 指定訪問介護事業・指定地域密着型サービス事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

地域密着で創業１９年目を迎えました。職員同士助け合って仕事をしており職場の雰囲気が良い事が自慢です。 

上司は職員の個性を大事にして適材適所で役割を作っているので、一人一人がやりがいを持って働いています。 

主な募集職種（名） 訪問介護員 
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 身体介護、生活援助 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0   

専修学校卒 0 0   

高卒 0 0   

研修制度 
新人研修 入社前に 1 時間半程度あり 入社前準備： 

資格、経験など 

要普通自動車免許（AT 限

定可）、初任者研修修了ま

たは旧ヘルパー2 級以上

所持 社員研修 年 5～6 回の内部研修実施、1 年ごとに個別研修実施 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

インフルエンザ予防接種奨励金、定期健康診断、年２～３回イベント開催 

（豪華景品付きビンゴ同時開催）他 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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ シルバートップ 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 株式会社 シルバーとっぷ 千葉市稲毛区 無 事務管理部 [採用担当] 田久保悟志 

HP アドレス http://www.silvertop.org/company/ 連絡先電話番号 043-215-1555 連絡先メール takubo@silvertop.org 

当社が求める人物像 

「ボランティアマインド」と「ビジネスマインド」をバランスよく考えられる人物を求めています。 

我々は「感動を届けよう」をテーマに「自分ならどうしてほしいか、どうされたら嬉しいか」という視点でビジネスを

考えています。考え方や人間性を重視した採用を心がけています。 

事業概要 

・介護保険対応/福祉用具貸与（レンタル）事業 

・病院・福祉施設販売事業 

・フランチャイズ運営事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

介護が必要な高齢者やその家族、病院や施設を支えることで人や社会の役に立てる。 

福祉用具を扱う店舗や通販が増えているが、専門相談員が直接選定や説明を行うことで顧客の安心安全に繋がる。 

培ってきた社内外の信頼関係や新しいことを常に発掘し続けてきたノウハウにより、ウィルス対策や景気の同行にも

左右されにくい「ビジネスモデル」や「社風」がある。 

主な募集職種（名） 
コンサルティング営業 

デリバリースタッフ 

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 
コンサルティング営業：「最高の感動」のために、最適な福祉用具を「選定」する仕事 

デリバリースタッフ：「シルバーとっぷの顔」として福祉用具を直接「お届け」する仕事 
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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 6 5 6 
江戸川大学、川村学園女子大学、敬愛大学、淑徳大学、城西国際大学、聖徳大学、千葉経済大学、千葉工業大

学、千葉商科大学、中央学院大学、東京情報大学、日本大学、東京成徳大学、放送大学、明海大学、流通経済

大学、和洋女子大学、等 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 1 0 0 千葉県立特別支援学校 

研修制度 

新人研修 
福祉用具専門相談員資格取得研修、OJT、座学研修、 

ペーパードライバーズ研修 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

 
社員研修 メーカー研修、商品研修、OJT、 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険完備、慶弔金・見舞金制度、健康診断、外部研修会、退職金制度、

特別昇給制度、スタッフ表彰、永年勤続表彰、納会、新年会、その他社内イ

ベント（社員旅行、BBQ、食事会等） 

公的認定 
ISO9001 認証 

プライバシーマーク認証 

 

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 

1.新栄の○○が好きになったと言ってくれる人 2.色々な事に興味を持ってチャレンジすることが好きな人 3.周囲

を元気に、笑顔にすることが好きな人 4.失敗してもプラスに考え「次は良くするぞ！」と思える人 5.仕事も遊びも

一生懸命できる人 など『モノづくり』『夢づくり』『人づくり』に興味がある人、この指と～まれ！ 

事業概要 

プレス・カッティング加工による、OA 機器・自動車・工業向け部品の製造販売 

1. 各種 OA 機器・車両・インテリア・工業向け特殊精密部品製造および販売 

2. 各種機能性材料およ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、) 

多品種少量生産を得意とし、お客様が求める特殊な部品を短納期で納められる体制を確立しています。世界中で使わ

れているパソコンや自動車、工業用機器の部品を製造しており、『世の中の便利』を作る一翼を担っています。正社員

の半数が新卒採用で入社した社員なので、若いメンバーがどんどん増えてどんどん成長しています！ 

主な募集職種（名） 製造技術者、営業・営業事務、品質管理、総務・人事・経理事務 
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 入社後は必ず製造現場でモノづくりを行い、製品の知識を習得して頂きます。 
有 

夏 5Days 冬 1Day 

 

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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 3 4 4 日本大学生産工学部、千葉商科大学、敬愛大学、東京情報大学、和洋女子大学他 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 

新人研修 内定者研修、通信教育、OffJT/OJT 研修、他企業新入社員合同研修等 
入社前準備： 

資格、経験など 

営業職希望者は、 

普通自動車免許取得が 

必須となります 社員研修 
フォローアップ研修、ステップアップ研修、ブランディング研修、 

交通安全研修やメンター研修など、様々な研修を年間通じて開催。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

毎週１回訪問リンパマッサージ、福利厚生倶楽部(リロクラブ)加入、 

社販マーケット通販利用可能などなど様々な福利厚生制度あり。 

年数回の焼き肉懇親会開催、永年勤続表彰や年間優秀者表彰もあり。 

公的認定 
 

 

http://www.silvertop.org/company/
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ シンワサンギョウ カブシキガイシャ 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 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 047-458-5811 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 

 

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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 10 3 3～6 日本大学、國學院大學、和洋女子大学、東京情報大学、国際武道大学 

専修学校卒 2 3 2～5 国際理工情報デザイン専門学校、千葉職業能力開発短期大学 

高卒 5 7 4～9 八千代西高校、船橋二和高校、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んで

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 

 

 

カナ  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 スウィングベーカリー 印西市 無 管理部総務課 [MGR] 小林 和人 

HP アドレス 無 連絡先電話番号 0476-45-1600 連絡先メール Kazuto_kobayashi@swb.co.jp 

当社が求める人物像 失敗を恐れずに積極的にチャレンジできる方。 明るく前向きに何事も取り組める方。 

事業概要 食料品製造業【セブン-イレブンで販売するパンやドーナツを製造する専用工場です。】 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
小売業最大手のセブン-イレブン取引先です。多国籍の方が働き、エネルギッシュで意欲に満ち溢れています。 

主な募集職種（名） パン製造（5）名 生産管理業務（1）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 
パン製造：製造ラインの管理。 

生産管理業務：製造工程の管理。 
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委機関名 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

大卒 0 0 6 千葉工業大学、秀明大学、 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 2 1 6 成田西陵高校、下総高校、佐倉東高校、東京学館船橋高校 

研修制度 

新人研修 新入社員研修、外部研修、通信教育 
入社前準備： 

資格、経験など 

自動車免許所持 

資格や経験：不問 

社員研修 外部研修、通信教育 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

製造したパンの余剰品の販売 

公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ シャカイフクシホウジン セイシンカイ 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 斉信会 千葉市花見川区 有 サービスセンター [課長] 山田 隆志  

HP アドレス https://seishinkai.native365.net/ 連絡先電話番号 043-350-1550 連絡先メール seishinkai.yamada@gmail.com 

当社が求める人物像  「人の役に立ちたい」という思いを持って、明るく快活に行動できる方 

事業概要  主に知的障害のある方に対して、生活の様々な面からサポートする事業となります。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 平成 30 年 6 月に「ユースエール認定企業」となりました。 

 安心・安全な施設運営を心掛け、労務環境の良さが自慢です。 

主な募集職種（名）  生活支援員 
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  主に知的障害のある方に対し、日常生活における様々なサポートをする仕事です。 
無 

（実習の受け入れ可能） 

 

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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2 4 未定 国際武道大学、淑徳大学、聖徳大学 

専修学校卒 0 1 未定 千葉こども専門学校、千葉県立農業大学校、千葉明徳短期大学、千葉女子専門学校 

高卒 0 0 未定  

研修制度 

新人研修  新人社員研修（3 日間） 
入社前準備： 

資格、経験など 

望む 

社会福祉士 

介護福祉士 

保育士 

自動車運転免許 
社員研修  薬の勉強会（2 ヶ月に 1 度）、職場内研修会（1 ヶ月に 1 度） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

有給休暇取得率 75.2％（令和 1 年度実績） 

育児休業取得実績あり 公的認定 
ユースエール認定 

 

 

カナ 

シャカイフクシホウジンセンジュカイ  

イズミエングループﾟ 
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 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 

当社が求める人物像 
人に寄り添って、生活を支えたいと思える方。 

新しい取り組みにチャレンジしてみたいと思える方。 

事業概要 
千葉市若葉区で４施設 12 の高齢者福祉事業を運営しています。転勤はありますが、すべて若葉区内での転勤になり

ますので、住居を変更するようなことはありません。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

景気に売り上げが左右されないのが特徴です。そのため不景気の時でも必ずベースアップや賞与があります。 

新卒採用に力を入れており、福祉を学ばない学生にも福祉を伝えるカリキュラムがあります。 

主な募集職種（名） ケアサポーター（介護職）、栄養士、機能回復訓練士（作業療法士、理学療法士） 
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 
高齢者の方の生活を支えるのが仕事になります。他職種連携で日々の生活に必要なことを提供

できるようにしています。 ○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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2 1 3 
植草学園大学・短期大学、敬愛大学、和洋女子大学、千葉商科大学、帝京大学、了

徳寺大学、淑徳大学、大正大学、城西国際大学 

専修学校卒 0 2 2 京葉介護専門学校、中央介護専門学校 

高卒 3 1 1 泉高等学校、千城台高等校、桜林高等学校、植草学園付属高等学校 

研修制度 

新人研修 2 か月半の配属前研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

栄養士と機能回復訓練士

は資格取得見込みである

こと 

ケアサポーターは資格不

問 
社員研修 

外部研修への参加 

外部講師によりマネジメント研修（役職・中堅） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 
新人歓迎会、忘年会、社員旅行 公的認定 ユースエール 
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 採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ セントケアチバカブシキカイシャ 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 
セントケア千葉株式会社 

(セントケア・グループ) 
千葉県内 各所 有 

人事部 

人材開発課 
[採用担当] 吉田 

HP アドレス http://www.saint-care.com 連絡先電話番号 03-3538-2944 連絡先メール hd_saiyo_sc@saint-care.com 

当社が求める人物像 素直さと謙虚さを持ち、主体的に物事に取り組める方。 

事業概要 

訪問介護、訪問入浴、訪問看護、居宅介護支援、デイサービス、ショートステイ、グループホーム、有料老人ホーム 

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回随時対応型訪問介護看護、福祉用具貸与・販売、住

宅リフォーム、介護ロボット事業、その他 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

弊社は、「ワンストップ・ショッピング機能」を強みに、全国各地で 14 のサービスを展開しています。中でも在宅介

護には特に力を入れており、「住み慣れた家で最後まで暮らせるように」様々な角度からお客様をサポートしています。 

主な募集職種（名） エリア総合職(介護職) 
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 

各営業所にて高齢者ケアの経験を積み、将来は営業所のマネジメントや介護福祉の専門的業務

を担います。高齢者の暮らしをサポートし「地域の顔」として福祉コミュニティを活性化させる

存在として活躍していただく見込みです。 

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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 37 30 30  

専修学校卒     

高卒 22 28 30  

研修制度 

新人研修 

・入社時研修(入社式から５日間の宿泊研修を実施) 

・新卒フォローアップ研修(新卒１/２年目時に 1 泊 2 日の宿泊研修を実施) 

・各地域での新卒研修 など 入社前準備： 

資格、経験など 

 

・運転免許(ＡＴ可) 

・初任者研修修了者 

※どちらの資格も選考時

は不要です。 社員研修 
役割、職種に応じた研修を随時開催しています。 

※オンラインで受講できる環境も整えています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・奨学金返済支援制度(新卒 1 年目～3 年目は毎月 1 万円を支給) 

・社宅制度(家賃の 8 割を会社が負担※利用条件あり) 

・資格取得祝い金/資格取得補助制度 など  

公的認定 
 

 

 

 

カナ ソウハン カブシキガイシャ 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 創販 株式会社 東金市 無  小川 貴弘 

HP アドレス http://www.sohan.jp/ 連絡先電話番号 0475-53-2541 連絡先メール ogawa@sohan.jp 

当社が求める人物像 
相手のことを考えて行動できる人 

自分で考えて決断できる人 

事業概要 計装システムの設計及び販売、アフターフォロー 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

食品メーカーや化学メーカー、ガス会社をはじめ、大手企業のプラントを手がける壮大な仕事 

完成したときは、実物が動くので大きな達成感を味わえる 

第 4 次産業革命へ挑戦していくので、企業と一緒に成長できる 

主な募集職種（名） 総合職 1～5 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 計装システムのエンジニアリング、計装電気工事の施工管理、第 4 次産業革命への挑戦 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 2 2 1～5 東邦大学、千葉工業大学、東京情報大学、千葉商科大学、帝京平成大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 

ビジネスマナー・タイムマネジメント研修 

技術教育 （電気理論、CAD 講習、営業講習、制御設計） 

業務練習 （題材を使って業務の流れを把握して頂きます。） 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 
OJT 研修 

外部セミナー 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

5 年に 1 度の研修旅行有 

公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ タイセイカイ 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 大成会 成田市 
市内事業所 

異動有 
法人本部 [主任] 小川  

HP アドレス www.taiseikai-narita.com 連絡先電話番号 0476-36-7006 連絡先メール fujigakuen-

kanrika@image.ocn.ne.jp 

当社が求める人物像 
障がい福祉サービスに関心がある方、思いやりの心をもって利用者と接することが出来る方、利用者と一緒に 

「楽しむ」気持ちを持てる方 

事業概要 

障がい福祉サービス事業 

障がい児入所施設、障がい者日中活動施設(生活介護事業、就労継続支援 B 型事業)、障がい者グループホーム、 

放課後等デイサービス事業、相談支援事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

「成田で障がい福祉といえば大成会」と言われるよう、地域に根差したサービスを展開し、多くの利用者のニーズに

応えられるようにしています。事業所間の風通しもよく、職員も和気あいあいとしています。 

主な募集職種（名） 保育士、支援員、児童指導員 
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 
入所施設での障がい児の生活支援、障がいを持つ成人の方への日中活動支援、就労支援、障がい

児の放課後余暇支援、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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 3 3 2 
淑徳大学、城西国際大学、植草学園大学(短大)、帝京平成大学、聖徳大学(短大)、 

千葉明徳短大、千葉経済短大、千葉敬愛短大 

専修学校卒 1 3 2 成田国際福祉専門学校、江戸川学園おおたかの森専門学校、千葉女専門学校 

高卒     

研修制度 

新人研修 

入社時の法人概要研修や事業所見学、諸規程研修 

入社 3 か月後フォローアップ研修 

入社後 1 年間はメンターという先輩職員が丁寧に指導します。 入社前準備： 

資格、経験など 

★普通自動車免許（AT 限

定可） 

★福祉系の資格は必要と

いうわけではありません

が、入社後に資格取得を

目指すこともできます。 

社員研修 
★法人内研修：研修委員が企画した複数の研修項目から受講。 

★外部研修：研修委員により法人外部の研修計画を組まれます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

公休日数年間 118 日。有休は入職直後から 12 日付与。その他慶弔時等特

別休暇あり。育休介護休あり。働きながら資格取得を目指すバックアップが

充実。給与、賞与の他に処遇改善一時金として支給有り。正職員は２つの退

職共済加入。福利厚生センターによる様々な割引や特典あり。 

公的認定 

社員いきいき！ 

元気な会社宣言恵企業 

 

 

カナ カブシキガイシャ 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  企画部 [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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0    0  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 3 2 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（寺社仏閣参拝、釣り、ゴルフ 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:fujigakuen-kanrika@image.ocn.ne.jp
mailto:fujigakuen-kanrika@image.ocn.ne.jp
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------ 

カナ カブシキガイシャ 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 
習志野市、佐倉市、

成田市、富津市 ○有  無 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 とりあえず言われたことは素直に聞き、動くことができる。相手の話をきちんと聴くことができること。 

事業概要 ショッピングセンターや駅ビル、生鮮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、) 
社内の風通しはよく、客様との距離感も非常に近い。売価やレイアウトなど、売り方は店舗スタッフが決めています。 

主な募集職種（名） 総合職（将来の店長・幹部候補）として、店舗に配属されます。 
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 最初は野菜や果物の加工や陳列、対面販売。徐々に発注や売り場を任されていきます。 ○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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ８ 3 6 江戸川大学、川村学園女子大学、敬愛大学、千葉大学、千葉商科大学、明海大学 

専修学校卒 0 0 上記に含む  

高卒 0 1 上記に含む  

研修制度 

新人研修 入社時研修（店舗実習、青果市場見学、座学など） 
入社前準備： 

資格、経験など 

学生生活に悔いを残すこ

となく卒業すること。 

ご家庭で食事を作られる

人と買い物に行き、選択

基準を学ぶこと。 
社員研修 フォロー研修、新任チーフ研修、新任店長研修など 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

労災保険上乗せ型の傷害保険に加入（保険料は全額会社負担） 

公的認定 ありません。 

 

カナ カ）タカハシマシニング 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 株式会社 髙橋マシニング 千葉県山武郡 無 総務・人事部 [専務取締役] 高橋 聖孝  

HP アドレス http://www.t-machining.com 連絡先電話番号 0479-82-5751 連絡先メール  tkhs2862@dion.ne.jp 

当社が求める人物像 「素直な人」・「チャレンジ精神豊かな人（向上心、探求心）」・「チームでも 1 人でも作業できる人」 

事業概要 機械部品加工・側壁構造部材（セグメント）加工・製缶・溶接 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

単品、小ロッド、難加工品が多いため景気に左右されない。小型→大型工作機械のキャリアを積むことが出来き、 

かなりの技術を習得することができる。また幹部候補を目指して頂けます。 

主な募集職種（名） マシンオペレーター・フライス工・溶接工 
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 工作機械を使ってプログラミングし、金属を削ったり、穴をあけたりする。 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒   2  

専修学校卒   2  

高卒 1 名  2 横芝敬愛高校 

研修制度 

新人研修 先輩オペレータの補助として２～３か月研修します 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

 

特になし 

 社員研修 
工作機械オペレーター研修３泊４日  

倉敷機械（新潟県）又は三菱重工（滋賀県）のどちらか 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

歓迎会（懇親会）・社員旅行・納涼会・退職金制度（一定条件での退職のみ） 

クラブ活動（剣道） 公的認定 
 

 

 

http://www.t-machining.com/
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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 無 総務部 [担当] 山城 啓生 

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

当社が求める人物像 明るく健康で素直な人物 

事業概要 主として千葉県内の電力送電線設備（電線・鉄塔）の建設および保守メンテナンス 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

重要なライフラインの建設保守を東京電力パワーグリッド株式会社より直接請け負っています。業界内での評価も 

高く経営は安定しています。社員も若い世代が多く社員同士仲良く活躍しています。 

主な募集職種（名） 工事管理業務（高卒、大卒）、現業職：電工（高卒） 
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 工事管理：工事の計画準備から施工管理、書類作成など、現業職：鉄塔電線工事の現場作業 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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ０ １ ２ 帝京平成大学 

専修学校卒 ０ ０ ０  

高卒 ２ ０ ２ 八街高校、成田西陵高校 

研修制度 

新人研修 社内研修、東電における合同研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許 

ＭＴ車運転可が好ましい 

社員研修 技術研修、安全研修、その他適時技能資格取得 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

総合生活保険ＧＬＴＤ加入 

社員旅行、ＢＢＱ大会、野球部 公的認定 
社員いきいき！元気な会社宣言

企業、若者応援宣言企業 

 

カナ タテヤマシンヨウキンコ 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 館山信用金庫 
県内の各本支店 

13 店舗 
有  総務部 [課長] 谷口 雅史 

HP アドレス http://www.shinkin.co.jp/tateyama/ 連絡先電話番号 0470-29-3011 連絡先メール tateshin@sage.ocn.ne.jp 

当社が求める人物像 誠実で責任感のある人。協調性に富み積極的な人。常に研究を怠らず仕事に熱心な人。明朗で健康な人。 

事業概要 金融業務 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

「地域と共に、皆様と共に」をモットーに、豊かで活気にあふれた地域社会を共有すべく業務に邁進し、共存共栄・ 

相互扶助の精神のもと、「地域金融機関」として皆様の期待に応えるよう努めています。 

主な募集職種（名） 信用金庫法に基づく金融業務 
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 預金業務・融資業務・為替業務・営業業務（預金の募集、融資セールス等） 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 4 5 6 千葉大学・清和大学・千葉商科大学・千葉経済大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 3 3 4 安房高校・館山総合高校・安房拓心高校・天羽高校・長狭高校・君津商業高校 

研修制度 

新人研修 4 月の入庫式終了後、1 週間実施。 
入社前準備： 

資格、経験など 

通信教育による入庫前研

修があります。 

社員研修 
通信教育、千葉県信用金庫協会ほか、関東信用金庫協会、全国信用金庫協会

主催の外部研修参加及び金庫内研修を実施。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・厚生年金基金、厚生資金、厚生住宅資金 

・スポーツボランティア、植樹等の地域貢献活動 公的認定 

社員いきいき！元気な会社宣言

企業 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------ 

カナ タナベケンセツ カブシキガイシャ 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 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 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

大卒 1 2 2  

専修学校卒 3 2 3  

高卒 0 0 2 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  

 

カナ チバヨウギョウ カブシキガイシャ 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 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 043-221-7221 連絡先メール t.hayashi@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、) 

創業 99 年の老舗企業であり、大正 10 年の創業からおよそ 1 世紀の歴史があるので、安定した基盤のある会社で働

きたい方にピッタリです。これまで震災復興事業や空港建設、東京オリンピック事業等に参画してきました。社会貢

献度が高く、人々が安心できる未来をつくる会社です。 

豊富な商品ラインナップがあり、顧客の多様なニーズに対応できる営業力と柔軟な発想が千葉窯業の強みです。 

主な募集職種（名） 営業職、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 
・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。 

有 

（1∼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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ２ ４ 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 ２ ０ ２ 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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------ 

 

カナ チョウジルシフナバシセイカカブシキガイシャ 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 長印船橋青果 株式会社 船橋 市川 有 無 総務部 [部長] 倉﨑 

HP アドレス http://www.chojirushi.co.jp/funabashi 連絡先電話番号 047-423-0331 連絡先メール k.kurasaki@chojirushi.com 

当社が求める人物像 人と接することが好きな人。 会社とともにチャレンジ精神がある人。 

事業概要 青果物卸売業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
開業してまだ 10 年たっていない若い会社の為、若い社員が多くアットホームな会社です。 

主な募集職種（名） 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 全国から集まってきた野菜や果物をスーパーや八百屋に販売するしごとです。 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 3 5 国際武道大学 千葉経済大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 
新人研修 グループ合同新入社員研修 フォローアップ研修 

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 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

 

公的認定 
 

 

カナ チュウガイテクノス カブシキガイシャ 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 中外テクノス 株式会社 
千葉市緑区 

市原市 
無 

総務本部 

総務部人事教育課 
[主任] 柴﨑 利恵  

HP アドレス https://www.chugai-tec.co.jp/ 連絡先電話番号 043-295-1102 連絡先メール saiyo-kanto@chugai-tec.co.jp 

当社が求める人物像 素直で誠実であること、そして学ぶ気持ちを持っている方、新しいことにチャレンジしたいという気持ちのある方 

事業概要 
■環境調査・分析 ■非破壊検査■計装制御メンテナンス ■環境コンサルティング  
■シミュレーション(CAE) ■材料試験・分析 ■工業計測 ■品質管理システム ■環境装置性能試験 
■構造物調査  ■研究開発支援 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

中外テクノス株式会社は１９５３年に広島の地で創業しました。環境調査・分析、構造物調査、調査に基づく 
シミュレーション、予測に基づくコンサルティング、解決方法を実際の形にするエンジニアリング、また、受託研究・
研究支援を行う総合検査会社です。現在では、全国展開を図り、独立系技術サービス会社では全国トップクラスの 
規模と実績を持っています。また、ベトナムに子会社を設立し、海外展開を進めています。 

主な募集職種（名） 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 
ダイオキシン類、⼤気汚染、⽔質汚濁等の環境調査・化学分析、インフラ環境の騒音・振動調査、 

各種プラントなどの非破壊検査、計装機器の点検、保守、設計 
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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 33 22 29 千葉工業大学、東邦大学、日本大学、千葉大学、東京情報大学など 

専修学校卒     

高卒 6 3 1 袖ケ浦高校、茂原樟陽高校 

研修制度 

新人研修 

佛通寺研修。就業規則、安全衛生、マナー、企業人としての心構え、仕事の
進め方、基本行動、事業部紹介について研修。また、同世代の指導員がマン
ツーマンで１年間指導。仕事以外のことにも相談にのり、最後に１年間の 
成果を取りまとめる基礎 OJT 研修。  

入社前準備： 

資格、経験など 

特になし 

社員研修 

仕事に対する心構え、自分を理解する、自律とは、動機づけと自律、どのよ
うに自律するか、キャリアプランについて研修。 法令遵守、環境保全、 
個人情報保護、情報セキュリティなど企業の果たす役割についての研修。 
各業務に必要とされる知識・技能習得の研修など。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・保険：健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険   ・シニ

ア再雇用制度・退職金制度：入社 3 年目以降支給、確定給付年金、確定拠出

年金 ・財形制度・ｅラーニング希望者受講可能・資格手当 

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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------ 

カナ カブシキカイシャティーエスケー 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 総務部 [部長] 佐藤 学 

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。その事は、入社後の人材開発と研修・教育、OJT によりティーエスケーの社員としての誇り 

をもって大きく成長して頂きたいと希望いたします。 

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

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業７４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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 6 5 4 日本大学、千葉工業大学、敬愛大学、二松学舎大学、聖徳大学、和洋女子大学、江戸川大学 

専修学校卒 7 5 4 国際理工情報デザイン専門学校、聖徳短期大学 

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 

☆内定者に対して入社前に約半年間の会社で提供する教材により自習☆ 

社長の推薦図書が送られ読書感想文☆入社後二週間の集合研修☆入社後 

半年試用期間内の現場研修とその後の OJT 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 シャカイフクシホウジン テンコウカイ 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 天光会 千葉市中央区 無 事務 [統括課長] 滑川 欣之 

HP アドレス http://www.keikouen.or.jp/shiny/ 連絡先電話番号 043-308-4812 連絡先メール namekawa@k-shiny.jp 

当社が求める人物像 前向きでお客様主体で考えられる方。楽しく仕事をできる方。 

事業概要 
高齢者介護に関わる事業所の運営 

特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、デイサービス、ケアハウス、小規模多機能型居宅介護、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、) 

『介護に革命を』 

ICT 化、介護ロボットの導入、教育研修システム 

2018 年にオープンしたばかりのまだまだ新しくきれいなホームです 

主な募集職種（名） 介護スタッフ・看護スタッフ 
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 ご入居されている利用者様に対しての介護・看護一般 無 
（新型コロナ感染防止対策の為） 

 

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 2 1  城西国際大学、植草学園短期大学、 

専修学校卒 2 1  中央介護福祉専門学校、京葉介護福祉専門学校、臨床福祉専門学校 

高卒     

研修制度 
新人研修 

中途入社時研修、入社後 OJT 指導、定期面談 

新卒入社時研修 入社前準備： 

資格、経験など 

資格・経験不問 

初任者研修・実務者研修・ 

介護福祉士・介護支援専

門員等あれば尚良し 社員研修 園内研修、各種委員会・ユニット会議時に随時 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

住宅借入制度 

新卒入社時ディズニーランド研修検討中 
公的認定 くるみん認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ テンシン カブシキガイシャ 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 天伸 株式会社 千葉県 柏市 無 総務部 [リーダー] 内山 佳奈子 

HP アドレス http://www.tensin.co.jp 連絡先電話番号 04-7174-6571 連絡先メール uchiyama@tensin.co.jp 

当社が求める人物像 仕事への当事者意識を持った社員 

事業概要 ばね製造販売（板ばね、線ばね）金型製造販売 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

マルチフォーミング加工により材料費大幅削減。社是「愚直 素直 謙虚」。963 年創業以来 100 年企業に向けて 

お客様満足度を高めるべく変革途上です。若手とベテランの絶妙なチームワーク。 

主な募集職種（名） 金型設計製作 機械オペレーター 
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 金型設計製作 機械オペレーター  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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒     

専修学校卒     

高卒 1 1  千葉県立特別支援学校流山高等学園 

研修制度 

新人研修 製造現場での安全対策（DVD 視聴）ちばぎん総研新人研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

 

社員研修 
月刊誌致知を読み合い人間力を高める。外部研修（ちばぎん総研ポリテクセ

ンタージェイック） 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

誕生日プレゼント（ギフトカード）、春と秋のバーベキュー 

公的認定 
笑顔いっぱいフレンドリーオフ

ィス 

 

カナ トウキョウガスライフバルチバ カブシキガイシャ 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 東京ガスライフバル千葉 株式会社 
千葉市・佐倉市・ 

木更津市他 
有 企画総務部 [採用担当] 小山田 健人  

HP アドレス http://www.tglv-chiba.com 連絡先電話番号 043-204-4126 連絡先メール lv-chiba.saiyou@tg-lifeval.com 

当社が求める人物像 

当社求める人物像は「人の役に立ちたい」「人と接する仕事をしたい」という姿勢、そして「自分で考えて行動したい」

という意欲を持った方です。今の時点で自信がなくても大丈夫です。大切なのは「学びたい」「成長したい」という 

向上心。この思いがあれば、当社で必ずスキルアップできると確信しています。 

事業概要 
千葉県における「東京ガスの顔」として、千葉市・佐倉市・木更津市を中心に、お客さまへガスと電気のトータルエネ

ルギーを基盤とした住宅設備機器等のご提案など住まいに関する「サービス」を提供する会社です。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

弊社は「暮らしのコンビニ」をコンセプトに地域に密着し、お客さまの「お困り事」を解決し、生活価値を向上できる

よう仕事に取り組んでいます。また、お客さまからの「ありがとう」をやりがいとして、困ったことがあれば社員同士

助け合う環境が整った社風なので安心して仕事に打ち込めることも魅力です。 

主な募集職種（名） 総合職(保安系、技術系、営業系、事務系)  
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、住まいに関わる機器の販売施工・ガス機器修理、2、東京ガスの委託業務、3、住宅の増改

築・リフォームプランニング・施工・メンテナンス、4、住宅・事務所・その他建物のガス設備・

空調設備・給排水設備等の設計・施工、5、家庭用燃料電池、太陽光発電システム等の環境商材

の販売・施工 

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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 16 14 26 千葉工業大学、敬愛大学、城西国際大学、千葉商科大学、麗澤大学、江戸川大学他 

専修学校卒 0 0  国際理工情報デザイン専門学校 

高卒 4 2 5 敬愛学園高校、船橋法典高校、生浜高校、若松高校他 

研修制度 

新人研修 マナー研修、資格取得研修等 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 資格取得研修、若年層研修、OJT 研修等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

東京ガス健康保険組合 

社内レク（BBQ、野球観戦等） 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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ トウホウトソウコウギョウ カブシキカイシャ 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 東邦塗装工業 株式会社 千葉市中央区 有  管理部      脇 

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 ttk@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 
発電所・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 

わが社の魅力 

（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

防食（防蝕）塗装工事を得意としています。休みなく稼働する社会インフラ（発電設備、プラントや産業設備）を守る大きな役割を果

たし、寿命だけでなく、メンテナンス回数の増加に伴う稼働停止の経済的損失や、プラント自体の寿命にも影響する重要な役割を担い

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

ューアル工事の施工管理業務全般 
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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 3  

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 1 0  

研修制度 
新人研修 新人教育プログラム 4 月～。外部研修で社会人としての基礎を学びます。 入社前準備： 

資格、経験など 

 

社員研修 資格取得支援制度あり。会社が支援します 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・自家用車を業務使用の場合は、自家用車手当を月 3 万円支給！ 

・スマホは、会社支給か、自分のスマホか、を選べます。 

 自分のスマホを業務使用する場合、通信費月 7000 円支給！ 

公的認定 
 

 

 

カナ トヨタレンタリースチバ 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 トヨタレンタリース千葉 

千葉県内 5 店舗   

千葉・船橋    

木更津・成田・松戸 

無 総務部 [採用担当] 高橋・小田島 

HP アドレス https://www.trl-chiba.co.jp/recruit/ 連絡先電話番号 043-247-0131 連絡先メール saiyou@trl-chiba.co.jp 

当社が求める人物像 

自分の行動が相手に喜んでもらえた時に自らの喜びと感じることができる方                                                                                   

自分の考えに固執せず相手の意見を柔軟な心で素直に聞く事ができる方                                                                                                        

困難な状況や挫折を経験した時に、落胆するだけでなく向上心を持ち、自らの力で解決策を導き出すことができる方 

事業概要 

「自動車のリース・レンタル・中古車販売・損害保険代理業務等」 

首都圏最大級のトヨタ系ディーラーグループ「トヨタ勝又グループ」の一員として、千葉県を拠点にカーリース・   

レンタカー事業を展開しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

配属後は先輩の営業活動に同行し、分からないことをすぐに聞ける環境で仕事を覚え成長することができます。チー

ムワークが良く、商談や目標に向かって店舗一丸となって取り組んでいます。車業界ではめずらしく日曜祝日休みと

選択休日により、仕事とプライベートの両方を充実させている方が多いのが特徴です。（各店舗 7 名～13 名が勤務） 

主な募集職種（名） リース法人営業スタッフ 
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 
・担当エリアの企業を新規訪問し、リースのメリットや利用方法を提案し契約を結ぶ営業活動 

・既存法人顧客のリース車の管理やフォロー活動 
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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 3 1 5 麗澤大学・千葉経済大学・東京情報大学・帝京平成大学・淑徳大学・城西国際大学 

専修学校卒 1 0 0 船橋情報ビジネス専門学校・大原簿記公務員医療専門学校 

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 

入社後 2 か月の研修を実施（6 月より店舗配属）                                     

4 月：ビジネスマナー・保険資格取得講習等                           

5 月：リース営業基礎知識の習得 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車運転免許 

（MT） 

※内定後入社までに取得 

社員研修 
e-Learning・フォロー研修・トヨタ自動車実施研修・                    

トヨタレンタカースタッフ認定 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

トヨタ車社員割引購入制度、千葉ロッテマリーンズ 

千葉ジェッツシーズンシート、産休育休制度 
公的認定 

健康経営優良法人 

（経済産業省認定） 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ ナリタデンタル 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 成田デンタル 
千葉市中央区 

富里市 他 
無 採用グループ [リーダー] 田辺 輝明 

HP アドレス http://www.narita-d.co.jp/ 連絡先電話番号 043-213-8788 連絡先メール recruit@narita-d.co.jp 

当社が求める人物像 「明るく」「元気で」「笑顔が素敵な人」 

事業概要 

●歯科技工物（入れ歯、差し歯、詰め物、矯正器具、マウスピース等）の販売 

●歯科医療事業所に対してのコンサルティング 

●歯科技工物の製作 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

「ワハハ人間」・・・これが弊社のキーワードです！我々は歯を通し世の中に笑顔を創造していくことをミッション 

とし、創業以来３７年連続増収・業界第２位の規模にまで成長してきました。現在、数年後（２～３年後）には業界 

トップを取ろうと、社員一丸となって頑張っています。 

主な募集職種（名） ルート営業職 
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 
担当の歯科医院（30～40 軒ほど）を車でまわり、歯科技工物（インプラントやマウスピース

など）の営業・受注・発注をおこなっています。 
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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 10 16 10 千葉経済大学、千葉商科大学、城西国際大学、中央学院大学、東京成徳大学 等 

専修学校卒 1 3   

高卒     

研修制度 

新人研修 
新入社員研修（３月下旬から約２週間、歯の知識やマナー研修など行います） 

１年目フォローアップ研修（年に３回程度集団研修を行います） 等 入社前準備： 

資格、経験など 

運転免許のみ 

 

※歯の知識などは新入社

員研修からしっかり行い

ます。 
社員研修 

２年目・３年目フォローアップ研修 

営業所ごとの勉強会、年に２回の全社員研修 等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

営業に使う社用車をプライベートでも使えます（条件有り） 

毎年、200 人超の規模で社員旅行に行っています。 公的認定 
 

 

 

カナ シャカイフクシホウジン ナンセイカイ 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 南生会 船橋市 有 法人本部 [採用担当] 小川 井上  

HP アドレス https://nanseikai.or.jp/ 連絡先電話番号 047-447-5800 連絡先メール recruit@nanseikai.or.jp 

当社が求める人物像 

①相手の立場にたって考えることが出来る豊かな心を持った職員                       

②チームの為に自ら能力開発を行い、チームへ還元することが出来る職員                               

③多様化する利用者ニーズを把握し、広い視野を持って地域社会へ働きかけが出来る職員 

事業概要 設立 1991 年 10 月 従業員数 270 名 船橋市内 13 事業を運営(高齢/保育) 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

船橋市内に特化した事業運営ということもあり異動による引っ越しの心配なし。また、多くの事業所、職種配置があ

るので、活躍の場を広げる事が出来ます。そしてその為のキャリアパス支援も充実しています。 

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 介護業務全般(食事、排泄、入浴の支援等) 地域貢献活動 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒  １ ２ 淑徳大学 城西国際大学 帝京平成大学 東京成徳大学 和洋女子 千葉商科等 

専修学校卒  １ １ 中央介護 江戸川大学おおたかの森 松山学園 植草学園短大 等 

高卒 １ ３ ２ 松戸向陽 船橋豊富 中山学園 等 

研修制度 

新人研修  事前研修(2 週間) フォローアップ研修(3 か月に 1 度)  
入社前準備： 

資格、経験など 

介護の知識やボランティ

ア経験が少しでもあると

望ましいですが、入職し

てからしっかりと育成さ

せていただきます！ 
社員研修 

法人研修(階層別、実践研修) 事業所研修(リスクマネジメント、ケアマネジ

メント研修他、スキルアップの為の研修 外部派遣研修 など 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

引っ越し支援 奨学金支援 職員紹介制度 永年勤続表彰 資格取得祝 

歓迎会 暑気払い BBQ 懇親会 忘年会 新年会 旅行(1 回/2 年) 
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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ ニホンキカク カブシキガイシャ 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 日本企画 株式会社 船橋市 無 総務人事部 [マネージャー]桃澤 由美子  

HP アドレス https://www.nkcnet.co.jp 連絡先電話番号 047-426-6078 連絡先メール e-saiyo@nkcnet.co.jp 

当社が求める人物像 コミュニケーション能力及び向上心のある方 

事業概要 システム開発、インフラ構築、システム運用 他 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

人材育成に力を入れている会社です。 

清掃ボランティアや農業など、ユニークな教育を取り入れています。 

主な募集職種（名） 情報処理サービス業 
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 システム開発、インフラ構築、システム運用 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 12 15 20 千葉商科大学、麗澤大学、日本大学、千葉経済大学 

専修学校卒 14 9 20 
船橋情報ビジネス専門学校、国際情報ビジネス専門学校、国際理工情報デザイン

専門学校 

高卒 5 7 5 千葉商業高等学校、市川工業高等学校 

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー、IT 基礎研修、テクニカルスキル研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

IT 基礎 

PC 基本 

社員研修 2 年目・3 年目研修、SE 研修、Java・VB.net・SQL・Unix/Shell 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

清掃活動ボランティアのイベント、田植.・稲刈祭 

餅つき大会、忘年会、その他有志によるイベント 公的認定 
 

 

 

カナ カブシキガイシャ ネクステージ 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 ネクステージ 千葉市中央区 無 人事部 [部長] 古川 兵庫 

HP アドレス https://www.nextage.co.jp/ 連絡先電話番号 043-216-4621 連絡先メール recruit@nextage.co.jp 

当社が求める人物像 
好奇心が強く、新しい技術を楽しみながら習得できる方。 

表面的ではなく、正確に情報よやりとりできる、コミュニケーション能力のある方。 

事業概要 

情報システムの開発、設計。 

SES による大規模開発案件への参画から、県内中小企業向けの受託開発。 

公共事業入札案件における開発、運用。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

社員の成長を重視したキャリアプランを提案。風通しの良い社風。 

コンプライアンス重視の、働きやすい環境。 

主な募集職種（名） システムエンジニア、プログラマ。 
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 要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング、テスト。 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 7 6 10 敬愛大学、東京情報大学、千葉大学、日本大学 

専修学校卒 0 0 0 千葉経済大学、千葉工業大学、中央学院大学 

高卒 1 0 0 国際理工情報デザイン専門学校 

研修制度 

新人研修 

自社作成の教材を用いておよそ 3 ヶ月から 6 ヶ月間（個人の進捗度合いに

よる）の導入教育を実施。 

内容はノイマン型コンピュータ概論から C 言語まで。 入社前準備： 

資格、経験など 

特にありませんが、基本

情報処理を取得している

か、学習していれば尚可。 

社員研修 
フォローアップ研修として言語、アーキテクチャ等の講習を任意に実施。 

研修内容は公募による決定。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社員旅行を年一回、二泊三日で実施。社員旅行とはいえ集団行動はほぼなく、

一般ツアーのような内容。 公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

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、市原市、 

袖ケ浦市、木更津市 
有 人事部 [部長] 田島 亮 

HP アドレ

ス 
http://www.next1.co.jp/ 連絡先電話番号 03-6277-6049 連絡先メール r.tajima@next1.co.jp 

当社が求める人物像 挑戦意欲がある、嘘をつかない、あきらめない、ノリが良い 

事業概要 新築木造戸建て住宅の販売・施工 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

オリジナルブランド『with mama の家』を内房エリアで展開。映画館の CM や看板戦略により知名度は高く、 

ピンクのブランドカラーも合わせて認知していただいている方が多くいます。 

主な募集職種（名） 営業、設計、現場監督 
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 住宅の提案営業、住宅の設計、住宅の施工管理 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 1 2  

専修学校卒 1 2 2  

高卒     

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー研修、営業研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 ビジネスマナー研修、リーダー研修、PC 研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

年２回社員食事会 

公的認定 
 

 

 

カナ ビィー・トランセホールディングス（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 ビィー・トランセホールディングス 株式会社 千葉市美浜区 無 総務部 庄子 愛美 

HP アドレス http://www.be-transse.com/ 連絡先電話番号 043-445-7111 連絡先メール saiyou@be-transse.com 

当社が求める人物像  素直で明るい挨拶ができるひと。トライアンドエラーを繰り返して前進できるひと。 

事業概要 

BTHD：グループ運行会社の管理業務、西岬観光（株）：ハイヤー・貸切バス事業、運行管理業 

あすか交通（株）：路線バス・契約送迎バス・観光貸切バス事業、運行管理業、旅行業 

平和交通（株）：路線バス・高速バス・貸切契約送迎バス事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

創業から 55 年間千葉県内で交通インフラを支え続けてきました。中小企業ならではの、組織全体を見渡した仕事が

できます。ON・OFF の切り替えを大事にしています。 

主な募集職種（名） 一般総合職、技術職（バス乗務員） 
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 総合職は総務、社内 SE、企画、営業いずれかに配属  技術職はバス運転業務 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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 2 1 2 神田外語、千葉、千葉商科、千葉工業、聖徳、帝京平成 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 0  

研修制度 
新人研修 入社時合同研修、各部署、各運行会社による研修、フォローアップ研修 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修  

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

クリスマスケーキ支給 

長期休暇制度、無事故表彰、永年勤続表彰 公的認定 健康経営優良法人 2020 

http://www.be-transse.com/
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ 

シャカイフクシホウジンンヒカリフクシカイ 

ヒカリホイクエン 
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 社会福祉法人光福祉会 ひかり保育園 旭市 無 事務 [事務長] 八田 泰 

HP アドレス https://asahihikari.xsrv.jp/ 連絡先電話番号 0479-57-2884 連絡先メール hikari@cd.wakwak.com 

当社が求める人物像 
① 笑顔で元気よく子どもが好きな方   ②  園児と一緒に自らも成長していける方 

② 素直に人の言葉を受け入れられる方  ④  将来、保育園のリーダーとして先頭に立ってもらえる方 

事業概要 認可保育所 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 
ユースエール認定取得の労働環境のよい職場です。労働環境・職員教育に力を入れています。 

主な募集職種（名） 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 産後５７日から小学校入学までの保育全般。 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒   １ 植草学園大学、淑徳大学、和洋女子大学、聖徳短大、千葉敬愛短大、植草短大 

専修学校卒 ４ ２ １ 千葉女子、千葉保育 

高卒     

研修制度 
新人研修 新社会人研修 

入社前準備： 

資格、経験など 

保育士資格 

社員研修 国指定各種研修、県指定各種研修、園指定各種研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

５分間単位の有給休暇制度、インフルエンザ予防接種補助、

健康診断時抗体検査実施、年一回慰安研修、家賃補助制度 
公的認定 

ユースエール認定、千葉県社員いきいき！元

気な会社宣言企業、健康経営優良法人、千葉

県男女行動参画推進事業所表彰（奨励賞） 

 

カナ カブシキガイシャ ビコウショウカイ 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 株式会社 美光商会 

浦安市・市川市・ 

千葉市(稲毛区・ 

美浜区・若葉区) 

有・（左記地域

の中で） 
管理部 

採用担当 諸隈    

（モロクマ） 

HP アドレス www.bikoushoukai.jp/ 連絡先電話番号 
043-262-8288 

090―7019-2022 
連絡先メール recruit@bikoushoukai.jp 

当社が求める人物像 
人と話す事が好き、コミュニケーション力をアップさせたい！何事にもチャレンジしてみたい方 

人に喜んでもらえるような接し方や提案を自ら考えて実行できる方が活躍されています。 

事業概要 
1987 年設立、自働車関連・フード・ＥＣ事業など多角的にビジネスを展開しています。ドコモショップ運営は 1993

年スタート。県内でいち早くドコモショップを立ち上げ、千葉県内８店舗を任されています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

平均年齢は２６歳と若く、先輩後輩の仲が良いので大変活気があります。社員満足度重視！社員の満足が良い仕事 

を生み、それがゆくゆくは会社の発展に繋がるという考えを持っています。いち早くプレミアムデーの導入や 

ワークライフバランスを大事にしています。 

主な募集職種（名） ドコモショップスタッフ 
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 ドコモショップ店頭・カウンターでの接客・販売業務及び商品管理 有 1 日～5 日間 

 

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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 ８ １５ 7 千葉経済大学・和洋女子大学・敬愛大学・神田外語大学・千葉商科大学・情報大学 

専修学校卒 １ 3 ３ 東京ＩＴ会計法律専門学校・東京経営短期大学・千葉経済短期大学 

高卒 １６ ２１ １０ 市川南・船橋古和釜・四街道北・生浜・柏井・若松・犢橋・千葉商業・泉・大網他 

研修制度 

新人研修 
入社後２ケ月間の研修とキャリア相談の面接実施・配属後も各メーカー研修 

ドコモ認定試験対策研修・個別ロールプレイング研修等 
入社前準備： 

資格、経験など 

今しかない、大切な時間

を自分の為にしっかり使

って経験値を上げておい

てほしいです。アルバイ

ト等で接客業を体験して

おくと入社後役立ちます 

社員研修 

２年目・育成担当スタッフ・副店長、店長研修・接遇研修・ＣＳ向上勉強会 

スマホ教室講師勉強会・店舗マネジメント勉強会・店舗応対スキルアップ支

援・３年目キャリア相談、面談実施等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

美光商会プレミアムデ－（月に 1 回１４：４５退勤） 

ライフプラン休暇（有給休暇以外に 3 日）・新年会（全社員参加） 

千葉ロッテマリーンズ観戦プレミアム席 

公的認定 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキカイシャ フクダサンギョウ 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 株式会社 フクダ産業 流山市、柏市 無 総務課 
[採用担当]  

黄（ファン） 

HP アドレス www.fukuda-sangyo.co.jp 連絡先電話番号 04-7147-1622 連絡先メール rikiya.fukuda@fukuda-sangyo.co.jp 

当社が求める人物像 

医療機器を扱う業務上、仕事を通して社会に貢献したいと考える方と一緒に仕事をしたいと思います。また、チーム

ワークの精神を持ち、より高いレベルの仕事をしながら成長したいと考える方を求めています。精密機器と向き合い、

コツコツ仕事に向き合える人が活躍できる仕事です。 

事業概要 

過去 50 年間、県内で肺機能検査機器の設計開発及び製造を行っています。日本国内だけでなく、自社製品の海外展

開も積極的に行っています。また、最近は人間の呼吸についての知識とノウハウを活かし、海外から呼吸と睡眠に特

化した医療機器（人口呼吸器や睡眠評価装置）を輸入し販売しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

医療機器業界で国内最大手のパートナー企業と協業しています。弊社工場で製造した機器は、パートナー企業の販売

ネットワークに乗せ全国の医療機関にお届けしています。子供を養育中の女性社員も活躍している風通しのよい社風

です。 

主な募集職種（名） 開発、技術サポート、営業技術、製造等 
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 
自社製品の設計開発、海外製品の技術サポート、法人を対象とした営業技術、工場での医療機器

の製造 
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 ０ ２ ０ 麗澤大学、千葉工業大学、中央学院大学、 

専修学校卒 ０ ０ ０  

高卒 ０ ０ ０  

研修制度 

新人研修 ビジネスマナー研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 
パワハラ研修、セクハラ研修、情報セキュリティ研修、救急救命トレーニン

グ、ビジネス英語トレーニング 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

資格支援取得サポート、フレッシュマン住宅手当、引っ越し手当、オフィス

おかん、インフルエンザ予防接種サポート、企業型確定拠出年金（401K）

制度、個人型確定拠出年金（iDeCo）対応可 

公的認定 
ISO13485 

 

 

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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 1 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 0 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 0 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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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ 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 [課長] 三浦 義光  

HP アドレス http://horikiri.co.jp/ 連絡先電話番号 047-484-1111 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が大事です。そし

て何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、精密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、) 

世界トップシェアを誇るスタビリンカをはじめ、世界唯一の MAF 処理無人自動化 FA ラインなど高い技術力が最新

のモノづくりを支えています。 

主な募集職種（名） 
技術職（開発設計、生産技術） 

技能職（製造加工、実験検査） 

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：スプリングの開発設計や機械設備の工程設計 技能職：製造ラインでの金属加工業務等 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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 4 千葉工業大学 日大 千葉大 千葉商科大学 

専修学校卒 0 0 2  

高卒 4 4 4 白井高校 市川工業高校 千葉工業高校 千葉黎明高校 我孫子東高校 

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で受講。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 

必要な資格は入社後に取

得していただければ十分

です。学生時代には対人

関係の構築等の経験が大

事だと思います。 
社員研修 

安全衛生、職長研修など業務に関連した研修を就業時間内にて OJT、OFJT

ともに適時行います。業務に必要な資格は全額会社負担にて取得していただ

きます。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

釣、野球、ボウリングなどの各種クラブ活動、組合と共催のボウリング大会

など。 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業 

 

カナ ミカワヤ 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 みかわや 
東金市 

茂原市 

大多喜町 

有 管理部 [総務課長] 尾本 典子 

HP アドレス https://mikawaya.biz 連絡先電話番号 0470-82-4131 連絡先メール recruit＠mikawaya.biz 

当社が求める人物像 
好奇心・向上心を持ち、仲間とともに成長し続ける人 

（負けず嫌いな人・人と話すのが好きな人・意見を柔軟に受けとめられる人・時間を守る人） 

事業概要 きもの販売事業・きものレンタル事業・宝飾販売事業・きものクリニック事業・和裁事業・Web 戦略事業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

 天明 6 年（1786 年）創業より 235 年間、地域密着一筋での営業／230 余年、ブレないお客様への仕立て 

 技術の提供／営業利益に左右されない、個人の売上営業実績に見合った報酬 

主な募集職種（名）  営業職（きもの販売） ／ Web 運営事務職 
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  振袖対象者へご来店を促すアプローチ営業と販売 ／ Web による販売促進・営業事務 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 4 0 3  愛国学園大学、敬愛大学、千葉経済大学、明海大学、麗澤大学 

専修学校卒 0 0 0  

高卒 0 0 2  大多喜高等学校、茂原北陵高等学校、千葉学芸大学 

研修制度 

新人研修 きもの基礎研修／きもの着装研修／きもの着方研修／販売研修／営業研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

［資格］ 

要普通自動車運転免許 

［準備］ 

車の運転の練習 
社員研修 きもの着方研修／振袖営業研修／きもの研修／きもの産地研修 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

きもの着方教室無料参加／きもの文化検定受験料補助／社員割引 

新年度懇親会／バーベキュー大会 
公的認定 
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 採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----企業情報------- 

カナ カブシキガイシャ ミヤコシ 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 ミヤコシ 八千代市大和田新田 無 管理本部 [係長] 西崎 勝也 

HP アドレス https://miyakoshi.co.jp/ 連絡先電話番号 047-493-3854 連絡先メール kat.nishizaki@miyakoshi.co.jp 

当社が求める人物像 

ミヤコシが「永続する企業」となる為に求める人材像 

チャレンジ・・・失敗を恐れず、新しい事に積極的に挑戦する姿勢 

柔軟性・・・既存の知識・経験から脱却し、過去の成功事例にとらわれることなく新たな視点・感性で仕事に取り組む 

自立性・・・自ら考え、主体的に考働する 

事業概要 産業用印刷機及び加工機の製造・販売・保守メンテナンス 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

当社は、印刷産業に関連する機械を幅広く手掛け、開発～製造～販売～保守に至る一貫したワンストップ体制で 

お客様の要望に合わせた「オーダーメイドのものづくり」を行っています。近年は「紙」だけでなく、ラベル、 

パッケージ（軟包装フィルム）、布、建材等、生活産業分野にも開発領域を広げ、国内外に事業を展開しています。 

主な募集職種（名） 
・設計開発職（機械／制御） 

・保守メンテナンス職 

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 

・設計開発職（機械/制御） 

：機械設計部門は、2D,3D CAD を使用して、デジタルプリンター本体から、 

各部品に至るまでの構造検討及び製図を行います。 

：制御設計部門は、電気・回路・制御・プログラミング等、デジタルプリンターの 

ソフトウェア含む制御システム面開発を行います。 

・保守メンテナンス職 

 ：お客様に納入した機械の修理・メンテナンスを行います。 

※「機械担当」と「電気担当」の 2 部門に分かれます。 

有 
5 日間のプログラムにて 

保守メンテナンス、設計業務の実

務体験、印刷機械のオペレーショ

ン等を実施 

 

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 2 5 ４ 千葉工業大学、日本大学、神田外語大学、麗澤大学、国士舘大学、東京電機大学 

専修学校卒     

高卒     

研修制度 
新人研修 工場研修、マナー研修、OJT 入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

（AT 限定可） 社員研修 階層別研修、通信講座 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

リゾートホテル契約、全国に保養所あり（健保組合主催） 

社員旅行、サマーパーティー、忘年会、社内親睦イベント ほか 
公的認定 

千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業、くるみん認定 

 

カナ メイセイコウギョウ カブシキカイシャ 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 明正工業 株式会社 千葉市・市原市 有 総務経理部 [課長] 大野 

HP アドレス http://www.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 

社訓のひとつに「挨拶をしよう」というのがあります。シンプルですが、全てはそこから始まるという思いが込めら

れています。お客様はもちろん、ベテランの協力会社の方々や先輩とのコミュニケーション、その部分がしっかり 

していれば、スキルはあとから付いてきます。想像力を豊かに持って挑戦していく、そんな思いを期待しています 

事業概要 産業・化学・環境プラントのメンテナンス及び機器据付工事、空調・給排水設備工事 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

「社員一人ひとりがイキイキと働く」を目指して若手からベテランまでそれぞれお互いの考え方を尊重するような社

風を築き上げてきました。失敗を恐れず、どんな小さなことでも何か目標をもって臨んでくれれば、自ずと成長出来

るし、私たちもそれを全力でサポートいたします。 

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 
整備・補修・製作等まずは現場にて作業の流れを覚えて頂き、ゆくゆくは監督者を 

目指していただきます 
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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 4 千葉工業大学、日本大学 

専修学校卒 0 0 2 国際理工情報デザイン専門学校 

高卒 0 1 6 千葉工業高校、京葉工業高校、茂原樟陽高校、市川工業高校 

研修制度 

新人研修 
２週間社会人マナー研修後、約３か月間の安全・作業トレーニング。 

その後、仮配属先での OJT を交えた研修を実施 入社前準備： 

資格、経験など 

自動車運転免許あれば尚

可 

社員研修 安全教育・保全技能教育・各特別教育など多数実施 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

資格取得報奨金制度、安全表彰、永年勤続表彰、各種表彰制度。 

スマイル休暇制度（月 1 回どの曜日でも半休が取得できる制度） 
公的認定 社会いきいき！元気な会社宣言企業 

https://miyakoshi.co.jp/
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カナ シャカイフクシホウジンヤエツカイ チドリホイクエン 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 社会福祉法人八越会 ちどり保育園 千葉市花見川区 無  [副園長] 吉岡 敦志 

HP アドレス http://www.kit.hi-ho.ne.jp/ti-dori/ 連絡先電話番号 043-271-7828 連絡先メール tidori-admin@fol.hi-ho.ne.jp 

当社が求める人物像 
保育は一人で取り組むものではなく、チームで取り組む場面が多く、協調性、及び、保育を取り巻く情勢が日々変化

していくため、自分自身で新しい知識、技術を習得しようとする自主性が求められます。 

事業概要 

親子三世代で通われたご家族もいらっしゃる歴史ある保育園です。周囲を神社と公園に囲まれ、静かな環境の中で

充分に個性が発揮できる保育を目指しています。午後８時までの延長保育、食物アレルギーを持つお子様への対応、

地域子育て支援センターでの子育て支援など、様々な事業を実施しています。 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

子どもたちの事故を未然に防ぐ取り組み「保育リスクマネジメント」は、全国的に先進的な取り組みとして注目さ

れており、各種研修会の講師を務めたり、雑誌等へ執筆したりしています。また、他の施設で行っているシフト勤務

を行っていないため、毎日決められた時間に出退勤できる職場となっています。 

主な募集職種（名） 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 乳幼児の保育全般（保護者対応、書類業務なども含む） 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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 １ ２ 
２ 

植草学園大学、千葉経済短期大学、聖徳大学、川村学園女子大学、淑徳大学 

専修学校卒   千葉女子専門学校 

高卒     

研修制度 

新人研修 
入社前に１週間程度の実習を経て、正式勤務となります。入社後は OJT を

中心として、必要に応じて外部の研修へ参加します。 入社前準備： 

資格、経験など 

保育士資格（必須）、幼稚

園教諭免許 

社員研修 
千葉市保育協議会、日本保育保健協議会等が主催する研修会への参加、及び

施設内研修を通して、保育士の質の向上を目指しています。 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

有給休暇取得率１００％（昨年度実績）、外部福利厚生サービス Benefitone

加入（入社１年後加入）、年に１度の職員忘年会の開催（例年１１月頃 参

加費用は全額法人支払い） 

公的認定 
社員いきいき！元気な会社宣言

企業 

 

 
カナ ヨシケンセツ 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 株式会社 与志建設 千葉市花見川区 無 採用担当 [採用担当] 横山 勇人 

HP アドレス http://www.yoshikensetu.co.jp 連絡先電話番号 043-250-6661 連絡先メール eigyo@yoshikensetu.co.jp 

当社が求める人物像 やる気があり、現場にて知識を吸収してスキルアップを積極的に望む向上心のある方を求めております。 

事業概要 総合建設業・不動産業 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

マンション・ビル等の大型建築物の受注に関わるので、受注時・建物完成時には大きな達成感が得られます。 

少数精鋭で、チームワーク第一で仕事に取り組む事を大切に考えており、社員は皆明るく活気があり、会話が多く 

雰囲気の良い職場です。 

主な募集職種（名） 施工管理・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 
施工管理：学校・事務所ビル・工場等の建設及び土木工事の施工現場監督業務（学部不問） 

営業職 ：官庁・民間企業への建築土木工事の営業活動 
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 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 0 0 3 千葉経済大学、中央学院大学、敬愛大学、秀明大学、千葉工業大学 他 

専修学校卒 0 0 2 中央工学校、日本工学院八王子専門学校 他 

高卒 0 0 0  

研修制度 

新人研修 ・ビジネスマナー研修 
入社前準備： 

資格、経験など 

普通自動車免許 

社員研修 ・ビジネス講習 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

・海外視察研修（年１回） 

 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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カナ カブシキガイシャ レカムサービス 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 レカムサービス 
習志野市・船橋市・

八千代市 
有   [課長] 木村 亜紀子 

HP アドレス http://www.11.plala.or.jp/recam/ 連絡先電話番号 043-263-8600 連絡先メール kimura@recam.co.jp 

当社が求める人物像 
人の役に立ちたい、喜ばせたい方、素敵な社会人になりたい方、携帯が好きな方、きっかけは様々です。自分がやりた

い事を発見しに来ませんか？ 

事業概要 NTT ドコモの代理店として千葉県習志野・船橋・八千代エリアでドコモショップを運営・管理 

わが社の魅力 
（顧客、競合、競争優位性、 

     技術、社風等、) 

地域のお客様から愛される店舗を目指し、若いスタッフが多く活躍しています。明るい雰囲気の職場環境で人材育成

にも力を入れており、しっかりとした研修体制が整っているので安心して働けます。 

主な募集職種（名） 窓口接客 
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 携帯電話の販売やアフターサービス、各種サービスの提供受付業務 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委機関名 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 

大卒 3 3 
4 

立教大学、神田外語大学、千葉工業大学、東京成徳大学、敬愛大学等 

専修学校卒 2 1 千葉経済短期大学部、共立女子短期大学等 

高卒 5 3 4 大網高校、船橋豊富高校、東京学館高校、東京学館船橋高校、千城台高校等 

研修制度 

新人研修 内定者研修、新入社員研修、フォローアップ研修、2 年目研修等 
入社前準備： 

資格、経験など 

特になし。今しか出来な

い経験等を沢山して下さ

い。 

社員研修 育成者研修、管理者研修、年代別研修、キャリアによる段階別研修等 

特徴的な福利厚生/ 

行事等 

社会保険完備、社員旅行、社内表彰制度、誕生日お祝い、創立記念パーティ、

新年会、社内イベント等 公的認定 
千葉県社員いきいき！元気な会

社宣言企業、若者応援宣言企業 
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8.新型コロナ感染拡大防止に伴う採用活動上の取り組み状況と企業・教育機関メッセージ 

 

■新型コロナ感染拡大防止に伴う採用活動上の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■企業ごとの取組内容と教育機関に向けてのメッセージ 

  【新型コロナ感染拡大防止に伴う採用活動上の取り組み】 

① Web 会社説明会  ② Web 面接（すべて）  ③Web 面接（一部）  ④アルコール消毒の徹底  

   ⑤ マスク着用    ⑥アクリル板などのパーテーション設置    ➆その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名

新型コロナ感染拡

大防止に伴う採用

活動上の取り組み

教育機関に向けての一言メッセージをお願いいたします。

1 株式会社　赤門 ①, ③, ④, ⑤ お一人でも多くの学生さんとお会いできるのを楽しみにしております。宜しくお願いいたします。

2 株式会社　アクアテック ④, ⑤, ⑥ 是非学生様の就活のお手伝いをさせてください。よろしくお願いいたします。

3 新井総合施設　株式会社 ④, ⑤
2021年卒の方々へ総合職(東京都勤務)、技術職及び事務職(千葉県勤務)のご案内をして

おります。貴校の就職活動中の学生へご案内頂きたくお願い致します。

4 株式会社　アルファ・オイコス ④, ⑤, ⑥

当社は、産業用ヒーター･加熱装置等の開発･製造メーカーとして、半導体･医療･機械･化学･

環境等のさまざまな産業を支える「熱」に関わるモノづくりを通じて、お客様や社会のあらゆるニー

ズやウォンツに、オーダーメイドのモノづくりでお応えしています。 当社では、１５０名の幅広い世

代が集い交流し、社員を家族のように大切にする会社です。 

一人ひとりが向上心をもって挑戦し、みんなが応援し、会社は社員の成長をサポートとし、頑張り

を真剣に評価しています。私たちと共に学び、共に行動し、共に成長していける人財との出会いを

お待ちしています！ 

5 一宮運輸株式会社　関東支社 ①, ③, ④, ⑤, ⑥
感染症拡大防止に向けて防止対策を行い、情報交換会へ参加させて頂きますので、宜しくお

願いします。

6 株式会社インターコムR&Dセンター ③, ④, ⑤, ⑦

当社では10～20代の若手社員も多く活躍しており、風通しの良い社風です。また、社会人にな

る上での不安やギャップも人事担当や先輩社員がサポートしていき、一人一人が力を発揮でき

る環境づくりをしております。ご興味を持っていただいた方からの会社見学などのお問い合わせは、

随時受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください！

7 株式会社永光自動車工業 ④, ⑤, ⑥, ⑦ 弊社が将来性ある若者を元気いっぱい夢いっぱいな人生へ案内します。

8 株式会社エイシル ④, ⑤, ⑦
インターン・会社説明会には人数制限を設け、ソーシャルディスタンスを守って開催させていただき

ます。

9 株式会社　ＮＢＳロジソル ①, ③, ④, ⑤
新型コロナの影響がありますが､秋以降も随時採用を行っていますので､まだ決まっていない学生

がおりましたら､是非､ご紹介お願いします｡
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会社名

新型コロナ感染拡

大防止に伴う採用

活動上の取り組み

教育機関に向けての一言メッセージをお願いいたします。

10 株式会社　エバーブレス ②, ④, ⑤ 弊社は人との関わりを大事にしています。丁寧に育てますので是非とも宜しくお願い致します。

11 株式会社　エム・ケイ ①, ③, ④, ⑦ 採用活動は引き続き行っておりますのでよろしくお願いします

12 エメラルドサポート　株式会社 ②, ④, ⑤
高齢者及び障がい者の方々が自分らしく日常生活を送るためのサポートをしている会社です。

人と関わるお仕事に興味のある学生さんからのご応募をお待ちしています。

13 株式会社　エルピオ ③, ④, ⑤, ⑥
創業から50年以上、地域に密着し地域の皆様とともに成長してきたエネルギー企業です。地域

貢献ができるお仕事に就きたいと熱い意欲をお持ちの方に活躍いただける会社です。

14 株式会社　オカモト ①, ②, ④, ⑤ 弊社は取り扱う工事の8割が公共工事の為、安定性が強みの企業です。

15 株式会社　ミヤコシ ①, ③, ④, ⑤

コロナ禍での就職活動は、様々な制限を強いられ、学生・教育機関様共に大変なご苦労がある

かと存じます。弊社は例年と変わらず採用活動を実施しておりますので、採用に関するご相談

等、遠慮なくお問い合わせください。

16 空間情報サービス　株式会社 ①, ③, ④, ⑤ よろしくお願いいたします。

17 京設工業　株式会社 ①, ③, ④, ⑤
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。

18 医療法人社団　健恒会 ①, ③, ④, ⑤ WEB見学が可能です

19 社会福祉法人　健恒会 ①, ④, ⑤ ZOOMによる会社説明も対応可能です

20 興栄燃料　株式会社 ④, ⑤, ⑥ 大変な最中ではございますが宜しくお願い致します。

21 株式会社 小島製作所 ④, ⑤ 創業70年を経て今後の飛躍につながる中核的人材を求めておりますので宜しくお願いします。

22 株式会社サイプレス・ソリューションズ ①, ③, ④, ⑤, ⑥
学生様の安全を考慮しながら、WEBでの説明会や面接を実施しております。今後も引き続き

WEBを使用しながら学生様第一に採用活動を実施したいと存じます。

23
公益財団法人日産厚生会

佐倉厚生園病院
④, ⑤, ⑥

私たちはこの大変な中で努力してきた学生と一緒に働きたいと考えています。コロナ禍の中、学校

での感染対策や学生への就職支援等に対し苦労されていることかと存じます。各学校、先生方

のご尽力もあり、私達も安心して採用活動が行えております。心よりお礼申し上げます。

また当院は採用試験を行うにあたり、WEBではなく対面方式で行っています。

定期的な換気、消毒、また密にならないよう広い部屋での実施を心がけております。

この大変な中で努力してきた学生達と是非一緒に働きたいと考えていますので、何卒よろしくお

願いいたします。

24 三輝工業株式会社 ③, ④, ⑤ Web面接等を利用しなるべく機会を増やしたいと考えております。

25 株式会社三和システム ③, ④, ⑤

私たち、株式会社三和システムは1991年の設立以来、セキュリティや電気通信の工事を手掛

けてきました。この度の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、就職活動に対しての不安を

抱えている学生の方も多いと思います。弊社は確かな技術と信頼で、官公庁や大手企業との取

引を行い、景気に左右されない安定性のある事業を行っているので今回のコロナショックにもあま

り影響を受けておらず、さらなる成長を目指して現在増員募集しております。また社内でのアル

コール消毒の徹底やご希望がある方にはＷＥＢでの面接・説明なども随時行っております。

何卒宜しくお願いいたします。

26 株式会社三和テレム ①, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦
オンライン形式でも従来のオフライン(対面)形式でも、事情に合わせて実施いたします。オフライン

では徹底した感染予防対策を講じておりますのでご安心ください。

27 株式会社ジャストケア ④, ⑤ お気軽にお問い合わせください

28 株式会社　シルバーとっぷ ①, ③, ④, ⑤, ⑥
私たちシルバーとっぷもこのような状況だからこそ「業界の見本・手本になる会社」として模範にな

る活動を徹底していきます。

29 株式会社　新栄 ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦
千葉県で1977年からモノづくりを続けている会社です。当社の製品が世界中の人々の暮らしを

豊かにし、人々の笑顔を作っていくことをロマンに掲げ、これからも成長し続けます。

30 信和産業株式会社 ①, ②, ③, ④, ⑤ 採用活動で感染対策を実施し、行っております。
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会社名

新型コロナ感染拡

大防止に伴う採用

活動上の取り組み

教育機関に向けての一言メッセージをお願いいたします。

31 株式会社スウィングベーカリー ④, ⑤
弊社では通年採用を実施しております。まずは工場見学だけでも構いません。

よろしくお願い致します。

32 社会福祉法人斉信会 ④, ⑤, ⑦ 障害者支援にご興味を抱けるよう頑張ります。

33 社会福祉法人泉寿会いずみ苑グループ ④, ⑤, ⑦ 採用活動は継続中です。どうぞよろしくお願いいたします。

34 セントケア千葉株式会社(セントケア・グループ) ①, ②

今年度は、コロナウイルス感染症の影響で、授業や実習・就活のサポートおいて大変苦慮されて

いることと存じます。今回のイベントでは、教育機関の皆様の対応方法や学生の皆様の動き、ま

た、採用活動の状況について情報を共有できればと思っております。どうぞよろしくお願い致しま

す。

35 創販株式会社 ④, ⑤, ⑥

コロナ禍の採用活動で、今まで通りの採用活動が出来なくなり、学生の状況等の実態が不明に

なってしまいました。

学校として、就職学生へどのようなアドバイスをしているのかを教えていただき、弊社の採用活動の

糧にさせていただきたいです。

よろしくお願いします。

36 社会福祉法人大成会 ④, ⑤
成田市において地域に根差した障がい福祉サービスに尽力しています。障がい福祉サービスを志

す学生はもちろん、関心を持たれている学生の皆様にぜひご案内頂きたいと思います。

37 株式会社　大電テクニカ ①, ③, ④, ⑤ コロナ禍ではありますが一緒に頑張りましょう

38 株式会社　大東青果 ①, ④, ⑤ 小売業なのでテレワークはできませんが、できることはやっています。

39 株式会社　高橋マシニング ③, ④, ⑤, ⑥ 就職情報交換会に初めて参加させて頂きます、よろしくお願い致します。

40 竹村電気工事株式会社 ①, ④, ⑤
私どものようなＢｔｏＢかつニッチな業種は、学生生徒さんだけでなく先生方にも業界に対する

認知が低く、興味を持っていただくのに苦労しております。

41 館山信用金庫 ④, ⑤ 特にありません

42 田辺建設株式会社 ①, ③, ④, ⑤ 転勤のない作業所の建築施工管理職を募集しています。

43 千葉窯業株式会社 ①, ②, ④, ⑤ WEB形式、対面形式どちらでも対応可能です。

44 中外テクノス株式会社 ①, ②, ④, ⑤

中外テクノスは、技術サービス業において業界屈指の業務規模をもつ『総合検査会社』です。文

系理系問わず、幅広い分野で活躍できる場を提供できます。私たちと一緒に“検査会社日本代

表”を目指してくれる若い力をお待ちしています。

45 長印船橋青果株式会社 ④, ⑤, ⑥ 営業を止められない職場ですのでマスク　体温等の従業員の体調管理は徹底しております。

46 株式会社ティーエスケー ④, ⑤, ⑦ 新型コロナ感染拡大防止に努め、採用活動を行っております。よろしくお願いいたします。

47 社会福祉法人　天光会 ④, ⑤

介護業界は比較的、景気や新型コロナウイルス感染の影響を受けづらい安定した業種です。未

経験者の受け入れに関しても積極的に取り組み、研修制度も整えております。介護業界の魅力

を広く伝えていけたらと考えています。

48 天伸株式会社 ④, ⑤, ⑦ 一歩ずつ前進して乗り越えた先の未来を信じましょう。

49 東京ガスライフバル千葉株式会社 ①, ③, ④, ⑤, ⑥ ご不明点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

50 東邦塗装工業株式会社 ①, ④, ⑤

次世代の施工管理技術者を採用したいと考えております。未経験から教育し、しっかりと国家資

格の取得まで、当社が完全バックアップいたします。性別、文系理系に限らず、募集をしていま

す。お問い合わせください。

51 株式会社トヨタレンタリース千葉 ④, ⑤ 2月頃、法人営業に同行訪問するインターンシップを実施予定です。

52 株式会社成田デンタル ①, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦

コロナの大変な中、様々な施策を行い、お声をかけていただいた大学様、誠にありがとうございま

した。弊社としましても、「新しい生活様式」にあった採用活動を模索しながら進めております。そ

の点に関しましても大学様のご意見も伺えたらと思っております。

53 社会福祉法人　南生会 ①, ④, ⑤, ⑥ 南生会では、この苦境を一緒に乗り越えてくれる仲間を募集しています！

54 日本企画 ①, ④, ⑤, ⑥ コロナ禍で大変だと思いますが、がんばってください。

55 株式会社ネクステージ ③, ④, ⑤, ⑥ 将来を見据えたキャリアパスを提案しています。
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  【新型コロナ感染拡大防止に伴う採用活動上の取り組み】 

① Web 会社説明会  ② Web 面接（すべて）  ③Web 面接（一部）  ④アルコール消毒の徹底  

      ⑤ マスク着用    ⑥アクリル板などのパーテーション設置    ➆その他 

 

 ■教育機関からのメッセージ 

 

 ✉就職内定先が決まらない学生向けに、2021 年 3 月卒向けの採用活動を延長している企業様 

  からの情報がありましたら、ぜひ情報提供をいただけましたら幸いです。【城西国際大学】 

 

✉いつも、本学キャリア支援活動にご協力いただき有難うございます。2021 年卒業生（現 4 年生）  

  向け説明会・採用情報がございましたら、情報交換させてください。千葉県で就職を希望する学生 

  へ情報提供させていただきます。【東京情報大学】 

 

✉zoom による企業または学内企業説明会【第一工業大学 東京上野キャンパス】 

 

✉現 4 年生向け求人について、採用継続されているようでしたら求人票を 

 メール等でお送りいただきたいです。【立正大学】 

 

✉10 月〜12 月まで毎月 WEB 型会社説明会を開催予定です。【神田外語大学】 

 

会社名

新型コロナ感染拡

大防止に伴う採用

活動上の取り組み

教育機関に向けての一言メッセージをお願いいたします。

56 ネクストワンインターナショナル株式会社 ①, ④, ⑤ よろしくお願いします。

57 ビィー・トランセホールディングス株式会社 ④, ⑤, ⑥
学生の動向に合わせた採用活動を行っていけるようお力賜りたく、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

58 社会福祉法人光福祉会ひかり保育園 ③, ④, ⑤ まずはご連絡ください。対応できる範囲なら対応させていただきます。

59 株式会社　美光商会 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥
コロナウイルス感染予防を徹底しながら採用活動を継続中、会社説明・職場見学随時行ってお

ります。まずはお気軽にお問い合わせください、個別対応等、柔軟に対応させて頂きます。

60 株式会社　フクダ産業 ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥
決して大きな会社ではありませんが、コンプライナンスを大切にしながら患者さん・医療現場のこと

を考えながら医療機器を提供し続けている会社です。お会いできるのを楽しみにしております。

61 社会福祉法人　豊立会 ①, ④, ⑤, ⑥, ⑦ 万全な体調で参加いたします！よろしくお願いいたします。

62 株式会社　ホリキリ ④, ⑤ 個別対応等、柔軟に設定いたします。

63 株式会社　みかわや ④, ⑤
第2・第3新卒、コロナ禍での内定取り消し被害にあった在校生、雇い止め被害にあった卒業生

も募集いたします。

64 明正工業　株式会社 ①, ④, ⑤ 会社説明会を随時受け付けております。詳細等はお気軽にお問合せください。

65 社会福祉法人八越会　ちどり保育園 ①, ④, ⑤

保育園という業種のため、勤務中の密を避けることは不可能です。しかし、それ以外の面を工夫

し、衛生管理に努めているため、コロナウィルスだけではなく、その他の感染症の予防につながって

います。どうぞよろしくお願いいたします。

66 株式会社　与志建設 ④, ⑤ 人材不足しております（特に施工管理職）。宜しくお願い致します。

67 株式会社　レカムサービス ①, ④, ⑤, ⑥
当社は例年通りに採用を実施致します。しっかりと感染予防をしたうえでミスマッチの無いよう会社

見学からご案内しております。臨機応変に対応しますのでご安心下さい。


